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第3章  重点的に取り組む施策等の検討及び「施策パッケージ」取りまとめ 

 

3-1  十勝南モデル地域 
3-1-1 圏域検討会等の開催 

十勝南モデル地域においては、北海道型地域構造の保持・形成を図るための施策について検

討し、生産空間に住み続けられる環境づくりを推進することを目的として、平成 29 年 11 月 22

日に第１回圏域検討会を設置・開催している。 

平成 30 年度においては、重点的に取り組むべき施策や地域の各主体が連携して取り組むこと

が可能な施策を検討し、「施策パッケージ」として取りまとめるため、ワーキングチームでの議

論を行った上で、第２回圏域検討会を開催した。 

十勝南モデル地域の圏域検討会等は以下の日程で実施した。 

 

表 3-1 圏域検討会等の開催概要 

会議開催日／場所 議 題 

十勝南モデル地域圏域 

検討会ワーキングチーム 

（全体） 

平成 30 年 5 月 8 日（火） 

13:30～16:45 

帯広開発建設部 

１階 第３･４会議室 

(1)食・農林水産業 

(2)物流・人流 

(3)観光・まちづくり 

(4)安全・安心 

十勝南モデル地域圏域 

検討会ワーキングチーム 

（農業関係第 1回） 

平成 30 年 8 月 7 日（火）

13:30～16:00 

帯広開発建設部  

１階 第３･４会議室 

(1)農業労働力の確保 

(2)６次産業化の展開 

 

十勝南モデル地域圏域 

検討会ワーキングチーム 

（交通関係第 1回） 

平成 30 年 8 月 8 日（水） 

13:30～16:00 

帯広開発建設部  

１階 第３･４会議室 

(1)生活交通の確保に向けた交通体系

の現況や取組状況の共有 

(2)課題解決に向けた広域連携で可能

な施策などの検討 

十勝南モデル地域 

圏域検討会 

（第２回） 

平成30年10月9日（火）

14:30～17:30 

農協連ビル 5 階  

大会議室 

(1)地域構造の保持・形成に向けた検討

状況 

(2)地域構造の保持・形成に向けた施策

パッケージ(案) 

十勝南モデル地域圏域 

検討会ワーキングチーム 

（交通関係第 2回） 

平成31年1月31日（木）

13:30～16:00 

帯広第２合同庁舎 

３階 １・２号会議室 

(1)地域交通の利便性向上に向けた取

組状況等の共有 

(2)優先的に連携して取り組む施策な

どの検討 

十勝南モデル地域圏域 

検討会ワーキングチーム 

（農業関係第 2回） 

平成 31 年 2 月 4 日（月）

13:30～16:00 

帯広第２合同庁舎 

３階 ２・３号会議室 

(1)取組の方向性 

(2)地域交通の利便性向上に向けた取

組状況等の共有 

(3)優先的に連携して取り組む施策な

どの検討 
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(1) 十勝南モデル地域圏域検討会ワーキングチーム（全体）の概要 

 

1 日 時：平成 30 年 5 月 8日（火） 13:30～16:45 

2 場 所：帯広開発建設部 １階 第３･４会議室 

3 議事次第 

（１） 事務局からの説明 

（２） ディスカッション 

①食・農林水産業    ②物流・人流 

③観光・まちづくり   ④安全・安心 

（３） その他 

4 主な意見 

【食・農林水産業】 

・農業は生産性が高い一方で、生産者が減っている。生産空間の維持と、人口減少問題の解決

のための生活空間の充実が結びついていない。 

・農業は季節性の問題があり、産業や企業が横のつながりで連携して、雇用を維持していく方

法を検討する必要がある。  

・生産と企画・開発などを役割分担した方がいい部分もある。十勝は連携体を作るのが苦手で

ある。小規模事業者との連携がやりやすいと思う。 

・産学官、農商工の連携システムづくりが課題。連携体を作ることの有用性を示すために始め

た十勝酒文化再編プロジェクトなどを参考にしてほしい。 

・大規模農業を進めており新規就農は難しい状況。IoT を使った先進的な取組も視野に入れ、研

究機関との連携を深めている。 

・酪農については、生産者の半数以上が法人化し規模を拡大しているが、労働力を外国人研修

生に頼っていて、なかなか働き手がいない状況である。 

・商社と協力して生産の委託やマーケティング・ブランディングのサポート体制を作っている。

人手不足には１次産業の人材派遣会社活用も考えられる。 

・高校生など若者の人材流出があり、マッチングというのが、1つのネックとなっていると考え

て、何か支援を行えないかと考えている。 

【物流・人流】 

・物流の効率化に向けて、片荷輸送を解消するために、民間事業者間の連携が必要。 

・特産品を販路拡大する前に、逆に来てもらうため、幕別町の食を取り入れた食事にしたり、

泊まった後にお土産を買ってもらう仕組みを考えている。 

・ナウマン温泉ホテルでは、観光のシーズンになると、通常の土日の 2 倍から 3 倍の集客が得

られることから、周辺の市町村とも連携したい。 

・循環バスを運行しているが、時間が限られているなど、農村地区に住む方の生活交通の確保

に課題がある。 

・生活交通の足の確保が課題となっている。農村地帯で一人で生活している人の移動手段がな

いので、外出支援サービスなどの充実が必要。 

・本州の事例では、物流費が非常に高騰しているので、一つのコンテナで色々な商品をパッケ

ージングして一人の消費者に届けたりというのもある。 

・交流人口が非常に大事で、公共交通の維持が必要。南十勝では、鉄路がないためにインバウ

ンドを取り損なっている可能性がある。 

・貨客混載の取組を進めている。生産者のニーズに関わる情報をいただき、トラックやバス事

業者を紹介することにつなげたい。 

・不便を感じている地域を把握するために、いくつかの地域で、農村部に対するデマンド交通

の実証実験をしている。引き続き検討が必要。 
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【観光・まちづくり】 

・トレイルランや釣りのコースを作るなどのチャレンジ的な企画や、全国の中・高校生を受け

入れられるよう教育旅行のメニューを幅広く用意するべき。 

・魚を使った食育事業として、広尾町では、東京の江戸川区の小学校 5 年生の子供を受け入れ

て、漁師の家に宿泊させる事業を 3年やっている。 

・自治体、開発局、民間事業者が連携し、サイクルツーリズムを観光のコンテンツに育てるな

ど、受入環境を整えて安心感を持つことが大事。 

・人口減少は避けられないので、交流人口を増やすことが必要。道の駅を活用した特産品 PR と

して、そこでしか買えないものを打ち出し周遊を図る。 

・各分野のトップランナーを先生として招いている更別熱中小学校は第 3期目となり、150 人の

受講者のうち村外が 3/4 を占め、起業を目指す人もいる。 

・働きながら大樹町の生活を体験してもらうワーキングステイや、若手芸術家を地域に呼び、

地域の担い手として働いてもらうという取組をしている。 

・東京の小学校の給食にサケ、昆布などの食材を年３回程度提供している。子供が食べたいと

言えば親は買うものなので、本物の味を知ってもらう。 

・観光まちづくりについては、地元の熱意が非常に重要で、地域の人が危機感を感じて取り組

むことが必要。 

【安全・安心】 

・1000 年に 1 度の大きな雨があっても浸水しない庁舎を作り、防災の強化を図ることとしてい

る。地域の関係機関と協力して防災を図っていきたい。 

・防災計画の見直しを行っている。2年前の台風では、畑地などに被害があったので、住民の方

にも防災意識がある。 

・雨への備えが非常に大事だと感じており、町内だけではなく横の連携も大事である。 

・地域の自主防災組織の立ち上げをして、自主防災を進めている。今回、初めての避難訓練を

実施して、行政が絡んで防災体制を構築していきたい。 

【全体】 

・長年の施策の成果を地域が十分享受できていない。施策の効果検証や、施策の情報が必要と

する方に行き届き、活用されているかの検討が必要。 

・今後のワーキングチームの進め方として、実際に事業に取り組んでいる民間の方と議論した

方が良い。 

・課題を持っている販売店が、それを強く認識していないのと同様に、課題への対策を必要と

している方々は、それを認識していないのかもしれない。 
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(2) 十勝南モデル地域圏域検討会ワーキングチーム（農業関係第 1回）の概要 

 

1 日 時：平成 30 年 8 月 7日（火）13：30～16：00  

2 場 所：帯広開発建設部 １階 第３･４会議室 

3 議事次第 

（１） ディスカッション 

①農業労働力の確保に向けて 

②６次産業化の展開に向けて 

③その他 

4 主な意見 

【農業労働力の確保】 

・大学生のアルバイトも地域内で取り合いになるなど、繁忙期に人手を確保できない。特に、

秋口は農家の収穫作業に加え、農協での選果作業、加工工場での作業などがバッティングし人

手が不足する。 

・パートや派遣労働などを上手く活用するためには、農家側が雇用法令を遵守するなど働きや

すい環境づくりをして求職者に伝えることが必要。 

・被雇用者がキャリアパスを描けるような職場にすることが重要で、雇用条件を保証すること

につながる法人化や GAP 取得によるアドバンテージを得ていくことが必要。 

・地方創生の実態を知るため、都市部の大学は農村での実習を希望するところが多い。連携す

ることで労働力不足に一役買うのではないか。 

・組織化、ICT 化、未就業者を取り込む工夫、放牧の再認識が必要。特に ICT 化は農村でのブロ

ードバンド整備の必要性を打ち出していくべき。 

・全国的には農業従事希望者が多く、旅行会社と連携し長期間の就農体験ツアーを企画すれば

需要もあり、労働力の確保につながるのではないか。 

【６次産業化の展開】 

・国の補助制度の活用には、申請書類の作成などに専門的な知識が必要になるため、ノウハウ

のない農家にとってはハードルが高い。 

・個々の農家の取組について、6次化ブランドや事例紹介などを行うマッチングイベントができ

れば、広域的な連携につながるのではないか。 

・個々の農家の取組はあるものの事業化していない事例が多いので、販路開拓や商品開発等の

面で、金融機関を積極的に活用して欲しい。 

・農家単独で加工から販売までするのは難しい。道の駅での直接販売のような行政の積極的な

関与と、マッチングの面でのスピード感と支援策を持ち合わせた金融機関の活用が大切。 

・小規模農家も 6 次化に意欲的だがノウハウが少ない。成功に導くには情報とパイプがある金

融機関と行政が連携したマッチングのシステム構築が不可欠。 
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(3) 十勝南モデル地域圏域検討会ワーキングチーム（交通関係第 1回）の概要 

 

1 日 時：平成 30 年 8 月 8日（水） 13:30～16:00 

2 場 所：帯広開発建設部 １階 第３･４会議室 

3 議事次第 

（１） 生活交通の確保に向けた交通体系の現況や取組状況の共有 

 ①北海道開発局 

 ②北海道運輸局 

 ③北海道 

（２） ディスカッション 

①課題解決に向けた広域連携で可能な施策などの検討 

②その他 

4 主な意見 

【公共交通】 

・人口が減っていく中、利用者が確保されないと、将来的にはバスの継続的な運行は、財政負

担が大きくなる懸念がある。 

・重要なのは、モビリティ・マネジメントという地道な取組。 

・空港からの交通など単独市町村で解決が難しいのであれば、複数市町村が連携した地域公共

交通網形成計画を作成してはどうか。 

・乗り継ぐのか、直行便で行くのかなどの選択肢が地域住民にあれば良いが、選択肢が無い地

域で早く何か動くことができれば。 

【乗り継ぎ利便性】 

・目的地までの直行便があれば便利だが、新規路線は難しいので、幹線のバス路線（帯広～広

尾など）と、各自治体のコミュニティバス等の路線をうまく接続し、乗り継ぎを良くするが大

事。 

・バスだけでなく、JR、タクシー、レンタカー、自転車などいろいろな交通モード間の連携、

乗り継ぎを検討することが必要。 

・路線バスなどの乗り継ぎが表に見えるような形、乗り継ぎの見える化が必要。 

・帯広空港から南十勝に行く際に、一度、帯広市に戻らないとバスで乗り継げないなど観光面

も含めて課題がある。 

・スムーズに乗り継げるダイヤの設定ができれば良いが、難しい場合も多いので、バスターミ

ナルのように待ちやすい環境づくりも大事。 

【利用しやすい環境づくり】 

・観光案内所等に目的地までの乗り継ぎを説明できるコンシェルジュのような人材が必要。不

安感もバスに乗らない原因だと思う。 
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(4) 十勝南モデル地域圏域検討会（第 2回）の概要 

 

1 日 時：平成 30 年 10 月 9 日（火）14:30～17:30 

2 場 所：農協連ビル 5 階 大会議室 

3 構成員： 

ファシリテーター、

有識者 

（五十音順） 

一般社団法人 北海道総合研究調査会 理事長       五十嵐 智嘉子 

日本大学 特任教授                  石田 東生 

一般社団法人 地域研究工房 代表理事          小磯 修二  

帯広畜産大学 環境農学研究部門 教授                   仙北谷 康 

民間事業関係者 

（五十音順） 

帯広信用金庫 地域経済振興部長                        秋元 和夫 

北海道更別農業高等学校 教頭                           重堂 法人 

広尾漁業協同組合 女性部連絡協議会 会長                城山 美津枝 

株式会社キタテラス 代表取締役                         神宮司 亜沙美 

十勝ナウマン温泉ホテル アルコ 支配人                  菅原 政成 

中札内村観光協会 会長                                 豊岡 保行 

十勝バス株式会社 代表取締役社長                       野村 文吾 

自治体・行政機関 帯広市長 

中札内村長 

更別村長 

大樹町長 

広尾町長 

幕別町長 

北海道 十勝総合振興局長 

国土交通省 北海道局 企画調整官 

国土交通省 北海道運輸局 交通政策部長 

国土交通省 北海道運輸局 帯広運輸支局長 

国土交通省 北海道開発局 開発監理部 次長 

国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部長 

 

4 議事次第 

（１） 地域構造の保持・形成に向けた検討状況について 

（２） 地域構造の保持・形成に向けた施策パッケージ(案)について 

 

5 主な意見 

【農業の持続的発展】 

・期別の人材不足について、じゃがいもや長いもなど畑作物の収穫は集中的、短期的に作業が

増えるので、通年で雇用しづらい。 

・とかちイノベーションプログラムでは、スマホベースで学生に情報を流して農家とマッチン

グをするプログラムを作り、それを運営する会社を作るなどの動きがある。 

・戸当たり耕地面積が大きいため、先端技術を駆使した農業で人材不足を補うことが必要。ま

た、圏域全体での通年雇用など思い切った発想の施策が必要である。 

・雇用確保は広域的に取り組まないと難しい。夏は農家で働き、冬は工場で働くという、大き

な仕掛けも必要。 

・農家がオープンに人を受け入れる、法人化することなどで雇用された人の位置付けや身分、

社会保障をはっきりさせ、ミスマッチを減らしていくことが大事。 
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・労働力の確保には、農業の素人、女性、ハンデを持っている人などの作業障壁を下げ、手を

差し伸べるなど労働力を作っていくという視点が重要。 

・十勝は夢のある地域なので、そこを施策パッケージにあえて書くのが良いのでは。 

・農業雇用の季節変動の対応策としては、６次産業化による雇用創出により冬場も働いてもら

える取組や産地を越えた連携が考えられる。 

・道の駅では農家の野菜を扱っている。人気があり午前中にほとんど無くなってしまうが、農

家の人手が足りなくて、追加で道の駅に持って来れない。 

・いきなり平均的な農業規模での新規就農は難しいので、公社などの公的機関で農地をプール

して、小規模からでも新規就農できるシステムを制定することが重要。 

・雇用調整は 1 市町村ではなく広域的取組が必要。ニセコ・倶知安では、農業と観光シーズン

のズレから、観光業者と農協でマッチングしようという動きがある。 

・産業間・地域間の雇用調整機能の仕組み、外国人労働者の受入体制などを法制度も含めて検

討する余地がある。 

【地域交通の利便性向上】 

・ＮＰＯで高齢者の病院送迎をしているが、担い手の高齢化や報酬の問題がある。経済特区で

規制緩和できないか。ＮＰＯに報酬があれば、やる気のある人はいる。 

・コミュニティバスのオンデマンド運行ができれば良いが、委託先の人員対応等で難しい。イ

ンバウンドなど観光客を増やしタクシー需要を掘り起こすことが現実的。 

・帯広空港までの路線が必要であれば、複数市町村が連携した地域公共交通網形成計画を策定

してはいかがか。 

・バスは乗って楽しい、降りて楽しいなど人と人との触れ合いが重要で、小さな子供一人でも

安心して移動できる乗り物であるべき。 

・幹線である広尾線への乗り継ぎには、各地域のコミュニティバスとの連携が重要。自治体の

みならず住民の方に考えていただかないと、なかなか成果が出ない。 

・バスは生活のためと考えずに、街中に出て、高齢者がカラオケや運動をするなどの社会性の

ためと考える方が良いかもしれない。 

・帯広空港の近さや大樹町のロケット産業の取組等を活かして、空港からの周辺市町村を回る

バスツアーなどができると面白い。 

・中心都市の帯広市への交通手段として路線バスが必要であるが、自家用車よりも時間がかか

り利用が伸びない。バスの利用促進策を見いだす必要がある。 

・町の存続には公共交通が必要。バスの運営負担金が上がっているが、広尾線を存続させるた

めに沿線自治体の努力が必要。 

・帯広空港へのバス路線は自家用車を利用しているからか、住民からは欲しいという声は聞こ

えてこないが、観光の面で考えると必要だと思う。 

・公共交通を観光も含めて議論していくことが非常に大切。インバウンド観光客は潜在的な需

要量がある。 

・公共交通は利便性と持続性を両立させることが重要。これまで交通事業者に任せきりだった

面もあるため、地域の関係者が一緒になって議論したい。 

・自動運転は社会インフラとして現実的に出てくる。帯広広尾自動車道に高速バスが走り、イ

ンターごとに乗り換えの路線バスが連結するバス網ができると理想的。 

【その他】 

・生産空間の取組は、1市町村ではなく広域的な連携や、産業間を越えたマッチングなどの視点

も必要。 

・施策パッケージは、もう少し時間軸が見えても良い。ワーキングチームで議論いただければ

と思う。 
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3-1-2 「施策パッケージ」のとりまとめ 

(1) 重点的に取り組む事項の選定 

施策パッケージの骨子となるテーマ（食・農林水産業、物流・人流、観光・まちづくり、

安全・安心）について、圏域検討会やワーキングチームにおいて意見交換を行った結果を踏

まえ、十勝南モデル地域が重点的に取り組む事項を選定した。 

圏域検討会やワーキングチームにおいては、季節変動の大きい農業雇用の課題と 6 次産業

化による雇用創出への期待、幹線のバス路線とコミュニティバス等の接続や様々な交通モー

ド間・自治体間の連携についての意見が多く挙げられた。 

これらを受け、十勝南モデル地域において重点的に取り組む（喫緊に取り組む）事項を、

「農業の持続的発展」に関する取組、「地域交通の利便性向上」に関する取組とした。 

 

 

(2) 施策パッケージのとりまとめ 

十勝南モデル地域については、第 2章（2-1）で整理したデータから見た課題、圏域検討会

及びワーキングチームで出された意見を踏まえ、以下のとおり 4 つの視点で施策の方向性及

び目指す姿を整理したうえで、(1)で選定した重点的に取り組む（喫緊に取り組む）事項をは

じめとした北海道型地域構造の保持・形成を図るための施策群を「施策パッケージ（第 1版）」

として取りまとめた。 

 

①十勝南モデル地域の目指す姿 

・地域の基幹産業の振興を通じた「所得雇用の確保」 

・日常的な生活サービスへの交通アクセスの確保等による「生活機能・集落機能の確保」 

・定住・交流促進につながる「地域の魅力向上」の取組 

・地域を支える「安全・安心な社会基盤の形成」 

 

②「施策パッケージ（第 1版）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



①十勝南

 

 

南モデル地域域の目指す姿姿 
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