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１．地 域再生計画 の申請主体 の名称
小

樽

市

２．地 域再生計画 の名称
小樽グ ランプリ構 想
３．地 域再生計画 に定める地 域再生の取 組を進め ようとする 期間
地域再 生計画の認 定の日から ４年間
４．地 域再生計画 の意義及び 目標
小樽市 は昭和３９ （１９６４ ）年の２ ０万７千人 をピークに 人口減少が 続き、現在 では１４
万６千 人にまで落 ち込んでい る。小樽 港が明治２ ２（１８８ ９）年に特 別輸出港、 同３９（１
９０６ ）年には国 際貿易港の 指定を受 けて以来、 本市は長年 にわたり商 工港湾都市 として栄え
てきた が、物流の 海上輸送か ら陸上輸 送への移行 、札幌への 企業流出、 流通形態の 変化などに
よって 人口減少や 地位の低下 を余儀な くされてき た。さらに 、将来的に も、少子高 齢化によっ
て本市 の人口は減 少すると見 込まれて いる。
このよ うに人口減 少が続く本 市では、 定住人口の 確保に努め る一方で、 地理的特性 などを活
かして 観光客など の交流人口 の拡大に 努めている 。
本市は 人口１８０ 万人を擁す る大都市 札幌市に隣 接し、歴史 的な建造物 が建ち並ぶ 異国情緒
溢れる 都市空間が 魅力となっ て、現在 国内外から 年間約８０ ０万人を超 える観光客 を受け入れ
ている 。特に、近 年本市でロ ケが行わ れた映画が 韓国で反響 を呼んでい ることや、 東アジア諸
国が高 い経済成長 を示してい ること、 さらにはロ シア共和国 サハリン州 との間には 定期航路が
開設さ れ、また同 国のエネル ギー産業 が好調であ ることなど を背景とし て、本市を 訪れる外国
人観光 客の数は大 きく伸びて いる。
交流人 口の拡大、 さらには国 際観光都 市を目指す 本市として は、国内外 において広 く観光キ
ャンペ ーンや外航 客船の誘致 を展開す るなど、官 民が一体と なって地域 活性化への 取組を行っ
ている ところであ る。
こうし た折、本年 ３月には、 市内の公 道を利用し たカーレー ス「小樽グ ランプリ」 の開催を
通じ て地域 の活性 化を図 ろう と「北 海道小 樽グラ ンプリ 推進協 議会 」（ 会長

小樽市 長

山田

勝麿） が発足した ところであ る。世界 の公道レー スとしては 、モナコグ ランプリや マカオグラ
ンプリ などが有名 であるが、 このよう なカーレー スは、これ まで我が国 においては 開催された
ことが なく、将来 的にこれを 世界的な イベントと して開催す ることで、 競技関係者 ばかりでは
なく、 諸外国から の観光客を 誘致する ことが可能 となり、本 市の魅力が 世界に向け て発信され
ること になる。ま た、本市に おける交 流人口の拡 大が図られ るとともに 、国際化が 進展するな
ど様々 な波及効果 が期待でき る。
一方、 自動車は人 間の自由な 移動や貨 物の大量輸 送を可能と してきたが 、その代償 として大

気汚染 などの地球 環境に対す る悪影響 をもたらし てきた。ま た、化石燃 料資源の枯 渇によって
自動車 を動かす石 油埋蔵量の 減少も懸 念されてい る。こうし たことから 、我が国で は二酸化炭
素の排 出を押さえ 、燃費の向 上を目指 して次世代 型の自動車 の開発が進 められてい るところで
ある。
「小樽 グランプリ 構想」では 、将来的 にはＦ１レ ースの開催 を目指すこ ととしてい るが、天
然ガス 自動車、ハ イブリッド カー、さ らには燃料 電池自動車 など環境に 配慮した自 動車による
レース も検討する こととして いる。
本市郊 外には広大 な工業用地 があり、 機械金属関 連企業が集 積するとと もに、年間 を通じて
風速が 強く風力発 電の適地と しても期 待されてい ることから 、本市では ここに新エ ネルギー関
連産業 の立地を進 めることと している 。
これま でも自動車 業界はレー スを通し て自動車の 限界走行時 におけるト ラブルの回 避に心血
を注ぎ 、それによ って我が国 における 自動車の性 能や耐久性 などの技術 が向上して きたとも言
われて おり、本市 において自 動車レー スが恒常的 に開催され ることは、 エンジン開 発やタイヤ
性能の 向上などの ため自動車 関連産業 の立地が期 待される。
また、 次世代を担 う自動車レ ースの開 催によって は、環境や 新エネルギ ーに係わる 研究、開
発に関 する産業の 立地、それ に伴う既 存産業のイ ノベーショ ンが図られ ると期待で きる。
以上の とおり「小 樽グランプ リ構想」 は、公道を 利用したカ ーレースの 実現によっ て、交流
人口の 拡大、自動 車関連産業 の立地促 進、産業イ ノベーショ ンによって 本市の活性 化を目指す
もので ある。
レース の実現にあ たっては、 道路改良 や安全面に 配慮した施 設整備が必 要となるな ど解決す
べき課 題が多いこ とから、各 道路管理 者や交通管 理者などを 構成員とす る「特定地 域プロジェ
クトチ ーム」の設 置によって 課題の抽 出や解決を 図るととも に、当面、 現行の道路 整備水準の
まま実 施が可能と なるレース 形態等を 検討するも のである。
また、 レース開催 中は一定期 間、広範 囲にわたる 道路が閉鎖 されること になること から、市
民生活 や経済活動 に配慮した コース設 定等が必要 になる。こ のため地域 住民や道路 利用者など
からな る協議会を 設置し、交 通管理者 の協力を仰 ぎながら住 民合意の形 成に努め、 道路使用許
可の円 滑化を図る ものである 。

５．地 域再生計画 の実施が地 域に及ぼす 経済的社 会的効果
１）レ ース開催の 効果
日本に おける国際 観光旅行は 増加してい るが、外 国人旅行者 の受入れは 低調で、我 が国の
観光に 関する国際 収支は赤字 となってい る。日本 を訪れる外 国人観光客 が少ないと いう現
実は、 我が国が訪 問先として は魅力に乏 しいとい う認識の現 れでもある 。
一方、 他国の大規 模な自動車 レースでは 開催３日 間で３０〜 ８０億円の 経済効果が あると
言われ ている。
公道を 利用したカ ーレースは これまで我 が国では 開催された ことがなく 、このレー スを本
市で開 催すること によって、 北海道はも とより我 が国を代表 するイベン トとなり得 、日本
国内は もとより、 東南アジア 諸国など海 外からの 観光客や競 技関係者が 当市を訪れ ること
が期待 される。
諸外国 からの来訪 者によって 、本市にお いては滞 在経費など の消費支出 によって地 域経済
の活性 化が図られ 、また 、世界に 向けて本 市や北海道 の魅力を発 信すること が可能とな る 。

さらに 、レースに 使う自動車 や関係資材 は船舶を 中心に運搬 されること になるため 、港湾
物流や 荷役が活発 化し、港湾 振興にも大 きく貢献 するもので ある。
２）産 業、雇用の 効果
自動車 レースは、 最新で、最 高の技術が 結集して 開催される こととなる 。小樽グラ ンプリ
構想が 実現するこ とによって 、レースに 付随する 自動車産業 の誘致が可 能となるが 、自動
車産業 は製造、販 売をはじめ 整備、資材 など各分 野にわたる 広範な関連 産業が存在 するこ
とから 、これに伴 う新産業の 創出、既存 産業の経 営基盤の強 化、さらに は雇用の拡 大が見
込まれ る。
３）環 境への効果
公道で のカーレー スの実現を 目指す小樽 グランプ リ構想は、 将来的には Ｆ１レース を目指
すこと としている が、併せて 燃料電池車 などのカ ーレースも 検討するこ ととしてい る。
一方、 燃料電池車 の開発は国 家プロジェ クトとし て位置づけ られており 、性能の向 上やイ
ンフラ の整備が求 められてい るところで ある。北 海道は水素 資源となり うる天然ガ スなど
に恵ま れており、 先進的な水 素貯蔵、供 給技術の 研究も行わ れている。
札幌市 に隣接する 石狩湾新港 地域に広大 な工業用 地を抱える 本市にとっ て、カーレ ースを
契機と して燃料電 池開発に係 る企業や研 究施設が 立地するこ とによって 、新産業の 創出や
雇用の 拡大が期待 できるとと もに、先進 的な開発 によって燃 料電池車の 増産や、我 が国の
二酸化 炭素削減に も寄与でき ると考えら れる。

６．講 じようとす る支援措置 の番号及び 名称
１１２ ０３
２０１ ００１

地域 再生支援の ための「 特定プロジ ェクトチー ム」の設置
映 画ロケ、イ ベント等 及びカーレ ースに伴う 道路使用許 可の円滑化

７．構 造改革特区 の規制の特 例措置によ り実施す る取組その 他の関連す る事業
特にな し
８．そ の他の地域 再生計画の 実施に関し 地方公共 団体が必要 と認める事 項
燃料電 池は水素を 燃料にして 発電する 技術であり 、効率が高 く、排気ガ スを出さな いクリー
ンなエ ネルギーで ある。原理 は水素と 酸素による 反応を利用 して発電す るものであ るが、水素
の取扱 には高圧ガ ス保安法や 消防法な どで様々な 規制がある ことから、 関連企業の 立地に際し
ては可 燃性ガス製 造施設の保 安距離要 件などにつ いて構造改 革特別区域 計画の申請 を検討して
いきた い。

別紙

支援措置を 受けて実施 し又はその 実施を促 進しようと する取組の 内容、支援 措置を受け よ
うとす る者及び支 援措置を講 じようとす る日
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支 援措置の番 号及び名称
１１２ ０３

２

地域 再生支援の ための「 特定地域プ ロジェクト チーム」の 設置

支 援措置を受 けようとす る者
名

称 ：北海道小 樽グランプ リ推進協 議会

代表者 ：会長 小 樽市長 山 田 勝 麿
所 在 ：北海道小 樽市長橋２ 丁目９番 ５号
３

支 援措置を受 けて実施す る取組の内 容
（１） 取り組むべ き課題
以下の ような課題 を解決する ためには 、横断的な 協議体の設 置が不可欠 であるが、 この協議
体とし て「特定地 域プロジェ クトチー ム」を設置 し、関係機 関の連携を 強化するこ とで小樽
グラ ンプリ 実現に むけて の課題の 解決を 図るも のであ る。
○小樽 グランプリ 構想では、 市内の公 道４〜６ｋ ｍをコース として使用 することと なってい
るが、 沿道におけ る安全性や 道路利用者 、経済活 動に配慮し たコース設 定が必要で あるこ
と、道 路使用にあ たっては道 路改良や安 全面に配 慮した施設 整備などが 必要となる ことか
ら、国 道、道道、 市道さらに は臨港道路 の各道路 管理者や北 海道警察本 部の理解、 協力が
必要で ある。
（２ ）「特 定地域プロ ジェクトチ ーム」の設 置の必要性
○将来 的には国際 グランプリ レースの 開催を通じ て、国内外 からの観光 客を誘致す るなどし
て本市 の活性化を 図ることを 目的として いるが、 その事業性 はもちろん のこと、レ ースの
開催に よって具体 的にどのよ うな波及効 果が期待 できるのか 、また、ど のような課 題があ
るのか を検討する 必要がある 。
○カー レースの誘 致や地域特 性を活か して、自動 車、エネル ギー関連の 企業や研究 機関の
立地が 期待できる が、そのた めには情報 収集や調 査研究が必 要となる。

（３） 取組を行う ことで達成 される効 果
○市内 の公道はモ ナコやマカ オなどの ようにレー スを開催で きるように 設計されて はいない
ことか ら 、小樽 グランプ リ構想に掲 げるＦ１レ ースの開催 には解決す べき課題も 多く 、
「特
定地域 プロジェク トチーム」 を設置し、 交通管理 者や道路管 理者の理解 、協力を得 ること
によっ て課題の抽 出や解決が 図られる。 また、当 面、現行の 道路整備水 準のままで どのよ
うな形 態のレース が実施可能 であるか検 討が図ら れる。
○我が 国では低公 害車等の導 入促進を 図ることし 、特に燃料 電池自動車 は２０１０ 年度にお
いて普 及台数は５ 万台とされ ている。さ らに 、「エネル ギー基本計 画 」（資源エネ ルギー

庁）に おいても燃 料電池自動 車の開発に よって運 輸燃料の代 替化、エネ ルギー消費 効率の
向上が 可能となり 二酸化炭素 の排出が抑 制される ことから、 開発・普及 を推進する ことと
してい る。
横断的 な協議体で ある「特定 地域プロジ ェクトチ ーム」の設 置により、 国が進める 取組な
ど幅広 く有用な情 報の収集が 可能となり 、本構想 の円滑な推 進が図られ る。

特定地 域プロジェ クトチーム の構成（ 案）
経済産 業省北海道 経済産業局
国土交 通省北海道 運輸局
国土交 通省北海道 開発局小樽 開発建設 部
北 海 道（後志 支庁）
北海道 小樽土木現 業所
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（順不 同）
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支 援措置の番 号及び名称
２０１ ００１

２

映 画ロケ、イ ベント等 及びカーレ ースに伴う 道路使用許 可の円滑化

支 援措置を受 けようとす る者
名

称 ：北海道小 樽グランプ リ推進協 議会

代表者 ：会長 小 樽市長 山 田 勝 麿
所 在 ：北海道小 樽市長橋２ 丁目９番 ５号
３

支 援措置を受 けて実施す る取組の内 容
カーレ ースに伴う 道路使用許 可の可否 の判断は、 警察署長が 道路交通法 第７７条第 ２項に基
づいて 個別具体的 に行うもの であるが 、道路使用 を許可する 場合には、
①

広 範囲の道路 において、 車両や歩 行者の全面 通行止めを 実施する必 要があるほ か、沿道
住民や 沿道の建築 物等への危 険性が否定 できず、 また騒音等 が生じる恐 れがあるこ とから

地域住 民、道路利 用者等の合 意が形成さ れている こと
② コ ースの構造 、防護設備 などが安 全基準に合 致するなど 沿道住民、 観客、ドラ イバー、
競技関 係者等の安 全性が確実 に担保され ているこ と
が前提 となるもの である。
本構 想では 、「特定 地域プ ロジェ クトチ ーム」 を編成 し、カ ーレー スの実 現に向 けて調 査、
研究を 行い、道路 利用者や経 済活動に 配慮したコ ース設定や 事業性など 、具体的な プランを
策定す ることにな っている。 当該プラ ン策定後に おいては、 カーレース が実施され る場合、
広範囲 の道路が一 定期間全面 通行止め になること から、それ に伴い市民 生活や経済 活動に与
える影 響や回避策 、さらには 安全基準 に基づく施 設整備や警 備、医療体 制の確立な どについ
て関係 者が議論を 深める必要 がある。
このた め、実施主 体や地域住 民、地元 運送事業者 などの道路 利用者さら には道路管 理者など
からな る協議会を 設置し、併 せて地元 警察署から の情報提供 や助言を仰 ぎながら意 見の交換
を行い 、カーレー スによる道 路使用に ついて合意 形成を図る ものである 。

