
宗谷の海・空・大地・そして人とつながる 稚内開発建設部

平成２９年８月２１日

北海道開発計画調査説明会を開催

～再生可能エネルギーを活用した地域づくりなどについて説明～

本説明会は、平成２８年度に実施した２件の調査に関する説明、質疑や意見交換を行い、地域の課題

解決に向けて、調査成果の今後の広範な活用や地域の連携・協働などを進めることを目的としています。

なお、この調査は、北海道総合開発計画（※）の企画、立案及び推進に必要な調査として北海道開発

局が毎年度実施しています。

記

１ 日 時 ： 平成２９年８月３０日（水） １３：００～１５：００

２ 場 所 ： 稚内地方合同庁舎３階共用会議室（稚内市末広５丁目６番１号）

３ 内 容 ： （１）北海道開発計画調査の概要

（２）北海道ドライブ観光推進方策検討調査

（３）再生可能エネルギーを活用した地域づくりに関する調査

４ 対 象 者 ： 自治体職員、観光事業者、まちづくり団体関係者等（一般の方でも参加可能です）

５ そ の 他 ： 参加を希望される方は、稚内開発建設部地域振興対策室までご連絡ください。

（TEL ０１６２－３３－１１８５ FAX ０１６２－３３－１０４９）

※北海道総合開発計画とは、北海道開発法に基づき国が樹立する計画です。

「第８期北海道総合開発計画」（平成２８年３月２９日閣議決定）が掲げる「世界水準の価値創造空間」の形成に向けて、各種

施策を進めています。

北海道開発局では、平成２８年度に実施した北海道開発計画調査の成果を宗谷地域でも活用してい

ただくため、下記のとおり説明会を開催します。

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 稚内開発建設部

地域振興対策官 阿部 直哉 電話 0162-33-1184

上席地域振興専門官 鈴木 淳子 電話 0162-33-1185

稚内開発建設部ホームページ http://www.hkd.mlit.go.jp/wk/



北海道ドライブ観光推進方策検討調査

■調査の背景
近年、北海道を訪れる外国人観光客は増加しており、平成27年度では200万人を超え

た。また、訪日外国人観光客の旅行形態も団体旅行から個人旅行へﾆｰｽﾞが移ることで、ﾚﾝ
ﾀｶｰを利用する外国人観光客も増えている。

また、平成28年3月に閣議決定された、8期目となる北海道総合開発計画の中でも、世
界水準の観光地の形成として「世界に通用する魅力ある
観光地域づくり」の中で、「広域的な観光周遊ﾙｰﾄの形成」
を促進することが位置づけられている。

■調査の目的
本調査は北海道の地域的、季節的に偏在している旅行需

要を、近年急増している外国人ドライブ観光客を閑散期に
地方部へと誘導する取組みにより、地域的、季節的な旅行
需要の平準化と更なる外国人ドライブ観光の推進を図るた
め、調査を実施するものである。

■Ｈ２８年度調査内容 （調査年度：Ｈ28年度～H29年度）
1．北海道観光と海外における旅行需要の基礎情報の収集整理

(1)道内地域別外国人観光客入込動向および観光資源等の整理
(2)海外旅行需要の整理

2．観光施設等の特典をまとめた媒体を用いた社会実験の実施
(1)専用ウェブサイトの作成・運営
(2)社会実験の広報
(3)特典媒体の作成・配布

3．社会実験の効果検証、課題整理および平成29年度社会実験の企画・準備
(1)利用者アンケート、移動経路調査の実施、分析
(2)社会実験関係機関へのアンケート調査の実施、効果検証、課題整理等
(3)平成29年度社会実験の企画準備

4．「観光パス」本格導入時の運営体制の検討
・海外事例調査、国内事例調査、運営体制検討

■北海道ドライブ観光パス社会実験協議会
当調査結果を活用して社会実験の実施に際し、必要な検討・助言をいただくため行政関

係者・観光関係者・商工関係者からなる「北海道ドライブ観光パス社会実験協議会」を設
置。全4回開催。

【 協議会構成機関 】
北海道開発局、北海道運輸局、北海道、札幌エアラインズアソシエーション、
札幌地区レンタカー協会、シーニックバイウェイ支援センター、全国旅行業協会、
日本自動車連盟、日本旅館協会、日本旅行業協会、ＮＥＸＣＯ東日本、ひがし北
海道観光事業開発協議会、北海道観光振興機構、北海道空港、北海道経済連合会、
北海道商工会議所連合会、北海道地区「道の駅」連絡会、北海道地区レンタカー
協会連合会、きた北海道広域観光周遊ルート推進協議会、北海道商工会連合会、
ナビタイムジャパン

※H29年度は「北海道ドライブ観光促進社会実験協議会」に改称し、構成員を増やして開催中。

▲北海道ドライブ観光パス
社会実験協議会開催状況



■調査結果
１．道内地域別外国人入り込み動向と海外旅行需要の整理
・平成25～27年度の３ヶ年において、北海道に訪れた外国人の入込動向を国別に整理。
・その結果を用いて道内17エリア別の観光資源の情報と照らし合わせ、需要喚起に向けたマッ

チングが見込まれる観光エリアと観光資源を抽出・整理。

２．平成２８年度「北海道ドライブ観光パス社会実験」の実施
・「北海道ドライブ観光パス」社会実験が円滑に進められるように、広報・PR資料を作成。
【社会実験概要】
・実験期間 平成28年10月1日～11月30日（61日間）
・対象者 主にレンタカーを利用する外国人観光客
・特典提供施設 124施設（ひがし北海道地域）
・海外在住外国人への広報結果

⇒チラシ配布 5,550枚
ＨＰ閲覧 2,997アクセス(H28.9.16-12.15海外からのｱｸｾｽのみ)

・クーポン冊子（英語, A5判36ページ）配布結果 ⇒ 2,083冊
道内のレンタカー店舗（200店舗）、JNTO認定外国人観光案内所（4箇所）
で配布。 配布数は全道の外国人へのレンタカー貸渡台数の 約2割に相当。

３．「北海道ﾄﾞﾗｲﾌﾞ観光ﾊﾟｽ社会実験」効果検証
アンケート調査および携帯電話(GPS)による移動経路調
査より社会実験の効果を整理。
・29施設で60冊113枚のｸｰﾎﾟﾝが利用された。
・ｴﾘｱ別では上川が過半数の61枚(8施設)、釧路根室

28枚(10施設)、ｵﾎｰﾂｸ21枚(9施設)、十勝3枚(2施設)。
・最も利用された施設は「大雪山層雲峡・黒岳 ﾛｰﾌﾟ

ｳｪｲ」で33枚。
・ｱﾝｹｰﾄ回答者の約3割がｸｰﾎﾟﾝを知り、旅行先の選定で

影響があったと回答。
・移動経路は、ひがし北海道エリアにおいて上川地域の通過率が高い

ことを把握した。
（旭川市及び美瑛町の通過率80%を超え、上富良野町・中富良野

町・富良野市の通過率も60％）

【参考】平成29年度「北海道ドライブ観光促進社会実験」概要

実 験 期 間 ： 平成29年9月1日～11月30日（91日間）
対 象 地 域 ： 札幌市を除く北海道全域
対 象 者： 主にレンタカーを利用する外国人観光客及び外国永住権を保有する日本人
観 光 情 報 ： 339資源 特典提供施設 ： 249施設
特 典 媒 体 ： スマートフォン用アプリケーション（「Drive Hokkaido!」７月18日リリース）

※社会実験協働実施者（パートナー）(株)ナビタイムジャパンの開発・提供

対象言語： 英語/中国語（繁体字） ※英語版先行リリース

ホームページ：http://hokkaido.japandrive.com（日本語/英語/中国語（繁体字）） ※日本語・英語版先行公開

対象
国

「休暇制度」
より

「海外旅行ｼｰｽﾞﾝ」
より

「海外旅行
先」より

「主要観光目
的」より

「都道府県
別宿泊人
数」より

ﾏｯﾁﾝｸﾞする観光
資源例とｴﾘｱ

(表中の番号はｴﾘ
ｱ番号）

台湾

・学校は1・2
月の春節と
夏期に長期

休暇。
・祝祭日で
は春節が6
日間程度。

・通年で高い旅行
需要あり。2016年
は1・2月の訪日客

数に伸び。
・春節と夏期に「家
族・親族」との訪日
旅行が増加。

・歴史的・人
的繋がりから
中国への訪

問者数が最も
多い。
・日本は人気
が高まってお
り第2位。

・訪日後「四季
の体感」や「ｽ
ｷｰ・ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ」

に対する期待
が高くなり、雪
に対する憧れ
が強い。

・東京都、
大阪府に
次いで北

海道は第3
位。

【時期：1～2月/
ﾃｰﾏ：雪、家族】
・ｽﾉｰｼｭｰﾂｱｰ（富

良野等）②
・ｽﾉｰﾓｰﾋﾞﾙﾗﾝﾄﾞｲ
ﾝ士別⑩
・ﾜｶｻｷﾞ釣り⑬

▲クーポン冊子

30, 66.7%

2.5, 5.6%

4, 8.9%

8.5, 18.9%

1) クーポンに関わらず、もともと道東へ
旅行する予定だった

2) 自国でこのクーポンを知り、道東へ旅
行することにした

3) 来道後にこのクーポンを知り、行く予
定は無かった道東へ旅行先を変えた

4) 道東旅行中、クーポンが利用可能
な施設へ立ち寄る為に、目的地や経路
を変更した

▲アンケート結果

▲移動経路図

▲外国人宿泊者延べ数（参考）

表 国別旅行需要の特徴と道内観光エリアとの整合性（参考）



北海道には再生可能エネルギーが豊富に賦存し、これらの利用を拡大できれば、エネルギーコストの上昇やCO2
排出量削減といった我が国や北海道が抱える課題の解決に貢献することができる。

しかし、再生可能エネルギーの賦存量が豊富な地域の送電設備は設備容量が小さく脆弱であることや、再生可
能エネルギーの出力変動に対する調整力が不足していることにより、その導入可能量が限られているため高い
ポテンシャルが十分に活かされていないといった課題がある。

本調査では、風力発電のポテンシャルが高い地域として「稚内市」、家畜ふん尿バイオマスのポテンシャルが
高い地域として「鹿追町」をモデル地域として、再生可能エネルギーを活用した地域分散型エネルギーシステ
ムや地域エネルギー供給事業など、地域の実情や課題を反映したエネルギーの地産地消方策について検討する。

再生可能エネルギーを活用した地域づくりに関する調査

自治体が主導する小売電気事業（地域新電力）（稚内市・鹿追町）
地域の再生可能エネルギー電気を地域内に供給することによりエネルギー代金を地域循環させるとともに、再
生可能エネルギー発電の普及拡大を図る仕組みとして、自治体が主導する小売電気事業（地域新電力）につい
て検討。また、地域新電力の事業目的・地域貢献についても考察。

基幹産業へのエネルギーマネジメントシステム導入（稚内市）
稚内市の基幹産業である水産業の防災機能強化を図ることを目的として、再生可能エネルギーや蓄電池などを
活用した小売電気事業者（地域新電力）によるエネルギーマネジメント事業を検討。

余剰再生可能エネルギー（未利用エネルギー）を活用した発電事業（鹿追町）
鹿追町の基幹産業である酪農業の施設のうち、個別バイオガスプラントにおいて余剰となっているバイオガスを
活用した自治体による小規模発電事業を検討。

調査内容

調査目的

卸電力市場等

地域新電力
（SPC）

電力需給調整会社

委託

FIT電気調達

電力供給

公共施設への供給

稚内市所有再エネ設備

民間風力発電

再エネ調達の拡大

需要家の拡大

供給不足時は外部調達

余剰電力は売電

出資

稚内市・地元企業・地元金融機関等

送配電事業者

稚内市

鹿追町

電気料金

地域への利益還元

再エネ電気調達

FIT 買電

送配電事業者

需要家の拡大

再エネ調達の拡大

地域新電力

（ SPC）

電力需給調整会社

委託

太陽光発電
鹿追町所有バイオガスプラント

電力供給

公共施設

卸電力市場等

余剰電力は売電

供給不足時は外部調達

地域新電力

の収益
再エネの普及拡大に活用

ＦＩＴ電気調達
地域新電力

(SPC)

鹿追町・地元企業・地元金融機関等

出資

稚内市及び鹿追町をモデル地域として、自治体が主導する地域新電力の事業スキームを活用した地域活性化方策
（資金の域内循環）やその事業収益を活用した再生可能エネルギー発電事業の事業継続支援策について検討・試
算し、その事業可能性や効果等を整理した。

モデル地域における検討➀



（1）地域経済の好循環とエネルギーセキュリティ
地域エネルギー事業は、地域資源（再生可能エネルギー）を有効活用することで、域外に流出していた電気料
金を域内循環させ地域経済に貢献できるだけでなく、公共施設を中心に電気を提供することにより､地域のエネ
ルギーセキュリティを高めることにも繋がる。

（2）目的の明確化
自治体が主体的に事業に関わり、地域エネルギー事業と地域の課題を結びつけ、事業の明確なビジョンや目指
すべき姿を地域住民に示し、地域事業者の協力を得ることが重要。

（3）需給バランスの確保
需要に見合った地域の電源（供給力）を確保、事業規模の見極めが重要。

地域新電力の可能性

モデル地域における検討➁

地域新電力

（ EMS 事業）

漁組施設

卸売市場

太陽光発電設置

地域新電力の事業の一環としてのエネルギーマネジメント

自営線上に太陽光と蓄電池を接続し、

EMSにより電力の融通を行う（地域新電力が設置）

【EMSの機能】

・太陽光発電や蓄電池の制御

・エネルギーマネジメントによる省エネ効果
（見える化・データ解析など可視化と対策実施

・デマンドコントロールなど）

・一括受電によるデマンド低減 など

蓄電池

製氷施設

整備範囲既存送電網

鹿追町

電力会社

自家消費（電力）

排熱利用

バイオガス発電

町による整備

既存施設

個別バイオガス地区への還元

FIT収益

バイオガスボイラー

酪農家 発電機

発酵槽
ガス

ホルダー

FIT売電

『水産業施設へのエネルギーマネジメントシステム導入』

○検討内容
稚内市地方卸売市場・稚内機船漁業協同組合の漁業施設に対して、エネルギー消費の効率化、災害時における
バックアップ対策としてエネルギーマネジメントシステム(EMS)導入を検討し、地域新電力主体によるエネル
ギーマネジメント事業の収支及び事業目的に対する導入効果などを考察。

○検討結果
災害時においても事業を継続しなければならない施設（蓄電池導入箇所）を限定し、初期費用削減が必要。
平時においては、エネルギー効率化（ピークカット・ピークシフト）による電気料金削減効果は約300万円/年。

稚内市

『個別バイオガスプラントの余剰バイオガスを活用した発電事業』

○検討内容
高圧送電線の空き容量がない地域における個別バイオガスプラントにおいて、余剰となっているバイオガスの有
効利用策として、町が小型発電設備を整備、売電事業を行う事業モデルの採算性やその導入効果などを考察。

○検討結果
発電した電気を酪農家が自家消費することで、約490万円/年（コジェネレーション導入の場合は約810万円/年）
の電気料金が削減され、さらに売電収入が約530万円/年（コジェネレーション導入の場合は約1,800万円/年）
となり、未利用余剰ガスの有効利用策として期待される。

鹿追町


