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平成２８年度「市町村職員道内先進事例研修」の概要
１ 目的
個性豊かな地域づくりや行政課題の解決等に向けた取組を行っている道内市町村等の先進事例
を学ぶとともに、訪問先や地域リーダーとの交流を通じ、分権型社会における市町村職員の資質向
上や人材の育成を図り、活力ある地域づくりの推進に資することを目的とする。
２ 日程
平成２８年１０月３１日（月）～１１月２日（水） ３日間
３ 研修先及び研修テーマ
（１） 古平町
テ ー マ：高校を高齢者複合施設に活用【廃校利活用】
日
時：平成２８年１０月３１日（月） １４：００～１６：３０
場
所：古平町高齢者複合施設「ほほえみくらす」（古平町大字浜町８９３番地５）
講
師：古平町保健福祉課長 佐藤 昌紀 氏
社会福祉法人 古平福祉会理事・事務局長 菊地 修二 氏
社会福祉法人 古平福祉会理事・統括管理者 辻田 研也 氏
（２） 伊達市
テ ー マ：地域資源である食と運動を活用した地域活性化の取組 【観光振興】
① 伊達市観光物産館「道の駅だて歴史の杜」
日
時：平成２８年１１月１日（火） １０：３０～１２：００
場
所：伊達観光物産公社 「道の駅だて歴史の杜」（伊達市松ヶ枝町３４番地１）
講
師：㈱伊達観光物産公社 代表取締役 大坪 鐵雄 氏
② ノルディックウォーキングの取組
日
時：平成２８年１１月１日（火）１４：００～１７：００
場
所：体験学習～大滝総合運動公園（伊達市大滝区大成町１）
研修会 ～大滝総合支所（伊達市大滝区本町８５番地１）
講
師：NPO 法人日本ノルディックウォーキング学校理事長 藤田 隆明 氏
伊達市大滝総合支所地域振興課長 西藤
毅 氏
（３） 登別市
テ ー マ：冬期間の大停電からの検証と課題【災害等への対応】
日
時：平成２８年１１月２日（水） １０：００～１１：００
場
所：登別市役所（登別市中央町６丁目１１番地 ）
講
師：登別市総務部総務グループ防災主幹 石垣 英雄 氏
同上
千葉 秀樹 氏
同上
主査 松田 大輔 氏
施設見学：のぼりべつ文化交流館 カント・レラ【廃校利活用】
（登別市登別温泉町１２３番地）
説明員：教育部社会教育グループ主査 菅野 修広 氏
４ 行程
「平成２８年度 市町村職員道内先進事例研修 行程表」のとおり
５ 研修参加者
市町村職員１５名、事務局（北海道市町村振興協会）３名
計１８名
参加者の所属等は「平成２８年度 市町村職員道内先進事例研修 参加者一覧表」のとおり
１

平成２８年度 市町村職員道内先進事例研修 行程表
日程
１日目
10月31日
(月）

行程
11:00

ホテルポールスター札幌／集合（札幌市中央区北4条西6丁目）
↓

（札樽道札幌北ＩＣ → 小樽ＩＣ）

12:00

札幌市 → 小樽市 → 余市町 → 古平町

13:00

意見交換会 古平町高齢者複合施設「ほほえみくらす」（古平町大字浜町893番地5）

14:00

16:30

研修(1) 古平町
【高校を高齢者複合施設に活用】
・研修場所 古平町高齢者複合施設「ほほえみくらす」
研修終了
↓

２日目
11月1日
（火）

18:10

宿泊

8:40

宿泊施設発
↓

10:30
12:00
13:00
14:00

17:00

ホテルニセコアルペン（倶知安町字山田204）

真狩村 → 留寿都村 → 洞爺湖町 → 伊達市

研修(2) 伊達市
【地域資源である食と運動を活用した地域活性化の取組】
① 「道の駅だて歴史の杜」（伊達市松ヶ枝町34番地１）
（昼食）
↓
伊達市（道の駅） → 伊達市大滝区
② ノルディックウォーキングの取組
・体験学習～大滝総合運動公園（伊達市大滝区大成町1）
・研修場所～大滝総合支所（伊達市大滝区本町85番地1）
研修終了
↓

17:10
18:00

３日目
11月2日
(水）

8:30

宿泊

第二名水亭
伊達市大滝区北湯沢300－7
意見交換会 第二名水亭（ハナミズキ）
宿泊施設出発

↓
10:00

11:00

伊達市（大滝区） → 登別市

研修(3) 登別市
【冬期間の大停電からの検証と課題】
・研修場所 登別市役所（登別市中央町６丁目１１番地 ）
研修終了
↓

11:20
12:00
13:00
14:30

・施設見学 のぼりべつ文化交流館「カント・レラ」（登別市登別温泉町123番地）
見学終了
昼食（わかさいも本舗登別東店）
↓
登別IC → 札幌JCT→札幌市内
ホテルポールスター札幌／解散（札幌市中央区北4条西6丁目）

２

平成２８年度 市町村職員道内先進事例研修 参加者一覧表
参加者氏名

ﾚﾎﾟｰﾄ
担当

常務理事事務局長

石 橋 秀 規

－

区分

市町村名等

所属

職名

団長

北海道市町村振興協会

－

団員

雨竜町

総務課財産管理グループ

主任

田 中 邦 彦

②

北竜町

住民課 福祉係

主事

岩 渕 孝 亮

①

長沼町

総務政策課 財政係

主事

森

①

伊達市

健康福祉部高齢福祉課介護保険係

係員

甲 斐 直樹

②

厚真町

町民福祉課 町民生活グループ

主事

永 澤 宏 基

③

東神楽町

こども未来課

主任

深 田 佑 斗

②

鷹栖町

教育課生涯学習係

主任

棚 田 章 斗

①

美瑛町

経済文化振興課

主事

大 畑 裕 矢

②

上富良野町

産業振興課

主任

高 田 憲 司

①

留萌市

総務部財務課財政係

主任

佐 藤 亮 訓

①

置戸町

町づくり企画課企画係

主任

小 里 純 平

②

滝上町

まちづくり推進課

主事

川原田 耕 基

③

津別町

住民企画課財政グループ

主任

佐々木 祐 也

③

本別町

総合ケアセンター

主事

木 本 祐 太

③

別海町

総務部防災交通課

主事

中 川 雅 章

③

北海道市町村振興協会

事業推進担当

主幹

山 田 隆 二

－

北海道市町村振興協会

事業推進担当

主査

松 浦

－

洋 介

事務局

※研修レポートは、３つの研修テーマの中から担当テーマを決めて執筆しています。
レポート執筆担当の区分
①古平町（高校を高齢者複合施設に活用）
②伊達市（地域資源である食と運動を活用した地域活性化の取組）
③登別市（冬期間の大停電からの検証と課題）

３

純

研 修 先 の 概 要

研修（１）

高校を高齢者複合施設に活用【廃校利活用】 (古 平 町)

【事業の背景】
古平町では、古平、余市、仁木商業高校の道立高校３校の統廃合から古平高校の利活用が課題で
あった。一方、特別豪雪地帯に指定されている古平町は、平成２２年に介護保険事業計画の策定に
伴う町民ニーズ調査において、老人ホームなどの施設への入居を希望する高齢者が目立っていた。
また、町営住宅の８割以上が築３０年を経過し、バリアフリー化も進んでおらず、厳しい財政状
況の中で高齢者のニーズを満たすことが困難であった。
【事業の概要】
古平町は、平成２４年に閉校した古平高校の無償譲渡を受け、高齢者住宅を含む複合施設「ほほ
えみくらす」を平成２６年４月にオープンさせた。旧校舎の２階・３階は高齢者住宅にリフォーム
し、１階は社会福祉法人古平福祉会「れい明の里」が指定管理者となり障がい者就労継続支援施設
や食堂・売店を設けた。高齢者の入居条件は、町内在住の６０歳以上で、独居又は高齢者夫婦のみ
の世帯とした。自炊が原則であるが食堂や売店を利用することができる。体育館は、高齢者や障が
い者のリハビリや健康増進に活用。共用ホールではテレビや映画鑑賞、趣味の将棋など交流の場が
生まれた。
【古平町基本データ】
・人口：３，１８８人（平成２７年国勢調査結果：平成２８年１０月２６日公表数値）
・面積：１８８．３６ k ㎡（平成２７年１０月１日現在、国土地理院公表数値）
・１５歳以上就業者総数：１，７２１人（平成２２年国勢調査結果）
第１次産業人口：２６４人
第２次産業人口：６２６人
第３次産業人口：８２６人
・年齢別人口抜粋（平成２７年国勢調査結果：平成２８年１０月２６日公表数値）
０～４歳人口：
８３人
１５～２９歳人口：
２６５人
６５歳以上人口：１，２９４人(高齢化率４０．６％)

研修（２）

地域資源である食と運動を活用した地域活性化の取組【観光振興】
(伊 達 市)

【事業の背景】
旧大滝村は、昭和５０年代から、住民の健康増進や地域おこしを目的にクロスカントリースキー
の普及に取り組んできたが、夏の住民が楽しむことのできる地域スポーツがないことが課題であっ
た。平成１２年、住民の輪が広がり「大滝ノルディックウォーキング協会（現：NPO 法人日本ノル
ディックウォーキング協会）
」を設立した。伊達市の大滝区は、従来から過疎地域に指定されてお
り、高齢世帯が特に多い地区である。
【事業の概要】
同協会は、地域の過疎化防止や地域活性化のための事業として、市と連携を図り、健康寿命を延
４

ばすため、生涯自立歩行者増加への取組を進めている。また、介護老人保健施設のリハビリ部門と
連携し、施設入所者の機能回復や自立歩行訓練にノルディックウォーキングを取り入れる試みや、
温泉、プール、自然環境等を利用した無理なく楽しい運動ができる滞在型ウェルネス・リゾート・
プログラムを共同開発し、
「積極的健康づくり」の拠点を目指している。大滝地区のノルディック
ウォーキング専用コースと温泉ホテル、きのこや山菜などの地域食材を取り入れることで、食と運
動を合わせた総合的健康づくりを実践している。同協会は、東日本大震災の支援活動を通じて、災
害時のエコノミー症候群や運動不足の解消にノルディックウォーキングが役立つことを実践した。
【伊達市基本データ】
・人口：３４，９９５人（平成２７年国勢調査結果：平成２８年１０月２６日公表数値）
・面積：４４４．２１ k ㎡（平成２７年１０月１日現在、国土地理院公表数値）
・１５歳以上就業者総数：１６，１３１人（平成２２年国勢調査結果）
第１次産業人口： １，６５１人
第２次産業人口： ２，９６３人
第３次産業人口：１１，０１４人
・年齢別人口抜粋（平成２７年国勢調査結果：平成２８年１０月２６日公表数値）
０～４歳人口： １，１２５人
１５～２９歳人口： ３，７２９人
６５歳以上人口：１２，１０７人(高齢化率３４．６％)

研修（３） 冬期間の大停電からの検証と課題【災害等への対応】(登 別 市)
【事業の背景】
平成２４年１１月、市内の観測史上２番目の暴風に伴い、送電鉄塔の倒壊で大規模な停電が発生
した。４日間にわたり電力送電が絶たれ、最低温度氷点下４．１度の中、市内全域で停電となった。
【事業の概要】
自衛隊への災害派遣出動要請、市民への広報活動、避難所（８箇所）の開設、レンタル会社から
の加湿器の調達、日本赤十字社からの毛布の貸与のほか、自宅で復旧を待っていた独居高齢者や障
がい者に対しては地区の町内会や福祉施設、医療機関が自主的に巡回及び安否確認を行った。
この経験から、以後どの様な対策を講じてきたのかを学ぶ。
【登別市基本データ】
・人口：４９，６２５人（平成２７年国勢調査結果：平成２８年１０月２６日公表数値）
・面積：２１２．２１ k ㎡（平成２７年１０月１日現在、国土地理院公表数値）
・１５歳以上就業者総数：２１，９３８人（平成２２年国勢調査結果）
第１次産業人口：
２６８人
第２次産業人口： ５，６４３人
第３次産業人口：１５，９５７人
・年齢別人口抜粋（平成２７年国勢調査結果：平成２８年１０月２６日公表数値）
０～４歳人口： １，５０８人
１５～２９歳人口： ５，７９４人
６５歳以上人口：１６，６０２人(高齢化率３３．５％)

５

１ 研 修 レ ポ ー ト

６

研修Ⅰ

高校を高齢者複合施設に活用【廃校利活用】
(古 平 町)

■ 古平町の概要について
上富良野町産業振興課 主任 髙田 憲司
１ 古平町の概要
古平町は、積丹半島の東側中央部、積丹町と余市町に隣接した位置にある。広域幹線ルートは国
道２２９号があり、小樽市までは３６．１㎞で車利用での所要時間は１時間弱、札幌市までは約１
時間３０分となっている。行政区域面積は１８８．３６k㎡で、そのうち山林が１６７．７３k㎡と
８９％を占め、平坦地は古平川流域、丸山川沿いなどに限られており、比較的集約されて市街地、
集落が形成されている。古くから人の住む地域であったが、江戸時代には松前藩の統治下で「古比
羅」
「フルビラ場所」と呼ばれニシン漁場として拓かれた。その後も漁業を礎として発展してきた歴
史をもっている。 古平という地名は、現在の古平川と呼ばれている川の名前、もとはポロベツと言
われていたところで、この付近の大事な川であった。この川に赤い崖があり、それをフレピラ(赤い
崖)と呼んだのが場所になったと言われている。
国勢調査による平成２７年現在の人口は３，１８８人、世帯数は１，４４６戸となっている。人
口が最も多かった昭和３０年に比べると、１／３程度にまで減少した。最近の人口減少の勢いは、
昭和５０年代ほどではないものの依然、減少が続いている。
古平町の産業を平成２２年の就業者数でみると、一次産業が２６４人、二次産業が６２６人、三
次産業が８２６人となっている。一次産業のうち漁業従事者が２２２人で、現在の主な漁獲物はエ
ビ、タコ、ホッケ、カレイなどで、水揚げ高は１２億円程度である。二次産業のうち製造業従事者
は４３７人で、水産加工業従事者が大部分を占めている。古平町ではタラコの年間製造量が約２，
０００tと、明太子を除いたタラコ製造において、全国の出荷量の１０％を占めている。
２

研修先への訪問を通じて学んだこと
上富良野町でも現在、２校の学校が閉校し、今後の利活 用が 課題 とな っ てい る 。

今回、古平町の高校を高齢者複合施設に活用した「ほほえみくらす」を研修し、行
政課題や住民目線からの利活用方法、開設してからの住民利用の実態など検討から
開設・運営までの説明を受け、とても学ぶ点が多かった。今後も少子高齢化が加速
し、行政が抱える問題がさらに増えることが予想されるが、その課題を待つのでは
なく先に対応を図ることが住民の期待に応える行政の在り方だと思うので 、今後も
研修等に参加し視野を広げていきたいと考えている 。

■ 廃校を利用するに至った経過
北竜町住民課 主事 岩渕 孝亮
古平町では、平成２４年３月３１日で 北海道古平高等学校が閉校することが決ま
り、道から校舎の無償譲渡の話を受け、閉校後の校舎をどのように利用するか が大
きな課題となった。
１

改修整備計画の検討状況
７

平成２２年１２月に「古平高校後利用検討会議」を設置し、行政課題の洗い出し
や廃校利活用の基本方針について平成２４年１月までの間に１３回検討会議を実
施し、役場内部での協議を行った。
平成２３年５月に、社会福祉法人古平福祉会（以下「古平福祉会」という。）か
ら廃校の利活用に関して正式提案が有り、お互いの基本方針の協議を行った。平成
２２年に実施した介護保険事業計画策定に係る 「町民ニーズ調査」において、高齢
者住宅の整備を求める高齢者の声が多く、高齢者専用住宅として利用するこ とを町
の基本方針とした。全７回の協議を経て、利用方法、整備費用に係る財政支援方法、
管理運営方法等について基本合意書の締結を行った。
議会への協議は、全３回の中間報告と総務文教常任委員会 において実施設計の概
要について協議を行った。また、先進地視察として寿都町高齢者住宅 ｢風愛｣の視察
も行っている。
その他、町内会長会議での住民説明 会を５回、町広報誌への段階的な 記事掲載、
地域懇談会での住民説明会を実施し 、協議経過の説明や意見集約・合意形成等を行
った。
２

改修整備に係る事前準備状況
平成２４年７月に、大阪府と大阪市が行っていた災害備蓄品の共同発注を参考に、

古平町と古平福祉会が共同で実施設計や改修工事等を発注することを目的とした
「業務の共同執行に関する基本協定」の締結を行った。
耐震工事から１３年間経過していたこと や、高齢者が住む所であること、直営で
運営するため事前に行政責任の有無を明確にすることを踏まえ、耐震診断・劣化度
調査も実施した。その結果、劣化は確認されず、平成２５年２月に実施設計が完了
した。
３

改修整備の状況
平成２５年７月、事前の協議内容に基づいた改修工事及び工事監理委託業務を古

平福祉会と共同発注し、古平町が実施主体となる高齢者複合施設及び古平福祉会が
事業主体となる障害者就労継続支援施設としての改修を行った。高齢者複合施設の
占有面積は２，２７３．１９㎡で、管理人室、高齢者住宅 ２３室、地域交流スペー
ス（食堂・喫茶）、介護支援スペース等の 整備を行った。 高齢者 住宅の部屋数は 、
介護保険事業計画作成に係るアンケート調査の結果を参考に決定した。町営住宅に
入居している方で、１人暮らしが困難になってきている方の人数 が２０人弱という
アンケート結果をもとに２３部屋とした。
障害者就労継続支援施設の占有面積は５１６．１５㎡で 、就労継続支援室３部屋
のほか、スタッフ室等の整備を行った。 占有部分については、町からの 無償貸付と
いう位置付けになっている。
４

「ほほえみくらす」・「きょうどう」の完成
建物の名称は、全３３件の応募の中から 、高校のクラス＝教室で高齢者がほほえ

みを持って暮らすことを意味する。「ほほえみくらす」に決定された。
８

「ほほえみくらす」は平成２６年１月に完成し、２月～３月にかけて 入居希望調
査を実施。３月４日には内覧会を実施し、３月２８日開所式を経て、４月１日 にオ
ープンとなり事業が開始された。
５

研修先への訪問を通じて学んだこと
古平町の取組は、増加する独居老人や高齢者世帯等の支援を必要とする人が、

地域の中で孤立すること無く安心して生活することができる素晴らしい取組だと
感じた。
在宅生活時には、ひょっとしたら 笑顔を忘れてしまっていたような高齢者が 再
び笑顔を取り戻し、 微笑み、皆と 暮らすことが できる場ということで、 今や高齢
者や障害者にとっても行政にとっても無くてはならない施設 だと思う。
北竜町においても、独居老人や 高齢者世帯が増加し、現在高齢化率 は４２％で
あり、今後も高齢化率の上昇が予測されている 。高齢者に 限らず町民がどのよう
なことで困っているか、支援を必要としているか を把握し、地域で支え合えるよ
うな取組を展開していくことが 大切なのではないかと感じた。

■

廃校を高齢者複合施設への活用までの経緯
長沼町総務政策課 主事 森

洋介

１ 活用までの経緯
古平町では、古平・余市・仁木商業高校の道立高校３校の統廃合から古平高校
の利活用が課題となっていた。一方、特別豪雪地帯に指定されている古平町では、
平成２２年に介護保険事業計画の策定に伴う 「町民ニーズ調査 」 において、老人
ホームなどの施設への入居を希望する高齢者が多かっ た。また、受け皿となるは
ずの町営住宅は、９団地２５７戸のうち８割以上が築３０年を経過し、バリアフ
リー化が進んでおらず、町営住宅の建設計画はあるものの厳しい財政状況の中で
高齢者のニーズを満たすことが困難となっていた。
平成２２年１２月に、町職員（総務・企画がメイン）による「古平高校後利用
検討協議会」を設置。構成員には、副町長を座長として関係各課長・係長の１１
名で構成された。検討会議は、平成２２年１２月から平成２４年１月まで１３回、
月１回のペースで開催された。
当時の行政課題として、①旧幼稚園 園舎解体に伴い所蔵していた文化的資料・
歴史的資料の保管場所の問題、②過疎対策・福祉施策としての移住希望の若者や
高齢者向けの住宅対策、③役場庁舎の老朽化のため、大災害時における災害対策
本部機能としての不安、④大震災・津波災害時における緊急 避難場所の対策、⑤
小学校・温泉施設建設に伴う財政問題があった。
また、検討会議の基本方針は、①道の施設とはいえ、未利用で廃墟状態（校舎・
体育館等）にはでき ないことが前提。②古平町のまちづくりに必要な施設である
かを重視。③体育館附帯施設に災害非常時想定のトイレ・シャワー棟が有 り、災
害時に適した施設利用を考慮。④整備費に対する国・道の補助制度、適債性及び
整備後のランニングコストなどの費用対効果を考慮。⑤文化的資料・歴史的資料
９

の保管場所としての一部使用だけでなく、一定規模の利活用が可能なものである
ことを考慮。としていた。
会議の中では、老朽化が進んでいる役場庁舎としての転用も案として出された
が、住民からは高齢者住宅としての提案が多かったことと、平成２３年５月の民
間提案の中で、社会福祉法人古平福祉会から「ケア付き高齢者専用賃貸住宅と障
害者就労継続支援施設の複合施設」として利活用の提案があったことから、町の
基本方針を踏まえ 、 「高齢者専用住宅と障害者就労継続支援施設の複合施設」へ
と修正し決定した。
２

研修先への訪問を通じて学んだこと
長沼町では、平成２６年に中学校の統廃合により 、２校の旧中学校が廃校利活用

の課題となっている。
古平町の高齢化率４０．６％に対し、長沼町でも３３．６％と今後住民の高齢化
が進んでいくことから、町としての基本方針を整備した 上で、住民のニーズに合わ
せた活用方法が重要と考える。
古平町でのこのような複合施設として利活用するにあたり、「介護保険事業計画
の策定に伴う町民ニーズ調査」のタイミングで高齢者へのアンケートを実施できた
ことや、高齢者住宅の整備を基本として、介護支援機能や地域交流機能を一体的に
整備することにより、住環境の整備を目的とした「社会資本整備総合交付金の道パ
ッケージ効果促進事業に採択」と、居住機能と地域交流機能、介護支援機能を総合
的に支援することにより「過疎債の適用」となることで、施設整備の財源確 保がで
きたこと。
指定管理者である社会福祉法人古平福祉会の採算度外視 での協力から、町と民間
企業との連携の大切さを知ることができた。また、高齢者等に対する介護支援機能
や居住機能、地域の全ての住民に対する交流機能、その他福祉増進機能を総合的に
提供することで、障がいのある人、ない人に関わらず若年者も高齢者も安心して安
全な生活を送り、社会・経済・文化など幅広い分野に渡り、共に活動するという町
の基本方針がとても感じられた。

■ 高校を高齢者複合施設に活用して
留萌市総務部財務課 主任 佐藤 亮訓
１ 高齢者複合施設の活用
廃校が決まった旧古平高校を高齢者複合施設に転用することで、２つの側面か
ら行政課題を解決するに至っている。
１つには、住民の多くが学んだ地域の高校を廃屋、又は解体等をせず別な機能
を持つ施設として転用することで、住民がそれぞれ持っている学校への想いを尊
重できたこと。
２つには、元々あった高齢者福祉施設の建設といった住民ニーズに 応えること、
また津波等災害時の避難場所としても適し ている高台の施設を活用できること。
施設自体は、昭和５３年に建設され、平成１１年には耐震補強等工事がなされて
いるが、建設から年数が経っていることから今後、施設の維持が課題となって
１０

いた。この規模の施設を新たに建設するには相当費用がかかることから、住民ニ
ーズを捉え、必要な部屋数を他の施設等との連携を図りながら確保し、少しでも
長く施設を維持していく必要があ った。
２

研修先への訪問を通じて学んだこと
大規模施設の転用については、その時自治体が置かれている様々な状況に左右

されるものであり、また、転用する場 合にはその後の運営管理の引受先に恵まれ
るかどうかという側面もある。
このような中、古平町では的確に住民ニーズを捉え、庁内議論、議会協議と丁
寧な対話を重ね、施設改修まで至ったプロセスについて非常に勉強になった。ま
た、他の都道府県事例についても情報収集を行い活用するなど、事務を行う上で
の情報収集の必要性についても学ばせていただいた。
留萌市においても、道教委から公立高等学校配置計画により学校の統廃合され
ることが決定していることから、今回の研修を通じて 、その後の施設の在り方に
ついて庁内議論を深めることが必要だと感じた。
私自身は財政が担当事務であるため、今後の施設の動向に関わらず、今から
様々な施設転用事例についての情報を収集し、急な投資需要に対応できる財源
確保等の準備を行うことが重要だと感じている。

■ 施設の活用について
鷹栖町教育課 主任 棚田 章斗
１

施設の活用
古平町では、閉校した道立高校を高齢者住宅を含む複合施設に改修し、住み慣れたまちで安心し

て生活を送ることができる「終の住まい」を実現した。
平成２６年４月より、高齢者複合施設「ほほえみくらす」としてオープン。旧校舎の２階・３階
は２３室の高齢者住宅にリフォームされ、１階には社会福祉法人古平福祉会「れい明の里」が障が
い者就労継続支援施設や、食堂・売店を設けている。この古平福祉会が施設全体の指定管理者とな
り、介護事業所も併設している。
また、古平福祉会は、町内で複数の就労支援施設やグループホームを運営しており、約５００人
の障がい者や高齢者の暮らしを支えている。
施設の設置目的としては、高齢者に対する介護支援機能や居住機能、及び地域全ての住民に対す
る交流機能、その他福祉増進機能を総合的に提供することにより、障がいのある人、ない人にかか
わらず、老いも若きも、安心して安全な生活を送り、社会・経済・文化など幅広い分野にわたり、
共に活動できるように支援することをコンセプトとしている。施設運営において配慮している点は、
入居者の安心・安全の確保を目的に、常駐管理人を２４時間体制で配備。施設の運営上、必要最低
限な高齢者住宅の家賃額と、国民年金のみの生活者に配慮した所得階層に応じた減額設定。高齢者
住宅におけるプライバシーの確保と、孤立・孤独を感じさせないよう地域交流スペースや介護支援
スペースを併設していることがあげられている。
高齢者住宅の入居条件は、町内在住のおおむね６０歳以上で、独居又は高齢者夫婦のみの世帯で
あること。自炊が原則としているが、併設している食堂や売店も利用することができ、商品配達に
対応している地元商店もある。また、外出時には施設前に停まる町営のコミュニティバスを利用す
１１

ることもできる。さらに、学校を利用しているということもあり、体育館を利用することも可能で
高齢者や障がい者のリハビリや健康増進に活用されている。
施設内には、町内在住の高齢者の看取りや、虐待を受けた高齢者の緊急避難場所などに利用でき
る特別室を２部屋用意している。利用された方からは、
「老朽化した自宅では、満足な看病ができ
ず、肉親の最後を看取ることができない。病院でも家族の宿泊や、２４時間の看病ができない。こ
こでは、家族が寄り添いながら、心穏やかに『その日』を迎えることができます。
」と話していた
だいている。
２

研修先への訪問を通じて学んだこと
施設自体は高校の校舎を改修し、高台に位置しているので、高齢者が生活していく上で不便で

はないかと思っていた。市街地からは約１キロ離れているが、無料の町内循環バスが施設の前でも
停留する仕組みになっているし、施設内にも食堂や売店が設けられており、日用品や簡単な食材な
どもそろえることができ、不自由は感じられないように思えた。２階・３階の高齢者住宅では、廊
下にソファが置いてあり自由に集まって話ができるスペースや、共用ホールではテレビや映画鑑賞、
趣味の将棋などを楽しむことができ、入居している方々はとても楽しそうに思えた。
私の町、鷹栖町にも同じように高齢者向け住宅があり、建物内に入居している方が自由にお話を
したり、簡単な体操教室等が開催できるスペースがあり、皆さん楽しそうに生活している。しかし、
私の町で問題になっていることの一つが、買い物の問題がある。町内にスーパーが少なく、車がな
ければ気軽に買い物に行ける状態ではない。社会福祉協議会で買い物支援を行っているが、
「自分
で実際に品物を選んで買い物がしたい」という声を耳にする。古平町の「ほほえみくらす」のよう
に、施設内に売店や食堂があるというのは、本当に素晴らしいことだと思う。肉や魚等は難しいに
しても、簡単な食料品や日用雑貨を自分で選んで買えるだけでも、入居者の方はとても満足できる
のではないだろうか。
「ほほえみくらす」での場合、古平福祉会が全体の指定管理者となり、施設内の売店や食堂を運
営している状況である。今の鷹栖町の高齢者住宅に売店等を入れるとなると、どうなるか。管理を
委託しているわけではないが、社会福祉協議会に援助員として、３６５日見守りを行ってもらうた
めに委託している部分はあるものの、売店の運営となると別の内容になってしまう。売店に限らず、
何か新しいことを始めようとするときは、町単独で考えるより、様々な団体や企業の協力を得なけ
れば良いものはできないと思った。
古平町の高齢者複合施設「ほほえみくらす」はそういった意味でも、
「公」と「民」が協力し合
って生まれたとても素晴らしい事例だと感じた。
現在、高齢者の一人暮らしの世帯が増えてきている中で、古平町の「ほほえみくらす」のような
高齢者住宅が各自治体に増えていけば、自分の生まれ育った地域で安心して生活し続けていくこと
ができるのではないかと感じた。

１２

古 平 町

施設の外観（古平町高齢者複合施設「ほほえみくらす」
）

研修風景（佐藤保健福祉課長の説明）

高齢者専用共同住宅

障害者就労継続支援施設（活動室 B 前）

デイサービスルーム（介護サービス事業所）
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研修Ⅱ

地域資源である食と運動を活用した地域活性化
の取組【観光振興】(伊 達 市)

■ 伊達市の概要について
伊達市健康福祉部高齢福祉課 事務職員 甲斐 直樹
１ 伊達市の概要
伊達市は、人口約３５，０００人。北海道の中央南西部、道都札幌市と函館市の
中間に位置し、洞爺湖町、登別市、室蘭市、札幌市と隣接している。海と湖と山の
豊かな自然環境に恵まれ、四季を通じて 気候が温暖であり、降雪量も少ないことか
ら「北の湘南」と称されるなど、快適な居住地として知られている。伊達市の開拓
は、明治３年、仙台藩一門亘理領主伊達邦成とその家臣の自費による集団移住とい
う他に類を見ない独特の形態で行われており、北海道においてはとりわけ古い歴史
と伝統文化を持っている。平成１８年３月には大滝村と合併し、新伊達市として新
たなスタートを切っている。
伊達市の基幹産業である一次産業は、一地域で海・山・土の恵みが生産可能であ
るという「多様性」が最大の特徴。中でも 農業は、約７０品目もの野菜を栽培して
おり、穀類を除く北海道内で生産されるほぼすべての野菜が生産可能である。一次
産業の活性化を起点に地域全体を活性化させていくため、市の豊穣な食資源を十分
に生かすという意味を込めた「伊達ウェルシーフード構想」を策定し、農業、水産
業、畜産業のみならず、加工業、小売業、飲食業の事業者や消費者である市民が一
体となり、「食を通じたまちおこし」の取組を推進している。
２

研修先への訪問を通じて学んだこと
今回研修で行ったノルディックウォーキングは、実際に体験し、ポールを使用

することで姿勢が保て、杖よりも安定した歩行ができると実感することができた。
また、運動不足の解消やリラックスの促進につながり、介護予防の効果があると
実感できとても良い経験となった。高齢化率の上昇に伴い、ノルディックウォー
キングのような、高齢者が要介護状態となるのを未然に防ぐことのできる介護予
防事業が今後必要不可欠であり、元気になる仕組 みづくりによって地域の活性化
につながると感じた。

■

「道の駅だて歴史の杜」の概要について
東神楽町こども未来課 主任 深田 佑斗

１「道の駅だて歴史の杜」の概要
「道の駅だて歴史の杜」は伊達市松ヶ枝町にあり、総合公園だて歴史の杜に隣接
する形で立地している。かつては総合公園内に立地する「黎明観」内に道の駅が設
置されていたが、国道３７号線からの視認性が悪いために売上も伸び悩んでいる状
況であった。このため、集客能力を向上させ、地場産品の販売やＰＲにより貢献で
きる施設とすることを目指して、国道からの視認性も高く、広大な駐車場を完備し、
１４

店舗内に十分な販売スペースを確保した施設を設置し、平成 ２４年４月から運営を
している。
道の駅の運営にあたっては、伊達市・伊達市農協・伊達商工会議所らが出資して
設立した株式会社伊達観光物産公社が担っており、公社にはパート従業員も含めて
約４０名が勤務している。規模の大小は あるが、一定程度の雇用を創出する機関と
しての役割を十分に果たしていると考えられる。
また、道の駅内にある物産館内において、野菜を販売する農業者らで構成されて
いる観光物産館農産物販売協議会が設けられている。協議会では、物産館における
農産物販売の共通ルールや販売規格を定め、公社と共同歩調を取りながら産地直送
コーナーの運営管理を担う組織として機能しており、協議会の下には出品している
商品の自主管理を徹底し、来場者のリピートを目指して努力を重ねている。
２

研修先への訪問を通じて学んだこと
徹底した品質管理と、独自ルールの徹底による顧客の安心感や信頼の獲得により、

道の駅としての役割に留まらず、地域の買い物の場としての確固たる地位を確保 さ
れており、視察中も平日にも関わらず多くの来場者で大変混雑をしていた。やはり
現代の消費者にとって単に安いだけ、単に品ぞろえが豊富 だけではなく、統一した
ルールや企画に基づいた販売を行っているという安心感が多くの来客によって証
明されているということを実感した。
東神楽町では、道の駅が開設されておらず、現時点において伊達市との共通点は
多くない。しかしながら、今後本町で道の駅を開設する動きが出た場合、大いに参
考にすべき施設であると感じた。公社（役所）だけが一方的にルールを敷いて順守
させているのではなく、農業者で構成される協議会を設け、そこで品質管理を徹底
させる点については官民協働の取組として参考とすべき点があると感じる。
前述のとおり、本町には現在道の駅が開設されていないが、町民の中には早期に
道の駅を本町にも開設するべきだと考えを持っている方も少なからず存在してい
る。しかし、具体的な運営手法や経営に向けての展望という点までは議論が昇華仕
切れていない部分があると考えられる。
伊達市の道 の駅にはそれらに関する１つの方向性が示されているように感じら
れた。本町と伊達市では規模だけではなく、地域の環境特性等異なる点が多々あ
るが、道の駅として多くのリピーターを確保し、持続可能性の高い運営を目指し
ていくためには、大いに参考とする必要があるのではないかと思われる。

■「道の駅だて歴史の杜」での食を活用した地域活性化の取組
雨竜町総務課 主任 田中邦彦
１

食を活用した地域活性化の取組
従前の「道の駅だて歴史の杜（観光物産館）」は、総合公園だて歴史の杜に建設

された黎明観内にあったが、国道３７号からの視認性が悪く、市の基幹産業である
農作物等を販売する十分なスペースが確保できなかったことなどから、売上も伸び
悩んでいる状況にあった。このようなことから、道の駅としての集客能力を活かし、
１５

地場産品の販売を目的に、国道から視認性が高く、かつ店舗内に十分な販売スペー
スを有する施設として、観光物産館を現在地に移転新築し、平成２４年４ 月にオー
プンした。
その後、翌年の平成２５年度に増築し、平成２６年４月にリニューアルオープン
した。この理由としては、来館者及び売上実積が建設当初に想定していたものを大
きく上回ったことや、さらに新規出品希望者の要望及び既出品者から販売スペース
の拡大が求められたことから、これに応えてより魅力ある施設にしていくためとの
ことであった。
今回の研修先で感じたことは、国道側に移転新築したその年の売上が予想以上だ
ったことで翌年に増築し、新築から２年でリニューアルしたという、その決断力と
行動力。新築翌年にすぐ増築となると当初の計画が間違っていたのではないかなど
批判的意見があったり、初年度の売上が今後も継続するのか数年様子を見てみよう
かなど、翌年の増築は見送る結果に至りそうなところ、そんなことよりも、いま道
の駅の成長に何が必要な事なのかを一番に考えた結果と行動が現在の「道の駅だて
歴史の杜」の急成長に大きく繋がっていると強く感じた。
「道の駅だて歴史の杜」は、伊達市の地域資源である食を農業者とともに一丸と
なり積極的に発信することにより、地域活性化の拠点となっていると思う。
２

研修先への訪問を通じて学んだこと

（1）雨竜町道の駅「田園の里うりゅう」との比較
「田園の里うりゅう」は、地域情報や文化教養、観光情報の発信を兼ね備えた
地域振興施設として平成９年４月にオープンし、道内４６番目の道の駅として登
録された。その後、集客力を高めるため、特産品直売施設のほか、観光地である
国定公園に指定された「雨竜沼湿原の自然館」などを増築し、平成１８年４月に
リニューアルオープンし、現在多くの来場者の休息と憩いの場所として活用され
ている。

うりゅう米
①

暑寒メロン

施設規模
雨竜町と伊達市では、ともに地場産品の販売を目的としたスペース確保のため

増築している。
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増築後の物販スペース面積
１２０．１㎡

田園の里うりゅう
だて歴史の杜

７４９．６㎡

だて歴史の杜
②

田園の里うりゅう

売上額及び入館者数
「田園の里うりゅう」は、リニューアルされた平成１８年以降の売上額は少し

ずつ増加し、現在ではリニューアル初年度に比べて２５％増の成長を遂げている
が、売上の成長とは反対に平成１８年に比べて入館者数は減少している状況であ
る。
【売上額】
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
田園の里
うりゅう

売 上 額 (百 万 円 )

前年比(%)

だて歴史の 売 上 額 (百 万 円 )
杜
前年比(%)

113
-

114
100.88

115
100.87

111
96.52

117
105.40

110

307

476

567

680

-

279.09

155.04

119.11

119.92

【入館者数】
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
田園の里
うりゅう

入 館 者 (万 人 )

前年比(%)

だて歴史の 入 館 者 (万 人 )
杜
前年比(%)

41

42

42

41

42

-

102.43

100.00

97.61

102.43

17
-

65
382.35

96
147.69

121
126.04

137
113.22

上記の表のとおり、近年の「田園の里うりゅう」は少しずつ売上を延ばし、入
館者数も安定している。しかし、「だて歴史の杜」は施設の新設及び増築後の売
上・入館者数の成長が飛躍的に延びて おり、この成長の裏にはいくつもの要因が
あるはずであるが、その一部でもうまく活用することが できれば「田園の里うり
ゅう」の今後の成長に大きく繋がるのではと思われる。
「だて歴史の杜」の農産品の販売コーナーを見学させていただき感じたことは、
生産者の顔や名前が分かり易く表示されていることで消費者にとって食品に対す
１７

る安心意識が高まるのだろうと思う。これは直売店だからこそできるサービスだ
と思う。他より安いから、などの理由で普通に食品を手に取ってもらうだけでは
なく、生産者自身の食品に対する思いを消費者に伝えることによ り、安心して買
っていただくことができ、それがまたリピーターの確保にも繋がっていくのでは
ないかと思う。また、価格に関しても生産者がいつでも自由に変更することがで
きるシステムで、売れ行きが悪いと思えば価格をその場の判断で生産者自らが下
げているとのこと。これが消費者ニーズに対する対応力の高さなのかもしれない。

だて歴史の杜

直売コーナー状況

（2）今後の課題
「田園の里うりゅう」もリニューアルされ１０年が経ち、その間、消費税増税
や経済状況の悪化などによる全体的な旅行者の減少、消費者ニーズの多様化、農
業者世帯の減少や高齢化など、販売環境は益々厳しい状況になっている。様々な
問題を抱える中、いかに直接足を運んでいただき、特産品を直接手に取っていた
だくことができるかを考えると、やはり一番は情報の発信だと思う。どれだけ高
品質のものを扱っていたとしても、知っていただけなければ、食べていただけな
ければ何も始まらない。この１０年の売上の成長を見る限り、扱っている特産品
の質やサービス内容には問題はないと思う。 勿論、それに満足せず工夫・改良は
今後も継続し必要である。だがそれと並行し、今後は入館者をどのように増やし
ていくかが大きな課題だと思う。今年度、当町はホームページをリニューアルし、
以前と比べてより見易く、より検索し易いホームページへと変更した 。また、
facebook を開設し、新しい情報発信ツールの活用を始めた。このようなネットツ
ールを積極的に活用することで雨竜町の魅力を広く伝えていくことが新たな成長
への一歩に繋がるのではないかと感じている。

■ ノルディックウォーキングの取組について
美瑛町経済文化振興課 主事 大畑 裕矢
１

取組に至った経緯と効果
伊達市（旧大滝村）では、冬場のクロスカントリースキーが盛んであったが、夏

場に楽しむことができるスポーツがないことが課題であった。そこで、当時、教育
１８

委員会の職員であった藤田氏がフィンランドで普及が始まったばかりのノルディ
ックウォーキング（以下「ＮＷ」という。）に注目し、ＮＷを通して地域活性化に
努めた。ＮＷは、２本のポール（ストック）を使用することで上半身が刺激され、
全身運動となる。また、身体の負荷が少なく、介護予防の面においても有効であり、
生涯自立歩行を目指す取組も行っている。６月には「おおた き国際ノルディックウ
ォーキング」を開催し、現在は第１７回に及び、延べ４，０００人を超える参加者
が参加している。また正しいＮＷの方法を普及しようと、指導者養成講座も開講し
ており、藤田氏自身も実際に出前講座 も行って、全国にＮＷの魅力を発信している。
東日本大震災の被災地を訪ね、約２００人にＮＷの指導を例年行っている。歩行
が困難であった仮設住宅にいた方が、ＮＷを行うことで、徐々に外にでる機会が増
え、仲間達と会話をすることで心身ともにリフレッシュとなり、自力で歩けるまで
回復したこともあった。こうした取組の中で、 ＮＷはコミュニケーションツールと
しても役立つことが分かった。
今年度は、ＮＷを通しての健康づくり運動が、厚生労働省の健康増進支援事業に
採択された。老健施設や自治会など多くの団体や老若男女誰でも気軽にできるスポ
ーツであることから健康づくりだけではなく、地域のコミュニティーづくりの場と
しても形成されていくことが期待される。
２

研修先への訪問を通じて学んだこと
今回の研修では、最初に大滝ノルディックウォーキングコースにて、実技でノルディックウォー

キングの体験を行った。距離として約５キロを１時間かけ歩いた。２本のポールを使い歩くことで、
ただ歩くより全身を使って身体を動かしていることが実感できた。
コースは、冬場にクロスカントリースキーコースとして活用されていることから、冬期間はクロ
スカントリースキー選手の合宿地として利用されている。また陸上競技場も併設しており、夏場は
高校の陸上競技部も合宿地として利用し、トレーニングの一環としてノルディックウォーキングを
している状況を聞き、スポーツ合宿地としての環境は整っていると感じた。美瑛町でもスポーツ施
設は何箇所とあるが、その施設をどう活用していくかが課題である。その中で伊達市のような取組
はとても参考になった。
ＮＰＯ法人日本ノルディックウォーキング学校 の東日本大震災の支援活動を行ったお
話しを聞き、エコノミー症候群や運動不足の解消、コミュニケーションツールとしても活用するこ
とができることが分かった。また、現在までの取組内容を聞き、人と人とのつながりがとても活動
する上で、重要であることが分かった。別事業ではあるが、おおたき国際スキーマラソンでの取組
などがとても良い実例であった。また人とのつながりは他の事業を行う上でも重要であり、町づく
りにも必要不可欠であると藤田氏のお話しを聞き、改めて感じた。
美瑛町でも、冬場にはクロスカントリースキー大会を実施している。夏場の健康づくりの一環と
して、平成２８年度からノルディックウォーキング教室を開催した。まだ伊達市のように多くの参
加者や指導できる方が数少ない状況ではあるが、ポールを使うことで身体の負担が軽減され、膝痛
や腰痛を抱えている高齢者においても安全にできることが身をもって体験できたので、担当部署と
連携を取りながら今回の研修で学んだことを還元していきたい。

１９

■ ノルディックウォーキングの普及について
置戸町町づくり企画課 主任 小里 純平
１

ノルディックウォーキングの普及
ノルディックウォーキングは、フィンランドが発祥の地であり、国内では今回研

修で訪問した旧大滝村（現伊達市大滝区）が国内でいち早く取り入れ、普及に取組
んできた。大会や講座の開催によりノルディックウォーキングの知名度は次第に広
がり、現在は介護や医療分野からの関心も高まっている。その背景には、「ノルデ
ィックウォーキングをどのように興味を待たせるか」ということを念頭に、一人ひ
とりに合わせて指導方法やアプローチの仕方を変えて対応し、ノルディックウォー
キングの魅力を細やかに発信した地道な普及活動があった。このことは行政に置き
換えても同様であり、住民個々に対して行政の側から歩み寄り、住民のニーズを満
たすことが、行政への関心や理解につなげられるものであると感じた。
２

研修先への訪問を通じて学んだこと
本研修を通じて、ヒューマンネットワーク（人のつながり）をどれだけ広めら

れるかということが、ノルディックウォーキングの普及につながるものであり、
これはノルディックウォーキングに限らず、全ての事業や町おこしの成功に寄与
するものであるということを講師の藤田氏より学んだ。事業の発展や方向性の検
討・判断をする際に、築き上げた人脈を 最大限利用できることが事業の成功につ
ながることを教わり、町の発展に取組む自治体職員にとって、人間関係の構築か
ら事業の協力者が増えるということは、参考にすべき点であった。
また、藤田氏の話から、物事を考える際に目的や目標をはっきりさせる事で、
質の高い思考が作られるということを感じた。自分自身も事業に取組む際には、
柔軟かつ質の高い発想を生み出すために、明確なビジョンを持って事業の成功に
向けて邁進したいと思う。
私が所属するオホーツク管内の置戸町においても、観光による振興は大きな課
題であり、さらには地域資源を 生かすことができる観光は今後の置戸町がまさに
取組むべき事項である。ノルディックウォーキングのように、旧大滝村時代から
継続してきた取組が今日の医療や介護業界から着目されるようになるまで、大変
な苦労や普及のための工夫があったようだが、地域の人の理解を得て事業の普及
拡大につなげてきたことは非常に興味深いものであった。置戸町においても、住
民と一緒に地域資源を生かした観光拠点を作り上げていきたい。

２０

伊 達 市

伊達市観光物産館「道の駅だて歴史の杜」店内の様子

研修風景（大坪社長の説明）

店内視察の様子

ノルディックウォーキングの体験

伊達市大滝区のナイアガラの滝

研修風景（藤田講師の説明）
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研修Ⅲ

■

冬期間の大停電からの検証と課題【災害等への対応】
(登 別 市)

登別市の概要について
本別町総合ケアセンター介護保険担当 主事 木本 祐太

１

登別市の概要
登別市は、北海道の南西部に位置し､人口４９，５２３人（平成２８年９月末現在の住基人口）
、

面積２１２．２１㎢である。形状はほぼひし形をなしていて、南は太平洋に面し、その海岸線はほ
ぼ一直線である。東は登別漁港、クッタラ湖付近で白老町と接し、北はオロフレ峠､来馬岳付近で壮
瞥町に接している。さらに､西は鷲別岬から鷲別岳にかけて室蘭市､伊達市と接している｡森林が市総
面積の７３％を占め、豊富な水資源となる多くの河川がある。北海道の中でも温暖な気候地帯に位
置している。降雪量は比較的少ないが年間降水量が多く、大雨による災害が多い。支笏洞爺国立公
園の中核に位置し、登別温泉を抱える北海道有数の観光都市であるとともに、本道で最も進んだ重
工業地帯の室蘭工業圏の一翼として発展してきたまちである。平成２６年度の年間観光客数は約３
５０万人であり、その他の産業として、水産業、水産加工業、酪農業、農畜産業がある。
２

研修先への訪問を通じて学んだこと
災害時、報道機関への対応については、地域のローカルＦＭ局からラジオを活用

し、市民に避難所開設情報や停電情報などの最新情報を常時放送することで、不安
の解消に努めた。また、全国各地から必要な物資等の支援が受けられることもある
ので、積極的に報道機関を活用するべきである ことを学んだ。災害等に備え、公用
車のガソリンは日頃から意識してこまめに入れることや、連絡手段となる携帯電話
の予備充電器も必要である。停電により電話が使用できないという状況の中、町内
会という組織がどれだけ重要かということが分かった。議員の方も自主的に巡回し
協力し、市民、議会及び行政が平時から連携することが必要であると感じた。また、
民間企業との災害時における支援協定の締結を促進していかなければならない こ
とや、協定以外でも社会福祉協議会等の民間団体との協力関係を構築することが大
切であると思った。
本別町は、高齢化率が３８．８９％（平成２８年９月末現在の住基人口）と高く、災害発
生時においては、高齢者や障がい者などの要支援者を社会福祉協議会と協力して巡回しなければな
らない。
災害発生時に防災担当だけではなく、全職員が対応できるようマニュアル等の配
付及び研修を行っていく必要があり、避難所の開設訓練や非常用発電機の設置など備品や備
蓄を計画的に整備していかなければならないということを学んだ。

■ 停電災害の概要について
津別町住民企画課 主任 佐々木 祐也
１

停電災害の概要
登別市は、道内でも温暖な気候地帯に位置しており降雪量は少ないが、年間降水

量が多く大雨による災害を受けやすいという特徴がある。（北海道の主要都市が年
２２

間降水量約１，０００mmであるのに対し、登別市は年間降水量１，８００ mmを超え
る。）
しかしながら、今回説明のあった災害は夏の大雨によるものではなく 、冬の暴風
雪が原因であった。平成２４年１１月２６日（停電前日）は強い冬型の気圧配置で、
２１時１７分に暴風警報が発表された。警戒態勢を執り、消防が市内を巡回した。
最大瞬間風速が２４．２ m。市内各地で倒木被害が相次ぎ、積雪 は一晩で２１㎝、
最低気温氷点下４．１度と厳しい条件下の出来事であった。
大停電が発生したのは、この暴風雪が発生した日の翌日、１１月２７日７時３０
分。登別市役所本庁舎が停電した。信号や街灯も消え、通勤ラッシュの時間帯と重
なったため、道路は渋滞が続いた。また停電が長期化することが予測されたことか
ら、ガソリンスタンドも混雑した。また、道央自動車道登別東 IC～登別室蘭ICには、
電線に湿った雪が着雪したことにより下垂した電線が覆いかぶさったため、高速道
路も閉鎖した。
復旧が完了したのは、発生から３日後の１１月３０日。４時５０分に仮設鉄塔が
設置され、登別変電所及び幌別変電所から電力供給が開始された。１１時には市内
全域の送電網が復旧されたとの連絡が北電より確認できたことで、大規模停電は終
息した。
大規模停電が発生した原因は、「６６㎸幌別線№２９鉄塔」が倒壊したためだっ
た。倒壊した原因の分析結果は、①湿った雪が電線に大きく着雪、②倒壊した鉄塔
と両側の鉄塔間の送電線着雪対策が異なり、着雪 量のアンバランスが生じたことで
倒壊した鉄塔に過大な張力差が発生したこと、③鉄塔の設置箇所の地形により風速
が強まったことの３点が挙げられた。
暴風に伴う被害状況については、倒木処理等に係る経費として１７，７００千円、
公共施設の復旧等に係る経費として２０，７６０千円の被害額であった。また、大
規模停電に伴う被害状況については、避難所設置、建物損壊等に伴う修繕料、登別
温泉等営業再開の緊急告知に係る経費など合計４８，２８１千円の被害額であった。
これ以外にも、登別温泉の宿泊施設のキャンセルが相次ぎ、経済損失としては４ 億
円程度の被害があったともいわれている。
２

研修先への訪問を通じて学んだこと
今回の研修での事例をとおし、災害対応において「市民との情報共有するための

仕組みづくり」「民間企業や団体との連携」「日々の防災対応の意識と準備」の重
要性を学んだ。これらの重要事項は、迅速に市民の安全を守り、不安を解消するた
めにはどれも欠くことのできないものである。
まず、避難所の設置について、以下の点に留意したことが挙げられた。
①

スムーズな避難所運営（東日本大震災を教訓。開設時は余裕を持った人員を配
置し、避難者の数に応じて人員を増減させた）

②

避難者に配慮した避難所運営（防災協定の活用、防災関係機関等の協力により、
電源、暖房器具、毛布を確保。保健師の避難所巡回や夜間常駐、市民活動団体に
よる炊き出しの協力、加湿器の設置など）

③

避難者の不安解消（ＮＴＴやＫＤＤＩの協力により特設公衆電話の設置、携帯
２３

充電コーナーの設置、掲示板などで停電復旧情報や食事内容の周知、ラジオの配
置）これらをみると、必要な情報を迅速に伝え、災害による不安を解消するため
に、避難者に対し必要な対応が十分意識されており、さらに民間事業者との協定
や協力により必要な対応が実行できていることが分かる。
防災協定については、東日本大震災以前から各種団体と協定を締結しており、平
成２３年度末までに３０の防災協定を締結していた。平成２４年度以降も新たに１
８の防災協定を締結することで、行政だけでは対応が困難な部分を民間と連携して
対応できるようにしていた。自分たちの自治体に不足しているものを認識し、協定
を締結していくことが重要とのことで、民間団体や民間企業とあらかじめ協定を締
結しておくこと。私が所属する町でも積極的に進めるべき事項であると感じた。
また、災害対応において効果的な実例としては、以下のことが挙げられた。
①

連合町内会と連携した情報発信（避難所開設情報、停電情報を地区連合町内会
から単位町内会へ発信。高齢者の安否確認も単位町内会ごとに）

②

報道機関への最新情報の発信（ＦＭラジオを活用した情報発信。避難所開設、
避難者数、停電情報なども逐次防災部局に掲示。災害対策本部会議も公開し、積
極的な報道を促進）

③

市議会議員からの情報提供（避難所の実態、地域の実態など、市に対し細かく
情報提供）

④

各種団体・企業等のボランティア（市民団体の炊き出し、医師や看護師が避難
所を巡回し健康相談を実施）

⑤

防災協定等に基づく民間企業との連携（レンタル関連企業との協定を活用した
発電機、暖房器具などの設置）
ここでは、市民に対する積極的な情報発信、情報公開に加え 、市民からも情報を

得ることでリアルタイムに双方で情報共有が出来ている点が効果的であると感じ
た。また、留意点が挙げられた中にもあったが、民間企業や団体との連携が重要で
あることも再度感じた。
災害当日の対応以外でも、日々の対策として防災訓練や防災研修会を町内会や幼
稚園、こども会などと市が連携して行っていた。現在私が所属する町でも、行政職
員を対象とした防災研修会や、自治会による避難訓練が行われるなど、防災対策へ
の意識が高まっているが、まだ自治会による意識や活動内容にバラツキがあり、防
災研修会についても全町的に継続的に行われる必要があると感じる。
登別市と私が所属する津別町の違いとして、民間企業・団体といった地域資源の
種類や量の違いが大きいと感じた。登別市の場合は、市の中で完結できるものが多
いと思われるが、津別町は近隣の北見市や美幌町の民間企業や団体と連携すること
で、行政だけでは対応できない部分が補えるように感じる。
また、津別町は人口規模が小さいことから、住民との連携は津別町のほうが図り
やすいと感じる。しかし、これは市街地に言えることで、郊外の農家が多い地域で
は、隣家が数百メートル離れていることから、ライフラインが途絶えたときには情
報共有に時間がかかることも想定される。避難場所を市街地だけでなく郊外にも速
やかに設置することを意識し、物資も備蓄できるものは備蓄しておくことが必要と
考えられる。
２４

さらに、津別町は地震や大雨などの自然災害が、他の地域と比較して少ないこ
とから、住民の日頃の防災意識が低いように感じる。今年８月に発生した台風被
害をきっかけに、今後も想定できないような災害が津別町でもあるということを
認識し、様々な自然災害に対する防災意識をもって、対策を講じていくべきと感
じた。

■

災害における対応について
厚真町町民福祉課 主事 永澤 宏基

１

災害における対応
今回の大停電は１１月下旬に発生しており、最低気温は氷点下を下回り暖房の準

備が必須であった。最近のストーブは電気がなければ動かず、避難所での必要数が
足りてない状況であったが、防災協定を結んでいるレンタル会社により暖房器具や
発電機などを提供してもらい、必要数を設置することが可能になった。
①

避難所開設・運営にあたっての留意した点
避難所の電源・暖房の確保や保健師の巡回・夜間常駐や加湿器の設置などで健
康面の配慮がされており、特設の公衆電話や携帯電話の充電コーナーの設置、掲
示 板 な ど で 停 電 復 旧 情報 や 食 事 内 容 の 周 知 など 避 難 者 の 不 安 解 消 に留 意 し て 運
営がされていた。また、避難所の開設時には余裕を持った人員配置、その後は避
難人数により配置人員の増減をすることでスムーズな運営を心掛けていた。

②

災害対応において効果的だった実例
避難所開設情報・停 電情報を地区連合町内会から単位町内会への情報発信や、
高齢者の安否確認を市内９４単位町内会に依頼するなど、連合町内会と連携した
情報発信や地域のローカルＦＭ局「ＦＭびゅー」と連携をしてラジオを活用した
情報発信、他にも逐次、防災部局に情報を掲示して開示するとともに、災害対策
本部会議を公開して積極的 に報道を促進していた。これらの対応により、住民が
情報不足にならないように工夫されていた。

２

研修先への訪問を通じて学んだこと
研修を通じて、近年の生活は電気に依存した部分が大半を占めてきている。その

中で、停電など自然災害ではなくライフラインの途絶に特化した特異な災害が起き
た時に、どれだけ住民が不安にならずに災害対応できるかが重要となっている。住
民が一番不安になることは情報不足であり、住民が必要な情報をいつでも確認でき
るように町内会や民放などと協力をして情報発信する重要性を感じた。また、民間
との防災協定を結ぶことで 、災害時に必要な物資を提供してもらい避難所設営など
の環境整備が迅速になっていた。これら二点のことから、 災害時は、行政だけでは
対応が困難な部分があり、住民や民間との連携がより大切になっていくものだと感
じた。
登別市と厚真町では、人口の差が大きく比較することは難しいが、厚真町では、
各家庭に町内放送用の防災無線を設置しており、警報等の連絡などに使用して住民
にいち早く情報を発信するようにしているが、登別市では、人口が多く各家庭に設
置することは難しい。その代用としてラジオ局を用いた情報発信や連合町内会が緊
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急時情報伝達網を整備していた。各人口規模や環境により情報発信 方法に違いはあ
るが、緊急時情報伝達網については厚真町でも参考にしていきたいと感じた。
今後の課題としては、厚真町は登別市同様に海から山間部と隣接しており、様々
な災害に対応しなければならず、どのような事態が起きても避難所設置や物資の配
給などを迅速に行うために、防災協定の締結や物資の保管場所の検討が必要と感じ
た。他にも、平成２６年に「厚真町地域防災計画」が策定されており、 職員一人ひ
とりが計画内容を把握することや計画に基づく訓練を住民と民間企業などの協力
を得ながら、どんな災害でも対応できる準備づくりをしていく必要 性を感じた。

■ 今後の課題と対応について
別海町総務部防災交通課 主事
１

中川 雅章

今後の課題と対応
今回の災害を踏まえ、登別市では、防災協定の締結、避難施設及び防災用品の整

備、住民への情報伝達の再考、市における災害時訓 練の実施、市民の防災意識高揚
のための防災訓練、防災研修会などを実施し、本事例のように自然災害に限らない
特異な災害への備えについても対策を講じている。これらを踏まえた上での今後の
課題や対応について、特に重点的に取り上げるべき点について考察していく。
登別市では、東日本大震災の発生を契機に、連合町内会や学校等と連携し、積極
的に防災訓練や防災研修を展開している。これに伴い、自主防災組織の設立や、連
合町内会単位での「地区防災計画」の策定など、防災に対する住民の意識高揚が形
として表れているとのことだった。
阪神・淡路大震災が発生した際、倒壊した建物から救出された方々の ８割が、家
族や近所の住民によるものであるという調査結果もあるように、住民一人ひとりの
防災意識を高めることが減災の第一歩になるものと考える。また、今回の事例では、
ライフラインとなる電力供給が途絶してしまったが、その際の市民への情報伝達手
段が町内会によるものであったことからも、より一層の地域 間連 携も 重 要と な る。
このことからも、行政や自治会等が密に連携をとった訓練及び研修を実施するこ
とが必要となるが、より防災意識を高めるためには、行政 主導ではなく、自治会主
導となるように進めていくことが望ましい。行政側も、この大停電を教訓として備
品や防災行政無線スピーカーの増設などの整備を進めているほか、避難所開設訓練
を行っている。
この避難所訓練について検証した際、避難所に配置する職員が少ないことから人
員配置の見直しを進めたとのことだが、例えば大きな地震が発生した場合、市職員
が被災し、動きが取れないことも十分考えられる。このことから、自主防災組織等、
行政以外の市民も避難所の運営を進めることができるよう、例えば道の作成する
「避難所運営ゲーム（HUG）」を研修に取り上げるなど、自助・共助の意識を高め、
地域における災害対応能力の向上を図ることも重要である。
災害時の対応において、以前は公助に重点をおくべきであるという意識が高かっ
たが、近年の災害を踏まえ、住民の意識には自助や共助に対する意識も高まってき
ている。発災時には行政における迅速な対応は言うまでもなく、町内会や協定締結
した各種団体等との連携など、地域が一体になった対応が重要になることから、今
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後は自助、共助、公助ともにバランスの取れた対応というのが必要不可欠と考える。
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研修先への訪問を通じて学んだこと
冬期間の大規模停電に係る対応について、担当者の方からお話を伺う中で、本格

的な降雪・積雪などの典型的な雪害から発生した ２次災害ではなく、当時の気象条
件等の様々な要因の組合せによる「停電がメインの災害」という印象を受けた。こ
のような災害というのは、どこでも起こり得るものである反面、それぞれの自治体
ではそのような「停電単体」を主眼に置いた対策等については中々整理されていな
いことからも、本研修でこのようなお話を聞けたことは、非常に有意義なものだっ
た。
着目する点として、まず「 町内会における自主的な防災訓練等の実施」が類似点
として挙げられる。登別市では、東日本大震災以降、連合町内会や学校等と連携し、
積極的に防災訓練や防災研修を展開しており、これに伴って防災に対する住民の意
識高揚が形として表れているとのことだったが、本町においても町内会による活動
が積極的に行われており、防災に対する意識が高いものと考えている。特に、本町
は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策地域に指定されており、これまでも
数多くの地震災害に見舞われていることや、近年の爆弾低気圧による高潮や暴風雪
などの気象災害も多発していることが背景にある。これらは、公助だけでなく 、自
助、共助に対する意識が地域に浸透していることを示していると考えられる。
なお、相違点として着目するべき点は、防災協定の締結数で、登別市は計４８の
防災協定を締結しているとのこと。本町では「町として」締結している協定は１０
程度であることから、その数の多さとともに、本災害を踏まえて不足する部分等を
補うべく、積極的に各種団体と協定の締結を進めていることがうかがえる。 本事例
は、前述したとおり気象条件等の様々な要因の組合せによる特異な災害であり、そ
の教訓としてまとめられた事項などは、同様の事態を想定した際に比較す る資料と
して活用できるものである。しかしながら、災害対策については、その地域の地理
的な要因等によりそれぞれ抱えるものが異なるため、一概に全てを当てはめるのは
合理的でないことから、その部分を踏まえたうえでの整理が必要となってくる。

■ 今回の事例を踏まえての対策
滝上町まちづくり推進課 主事 川原田 耕基
１ 今回の事例を踏まえての対策
登別市では、今回の大規模停電による災害を教訓として、これまで想定してきた自然災害だけで
はなく、ライフラインが途絶した場合等の特異な災害への備えも必要と考え、設備や備品の整備、
情報伝達体制の整備、防災訓練等による市民の防災意識の高揚など様々な対策を講じている。以下
に、その対策内容について述べる。
(1) 防災協定の締結
登別市は、東日本大震災前（平成２３年度末）までに３０件の防災協定を各種団体と締結して
いたが、震災後の平成２４年度から協定締結の取組を加速させており、平成２４年４月から平成
２８年９月末までに新たに１８件の防災協定を締結している。防災協定により、行政だけでは対
応困難な業務を民間団体と連携して行う体制を構築している。市はより大規模な巨大地震や大津
２７

波等の災害にも備える目的から、引き続き各種団体との災害時における支援協定の締結を進め、
また、各種災害に備えて協定締結以外にも民間団体などと協力関係を構築することとしている。
(2) 避難施設及び防災用品の整備
今回の事例のような電力供給が途絶した場合等にも対応できるよう、市は非常用電源を市役所
庁舎や各避難所に整備した。さらに、冬期間における災害と長期間にわたる避難生活に備えて、
灯油やカセットガスを燃料とするポータブル暖房機も整備した。そのほか、ＬＥＤランタンや懐
中電灯などの備品、非常食の計画的な整備、高齢者や障がい者などを対象とした福祉避難所の整
備にも取り組んでいる。
(3) 緊急情報伝達体制の整備
今回の事例のように固定電話が通じない状況下では、携帯電話を持っていない高齢者の安否確
認や大人数への情報伝達は困難である。そのため、登別市連合町内会は、緊急時における住民へ
の情報伝達や安否確認の体制を強化するため、市内の各地区連合町内会ごとに緊急連絡体制の整
備を行った。また、市は広範囲における情報発信対策として従来からあった広報車に加えて、公
用車にもスピーカーとアンプを整備し、さらに住宅の防音性能向上を考慮して市内の防災行政無
線の屋外スピーカーを増設した。
(4) 市における災害時訓練の実施
市は、今回の災害において情報収集・情報発信、避難所開設などの対応を行った経験から、災
害時対応に係る各種訓練を実施し、今回の経験を生かして今後の災害に備えている。
災害時における迅速な対応体制の構築という点において、市は災害時の迅速な情報収集と情報
発信の重要性の観点から、自然災害も含め市民の生命と財産を守るため、迅速な対応を可能とす
ることを目的に、災害発生時に防災担当職員以外の職員もすぐに対応できるよう、各種計画及び
マニュアルの策定を進めることとしている。
また、災害時における避難所開設の経験を踏まえ、避難所開設の手順や運営体制の検証を行う
ため、避難所開設訓練を実施した。訓練の結果、避難所開設時における職員配置に関して見直し
の必要性があるなどの課題が判明し、見直しを行った。今後は実動訓練とともに、図上訓練によ
る事前のシミュレートも組み合わせて、より現実に即した訓練を行うこととしている。
(5) 市民の防災意識高揚のための防災訓練・防災研修会の実施
災害時における町内会等の各種団体との連携・協力は必要不可欠なことから、市内の各種団体
においても防災訓練や防災研修会を実施している。市民の防災意識を高め、また、避難場所や避
難経路、避難時間などの確認を行い、いざという時に備えてもらうため、市は連合町内会や幼稚
園、子ども会などと連携して防災訓練を実施している。また、市内の小学校・中学校においては、
地震や津波に備えた防災訓練や防災学習を実施している。そして、町内会や老人クラブなどにお
いても、市内の各地域で防災研修会を開催している。
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研修先への訪問を通じて学んだこと
本事例は、冬期間の大規模停電災害に対する対応ということで、当町においてもいつ発生しても

おかしくない事例である。今回の研修を通じて災害時における自治体職員の役割として、大きく分
けて３点あることを学んだ。以下、自分なりに考える優先順位に沿って述べる。
第一は、正確な情報把握である。本事例では、市役所庁舎に非常用電源が無く、停電発生時当初
は市役所庁舎の電話やパソコンが使えず、情報収集や各関係機関との連絡において制限がある中で
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の対応であったと伺った。また、住民や町内会等とも電話による連絡が取れず、被害状況の把握や
情報伝達にも制限があった。災害時の情報把握においては、関係機関との連絡と現場確認が必要不
可欠であると考える。このことから、本事例のような電力供給が途絶した場合も含め、あらゆる災
害に備えて非常用電源や、災害時用の携帯電話・無線などの通信連絡手段、非常時における迅速な
現場確認体制などの整備といった対策が必要であると考える。
第二は、住民に対する情報伝達である。本事例においては、固定電話やパソコンが使えなかった
ため、住民への情報伝達は町内会の協力を得た直接訪問によるものであった。災害時においては、
住民がそれぞれ落ち着いて行動を取れることが重要であると考える。その判断には正確な情報が必
要であるため、電話や広報車、放送施設などの連絡・広報手段のみならず、町内会等の団体と連携
した直接訪問による情報伝達体制の整備も重要であると学んだ。また、高齢者世帯や障がい者のい
る世帯では支援が必要な場合が多いと考えられるため、そういった観点からも常日頃から人と人と
が連携した直接訪問による情報伝達体制の整備・安否確認方法の共有が大切であると考える。
第三は、状況に応じた対応である。本事例では、避難所の開設や自衛隊への災害派遣要請などが
挙げられるが、特に避難所の開設は災害時における自治体の重要な役割である。研修では今回の災
害の際、避難所用の非常用電源が無かったこと、電気の不要な暖房機が必要数整備されていなかっ
たこと、市職員の避難所への対応がスムーズに行われなかったことなどを反省点として伺った。暖
房機や毛布、非常食等の必要数は災害の規模によってまちまちであり、その把握・整備・管理には
労力や財政的負担を要するが、住民の生命に係わることから欠くことのできないことであると考え
る。また、いざという時のために、平時から想定訓練等を通じたシミュレーションを行い、職員一
人ひとりが状況に応じた対応ができるよう意識付けることも重要である。
冬期間において、役場庁舎も含め町内ほとんどの世帯で停電が発生し、復旧までに数日間を要す
るという状況を想像すると、事態の深刻さが想像に難くない。自分の町がそのような事態に陥った
時、自治体職員として住民の生命に係わる緊急事態に的確、かつ迅速に対応できるよう、防災マッ
プや地域防災計画などに目を通し、日頃から災害時に対する意識を持たなければならないと今回の
研修を通じて感じた。
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登 別 市

研修会場（登別市役所の議場）

石垣防災主幹の説明

研修風景

【施設見学】

研修風景（菅野学芸員の説明）

のぼりべつ文化交流館「カント・レラ」
【廃校利活用】
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２ 参加者アンケート集計結果

３１

「市町村職員道内先進事例研修」参加に関するアンケート集計結果
【回答数１５名中・１５名:回収率100％】
このアンケートは、来年度以降の「市町村職員道内先進事例研修」について検討するための参考
となるものですので、ご協力願います。
１ 今回の道内研修について、どのように評価しますか？
ａ 非常に有意義だった

７名

４６．７％

ｂ 有意義だった
ｃ あまり有意義だったとはいえない

８名
０名

５３．３％
０．０％

ｄ どちらともいえない

０名

０．０％

１４名
１名

９３．３％
６．７％

２ 道内研修の開催時期等について
（１）今回、１０月に実施しましたが、時期としてはいかがでしたか？
ａ 今のままで良い
ｂ 時期をずらした方が良い

（２）（１）で「ｂ」に回答した方について、何月頃が良いとお考えですか？
○１０月末で構いませんが月末、月初めをまたぐのは避けた方が良いと思いました。
（３）道内研修は、毎年開催（１回）していますが、どうお考えですか？
ａ 今のままで良い
１５名
ｂ 隔年開催が良い
０名
ｃ 道内研修及び道外研修との統合（年１回開催）
０名
ｄ その他
０名

１００．０％
０．０％
０．０％
０．０％

（４）（３）で「ｄ」に回答した方について、どうすべきとお考えですか？
※ 該当なし

３ 研修期間について
（１）３日間の研修期間について、いかがでしたか？
ａ 今のままで良い
ｂ 短かった
ｃ 長かった

１５名

１００．０％

０名
０名

０．０％
０．０％

（２）（１）で「ｂ」又は「ｃ」に回答した方について、どの位の期間が適当とお考えですか？
※ 該当なし
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４ 研修参加要件等について
（１）参加人員は２０名程度としていますが（今年度の参加申込は１５名）、どうお考えですか？
ａ 今のままで良い
ｂ 多い

１５名
０名

１００．０％
０．０％

ｃ 少ない
０名
０．０％
（２）（１）で「ｂ」又は「ｃ」に回答した方について、何名位が適当とお考えですか？
※ 該当なし
（３）対象職員は一般職員（原則５年以上の勤務を有する３５歳以下の職員）としていますが、どう
お考えですか？
ａ 今のままで良い
ｂ 変えた方が良い

１３名
０名

８６．７％
０．０％

０名

０．０％

ｃ 少ない
※未回答者２名（１３．３％）
（４）（３）で「ｃ」に回答した方について、どうすべきとお考えですか？
※ 該当なし

（５）参加費用については、交通費（在勤地～集合地）、宿泊代、昼食代を参加者負担としています
が、どうお考えですか？
ａ 今のままで良い
１４名
９３．３％
ｂ 変えた方が良い
０名
０．０％
ｃ その他
０名
０．０％
※ 未回答者１名（６．７％）
（６）（５）で「ｂ」又は「ｃ」に回答した方について、どうすべきとお考えですか？
※ 該当なし

５ 北海道内で公式訪問すべき場所（研修先）として推薦するところ又は機関等があれば、記入願
います。
※ 推薦なし

６ 研修テーマについて
（１）今年度の研修テーマについて、どうお考えですか？
○伊達市のテーマでは、食と運動が関連している取組だと思っておりましたが、
実際は違っていたので２つの要素が関連している事業内容を知りたかったです。
○良いと思います。
○今回の初日に訪れた古平町の廃校利活用については、道内に限らず全国的に廃
校による利活用の問題を抱えている市町村が多いと思うので、とても良かった。
○観光振興や災害対応等様々な分野のテーマだったので、参考となりました。
○施設見学の内容に廃校利活用が多かったので、それに特化しても面白かったと
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思います。
○事前に研修先の内容について把握する資料（プラクティス以外）があると訪問
する際の予習にもつながりありがたい。特に、訪問して当初の想定と異なる場
合、レポート作成に苦慮するケースがある。
○北海道の土地柄にとてもあった研修テーマだと思いました。どこの市町村も同
じような問題を抱えていると思われる。
○今年度は、廃校利活用ケースで２種類の活用事例を視察できたので良かった。
○自分の自治体に通じるものがあり、興味深く研修に臨むことができた。
○多種多様で良かったと思います。
○伊達市大滝区の事例ですが、それぞれの地域資源の連動性が見えてこなく、若
干期待していた内容とは異なる内容で残念でした。その他の２事例は、どの地
域にも共通する課題であると感じ、テーマとしてとて も 良か った と感 じ ます 。
○テーマが様々な分野で設定されていて、自治体職員の研修としてとても参考に
なりました。
○テーマが一つに絞られていないので、自分の関連以外の部分でも色々な話が聞
けるのは、非常に有意義でした。
（２）研修テーマは、研修参加者の見識を深めていただくため、幅広いテーマ設定（保健福祉、地域
振興、産業振興等）を考えていますが、どのようにお感じですか？
ａ 今のままで良い
１３名
８６．６％
ｂ 特定のテーマに絞り込むと良い
１名
６．７％
ｃ その他
１名
６．７％
（３）（２）で「ｂ」又は「ｃ」に回答した方について、どうすべきとお考えですか？
○３日間を廃校のことや福祉のこと、防災のことに絞り込むことで、同じ分野の
部署同士が集まり情報の共有や今後の仕事でのつながりも生まれるというの
も 良いと考える。
○産業振興のコースと災害対策のコースといったように、訪問先のカラーを統一
していただいた方が、参加する職員にとってもより意欲的に参加でき るのでは
ないかと思われる。

７ 今後、取り組んでほしい研修テーマをお聞かせください。
○空き家住宅の活用および対策についてです。
○人工透析者の通院支援を先進的に行っている事例があれば 研修を受けてみたい。
当町は現状、家族に頑張って頂く以外に方法が無いので。
○廃校利活用について
○災害対応は経験しようと思って経験できるものではないので、災害対応に関す
る取組が良いと思います。
○今夏の集中豪雨対応で困難な状況に直面した自治体を訪問し、復興に向けた取
組や課題について調査されるのは良いかと思います。
○人口減少問題
○今のままでよい。
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○インバウンドなどの集客方法や対応方法。北海道民だけではない道外の集客方
法。
○地域おこし協力隊の活動・活躍事例、オリンピックの合宿誘致等に向けたスポ
ーツ振興事例、ふるさと納税の取組の事例
○人口減少対策を通じた地域振興
○どの分野においても、行政だけでなく住民や他の企業など「民」の意見や力を
取り入れられることが、より住民ニーズに近く、かつ柔軟性のある事業展開が
できると感じます。民間と連携しながらうまく事業展開 ができている事例につ
いて、研修テーマで取り上げてほしいです。
○人口減少対策の取組や、介護人材確保の取組について

８ 研修日程、訪問先及び全体を通じての感想をお聞かせください。
○なかなか他の自治体職員との交流が取れない中、このような研修で知り合う機会
ができたことが一番の成果だったと思います。
○登別市の研修は、当時の担当者に講義を頂ければもっと有意義な研修になったと
思います。伊達市のノルディックウォーキング は食との関連性について話してく
れず、先方にテーマが伝わっていたのかな？と感じました。年代の近い人が多く、
全体的に有意義な楽しい研修ではありました。
○研修は勿論良かったが、仲間づくりという点でも、他市町村の同年代の職員と知り合えたことを
とても感謝しています。
○移動にどうしても時間がかかってしまうため、研修の時間が少し短かったかなと
思いますが、各ご担当者の説明がとても丁寧で分かりやすく、とても良い勉強に
なりました。
○正直、知らない人たちと３日間の行程というのはとても不安でしたが、いい人
たちばかりで、素晴らしい交流・情報交換の場となり、貴重な体験ができた研
修会でした。
○普段、なかなか他の市町村の職員と交流ができないので、意見交換等ができとて
も有意義でした。同じ業務の職員といろんなテーマについて 研修してみたかった
思いはあります。
○北海道内という地理的な性質上、移動に相当の時間を要するのは仕方ないが、
移動時間が多く、肝心の研修時間が制限されてしまうのは残念でした。より濃
密な研修とするためには、各地で懇親の場を設けるなど、より時間をかけてヒ
アリングが出来るようなスケジュールを組んでいただくのが良いかと思います。
そのためには、前述の問いに対して「適切」と回答いたしましたが、研修日程
を１日ないし２日程度延長し、場合によっては移動日を設けるなどのご配慮をし
ていただいても良いのではないかと思われます。
○日程については、移動距離が長かったのはありますが、時間的には良かったと
思います。
○私自身が、携わっていない分野を知ることで、業務の幅が広がる。また、他市
町村の職員と研修を行うことで、他市町村の取組などを知ることができ、とても
参考になった。そしてネットワークが広がることができ、業務にプラスに働くこ
とができる。研修の中で、グループワークなどがあればもっと仕事内容や思いな
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どが知ることができるのではないかと考える。
○移動時間が長く移動疲れをしましたが、北海道は広く仕方のないことだと 思いま
すので、移動時間の考慮よりもより良い先進地の事例を学ぶことが良いと感じま
した。
○研修日程は、視察が多すぎず少なすぎず良かったと感じた。訪問先では、施設の
説明等はもとより、資料を作成していただけたので大変良かった。
○３日間の研修は、全て勉強になり、非常に有意義な時間を過ごすことができまし
た。他の研修参加職員とも友好な関係を築くことができ、今後も情報交換等をし
ていきたいと思います。３日目の登別市役所での研修は、もう少し質疑の時間が
確保されていれば良かったと考えます。
○研修テーマが多種多様で、自分の見 識を広げられる良い機会であった。また、同
じ道内の自治体職員とのつながりもできたことは自分にとって財産となった。
○登別市の講義について、もう少し時間を取ってもらえると良かったです。事前学
習した段階でもとても関心の高い分野で、おそらく質問したい人が他にもいたの
ではないかと感じました。
○道内各地の自治体職員と交流することができ、とても有意義な研修となりました。
研修日程について、３日目の登別市での研修は少し短いと感じました。
○今年は参加者が１５名ということで、例年より少ない人数とのことだったが、そ
の分他の市町の方々と交流ができ、有意義な３日間でした。訪問先も多岐に渡り、
自分の関連する分野以外のことも勉強することができたので（個人的に は、伊達
市の道の駅 大坪社長のお話が興味深かったです。）、あっという間の３日間で
した。

９ 本協会の研修事業に対して、ご意見、ご要望があればお聞かせください。
○３日間研修の段取り・進行お疲れ様でした。とてもスムーズに研修を終えること
ができたと思います。ありがとうございました。
○是非研修事業を続けて下さい。
○今回初めて参加させていただきましたが、是非また貴協会様の研修に参加さ せて
いただきたいと感じました。知らないと知っているでは考え方が全く変わってく
ると思うので、またお世話になりたいと思います。その際はよろしくお願いいた
します。
○今後も本研修事業を継続していただきたいと思います。
○とても良いと思います。

３６

