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（１）市街地再開発事業について 

北海道 稚内市  

① 市の概要 

江戸時代の貞享 2 年（1685）に松前藩が、宗谷に藩主直轄の宗谷場所を開設した

のが始まりで、以来、アイヌの人々との交易の場として、また北方警備の要所とし

て栄えてきた。 

 そして、明治 12 年（1879）宗谷村に戸長役場がおかれた年を市の開基としている。 

日露戦争後の明治 38年（1905）南樺太が日本の領土となり、大正 12 年（1923） 稚

内～樺太間に定期航路が開設されてからは、交通運輸の基地として発展を続け、昭

和 24年には北海道で 14番目となる市制が施行された。 

 日本最北端に位置する稚内市は、宗谷海峡をはさんで東はオホーツク海、西は日

本海に面している。基幹産業は「水産」・「酪農」・「観光」であり、宗谷地方の行政、

経済の中心地である。日本最北端の地、宗谷岬からわずか 43km にサハリン（旧樺太）

の島影を望む国境の街でもある。そのため、ロシア連邦サハリン州との交流が盛ん

であり、北方圏諸国への玄関口としても知られている。 

 近年では、稚内市市街地総合再生ビジョンを基に、活力ある市街地形成を目指し

ており、その集大成ともいえる再開発ビル「キタカラ」が平成 24年 4月に完成した。

同ビルは稚内駅や映画館、高齢者専用住宅を複合した施設となっている。さらに同

年 5 月には道の駅に新たに指定されるなど中心市街地活性化に向けた取り組みが着

実に進んでいる。 

 また平成 23 年 3 月には、市民の

環境に対する意識を高めるため環

境都市宣言を行っており、風力発

電や太陽光発電等、新エネルギー

を積極的に推進しているほか、稚

内市バイオエネルギーセンターで

は生ごみ等から発生するバイオガ

スを回収・活用するなど、環境都

市として注目を集めている。 

世帯数 18,851 人口 38,308 人 

男 18,723  人  女  19,585 人

（2011 年 12月 31日現在）。人口密

度 50.34人/１ｋ㎡ 60歳代の割

合が最も多く、50歳代、30 歳代、40歳代と続いており、約 3 人にひとりが 60歳以

上となっている。また、外国人は、378 人   市域面積 760.89 平方キロメート

ル。 

平成 24 年度予算４１３億１，５３０万円 一般会計２２４億２，５００万円 特別

会計 ７３億５，９３０万円 企業会計１１５億３，１００万円（資料参照） 



② 市街地再開発事業について 

（1）中心市街地の成り立ちと変遷、現況 

 稚内の市街地は 明治20 年代頃から現在の中央5 丁目から宝来5 丁目までの東西150m、

南北2km の区域に郵便局を始めとする公共公益施設や住居が建築され、市街地の形成が始

まった。しかし、背後の丘陵地と海岸線に挟まれた狭隘な土地のため、市街地の拡大はな

かなか進まない状況であった。このため、明治末期から大正期にかけ積極的に海岸線の埋

め立てが行われ、現在の市街地の原形となる南北に細長い市街地が形成された。市街地の

中心となる中央地区では、市街地側（マチ）と港側（みなと）は距離的に近い関係にある

ものの、それぞれの整備事業の経過や鉄路に分断されていることから連携の弱い状況にあ

る。 

また中央地区は現在でも多くの

小売商業者、都市機能が集積してお

り、フェリーターミナル、バスター

ミナル、ＪＲ稚内駅などの主要交通

機関、市内の金融機関が集中し、市

役所、市立病院という最大規模の公

共機関が立地する都市機能の整っ

た地区でもある。特に市立病院は宗

谷管内唯一の総合病院であり、利

尻・礼文の離島、周辺町村を含めた

多くの住民に利用されている。しか

しながら、居住人口、来街者数はここ十数年来 減尐の一途を辿っており、現在は全人口

の66％がＪＲ南稚内以南の南地区といわれる地区に居住している。その主な理由とし南地

区の安価で広い住宅地へ移住が進んだことが大きい。それに伴いさらに連動して幹線とな

る国道40 号線、緑・富岡環状線の沿道には、駐車場の完備した複数店舗が集合する郊外型

のシッピングセンターの進出が進んだことである。反面、従来の中心部は駐車場を持たな

い小規模店舗が残り、土地は地価が高止まりなことから流動性が悪く、年々高齢化と建物

の老朽化が進む地区となってしまっている。 

近年、尐子高齢化や過疎化の顕著化、コンパクトな市街地形成と「まちなか居住」の推

進、消費者行動の広域化と通販利用者の増加、エコロジーや省エネルギー等の価値観の変

化など、新たなライフスタイルに適合した住環境や商業環境の整備が望まれている。 

ここ数年の傾向として、人口減尐や景気の低迷、南地区での造成地の不足から、住宅地の

拡大が鈍っており、既存の住宅の老朽化に伴い、新築にかわって「改築」や「住み替え」、

さらに、高齢化が進んできたことから、郊外の自宅を売却し、まちなかでの居住を希望す

る高齢者も増加しており、緩やかではあるが病院や交通機関、商店が集まっている市街地

へ移住する傾向が現れてきている。 

中心市街地の後背地となる北地区の現況は、古くから沿岸漁業を中心に開け、海岸線に

細長く形成された市街地であることから、沿岸には漁業に関連して干場、加工場用地、関

連工場用地が確保・使用され、山側には、住宅地が配置されてきた。 

北地区では、時代の経過と伴に、山側には住宅用地不足から、建て替え、増築の結果とし

て幅の狭い袋小路が発生し、浜側には漁業者の減尐と伴に広い空地が発生している。 



今後、北・中央地区の未利用地へ新たな居住者を誘導するための環境整備として、時代に

適合した高質の住宅地整備に向けた土地利用のためのルール導入や、道路整備が重要な要

件となってきている。さらには、中心市街地での生活を支える買い周り品を中心とした商

業機能や交通・医療機能の整備充実により、より一層、まちなか居住が進むものと考える。

そのため、将来の市街地形成には南北にバランスの取れた宅地形成の誘導と市街地の再集

約の拠点となる中心市街地の基盤整備と生活を支える商業機能、コミュニティ機能等の再

構築が重要となっている。 

 

(2)稚内市中心市街地活性化基本計画  

稚内市では、改正中心市街地活性化法に基づく「稚内市中心市街地活性化基本計

画」を策定し、平成 21 年 5 月 21日付けで内閣総理大臣の認定を申請して、平成 21

年 6月 30日付けで内閣総理大臣からの認定を受けた。 

主催 中心市街地活性化協議会  

委員 商工会議所 まちづくり稚内 中央・駅前商店振興組合 町内会 稚内市 

    観光協会 交通関係者 市内大学 他 

2006 年7 月に設立された㈱まちづくり稚内は、多様な主体の連携により、中心市街地再

生のための事業を展開する「エリアマネジメント機関」であり、事業エリアは中心市街地

活性化基本計画で定めた区域（都市再生プロジェクトの区域）約62ha としている。 

㈱まちづくり稚内は、新たに施行された「中心市街地の活性化に関する法律」に基づく「中

心市街地整備推進機構」として位置づけられる。稚内駅と一体的に整備される「交流施設」

の管理運営を中心に、稚内駅周辺地区にぎわい創出事業を当面の重点とする。 

 

（３） 稚内駅前地区第 1 種市街地再開発事業 

 市街地の再生に向けた基本テーマを「日ロ友好最先端都市の形成」とし、賑わいにあふ

れ、来訪者の「最北の憧れ」に応える国際性の高いまちづくりを目指し、「マチ」と「み

なと」が一体となった魅力ある都市構造の形成に向けて当地区を拠点として位置づけ、JR

稚内駅周辺を「複合交通ターミナル（駅舎・交流施設等）」として、交通・情報・観光・

暮らしの総合的な拠点として整備している。 

施設整備事業 

再開発ビル  29.3 億 （国・道 8.4 億 市 2.7 億 民 18.2 億） 

駅前広場    9.8 億 （国・道 9.8 億） 

駅舎      5.5 億 （JR5.5 億） 

国道 40号   0.2 億 （国 0.2 億） 

合計     44.8 億 

 

③  視察研修の目的 

 今視察において、市街地再開発事業について

視察したが、本市にとって中心市街地における

事業主の高齢化、市街地の居住人口の尐子高齢

化に伴なう減尐が顕著である。 

市民の生活環境が現況のモータリゼーションへと移り変わり、また駐車場を完備した複



数店舗が集合する郊外型のシッピングセンターの進出に伴い、市街地の消費人口の流れが

郊外へと移り変わり中心市街地での消費人口は減尐の一途をたどっている。商店の閉店、 

また人口減尐により空洞化が進んでいる。結果、商店街の衰退により、かつての「マチ」

としての魅力、吸引力を失いつつある。 

 今後本市においても早急な市街地再開発事業が必要である。稚内市同様の中心市街地活

性化基本計画の策定及び認定を受け事業展開が望まれるところである。 

商店街の賑わいづくりのためには、空き店

舗の解消が重要であり、具体的な取り組みの

第１歩としては、不足業種の誘致である。現

在、中心市街地の商店街には、食料品店や生

活雑貨、高齢者がターゲットとなる肌着、ケ

ア商品などを取り扱う店舗が不足しているこ

とから、高齢者向けの商店を中心に不足業種

の誘致や、商店街の組合員が業種・業態転換

を図るなどの対策が必要であると思われる。 

中心市街地の活性化という共通の目標に

向かって各種施策を推進するため、市民、商

業者、行政が連携し、それぞれの役割を果たすことができる仕組みづくりが必要である。 

 

 稚内市の例をとれば まちなか居住を推進する必要性が重要な課題であり 本市におい

ても同様なことが言える。 

中心市街地においては、急速なスピードで人口減尐、高齢化が進んでいる状況にある。 

中心市街地に賑わいを取り戻し活気のあるものとするためには、中心市街地への住宅整備、

住宅情報の充実など「まちなか居住」施策の推進をとおし、中心市街地へ住み・住み続け

る人の増加、地域コミュニティの維持回復を図ることが必要である。 

また、駅から歩いて生活できる範囲に商業施設や官公庁施設、文化施設、医療施設など

が集積されている利便性の高い「マチ」である特性を活かし、子育て世代や高齢者世帯が

安心・快適に生活できる住環境整備が必要である。 

再開発事業において再開発ビルの３～５階に高齢者向け賃貸住宅（３６戸）、グループ

ホーム（１８室）を整備されている。医療・交通・

商業機能が整備されていることにより、まちなか

居住を希望する高齢者の住み替えの誘導を図って

いる。 

 

今後、藤岡市の駅前開発事業等、また、公立藤

岡総合病院、公立藤岡総合病院付属外来センター

の統合に伴う改革事業後には、駅前から公立藤岡

総合病院周辺のビル再開発事業等が望まれるとこ

ろである。 

 

 

 



（２）観光振興について           北海道 利尻町                

① 町の概要 

 利尻町は北海道の最北端、稚内から 53km フェリーで 1 時間 40 分。日本海上に浮かぶ利

尻島の西南部に位置している。 

  古くから、国内でも有数の魚田と豊富な資源に恵まれ、海とともに生きてきた「漁業の

町」である。 

様々な漁業資源から生まれた名産品の中でも、特にコンブ

は"利尻昆布"の名で全国的に知られており、京都・大阪など

関西の高級料理にはなくてはならいだし昆布として多く利用

されている。利尻昆布を食べて育つウニも味、色、香りとも

に絶品で特にウニ丼はテレビ取材等で数多く取り上げられ、

全国的にも知られるようになった。  

 一方では、豊かな自然と最北への旅を求めて毎年多くの

方々が訪れる「観光の町」でもある。恵まれた自然環境と美

しい景観、そして、豊かな利尻の山海の幸と温かい人情味の

あるもてなし。それが「漁業と観光の町」という利尻町の産

業の"両輪"のささえであり、活力と魅力ある町づくりの原動

力でもある。 

  平成 15 年 4 月からは新千歳～利尻間に直行便が通年運行

しており、道央との距離が大幅に短縮されたほか、7 月～8

月には関西～利尻間のチャーター便の

運航や「飛鳥」「ふじ丸」など大型周遊

客船の寄港地としても定着しつつあり、

今後新たな観光客の増加が期待される

ことから、利尻ならではの体験観光の

取り組みを進めるとともに、親切で人

間味ある心温かい対応をつうじて、「も

う一度行ってみたい利尻」を目指して

いる。 

町名の由来 

町名の「利尻」はアイヌ語「リイ・シ

リ」で「高い・島」を意味する。利尻

島の中央に 1,721mの利尻山がそびえ立つことから、「高い山のある島」と訳せる。 

 

人口 2357人  男 1140人女 1217人  世帯数 1178世帯 平成 24年 5月 

面積 76.49k㎡ （利尻島 182.14 ｋ㎡） 人口密度  30.81人/ｋ㎡  

平成 23年度予算総額 50億 7,081万 8,000円 一般会計 29億 9,200万 0,000円 特別会計

17 億 9,655万 5,000円 砕石事業会計 2億 8,226 万 3,000円 （資料参照） 



② 観光振興について 

（1）利尻島の観光の実態、現状 

利尻島の観光入込客数の推移を見てみると H1 年約１５万人から、H15 年 249,300人をピー

クに H23年まで大きく減尐し、133,500人となっている。 

利尻島の観光入込客数と宿泊客数に比較してみると H14 年入込客 243,100 人、宿泊

175,200 人、72.1％をピークに、H23 年入込客 133,500 人、宿泊 76,100 人、57％と日帰り

プランに移行していることが伺える。 

月別の観光入込客数の推移は特徴として季節変動が大きい。ピークは 6 月、７月であり

5 月から 9月に占める割合が 90％になり、訪客時期は 5月から 9月と言える。  

 観光客から見た利尻島は 憧れの観光地度では、礼文島についで第 2 位、感動率・満足

度では礼文島第６位についで第 7位と上位を占めているが訪問率では利尻島第 94位礼文島

第 97 位と低いということは、宿泊料金、交通費が割高であるとこと等が理由と考えられ、 

訪島したいが、できない状況にあることが伺える。 

 

（2）観光関連施策 

①宣伝活動 

現在、PR活動は周辺関係市

町村の利尻富士町、礼文町、 

稚内市、豊富町、幌延町との

広域的な活動と利尻町単独の

独自性を持ったものとバラン

スを考えながら効果的に実施

している。 

稚内・利尻・礼文・サロベツ観光振興協議会    道内観光キャンペーン 

宗谷シーべニックバイウェイ        東京名古屋プレゼン意見交換 

宗谷総合振興局          宗谷 ｢観光｣と｢食｣の PRキャンペーン 

利礼３町合同         道内 PRキャンペーン千歳 

              道外 PR キャンペーン福岡・長崎・熊本 

 

単独活動           北の大収穫祭 in 恵比寿   詳細別紙資料参照  

 

都内路線バスにラッピング広告宣伝   一台 1年間 180 万円 

利尻町は、2012年 5月から、東京都交通局が運行する都営

バスに利尻島をＰＲするラッピング広告を掲載し始めた。 

期間は 2013年 4月末まで。1年間、島の景色や特産品などを

デザインしたバスが都内を走ることになる。年間の事業費は

約 180万円。   

ビジネスマンや主婦へのアピールを目的としていること

と、掲載料等との兼ね合いから、ＪＲ五反田駅を起点に、 オフィスが多い同品川駅や観光



名所の六本木ヒルズを循環する路線を選んだという。バスの側面に描かれているのは、 「利

尻島」「さい北に浮かぶ夢の浮き島」の文字と、日本百名山として親しまれている「利尻

山」 （標高 1721メートル）の遠景、そして、島名産の利尻昆布やウニ、6月中旬から見

頃を迎える町花のエゾカンゾウの 写真が並んでいる。   

 

観光資源 

利尻山（利尻富士）    リイシリとはアイヌ語で「高い山

のある島」という意味である。その高い山が、標高 1,721m の

利尻山で、その頂から海岸線に達する山麓には、豊かな森林や

草原が広がり、多くの生物を育み、わたしたち人間にもたくさん

の恵みを与えてくれている。 

 利尻山は、島に暮らす人々の拠りどころでもある。  

 また、島内だけではなく、隣島の礼文、稚内から留萌といった北海道北部の日本海沿岸

からも見ることができ、日本最北の国立公園「利尻礼文サロベツ国立公園」のシンボルと

して大勢の人々から愛されている。登山コースは、沓形コースと鴛泊コースの２ルートが

あり、ハイキングコースとして沓形コースは見返台園地まで車で上がれる。 

利尻島の花 

利尻島では、おおよそ６５０種ほどの植物（シダ類を含む）が生育している。島の面積

が小さいにも関わらず種類が多いのは、利尻島の多様な環境や地理的条件や氷河期とも関

係し、利尻島だけに咲く植物が３種類ある。 

リシリヒナゲシ       ボタンキンバイ     リシリアザミ 

       

       

利尻島の動物 

利尻島ではこれまでに２８０種程度の野鳥が観察されている。利尻島には北海道で良く

知られているヒグマやエゾシカ、キタキツネといった中～大型の哺乳類はいない。 

利尻礼文サロベツ国立公園 

日本最北の国立公園として１９７４（昭和４９）年に指定され、本公園のシンボルとも

いえる洋上に聳え立つ円錐形の単体火山である利尻島、厳しい気候条件等からレブンアツ

モリソウに代表される高山植物群が発達する礼文島、国内最大の高層湿原を有するサロベ

ツ湿原からなっている。 

 



地域おこし協力隊 

利尻町では、地域の住民とともに地域活性化に取り組み、町の発展に貢献する利尻町地

域おこし協力隊員を募集している。 

地域おこし協力隊は、人口減尐や高齢化等の進行が著しい地方において、地域外の人材

を積極的に誘致し、その定住・定着を図ることで、上記のような意欲ある都市住民のニー

ズに応えながら、地域力の維持・強化を図っていくことを目的とする取り組みである。具

体的には、地方自治体が都市住民を受入れ、地域おこし協力隊員として委嘱し、一定期間

以上、農林漁業の応援、水源保全・監視活動、住民の生活支援などの各種の地域協力活動

に従事していただきながら、当該地域への定住・定着を図っていくものである。 

 

 

地域資源の見直し 

市民アンケートの結果をみると、「稚内の名物が見つからない」（53.3％）、「勧めら

れる郷土料理が尐ない」（51.2％）との回答があるので、これまで露出度の尐なかった地

域資源の発掘や稚内ならではの観光要素を見つけ出すことと併せて、これらの地域資源を

効果的にＰＲすることが重要となる。 

 

映画ロケ地誘致  

日本映画に新たな歴史を刻む、大型プロ

ジェクト。東映創立60周年記念作品として

製作される『北のカナリアたち』。 

 日本最北の地、稚内、サロベツ、利尻島

礼文島を舞台に、かつてない衝撃と感動の

物語が描き出される。 

映画撮影後ロケ地への観光客誘致を図る。 

 

 

③ 視察研修の目的 

日本国内で憧れの観光地度第２位の利尻島の観光資源、観光施策を視察し、本市

及び周辺地域の観光振興施策に取り入れられる事業を考察してみる。 

まず利尻島は観光期間が日本の北限地域でもあり、5 月から 9 月と短いことから

観光客の誘致増加については厳しい環境にあり、通年の観光産業としての関係業者

の専業は無理な状況にある。 

 このような状況の中、本市でも取り組める効果的な施策について考察してみる。 

 

利尻山登山コース、及びハイキンキングコースの整備事業 

近年の登山・ハイキングの観光客、特に女性の観光客人口の増加に伴い、各観光

地で女性客に利用しやすい整備が取り上げられているが、本市においても桜山公園;

八塩温泉郷・二千階段周辺・三波石峡・旧関東ふれあいの道等ハイキングコースの

再整備が必要であると思われる。 

 



周辺市町村との広域的な PR 活動 

現在、西部県民局管内の高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、上野村、神流町、下

仁田町、南牧村、甘楽町で西上州観光連盟による西上州の観光発展に関する官公署

及び団体法人を以って組織し、歴史、文化、自然、オススメの観光ポイントなどの

観光情報満載のパンフレットを作成し、イベント PR活動を広域的に展開しているが、

十分に活用されていない状況に思われる。 

多野藤岡広域市町村圏振興整備組合にも、ホームページ多野藤岡ぶらり旅で観光

情報を提供している。 

今後、世界文化遺産特別委員会から「富岡製糸場と絹産業遺産群」を平成２４年

度の世界遺産推薦候補として推薦されたことにより、本市としても高山社を中心と

した観光振興事業の強化を推進していかなければならない。 

「富岡製糸場と絹産業遺産群」の世界遺産登録運動を推進するとともに、 県内

に残る絹産業遺産とその誇り高き歴史を活かした観光地づくりが望まれるところ

である。 

 

藤岡市での映画制作・映画ロケ地への観光客誘致 

映画「しゃんしゃんしゃん しゃしゃしゃんしゃん」の制作 

２００５年３月から約半年間、群馬県を舞台として放送されたNHK連続テレビ小説

「ファイト」を契機に「ファイトぐんま推進会議」が誕生し、その事業の一環とし

て発足したのがファイト映画制作である。 

ファイト映画は自主制作ということもあり、創意工夫と人と人との繋がりによって

作られた作品で、スタッフ・キャストのほとんどが地元に在住しており、まさに地

域密着型の映画である。 

 また、この映画は地域住民・行政・企業・小学校等々の連携により創る商業映画

ではなく、利益目的もない、『まち映画』という新しい映画スタイルの作品である。

そして、２００６年にファイト映画第一回制作作品が誕生した。藤岡市鬼石地区の

関係者らで組織する映画制作委員会は映画「しゃんしゃんしゃん しゃしゃしゃん

しゃん」（藤橋誠監督、約70分）を自主制作した。勇壮な山車と激しいおはやしの競

演で知られる「鬼石夏祭り」（毎年７月開催）を題材に鬼石地区の魅力をＰＲするの

が狙い。平成23年上映は大型観光企画「群馬デスティネーションキャンペーン（Ｄ

Ｃ）」開催にあわせた。 

 効果としては地元の祭り練習・当日もロケが頻繁に行われ、撮影前後かなりの盛

り上がりを見せた。上映も県内数カ所で行われ、「鬼石夏祭り」鬼石地区の魅力をＰ

Ｒできた。この映画は地域密着型のもであり、地域関係者を中心とした展開であっ

たが、各地でロケ地跡を利用した観光振興が展開されており、今後チャンスがあれ

ばテレビ連続ドラマ、映画制作の積極的な誘致活動等を観光戦略として推進し、本

市の魅力を全国に情報発信することが望まれる。  

 

 

 



 

（３） 優良田園住宅整備事業について      北海道 恵庭市 

 

① 市の概要 

 北海道恵庭市は、札幌市と新千歳空港のほぼ中間に位置し、恵まれた交通アクセ

スと穏やかな気候風土を持つまちで、早くから住宅地整備を進めると共に、公共下

水道や大学・専門学校、工業団地などの都市基盤の整備が進められ着実に人口が増

えてきている。 

 また、支笏洞爺国立公園を後背地とした恵庭渓谷は、「白扇の滝」や「ラルマナ

イの滝」などが点在し、市の観光スポットとして、また、最近では市民主導による

花のまちづくりが盛んで「ガーデニングのまち」として全国的に知られるようにな

った。 

 現在、恵庭市では第４期恵庭市総合

計画（基本構想：平成１８年～２７年

度）で将来都市像を「水・緑・花・人

がふれあう生活都市」とし（１）水と

緑と花に彩られた美しいまち（２）子

育てしやすい暮らし豊かな心のかよう

まち（３）地域資源を生かした個性と

活気あるまち（４）協働による地域づ

くりを進める交流のあるまちを目指し

ている。 

恵庭の開拓の始まりは、明治３年高知藩の移住により鍬が入れられたのが最初で

あり、本格的な開拓が始まったのは明治１９年、山口県岩国・和木地方からの集団

移住６５戸が漁川沿いに入植し、その後順調に発展した。（団体移住のはじまり） 

 

人  口：６８，９３８人 （男３３，８３３人・女３５，１０５人）（Ｈ２３．

９月末） 

世 帯 数：３０，５７５戸 （Ｈ２３．９月末）人口密度 233.79 人/ｋ㎡ 

面  積：２９４．８７平方キロメートル）  

※道内の他市と比較すると留萌市（２９２平方キロメートル）とほぼ同面積。石狩

管内では、千歳市（５９４平方キロメートル）の約半分で、北広島市（１２０平方

キロメートル）の約２．５倍 

平成24年度予算405億3847万円 一般会計 223億8400万円 特別会計162億7394

万円 水道事業会計 18 億 8053 万円               （資料参照） 

 

 



② 優良田園住宅整備事業について 

（1）「花のまちづくり」の発端 

 「花のまちづくり」は、恵庭市の全般に

わたり展開されているが、オープンガーデ

ンは恵み野地区が中心となっている。1980 

年に恵庭ニュータウン恵み野が分譲された。

恵み野に定住した住民の多くは、市外から

引っ越してきた人々である。その住民たち

は、このまちのために何かできないかと、

自主的にオープンガーデンを実践した。恵

み野地区で「花づくり愛好会」を立ち上げ、

粘り強く「花のまちづくり」を宣伝した。

そして、「花いっぱい文化協会」等から花苗を購入し、自宅の家を花で飾り「ガー

デニング」を実践した。当初は1 年草を植えていたが、近年は1 回植えたら毎年継

続的に花を咲かせるバラをはじめ宿根草が中心となっている。花の季節には、多く

の観光客が恵庭を訪れ、「花マップ」を手にして美しい庭園めぐりを楽しんでいる。

「花のまちづくり」は、恵庭のシンボルともなっている。 

恵庭の「花のまちづくり」は、北海道内有数の花苗の生産地という地域の特性を

活かして形成されたものである。注目すべきは、市民主導で始まったまちづくりと

いう点である。その市民主導のまちづくりを支えたのが、「花いっぱい文化協会」

と「花苗生産組合」である。花苗の流通は、町内会（会員）を通して花苗の購入を

申込み、「花いっぱい文化協会」が斡旋し、「花

苗生産組合」が供給するというシステムである。

そのシステムが、「花のまちづくり」形成の基

盤である。市民と両者との連携、行政の支援が、

「花のまちづくり」の構造である。なお、現在

では市民のガーデニングの花苗は、販売店も増

えたので一般の店舗で購入できる。 

 行政が「花のまちづくり」の市民活動を支援

するという体制は、ある意味では理想的なまち

づくりの展開ということができる。行政主導か

ら市民主体のまちづくりへの移行が模索されている中で、「花のまちづくり」は先

進的な取り組みとして評価できる。 

恵庭のまちづくりが「花のまちづくり」に尽きるわけではないことは言うまでも

ない。恵庭の子育て支援等の活動は、他の地域に先駆ける取り組みとして高い評価

を得ている。その中で、「花のまちづくり」を取り上げる意義は、その取り組みが

魅力ある地域社会の形成に寄与できるものと考えるからである。 

地域住民にとっても、来訪者にとっても、美しい花々に彩られたまちは魅力的に映

るに違いない。なぜなら、快適な生活環境の形成は、まちづくりにとって重要な課

題だからである。 



（2）花の田園住宅構想 

 「花の田園住宅構想」の目的

は、ガーデニングに関心のある

人びとを対象とし、ゆとりある

敷地面積を持つ住宅地「花の田

園住宅」の整備をとおし、第４

期恵庭市総合計画に示す将来都

市像「水・緑・花・人がふれあ

う生活都市 えにわ」を実現する

ことにある。 

第４期恵庭市総合計画における主要施策「都市・農村交流の推進」に位置づけら

れた計画である。計画期間は、第４期総合計画にあわせ、平成２０年度から平成２

７年までの８ヵ年としている。 

 

優良田園住宅とは、「優良田園住宅の建設の促進に関する法律（平成10 年法律第

41 号）」に基づく住宅である。 

生活様式や価値観の多様化、田園居住に対するニーズの高まり、農山村地域など

における高齢化や過疎化、定住促進、都市と地域の交流促進などに応える住宅とし

て制度化されたものであり、北海道では１０市町により取り組みが行われている。 

優良田園住宅：農山村地域、都市の近郊その他の良好な自然的環境を形成してい

る地域に所在する一戸建ての住宅で、次の基準を満たすもの。「一戸建て住宅」と

は、共同住宅ではなく、一戸で一棟を構えている住宅であり、事務所、店舗等を兼

ねる兼用住宅は含まれない。 

① 地面積の最低規模 ３００㎡  ②建ぺい率の最高限度 １０分の３ 

③ 容積率の最高限度 １０分の５ ④階数の最高限度 ３階（地階を含む） 

優良田園住宅は、制度としては300 ㎡以上の敷地面積であれば供給できるが、道 

内では、500 ㎡以上の物件が供給されており、大きく①大規模タイプ ②超大規模タ

イプ の２種類に分類される。「大規模タイプ」は、伊達市、旭川市、東川町の物件

が該当し、敷地面積500～1,000 

㎡、坪単価は20～49千円／坪で供

給しているものである。恵庭市周

辺都市の一般宅地が250 ㎡前後、

80～140 千円／坪で売買されて

いるのに比べ、敷地面積で２倍以

上、宅地価格は１/4 以下となっ

ている。 

 

事業主体 

恵庭まちづくり協同組合は、花

の田園住宅（ブレスドガーデン恵庭）の整備促進事業を行っている。恵庭市「花の

田園住宅構想」に基づき開発された第３セクター方式によるモデル住宅整備事業で

ある。 



 恵庭市が、平成２２年公募提案型売却を行い、当協同組合を土地買受事業者とし

て決定し、事後、都市計画などの法手続き及び造成工事を進めてきた。 恵庭市よ

り組合事業として恵庭市内の除排雪事業、公園緑地の維持管理事業全般指定管理者

の指定を受け、恵庭市内の都市公園及び公共緑地等１４９箇所を対象として管理を

行っている。 

開発地要件は 

① 市街化区域境界より離れた場所に位置する、まとまりある未利用地。（1ha 以上） 

② 農振白地地区。営農している地区を除く。 

③ 最寄り鉄道駅に近い、小学校への通学が可能など、日常生活における利便性を確

保している地区としている。 

 

③視察研修の目的 

 今回視察した優良田園住宅整備事業 本市をはじめ県内各地で 問題となっている遊休

農地の解消と活用を進めるための施策に整合する事業として有効なものであると考え

る。 

 県内でも高崎市倉渕地区でクラインガルデン整備事業が推進されているがこの事

業は、遊休農地の活性を図ると共に、土にいそしみたいという都市住民の皆様に野

菜や花卉の栽培をとおし農業に親しみ、有意義な農村での休暇を楽しんでいただき

地域住民との交流により都市と農村の相互理解を深め、地域の活性化を図ることを

目的とする。 

 日本で最初のクラインガルデン整備事

業を推進した高崎市倉渕では遊休農地解

消と過疎からの脱却を目指し、平成３年に

特定農地貸付法に基づく全国初の市民農

園「クラインガルテン」を開設した。都市

の子供を持つ若い世代の家族や高齢者等

が、農地を求め訪れており、収穫祭等では、

地域住民との交流を図っている。 

その時期からI ターン者の農業への参入

があり、現在までに約３０世帯の新規就農

者が有機農業等に取り組んでいる。 

 今回視察した優良田園住宅整備事業とこのクラインガルデン事業両者を組み合わ

せて、本市における空き農家、古民家、遊休農地等、藤岡市、農業委員会、JAたの

ふじ等関係機関で把握し、本事業を推進することを提案する。また大規模遊休農地

については認定農業者への利用も事業計画に盛り込み整備を進めていただきたいと

考える。 

本市は「ふじ」と「冬桜」に代表される「花のまち」としてのイメージ作りに努

め、ＰＲ活動を積極的に展開しているところである、今後とも住民と一体となって、

さらに日本一の花のまちづくりの推進を進めていく事が望まれる。 

 

 



以上の通り報告 致します 

 

 

 

       平成２４年８月２１日 

      経済建設常任委員会    

  委員長   岩 﨑  和 則  

                  副委員長 高 桑  藤 雄 

大久保  協 城 

橋 本  新 一 

渡 辺  徳 治 

佐 藤    淳 

冬 木  一 俊 

 


