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本調査の概要

(1)調査の目的

本調査は、北海道の生産空間の維持・発展に向け、地方部の物流実態等を把握す
るとともに、物流の効率化に寄与する取組の実施に当たっての公的施設の利用可能
性について調査・検討するものである。

(2)調査の内容

１）地方部における物流実態等の調査

・地域内の事業者等の把握（商工会議所等ヒアリング調査、荷主アンケート調査）

・地域における物流実態の把握（統計データ整理、荷主・物流事業者ヒアリング調査）

・地域の物流実態を踏まえた物流効率化の取組検討

２）物流の効率化に寄与する取組を実施するに当たっての公的機関の土地・施設の利用
可能性に関する調査・検討

・地域における公的施設の把握等

・公的施設の利用を見据えた取組事例の収集

・公的施設の利用可能性に関するヒアリング（有識者ヒアリング調査）

・物流効率化に向けた公的施設の利用手法の検討（有識者との意見交換会の開催）
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調査対象地域について

①輸送品目ごとの特徴、輸送条件、課題を踏まえた地域選定
②地理的特性、主要物流拠点からのアクセス時間を踏まえた地域選定
③人口減少下における物流ネットワークの維持に資する地域選定

• 北海道の物流を取り巻く現状、代表的な物流効率化の方法やその条件等を踏まえ、
物流の維持や効率化の要請が高い地域を調査対象地域として選定するため、以下
の3点に着眼した。

(1)名寄地域
名寄市、士別市、剣淵町

(2)遠軽地域
遠軽町、湧別町、佐呂間町

(3)岩宇地域
共和町、岩内町、泊村、神恵内村

• これらを踏まえ、多様な課題や特性を代表的に把握できると考えられる調査対象
地域として以下の３地域を選定した。

名寄市

士別市
剣淵町

名寄地域
遠軽地域

遠軽町 佐呂間町
湧別町

岩宇地域

岩内町
泊村

神恵内村

共和町

調査対象地域

がんう

かもえない
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１．名寄地域の概要

【対象自治体】
• 名寄市、士別市、剣淵町の２市１町
• 人口52,190人（2015国勢調査）

【地域の産業】
• 米作・畑作・畜産などの多様な農業や林業を基幹産業とする。
• 農業産出額は275.3億円（米31.8％、野菜23.1％、乳用牛21.3％）
• 製造業は食料品製造業、窯業・土石製品製造業、木材・木製品製造業が
主体であるが、製造品出荷額の約8割を占める王子マテリア名寄工場の
閉鎖が2021年12月に予定されており、地域経済への影響が必至。

【地域の交通特性】
• 高規格道路の整備効果もあり地域外では旭川市との結びつきが強い。
• 士別剣淵IC～名寄ICの早期開通が期待されている。

名寄市

士別市

名寄地域

剣淵町

(1)地域特性

(2)地域の物流の現状

• ドライバー労働時間厳格化等を背景として、札幌・旭川～稚
内周辺までの物流が目に見えて減っており、物流事業者は特
に稚内や枝幸までは不採算のため、敬遠する傾向にある。

• 名寄以北の地域内配送を委託できる物流事業者が減少してい
るため、小売店が独自で日配品輸送・店舗間輸送網を構築し
ている例もある。

• 納品先である小売業者・卸売業者が在庫圧縮・欠品回避のた
め、多頻度かつ小口の発注が多くなっている。

• 荷量が少ない上に、温度帯も様々なため、積載率が悪い。
（温度帯、貨物の種類に応じて、それぞれの車両が輸送して
おり、名寄以北を走る車は基本片荷輸送※1）

• 片荷のトラックを活用したいが、横持ち※2運賃が発生した
り、ドライバーの労働時間に影響するため活用できない。

※1 往路または復路の荷物がない輸送
※2 目的地までの最短距離の間に寄り道をして行う作業

①商工会議所・商工会・荷主等の意見 ②物流事業者の意見

出典：経済産業省「工業統計（H24～H28）」

●製造品出荷額の推移
（従業者4人以上の事業所）

• 改善基準告示による運転時間の上限遵守の観点から、既存配
送先のスケジュールを守ることが最優先であり、帰り荷が
あっても断らざるを得なく、片荷は前提で運行している。

• 車両の空き状況と、積み荷の内容、集荷場所、集荷時間がう
まくマッチングすれば、帰り荷も確保され、効率的に輸送す
ることができると思われるが、荷主・荷物の情報集約や物流
事業者間の横連携がない。

• 道北地域では、水産物など荷量が多い荷物はあるが、匂いの
問題で混載が難しい。

• 荷物がある程度まとまった単位になれば、物流事業者として
も運ぶインセンティブがあるが、現状は荷量が少ない。

• 毎回安定した荷量があること、時間のロスがなく積み込める
こと、複数温度帯に対応した輸送方法、情報をマッチングす
る人（会社・システム）が必要である。

●農業産出額

83.7, 
31.8%

19.3, 7.3%

8.0, 3.0%

60.8, 
23.1%

7.7, 2.9%
8.5, 3.2%

13.7, 5.2%

56.0, 
21.3%

5.8, 2.2%

米 豆 類 いも類

野 菜 工芸農作物 その他作物

肉用牛 乳用牛 その他畜産

名寄地域

農業産出額

275.3億円

出典：農林水産省「生産農業所得統計
市町村別農業産出額（推計）（H29）」

※次ページで地域の物流特性として掘り下げるべきと考
えられる内容を朱書きしている。
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１．名寄地域の概要

(3)地域の物流効率化のための対策

地域の現状 問題 物流効率化のための対策

名寄以北への物流が減っている

名寄以北への輸送に対応できる物流事業
者が減少していることから、一部の物流
事業者へ荷物が集中し、オーバーフロー
の傾向にある

納品先が重複する複数の物流事業者によ
る共同輸送の取組（同一納品先への納品
時間の重複により発生する無用な待機時
間を削減）

名寄以北の地域内配送を行う物
流事業者が減少

自社で日配品輸送・店舗間輸送網を独自
に構築している例もあるが、店舗間が長
距離のため、輸送に苦慮している

比較的保存性が高く、ある程度まとまっ
た数量での輸送が可能な非日配品（米、
飲料、日用品）の一時保管場所（バック
ヤード）の確保

稚内方面への輸送は、運行スケ
ジュールに余裕がない

帰り荷の輸送を確保したいが、時間のロ
スが発生するため、断らざるを得ない状
況がある
運転時間の上限遵守の観点から、既存の
運行スケジュールを優先せざるを得ない

既存の運行スケジュールを極力遅らせず
にスムーズに帰り荷を積載できる施設を
物流拠点として活用
積み込み時間を最小化する荷姿の統一化

（名寄以北からの）帰り荷は確
保したいが、荷物の特性と車両
のタイプが合わない

名寄以北には、水産物など荷量が多い荷
物もあるが、水産物は匂い移りや温度管
理の問題などから専用車両を使用せざる
を得ず、日用品を積載する車両への帰り
荷としては難しい

日用品用の車両にも搭載できる移動用冷
蔵・冷凍庫（コールド・ロール・ボック
ス（CRB）※等）を活用した輸送システ
ムの構築
※イメージ写真はP22参照

（名寄以北からの）帰り荷は確
保したいが、荷物の種類や集荷
の時間帯などの情報がない

荷物の情報を得られても、既存輸送ルー
トの変更や運行スケジュール等に遅延を
伴う場合、横持ち運賃が発生したり、ド
ライバーの労働時間に影響する

荷物の内容、温度帯、空き車両のスケ
ジュール、集荷場所等、複数の情報を集
約してマッチングするシステムや、物流
事業者間の協力関係構築
既存の運行スケジュールを極力遅らせず
にスムーズに帰り荷を積載できる施設を
物流拠点として活用（再掲）

※「地域の現状」は、前ページの各事業者の意見から地域の特性と思われるものを抜粋し、複数の発言から組成したものである。「地域の現状」から想定される「問題」を抽出し、
考えられる対策を記載している。

※公的施設利用と関連があるものを朱書きしている。
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遠軽地域

遠軽町 佐呂間町
湧別町

0.5, 0.2%
1.6, 0.5%

39.6, 
13.1% 6.6, 2.2%

4.0, 1.3%

27.3, 9.1%

217.8, 
72.2%

4.2, 1.4%

米 豆 類 いも類

野 菜 工芸農作物 その他作物

肉用牛 乳用牛 その他畜産

遠軽地域

農業産出額

302.8億円

２．遠軽地域の概要

【対象自治体】
• 遠軽町、湧別町、佐呂間町の３町
• 人口35,466人（2015国勢調査）

【地域の産業】
• オホーツク海の豊富な水産資源や酪農・畑作を中心とした大規模農業経
営を背景とした農林水産業を基幹産業とする。

• 農業産出額は302.8億円、漁業産出額は89.0億円
• 製造業は農林水産業に関連する食料品製造業が主体。

【地域の交通特性】
• 北見市、紋別市、旭川市への往来が多く、道央圏への台数は限定的。
• 旭川紋別自動車道遠軽瀬戸瀬ＩＣ～遠軽ＩＣが2019年12月に開通し、
道央～遠軽地域を結ぶ高規格自動車専用道路が開通。

(1)地域特性

(2)地域の物流の現状

• 遠軽地域から道央圏は長距離運送となり、運転手の交代要員
が必要であるが、人材不足の傾向にある。

• 人口減少や大型店の進出、コンビニの増加、遠軽町の公設卸
売市場の閉鎖等により、地元小売店の購買量の減少、輸送量
の減少と物流コストの増加が起こっている。

• 遠軽地域には冷凍車を保有している物流事業者が確保できな
いため、冷凍品輸送は道央圏の物流事業者に依存。

• 小口輸送に対応できる物流事業者が減少している。
• 加工食品においては、道央圏や道外からのオーダーがあって
も、小口では遠軽まで物流事業者が来てくれない。

• 冷凍水産品においては、冷凍ホタテなど取扱品目を限定して
貨物を大口化することで、漁獲量の不安定要因、小口輸送の
非効率性、輸送業者確保などの課題に対応。

• 高規格幹線道路ネットワークの整備により輸送時間の短縮等
が図られれば荷主にとっても効果が大きい。

①商工会議所・商工会・荷主等の意見 ②物流事業者の意見

• 倉庫や小売店への配送が小口となっているが、配送頻度は変
わらないため積載効率が低下。

• 鮮魚、加工品を含む水産物全体の輸送量が年々減少傾向と
なっており、4トン車の積載効率を確保することが困難。

• 水産品の小口貨物は遠軽、佐呂間、湧別の各拠点間の共同輸
送により効率化を図っている。

• 道央圏から遠軽地域に運ぶものがなく片荷であるが、今後も
期待できない。

• 道央圏から遠軽地域までの輸送スケジュールでは、ドライ
バーの休憩（車中泊）が必要であるが、トラックステーショ
ンのような施設がない。

• 遠軽には道央圏から包装資材を取り寄せている製造業者があ
るが、小口の輸送では輸送コストが高くなるため、数社の数
量がまとまるまで納品日を待ってもらうなどの実態がある。

●農業産出額

出典：農林水産省「生産農業所得統計
市町村別農業産出額（推計）（H29）」

出典：北海道「北海道水産現勢（H29年
1月～12月）」

●漁業産出額

1,883.7, 
21.2%

164.6, 
1.8%

6,094.0, 
68.4%

453.2, 
5.1%

308.3, 
3.5%

さけ 毛がに ほたて貝 かき類 その他

遠軽地域

魚種別生産高

8,903.9百万円

※次ページで地域の物流特性として掘り下げるべきと考
えられる内容を朱書きしている。
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２．遠軽地域の概要

(3)地域の物流効率化のための対策

地域の現状 問題 物流効率化のための対策

遠軽からの冷凍品輸送は道央圏の限られ
た物流事業者に依存している

道央圏から集荷に来る物流事業者は、遠
軽地域へ運ぶ荷物がないことから片荷輸
送（往路が空荷）であり、物流網が将来
的に維持されるか不安である

道央圏からの入荷ニーズが高い
製品と地域へ集荷に来る物流事
業者とのマッチングにより、片
荷輸送を解消し、物流事業者の
収益の安定化を図る

小口輸送に対応できる物流事業者が減少
している。また、鮮魚、加工品を含む水
産物全体の輸送量が減少傾向となってお
り、輸送車の積載効率の確保が困難と
なっている

鮮魚等水産品の地域内物流は特定の物流
事業者に依存しており、物流網が将来的
に維持されるか不安である

小口の出荷品目（鮮魚等水産
品）を扱う複数の荷主主導によ
る共同輸送の取組

道外や道央圏からオーダーがあっても、
小口では遠軽まで物流事業者が集荷に来
てくれない。自社で出荷数量を確保でき
ない場合、発荷主主導による同業他社と
の共同輸送で、トラックの積載効率を上
げている

着荷主（商社）主導の共同輸送は、他の
着荷主（商社）へ仕入れ情報等が漏洩す
る懸念から難しいという側面がある。そ
のため、遠軽地域からの出荷方法が限ら
れ、出荷のタイミングロスが発生してい
る可能性がある

荷主主導の共同輸送に加え、秘
匿性の担保策を講じるなど、物
流事業者主導による共同輸送の
仕組みを構築することにより出
荷方法のパターンを増やす

地域内の輸送が小口中心となり車両サイ
ズも小型化している中で、大口の輸送に
も対応する必要がある

大口の荷物には、小型車両の輸送回数を
増やすことで対応しているため、輸送コ
ストがかさんでいる

大口の着荷主の近隣に一時保管
場所（代替倉庫）を構築し、閑
散期に在庫を搬入しておく

包装資材メーカーは道央圏や地方中核都
市に多く、地方への輸送は総じて遠距離
となる構造がある

道央圏から遠軽地域への小口での輸送は
積載効率が悪いため、ある程度まとまる
まで納品されない。急ぎの場合は、運賃
割高の小口輸送となり、荷主の物流コス
トが増加する

包装資材を地域の一時保管場所
で保管し、必要な場合に荷主が
適宜保管場所へ取りに行くこと
で物流コストの減少を図る

※公的施設利用と関連があるものを朱書きしている。

※「地域の現状」は、前ページの各事業者の意見から地域の特性と思われるものを抜粋し、複数の発言から組成したものである。「地域の現状」から想定される「問題」を抽出し、
考えられる対策を記載している。 6



岩宇地域

岩内町
泊村

神恵内村

共和町

３．岩宇地域の概要

【対象自治体】
• 共和町、岩内町、泊村、神恵内村の２町２村
• 人口22,041人（2015国勢調査）

【地域の産業】
• 日本海沿岸地域の多様な水産資源と競争力の高い野菜類を中心とする農
林水産業を基幹産業とする。

• 農業産出額は71.1億円、漁業産出額は16.3億円
• 製造業は農林水産業に関連する食料品製造業が主体。

【地域の交通特性】
• 道央圏に近接しており、札幌市、小樽市、苫小牧港への往来が多い。
• 2018年12月に後志自動車道小樽JCT～余市ＩＣが開通し、余市ＩＣ～
共和ＩＣ間が現在整備中。

(1)地域特性

(2)地域の物流の現状

• 高齢化や後継者不足により水産加工業者の減少が進行。
• 荷動きの低下によりトラックや営業倉庫の設備稼働率が低下
し、地域内の運送業者の撤退や営業倉庫が減少。

• そのため、物流事業者の取組として町内の営業倉庫をプラッ
トホームとして共同輸送を実施している。

• 道外輸送を委託できる物流事業者が限られるため、輸送価格
の適正化が困難。

• 物流事業者の努力で現在の運賃を維持しているが、地域から
物流事業者が撤退した場合、他地域の物流事業者か宅配事業
者を利用することになり、輸送コストの上昇が商品単価に跳
ね返る懸念。

• 道外の消費地近郊にある営業倉庫が一杯で利用できない場合、
需要があってもリードタイム※の長さから出荷できず、チャ
ンスロスが発生している。※発注から納品までに必要な時間

①商工会議所・商工会・荷主等の意見 ②物流事業者の意見

出典：北海道「北海道水産現勢（H29年
1月～12月）」

●漁業産出額

• 道外輸送については、岩宇地域だけでは荷量が少ないため、
道外までの輸送に必要な運賃が確保できず、他地域の荷物と
混載する必要がある。

• そのため、岩宇地域だけでなく他地域の貨物量が減少した場
合、輸送の継続について検討せざるを得ない。

• 道外向け冷凍水産品など石狩からの荷物に岩内で積み足しを
行い、函館港から輸送することにより荷物を確保しているが、
それでも少ない状況。

• 札幌・石狩向け荷物は、地域内の物流事業者（岩内、余市
等）が連携して共同輸送を実施している。

• 身欠き鰊の原料となる「生がらにしん」の輸送は、鮮魚扱い
であり輸送ケースに入れて運ぶため、輸送後に空ケースの返
送が必要となることから、帰り荷の輸送は難しい。

●農業産出額

出典：農林水産省「生産農業所得統計
市町村別農業産出額（推計）（H29）」

565.1, 
34.6%

72.8, 4.5%303.7, 
18.6%

160.9, 
9.9%

56.3, 3.5%

88.1, 5.4%

384.8, 
23.6%

さけ ひらめ するめいか

なまこ きたむらさきうに ほたて貝

その他

岩宇地域

魚種別生産高

1,631.5百万円

19.6, 
27.6%

0.8, 1.1%
3.2, 4.5%44.8, 

63.0%

0.2, 0.3%
1.6, 2.3% 0.9, 1.3%

米 豆 類 いも類

野 菜 工芸農作物 その他作物

肉用牛 乳用牛 その他畜産

岩宇地域

農業産出額

71.1億円

※次ページで地域の物流特性として掘り下げるべきと考
えられる内容を朱書きしている。
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３．岩宇地域の概要

(3)地域の物流効率化のための対策

地域の現状 問題 物流効率化のための対策

荷動きの低下によりトラックや営
業倉庫の設備稼働率が低下し、地
域内の物流事業者の撤退や営業倉
庫の減少を生んでいる

物流事業者の撤退による営
業倉庫閉鎖への懸念がある

物流事業者による地域の営業倉庫を拠
点とした共同輸送の取組により荷物の
集約と積載率向上を図っている

【民間主導で実施済みの事業モデル】

荷主（水産事業者や倉庫事業者など）
と物流事業者との連携強化

道外輸送を委託できる物流事業者
が限定されるため、輸送価格の競
争性確保が難しい

輸送価格の抑制が困難であ
る

輸送先である苫小牧港などの物流拠点
に近い特性を活かした帰り荷の発掘

岩宇地域だけでは荷量が少ない

集約する荷量に限界があり、
将来的に最終目的地までの
輸送手段が維持できるか不
安である

物流事業者主導で、他地域の貨物との
混載・共同輸送による道内・道外向け
荷物の集約を図っている

【民間主導で実施済みの事業モデル】

（道外向けの輸送）苫小牧港や函館港
等の主要港湾近郊にストックポイント
を構築し、他の地域からの荷物と集約
して大口化を図る

【調査対象地域外の取組】

※「地域の現状」は、前ページの各事業者の意見から地域の特性と思われるものを抜粋し、複数の発言から組成したものである。「地域の現状」から想定される「問題」を抽出し、
考えられる対策を記載している。 8



４．公的施設の利用可能性

(1)公的施設を物流拠点として利用するに当たっての検討事項

種別 項目 検討事項

施設関係 ①荷物の量・種類など
に対応できる施設で
あるか

• 水産品、農産品などの場合、荷物の積載荷重に耐えうる施設であるか

• 手積み・手降ろしなど荷役作業が円滑にできる施設か、必要な場合フォークリ
フトの使用が可能か

• トラックの往来・転回は可能か、荷役作業者や施設利用者への危険はないか

• 冷蔵品、冷凍品の温度管理を行うために必要な高い電圧の電源を確保できるか

②既存の運送ルート上
あるいは近い場所に
立地しているか

• ドライバー不足が深刻な上、労働基準法改正に伴う連続運転時間や拘束時間の
制限により、運行スケジュールがよりタイトになっていることから、既存の運
行スケジュールに影響を与えない場所で集荷をすることができるか

荷物関係 ③商品保証の担保が得
られるか

• 着荷主の納品審査や納品時間の指定が厳しくなる中、商品破損リスクを最小限
にする必要があることから、既存の輸送荷物を安全に、かつ品質を維持して届
けることができるか

• 商品のコールドチェーン※は守られるか（冷蔵・冷凍施設の有無、電源の確保
の可否）

• 荷物の一時保管を行う場合、当該施設は貨物賠償責任（火災、盗難、破損）を
負うことができるか
※一定の温度管理が必要な商品を産地から消費地まで一貫して低温・冷蔵・冷凍の状態を保ったまま

流通させる仕組み

④荷姿はどのようなも
のか

• 荷役作業を効率的に短時間で行うため、コンテナ、パレット、専用ボックスな
ど運びやすい荷姿となっているか

手続関係 ⑤公的施設を他用途で
使用するための手続
きが可能か

• 当該公的施設を物流目的で使用するために必要な法的手続きはどのようになっ
ているか（所有する自治体による行政財産の目的外使用許可、貸付、普通財産
への用途変更もしくは用途廃止による払い下げ等）

9

物流拠点としての利用に当たり検討が必要と考えられる点について、施設・荷物・手続の3つの面から整理した。



整理した検討事項や荷主・物流事業者ヒアリング調査等で得られた意見を踏まえると、公的施設を物流拠
点として利用するための条件は以下のように集約できると考えられる。

４．公的施設の利用可能性

項 目 条 件

①施設の立地に関する条件 • 既存の輸送ルート上にある、または近接していること

• 大型車両・シャーシの出入りに支障が無いこと（敷地・導線）

• 荷物を保管できる施設や敷地がある、又は新規設置できる可能性がある
こと

②施設の機能に関する条件 • 荷物の品質管理ができること（温度管理、電源の確保等）

• 中継拠点として使う場合は、仕分け・荷さばきができるスペースがある
こと

• 荷姿に応じた荷積み・荷下ろし作業に支障が無いこと

• 防犯・セキュリティ対策（常駐者の存在、施錠管理体制）が可能なこと

• 貨物賠償責任が担保されること（施設管理者による保証）

③その他の条件
（公的施設の利用という観

点に限らない）

• 安定的な荷量があること

• 車両と、積合せ品目・荷姿がマッチングすること

• 荷主・荷物・配送コース等の情報を集約・管理・提供できるオペレー
ションシステムが構築されること

• 利用する物流事業者の物流コスト低減が図られること

• （利用にあたり費用が発生する場合）使用料・保管料など物流費の負担
方法に合意があり、簡易的な決済方法が確立されていること

• 当該施設を利用することに対し、荷主の了解が得られていること

(2) 公的施設を物流拠点として利用する場合に求められる条件
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(3)利用可能性のある公的施設と利用に当たっての課題

４．公的施設の利用可能性

• 地域に存在する公的施設としては、交通施設（ＪＲ駅、バスターミナル、道の駅、港湾施設）、行政機関庁舎、
医療・福祉施設、教育施設（幼稚園、保育園、学校）、集会施設、公園、未利用地などがある。

• このうち、（２）で整理した公的施設を物流拠点として利用する場合に求められる条件、施設の利用状況や地域
内での賦存量を考慮すると、道の駅、廃校（体育館）などに利用可能性があると考えられる。

• 施設の利用に当たっての制度上・運用上の課題は以下が考えられる。

施設名 主な選定理由 利用に当たっての課題

道の駅 • 物流事業者の主な輸送ルートで
ある主要幹線道路上に位置する
場合が多く、輸送スケジュール
への影響が比較的少ないと考え
られる

• 駐車場が整備されており、大型
車両の往来・転回が可能な施設
が多いと考えられる

【車両同士で貨物の積替えを行う場合】
• 施設所有者（国・自治体）による駐車場の優先スペース確保
• 施設利用に当たっての法律的・制度的な対応（使用手続きなど）
【館内もしくは敷地内に貨物を一時保管する場合】
〇 施設所有者（自治体）による一時保管
• 保管場所の確保
• 施設利用に当たっての法律的・制度的な対応（使用手続きなど）

〇 指定管理者による一時保管
• 施設利用責任所在の明確化（指定管理者・自治体・利用者間）
• 貨物の賠償責任所在の明確化（指定管理者・自治体・利用者間）
• 管理委託内容の変更（自治体・指定管理者間）

〇 利用者による一時保管
• 施設利用責任所在の明確化（利用者・自治体・指定管理者間）
• 貨物の賠償責任所在の明確化（指定管理者・自治体・利用者間）
• 施設賃貸借契約の締結（損保会社との貨物責任保険契約の前提）

廃校
（体育館）

• 法定の基準積載荷重※が、倉庫
と同程度であり、ある程度重量
のある荷物を保管することが可
能であると考えられる

※施設の積載荷重〔建築基準法施工令第85条〕
・倉庫 3,900N/㎡
・体育館 3,500N/㎡

• 倉庫機能を満たせるかの耐久性診断
• 施設利用に当たっての施設所有者（自治体）による法律的・制度

的な対応（使用若しくは売却に向けた手続きなど）
• 自治体との施設賃貸借契約または売買契約の締結（事業計画提出、

プロポーザル審査等）（損保会社との貨物責任保険契約の前提）
• 施設管理体制の検討（セキュリティ、商品管理等）
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４．公的施設の利用可能性

(4)運送貨物・一時保管貨物に関する賠償責任保険

①運送貨物に関する賠償責任保険
国内運送保険には、大きく分けて次の2種類がある。

運送業者貨物賠償責任保険（運送保険）
• 運送業者が契約者となり、自らが運送を引き受けた貨物（輸送中、保管中、作業中）に損害が発生したこと

により、荷主あるいは元請運送人に対し損害賠償責任を負うリスクに備えて付ける保険。ただし、通常は、
集中豪雨・台風・地震など自然災害に起因するものは免責される。（契約書で免責条項を定める）

国内運送保険（物保険）
• 荷主が契約者となり、自らの国内運送貨物に対して付ける保険。自然災害による不可抗力の場合といった運

送事業者の賠償責任範囲以上に生じた貨物リスクに備える。

②一時保管貨物に関する賠償責任保険
物流事業者の輸送過程において中継拠点など一時保管施設を利用する場合、そこで生じた損害を運送保険で

担保するためには、当該施設が物流事業者自身の所有であるか、契約関係にある荷主や倉庫事業者が所有また
は賃借している施設でなくてはならない。

このため、廃校の体育館など公的施設を一時保管施設として使う場合には、荷主、納品先、物流事業者のい
ずれかが当該施設（全部または一部）を所有または賃借し、運送保険の対象施設としておくことが必要となる。

荷主
（荷送人）

運送保険の範囲（輸送中・保管中・作業中における損害）

物保険の範囲
（天災による損害）

一時
保管

損害を運送保険で担保するために
は、荷主、納品先、物流事業者の
いずれかの所有または賃借が必要

公的施設

納品先
（荷受人）

12



４．公的施設の利用可能性

(5)公的施設の種類

13

普通財産

公有財産

公用財産 公共用財産

行政財産

・庁舎、支所
・消防署 など

・学校、体育館
・公民館、体育館
・道路、橋梁
・公園 など

・公共事業の残地
・遊休地、未利用地など

③公的施設の使用について

• 地方自治体が所有する財産は「公有財産」と呼ばれるが、公有財産は「行政財産」と「普通財産」に分類さ
れる（地方自治法第238条第3項）。

• 「行政財産」は、地方自治体が行政目的で用いる財産のことで、庁舎、支所など地方自治体が直接使用する
「公用財産」と、学校、公民館、道路、公園など、住民が一般的に利用する「公共用財産」の 2 つに区分
され、原則として、貸付、売却、譲与、出資目的の信託、私権の設定などは禁止されている。

• 「普通財産」は、行政財産以外の公有財産のことで、行政財産とは異なり、特定の用途又は目的を持たない
ため、貸付、交換、売却、譲与や、私権を設定することができる。

原則、貸付や売却
などは禁止 貸付や売却が可能



分類 短期 長期

行政
財産

行政財産の目的外使用の許可
・一定の目的の場合可。
・当該行政財産の用途又は目的を妨げない限度であるこ

とが必要。
・期間は原則5年以内
・更新は原則1回
・一定の場合に使用料の減免可。

行政財産の貸付け
・行政財産である土地の本来の目的を効果的に達成する

ことに資する堅固な建物等を所有する者に貸し付ける
場合など、きわめて限定的な場合にのみ可能。

・期間は貸付方法により異なり、10～30年。更新は不可
であるが再契約により貸付を継続できる。

・使用料の減免不可（条例改正すれば可）

普通
財産

普通財産の貸付け
・特に目的の制限なし。・一定の場合に使用料の減免可。
・期間は土地の貸付けが最長30 年、建物の貸付けが最長3年。更新可。

４．公的施設の利用可能性

(6)公的施設の使用手続

14

公有財産を別用途で用いる方法は、以下の3種類がある。

【行政財産の目的外使用許可】（自動販売機、庁舎での飲食店舗など）
• 行政財産は、公用又は公共用に供する財産であることから、地方自治法第238条の4（昭和22年法律第67号）第１

項において私権の設定が制限されているが、同法第238条の4第7項において、当該財産の用途又は目的を妨げない
限度においてその使用を許可することができる。

【行政財産の貸付け】（民間事業者による駐車場の管理運営など）
• 行政財産である土地の本来の目的を効果的に達成することに資する堅固な建物等を所有する者に対し、当該土地を

貸し付ける場合など、きわめて限定的な場合に限られる。（地方自治法238条の4第2項第1号）

【普通財産の貸付け】（民間事業者による駐車場の管理運営など）
• 地方自治法上、目的等に特段の制限が設けられておらず、貸付けや処分が可能である。
• このため、行政財産である施設が使用不可能になると、用途廃止して、普通財産とした上で貸し付けたり売却した

りすることになる。（地方自治法238条の5）

公的施設の使用手続の面から見ると、公的施設を物流施設として使用するには、当該施設を普通財産化した上で、荷
主、納品先、物流事業者のいずれかに貸付けるか売却する方法が、最も利用可能性が高いと考えられる。

注1）表中の基準は財務省 国有財産通達集 第3編第9節「行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について」（昭和33年1月7日、令和2年2月7日最終改正）による。
注2）自治体が所有する公有財産は、法体系上は地方自治法により取り扱いが定められており、各自治体は地方自治法施行令の規定に基づき公有財産の取得管理及び処分に関する必要な

事項を「公有財産管理規則」として定めているため、各自治体により条件が異なる場合がある。



(7)調査対象地域において利用可能性のある公的施設

士別市

剣淵町

名寄市

■名寄地域の公的施設分布図
（主要幹線200m以内）①名寄地域

４．公的施設の利用可能性

「道の駅もち米の里☆なよろ」「道の駅絵本の里けんぶ
ち」「旧剣淵町立東剣淵小学校」の３カ所を選定。

■道の駅もち米の里☆なよろ ■道の駅絵本の里けんぶち

※⑫⑬⑭は自治会館として利用中であることが公的施設調査で判明したため検討から除外
している。
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No 地域名 施設区分 施設名 備考
1 名寄市 行政機関庁舎 名寄市 名寄庁舎
2 名寄市 行政機関庁舎 名寄市 智恵文支所
3 名寄市 交通施設 風連駅 JR駅
4 名寄市 交通施設 もち米の里☆なよろ 道の駅
5 士別市 行政機関庁舎 士別市役所　上士別出張所
6 士別市 行政機関庁舎 士別市役所　多寄出張所
7 士別市 行政機関庁舎 士別市役所　温根別出張所
8 士別市 行政機関庁舎 士別市役所　朝日総合支所庁舎
9 士別市 交通施設 瑞穂駅 JR駅
10 士別市 交通施設 多寄駅 JR駅
11 士別市 交通施設 下士別駅 JR駅
12 士別市 学校（廃校） 旧士別市立中士別小学校 自治会館
13 士別市 学校（廃校） 旧朝日町立登和里小学校 自治会館
14 士別市 学校（廃校） 旧士別市立下士別小学校 自治会館
15 剣淵町 交通施設 道の駅絵本の里けんぶち 道の駅
16 剣淵町 学校（廃校） 旧剣淵町立東剣淵小学校 現存

もち米の里☆なよろ道の駅



(7)調査対象地域において利用可能性のある公的施設

湧別町

■遠軽地域の公的施設分布図
（主要幹線200m以内）

②遠軽地域

４．公的施設の利用可能性

「道の駅まるせっぷ」「道の駅しらたき」「道の駅遠軽
森のオホーツク」「道の駅愛ランド湧別」「道の駅か
みゆうべつ温泉チューリップの湯」「道の駅サロマ
湖」「旧白滝村立三和小中学校」「旧丸瀬布町立南丸
小学校」「旧佐呂間町立幌岩小中学校」の９カ所を選
定。

佐呂間町

遠軽町

■道の駅まるせっぷ ■道の駅愛ランド湧別
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No 地域名 施設区分 施設名 備考
1 遠軽町 行政機関庁舎 遠軽町役場　白滝総合支所
2 遠軽町 行政機関庁舎 遠軽町役場　丸瀬布総合支所
3 遠軽町 行政機関庁舎 遠軽町役場　生田原総合支所
4 遠軽町 行政機関庁舎 遠軽町役場　安国出張所
5 遠軽町 交通施設 白滝駅 JR駅
6 遠軽町 交通施設 丸瀬布駅 JR駅
7 遠軽町 交通施設 瀬戸瀬駅 JR駅
8 遠軽町 交通施設 安国駅 JR駅
9 遠軽町 交通施設 生野駅 JR駅
10 遠軽町 交通施設 生田原駅 JR駅
11 遠軽町 交通施設 北海道北見バス 遠軽営業所（遠軽ターミナル） バスターミナル

12 遠軽町 交通施設 道の駅 まるせっぷ 道の駅
13 遠軽町 交通施設 道の駅 しらたき 道の駅
14 遠軽町 交通施設 道の駅 遠軽森のオホーツク 道の駅
15 遠軽町 学校（廃校） 旧白滝村立三和小中学校 現存
16 遠軽町 学校（廃校） 旧丸瀬布町立南丸小学校 更地
17 湧別町 行政機関庁舎 湧別町　上湧別庁舎
18 湧別町 行政機関庁舎 湧別町　芭露出張所
19 湧別町 交通施設 道の駅愛ランド湧別 道の駅
20 湧別町 交通施設 道の駅かみゆうべつ温泉チューリップの湯 道の駅
21 佐呂間町 行政機関庁舎 佐呂間町役場
22 佐呂間町 行政機関庁舎 佐呂間町役場 若佐支所
23 佐呂間町 行政機関庁舎 佐呂間町役場 浜佐呂間出張所
24 佐呂間町 交通施設 佐呂間バスターミナル バスターミナル

25 佐呂間町 交通施設 道の駅サロマ湖 道の駅
26 佐呂間町 交通施設 佐呂間漁港（漁協） 港
27 佐呂間町 学校（廃校） 旧佐呂間町立幌岩小・中学校 現存



(7)調査対象地域において利用可能性のある公的施設

神恵内村

■岩宇地域の公的施設分布図
（主要幹線200m以内）③岩宇地域

４．公的施設の利用可能性

「道の駅オスコイ！かもえない」「道の駅いわない」の
２カ所を選定。

■道の駅いわない

泊村

共和村

岩内町

■道の駅
「オスコイ！かもえない」
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No 地域名 施設区分 施設名 備考
1 泊村 行政機関庁舎 泊村役場
2 泊村 交通施設 盃漁港 港
3 泊村 交通施設 カブト盃漁港 港
4 泊村 交通施設 泊漁港 港
5 共和町 行政機関庁舎 共和町役場
6 共和町 行政機関庁舎 共和町役場　小沢出張所
7 共和町 行政機関庁舎 共和町役場　前田出張所
8 共和町 交通施設 小沢駅 JR駅
9 共和町 遊休地 旧共和高等学校C公宅団地 道教委所管
10 共和町 学校（廃校） 旧共和町立前田小学校 公営住宅
11 岩内町 行政機関庁舎 岩内町役場
12 岩内町 交通施設 道の駅 いわない 道の駅
13 神恵内村 行政機関庁舎 神恵内村役場
14 神恵内村 交通施設 道の駅オスコイ!かもえない 道の駅
15 神恵内村 交通施設 神恵内漁港

※⑩は旧小学校を撤去して現在公営住宅となっていることが公的施設調査で判明したた
め検討から除外している。





６．有識者の意見

(1) 第1回意見交換会
【開催日時・場所】

令和元年12月25日（水）10:00～12:00 TKP札幌駅カンファレンスセンター

【出席者】
北海商科大学 商学部 相浦宣徳 教授
国土交通省 北海道開発局 開発監理部 開発調査課

【内 容】
（１）調査概要と本日の意見交換会について
（２）本調査結果について（中間報告）
（３）意見交換

• 各地域における事業者の問題意識と共通する物流課題について
• 物流効率化のために各地域で望まれている施策について
• 公的施設の利用条件とその条件下における各地域に現存する公的施設の活用可能性について
• 公的施設を利活用してもらうために必要なことについて

【本調査の進め方について】
• 貨物の種類、温度帯、地域の基幹産業や立地状況によって全く状況が違うため、いろい
ろな観点から絞り込んで話をするべき。

• 運び方を考えているのは多くの場合物流事業者であり、公的施設をどう使うかという発
想は、やはり物流事業者に聞くべきではないか。荷主と物流事業者の考えにはズレがあ
る。

• 荷主の視点からの物流課題と同様に、物流事業者の視点からの物流課題の整理を進める
必要がある。

• 物流事業者についても、調査対象地域内の物流事業者に聞くだけでなく、当該地域と取
引のある物流事業者に聞いてみると良い。

■有識者（相浦教授）の発言要旨
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６．有識者の意見
(2) 有識者ヒアリング調査結果

■札幌大学 副学長 地域共創学群地方創生専攻 小山 茂 教授
• 季節的なものも含めて、水産物や農産物など、公的施設を利用するだけの量があるのかどうかが一番ネックになる。
• 倉庫というハコモノではなく、「倉庫機能」という観点で、トラックの荷台やコンテナがその代わりになってもいい。あとは多温度帯に
対応するものがあれば良く、保冷・保管できる仕組みがあれば、今より（物流の）状況はだいぶ変わる。

• 宅配業者も地方部の配送には苦労しているところがあり、地方部の配送を地域の複数の物流事業者で連携して請け負い、その拠点として
公的施設を使うということも考えられる。

• 新鮮な野菜を早く市場に持って行きたいと考える農家の人たちが共同で使えるような公的施設に野菜を集めて、そこにトラックが集荷に
来る、あるいは自分たちで持って行くというアイデアもあるのではないか。

• 地方部こそ物流を公的サービスとして考える必要がある。そういった視点の中で、国や自治体が保有する公的施設を物流拠点として提供
することで、地方部の輸送を担う物流事業者を支援していくことが重要。

■名寄市立大学 保健福祉学部教養教育部 今野 聖士 講師（専門：農業経済学）
• 片荷は構造的に解決しにくいので、物流事業者は片荷も含めた運賃でやっていくしかない。むしろ宅配業者のほうが、なんとか共同配送
をしたいというニーズがあると思う。（名寄周辺の）地域に共同配送事業者がいて、例えば名寄まで集めてくれると、宅配事業者もかな
り乗ってくると思われる。

• 取組については、総合的に道北の物流を考えるという抽象的な切り口だと総論賛成各論反対になりがちなので、ピンポイントで何か一つ
に取組を絞り、成功体験を積み重ねていくことが重要ではないか。稚内が大変ならば、稚内の事業者が楽になるように名寄を拠点として
使ってもらえないかというような視点が良い。

• 公的施設を使う荷物としては、個別配送、中小ロットの工業品、ローカルスーパーの日用品などは可能性は高いが、荷物が常に動いてい
るものでなければ荷主・物流事業者が手を組むのは難しい。

■株式会社ジャストカーゴ 清野 敏彦 代表取締役社長
• 一般貨物と特積み貨物※の中継地点、貨客混載の拠点、地域の荷主の共同保管場所など、活用方法は大いにあると思う。
• 公的施設を地域の様々な荷主の共同スペースとして利用するには、荷物のボリュームがないとそもそも拠点として使うという話にならな
い。また荷物の仕向先も様々であるため、どこかで仕分けが必要になる。そのため、宅配業者や特積み業者の輸送に接続させるような輸
送網を作るべきである。

• 物流業界では荷役作業時間短縮のためパレット化を進めることが課題であるが、パレットの一時保管場所として公的施設を使うことも有
効ではないか。

• 施設管理、セキュリティの問題など、公的施設を利用することの課題や弊害もあると思うが、それを全部クリアしてから検討しようとす
ると進まないので、地域の荷主、物流事業者を巻き込み、できるところから進めることが重要。

※特積み貨物：「特別積合せ貨物運送」のこと。集配車を使ってエリアとエリアを結ぶ幹線運送を行う。「定期便」「路線便」とも呼ばれる。「宅配便」も特積み貨物
に含まれるが、対象貨物や料金体系などの差から宅配便を除外して指す場合も多い

地域の物流効率化施策、公的施設の利用ニーズや利用可能性等について以下の有識者３名へのヒアリングを実施。概要は以下のとおり。
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■（株）シズナイロゴス 伊藤 昭人 取締役会長

・公的施設を使うとしても、荷物を誰が持ち込むのか、持ち込んだ荷物に対する責任は誰が負うのかといった問題がある。これ
らについては、荷主と物流事業者でしっかり話し合う必要がある。

・着荷主側が自分のバックヤードを持たないでトラック（物流事業者）をバックヤードに使っているケースもあり、こういった
ことを改善していけば、トラックの積載率の向上につなげられる余地があるのではないか。

・過疎地域ではだんだんトラックもなくなり運転手もなくなり、今までどおり荷物が届かない可能性がある。そのための一つの
対策として、物流事業者だけではなく、荷主側でもバックヤードを準備することなどが必要と考えられる。例えばティッシュ
だったら、保存が利くので廃校舎 の体育館などに保管できるのではないか。

・地域の物流網を維持していくには、このように物流事業者と荷主事業者とで協調を図ることが重要だと思われる。例えば、日
配品だから決まった時間でなければ駄目だという前に、この時間までだったら配達が遅れても許容範囲だという線をみんなで
考えることも一定の物流を維持するためには必要ではないか。

・出荷の際のストックポイント構築については、今はボックスコンテナという冷凍機があるので、それを公的施設に置いておく。
あとはある程度荷物が集まった段階で、トラックで積んで行きます、となれば良いのではないか。付加価値が付けにくい遠軽
地域の雑魚類の出荷についてはこういった対処方法もあるかもしれない。

・遠軽で包装資材を運ぶのが1社で困るというのなら、なぜそれを共同で注文しないのかと思う。例えばＡという会社があって、
Ｂという会社があって、それぞれどのぐらい注文していますか、一緒に運びませんかとお互いやったら良い。半分積んでも１
台分の料金をとられるので、2社が一緒に積んで今の料金の半分で済めば物流経費が安くなる。

・今回の調査で得られた結果も一つの効率化対策として有効であると思うが、今後は、小規模の生産者など地域で困っている事
業者の荷物をどう運べばいいかという観点で、物流施策を考えるべきであると思う。

・こういった、公的施設を使ってそこから効率的に持ってきましょうという考え方を広げるのであれば、我々物流事業者も、今
までの考え方、運行の仕方をどう構築するかということを真剣に考えなければならない。

６．有識者の意見

ヒアリングで得られた地域の物流課題や公的施設を活用した物流効率化施策などについて意見交換会（書面開催）を行った。概要は以下のとおり。

(３) 第２回意見交換会

■北海商科大学商学部 相浦 宣徳 教授

・３地域の公共施設の利用可能性については、こういう使い方も出来そうではあるが、生産空間に住む人の生活を支えるという
観点から、荷物を思うように出せない地方部が大変という視点とともに、地方部へ荷物を運んでいる道央圏の事業者も大変で
あるという双方の視点で最終的な整理が出来れば良い。
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７．物流効率化に向けた公的施設の利用手法の検討

(1) 名寄地域：道の駅をストックポイント※とした地域内物流拠点の形成

【将来イメージ】
【具体的な利用手法】

• 国道40号沿線に位置する道の駅に小中ロット（数量）の荷物を
集積し、空荷車両の空きスペースを活用して順に集荷し、積合

せ輸送を行うことにより、名寄以北方面からの物流を効率化

（帰り荷の確保）する。

• また、道央圏や旭川地区から名寄以北に長距離輸送している
物流事業者と名寄地区の物流事業者の中継拠点として道の

駅を使用することにより、中継輸送や往復輸送など共同輸送

の取組を支援する。加えて、道北の物流拠点である旭川と稚

内の中間に位置する名寄の道の駅は、名寄以北・以南への貨

物の中継拠点としての役割が期待できる。

【制度上及び運用上の課題】

• 複数の道の駅から集荷するため、荷物量や多温度帯への対
応が必要。

• 常温・冷蔵・冷凍の3温度帯に対応できるよう、CRB（コールド・
ロール・ボックス）や小型冷凍コンテナ・保冷ボックスなど、小口

かつ多温度帯に対応した製品・技術を活用した輸送システム

の構築が必要。

• 道北地域の物流網維持に向け、持続可能なシステムを構築す
るためには、ベースカーゴ※となる荷物をどのように発掘する

か、取組に参画する荷主・物流事業者をどのように集めていく

か。※運行採算基礎貨物
▲CRB
（コールドロールボックス） ▲保冷ボックス

※貨物輸送において貨物を一時的に保管したり，輸送を中継したりする機能を
もつ保管場所
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７．物流効率化に向けた公的施設の利用手法の検討

(2) 遠軽地域：廃校の体育館等公的施設を活用したバックヤード機能の創出

包装資材、
日用品等

道央圏

遠
軽野菜類など

マッチングに
より片荷を
解消

バックヤード
機能により
積載効率向上

道央圏

遠
軽

野菜類など

空荷

【現状】

【将来イメージ】

【具体的な利用手法】

• 道央方面から遠軽地域へ集荷に来る物流事業者は空荷
で来る（片荷輸送）ことが多いことから、遠軽地域の製造業

者からニーズのある包装資材を往路で輸送する。

• 地域に点在する廃校の体育館等公的施設を利用して地域
のバックヤード（倉庫）とし、日用品や包装資材など、使用

（販売）まで時間的な余裕があり、かつ温度管理が不要な

荷物を地域内で一時保管することにより、積載効率の向

上と片荷輸送を解消。

【制度上及び運用上の課題】

• 遠軽地域と道央圏の双方向の長距離輸送について、輸送
品目、量、温度帯、頻度などの把握を行い、長距離輸送事

業者の物流車両や輸送スケジュールとのマッチングが必

要であると考えられる。

• また、地域の公的施設利用にあたっては自治体の意向や
地域内の荷主・物流事業者も含めた協力体制が必要であ

り、関係者間が連携するための情報共有の場の提供が必

要である。

23



７．物流効率化に向けた公的施設の利用手法の検討

(3) 岩宇地域：地域の倉庫機能の維持

石狩

冷凍水産品を
全道から石狩に集積

函館港

岩
内

函館港から
道外へ

岩内で
積み足し

地域の冷凍水産品
を岩内に集積

【現状】【具体的な利用手法】

• 荷主と物流事業者の連携強化により、岩内町を岩宇地
域のハブとして荷物を集積することにより物流事業者

の積載効率や倉庫事業者の倉庫充填率を改善する。

• また、万が一営業倉庫がすべて撤退した場合を想定し、
冷凍コンテナやCRB（コールド・ロール・ボックス）を漁港

などの公的施設に集積。

【制度上及び運用上の課題】

• 岩内町を岩宇地域のストックポイントとして荷物を集積
するためには地域内配送を担う物流事業者が必要とな

る。

• また、地域内の荷主・物流事業者も含めて認識を共有
する場の提供が必要である。
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名寄市

剣淵町 士別市

道央

道外

海外

十勝

旭川

参考資料 販売物流の全体像（名寄地域）

※荷主アンケート調査を基に整理

品目 出荷量

その他 6,400t

食品工業品 95%

品目 出荷量

農畜水産品 20%

食品工業品 56t

食品工業品 2t

金属機械工業品 40ケース

品目 出荷量

農畜水産品 60ケース■道外

■名寄管内

■十勝

■旭川（一部上川管内含む）

品目 出荷量 品目 出荷量 品目 出荷量

農畜水産品 400t 農畜水産品 90% 農畜水産品 80t

食品工業品 77% 農畜水産品 60% 農畜水産品 1,200t

食品工業品 2,500kg 食品工業品 1,008t 農畜水産品 3,150ケース

林産品 1000㎥ 食品工業品 36,900ケース 農畜水産品 4ケース

農畜水産品 55t 食品工業品 5t 食品工業品 100ケース

農畜水産品 700t 食品工業品 24,000t 食品工業品 100ケース

注：出荷量はアンケートで回答のあった数量を記載しているが、明確な出荷量が不明で、各地域への出荷割合のみが回答されている場合は％表示とした。

品目 出荷量

農畜水産品 80ケース

食品工業品 56t

食品工業品 4,100ケース

食品工業品 400ケース

食品工業品 60ケース

金属機械工業品 160ケース
品目 出荷量

食品工業品 23%

食品工業品 2,500kg

農畜水産品 20%

食品工業品 16,000t

雑工業品 数量不明

農畜水産品 300t

農畜水産品 900ケース

農畜水産品 36ケース

食品工業品 40ケース

品目 出荷量

農畜水産品 10%

食品工業品 2t

農畜水産品 450ケース

■海外

■道内（地域不明）

■道央
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参考資料 販売物流の全体像（遠軽地域）
※荷主アンケート調査を基に整理

遠軽町
佐呂間町

湧別町

道央

道外

海外

十勝

旭川

北見

オホーツク

品目 出荷量

林産品 470㎥

農畜水産品 300t

食品工業品 12ケース

雑工業品 350t

金属機械工業品 48ケース

林産品 4,000t

農畜水産品 9,000ケース

農畜水産品 10t

金属機械工業品 70%

品目 出荷量

林産品 130t

農畜水産品 10%

農畜水産品 100%

農畜水産品 44,600t

農畜水産品 13,000t

その他 27,000t

品目 出荷量

林産品 470㎥

雑工業品 350t

その他 6ケース

農畜水産品 5,400ケース

金属機械工業品 30%

品目 出荷量

農畜水産品 90%

雑工業品 1,400t

その他 390t

品目 出荷量 品目 出荷量 品目 出荷量

農畜水産品 300t 金属機械工業品 80ケース その他 24ケース

農畜水産品
大型トラック50
～60台

農畜水産品 160t 農畜水産品 40t

農畜水産品 素牛60頭 農畜水産品 60ケース 農畜水産品 270t

食品工業品 6ケース 食品工業品 25ケース 食品工業品 160t

品目 出荷量

食品工業品 毎日10ケース

農畜水産品 240t

食品工業品 25ケース

農畜水産品 340t

品目 出荷量

食品工業品 640t

■海外

■道外

■道内（地域不明）

■道央

■遠軽管内

■十勝

■旭川（一部上川管内含む）

品目 出荷量

農畜水産品 素牛60頭

食品工業品 150t

雑工業品 700t

■北見

品目 出荷量

林産品 3,760㎥

食品工業品 12ケース

その他 910t

林産品 6,000t

農畜水産品 140ケース

農畜水産品 3,600ケース

雑工業品 700t

■オホーツク

注：出荷量はアンケートで回答のあった数量を記載しているが、明確な出荷量が不明で、各地域への出荷割合のみが回答されている場合は％表示とした。 26



参考資料 販売物流の全体像（岩宇地域）
※荷主アンケート調査を基に整理（サンプル数が少なかったことから一部ヒアリング結果を反映させているものがある）

岩内町
泊村

神恵内村

共和町

品目

農畜水産品

食品工業品

雑工業品

品目

農畜水産品

食品工業品

雑工業品

その他

その他

農畜水産品

■道外

■道内（地域不明）

道央

道外

品目

農畜水産品

農畜水産品

農畜水産品

■道央

注：岩宇地域はサンプル数が少ないことから、秘匿性確保の観点から出荷量は記
載しないこととした。 27


