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 本事例集は、｢北海道総合開発計画」の基本方針にある「北海道型地域構の保持・形成」のため、道内３圏
域をモデルとして発足した検討会において、「食」「観光」など北海道の強みを提供している「生産空間」
に住み続けられる環境づくりを検討するに当たって、参考とした先行事例です。 
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 ６次産業化の推進（高付加価値化） 

いいとこ撮り北海道2017 
農高生が考えた十勝のスイーツ 

北海道帯広農業高等学校の取組 

畑地のかんがい施設の整備 

畑地かんがいの導入による効果 

○農業の経営力の強化、雇用・所得の確保、輸出力の強化のため、畑地のかんがい施設の整備を推進。 
○かんがい施設整備により、農地の土壌水分を作物の生育しやすい状態にコントロールでき、｢増収｣ 
 「品質向上」が期待できる。また直播栽培の導入を推進し、農業作業効率の向上を図る。 
○６次産業化による製造・販売拠点の創出が、新たな雇用の場となり、農業の経営力強化につながる。 

かんがい用水を送るため
のパイプライン 

畑地へのスプリンクラー
かん水 

・「増収」「品質向上」 
・土壌水分のコントロールにより直播栽培の導入 
 このことにより育苗作業の省力化が可能となる 

出典：北海道 
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現状：移植（ペーパーポット） 畑地かんがい導入後：直播 
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    取組事例① （畑地かんがい施設の整備など） 
所得・雇用 
の確保 

○「てんさい」の例 

出典：北海道開発局 

 農畜産物の輸出促進 

（全道） 



○十勝川流域は、我が国有数の畑作地帯であるが、下流部は粘土含有分が高く透水性が著しく不良で降雨により過湿状態になり作物に
湿害が生じる反面、乾燥時には干ばつを招きやすく、土壌改良を行うための客土が高コストという課題がある。

○帯広開発建設部では平成２０年度から、豊頃町、浦幌町、池田町、幕別町に、十勝川の治水対策の一環である河道掘削で発生した
泥炭土を粘性土壌の農地の土壌改良材として提供し、農地の生産性向上に寄与している。

畑に搬入された泥炭土 

作物（デントコーン）の生育状況 

泥炭搬入
なし

泥炭搬入
あり

（生育良好）

実施箇所（十勝川下流） 

河道掘削 

箇所 
幕別町 

豊頃町 

浦幌町 

池田町 

利用箇所 

利用箇所 

利用箇所 

利用箇所 

河川事業の取組 

河道掘削箇所（泥炭土） 

掘削状況 

 十勝川下流部の河道掘削で
発生する泥炭土は、堤防の盛
土材料として使用できず処理
に苦慮していた 

地元自治体の取組 

 粘土含有が多く緻
密な「重粘土壌」の
土壌改良には多額
のコストが課題 

 周辺自治体との協議の結果、農家の泥炭土
の受け入れ希望等の調整を実施 

地元自治体による農家との調整 

泥炭の土壌改良効果
（てん菜の生育） 

運搬 
運搬 

重粘土壌（透排水性が悪く過
湿状態になりやすい） 

試験区での生育調査では 

・泥炭の客土区は無
処理区よりも

→作物の草丈・茎
数が大きくなる

→馬鈴薯の収量
がアップ

 （農業改良普及センター・
豊頃町・帯広開発建設部に
よる調査） 

６月１５日調査てん菜の生育
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     取組事例② （河川掘削土（泥炭）による生産性向上） 

出典：北海道開発局 

3/7 

資料名：北海道開発局 

ドーコン付記しましたご確認願
います 

所得・雇用 
の確保 



    取組事例③ （IoTを活用したスマート農業） 

追加 

ドローン実証実験（ソフトバンク等：帯広市） 

• ドローンをはじめとするスマート農業ソ
リューションを活用した実証実験を、2017

年12月からソフトバンクとオプティムが共
同で開始。 

• 固定翼ドローン「OPTiM Hawk」を活用し

た広範囲な空撮による地域全体の生育
分析を実施。 

• 圃場（ほじょう）情報管理サービス「Agri 

Field Manager」を利用し、センサーから

取得される外気温や湿度、照度、土壌温
度や土壌水分、EC値（電気伝導率）、ド

ローンから取得される圃場の状態、農作
業記録サービス「Agri Assistant」を用い

て農業従事者が記録した情報などを取り
まとめ、統合された作物の生育管理に取
り組む。 

出典：ソフトバンク株式会社プレスリリース 2017年 

研究拠点を活用した農林業のIoTの推進（更別村） 

出典：更別村企画政策課資料 

IoTを活用した農業効率化の実証実験（KDDI等：帯広市） 

出典：KDDI株式会社ニュースリリース2017年 

「Agri Field Manager」での生育管理イメージ 

「OPTiM Hawk」を活用した広範囲空撮イメージ 

• KDDI、JA帯広大正、飯田農場、SDD、DDL、シスコ、長沼商事、中小機構
北海道が、飯田農場内で、IoTを活用した農業効率化の実証実験を開始。 

• IoT向け通信技術LPWA (Low Power Wide Area) を活用し、通信費用を最

小化しつつ、露地栽培にとって重要な外気温や湿度、土中の温度や含水率
などを測定しリアルタイムでの可視化を実現することで、種まきや出荷に最
適な時期の把握、水撒きの最適化を行い、大根等の農作物の効率供給を
目指す。 

• 属人的で暗黙知であった知識・技術
を形式知にすることで伝承が容易と
なり、後継者育成課題の解決に貢献
する技術。 

• 更別村では、国家戦略特区指定を目指して「スマート一次産業イノベーショ
ン特区」を内閣府に提案。 

• ドローンや農薬の空中散布などを実施する上での規制（以下）を緩和し、よ
り効率的な農業の実現を目指している。 

 目視外飛行、夜間飛行などの申請項目によって安全対策の体制（補
助員2名以上配置など）を敷く必要があること 

 ドローンではオペレーターから半径150ｍ以内の飛行しか許可が下
りていないこと 

 無人トラクター公道走行（人が農場でロボット無人トラクターを見守る
ことが大前提） など 
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所得・雇用 
の確保 
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【フードバレーとかちの取組】 

 十勝では特性・優位性や蓄積されてきた産業基盤を活用し、オール十勝で「食」と「農林漁
業」を柱とした地域産業政策「フードバレーとかち」が推進されています。 

出典：フードバレーとかち推進協議会ＨＰ 

    取組事例④ （フードバレーとかち） 所得・雇用 
の確保 

フードバレーとかちの取組 



    取組事例⑤ （ブランド化と海外展開） 
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追加 

◆主な輸出先国・地域 
 米国、台湾、シンガポール等 

 十勝川西長いも 

◆取組の概要 
• 国内需給の適正化と市場価格の安定を目的に、海外で

評価の高い４Ｌ規格の長いもを輸出し、農家の所得向上
に寄与。 

• 徹底した品質管理や類似品・偽造品トラブルへの対策と
して、販売ルートを産地銘柄にこだわる中間業者に絞り
込むことで、品質管理が可能な現在のルートを確立し、
梱包などで工夫を重ねる。 

• 更に、輸出拡大に向けて、平成20年HACCP認証取得、
平成28年地理的表示（GI）保護制度登録、平成29年
SQF認証取得。 

• 産地間連携（十勝管内９農協）による年間安定供給体制
を確立。 

◆活用した支援・施策 
• 平成23年度強い農業づくり交付金（集出荷貯蔵施設） 

• 平成25年度日本の食を広げるプロジェクト事業補助金 

長いも浄選別施設での検品、
箱詰作業 

GIマークとHACCP認証が入った国内
向け段ボール箱 

出典：「平成28年度輸出に取り組む優良事業者表彰」受賞者の取組内容（農林水産省） 

 中札内村の枝豆 

◆取組の概要 
• 大型機械での収穫作業の効率的な生産体系化や、加

工処理施設の拡充、貯蔵施設の増設などを、ＪＡと一体
で整備し、収穫から3時間以内で製品化が可能に。 

• 圃場や集荷段階など3段階にも及ぶ残留農薬検査を実
施。 

• 平成23年には、加工処理施設が、北海道のＪＡ施設で
初めて「北海道HACCP自主衛生管理認証」を取得。 

• 農産物加工処理施設に従事する正職員90人全員が
「食品衛生責任者」資格を取得。 

• 36都道府県の学校給食への供給をはじめ、海外にも販
路を広げる。 

• 加工品の売上高は20億円を超え、北海道十勝地方を

代表する特産品として確立。 

出典：JA中札内HP、中札内村 

所得・雇用 
の確保 
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    取組事例⑥ （十勝港の整備による企業進出） 所得・雇用 
の確保 

出典：広尾町 

飼料は十勝港に輸入され 

同港飼料貯蔵施設から 

全道の酪農拠点に出荷 
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ふすま・大豆等 とうもろこし

●十勝港取扱貨物量（飼料原料）の推移 
 飼料コンビナート稼働前と比較して、 
 飼料原料の取扱量が約２倍に増加 

約２倍 

本
格
稼
働 

２倍以上 

●十勝港貿易額の推移 
 飼料コンビナート稼働前と比較して、 
 貿易額が２倍以上に増加 

出典：貿易統計 

本
格
稼
働 

十勝港の整備による飼料コンビナートの進出 

平成２３年 飼料工場・飼料サイロ本格稼働 

平成２９年 貿易額が７年連続で１００億円を突破 

8/24 開発局修正 
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【路線バスの再生 十勝バスの取組】 

バス沿線の住宅訪問によるヒアリング 

地道な営業活動により、平成２３年度の利用者が４０年ぶりに増加（全国初）、その取組は複数
の報道で紹介されたほか、ミュージカルになるなど、全国的な発進力を持つ事例となっています。 

バスの乗り方を説明した「おびひろバス
マップ」を市内全世帯に配付 

「あいさつ強化月間」を位置付け接客
サービスを向上 

目的別時刻表、対象者を絞った情報
発信の強化 

十勝バスの取組
は奇跡の物語と
して、TEAM 
NACSのリー
ダー森崎博之が
主演し、ミュージ
カルとして公演さ
れました。 

十勝バスの取組は、
国際交通安全学会
賞等を受賞、また全
国の地方路線バス事
業者が視察にくるなど
注目されています。 

    取組事例⑦ （路線バス再生の取組） 生活機能・集落
機能の確保 

路線バスの再生 十勝バスの取組 

出典：十勝バスＨＰ、開発こうほう（１５．３） 



    取組事例⑧ （デマンドバス、乗合タクシー） 
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コミュニティバス・予約型乗合タクシー（幕別町） 

• 幕別町地域公共交通確保対策協議会において、平成
25年5月に幕別町生活交通ネットワーク計画を策定し、
地域公共交通確保維持改善事業が取り組まれている。 

• フィーダー路線を導入し、生活交通ネットワークの構築
を進めている。 

• コミュニティバスは、幕別市街地を回る幕別線(まくバス
が平日のみ５便/日で１路線と、札内市街地を回る札内
線(さつバス)が平日のみ９便/日で同じ経路を順周り(５
便/日)と逆周り(４便/日)の２路線で運行している。 

 中学生以上が100 円、小学生が50 円、乳幼児（小

学校入学前）が無料で、毎月１日はコミバスデーで
運賃無料日。 

 通学に利用する小中学生は運賃無料。(ただし、学
校長が許可した場合のみ。) 

 回数券は２種類あり、500円７回と1,000円で15回
分(小学生分はそれぞれ半額) 

 コミバス⇔十勝バスの乗り継ぎはコミバス運賃見合
い分が100円割引される。 

 平成25年10月１日以降に運転免許証を返納された
65歳以上の方は半額乗車券（１年間有効）を発行。 

• 予約型乗合タクシーは、複数の利用者の「乗り合い」を
前提として、予約があった場合にのみ決まった時間に
運行。「駒畠線」と「古舞線」がある。 

 乳幼児無料、小学生、通学（小中学校）、高齢者、
生活保護、障がい者は半額。 

 

 

 

 

 

 

出典：幕別町HP 

コミュニティバス くるくる号（中札内村） 

出典：中札内村HP 

中札内村コミバス（市街地） 

生活機能・集落
機能の確保 

追加 

• 中札内村地域公共交通会議が平成２６年２月に設置さ
れ、地域の公共交通の現状把握や住民ニーズの把握
のための調査を行い、中札内村生活交通ネットワーク
計画の策定に向けた検討を行っている。 

• 中札内村では、これまで路線バスの運行助成のほか、
村有車両によるスクールバス、福祉バスの運行や中札
内～上札内区間の乗合バス、NPO法人への福祉移送

サービスの委託など行ってきたが、利用者の減少など
を受けてより効果的・効率的な運行方法への見直しを
実施。 

• 生活交通の確保のため、中札内市街地や農村部、上
札内を走るコミュニティバスを運行。 

• 国道以外の走行ルート上は乗り降りが自由となってい
る。 

• 乗車料金は無料で、曜日ごとに運行している。 

 月・水・土（市街地等方面、上札内線） 

 火・金（中島・上札内線、中札内線） 



有機的・総合的な取組例（「道の駅」への機能集約・強化） 

※ふるさとピンチョス：複数の食材を組み合わせ、ひと口で食べられるスペイン生まれの料理 

地域の交通・物流拠点 

地域の交流拠点 

＜期待される効果＞ 
・地方部での生活を支える日常買物の利便性向上 
・持続可能な道の駅間物流ネットワークの構築 
・地域資源を活かした新しい地域コミュニティ創出や他地域との交流促進 

地域の高校(三笠高校調理部)が地域の産品を
活用してつくった「ふるさとピンチョス※」の販売実験 

道の駅間での産直品の輸送・相互販売実験イメージ 

＜期待される効果＞ 
・都市間バス・地域内交通の結節点化 
・道の駅を貨客混載の拠点とした物流体制の構築 

地域の情報拠点 

無料公衆無線ＬＡＮ 

産直カレンダーの作成 

道路情報の提供 
＜期待される効果＞ 
・地域の防災・観光情報等の発信 

事業者との連携による自
動販売機を通じた防災情
報の発信 

 路線バスやデマンド交通などの乗り換え拠点、路線バスによる貨客
同時輸送の積み替え拠点、として「道の駅」を活用 

 地域の防災・観光情報等を提供・発信する拠点として「道の駅」を活用 

 地域の産直品の販路拡大・高付加価値化、地域住民に向けた買い物 
利便の提供、観光客への産直品のＰＲ等の拠点として「道の駅」を活用 

〔例〕「おいしい道の駅」実証実験  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バス停 

道の駅「南ふらの」 

都市間バス 

乗り換え 

「ひと・もの」協働輸送プロジェクトによる貨客混載の例（北海道運輸局） 

    取組事例⑨ （道の駅関連施策） 

出典：北海道開発局 

生活機能・集落
機能の確保 

9 
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    取組事例⑩ （自動運転） 生活機能・集落
機能の確保 

中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス 

大樹町：道の駅「コスモール大樹」 

○国土交通省では、高齢化が進行する中山間地域において人流・物流を確保するため、「道の駅」等を拠点とした自動運転 
  サービスを路車連携で社会実験・実装する取組を実施。 
○地域公募により、道の駅「コスモール大樹」が実証実験実施箇所に選定され、以下をねらいとする実験を実施。 
  ・生産空間を維持するための高齢者や交通弱者の生活の足の確保、地元農産品や加工品の輸送効率化・販路拡大 
  ・宇宙のまちづくり（観光活性化）に資する来訪客のスムーズな移動の確保 
  ・積雪寒冷地においても利用できる自動運転の実現 
○実証実験走行により、①道路・交通、②地域環境、③コスト、④社会受容性、⑤地域への効果を検証。 

出典：第１回中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転ビジネスモデル検討会資料 

＜実験時期＞  平成29年12月10日～16日 
＜走行ルート＞ 約7.6㎞ ﾚﾍﾞﾙ4（専用空間）＋ﾚﾍﾞﾙ2（公道）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

出典：第3回中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転ビジネスモデル検討会資料 

     第３回道の駅「コスモール大樹」を拠点とした自動運転サービス地域実験協議会 

▲道の駅での乗客モニターの乗降 ▲道の駅から住宅への商品等の配送 

＜実証実験状況＞  

▲路面積雪時の勾配区間や 
  路肩積雪区間での自動走行 



    取組事例⑪ （シームレス交通戦略） 
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①「【資料4】180427_十勝南モデル地域取組事例集.pptx」の事例⑩と⑪の間に 

 道庁のシームレス交通戦略の取組を１枚もので追加 

②「【参考資料】シームレス交通戦略(H30.3.23）.pdf」の内容をピックアップ 

 して作成 

シームレス交通戦略の検討 ～北海道型公共交通ネットワークの形成に向けて～ 

• 北海道では、交通を取り巻く環境変化に的確に対応しながら、あらゆる関係者が協働して交通に関する施策を一体となって
推進するため、「北海道交通政策総合指針」を策定。2020年度までの３年間で集中的に進める取組として、５つの「重点戦

略」を設定。重点戦略の一つ「シームレス交通戦略」では、地域住民や観光客が行きたい場所にスムーズに行ける、利便性
が高くストレスのない持続的な移動環境の実現を目指すこととしている。 

• 広域的なネットワーク形成に向け優位性がある地域として十勝が選定され、シームレス交通戦略の検討を進めている。 

出典：北海道「第１回シームレス交通戦略推進会議」資料 

生活機能・集落
機能の確保 

H30年度

H31年度

H32年度

○モデル地域の決定（広域的なネットワーク形成に向け優位性がある地域として十勝を選定）

○検討会議の設置（関係者によるコンセンサスを形成）

○社会実験の実施（利便性の向上に向けた取組を検証）

テーマ例）利用促進・意識改革、乗継ダイヤ、運賃、情報提供など）

○社会実験の継続・拡充
（２年目の実施結果を踏まえ、他の路線等での展開）

○他地域での展開に向けた準備

シームレス交通戦略推進会議のメンバー
・有識者（北大・岸准教授、交通経済研究所・土方研究員）

・国（運輸局・開発局）

・道（交通企画課、十勝総合振興局）

・帯広市、近隣町村

・交通関係者（JR北海道、十勝バス、北海道拓殖バス、

十勝地区タクシー協会、帯広空港ターミナルビル）

・関係団体（帯広商工会議所、十勝観光連盟 等）

実施方法やポイントの整理、改善手法の検討など、ノウハウの蓄積

公共交通の利用促進に向けた
機運醸成

○モビリティマネジメント
として普及・啓発
（モデル地域での事業全体の取組
内容を全道各地へ普及・啓発）

1年目

２年目

３年目

○社会実験に向けた取組内容の検討
・具体的な取組の洗い出し、テーマの設定
・乗降データ整理や利用ニーズ把握、需要予測
・交通アクセス診断の実施 等

○住民向けフォーラム等の開催
・実験内容の普及・啓発



    取組事例⑫ （地域医療連携） 
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追加 

十勝メディカルネットワーク（はれ晴れネット） 

• 帯広・十勝両医師会、保健所、管内の主要病院で構成されている「十勝医療連携検討協議会」で協議され、平成26年3月よ
り全面本稼働した。 

• 情報共有システムで結ばれた複数の医療施設が、診療情報を共有するネットワークで、診療に必要な情報を、地域の医療
施設がセキュリティの万全なインターネット専用回線で共有し、一貫した医療を提供するもの。 

• 情報公開型医療機関は、帯広第一病院、帯広厚生病院、帯広協会病院、北斗病院、国立帯広病院、開西病院の6施設とな
り、地域の病院、医院、診療所等が情報参照型の医療機関となっている。 

出典：帯広第一病院HP 

生活機能・集落
機能の確保 



旭川赤十字病院 
（道北基地病院） 

○ 30分（100km圏、参考表示） 

基地病院 

▼ドクターヘリ運航圏  

手稲渓仁会病院 
（道央基地病院） 

市立釧路総合病院 
（道東基地病院） 

市立函館病院 
（道北基地病院） 

ドクターヘリのランデブーポイント 

○ドクターヘリは、救命救急の資機材を装備したヘリコプターに専門医・専門看護師が同乗し現場等から救急患者に
救命医療を行うことができるシステム。救急車で搬送された患者と接触するために着陸するランデブーポイントが
予め決められている。 

○救急病院から離れた場所であっても早期の治療開始、迅速な搬送を可能にするため、広大な北海道の生産空間にお
ける生活機能確保に大きく貢献。 

○冬期のランデブーポイントまでのアクセス時間を夏期並みへ短縮することを目標に、更なるランデブーポイントの
選定・設置を進めている。 

▼ランデブーポイントへ着陸するドクターヘリ 

救急 
現場 

ランデブーポイント 

その場で治療を開始し、病状に
適した医療施設へ患者を搬送 

H 
基地病院 

出動 

患者搬送 

▼ドクターヘリのシステム 

ランデブーポイント 
まで救急車で搬送 

■ 課題 

北海道は積雪のため冬期利用可能ランデブー
ポイントが夏期と比べて極端に少ない 

■ 目標（第8期北海道総合開発計画） 

冬期のランデブーポイントまでのアクセス時間
を現状※から半減させ夏期並みの約１５分に 

（ ※平成２７年４月時点での推計値） 

▼冬期使用可能なランデブーポイントの設置により、 
 最寄りのランデブーポイントまで15分以内でアクセス可能な地域（南十勝の例） 

救命医を乗せたヘ
リコプターが出動 

生活機能・集落
機能の確保     取組事例⑬ （ドクターヘリ ランデブーポイントの確保） 

13 出典：北海道開発局 

ランデブーポイント

RPアクセス時間

１５分未到達メッシュ

凡　　　　　　例

通　年

圏域界

１５分到達メッシュ

一般道道

凡　　　　　　例

道    路    種    別

高規格幹線道路

地域高規格道路

一般国道

主要地方道



3/12 追加事例 

生活機能・集落
機能の確保     取組事例⑭ 
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光ファイバの民間開放の取組 

〇河川・道路管理用の光ファイバの一部芯線を民間事業者等※1に貸し出すことにより、世界最高水準の高度情報通
信ネットワークの形成に向け積極的に支援しています。 

  ※1：民間事業者等とは、電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者、国、地方公共団体です。 

○北海道開発局管内では整備延長約9,300kmのうち、約4,700kmの区間において利用者の募集を行っております。 

○利用にあたっての分担金は、16円/1芯/1m/年、河川に係る光ファイバについては、11円/1芯/1m/年 

○利用申込受付は年2回（7月、12月）実施（予定） 

○問合せ先：国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 国土交通省光ファイバ受付窓口 

         北海道開発局 開発監理部 開発調整課 

 
光ファイバ開放状況図  

（河川・道路管理用光ファイバの民間事業者等への開放） 

出典：北海道開発局 



    取組事例⑮  （高齢者への生活支援） 
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配送等に関わる事業者や村内業者との協定締結（更別村） 

• 協定事業者が、配達、集金及び訪問など日常業務の
際に接する世帯や、屋外で倒れている、不安そうにして
いる高齢者等について、プライバシーに配慮しながら見
守りを行う。 

• 異変を察知した場合には村（保健福祉課）へ通報しても
らい、身体状況等の悪化の恐れがある場合には、関係
機関と連携し支援・対応につなげる。 

• 見守りの対象地域は、村全域で、協定事業者に対して、
村から住民登録の状況などの個人情報を一切提供し
ていないため、通報の対象も基本的に全世帯となる。 

幕別町高齢者見守りネットワーク事業（幕別町） 

• 見守りネットワークの協力事業所（見守りネットワーク協
力機関）が、地域の中で高齢者を気にかけたり、見守っ
たりし、「ちょっと気がかりなこと」に気づいたら、幕別町
地域包括支援センターに連絡し、高齢者を支援につな
げていく仕組み。 

• 町内のお店、事業所などを募集し、申請後に決定通知
とステッカーが送られる。また、幅広く協力を呼びかけ
るため、「みまもリス☆通信」を発行している。 

• 平成30年7 月末日現在 170事業所登録。 

出典：幕別町HP 

ステッカー 

協定先 協定先住所 提携日 

(株)セブン-イレブン・ ジャパン 
東京都千代田区二
番町8番地8 

平成29年 
12月18日 

更別村内郵便局 
更別村字更別南1
線91番地33他 

平成29年 
11月27日 

生活協同組合コープ 
さっぽろ 

札幌市西区発寒11
条5丁目10番1号 

平成29年 
9月27日 

更別村商工会 
更別村字更別南1
線91番地21 

平成29年 
8月24日 

北海道新聞更別販売所 
帯広市西4条南9丁
目1番地 

平成29年 
4月21日 

協定締結事業所の一覧表 

出典：更別村HP 

セブン-イレブン・ジャパン 協定締結式 北海道新聞更別販売所 協定締結式 

みまもリス☆通信 

生活機能・集落
機能の確保 

追加 



  取組事例⑯ （交通ネットワークの整備） 
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帯広・広尾自動車道  大樹広尾道路（忠類大樹～豊似） 

○帯広・広尾自動車道は、帯広市を起点として、中札内村、更別村、幕別町、大樹町を経由し、広尾町に至る延長約８０ｋｍの 
 一般国道の自動車専用道路。 
○大樹広尾道路（忠類大樹～豊似）は、忠類大樹ＩＣから豊似ＩＣ（仮称）に至る延長１５．１ｋｍの事業。 
○高速ネットワークの拡充による近隣都市間の連絡機能の強化を図り、地域間交流の活性化及び、重要港湾十勝港、拠点空港 
   帯広空港等への物流の効率化等の支援を目的。 
○引き続き、早期開通に向け事業を進めている。 

■位置図 ■事業概要図 

開通済み区間の状況写真 

帯広・広尾自動車道 
大樹広尾道路 

（忠類大樹～豊似） 
L=15.1km 

至 広尾町 

至 帯広市 

■位置図 

出典：北海道開発局 

生産機能・集落 
機能の確保 



○十勝川水系札内川は、礫河原を必要とした多種多様な動植物が生息・生育するとともに、流域の住民や観光客による河川利用も盛ん 

  であり、愛着あるかけがえのない水辺として親しまれている。 

○近年、河道内の樹林化が著しく、かつて河道内で広く見られた礫河原が急速に減少しており、氷河期の遺存種であるケショウヤナギの 

  生育に適した環境の衰退が懸念されている。また、渡り鳥の繁殖地となっている十勝川水系の河川性鳥類の生息地としても礫河原は 

  重要である。 

○河道整正（流路の一部掘削や樹木伐採）や既設ダムの放流を活用して河道内を撹乱させ、礫河原の再生を図り、ケショウヤナギ生育環 

  境の保全に加え、札内川特有の河川環境・景観の保全を行うことで、水辺の活性化、地域の活性化に取り組んでいる。 

札内川の礫（れき）河原の再生 
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     取組事例⑰ （札内川自然再生の取組） 

出典：北海道開発局 

地域の 
魅力向上 

流入部掘削を行った旧流路沿いで樹木流亡・礫河原が回復し、旧流路が維持 

札内川ダム放流活用と効果最大化の取組 

有識者による技術検討会 

 地域住民によるモニタリング 

札内川ダム放流 

旧流路引き込み 

本流 

増水時に 

流入し撹乱 

これまでの取組 

十勝の伝統「川狩り」 

学校の行事や、家庭のイベントで、 

河原で釣りや炊事を楽しんでいます。 

昔も、（昭和37年） 

今も、（平成28年） 

十勝の伝統「川狩り」が､国際観光化の兆し！ 

楽しい! 

シンガポールからの観光客が 
「川カフェ」で十勝を満喫！ 

豊かな 
食 

雄大な 
自然 

効果 

モニターツアーが好評！商品化企画中 

自然満喫！ 

清流川流れツアー 

驚き！ 

夏枯れ川トレッキングツアー 



北海道のサイクルツーリズムの推進 

 北海道におけるサイクルツーリズムを推進するために、先進地域の取組等も踏まえつつ、自転車の走行環境、受入環境の改
善・充実を図るための方策や、サイクリストも参画した効果的な情報発信の方策について、専門的見地から審議を行うため、「北
海道のサイクルツーリズム推進に向けた検討委員会」 （事務局：北海道開発局・北海道）を設立し、検討を進めています。 
 検討委員会での審議結果を踏まえ、道内で５つのモデルルートにおいて取組を試行しています。  
 
 
 

    取組事例⑱ （サイクルツーリズム） 

出典：北海道開発局 

地域の 
魅力向上 
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受入環境の充実
情報提供・サイクリストとの
コミュニケーションの方策

自転車走行環境の改善
持続的取組を進めるための

体制・役割分担

• サイクリストが安全に、かつ迷わず走行できるよう、ルート案
内看板や路面表示（矢羽根）を設置

• 視認性やわかりやすさ等を検証

• 休憩施設の充実、イベント・モニターツアーの実施、ルート案

内や周知、移動のサポートなど、地域と連携し幅広く試行

• サイクリストのニーズや満足度を検証

• ルートの地図や高低差、ビューポイントや休憩施設などの情
報を提供するとともに、サイクリストから評価・意見を投稿可
能なコミュニケーションサイトを開設

• サイトの使いやすさ、わかりやすさ、 ニーズ等を検証

休憩施設の充実

ルートの案内や周知

移動のサポート

ルートの高低
差を表示

気象情報
を表示

英語表示
可能

写真付き
の口コミ

５段階評価

GPSと連動

観光・休憩
施設を地図
上に表示

民間事業者との
連携

自治体、関係
機関との連携

利用実態調査の
継続実施

ロゴマーク（ブラ
ンド）の統一

モデルルート間
（活動団体相互）

の連携

イベント・モニターツアーの実施

コミュニケーションサイトの開設

ルート案内看板の設置 路面標示（矢羽根）の試行

モデルルートの試行により検証する内容 



中標津空港 

釧路空港 

帯広空港 
新千歳空港 

旭川空港 
女満別空港 

紋別空港 

釧路港 

網走港 

札幌 

北見 

網走 知床 

帯広 

十勝川 

温泉 

オホーツク総合振興局   

十勝総合振興局   

旭川 

富良野 

美瑛 

トマム 

上川総合振興局   

阿寒湖温泉 

摩周・川湯温泉 

釧路総合振興局・根室振興局   

釧路 

上川 

層雲峡 

広域観光拠点地区 

主要広域観光ルート 

広域観光促進地域 

：主要ゲートウェイ施設 
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アジアの宝 悠久の自然美への道 ひがし北・海・道 
Hokkaido - Route to Asian Natural Treasures  

◆広域観光周遊ルート 
 人と自然の織りなすデザインと超自然が生んだ奇跡の絶景。 
この道を旅する時の醍醐味は、めくるめく風景、大地から海へ 
の食に至るまで、どこまでも続くコントラストです。 
 世界でここだけのプライムロード ひがし 北・海・道。 
（ＨＰ；http://ja.visit-eastern-hokkaido.jp/） 
 

◆主な対象市場・ターゲット 
 アジア～台湾、香港、タイ、シンガポール、 中国、 韓国 
  ＋インセンティブ、ラグジュアリー層旅行 
 欧米～米国、豪州、英国 など                             ➢   
 大人の旅／グレード／時間＆アクティブ 
  ⇒富裕層～中間層・時間のゆとりと行動志向の旅行者 
 

◆計画期間  平成27年度から平成31年度まで 

（ 

一
部
抜
粋 

）
モ
デ
ル
コ
ー
ス 

 
 

グ
リ
ー
ン
シ
ー
ズ
ン 

シ
ョ
ー
ト
コ
ー
ス 

出典：観光庁ＨＰ、『 プライムロード ひがし北・海・道』推進協議会 ＨＰ 

    取組事例⑲ （広域観光周遊ルート） 地域の 
魅力向上 

http://ja.visit-eastern-hokkaido.jp/
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 テーマ 

夢を育む、海と大地と清流のみち 

◆活動エリア 
 中札内村、更別村、幕別町忠類地区、
大樹町、広尾町の3町2村を巡り、国道236
号、336 号および周辺の道道、町道で活
動。  

 地域の活動推進体制 

「南十勝夢街道ルート運営代表者会議」 
             （活動団体３６団体） 
「ルート運営行政連絡会議」 
   （国土交通省、北海道、関係町村他） 

 地域資源・活動内容 

 活動エリアと地域資源 

◆地域資源 
【中札内村】道の駅なかさつない、ピョ
ウタンの滝、花フェスタ、六花の森 
【更別村】すももの里、ジャガイモ畑の
花、十勝スピードウェイ、更別カント
リーパーク、霧氷 
【幕別町忠類地区】丸山展望台、シー
ニックカフェちゅうるい、ナウマン温
泉、白銀台スキー場 
【大樹町】インカルベシベ白樺、カムイ
コタンキャンプ場、生花湖、晩成温泉        
【広尾町】ひろおサンタランド、大丸山
森林公園、シーサイドパーク、黄金道路 

    取組事例⑳ （十勝シーニックバイウェイ 南十勝夢街道） 

出典：北海道開発局 

地域の 
魅力向上 

十勝港寄港客船へのＰＲ 学校シーニックバイウェイ 

シーニックカフェちゅうるい 沿道への植樹及び維持管理 

シーニックカフェスタンプラリー 

フォトコンテストカレンダー作成 



21 

【広尾漁業協同組合（十勝管内）産直】 

■毎月第4日曜日は魚の日。直売も人気の漁協 
 サケやサンマ、シシャモなど旬の海の幸、昆布やふのりなどヘル
シーな自然食品といった北の海のおいしい食材を食卓に提供。冷凍
や干物、瓶詰などの加工品はバラエティ豊かで人気があります。 
 毎月第４日曜日は「魚の日」と定め、加工品や鮮魚などの販売会
を開催。バスツアーのコースにも組み込まれ、地元の人だけでなく
多くの来場者で賑わっています。 
    

 広尾町では、秋サケ、シシャモ、コンブなど北海道を代表する海の幸が水揚げされています。
広尾町の主要漁業であるサケマス漁の資源安定のため、管内では草分け的施設として民営
のサケマスふ化場が建設され、漁獲量の安定供給に寄与しています。 

出典：北海道HP 

    

■直販 
 ＜主な商品＞ 
  干しシシャモ、 
  干しナメタカレイ、 
  干し宗八カレイ 
  
    

    取組事例㉑ （産直による賑わいづくり） 地域の 
魅力向上 

広尾漁業協同組合（十勝管内）産直 



    取組事例㉒（地域の特色ある観光拠点づくり） 

世界唯一のばんえい競馬・とかちむら 

• 公営のばんえい競馬は昭和２４年に北海道の主催により開催されたのが始まりで、昭和２８年に旭川市、帯広市、北見市、
岩見沢市の４市がそれぞれ主催する市営競馬がスタート。平成１９年度からは、帯広市の１市単独によるばんえい競馬の開
催を決定し、「ばんえい十勝」として再スタート。 

• 競馬場内では施設を活用してバックヤードツアーや朝調教ツアー、馬とのふれあいなどの体験型メニューが提供されており、
多くの観光客が来場している。 

• 平成２２年８月には、ばんえい競馬との相乗効果による集客力の向上を図るため、帯広競馬場内に観光交流拠点施設「とか
ちむら」がオープン。マルシェ『産直市場』や、それらをふんだんに使った十勝料理が味わえる「キッチン」、紫竹ガーデンがプ
ロデュースするカフェなどのほか、アニメ「銀の匙」の日本で唯一のショップも併設している。 

• 入場者数は、平成１９年度の約２３万７千人から減少が続いたが、平成２２年度は、観光交流拠点施設「とかちむら」のオー
プン等により、前年度対比約４万７千人の増の約２４万７千人となり、その後も継続して増加している。 
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追加 

出典：帯広市ばんえい競馬運営ビジョン、帯広競馬場HP、とかちむらHP 

バックヤードツアーの様子 観光交流拠点施設「とかちむら」 

帯広競馬場施設マップ 

地域の 
魅力向上 



    取組事例㉓ （地域の特色ある観光拠点づくり） 

サンタランドのまちづくり（広尾町） 

• 1980年9月にノルウェー第２の都市ベルゲン市にある国立水族館とシーサイドパーク広尾・海洋水族科学館が姉妹提携をし
たことが縁で、ノルウェーとの交流を開始。サンタメール事業を日本でもとオスロ市に相談し、1984年11月に日本で唯一の
「サンタランド」として認定された。 

• 「サンタランド」をまちづくりのＣＩ（コミュニティ・アイデンティティ＝地域らしさ）の目標としている。 

• 1985年から、平和のシンボルであるツリーを全国各地に贈り、平和の灯をともすリレー点灯式をはじめサンタメール事業にも
着手。 

 サンタランドツリー点灯式（昭和60年から実施） 

 サンタランド（大丸山森林公園）の整備、管理 

 サンタランドイルミネーション（シンボルツリーをはじめとする大丸山公園内外） 

 サンタの家の一般公開（ノルウェーや広尾サンタランドの資料及びサンタグッズの展示並びにグッズの販売） 

 サンタメール事業（昭和62年から日本郵政グループ(旧 郵政省)の協力を得て広尾サンタランドからクリスマスカード
が届くサンタメール事業） 

 メッセージオーナメント事業（オリジナルのオーナメント「お願い星」に記入し広尾サンタランドのツリーに飾る） 

 サンタ王国実行委員会「サンタ王国」 

 サンタクロース展実行委員会「サンタクロース展」 

 広尾スタイルウェディング「サンタランドウェディングセレモニー」 
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追加 

出典：広尾サンタランドHP 

サッポロファクトリーツリー点灯式 サンタランドイルミネーション サンタランド 

地域の 
魅力向上 



    取組事例㉔ （地域の特色ある観光拠点づくり） 
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■中札内美術村 
 Ｈ１９年にオープンした「六花の森」。雄大な日高山脈を背景に、樹
齢１００年のニレの木が育ち、清らかな小川が流れる豊かな自然環
境。六花亭製菓㈱の花柄包装紙でお馴染みの草花が育てられてい
る。 

 およそ145,000平方メートルの広大な敷地内に美術館やレストラ

ンが点在する中札内美術村。柏林に囲まれたまくら木の遊歩道を
散策、美術館めぐり、食事を楽しむことができる観光スポットとなっ
ている。 

■六花の森 

■中札内文化創造センター ハーモニーホール 

 花と緑とアートの村、中札内村の文化、と生涯学習、交流の拠点施
設。ハーモニーホールは487名収容（可動席）の多目的ホール。コン
サートや演劇公演、寄席、映画上映、講演会、結婚祝賀会（300人）

など多彩なイベントに対応。ギャラリー、創作活動室などを備え、市
民生活に根ざした文化施設として様々な活動をサポート。 

http://www.rokkatei.co.jp/facilities/ 

http://kankou-nakasatsunai.com/spot/spot-68/ 

http://kankou-nakasatsunai.com/page-1475/ 

出典：六花亭HP、中札内村 

出典：中札内村観光協会ＨＰ、中札内村 

出典：中札内村ＨＰ 

 村のキャッチフレーズ「花と緑とアートの村」をブラッシュアップする
ことを目的に、中札内らしい「花と絵のある音楽祭」を開催し、北の大
地ビエンナーレの作品の活用、花のイベント「道の駅ガーデン」や観
光と連携し、音楽を通じて、中札内村のファンづくりを進めている。 

出典：中札内村観光協会ＨＰ、中札内村 

■なかさつ音まちプロジェクト 

http://utsukushii-mura.jp/about/ 

 中札内村はアートに力を入れており、1995年から開催された全国絵画公募展は、住民ボランティアを主体とした実行委員会によって企画・運営

されることが大きな特徴となっている。さらに、村内には民間企業の美術館や野草園が点在しており、美術やガーデンといった企業の戦略とまち
づくりの方向性が融合していることで、「アートの村」としての魅力発信につながっている。 

http://kankou-nakasatsunai.com/post-1775/ 

アートのまちづくり（中札内村） 

追加 
地域の 
魅力向上 



    取組事例㉕ （地域の特色ある観光拠点づくり） 
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出典：中札内農村休暇村「フェーリエンドルフ」 HP 

グランピングによる交流人口拡充の取組（中札内村・大樹町） 

http://www.zenrin.ne.jp/ 

 「地球に泊まる」をコンセプトとした、大自然×環境建築を活用した宿泊施設。 

 元大樹ファームという多くのサラブレッドを輩出した牧場跡地を活用し、隈研吾・
伊東豊雄といった日本を代表する建築家が手掛けるリノベーション建築物・また
公益財団法人LIXIL住生活財団が主催した「国際大学建築コンペ」による建築物
が立ち並ぶ。 

 2018年11月にリニューアルオープンを迎え、「実験住宅Meme(メーム)」、厩舎を

改装した「ホースレジデンス」、元馬主が暮らした豪華な「ログハウス」への宿泊に
加え、レストラン・スーベニアショップも併設。 

今後は近隣の自然を活用したアクティビティサービスも展開していく。 

http://www.tabirai.net/sightseeing/news/0002132.aspx 

 中札内農村休暇村「フェーリエンドルフ」は、ドイツの休暇スタ
イルを基本に設計された中・長期滞在型の休暇・保養施設。 

 コテージによる滞在のほか、グランピングスタイル・コテージも
用意し、個性的な滞在空間を提供している。道外からの夫婦の
利用がある。 

http://www.zenrin.ne.jp/images/news/glamping_20171227.pdf

#zoom=100 

出典：株式会社メムアースホテル 

■中札内農村休暇村 ■環境技術研究施設を活用したアウトドア宿泊体験（大樹町） 

追加 
地域の 
魅力向上 



    取組事例㉖ （地域の特色ある観光拠点づくり） 

26 出典：幕別町ＨＰなど 

 パークゴルフ発祥の地である幕別町は、町内にある全ての公共
パークゴルフ場を無料で開放していることから、老若男女問わず多
くの町民が日常的にパークゴルフを楽しんでいる。 

 このような中、本町への旅行者の滞在時間をプラス８時間延長す
るため、パークゴルフ等地域の素材を活用した「プラス８プロジェク
トin幕別」を進めているところである。 

 その一つとして、地域の高齢者がパークゴルフ体験を希望する旅
行者に対してルールや体験などを有料で指導できるパークゴルフ
ガイドとして育成する取組を開始したところである。 

 また、旅行者に対して情報誌に掲載されていない情報を提供す
る観光コンシェルジュの育成や、旅行者が気軽にプレーできる環
境の整備、地場農畜産物を活用した特産品の商品化と地域の観
光情報を提供する機能の整備、台湾やマレーシアなどアジア現地
におけるパークゴルフのデモ体験 

や情報提供を行うことで、パーク 

ゴルフの世界へ普及、地域経済 

への波及を進めるものである。 

マレーシア旅行博でのPR

（パークゴルフデモ体験） 

パークゴルフによる交流人口の拡大（幕別町） 

修学旅行生のパークゴルフ体験 

ナウマンゾウを資源とした取組（幕別町忠類地区） 

 日本で初めて全身骨格の復元に成功したナウマン象の化石が
１９６９年忠類村（当時）晩成地区の農道工事現場で偶然に発見
された。 

 発掘調査には、全国から多くの研究者、教師、学生らが参加し、
全骨格の70〜80％にあたる計47個の化石が掘り出された。 

 世紀の発掘に関わった研究者は168人。当時約3千人の静か
な村に、村内外からの見物客なども約１万6千人集まり、村を挙
げての大発掘となった。 

 現在は、忠類ナウマン象記念館のほか、国内外21ヶ所に全身
骨格復元模型が展示されている。 

1988年8月にオープンした
ナウマン象記念館は、第１
回北海道建築賞を受賞。 

忠類ナウマン全道そり大会 

ダンボールで造られたそりを使って滑るユ
ニークな大会。 

幕別町忠類の冬の一大イベントで、毎年
3000人もの観客が集まる 

一度の滑走で「スピード賞」と「グッドデザイ
ン賞」を同時に審査する。 

地域の 
魅力向上 

「全世界」ナウマンぞうり卓球大会 

ナウマン象（ぞう）にかけて、草履（ぞう
り、ナウマン象のぬいぐるみ付）をラ
ケットにして行う卓球大会。「全世界」と
銘打ち地域を盛り上げている。 

追加 
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宇宙のまちづくり推進事業（Ｈ２８～Ｈ３０） 大樹町 

 大樹町は太平洋に面しており、東と南に海が開け、平坦な地形が約30㎞も続くなど、ロケット打上げや航空機・宇宙
機のフライトセンターに適した世界有数の地勢を有していることから、多目的航空公園を整備し、｢宇宙のまちづくり｣
を進めている。 
 これまでの取組を基礎に、｢宇宙のまちづくり｣を継続させ、多目的航空公園の機能拡充により更なる企業・実験等を
誘致し、航空宇宙産業を核とした、観光産業・地域商工業の活性化、新たな分野での雇用の創出、移住定住の促進、交
流人口の拡大など、横の展開を進め、町の活性化を図っている。 

宇宙のまちづくり拠点整備事業 

 

地方創生拠点整備 

事業によりＳＯＲＡ 

の拡充、展示充実、 

体験学習施設の増 

築を実施 

１ 多目的航空公園を活用した地域活性化策・ 

  施設整備検討調査環境影響調査 

 

 Ｈ２８ アンケート調査、文献調査、施設整備検討 

 Ｈ２９ 現地調査、配置検討・立案など 

 Ｈ３０ 滑走路延長、射場設計、環境影響評価  

 

２ 宇宙のまちづくりを核とした観光振興 

  戦略策定 

 

  Ｈ２８ アンケート調査、検討会議、セミナー 

      ワークショップ 

  Ｈ２９ モニターツアー、地域プロモーション 

  Ｈ３０ プロモーションの拡大、流通チャン 

      ネルの構築  
 

３ テレワークを活用した地域活性化 

  に関する調査検討 

 

 Ｈ２８ 課題整理、ニーズ調査、施策メニュー検討 

 Ｈ２９ 宇宙関連を含めたターゲット企業の選定、 

     モニター受入環境整備、実証実験 

 Ｈ３０ テレワークの稼働に向けた具体プランの策 

     定とプロモーション 

 

４ スペーススクール、講演会開催 

 

 Ｈ２９ エアロスペーススクール開催（ＪＡＸＡと町 

     の共催事業へ）、講演会 

 Ｈ３０ エアロスペーススクール開催、講演会、 

     先進地視察など 

        
   
    

出典：大樹町 

    取組事例㉗ （宇宙のまちづくり） 地域の 
魅力向上 



    取組事例㉘ （地域の人材育成） 

まちづくり＝ひとづくり（十勝さらべつ熱中小学校） 

• 熱中小学校は、廃校・空き施設を利用して、出会いと学びを提供する場で、２０１５年１０月に山形県高畠町ではじまり、北海
道から九州まで全国約10地域が参画する共同のプロジェクト。 

• 十勝さらべつ熱中小学校は、村内の有志や前地域おこし協力隊員、村外の協力者などにより、２０１６年９月に一般社団法
人 北海道熱中開拓機構を設立し、半年後2017年4月に「十勝さらべつ熱中小学校」を開校。 

• 事業の拠点は、村内にある使われなくなった空き施設。国土交通省北海道開発局が所有していた旧十勝南部農業開発事
業所の施設をリノベートして教室やオフィス、宿泊施設や食堂などとして「再生」した。 

• 全国の熱中ネットワークにより派遣される第一線の講師陣による講座で、オンラインでの受講や後日動画による視聴も可能
で、講座終了後には交流会や懇親会があり、講師の方々や参加者と直接交流できる。 
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追加 

出典：十勝さらべつ熱中小学校HP、熱中小学校HP 

開校式の様子 

授業の様子 

受講生募集要項 

地域の 
魅力向上 



幕別町 大樹町 広尾町 

中札内村 

各市町村において、移住、定住促進策として、移住体験住宅やワンストップ窓口など多様な取組がなされているほか、十勝エリ
ア全体での移住に関する情報提供が行われている。 

出典：十勝総合振興局、帯広市、中札内村、更別町、大樹町、広尾町、幕別町ＨＰ 

更別村 

• 十勝総合振興局移住・定住情報サイト 

• 帯広市・首都圏に移住相談窓口設置 

• 十勝・帯広で働きたいUターン・移住希望者 

   のためのサイト 

• 十勝圏複合事務組合によるとかち移住ガイド 

• 相談窓口や移住促進のための 

      支援制度あり 

• ワンストップ窓口や体験住宅、助成
などあり 

• ワーキングステイ、お試し暮らし
住宅、空き家情報などあり 

• 移住体験住宅あり • お試し暮らしやワンストップ窓口あり 

十勝総合振興局 

    取組事例㉙ （移住・定住の取組） 地域の 
魅力向上 
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帯広市 

• 首都圏に移住相談窓口設置 • 十勝アクティブシニア移住交
流促進事業などの取組あり 
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【大樹町における移住・定住の取組】 

首都圏の一般企業＆フリーランサーを対象とした長期滞在促進モデル 

○首都圏の大規模企業およびフリーランサーの長期滞在を促進するため、テレワーク
環境や滞在環境などについてモニターツアーで検証 

○アウトドアオフィス、参加企業によるワークショップや町民との交流会を実施 

○大都市から地方への人・企業の移住・定住・交流や雇用の創出につなげる取組「ふるさとテレワーク」に注目 
○大樹町テレワーク活用モデルの検証として、町内コワーキングスペースなどを活用し、モニターツアーを実施 

宇宙関連企業・大学等の研究機関を対象とした視察・実験促進モデル 

○宇宙関連企業・大学等の研究機関の視察や実験を促進するため、企業ニーズ
調査に基づいた視察プランを検討しモニターツアーを実施 

○インターネット等の仕事環境を含め滞在時の満足度を向上させる方策を検討 

○空き店舗を活用した商店街のにぎ
わい創出を目指し、地域の若手メ
ンバーが中心となり、コワーキン
グスペース「レキフネーション」を
2017年開設 

○昼間はコワーキングスペースとし
て活用し夜や休日はイベントス
ペースや会議スペースとして活用
する予定 

※コワーキングスペース 

机・椅子・ネットワーク設備などの実務
環境を共有しながら仕事を行う場所。
利用者同士の積極的な交流や共働と
いったコミュニティー形成を促す。 

出典：大樹町 

    取組事例㉚ （移住・定住の取組） 地域の 
魅力向上 

大樹町における移住・定住の取組 



    取組事例㉛ （移住・定住の取組） 
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出典：大樹町HP 

若手アーティストを地域の担い手として町へ受け入れるプロジェクト（大樹町） 

 大樹町は、H28年度より、地方創生の国庫補助金を活用しながら若手アーティストを酪農ヘルパーとして町へ受け入れる
プロジェクトを開始。 

 このプロジェクトは大樹町の移住定住促進の取組として行われており、AG ホールディングズが企画・運営を担っている。 

 大樹町は町有施設を活用したアトリエをアーティストに無償で提供、アーティストは地域の担い手として働きながらアーティ
ストとしてのキャリア形成を行うことが出来る点が魅力。 

 H28 ・ H29 年度の2カ年で、2 名の若手アーティストが大樹町に移住。現在は町内で酪農業に携わりながら、創作活動に
励んでいる。 

https://kurashigoto.hokkaido.jp/report/20161205130000.php 

http://www.town.taiki.hokkaido.jp/soshiki/kikaku/kohou_tokei/

2017-5.data/6-7.pdf 

http://www.town.taiki.hokkaido.jp/event_info/old-H28.html 

追加 
地域の 
魅力向上 

180904 

 

移住・定住の推進 
 

から 

 

 

移住・定住の取組 
 

へ訂正 

 

（P29～P30と整合） 



    取組事例㉜ （バイオマス活用の取組） 

十勝バイオマス産業都市構想 

・十勝19市町村が共同で、十勝の豊富で多様なバイオマスを、十勝全域で多段階かつフルに活用し、食と農林漁業と一体となった 
 「十勝の農・食・エネ自給社会」と「フードバレーとかち」の実現を目指す。 
・事業化プロジェクトとして、①バイオガスプロジェクト、②バイオエタノールプロジェクト、③BDFプロジェクト、④木質バイオマスプロ 
 ジェクトを推進する。 

出典：農林水産省 バイオマス活用推進会議「バイオマス産業都市構想の概要」（平成25年６月11日） 

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/bioi/pdf/130612_1-03.pdf 

追加 
安全・安心な 
社会基盤の形成 
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防災訓練、防災教育等の実施 想定最大規模の洪水に対応した洪水ハザードマップ
（※１）の作成 

市町村が想定最大規模の浸水想定区域に対応した洪水ハザードマッ
プを作成 

地域の災害対応力の強化 

 想定最大規模の降雨に対応した浸水想定区域を基に、市町村が洪水ハザードマップを作成・公表するとともに、関係機関と
連携した洪水、地震・津波対策に関する訓練、啓蒙活動や教育を実施するなど地域の災害対応力を強化 
 

水防訓練（木流し工） 

災害対策車両の展示 

地元小学生を対象とした防災教育 

防災通信訓練 

水防訓練（シート張り工） 

想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域（十勝川水系十勝川より抜粋） 

※１「洪水ハザードマップ」とは、洪水浸水想定区域図に避難場所やその他必要事項を掲載し
た地図。 

※２「洪水浸水想定区域」とは、想定最大規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定
される区域であり、浸水深、浸水継続時間等と併せて公表している。 

※２ 

    取組事例㉝ （地域防災力向上） 

出典：北海道開発局 

3/7 

資料名：北海道開発局 

ドーコン付記しましたご確認願
います 

安全・安心な 
社会基盤の形成 
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防雪対策の推進による安心・安全な道路交通の確保（広尾町） 

■雪崩予防柵の設置 

• 雪崩の発生のおそれのある箇所では必要な対策を行い、道路利用者に安全で快適な道路を提供 

• 雪崩の発生が予想される斜面に予防柵を設置し、雪崩の発生を防止 

暴風雪災害に備えた関係機関相互の連携強化 

■豪雪ワーキンググループ 

• 防災関係機関が相互に連携を図ること、並びに道路災害の防止及び災害発生時の被
害拡大の防止を図ることを目的として十勝地方道路防災連絡協議会を設置している。     
そのうち、冬期の災害防止及び冬道の安全な交通を確保するため、「豪雪ワーキング
グループ」において、関係機関相互の連携強化を図っている。 

▽豪雪ワーキング大樹グループ 

• 各管理者毎の除雪体制及び暴風雪災害発生時の連絡体制確認の他、リエゾン・TEC-FORCE等の技術支援、更に
は災害対策基本法改正にともなう道路啓開、建設機械の貸付等、各種地域支援制度について情報共有を図っている。 

【十勝中央G】 開発局、建設管理部、帯広市、上士幌町、士幌町、池田町、中札内村、 

          芽室町、音更町、幕別町、警察、消防、年間維持請負業者（直轄） 
 

【大樹G】    開発局、建設管理部、大樹町、広尾町、更別村、幕別町、警察、消防、 

          年間維持請負業者（直轄） 
 

【足寄G】    開発局、建設管理部、足寄町、陸別町、本別町、警察、消防、年間維持請負業者（直轄） 

 

▽雪崩予防柵設置状況 ▽雪崩発生状況 ▽雪崩予防柵設置完了 

    取組事例㉞ （冬期交通の確保と暴風雪災害時の細かな地域支援） 安全・安心な 
社会基盤の形成 

出典：北海道開発局 



所得・雇用の確保 

・農地の大区画化など 

・ブランド力向上・雇用創出の取組 

 ・フルーツほおずきの特産品化（士別市） 

 ・ＶＩＶＡマルシェの法人化（剣淵町） 

 ・チョウザメ飼育研究施設の建設（美深町） 

 ・そばのブランド化、地域活性化（幌加内町、音威子府村） 

 ・ペポカボチャプロジェクト「西洋カボチャのブランド化」（和寒町） 

 ・地域ブランドづくり「キヌアの産地づくり」（剣淵町） 

 ・名寄市のもち米のブランド化（名寄市） 

 ・サフォークランド士別プロジェクト（士別市） 

・林業を核とした地域活性化 

 ・森の恵みを生かした地域づくり（中川町） 

安全・安心な社会基盤の形成 生活機能・集落機能の確保 

   名寄周辺モデル地域における生産空間を支える取組事例 

・名寄川地区かわまちづくり  
・サイクルツーリズム  
・広域観光周遊ルート      ・天塩川シーニックバイウェイ  
・地域の特色を生かした観光の取組 
  ・台湾観光誘致プロモーション事業             ・道北小型観光周遊ルート協議会の取組 

  ・道北のアウトドア観光 美深・天塩川流域 

・交流人口拡大に向けた企業との連携 
  ・美深町スバル高度運転支援技術テストコース      ・下川町テストコースの森林I（下川町） 

  ・自動車等試験研究のまち・士別              ・北海道剣淵試験場での交流イベント（剣淵町） 

・冬季スポーツの振興による交流人口の拡大 
  ・スキージャンプ（名寄市・士別市・下川町）        ・カーリング（名寄市） 

  ・オリンピックメダリストのアドバイザー就任（名寄市）  ・エアリアルプロジェクト（美深町） 

  ・クロスカントリー大会の開催と事前合宿（音威子府村） 

・夏季スポーツ、合宿等による交流人口拡大 
  ・合宿の里、士別（士別市）      ・全日本玉入れ選手権（和寒町） 

                ・特色ある学校づくりによる地域活性化 
                ・テーマ性のある地域活性化の取組 
                         ・絵本の里けんぶち（剣淵町）  ・エコミュージアム構想（中川町） 

                ・広域周遊を可能とする路線バス連携 
                ・移住・定住の取組 

・集住化の取組 
・道の駅関連施策 
・地域交通の活性化 
 ・御料線デマンドバス実証運行（名寄市） 

 ・行政主導による公共交通路線の開設「ほろみん号」（幌加内町） 

・地域交通維持・物流利便性向上 
 ・路線バスが宅急便を輸送する「客貨混載」を開始（名寄市・士別市・下川町・美深町） 

 ・下川町＆ヤマト運輸・関東翌配便を可能に地方創生へ包括的連携協定（下川町） 

・物流コストの低減 
・物流は”競争”から”共創”へ（人流・物流の新たなスキーム） 
・高齢者への生活支援 
  ・高齢者等の見守り・買物支援（幌加内町）    ・高齢者等の見守り（名寄市） 

・医療連携ネットワーク 
・ドクターへリランデブーポイントの確保 
・交通ネットワークの整備 

・バイオマスエネルギーの活用 

  ・森林バイオマスエネルギーの活用による地域づくり（下川町） 

・地域防災力の向上 

  ・水害対応タイムライン、ハザードマップの作成、防災セミナー・防災訓練等の実施 

・安全安心な暮らしを支える基盤整備 

  ・サンルダム建設事業 

・冬期交通の確保と暴風雪災害時の細かな地域支援 

    ・暴風雪災害に備えた関係機関相互の連携強化 

    ・官民連携による流雪溝を活用した冬期交通の確保（名寄市、士別市、下川町） 

地域の魅力向上 



    取組事例① （農地の大区画化など） 

 ６次産業化の推進（高付加価値化） 

農家組織による製品製造 にぎわう農産物直売所 

大区画化 
（集積、連担化により大型農業機械の導入が可能） 

2,567  

2,273  

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

GPS利用なし GPS利用あり 

(m/ha) 代かきの走行距離 

＊北海道開発局調べ 

約１割減 

ＧＰＳを利用した低コスト農業 

○農業の経営力強化、雇用・所得の確保、輸出力強化のため、農地の大区画等の基盤整備を推進。 
○基盤整備による作業効率向上、スマート農業の導入等により、労働力が軽減される。この労働力を活用して、 
 経営面積の拡大や、高収益作物の導入が図られる。 
○６次産業化による製造・販売拠点の創出が、新たな雇用の場となり、農業の経営力強化につながる。 

 スマート農業の導入（ＧＰＳ自動走行システム等） 

 

標準区画 
3.4ha 

整備後 

 

ほ場区画 
0.3～0.5ha 

整備前 
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所得・雇用 
の確保 

資料：北海道開発局 

3/7 

資料名：北海道開発局 

ドーコン付記しましたご確認願
います 



    取組事例② （ブランド力向上・雇用創出の取組） 

フルーツほおずきの特産品化（士別市）

• 士別市の「かわにしの丘しずお農場」は、札幌市のジェラート専門店と連携し、農場で栽培しているフルーツほおずきなど
道北の食材を使用した特産品を開発し、共同ブランドの構築による競争力強化、販路開拓を進めている。

資料：経済産業省資料（http://www.hkd.meti.go.jp/hoksn/h29noshoko_n1/h29_1st_02.pdf) 

ＶＩＶＡマルシェの法人化（剣淵町） 

• 剣淵町の若手生産者が組織した「VIVAマルシェ」は、トマト、
ばれいしょ、かぼちゃなど約３００種類の少量多品種を生産。

• 軽トラックの荷台に積んで持ち寄り販売する「軽トラマルシェ」
などを通じて消費者と直接交流を図り、地産地消や地域の活
性化にも貢献。さらなる活動の充実へ向け、昨年２月にけん
ぶち産加工研究会と合流して法人化。

【軽トラマルシェ】 【ＶＩＶＡマルシェメンバー】 

写真出典：VIVAマルシェＨＰ（http://vivamarche.com/） 

チョウザメ飼育研究施設の建設（美深町）

• チョウザメを活用した新たな産業創出に取り組んでいる美
深町では、今年度、飼育研究施設の建設に着手。

• 新たな施設の稼動により、魚肉やキャビアの安定生産を目
指し、育成や生態の研究・販売戦略の検討など産学官の連
携により特産品として定着させ、関連産業の雇用拡大を図
ることが期待される。

【美深産チョウザメを使った料理例】 【札幌市内ホテルでの市場調査】 

資料：美深町地域資源ブランド化事業調査（美深町・平成28年度) 
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    取組事例③ （ブランド力向上・雇用創出の取組） 

そばのブランド化、地域活性化（幌加内町、音威子府村） 

• 幌加内町は、昭和55年以降「そば」の作付面積と生産量日本一の地位を守っている。「そば」の品質を維持する「乾燥調製
施設」「利雪型低温倉庫」の整備を進めたほか、「新そばまつり」、「そば」を用いた加工品開発に取り組んでいる。

• 音威子府村のそばの収穫量も全国第3位であり、幌加内町と音威子府村を合わせた収穫量は全国の８％。

• 全国そば収穫量のうち１等格付けされるそばは、わずか１１.８％であり、そのうち９６％超が幌加内町産。

• 音威子府村は、そば殻と実を一緒に挽いた「黒いそば（音威子府そば）を特産物としており、地域の魅力発信用ポスターに
活用している。

資料：北海道経済産業局資料
(http://www.hkd.meti.go.jp/hokic/20171222/horokanai.

pdf） 

来場者数 

50,000人 

資料：幌加内町「Ｈ27 新そば祭り」 

http://www.town.horokanai.hokkaido.jp/tano

shimu/event_calendar/shinsoba_fes/ 

市町村 都道府県 
収穫量 

（ｔ） 
全国シェア 

第1位 幌加内町 北海道 1,820 6.0% 

第2位 深川市 北海道 1,330 4.4% 

第3位 音威子府村 北海道 709 2.3% 

第4位 旭川市 北海道 544 1.8% 

第5位 筑西市 茨城県 509 1.7% 

資料：農林水産省「平成26年産作物統計」 

幌加内町及び音威子府村のそば収穫量 

全国シェアは ８．３％ 

全国そば収穫量のうち 

１等格付けされるそばは、わずか１１.８％ 

そのうち９６％超が幌加内そば 

新そばまつり 

幌加内町民の約30倍の来客数 
幌加内町のそば加工品 

音威子府村のポスターと黒いそば 

資料：音威子府村
http://www.vill.otoineppu.hokkaido.jp/kakuka/chiikishinkou/oshirase/poster.html 

資料：http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/tesshi_sanpo/teshio13/shoku/otoineppu.html 
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    取組事例④ （ブランド力向上・雇用創出の取組） 

ペポカボチャプロジェクト「西洋カボチャのブランド化」（和寒町） 

• 商工会、行政（町）、生産者、JAなどが一体となり、文字通り「オール和寒」の取組。

• （株）わっさむファクトリーの創立、「北海道食クラスター連携事業 かみかわ・ペポカボチャプロジェクト」によるペポカボ
チャの栽培導入・新商品開発、ペポカボチャ種子の1次加工会社（株）和寒シーズの創立、ペポカボチャ種子のオイルなど
の開発などの活動が展開されている。

資料：独立行政法人 中小企業基盤整備機構資料（http://www.smrj.go.jp/doc/research_case/H27fy_mentekiA-1_wassamu.pdf 
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資料：政府官邸資料(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/dai40-2nintei/plan/a020.pdf） 

地域ブランドづくり「キヌアの産地づくり」（剣淵町） 

■キヌアの産地化を柱とした取組み

• 機能性・栄養価が高く、希少な穀物「キヌア」の産地化を図り、健康テーマにキヌアの加工品開発や食づくりに取組む。

• 高齢者、妊婦・乳幼児やアレルギー性疾患者など高栄養必要者の健康づくりを支援。

• 地域商社が強力な差別化アイテムとなるキヌアを中心とした農産物・加工品を販売し、地域ブランドによる物流をつくり、雇
用を創出。

■取組の概要

• 道農業試験場や農業改良普及センターの協力の下、キヌアの栽培技術の確立と普及。

• 高齢者や妊婦・乳幼児、アレルギー性疾患者など高栄養必要者に対し、栄養士監修による健康「食」メニューづくり。

• 町内の高齢者施設・レストラン・飲食店での町産キヌア・農産物を使用した健康メニューの提供。

• コープさっぽろ、（株）カタクラフーズ（魚醤 製造・稚内市）、道食品加工研究センターなど産学官協働によるキヌア加工品の
協同開発と販路開拓。

• 福祉施設（知的障がい）によるキヌア加工品の製造と（株）レークサイド桜岡（三セク）による販路開拓。

資料：北海道農政事務所(http://www.maff.go.jp/hokkaido/asahikawa/photorepo/huukei/20170802_kenbuti_kinua.html） 

◯撮影年月日：平成29年8月2日（水曜日）
◯撮影場所：剣淵町

    取組事例⑤ （ブランド力向上・雇用創出の取組） 
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サフォークランド士別プロジェクト 名寄市のもち米のブランド化 

出典：名寄市HP 

和寒町HP（上：移住体験ページ、下：引用パンフ 

http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/affairs/city-building/why-live/ 

http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/affairs/files/2017/05/5a152676d75528d87b33a2bfb1547d1b.pdf 

 

音威子府村 

https://www.vill.otoineppu.hokkaido.jp/kakuka/chiikishinkou/oshirase/tankiizyu.html 

 

中川町（上：移住体験ページ、下：引用パンフ 

http://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/category/iju/iju01.html 

http://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/category/iju/documents/nakagawa_chottogurashi_guidebook.pdf 

 

 

 

★太字を使用 

 

名寄市HPもち米 

http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/eigyou/prkeql00000156kf.html 

関連：もち米の里 

http://www.mochigome.jp/ 

 

士別市HPサフォークランド士別 

http://www.city.shibetsu.lg.jp/www/genre/1458888701530/index.html 

 

 

 

• 名寄市は、「日本一のもち米を使ったもち米商品」を地域ブラ
ンドとして確立させ、関連事業の活性化、地域経済の好循環
を生み出すことを目的として「ふるさと名物応援宣言」を、平
成29年3月2日に宣言した。 

• 名寄市にある水田の約9割でもち米が作られており、もち米
生産量は、北海道の３分の１、全国でも約10分の１で、「はく
ちょうもち」が主な品種として生産されている。 

• 名寄市では「なよろ新春もちつき大会」や「なよろ産業まつり
〜もち米日本一フェスタ〜」をはじめとしたもちつきやもちまき
イベントが行われている。 

• もち米生産農家の株式会社もち米の里は、道の駅「もち米の
里」の運営や「ふうれん特産館」として店舗やインターネット
通信販売により、もち米やもち米の加工品を製造・販売して
いる。 

出典：士別市HP 

サフォークプロジェクトの成果一覧 

もちつきイベントの様子 もちまきイベントの様子 

ソフト大福 純⽶本みりん 美凛 もっちりいかめし 

• 士別市の個性のひとつである「サフォークランド」としてのまち
づくりを一層進めるため、市内の各種 団体や公的機関・行政
が一体となって、様々な取り組みを進めるプロジェクト。 

• 良質な羊の安定生産を基本に、羊肉の販路拡大、さらにはサ
フォークを活用した産業や観光の振興など、特色あふれるまち
づくりの一層の前進に向けて、飼育・販路・まちづくりの班体制
を編成し、幅広い取り組みを進めている。 

• 「羊のまち士別」を広くＰＲするツールとして、「士別市公認」の
『さほっち＆メイちゃん』のイラストデザインを一般公募により作
成した。 

クラフトフェアの様子 

『さほっち＆メイちゃん 

羊まつりの様子 

新たな羊肉料理、加工品の開発 

    取組事例⑥ （ブランド力向上・雇用創出の取組） 
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資料：中川町資料(http://www.foeri.org/pdf/kodomo_simpo+03.pdf) 

森の恵みを生かした地域づくり（中川町） 

■良質な木材供給 
• 旭川家具への良質な木材供給 

• 無垢材で家を建築する工務店への木材供給 
■君の椅子プロジェクト 
• 「誕生する子どもを迎える喜びを、地域で分かち合いたい」との願いを込めて2006年にスタート 

• プロジェクトに賛同した北海道東川町、剣淵町、愛別町、東神楽町、中川町、長野県売木村が
町村内で生まれる全ての子供に椅子を贈る取組み 

• 全国屈指のデザイナーがデザインし、確かな技術を持つ旭川家具の職人が作る。 

• 2014年から北海道大学研究林と中川町が共同で木材を供給。履歴を管理し、産地を明示。 
■林業に関連したイベント 
• KIKORI祭（2月） 

• 北海道丸太押し相撲大会（9月） 
■中川町フォレストツーリズム 
• 旭川市と連携し森林散策、体験学習、ガイドの説明などを実施 

無垢材で家を建てる工務店への木材供給 

君の椅子プロジェクト 

KIKORI祭（2月） 
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    取組事例⑦ （林業を核とした地域活性化） 所得・雇用 
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    取組事例⑧ （集住化の取組） 

農村の日常生活を支える機能の集約とネットワークの強化（下川町 一の橋地区） 

•北海道下川町では、人口減少・高齢化に伴う地域の課題を解決するため、エネルギー自給型の集住化エリアを整備し、
生活を支えるサービス機能を集約するとともに、農林業を通じた雇用の場を確保する取組を推進。 

出典：農林水産省ＨＰ、下川町ＨＰ 

■集約の概要 ■ネットワーク化の取組 

•公営住宅の建替に併せて、集住化住宅を整備。併せて、宿泊
施設、住民センター、郵便局、警察官立寄所、地域食堂を併設
し、施設を複合化。 

•集住化住宅は、所得の高い人も入居可能。これらの施設には、
木質バイオマス熱供給施設から温水を供給し、暖房等に利用。 

•地域住民の雇用先を確保するため、木質バイオマスボイラーの
熱を利用した菌床しいたけ栽培施設を設置。加えて、民間企業
の医療植物研究施設を誘致。 

•下川町中心部までは、路線バス（７便／日） 、その他の集

落を結ぶ予約型乗り合いタクシー（３～５便／日）及びコミュ
ニティバス（４～５便／日）でアクセスを確保。運行は、民間
に委託。 

•ＮＰＯが、移動販売車による買い物サービスを実施。 

①集住化住宅（26戸）【新設】 

②定住促進宿泊施設（2戸）【新設】 

③住民センター、警察官立寄所【新設】 

④郵便局【移転】 

⑤地域食堂【新設】 

⑥コミュニティセンター［既存・改修］ 

⑦障害者支援施設［既存］ ※旧中学校建物 

⑧木質バイオマス熱供給施設【新設】 

⑨菌床しいたけ栽培施設【新設】 

⑩医療植物研究施設【誘致】 

集住化住宅の整備（２６戸） 

宿泊施設の整備（２戸） 

民間企業との薬用植物栽培研究や
木質バイオマスボイラーの熱を利
用した菌床しいたけ栽培の導入 

旧一の橋 

郵便局 

３～５便／日 

約２０分 
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    取組事例⑨ （道の駅関連施策） 

有機的・総合的な取組例（「道の駅」への機能集約・強化） 

※ふるさとピンチョス：複数の食材を組み合わせ、ひと口で食べられるスペイン生まれの料理 

地域の交通・物流拠点 

地域の交流拠点 

＜期待される効果＞ 
・地方部での生活を支える日常買物の利便性向上 
・持続可能な道の駅間物流ネットワークの構築 
・地域資源を活かした新しい地域コミュニティ創出や他地域との交流促進 

地域の高校(三笠高校調理部)が地域の産品を
活用してつくった「ふるさとピンチョス※」の販売実験 

道の駅間での産直品の輸送・相互販売実験イメージ 

＜期待される効果＞ 
・都市間バス・地域内交通の結節点化 
・道の駅を貨客混載の拠点とした物流体制の構築 

地域の情報拠点 

無料公衆無線ＬＡＮ 

産直カレンダーの作成 

道路情報の提供 
＜期待される効果＞ 
・地域の防災・観光情報等の発信 

事業者との連携による自
動販売機を通じた防災情
報の発信 

 路線バスやデマンド交通などの乗り換え拠点、路線バスによる貨客
同時輸送の積み替え拠点、として「道の駅」を活用 

 地域の防災・観光情報等を提供・発信する拠点として「道の駅」を活用 

 地域の産直品の販路拡大・高付加価値化、地域住民に向けた買い物 
利便の提供、観光客への産直品のＰＲ等の拠点として「道の駅」を活用 

〔例〕「おいしい道の駅」実証実験  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バス停 

道の駅「南ふらの」 

都市間バス 

乗り換え 

「ひと・もの」協働輸送プロジェクトによる貨客混載の例（北海道運輸局） 
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御料線デマンドバス実証運行（名寄市） 

    取組事例⑩ （地域交通の活性化） 

～H28 H29.12～H30.1 
凡  例 

デマンド型交通検討区間 

交通結節点（道の駅） 

※●印はバス停を示す 

凡  例 

路線バス（風連御料線） 

※●印はバス停を示す 

路線バス 

40 

至名寄 

至 旭川 

路線バス 

風連庁舎前 

風連庁舎前 

寺前 

病院前 
病院前 

40 

道の駅 

路線バス（風連御料線） 

資料：名寄市（http://www.city.nayoro.lg.jp/photonews/prkeql000001fk8r.html） 

資料：名寄市（http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/kikaku/public/prkeql000001ds4j-att/prkeql000001dsec.pdf） 

■デマンドバスの実証運行 
■「道の駅」での交通結節点化 

•名寄駅から風連市街地を経由して風連日進地区まで運行している路線バス「風連御料線」は、生産空間の担い手である地
域住民にとって重要な生活の足として利用されてきたが、近年、風連市街地～風連日進地区間の利用者が少ない状況。 

•利用者が少ないエリアにおいてデマンドバスの実証運行を実施し、デマンドバス移行に向けた分析や検証を実施。 

 （運行期間は平成29年12月1日～平成30年1月31日） 

•また、風連市街地にある「道の駅」にてデマンドバスと路線バスが乗り換えられるように、「道の駅」の駐車場に交通結節点を
設置し地域の交通を確保 

デマンドバス（道の駅で乗り換え） 

道の駅に路線バスのバス停を設置 

風連市街地 
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http://www.city.nayoro.lg.jp/photonews/prkeql000001fk8r.html
http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/kikaku/public/prkeql000001ds4j-att/prkeql000001dsec.pdf


•幌加内町は、平成７年に深川―名寄間を結ぶＪＲ深名線が廃止され、バス転換した。同町のエリアは南北 63キロに及び、北
部の住民は士別市や名寄市、南部の住民は旭川市の商業施設や医療機関を利用することが多い。 

•しかし、南部の住民が公共交通機関を利用して旭川市に行く場合、バスでＪＲ深川駅まで行き、鉄道に乗り継ぐ必要があり、
片道だけで2時間以上を要する。 

•このため町は、平成26年から実証実験として幌加内町と旭川市を結ぶ乗り合いバス「ほろみん号」の無償実証試験運行。高
齢者など車を使わない住民の利便を確保するため、士別市のタクシー会社 に委託して試験運行を始めた。 

•実証実験の結果、有料化しても一定の住民ニーズがあると判断。平成29年10月より自家用有償旅客運送として本格運行。 

•町は旭川との公共交通路線開設という大きな行政課題を解決。 ほろみん号は9人乗りのワゴン車。町役場前など町内10カ
所の乗り場と旭川市中心部を1日2往復。運行は役場の開庁日と同じ平日のみ。 

資料：幌加内町広報誌（http://www.town.horokanai.hokkaido.jp/wp-content/uploads/2017/09/horokanaikouhou2017_9.pdf） 

行政主導による公共交通路線の開設「ほろみん号」（幌加内町） 

    取組事例⑪ （地域交通の活性化） 
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http://www.town.horokanai.hokkaido.jp/wp-content/uploads/2017/09/horokanaikouhou2017_9.pdf


    取組事例⑫ （地域交通維持・物流利便性向上） 

路線バスが宅急便を輸送する「客貨混載」を開始（名寄市・士別市・下川町・美深町） 

•過疎化や高齢化が進む中、路線バスの乗員数も年々減少し、高齢者の移動手段となるバス路線網の維持が課題となっている。
また、物流業界においても、トラックドライバーの労働力人口減少による物流網の維持が課題となっている。 

•これらの課題解決のため、名士バス株式会社、士別軌道株式会社、ヤマト運輸株式会社は、平成２８年９月より、過疎化や高
齢化が進む中山間地域におけるバス路線網の維持と物流の効率化による地域住民の生活サービス向上を目的として、道北
地区の路線バス３路線（恩根内線・下川線・朝日線）で「客貨混載」を開始（地域外では十勝バスが足寄町～陸別町間を実施）。 

資料：ヤマト運輸（http://www.yamato-hd.co.jp/news/h28/h28_67_01news.html） 

■実証実験 
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http://www.yamato-hd.co.jp/news/h28/h28_67_01news.html


下川町＆ヤマト運輸・関東翌配便を可能に 地方創生へ包括的連携協定（下川町） 

• 「地方創生に関する包括連携協定」を締結（平成29年4月3日）

•ヤマト運輸は、これを機に下川町内に航空便集約拠点と宅配荷物の
受け取り拠点を「バスターミナル合同センター」に設けた。

•これにより、「航空便」輸送の取り扱いが可能となり、 「関東翌配便」が
利用可能となった。

•バスターミナルを店頭受取り拠点に不在荷物の受取りが効率良く町内
で受け取れる。

•不在周りが緩和され走行距離削減で環境に優しい町づくりを実現。

資料：下川町（https://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/section/zeimujyuumin/yamatokyoutei.html） 

   取組事例⑬ （地域交通維持・物流利便性向上） 

下川バスターミナル 

【貨客混載フロー】 

名士バス(株) 

13時発自車 
クリーン便に搭載

10時25分発車 10時15分迄持ち込み 

■集約拠点の設置

道北ベース（旭川） 旭川空港 17時30発 

19時30分発 
羽田空港行 

11時10分回収 名寄支店 

新鮮野菜が翌日関東へ 

■下川町バスターミナル合同センター
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地方部における自社製造とカラ荷解消によるコスト削減 

資料：日本経済新聞・地方経済面記事20130530を参考に作成 

    取組事例⑭ （物流コストの低減） 

札幌配送

センター

稚内配送

センター

旭川配送

センター

牛乳製造の

豊富牛乳公社

（豊富町）

漬物製造の北香

（北見市）

北見市内の

店舗

配送

一部の牛乳

荷下ろし

トラック②

漬物荷下ろし

牛乳

漬物

牛乳

商品漬物

商品

トラック①

トラック①

トラック①

トラック①

トラック②トラック②

【セイコーマートの帰り便活用の仕組み】 

資料：セイコーマート・丸谷智保社長が講演 北海道・日食フォーラム2013/07/30 日本食糧新聞記事もとに整理 

•セイコーマートは、人口の少ない過疎地や離島までほぼ全道に店舗網を張り巡らせている。 

•物流コストがかさむハンディの解消のため、「空気を運ばない物流構造」を進化させている。 

•セイコーマートの特徴は自前の物流網と商品の内製化により、道央圏への帰り便の活用により物流コストを抑えている。 

    北海道大学農林水産工学フォーラム20171130（丸谷氏基調講演) 

■広い北海道 物流が重要課題 
・北海道は広大であり、物流面が非常に重要。 

・毎日、トラック210台により７万ｋｍ／日を走行。 

・市町村カバーは１７５／１７９市町村。人口カバー率は99.8％。 

・空車で長い距離を走らせてしまうと非常に物流コストがかかり、効率が
悪くなる。センターへ運んだ後、工場に寄って商品を仕入れていく、また
出来上がった商品をこの物流センターに持ち帰ることもして、なるべく空
車で走ることがないようにシフト調整している。 

■道産資源の活用事例 
・１００円惣菜の切り干し大根（芽室産）、利尻昆布、ニンジン 

・道産のハム・レタス（サンドイッチに活用） 

・生パスタの麺は道産小麦も活用、カルボナーラで、豊富町の牛乳と生
クリーム 

・三栄製菓という和菓子工場では“きたゆきもち”など道産の餅米活用 

・北海道産のメロンを利用した氷菓 

・雄武町の製品にならない昆布の活用（だし） 

・おにぎりは道産米１００％、水産加工場の北嶺でサケフレーク、イクラ 

・長沼の農業法人の規格外キュウリの活用 

・８農協と協同し、廃棄されるメロンを果汁にし、アイスで年間560万個を
売り上げ 

■効率性を高めるための自社製品開発 
・セコマ傘下の㈱北燦食品はスターバックスのサンドイッチを生産。自社
コンビニ以外にも製品を卸している。 

・豊富牛乳公社など、道内２０工場、北海道・関東に直営９工場１２０ha

を有する。 

・セコマの水産加工品は道内の6港（標津、野付、根室、歯舞、花咲、落
石）から直接買い付けを行っている。 

生活機能・集落
機能の確保 



    取組事例⑮ （物流は”競争”から”共創”へ（人流・物流の新たなスキーム）） 

（物流は”競争”から”共創”へ（人流・物流の新たなスキーム）） 
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出典：北海道運輸局 

目 的 
◆ 貨客混載バスの収益確保 → 持続可能な地域公共交通の確保 
◆ 地域の買物利便性確保   → 経済活性化及び定住環境の確保 

実証実験 
イメージ 

実証実験 
までの流れ 

◆ 実施時期：平成３０年２月１５日～３月１５日 
◆ 実施対象：士別市朝日地区住民（士別軌道の貨客混載バスを活用） 

◆ 実証実験を実施するにあたり、事業者、地域関係者による検討会を開催。 

第１回検討会（29年10月10日開催済）～事業概要の説明等 

実施時期等 

第２回検討会（30年2月6日に開催済）～実証実験スキームの検討等 

◯平成28年度より、全国一人口密度の低い北海道において、路線バスの改造を行わず低廉な費用で実施でき
る貨客混載システムを導入。 

◯過疎地域における高齢化の深刻さを踏まえ、買物弱者に対するサポートのあり方を検討することが必要。 
◯士別市朝日地区で運用されている貨客混載バスを活用した「買物支援サービス」の実証実験を行い、更なる

交通ネットワークと物流ネットワークの生産性向上へ。 

貨客混載バスを活用した買物支援（士別市） 

路線バスで
居住エリアへの輸送

住民の動き

配送サービスの

荷物の動き

手ぶらで帰宅
寄り道もらくらく

配送距離が長く
負担が大きい既存

実証実験

自宅で受け取り 

業者が自宅まで配達 



    取組事例⑯ （高齢者への生活支援） 

高齢者等の見守り・買物支援（幌加内町） 

•幌加内町は、平成 25 年 7 月にヤマト運輸と協定を締結し、買物支援及び高齢者見守り事業 を行っている。 

•対象世帯（北部地区の 65 歳以上の世帯）には、情報端末と商品カタログが配布され、端末に入力すると翌日の夕方に宅配
される。また、この端末には「人感センサー」が内蔵されており、人体の動きの有無を町・社協・ヤマト運輸の PC で確認でき
る仕様となっている。 

資料：国土交通省「地域を支える持続可能な物流システムのあり方に関する検討会 報告書」http://www.mlit.go.jp/common/001109860.pdf 

•名寄市では、地域見守りネットワーク事業を始める前から町内会役員や 民生委員・児童委員等を中心とした見守り活動が展
開されているが、高齢者虐待や孤独死等の問題が発生。 

•さらに体制を強化する必要があるため、生活関連事業者や物流事業者の協力を得て、さりげない見守りや困り事を発見する
ための仕組みを構築するその一環として、各事業者が日常業務を通じ、訪問先での異変に気付いたら市へ連絡する「名寄市
地域見守りネットワーク事業」を立ち上げている。 

高齢者等の見守り（名寄市） 

資料：国土交通省「地域を支える持続可能な物流システムのあり方に関する検討会 報告書」http://www.mlit.go.jp/common/001109860.pdf 

•協力事業者等は日常業務を通じ、訪問先での異
変に気付いたら市の包括支援 センターへ連絡す
る。 

•事件等の場合は警察署・消防に通報する。 包括
支援センターは配達員等から連絡を受けた場合
は、当該配達先住民の安否確認や担当部署への
連絡を行う。 

•また必要に応じて警察署・消防署に通報する。 
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    取組事例⑰ （医療連携ネットワーク） 

医療連携ネットワークシステム（ポラリスネットワーク） 

•名寄市立総合病院が位置する道北医療圏は、四国4県とほぼ同
じという広大な面積を有している。 

•この広大な面積の道北地域をカバーする地方・地域センター病
院としての機能を果たすために、IT（情報技術）を駆使し遠く離れ
た医療機関であってもリアルタイムに診療情報の共有や遠隔サ
ポートができる「ポラリスネットワーク」を活用した地域連携システ
ム作りを推し進めている。 

出典：北海道資料 

名寄市立総合病院 ◎

○

町立下川病院

中川町立診療所

○

◎ 旭 川

○

市立稚内病院

幌延町立診療所

○

○

○

市立士別総合病院

西興部厚生診療所

浜頓別町国保病院

枝幸町国保病院

興部町国保病院

○

○

猿払村国保病院○

○

○
○

○

青：２次医療圏
赤：３次医療圏

名寄市内6病院

・ 診療情報、検査／画像情報を共有
・ テレビ会議システムによる双方向の

議論、診察
（旭川医大医工連携総研講座：守屋教授開発）

利点
・不必要な搬送が減少
・専門医による迅速な診断

公開型病院： 4病院
参照型病院：13医療機関

▼ポラリスネットワークの概要 

トリアージ
件数

搬送あり 搬送なし 効果

平成25年 112 18 94 84.0%

平成26年 58 24 34 58.6%

平成27年 70 35 35 50.0%

計 240 77 163 平均 67.9%

▼遠隔医療サポートシステムのイメージ 

▼ポラリスネットワークの実績 

１）救急トリアージ件数 

２）コンサルテーション 

 救急以外で、専門医への画像読影の相談等 

 

３）テレビ会議システムによるカンファレンス 

 市立稚内病院（内科）⇔名寄市立総合病院（循環器内科） 

生活機能・集落
機能の確保 



▼ドクターヘリ 
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ドクターヘリのランデブーポイント 

○ドクターヘリは、救命救急の資機材を装備したヘリコプターに専門医・専門看護師が同乗し救急患者を搬送するシス 
 テム。救急車で搬送された患者と接触するために着陸するランデブーポイントが予め決められている。 
○救急病院から離れた場所であっても早期の治療開始、迅速な搬送を可能にするため、広大な北海道の生産空間におけ 
 る生活機能確保に大きく貢献。 
○冬期のランデブーポイントまでのアクセス時間を夏期並みへ短縮することを目標に、更なるランデブーポイントの選 
 定・設置を進めている。 

▼ランデブーポイントへ着陸するドクターヘリ 

救急 
現場 

ランデブーポイント 

その場で治療を開始し、病状に
適した医療施設へ患者を搬送 

H 
基地病院 

出動 

患者搬送 

▼ドクターヘリのシステム 

ランデブーポイント 
まで救急車で搬送 

■ 課題 

北海道は積雪のため冬期利用可能ランデ
ブーポイントが夏期と比べて極端に少ない 

■ 目標（第8期北海道総合開発計画） 

冬期のランデブーポイントまでのアクセス
時間を現状※から半減させ夏期並みの約
１５分に 

（ ※平成２７年４月時点での推計値） 

▼冬期使用可能なランデブーポイントの設置により、 
 最寄りのランデブーポイントまで15分以内でアクセス可能な地域（名寄市の例） 

救命医を乗せたヘ
リコプターが出動 

旭川赤十字病院 
（道北基地病院） 

○ 30分（100km圏、参考表示） 

基地病院 

▼ドクターヘリ運航圏  

手稲渓仁会病院 
（道央基地病院） 

市立釧路総合病院 
（道東基地病院） 

市立函館病院 
（道北基地病院） 

一般道道

凡　　　　　　例

道    路    種    別

高規格幹線道路

地域高規格道路

一般国道

主要地方道

ランデブーポイント

RPアクセス時間

凡　　　　　　例

通年使用可能

名寄市

１５分到達メッシュ

１５分未到達メッシュ

ID ランデブーポイント
1372 名寄バイパス名寄北IC
1376 名寄市立総合病院

    取組事例⑱ （ドクターへリランデブーポイントの確保） 
3/8 ドーコン差

し替え 

3/8 

資料名：北海道開発局 

ドーコン付記しましたご確認願
います 

資料：北海道開発局 

生活機能・集落
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    取組事例⑲ （交通ネットワークの整備） 

北海道縦貫自動車道  士別剣淵～名寄 

○北海道縦貫自動車道は、函館市を起点とし、室蘭市、札幌市、旭川市、士別市、名寄市等を経由して、稚内市に至る 
  延長約６８１ｋｍの高速自動車国道。 
○士別剣淵～名寄は、士別剣淵ＩＣから名寄ＩＣに至る延長２４．０ｋｍの事業。 
○高速ネットワークの拡充による道北圏と道央圏の連絡機能の強化を図り、地域間交流の活性化、物流効率化等の支援を目的。 
○引き続き、早期開通に向け事業を進めている。 

■位置図 ■事業概要図 

美深道路 

L=3.3km 

H25.3.30開通 

名寄バイパス 

L=16.4km 

H22.3.6開通 

名寄美深道路 

L=19.7km 

 

名寄美深道路（開通後） 

工事状況写真（H29） 

至 旭川市 至 稚内市 

至 旭川市 

至 稚内市 
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資料：北海道開発局 
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資料名：北海道開発局 

ドーコン付記しましたご確認願
います 

生活機能・集落
機能の確保 



    取組事例⑳ （交通ネットワークの整備） 

一般国道４０号  音威子府バイパス 

○一般国道４０号は、旭川市を起点とし、士別市、名寄市を経由して稚内市に至る延長約２５０ｋｍの幹線道路。 
○音威子府バイパスは、音威子府ＩＣ（仮称）から中川ＩＣ（仮称）に至る延長１９．０ｋｍのバイパス事業。 
○現道の交通事故低減及び雪崩による特殊通行規制区間の解消による道路交通の定時性や安全性の向上を目的。 
○引き続き、早期開通に向け事業を進めている。 
 

■位置図 ■事業概要図 

工事状況写真（H29） 

至 名寄市 

至 稚内市 
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資料名：北海道開発局 

ドーコン付記しましたご確認願
います 

生活機能・集落
機能の確保 



    取組事例㉑ （名寄川地区かわまちづくり） 

かわまちづくり支援制度～良好なまち空間と水辺空間の形成～ 

河口から水源地まで様々な姿を見せる河川とそれに繋がるまちを活性化するため、地域の景観、歴史、文化などの「資
源」や「知恵」を活かし、地域と河川管理者の連携の下、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指す。 
 
【ソフト対策】 
  ・民間事業者による河川敷のイベント広場やオープンカフェ等への利用制度等を活用 
  ・河川管理者として「地域づくりのためのフォローアップ」を積極的に支援 
【ハード支援】 
  ・まちづくりと一体となった水辺整備を積極的に支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名寄川地区の取組内容 

・名寄市、下川町間の名寄川河川空間を 
 サイクリングコースとして活用できる 
 よう整備。 
・サンルダム周辺の管理用道路を散策な 
 どにも活用できるよう整備。 

（北海道 上川総合振興局 ホームページ） 

外国人観光については、未開発でフロ
ンティア的なエリア。今後、地域が連
携し海外にＰＲすることにより増加が
期待できる。 
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資料名：北海道開発局 

ドーコン付記しましたご確認願
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    取組事例㉒ （サイクルツーリズム） 

北海道のサイクルツーリズムの推進 

○北海道におけるサイクルツーリズムを推進するために、自転車の走行環境、受入環境の改善・充実を図るための方策 
 など、専門的見地から審議を行うため、「北海道のサイクルツーリズム推進に向けた検討委員会」 （事務局：北海 
 道開発局・北海道）」を設立し、検討を進めている。 
○検討委員会での審議結果を踏まえ、道内で５つのモデルルートにおいて取組を試行。  
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資料名：北海道開発局 

ドーコン付記しましたご確認願
います 
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    取組事例㉓ （広域観光周遊ルート） 

 「日本のてっぺん。きた北海道ルート」 

◆広域観光周遊ルートのコンセプト 

•  「きた北海道」とインバウンドの一大拠点「札幌」「旭川」をつなぎ、国が目指す
インバウンド誘致4,000万人の一翼を担い、観光先進国化に貢献する。 

 
◆主な対象市場・ターゲット 

•アジア（香港、タイ、シンガポール、台湾等）、欧米（米国、豪州、英国等） 

•ターゲット：ＦＩＴ、テーマ型ツーリズム（食／自然／森／湖／鳥など）、リピーター 

 

◆計画期間 

•平成28年度から平成32年度まで 

 
 
 

◆モデルコース「夏」（ 一部抜粋 ） 

出典：観光庁ＨＰ 

利尻

天売・焼尻

羽幌

旭川

広域観光促進地域

広域観光拠点都市

主要広域観光ルート

：主要ゲートウェイ施設

稚内港

稚内空港

宗谷総合振興局

留萌振興局

新千歳空港

上川総合振興局

夕張

利尻空港

石狩振興局

空知総合振興局

留萌港

羽幌港

岩見沢

北広島

千歳

士別

名寄

稚内

礼文

札幌

丘珠空港

留萌
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    取組事例㉔ （天塩川シーニックバイウェイ） 

 テーマ 

北の大河に人と自然の調和が織りなす道 

 活動エリアと地域資源 

◆活動エリア 

•天塩川と国道40号がほぼ平行しなが
ら南北に伸びている地域。 

•国道40号、国道239号、国道275号を
通して宗谷やオホーツク、日本海方面
へのルートが確立し、沿線９市町村の
エリアで構成。 

 
◆地域資源 

•日本では希少な原始河川で、北海道
遺産にも指定された「天塩川」を有し、
川が育んだ肥沃な大地を活かした全
国有数の農業生産地。 

•北海道内でも特に四季にメリハリがあ
る地域で、それらを活かしたイベントの
実施や、手つかずの美しい自然景観
が残る。 

 

 地域の活動推進体制 

「ルート運営代表者会議」 
        （活動団体２５団体） 
「行政連絡会議」 
 （国土交通省、北海道、関係市町村） 

 地域資源・活動内容 

▲宗谷シーニックバイウェイルートとの広域連携に
よる取り組み「きた北海道エコ・モビリティ」
事業を推進。写真は、サイクリング連携イベント
「TEPPEN-RIDE 2017」の様子

▲沿道の景観向上にむけた取り組み
：花植え活動（上）や除草活動（下）

▲天塩川でのカヌーイベント
「ダウン・ザ・テッシー」

▲地元木材を使用した
オリジナルサイクル
ラックの設置

▲ルート情報拠点
「よろーな」

（名寄市）

▲イベント会場でのシーニック
活動のPR展示

▲「北海道命名之地」と松浦武四
郎の歩いた軌跡等の紹介
（音威子府村）

▲冬の美しい自然現象「サン
ピラー」

天塩川の語源である「テッシ・オ・ペッ」
「テッシ」は「梁（魚を捕獲する仕掛け）」、「オ」は「多い」、「ペッ」は
「川」を意味します。ルート名とあわせて使うことで、北海道らしい
ルートであることをより強調できるようニックネームとして使用しま
す。
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道北のアウトドア観光 美深・天塩川流域 

道北小型観光周遊ルート協議会の取組 
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    取組事例㉕ （地域の特色を生かした観光の取組） 

台湾観光誘致プロモーション事業 

出典：士別市HP 

和寒町HP（上：移住体験ページ、下：引用パンフ 

http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/affairs/city-building/why-live/ 

http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/affairs/files/2017/05/5a152676d75528d87b33a2bfb1547d1b.pdf 

 

音威子府村 

https://www.vill.otoineppu.hokkaido.jp/kakuka/chiikishinkou/oshirase/tankiizyu.html 

 

中川町（上：移住体験ページ、下：引用パンフ 

http://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/category/iju/iju01.html 

http://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/category/iju/documents/nakagawa_chottogurashi_guidebook.pdf 

 

 

 

★太字を使用 

 

 

士別市HP 士別・和寒・剣淵・幌加内着地型観光推進協議会 ・台湾プロモーション
http://www.city.shibetsu.lg.jp/www/contents/1512951652130/index.html 

 

道北着地型観光プロモーション推進協議会 

クラフトアンドプレイ、カヌー 

http://dohokuexplore.jp/ 

 

 

新聞p.5_名寄、美深、幌加内の名所紹介「粉雪を楽しむ旅」道北小型観光周遊ルート協議会  

関連：北海道ラボHP（WBFオンライン株式会社） 

https://hokkaido-labo.com/tour/nayoro-winter-tour 

 

 

新聞p.6_トロッコ王国美深 

乗客数は新聞より引用 

関連：美深町観光協会 

http://www.bifuka-kankou.com/torokko.php 

 

 

新聞p.13_台湾からのツアー【剣淵町】サイクリング・アルパカ 

 

新聞p.14_台湾人ブロガー 

 

新聞p.15_名寄サイクリング・カヌー、エコモビリティ 

関連：シーニックバイウェイ支援センターHP 

きた北海道エコ・モビリティ モニターツアー 

http://www.scenicbyway.jp/topic/11218.html 

関連：きた北海道エコ・モビリティ推進連絡会議（てっぺんライド） 

http://northernhokkaido-ecomobility.jp/teppen-ride2017/ 

 

 

新聞p.24_着地型観光推進協議会、羊毛工芸・ワカギ釣り、首都圏からのツアー 

 

新聞p.25_道北観光連盟9市町村、周遊パンフ作成 

関連：道北観光連盟HP→更新なくほとんど情報なし 

 

新聞p.26_士別、和寒、剣淵、幌加内、台湾観光誘致 

 

新聞p.27_士別、和寒、剣淵、幌加内、首都圏観光誘致「広域冬のモニターツアー」 

 

 

• 平成28年７月に、士別市・和寒町・剣淵町・幌加内町の１市３町が連携し、道
北地域への更なる観光客の誘因を図ることを目的に「士別・和寒・剣淵・幌加
内着地型観光推進協議会」を立ち上げた。 

• 国内観光プロモーションに加えて台湾からの観光客を誘致するため、平成29

年度より本格的に台湾観光プロモーションを開始。 

①台湾で人気の北海道在住ブロガーによるSNS情報発信 

②台湾で人気のキャラクター「LAIMO」オリジナルアニメーション企画 

③台湾国際旅行博参加 

• 道北小型観光周遊ルート協議会は、名寄、美深、幌加内の観光名所や拠点、
体験などの情報をまとめたパンフレット「粉雪を楽しむ旅」を発刊。 

• 名寄のウィンタースポーツや美深の木工クラフト、幌加内町朱鞠内湖のワカサ
ギ釣りのほか、宿泊施設やグルメ情報を掲載し、モニターツアーを実施してい
る。 

出典：北海道ラボHP（WBFオンライン株式会社） 

https://hokkaido-labo.com/tour/nayoro-winter-tour 

【美深町・トロッコ王国】 

• 旧美幸線の廃線にトロッコを走らせる 

体験観光 

• 平成29年度の乗客数は約1万2千人で、 

近年は海外観光客も増加している。 

【きた北海道エコ・モビリティ モニターツアー】 

• 公益社団法人北海道観光振興機構広域
観光推進事業「道北版エコ・モビリティ推
進事業」として、2016年10月に「きた北海
道エコ・モビリティモニターツアー」を実施。
（右図はツアールート） 

• 自転車、カヌー、トレッキングなどのアク
ティビティと公共交通を組み合わせ、天塩
川流域の魅力あるスポットを巡るツアー。 

• 2017年には、「TEPPEN-RIDE2017」を
実施し、サイクリングで旭川から和寒町、
剣淵町、士別市、名寄市を経由して宗谷
岬を目指すイベントが行われた。 

出典：美深町観光協会HP 

【クラフトアンドプレイ】 

• ものづくりとアウトドア体験を融合させたクラフトアンドプレイでは、地元
の木材による木工クラフトで、雪板等を作る。作った雪板は、アクティビ
ティとして楽しむことができる。 

【天塩川カヌー／ラフティング川下り体験】 

• ダムやえん堤の無い中流域の名寄市から河口まで、ノンストップの川下
りを楽しめる区間は１５７kmと日本一。 

出典：道北着地型観光プロモーション推進協議会HP 

出典：シーニックバイウェイ北海道HP 
http://www.scenicbyway.jp/ 

きた北海道エコ・モビリティ推進連絡会議「 TEPPEN-RIDE2017」HP 

http://northernhokkaido-ecomobility.jp/teppen-ride2017/ 

LAIMOのPR動画 

地域の 
魅力向上 

https://hokkaido-labo.com/tour/nayoro-winter-tour
http://www.scenicbyway.jp
http://northernhokkaido-ecomobility.jp/teppen-ride2017


下川町テストコースの森林 

美深町スバル高度運転支援技術テストコース 

出典：株式会社SUBARU プレスリリース 

和寒町HP（上：移住体験ページ、下：引用パンフ 

http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/affairs/city-building/why-live/ 

http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/affairs/files/2017/05/5a152676d75528d87b33a2bfb1547d1b.pdf 

 

音威子府村 

https://www.vill.otoineppu.hokkaido.jp/kakuka/chiikishinkou/oshirase/tankiizyu.html 

 

中川町（上：移住体験ページ、下：引用パンフ 

http://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/category/iju/iju01.html 

http://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/category/iju/documents/nakagawa_chottogurashi_guidebook.pdf 

 

 

 

美深町HP（H27年広報12月号） 

http://www.town.bifuka.hokkaido.jp/cms/section/soumu/i63vp60000008a0g.html 

美深町スバルプレスリリース 

https://www.subaru.co.jp/press/news/2017_10_23_4888/ 

 

★下川町スズキ環境・社会レポート2016 p.131 

http://www.suzuki.co.jp/about/csr/report/2016/pdf/2016_envj_all.pdf 

下川町スズキ環境・社会レポート2017 p.64 

http://www.suzuki.co.jp/about/csr/report/2017/pdf/2017_envj_all.pdf 

★下川町「下川町の概要2013」p.21  H9.7スズキ下川テストコース第１期工事完成、開所式 

https://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/shoukai/tyousei/files/2013shiryouhen-1.pdf 

 

 

剣淵町マツダ社会貢献活動レポート「第27回北海道剣淵試験場での交流イベントを実施」 

http://www.mazda.com/ja/csr/social/report/2016kenbuchi/ 

 

 

• スバル研究実験センター美深試験場に、高度運転支援技術のためテストコースを新設し、2017年11月に運用開始した。 

• 美深試験場は、1995年に開設され、総敷地面積361haの中に、各種試験路やハンドリング路のほか、2003年には高速周回路を増設し、実際の公道に見立
てたテストコースとして、通年に渡り様々な試験を実施している。 

• 同社では、新たなテストコースを活用して、高度化していく運転支援技術に必要な技術開発を加速させるとしている。 

• 下川町は、森林が総面積の約90%を占めており、2003年北海道で初めて国際的
なFSC(R)認証を取得するとともに、政府から環境モデル都市・環境未来都市に選
定されている。 

• 平成9年に開設されたスズキのテストコース敷地に含まれる約300haの森林も、
FSC(R)認証を取得するとともに、国の「法人の森林」制度に賛同し、森づくりに協
力している。また、同社では、イベントへの参加や特産品の販売等を通じ、地域と
の経済交流を推進している。 

• 耐寒テスト等で多くの社員が下川町を訪れており、2月には「スズキ耐寒テスト激
励会」を開催し、地域住民との交流を図っている。 

2015年2月 

•「スズキ耐寒テスト激励会」を開催し、参加者100名の交流会を開催 

2015年 

•第42回「しもかわアイスキャンドルミュージアム」ではジムニーのオブジェを作成 

第42回「しもかわアイスキャン
ドルミュージアム」 

ジムニーのオブジェを作成  

下川町テストコース 

出典：スズキ株式会社「スズキＣＳＲ・環境レポート2016」及びホームページ 

美深スバル原文 

https://www.subaru.co.jp/press/news/2017_10_23_4888/ 

 
2017 年10 月23 日 

北海道・美深試験場の「高度運転支援技術テストコース」完成 

～2017年11月より本格的な運用を開始～ 

 

ＳＵＢＡＲＵは、スバル研究実験センター美深試験場（北海道中川郡美深町）に、高度運転支援技術のた
めのテス 

トコースを新設しました。今後の運転支援技術の高度化に向けて、2017年11月より運用を開始します。 

美深試験場は、寒冷地における性能評価や雪上試験などを目的とした開発拠点として、1995年に開設
しました。 

総敷地面積361ヘクタールの中に、各種試験路やハンドリング路のほか、2003年には高速周回路を増
設し、実際 

の公道に見立てたテストコースとして、通年に渡り様々な試験を実施しています。 

今回新設した美深試験場の「高度運転支援技術テストコース」は、既設のコースをベースに、より実際の
道路に近づけるように見直して建設しました。概要は以下の通りです。 

・高速周回路 全長4.2㎞ （既存の高速周回路を実際の道路に近づけるよう改修） 

都市間高速道路本線にある「緩やかなカーブ」の新設 

都市間高速道路のインターチェンジやサービスエリアを想定した「分合流路」の新設 

4車線の道路を想定した「多車線路」の新設 

北米のフリーウェイを模した「コンクリート舗装路」の新設 

・市街地路 

片側1車線・対面通行を想定した市街地路を新設 

交差点での右折レーンの有無や導流帯など、現実に即した形状の道路を再現 

欧州を中心に普及している「ラウンドアバウト（円形交差点）」を再現 

・その他の試験設備 

「総合試験路」の拡張と機能追加、並びに場内道路を拡張 

併せて、作業や執務を行う「業務棟」を建て直しました 

 

 

剣淵マツダ原文 

http://www.mazda.com/ja/csr/social/report/2016kenbuchi/ 

 
第27回北海道剣淵試験場での交流イベントを実施 

マツダは、総合自動車試験場北海道剣淵試験場にて、毎冬試験員を温かく迎え入れてくださる剣淵町民
の皆さまに感謝し、試験場を開放して、町民との交流イベントを開催しました。 

 

北海道剣淵試験場は、冬季の1月から2月までマツダ車の耐寒試験を行っています。地域貢献に重点を
置き、1990年の試験場開設以来、「けんぶち絵本の里づくり」活動*1への協賛や自動車試験場の特徴を
生かした活動を継続的に行っています。 

 

試験場での交流イベントは、毎年開催する恒例イベント。当日は雪が時折舞う中、過去最多の約400名

の町民の方々にご来場いただきました。子どもから大人まで楽しめるゲームコーナーでは、エアーボード
レースやスリッパ飛ばし・玉入れ・おもちゃすくいなどに多くの方が参加、歓声が上がっていました。大人
の方を対象としたジムカーナ大会や「新型マツダ ロードスターの試乗会」では、マツダ従業員が助手席に

乗り、広い直線のテストコースでの雪上運転を存分に楽しんでいただきました。剣淵町のキャンペーン
キャラクター「ぷっちーな」も参加し一緒にイベントを盛り上げてくれました。ビンゴゲームでは、「ビンゴ」
の方に豪華景品や広島の名産物（「広島レモン®」*2他）をプレゼント。ご来場いただいた方々からは、
「毎年このイベントを楽しみにしています」「ゲームが楽しかった」などの多くの感想が寄せられました。 

 

その他、2017年に「剣淵町・マツダとふれあう会」*3結成30周年を迎えるにあたり、マツダは「30周年感
謝の会」を立ち上げてさまざまなイベントを開催し、町民の皆さまとの交流を深めました。 

 

・剣淵町の高校生6名を広島に招待しての三次試験場50周年イベントへの参加やマツダミュージアム見
学実施（2015年9月） 

・町民の皆さまをお招きしての試験場内テストコースでの「i-ACTIV AWD」*4試乗会開催（2015年12月） 

・試験場での交流イベントに併せて、剣淵町道の駅において広島物産展*5とカキフライ無料試食会の開
催（2016年1月） 

 

*1 「けんぶち絵本の里づくり」活動の拠点「絵本の館」で開催される、「けんぶち絵本の里大賞」や「けん
ぶち絵本の原画展」を支援している。 

http://ehon-yakata.com/whats/events/ 

*2  「広島レモン®」は、広島県果実農業協同組合連合会（愛称：JA広島果実連）の登録商標。 

*3 1986年剣淵町の町民が、耐寒試験場開設に先立ちマツダ試験員歓迎の目的で結成してくださった会。 

*4 CX-5、アテンザ、アクセラ、新型デミオ、CX-3に搭載の「新世代4WDシステム」。マツダ独自の「前輪
スリップ予兆制御」が特徴。 

*5 本社（広島）においては、1988年より毎年秋に「剣淵町物産展＆北海道うまいものフェア」を開催し、
剣淵町産のジャガイモやカボチャ、お米などの特産物を販売し交流している。 

 

下川スズキ原文 

http://www.suzuki.co.jp/about/csr/report/2016/pdf/2016_envj_all.pdf 

 
スズキのテストコースは、森林が総面積の約90%を占める北海道北部の上川郡下川町にあります。下川町は2003年北海道
で初 めて国際的なFSC®認証（下川町森林組合・下川町・上川北部森林管理署 FSC®C015134）を取得し、2011年には国
から豊かな 森林資源を生かした地域づくり「環境未来都市※」のモデル自治体に選定さ れて「人が輝く森林未来都市」を目指
しています。 スズキのテストコース敷地に含まれる約300haの森林も、FSC®認証制 度の厳しい森林管理基準に適合してい
ると認められ、2006年から下川町の FSC®グループ認証（FSC®C015134）に追加登録されました。 スズキは森林環境の保
全とともに、今年も2月19日に「スズキ耐寒テスト 激励会」が開催され、支えていただいている下川町の皆様とスズキ参加者を 

合わせた約100名が交流する機会を持つことができました。また、「第42回し もかわアイスキャンドルミュージアム」ではジム
ニーのオブジェを作成して、会 場を照らしました。 スズキは今後も自然を大切に する地域社会との共存共栄を 推進していき
ます。 ※「環境未来都市」は、未来に向かって 「誰もが暮らしたい」まちづくりで、世 界トップの成功事例創出のため、国が 選
定して戦略的な取り組みを行う地 域です。 下川コース（北海道） 第42回「しもかわアイスキャンドルミュージアム」 ジムニーの
オブジェを作成 ※林野庁で採用している事業評価方法により計算しています ① 2ℓペットボトル 7,878万本分 ② 10tダンプ
（5.5m3/台） 1,023台分 ③ 1人が年間に排出するCO2 7,105人分 測定項目 「下川テストコースの森」 FSC®グループ認証
（FSC®C015134） 「法人の森林」 林野庁森林管理局 ①水源かん養への貢献 156,140 m3/年 1,409 m3/年 ②土砂流出防
止への貢献 5,576 m3/年 51 m3/年 ③二酸化炭素の吸収・固定への貢献 2,256 CO2 トン/年 １７ CO2 トン/年 スズキの森
林による環境貢献度（2015年度） 「法人の森林」制度への参加（北海道） スズキは環境・社会貢献活動の一環として、国有林
を活用した「法人の森林」制度の主旨に賛同し、1996年から2028年まで国(林 野庁)と分収林契約を結んで森づくりに協力し
ています。 下川町内の国有林約4.3ha（樹木約3,000本）について、スズキは北海道森林管理局を通して地元森林組合に作
業を委託して 「分収育林」を行っています。水源の涵養・土砂流出防止・二酸化炭素の吸収貯蔵など、国土の保全に長期間
に亘り貢献し、分収の 際には純収益をさらに次代の森づくりなどに役立てることになっています。 ※林野庁：「法人の森林」
「分収育林」 http://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kokumin_mori/katuyo/kokumin_sanka/hojin_mori/index.html こ
れらスズキの森林による2015年度環境貢献度は以下のように評価されました。 

60 

    取組事例㉖ （交流人口拡大に向けた企業との連携） 

▼テストコースの概要 

高速周回路 

（全長4.2km） 

・都市間高速道路本線にある「緩やかなカーブ」の新設 

・都市間高速道路のインターチェンジやサービスエリアを想定した「分合流
路」の新設 

・4車線の道路を想定した「多車線路」の新設 北米のフリーウェイを模した
「コンクリート舗装路」の新設 

市街地路 ・片側1車線・対面通行を想定した市街地路を新設 

・交差点での右折レーンの有無や導流帯など、現実に即した形状の道路を
再現 

・欧州を中心に普及している「ラウンドアバウト（円形交差点）」を再現  

その他の試験
設備 

・「総合試験路」の拡張と機能追加、並びに場内道路を拡張 

・併せて、作業や執務を行う「業務棟」を建て直し 

地域の 
魅力向上 



北海道剣淵試験場での交流イベント 

和寒町HP（上：移住体験ページ、下：引用パンフ 

http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/affairs/city-building/why-live/ 

http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/affairs/files/2017/05/5a152676d75528d87b33a2bfb1547d1b.pdf 

 

音威子府村 

https://www.vill.otoineppu.hokkaido.jp/kakuka/chiikishinkou/oshirase/tankiizyu.html 

 

中川町（上：移住体験ページ、下：引用パンフ 

http://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/category/iju/iju01.html 

http://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/category/iju/documents/nakagawa_chottogurashi_guidebook.pdf 

 

 

 

美深町HP（H27年広報12月号） 

http://www.town.bifuka.hokkaido.jp/cms/section/soumu/i63vp60000008a0g.html 

美深町スバルプレスリリース 

https://www.subaru.co.jp/press/news/2017_10_23_4888/ 

 

★下川町スズキ環境・社会レポート2016 p.131 

http://www.suzuki.co.jp/about/csr/report/2016/pdf/2016_envj_all.pdf 

下川町スズキ環境・社会レポート2017 p.64 

http://www.suzuki.co.jp/about/csr/report/2017/pdf/2017_envj_all.pdf 

★下川町「下川町の概要2013」p.21  H9.7スズキ下川テストコース第１期工事完成、開所式 

https://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/shoukai/tyousei/files/2013shiryouhen-1.pdf 

 

 

剣淵町マツダ社会貢献活動レポート「第27回北海道剣淵試験場での交流イベントを実施」 

http://www.mazda.com/ja/csr/social/report/2016kenbuchi/ 

 

 

出典：株式会社MAZDA「社会貢献活動レポート」 

2015年9月 

•剣淵町の高校生6名を広

島に招待し、三次試験場

50周年イベントへの参加

やマツダミュージアム見

学実施 

 

2015年12月 

•町民を招き、試験場内テ

ストコースにて「i-ACTIV 

AWD」試乗会を開催 

 

2016年1月 

•試験場での交流イベント

に併せて、剣淵町道の駅

において広島物産展とカ

キフライ無料試食会を開

催 

• 北海道剣淵試験場は、冬季の1月から2月までマツダ車の耐寒試験
を行っている。 

• 地域貢献に重点を置き、1990年の試験場開設以来、「けんぶち絵本
の里づくり」活動への協賛や自動車試験場の特徴を生かした活動を
継続的に行っており、試験場での交流イベントは、毎年開催する恒
例イベントとなっている。 

• 2017年には「剣淵町・マツダとふれあう会」結成30周年を迎え、マツ
ダは「30周年感謝の会」を立ち上げ、イベントを通じ、町民との交流を
深めている。 

剣淵町道の駅でのカキフライ試食会 

試験場に集合する町民 

美深スバル原文 

https://www.subaru.co.jp/press/news/2017_10_23_4888/ 

 
2017 年10 月23 日 

北海道・美深試験場の「高度運転支援技術テストコース」完成 

～2017年11月より本格的な運用を開始～ 

 

ＳＵＢＡＲＵは、スバル研究実験センター美深試験場（北海道中川郡美深町）に、高度運転支援技術のた
めのテス 

トコースを新設しました。今後の運転支援技術の高度化に向けて、2017年11月より運用を開始します。 

美深試験場は、寒冷地における性能評価や雪上試験などを目的とした開発拠点として、1995年に開設
しました。 

総敷地面積361ヘクタールの中に、各種試験路やハンドリング路のほか、2003年には高速周回路を増
設し、実際 

の公道に見立てたテストコースとして、通年に渡り様々な試験を実施しています。 

今回新設した美深試験場の「高度運転支援技術テストコース」は、既設のコースをベースに、より実際の
道路に近づけるように見直して建設しました。概要は以下の通りです。 

・高速周回路 全長4.2㎞ （既存の高速周回路を実際の道路に近づけるよう改修） 

都市間高速道路本線にある「緩やかなカーブ」の新設 

都市間高速道路のインターチェンジやサービスエリアを想定した「分合流路」の新設 

4車線の道路を想定した「多車線路」の新設 

北米のフリーウェイを模した「コンクリート舗装路」の新設 

・市街地路 

片側1車線・対面通行を想定した市街地路を新設 

交差点での右折レーンの有無や導流帯など、現実に即した形状の道路を再現 

欧州を中心に普及している「ラウンドアバウト（円形交差点）」を再現 

・その他の試験設備 

「総合試験路」の拡張と機能追加、並びに場内道路を拡張 

併せて、作業や執務を行う「業務棟」を建て直しました 

 

 

剣淵マツダ原文 

http://www.mazda.com/ja/csr/social/report/2016kenbuchi/ 

 
第27回北海道剣淵試験場での交流イベントを実施 

マツダは、総合自動車試験場北海道剣淵試験場にて、毎冬試験員を温かく迎え入れてくださる剣淵町民
の皆さまに感謝し、試験場を開放して、町民との交流イベントを開催しました。 

 

北海道剣淵試験場は、冬季の1月から2月までマツダ車の耐寒試験を行っています。地域貢献に重点を
置き、1990年の試験場開設以来、「けんぶち絵本の里づくり」活動*1への協賛や自動車試験場の特徴を
生かした活動を継続的に行っています。 

 

試験場での交流イベントは、毎年開催する恒例イベント。当日は雪が時折舞う中、過去最多の約400名

の町民の方々にご来場いただきました。子どもから大人まで楽しめるゲームコーナーでは、エアーボード
レースやスリッパ飛ばし・玉入れ・おもちゃすくいなどに多くの方が参加、歓声が上がっていました。大人
の方を対象としたジムカーナ大会や「新型マツダ ロードスターの試乗会」では、マツダ従業員が助手席に

乗り、広い直線のテストコースでの雪上運転を存分に楽しんでいただきました。剣淵町のキャンペーン
キャラクター「ぷっちーな」も参加し一緒にイベントを盛り上げてくれました。ビンゴゲームでは、「ビンゴ」
の方に豪華景品や広島の名産物（「広島レモン®」*2他）をプレゼント。ご来場いただいた方々からは、
「毎年このイベントを楽しみにしています」「ゲームが楽しかった」などの多くの感想が寄せられました。 

 

その他、2017年に「剣淵町・マツダとふれあう会」*3結成30周年を迎えるにあたり、マツダは「30周年感
謝の会」を立ち上げてさまざまなイベントを開催し、町民の皆さまとの交流を深めました。 

 

・剣淵町の高校生6名を広島に招待しての三次試験場50周年イベントへの参加やマツダミュージアム見
学実施（2015年9月） 

・町民の皆さまをお招きしての試験場内テストコースでの「i-ACTIV AWD」*4試乗会開催（2015年12月） 

・試験場での交流イベントに併せて、剣淵町道の駅において広島物産展*5とカキフライ無料試食会の開
催（2016年1月） 

 

*1 「けんぶち絵本の里づくり」活動の拠点「絵本の館」で開催される、「けんぶち絵本の里大賞」や「けん
ぶち絵本の原画展」を支援している。 

http://ehon-yakata.com/whats/events/ 

*2  「広島レモン®」は、広島県果実農業協同組合連合会（愛称：JA広島果実連）の登録商標。 

*3 1986年剣淵町の町民が、耐寒試験場開設に先立ちマツダ試験員歓迎の目的で結成してくださった会。 

*4 CX-5、アテンザ、アクセラ、新型デミオ、CX-3に搭載の「新世代4WDシステム」。マツダ独自の「前輪
スリップ予兆制御」が特徴。 

*5 本社（広島）においては、1988年より毎年秋に「剣淵町物産展＆北海道うまいものフェア」を開催し、
剣淵町産のジャガイモやカボチャ、お米などの特産物を販売し交流している。 

 

下川スズキ原文 

http://www.suzuki.co.jp/about/csr/report/2016/pdf/2016_envj_all.pdf 

 
スズキのテストコースは、森林が総面積の約90%を占める北海道北部の上川郡下川町にあります。下川町は2003年北海道
で初 めて国際的なFSC®認証（下川町森林組合・下川町・上川北部森林管理署 FSC®C015134）を取得し、2011年には国
から豊かな 森林資源を生かした地域づくり「環境未来都市※」のモデル自治体に選定さ れて「人が輝く森林未来都市」を目指
しています。 スズキのテストコース敷地に含まれる約300haの森林も、FSC®認証制 度の厳しい森林管理基準に適合してい
ると認められ、2006年から下川町の FSC®グループ認証（FSC®C015134）に追加登録されました。 スズキは森林環境の保
全とともに、今年も2月19日に「スズキ耐寒テスト 激励会」が開催され、支えていただいている下川町の皆様とスズキ参加者を 

合わせた約100名が交流する機会を持つことができました。また、「第42回し もかわアイスキャンドルミュージアム」ではジム
ニーのオブジェを作成して、会 場を照らしました。 スズキは今後も自然を大切に する地域社会との共存共栄を 推進していき
ます。 ※「環境未来都市」は、未来に向かって 「誰もが暮らしたい」まちづくりで、世 界トップの成功事例創出のため、国が 選
定して戦略的な取り組みを行う地 域です。 下川コース（北海道） 第42回「しもかわアイスキャンドルミュージアム」 ジムニーの
オブジェを作成 ※林野庁で採用している事業評価方法により計算しています ① 2ℓペットボトル 7,878万本分 ② 10tダンプ
（5.5m3/台） 1,023台分 ③ 1人が年間に排出するCO2 7,105人分 測定項目 「下川テストコースの森」 FSC®グループ認証
（FSC®C015134） 「法人の森林」 林野庁森林管理局 ①水源かん養への貢献 156,140 m3/年 1,409 m3/年 ②土砂流出防
止への貢献 5,576 m3/年 51 m3/年 ③二酸化炭素の吸収・固定への貢献 2,256 CO2 トン/年 １７ CO2 トン/年 スズキの森
林による環境貢献度（2015年度） 「法人の森林」制度への参加（北海道） スズキは環境・社会貢献活動の一環として、国有林
を活用した「法人の森林」制度の主旨に賛同し、1996年から2028年まで国(林 野庁)と分収林契約を結んで森づくりに協力し
ています。 下川町内の国有林約4.3ha（樹木約3,000本）について、スズキは北海道森林管理局を通して地元森林組合に作
業を委託して 「分収育林」を行っています。水源の涵養・土砂流出防止・二酸化炭素の吸収貯蔵など、国土の保全に長期間
に亘り貢献し、分収の 際には純収益をさらに次代の森づくりなどに役立てることになっています。 ※林野庁：「法人の森林」
「分収育林」 http://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kokumin_mori/katuyo/kokumin_sanka/hojin_mori/index.html こ
れらスズキの森林による2015年度環境貢献度は以下のように評価されました。 
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    取組事例㉗ （交流人口拡大に向けた企業との連携） 

自動車等試験研究のまち・士別 

出典：士別市提供 

•サフォークランド士別「健康ウォーキング」（会場：トヨタ自動車株式会社士別試験場） 

•株式会社ブリヂストン北海道プルービンググラウンド「市民見学会」（隔年開催） 

•士別市産業フェアへの出店（ヤマハ発動機株式会社ほか） 

•トヨタ工業学園「士別合宿研修」の実施（農業体験研修ほか） 

•トヨタ東日本学園「士別合宿研修」の実施（農業体験研修ほか） 

• 士別市では、積雪寒冷な自然環境や風土のもと、冬季を中心に自動車関連の試
験研究が数多く行われており、大手メーカーの研究者たちが寒冷地等のテストに
訪れるなど、多くの交流人口を有している。 

• 試験研究の円滑な実施のための支援や来訪者の受入れ態勢の充実に向けて、
各企業との相互連携を図るなど、試験研究のまちとしての取り組みを進めている。 

健康ウォーキング トヨタ工業学園合宿研修 

▼士別市と立地企業との連携の取組 

▼士別市に立地する自動車等試験研究機関 
 

 ○トヨタ自動車株式会社    ○株式会社ブリヂストン 

 ○ダイハツ工業株式会社   ○株式会社交通科学総合研究所 

 ○ヤマハ発動機株式会社   （日本ミシュランタイヤ株式会社） 

 

地域の 
魅力向上 



カーリング（名寄市） 
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    取組事例㉘ （冬季スポーツの振興による交流人口の拡大） 

スキージャンプ（名寄市・士別市・下川町） 

• 名寄市には、ノーマルヒルとミディアムヒルの２
種類のジャンプ台と夏冬兼用のシングルリフト
を備えた「名寄市ピヤシリシャンツェ」があり、大
小様々な大会が開催されている。 

• また、12月上旬から3月下旬までの冬期間だけ
でなく、5月中旬から10月中旬にかけて夏季も
開設していることで、サマージャンプ大会の開
催も行われているほか、スキージャンプやノル
ディック複合競技の合宿地としての役割を果た
している。 

出典：名寄市ＨＰ 

サフォークプロジェクトの成果一覧 

▼名寄市ピヤシリシャンツェ 

▼サンピラー交流館カーリングホールで開催される主な大会（平成29年度） 

▼名寄市ピヤシリシャンツェで開催される主な大会（平成29年度） 

大会名 開催時期 

サンピラー国体記念第15回サマージャンプ大会 平成29年7月 

第48回ﾋﾟﾔｼﾘｼﾞｬﾝﾌﾟ大会兼第55回北海道新聞社杯ｼﾞｬﾝﾌﾟ大会 平成29年12月 

第33回吉田杯ジャンプ大会 平成29年12月 

第7回名寄コンバインドチャンピオン競技会 平成29年12月 

第36回全日本コンバインド大会 平成29年12月 

第73回北海道スキー選手権大会ジャンプ競技・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ競技 平成30年1月 

北海道中学校スキー大会ノルディック競技 平成30年1月 

第67回全国高等学校スキー大会ジャンプ競技ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄ競技 平成30年2月 

JOCｼﾞｭﾆｱオリンピックカップ2018全日本ｼﾞｭﾆｱｽｷｰ選手権大会 平成30年3月 

第96回全日本スキー選手権大会 ノルディックコンバインド競技 平成30年3月 

• 名寄市の北海道立サンピラーパーク内にあるサンピラー交流館の多
目的ホールは、11月から3月までの冬期間はカーリングホールとして
利用されている。 

• ５つのレーンを備えた本格的なカーリングホールであり、全道・全国
レベルの大会も開催されている。 

▼サンピラー交流館カーリングホール 

大会名 開催時期 

第29回北海道シニアカーリング大会 平成29年11月 

第35回全農日本カーリング選手権大会 平成29年12月 

出典：北海道立サンピラーパークＨＰ 
http://www.nayoro.co.jp/sunpillarpark/ 

• 下川町には、ジャッジタワー、リフト、夜間照明を備えた「下
川シャンツェ」があり、全道ノルディックスキー競技大会など
が開催されている。 

出典：北海道庁資料、名寄市ＨＰ、士別市HP、下川町HP 

スキージャンプ資料 www.pref.hokkaido.lg.jp/file.jsp?id=1027768  

• 士別市には、飛型審判棟、電光掲示板時計、スロープカー
を備えた「朝日三望台シャンツェ」があり、オールシーズン
利用可能なジャンプ台で、サマーシーズンには全日本ス
キー連盟Ａ級公認の３大会が開催されている。 

地域の 
魅力向上 

http://www.nayoro.co.jp/sunpillarpark/


エアリアルプロジェクト（美深町） オリンピックメダリストのアドバイザー就任（名寄市） 

• リレハンメル冬季オリンピック（1994年）ノルディックスキー複合団体で金メ
ダルを獲得した阿部雅司さんは平成28年4月より、名寄市のスポーツ推進
アドバイザーに就任している。 

• 阿部さんは平成28年度から新設されたスポーツ・合宿推進課に配属され、
特別参与（嘱託職員）として名寄市の冬季スポーツ拠点化に向けて活動し
ている。 

出典：名寄市ＨＰ 
http://www.city.nayoro.lg.jp/photonews/2016/prkeql000000qcb7.html 

サフォークプロジェクトの成果一覧 

▼美深スキー場で開催されるスキーエアリアル競技の主な合宿・大会
（平成29年度） 

• 美深町では従来から町内で盛んだったトランポリン競技の素地を活用し、
平成１７年５月に『美深町エアリアルプロジェクト委員会』を設立。本格的な
フリースタイルエアリアル競技の普及と競技者の発掘・育成強化のため、
関係機関団体と連携プロジェクトを構築している。 

• 美深スキー場には、国内的にも珍しいFIS公認フリースタイルスキーエアリ
アルコースが常設されており、全国的にも貴重なこのコースを活用して全
国規模の大会が開催されているほか、平成30年1月には平昌オリンピック
の事前合宿地としてカナダやスイスの代表が来町するなど、国内外の競技
者に広く利用されている。 

大会名 開催時期 

全日本スキー連盟エアリアル合宿 平成29年12月 

北海道スキー連盟エア合宿 平成29年12月 

北海道・全日本スキー連盟エア合宿 平成30年2月 

第37回北海道スキー選手権大会エアリアル種目 平成30年3月 

第38回全日本スキー選手権大会エアリアル種目 平成30年3月 

第13回美深町長杯エアリアル大会 平成30年3月 

出典：美深町ＨＰ 
http://www.town.bifuka.hokkaido.jp/cms/section/kyouiku/qlmcaj0000005my2.html 

美深スキー場 

フリースタイルエアリア
ルコース 
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    取組事例㉙ （冬季スポーツの振興による交流人口の拡大） 地域の 
魅力向上 

http://www.city.nayoro.lg.jp/photonews/2016/prkeql000000qcb7.html
http://www.town.bifuka.hokkaido.jp/cms/section/kyouiku/qlmcaj0000005my2.html


クロスカントリー大会の開催と事前合宿（音威子府村） 

• 音威子府村では、例年12月下旬に『全日本学生チャンピオン
スキー大会』『全日本クロスカントリー音威子府村』を開催し、
平成29年度にはそれぞれ第32回・第35回を数える。これら全
国規模のクロスカントリースキー大会は、地域に密着した大
会となっており、過去には日本一を決める全日本選手権大会
も11回開催をしてきている。 

• 日本のトップランナーも参加するこれらの大会は、大会期間
前より合宿の選手が来村し、両大会合わせ毎年600名近い選
手がタイムを競っている。 

• 国内トップレベルの大会を開催してきている音威子府村の
コースでは、ジュニアの大会も開催されており、レベルの高さ
を身近に感じられる環境が整っている。 

出典：音威子府村ＨＰ 
https://www.vill.otoineppu.hokkaido.jp/kurashi/sports/cross_country/ 

大会名 開催日程 種目 コース 

第35回全日本クロスカントリー音威子府大
会 

平成29年12月25日～27日 一般男子・女子、高校男子・女子 

（男子10kmC・F、女子5kmC・F） 

音威子府クロスカントリーコース 

第32回全日本学生チャンピオンスキー大
会 

平成29年12月20日～23日 スプリント1.2km(C)男子・女子 

男子15km(F)・10km(C)、女子10km(F)・
5km(C) 

音威子府村チセネシリクロスカ
ントリーコース 

第29回音威子府ジュニアクロスカントリー
スキー大会 

平成29年3月20日 小学生学年別（男女）、中学生（男女）、高
校生（男女）など 

音威子府村チセネシリクロスカ
ントリーコース 

天皇杯 第95回全日本スキー選手権大会 平成29年3月15日～19日 リレー男子4＊10km・女子3＊5km 

男子50km(C)・15km(F)、女子30km(C)・
10km(F) 

音威子府村チセネシリクロスカ
ントリーコース 

【平成29年に音威子府村で開催された主なクロスカントリー大会】 
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    取組事例㉚ （冬季スポーツの振興による交流人口の拡大） 地域の 
魅力向上 

https://www.vill.otoineppu.hokkaido.jp/kurashi/sports/cross_country


モデル圏域における合宿実績 合宿の里、士別（士別市） 

• 士別市の合宿受入の歴史は古く、1970年代からオリンピック金メダリ
ストや実業団、大学などのほか、ドイツや中国などの海外チームの合
宿実績も有している。 

• 多様なコース設定が可能な陸上競技などを中心として、まちの人口と
ほぼ同じ２万人のアスリートが毎年士別で合宿を行っており、合宿に
適した冷涼な気候や自然にとどまらず、体幹を鍛えるための未舗装
林道コースやゴルフ場もランニングコースとして開放。さらには低酸素
マシンの導入など競技者の様々なニーズに応えている。  

出典：士別市ＨＰ 

サフォークプロジェクトの成果一覧 

▼市町村別の主な受入競技と当該競技の延べ泊数 

• 北海道生活環境部では、平成27年度において北海道内の全市町村を対象と
してスポーツ合宿の実態調査を実施しており、モデル圏域9市町村のうち7市
町村で年間延べ約2万人の合宿を受け入れている。 

• 特にスキーについては、士別のアルペン、名寄・下川のジャンプ、音威子府の
クロカン、美深の基礎スキーなど各自治体の特色を活かした多様な受入実績
を有していることがうかがえる。 

自治体名 主な競技種目（参加延べ泊数） 

士別市 陸上（6.117）、スキー（アルペン）（4,210）、バレーボール
（1,456）、サッカー（434）、トライアスロン（189）など 

名寄市 スキー（ジャンプ）（1,662）、アメフト（396）、サッカー（227）など 

和寒町 ソフトテニス（408）、バドミントン（352）など 

音威子府村 スキー（クロカン）（260） 

下川町 スキー（ジャンプ）(239） 

美深町 スキー（基礎）（108）、ダンス（64）など 

剣淵町 陸上（15）など 

出典：北海道生活環境部 

▼士別市におけるスポーツ合宿の様子 

▼平成27年度北海道スポーツ合宿実態調査(関係市町村分のみ抜粋） 

出典：北海道生活環境部 
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    取組事例㉛ （夏季スポーツ、合宿等による交流人口拡大） 

全日本玉入れ選手権（和寒町） 

• 「全日本玉入れ」は平成2年8月、和寒町の「ふれあいまつり」に”全日
本玉入れ選手権”として屋外グラウンドなどでスタートした。 

• 平成7年に、全日本玉入れ協会（All Japan Tamaire Association） 
AJTA(アジャタ)を設立。平成29年度には第22回大会が開催された。 

• 「全日本玉入れ」は4～6人の選手が合計100個（アジャタボール × 99 
+ アンカーボール × 1）のボールをバスケットに入れるまでの時間を
競うタイムトライアルスポーツ。 

出典：和寒町、AJTA（アジャタ）ＨＰ 

件数 参加実人数 参加延べ人数 参加延べ泊数 

士別市 356 3,786 17,587 13,514 

名寄市 70 835 316 3,485 

和寒町 34 745 1,919 1,222 

音威子府村 3 70 370 260 

下川町 4 43 282 239 

美深町 5 104 323 233 

剣淵町 3 163 573 23 

472 5,583 20,797 18,953 

地域の 
魅力向上 

http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/industrial-development/commerce-tourism/event/put-ball-championship/


北海道おといねっぷ美術工芸高等学校（音威子府村） 

 音威子府村にある「北海道おといねっぷ美術工芸高等学校」は、道内唯一
の全日制工芸科を有し、全道各地はもとより道外からも美術・工芸を志す生
徒が集まっている。全校生徒のうち遠方出身者がほとんどを占め、学生の多
くは隣接する寮で生活している。 

 卒業生のUターンを促す事業の一環として、『北海道おといねっぷ美術工
芸高等学校 卒業生展』は平成29年度で2回目となった。この卒業生展は、 

様々なステージで活躍する卒業生アーティストを招へい、村内で滞在し創作 

活動をする「アーティスト・イン・レジデンス」事業として実施し、木工芸や絵画
等が発表され、村内外からの来場者が見えた。 

【おといねっぷ美術工芸高校の卒業生展のポスター及び写真】 

写真出典：音威子府村ＨＰ 
http://www.vill.otoineppu.hokkaido.jp/kakuka/chiikishinkou/oshirase/art-craft.html 

共通の教育課程 
美術・工芸の基礎について学ぶ 

（１年生） 

【おといねっぷ美術工芸高校の専門科目の選択】 

工芸コース（工芸制作） 
機械を使った木材加工を学ぶ 

（２年生） 
美術コース（工芸制作） 

デッサンや油彩など 

基礎的な表現方法を学ぶ 

工芸コース（工芸研究） 
卒業制作として工芸作品などを制作 

美術コース(美術研究・素描) 
卒業制作として100号の絵画 

などを制作 

（３年生） 

    取組事例㉜ （特色ある学校づくりによる地域活性化） 
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http://www.vill.otoineppu.hokkaido.jp/kakuka/chiikishinkou/oshirase/art-craft.html


絵本の里けんぶち（剣淵町） 

和寒町HP（上：移住体験ページ、下：引用パンフ 

http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/affairs/city-building/why-live/ 

http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/affairs/files/2017/05/5a152676d75528d87b33a2bfb1547d1b.pdf 

 

音威子府村 

https://www.vill.otoineppu.hokkaido.jp/kakuka/chiikishinkou/oshirase/tankiizyu.html 

 

中川町（上：移住体験ページ、下：引用パンフ 

http://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/category/iju/iju01.html 

http://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/category/iju/documents/nakagawa_chottogurashi_guidebook.pdf 

 

 

 

★太字を使用 

剣淵町HP絵本の館 

http://ehon-yakata.com/ 

 

道の駅絵本の里けんぶち 

http://michi-ehon.jp/ 

 

剣淵観光協会HPムーニャ（パンフレットダウンロードページ） 

http://www.kembuchi-kankou.com/info/detail.php?id=60 

 

•  昭和６３年に町の若者たちが「けんぶち絵本の里を創ろう会」を結成、ユニー
クな取り組みとしてその名が全国に「絵本の里けんぶち」として広がる。 

• 平成１６年に「絵本の館」が新たにオープン。世界中の絵本約４万冊を収蔵し、
全国への貸し出しも行っている。 

• 図書館と美術館が一体となった「絵本の館」では、絵本原画展、読み聞かせ、
絵本づくり、体験事業など様々な活動のほか、来館者の投票によって賞を決
定する「けんぶち絵本の里大賞」を開催。 

• 道の駅「絵本の里けんぶち」では、絵本のコーナーを設け、自由に手に取って
読むことができる絵本のほか、絵本グッズ、オリジナルの小物などを販売。 

• 剣淵町を題材とした絵本「ムーニャとほしのたね」2000年にふるさと絵本大賞
を受賞し、ムーニャの散歩道としてウォーキングコースが設けられている。 

• 剣淵町の絵本の里づくりの取組は、2013年に映画「じんじん」として公開。 

• 剣淵保育所や剣淵小学校の壁画は、旭川市の絵本作家あべ弘士氏によって
描かれている。 

 

出典：剣淵町観光協
会HP、道の駅「絵本

の里けんぶち」HP 

ムーニャの散歩道 道の駅「絵本の里けんぶち」絵本コーナー 

剣淵小学校 剣淵保育所 

「絵本の館」外観と中の様子 

    取組事例㉝ （テーマ性のある地域活性化の取組） 
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エコミュージアム構想（中川町） 
• 中川町の有形無形の地域財産、史跡や町に広がる白亜紀の地層から産出す

る化石類、そして中川町に住む町民ひとりひとりの記憶や生活の知恵などを
全国へ情報発信し、次世代へ引き継ぐ取り組みを行っている。 

• 中川町エコミュージアムセンター「エコールなかがわ」が、中川町エコミュージ
アム構想を展開していくうえのコア施設（中枢）となっている。閉校した佐久中
学校を利用し、宿泊研修施設を併設した自然誌博物館。 

• 中川町エコミュージアムセンターを拠点に、学術研究や化石標本の蓄積、地
層観察教室や講演会の開催、小中学校や各種団体への体験学習の実施、町
内外における展示物などの情報発信を行っている。 

施設概要図 

出典：中川町HP、エコミュージアムセンターHP 

施設外観 

地域の 
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資料：紋別市ＨＰ(http://mombetsu.jp/soshiki/sangyo/syoukou/news/2016-0119-1356-126.html) 

名寄線代替バス フリーパスポート（名寄線代替バス運営協議会） 

■期間 
 平成３０年２月１日（木）～３月３１日（土）  
■対象路線 
 興部線（名寄⇔興部、興部⇔紋別）、 
 遠軽・紋別線（紋別⇔遠軽）、湧別線（湧別⇔遠軽） 
 （※走行経路が一部同じでも、上渚滑線や雄武線、下川線 
   など対象とならない路線バスがある）  
■対象者 
 観光客、地域住民等  
■販売場所 
 ・名士バス本社 ・なよろ観光まちづくり協会（よろーな内） 
 ・下川事業協同組合 ・西興部村旧浅野食堂 
 ・道の駅おこっぺ ・北紋バス本社 
 ・紋別バスターミナルくるりショップ  ・湧別町商工会 
 ・遠軽バスターミナル（北海道北見バス遠軽営業所）  
■種類・金額 
 ２day ３，０００円（子供半額）、３day ４，２００円（子供半額） 

フリーパスポート パンフレット 

    取組事例㉞ （広域周遊を可能とする路線バス連携） 

○名寄線代替バス運営協議会では、平成３０年２月１日（木）から３月３１日（土）にかけて、名寄線代替バス（遠軽－名寄間）が２ 
 日間または３日間の設定で乗り放題となる「フリーパスポート」を販売。 
○周辺エリアでは、この期間、冬まつりやクロスカントリー大会等のイベントが開催されており、観光客だけでなく、地域住民も購 
 入可能。 
○料金は、２日間で約23％、３日間で約46％通常料金より割安に設定し、冬期間の観光はもちろんのこと、地元への帰省、連続 
 した通院など、身近な生活の移動手段として利用できる。 
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    取組事例㉟ （移住・定住の取組） 

【道における移住・定住促進の主な取組について】 

移住情報の発信・相談機能の強化 

• 本道の人口減少が進む中、移住・定住の取組は社会増に向けた重要な施策の一つであり、昨年度、東京に設置した移住
相談窓口を効果的に活用するとともに、仕事に関する情報提供の充実、若年層への働きかけなどに取り組み、市町村や
民間と連携して幅広い世代の移住を促進する。 

○ 「北海道ふるさと移住定住推進センター」設置 
    （愛称「どさんこ交流テラス」） 
 ・ 平成２８年１０月、東京交通会館内に移住相談窓口を開設し、きめ細かな 
  相談対応や情報発信を実施。 
 （相談実績）  ４２１件、５０９人 (H28.10.1～29.3.31) 
 ・ 同会館内のアンテナショップ「どさんこプラザ」や観光案内窓口「どさんこ旅 
  サロン」と連携し、食や観光とあわせて北海道の魅力を一体的にＰＲ。 

就業等による移住の促進 

○ローカルワークコーディネーターの配置 
 ・地域に潜在するしごと情報の掘り起こしを行う「ローカル 
  ワークコーディーター」を各地域に配置し、企業情報や求人 
  情報をポータルサイトで発信。 
 ・農林水産業の６次産業化や地域資源を生かした観光業 
  など魅力ある仕事情報を紹介（上川のエリアコーディネー 
  ター：２名）。 
 （Ｈ２８）  企業情報６３２件、求人情報延べ２９３件 

資料：北海道上川総合振興局 

北海道ふるさと移住定住推進センター

１階（サテライト窓口）

【物産】
どさんこプラザ

・具体的な移住相談の場合は８階を、
観光相談の場合は３階を案内

【移住】
ふるさと移住定
住推進センター

【観光】
どさんこ旅サロン

３階

８階

【移住】
ふるさと移住定
住推進センター
（札幌）

東京センター
（どさんこ交流テラス）

・観光振興機構が（株）ツーリストエキ
スパーツ（近ツリ子会社）に委託

・札幌市東京事務所内に設置

・移住希望者への相談対応
・道の移住施策の企画立案・実施
・関係機関との連携

・移住希望者への相談対応
・「北海道ウィーク」など市町村と連携

したセミナーの開催
・振興局・市町村の個別相談の実施

１階・３階・８階が連携することで、交通会館
を北海道の情報拠点として、ワンストップ
サービスを実現。

札幌センター（H27.10.7開設）

連携

・潜在的移住予備軍（旅行者）に対し、
簡易な相談対応を実施

【旅行】
近畿日本ツーリスト
有楽町営業所に
サテライト窓口を
設置

１階

道庁

・移住・観光の
パンフレットを
設置

・電子媒体を活用した移住イベン
トの告知など

連携

連携

○ 「北海道ウィーク」の実施 

 ・「どさんこ交流テラス」において、特定の地域を集中的にＰＲし、セミナーや 

 個別移住相談会を開催する「北海道ウィーク」を実施。 

       「北海道ウィーク」を活用し、旭川市、鷹栖町、当麻町、 
       比布町と上川総合振興局が連携した移住セミナー及び 
       移住相談会を開催。 
 【28年度】平成29年2月24日 【29年度】平成30年１月14日（予定） 

上川の取組 

      上川地域のローカルワークと暮らしの魅力を移住希望者    
      に向けて情報発信するためのPR誌を作成。 

上川の取組 

若年層への働きかけ 

○「ふるさとワーキングホリデー事業」の実施 
 ・都市部の若者が一定期間、地域で働き、滞在しながら地域の暮らしを 
 学ぶ 「ふるさとワーキングホリデー事業」を実施。 
 ・観光業、飲食業、農業、まちづくりや国際交流の取組等に従事。 
 ・Ｈ２８の参加者のうち１名が移住（上川管内）。 
 

         上川総合振興局移住・定住推進連絡会議の開催 
上川の取組 

地域における移住定住の推進 

Ｈ２８（冬季） 
全道 

上川 Ｈ２９（夏季） 

全道 
上川 

受入市町村 １６市町村 ４市町村 １６市町村 ５市町村 

受入企業 ２５ ６ ２３ １１ 

受入者数 ６０名 １０名 ４０名 １５名 
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    取組事例㊱ （移住・定住の取組） 
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中川町 

和寒町 

幌加内町 

各市町において、移住、定住促進策として、子育てのしやすさなどをＰＲした情報提供、新規就農支援、短期移住体験、移住 
促進ツアーなど多様な取組がなされている。 

出典：名寄市、士別市、剣淵町、下川町、美深町、和寒市、音威子府村、中川町、幌加内町ＨＰ 

和寒町HP（上：移住体験ページ、下：引用パンフ 

http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/affairs/city-building/why-live/ 

http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/affairs/files/2017/05/5a152676d75528d87b33a2bfb1547d1b.pdf 

 

音威子府村 

https://www.vill.otoineppu.hokkaido.jp/kakuka/chiikishinkou/oshirase/tankiizyu.html 

 

中川町（上：移住体験ページ、下：引用パンフ 

http://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/category/iju/iju01.html 

http://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/category/iju/documents/nakagawa_chottogurashi_guidebook.pdf 

 

幌加内町 

http://www.town.horokanai.hokkaido.jp/archives/1528 

「中川町でのちょっと暮らし」概要 「幌加内町お試し住宅」の概要 

• 幌加内町への移住に関心の
ある方を対象に、一定期間
（１週間～１カ月程度）幌加
内町での生活環境を体験す
るための住宅を整備している。 

• 住宅使用料 

夏季（5～10月）2,000円/日 

冬季（11～4月）3,000円/日 

美深町 剣淵町 下川町 名寄市 

士別市 

音威子府村 
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資料：下川町資料（https://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/section/shinrin/biomass.html ） 

森林バイオマスエネルギーの活用による地域づくり（下川町） 

■木質バイオマスエネルギーの取組 

• NEDOの地域新エネルギービジョン策定等事業により、木質バイオマスを含む新エネルギー全般の初期調査を実施。 

• 公共施設で最もエネルギー消費が多く、CO2を多く排出していた公共温泉「五味温泉」への導入可能性調査を実施。 

• 平成17年に「五味温泉」に180 kW木質ボイラを導入、 CO2とコストの削減、地域内エネルギー資金循環を実施。 

• その後、「環境モデル都市」、「環境未来都市」、「森林総合産業特区」、「バイオマス産業都市」等の認定・選定・指定。 

• 順次、公共施設を中心に森林バイオマスエネルギーを導入。 

• 燃料用チップ製造を行う原料製造施設を整備し、現在公共施設の暖房等に活用。 

▽木質バイオマスボイラーの導入 

資料：下川町資料http://hokkaido-tree.main.jp/shimokawa/tree/ikasu/） 

    取組事例㊲ （バイオマスエネルギーの活用） 

出典：下川町HP 

燃料用チップ 
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    取組事例㊳ （地域防災力の向上） 

防災セミナー、防災訓練等の実施水害対応タイムラインの作成

想定最大規模の洪水に対応したハザードマップの作成

想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域（天塩川上流より抜粋）

自治体により想定最大規模の洪水に対応したハザードマップを作成

地域の災害対応力の強化

水害対応タイムラインや想定最大規模の洪水に対応したハザードマップを作成し、防災訓練、防災教育を実施するな
ど地域の災害対応力を強化

防災担当者、水防資機材等の情報共有 重要水防箇所の合同点検

市民向け防災セミナーで浸水想定区域図の説明、グループ討議

住民避難訓練 降雨体験を受ける児童

※２「洪水ハザードマップ」とは、洪水浸水想定区域図に避難場所やその他必要事項を
掲載した地図

※３「洪水浸水想定区域」とは、想定上最大規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸
水が想定される区域であり、浸水深、浸水継続時間等と併せて公表している。

※１「水害対応タイムライン（防災行動計画）」とは洪水の発生を前提に、「いつ」、
「誰が」、「何をするか」をあらかじめ時系列で整理した計画。

※１

※２

※３
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    取組事例㊴ （安全安心な暮らしを支える基盤整備） 

サンルダム建設事業 

○サンルダム建設事業は、天塩川水系のサンル川に「サンルダム」を建設する事業で、洪水調節、流水の正常な機能  
 の維持、水道用水の供給、発電を目的としています。平成30年度の完成を目指して事業を進めています。 
 

○目的 
(1)洪水調節 
  サンルダムの建設される地点における計画高水流量700m3/sのうち、610m3/sの洪水調節を行います。 
(2)流水の正常な機能の維持 
  下流の既得用水の補給等流水の正常な機能の維持と増進を図ります。 
(3)水道用水 
   名寄市の水道用水として、名寄市真勲別地点において新たに1日最大1,510m3、下川町の水道用水として、下川町 
 北町地点において新たに1日最大130m3の取水を可能とします。 
(4)発  電 
   ほくでんエコエナジー株式会社が、サンルダムの建設に伴って新設するサンル発電所において、最大出力1,100kw 
 の発電を行います。 

ダム完成予想図 工事中の状況（H29.10） 
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官民連携による流雪溝を活用した冬期交通の確保（名寄市、士別市、下川町） 

■流雪溝投雪の取組 
• 北海道でも有数の豪雪地帯である名寄市周辺では、流雪溝を活用した除雪が行われている 

• 流雪溝の整備、維持管理は国や道などの官が行い、投雪作業は地域住民やボランティアが担っている 

• 官民連携による冬期交通確保、快適な沿道環境を実現 

▽流雪溝の構造 

    取組事例㊵ （冬期交通の確保と暴風雪災害時の細かな地域支援） 

▽流雪溝中央監視室（士別市） 

流雪溝名 箇所名 路線 市区町村 
道路延長 
（m） 

のべ延長 
（m） 

標準断面 
（H×L） 

完成 
年度 

取水 
河川名 

排水 
河川名 

取水方式 

名寄流雪溝 名寄市市街 40 名寄市 1,598  3,196  0.8×1.2 平成13 【地下水】 豊栄川 ポンプ 

士別流雪溝 士別市市街 40 士別市 1,812  3,624  0.8×0.6 平成7 天塩川 剣淵川 自然流水 

下川流雪溝 下川町市街 239 下川町 880  1,760  0.8×0.6 平成2 名寄川 安平川 自然流水 

▽投雪状況（士別市） ▽投雪状況（下川町） 

暴風雪災害に備えた関係機関相互の連携強化 

■冬期道路維持管理情報共有会議（北部地区） 
• 災害防止及び災害時発生時の被害拡大を防止するため、各地区毎に防災連絡協議会が設置さ

れている。そのうち、冬期の災害防止及び冬道の安全な交通を確保するため、「冬期道路維持管
理情報共有会議」を設置し、関係機関相互の連携強化を図っている。 

   【開発局、建設管理部、名寄市、士別市、剣淵町、下川町、警察、消防、ＮＥＸＣＯ東日本、北電】 

 

• 各管理者毎の除雪体制及び暴風雪災害発生時の連絡体制確認の他、リエゾン・TEC-FORCE等

の技術支援、更には災害対策基本法改正にともなう、建設機械の貸付等、各種地域支援制度に
ついて情報共有を図っている。 

▽冬期道路維持管理情報共有会議 

（北部地区） 
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所得・雇用の確保 

生活機能・集落機能の確保 

地域の魅力向上 

安全・安心な社会基盤の形成 

・道の駅の防災拠点化 

・津波対策施設の取組 

・地域防災力向上に係る取組 

 （ハザードマップ、防災訓練、防災教育等） 

・安全安心なまちづくり（北海道緊急治水対策プロジェクト等） 

・国土強靭化に資するインフラ老朽化対策の推進 

   釧路モデル地域における生産空間を支える取組事例 

・肥培かんがい施設、農業用排水施設の整備 

・地域内外の認知度・高付加価値化・ブランド力向上の取組 

・地域が一体となり、地域の魅力を発信し、食の取組を推進 

（くしろシーサイドグルメキャンペーン） 

・担い手確保（酪農支援。新規就農、継承支援） 

・スマート農業（ICT導入の効果検証） 

・ICT農業による営農 

・釧路港の整備などによる生乳の移出 

 

・コンパクトなまちづくりの推進（福祉・医療・文化施設拠点化） 
・立地適正化計画、地域公共交通網形成計画 

・地域内交通の結節点としての道の駅の活用 

・道の駅間物流ネットワーク構築（おいしい道の駅）  

・道の駅情報拠点化 

・公共交通への利用転換促進 

・貨客混載 

・市街地間のアクセス改善（バス交通の利便性、利用率向上、除排雪等） 
・乗り合いタクシーやデマンドバスなど地域内交通の確保 

・ＩＣＴを活用した地域医療システムの推進 

・ドクターヘリランデブーポイントの確保（アクセス時間短縮） 
・新エネルギー、バイオマス関連施策 

・河川、道路管理用光ファイバの民間利用者等への開放 

・道路ネットワークの強化（北海道横断自動車道 本別～釧路） 

・釧路湿原自然再生の取組 

・カヌーツーリズム 

・クルーズ船寄港時のおもてなし 

・北海道マリンビジョン関係の水産物直売、ＰＲ 

・サイクルツーリズム（阿寒・摩周・釧路湿原ルート） 
・広域観光周遊ルート （アジアの宝 悠久の自然美への道 ひがし北・海・道） 
・釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイ 

・ウェルカム道東道！！オールくしろ魅力発信協議会 

・観光立国ショーケースの取組 

・観光地域づくり（日本版ＤＭＯ） 
・アニメ・漫画による観光誘致 

・移住・定住の取組、地域おこし協力隊による地域情報の発信 

・インフラツーリズム、ファームツーリズム、歴史的構造物の有効活用 

取組事例収集終了後 差替 

下線の内容を追加しました（ドーコン） 

・「わが村は美しく－北海道」運動コンクール受賞
者による試食販売、パネル展 

・交付金やまちづくりについての各種支援に
関する情報提供及び調整 

釧路沿岸モデル地域

1/25ドーコン 
色調整 

地域の魅力向上 

安全・安心な社会基盤の形成 生活機能・集落機能の確保 

所得・雇用の確保 

・地域防災力向上に係る取組 

 （被害軽減施設等の整備、ハザードマップ、防災訓練、防災教育等） 

・津波対策施設の取組 

・道の駅の防災拠点化 

・積雪結氷時の地震・津波などの複合的な冬期災害の発生への備え 

・雪害・暴風雪対策（パンフレット、出前講座・講演会など） 

・北海道太平洋側港湾ＢＣＰの策定 

・安全安心なまちづくり（北海道緊急治水対策プロジェクト等） 

・国土強靭化に資するインフラ老朽化対策の推進 

・肥培かんがい施設、農業用排水施設の整備 

・地域内外の認知度・高付加価値化・ブランド力向上の取組 

・地域が一体となり、地域の魅力を発信し、食の取組を推進 

（くしろシーサイドグルメキャンペーン） 

・担い手確保（酪農支援。新規就農、継承支援） 

・スマート農業（ICT導入の効果検証） 

・ICT農業による営農 

・釧路港の整備などによる生乳の移出 

・輸出力強化、品質確保の取組 

・漁港の衛生管理対策の推進（厚岸漁港の屋根付き岸壁） 

・育てる漁業による計画的・安定的な漁業の推進 

・森林の維持・育成による水産資源の維持 

・コンパクトなまちづくりの推進（福祉・医療・文化施設拠点化） 
・立地適正化計画、地域公共交通網形成計画 

・地域内交通の結節点としての道の駅の活用 

・道の駅間物流ネットワーク構築（おいしい道の駅）  

・道の駅情報拠点化 

・公共交通への利用転換促進 

・貨客混載 

・市街地間のアクセス改善（バス交通の利便性、利用率向上、除排雪等） 
・乗り合いタクシーやデマンドバスなど地域内交通の確保 

・ＩＣＴを活用した地域医療システムの推進 

・ドクターヘリランデブーポイントの確保（アクセス時間短縮） 
・新エネルギー、バイオマス関連施策 

・河川、道路管理用光ファイバの民間利用者等への開放 

・道路ネットワークの強化（北海道横断自動車道 本別～釧路） 

・釧路湿原自然再生の取組 
・カヌーツーリズム 
・クルーズ船寄港時のおもてなし 
・北海道マリンビジョン関係の水産物直売、ＰＲ 
・北海道アドベンチャートラベル協議会 
・サイクルツーリズム（阿寒・摩周・釧路湿原ルート） 
・広域観光周遊ルート （アジアの宝 悠久の自然美への道 ひがし北・海・道） 
・釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイ 
・ウェルカム道東道！！オールくしろ魅力発信協議会 
・観光立国ショーケースの取組 
・観光地域づくり（日本版ＤＭＯ） 
・映画等のロケ地プロモーション 
・アニメ・漫画による観光誘致 
・移住・定住の取組、地域おこし協力隊による地域情報の発信 
・インフラツーリズム、ファームツーリズム、歴史的構造物の有効活用 

・「わが村は美しく－北海道」運動コンクール受賞
者による試食販売、パネル展 

・交付金やまちづくりについての各種支援に
関する情報提供及び調整 

釧路沿岸モデル地域

追加前 追加後 

地域の魅力向上 

安全・安心な社会基盤の形成 生活機能・集落機能の確保 

所得・雇用の確保 
・酪農経営に必要な生産基盤の整備等 
・高付加価値化の取組等 
・雇用創出・ブランド化 
  ・パプリカ、くしろプライド釧魚等（釧路市） ・ほくげん大根、植物工場、昆布森産ウニ等（釧路町） 
  ・ウイスキーづくり、弁天かき等（厚岸町） ・養殖ウニ（浜中町） ・メガソーラー（釧路町、白糠町） 
  ・ふるさと納税を通じた食と食材ＰＲ、しそ焼酎（白糠町） 

・地域一体となった取組 
・「酪農支援」の取組 
・釧路港国際物流ターミナル整備  
・【釧路港】～首都圏への生乳の供給  
・輸出力強化の取組  
  ・北海道食の輸出拡大戦略     ・北海道総合開発計画における施策展開 
  ・「食」のワンストップ輸出実現に向けた調査 

・品質確保の取組 

・【厚岸漁港】～屋根付き岸壁の整備 
・育てる漁業 
・植林による水産資源の維持 

・「立地適正化計画」の取組 

  ・「立地適正化計画」コンパクトなまちづくり（釧路市） 

・道の駅関連施策 

  ・有機的・総合的な取組例（「道の駅」への機能集約・強化 

・地域公共交通網形成計画」の取組  

・高齢者の公共交通への利用転換促進事業」の取組 

・エネルギー関連の取組  

  ・畜産系バイオマス活用の先進事例（釧路市） 

  ・水素サプライチェーンを構築する実証実験（釧路市・白糠町、庶路ダムの小水力発電所） 

  ・木質バイオマス活用（白糠町） 

 

 

・地域防災力向上 

  ・ハザードマップの作成、防災訓練等の実施 

  ・津波漂流物対策施設 

  ・道の駅 の防災拠点化（厚岸グルメパーク） 

  ・積雪結氷時の地震・津波などの複合的な冬期災害の発生に備えた連携強化 

  ・雪害・暴風雪を踏まえた新たな取組 

  ・津波浸水予測図 、津波ハザードマップの作成・公表 

  ・冬期太平洋側港湾の防災連携 

・釧路湿原自然再生事業  
・国際クルーズ受入機能高度化事業（釧路港）  
・【釧路港】クルーズ船寄港時の学生ボランティアによるおもてなし等 
・厚岸地域マリンビジョン  
・アドベンチャートラベル  
・サイクルツーリズム  
・広域観光周遊ルート 
・釧路湿原･阿寒･摩周シーニックバイウェイ 
・地域が連携した取組 
  ・ウェルカム道東道!!オールくしろ魅力発信協議会    ・釧路根室圏まちとくらしネットワークフォーラム 

・観光立国ショーケース  
・観光地域づくり：日本版ＤＭＯ   ・映画等のロケ地プロモーション
             ・アニメ・漫画による観光 
                        ・移住・定住の取組 
                                                                 ・移住体験住宅やワンストップ窓口など多様な取組 
                                                                                            ・釧路市における移住・定住の取組 

1/30ドーコン
ロゴを追加し
ました。 



    取組事例① （酪農経営に必要な生産基盤の整備等） 

 浜中町産牛乳ブランドの展開 農業農村整備事業 国営環境保全型かんがい排水事業 

○農業の経営力強化と所得確保に向けて、酪農地帯においてかんがい排水施設の整備等を推進。 
○肥培かんがい施設及び浄化型排水施設の整備により、家畜ふん尿を有効に活用し、粗飼料の増収と営農 
 経費の削減による所得向上が期待できる。併せて、自然環境の保全や河川の水質改善に貢献する。 
○高品質な生乳の生産により、新たなブランドの展開が可能になる。 

かんがいの写真 釧路開建ＨＰより  

http://www.hkd.mlit.go.jp/ks/nougyou_kaihatu/obpsos00000003cu.html 

農業用排水施設 肥培かんがい施設 

H23までに事業が実施
された浜中町では、
家畜ふん尿を農地に
還元する資源循環型
農業が展開されてい
ます。 

（農業計画課・釧路開建） 

国営環境保全型かんがい排水事業「はまなか地区」 

ふん尿を効率的に牧草畑へ還元（肥料の節減、 

牧草の収量向上等） 

消費者へ安全、安心な牛乳、乳製品を提供す 

るため、各農家のふん尿、土壌、飼料、生乳な 

どを分析し、営農指導を行っている 

ふん尿分析 

農地還元 

ロール状に刈り取ら 

れた牧草と牧草を 

食む乳牛 

浜中町産牛乳ブランドである 

高品質生乳は、 

カルピス、タカナシ牛乳 

ハーゲンダッツアイスクリーム 

に加工されています。 

タカナシ乳業北海道工場(浜中町) 

土壌分析 

飼料分析 

平均23％ｱｯﾌﾟ 

53%削減 

出典：釧路開発建設部調べ 

 

出典：釧路開発建設部調べ 
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再確認 

変更なし 

JA浜中町 
http://www.ja-hamanaka.or.jp/highqualitymilk/ 

インターネット上では確認できませんでした 

出典：JA浜中町 
http://www.ja-hamanaka.or.jp/highqualitymilk/ 

1/30ドーコン
タイトルを一
部変更しまし

た。 

取組事例①（酪農経営に必要な生産基盤の整備など） 

所得・雇用 
の確保 

http://www.ja-hamanaka.or.jp/highqualitymilk/


    取組事例② （高付加価値化の取組等） 

■野菜の産出額（釧路沿岸モデル地域）

釧路沿岸モデル地域
（釧路市・釧路町・厚岸町・浜中町・白糠町）及び
根室支庁管内の農産物 

・十勝川西に変わる農産物に差し替え
→➀増加傾向を数値で表せる品目、
加工品等の写真提供をお願いします。 
（農業計画課・釧路開建に依頼） 

854 916
1199

1498 1511
93 104

125

275 331

563 336

449

554
664

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H22 H23 H24 H25 H26

農畜産物・農畜産加工品の輸出額推移

農畜産

加工品

その他

農産物

ナガイ

モ

1,510
1,356

1,774

2,327
2,505

(百万円)

(年)

現状：移植（ペーパーポット） 畑地かんがい導入後：直播

マルシェ山花（釧路市）
新鮮野菜の直売、牛乳加工食品等の販売

のほか、収穫祭の開催による交流の取組を
実施しています。 

昆布森漁業協同組合女性部（釧路町） 
 地域特産物の昆布や魚介類を加工・販売し
付加価値の向上や、料理教室の開催による普
及啓発の取組を実施しています。 

輸出向け生産量の増加 

「十勝川西長いも」の例 

資料：北海道 

「わが村は美しく－北海道」運動 Ｈ２４ 

http://www.hkd.mlit.go.jp/ks/toti_kairyou/obpsos000000059o-att/24-06.pdf

○冷涼な気候を活かした野菜の生産・販売が拡大している。
○高付加価値化をめざし、農水産物の加工や販売などに取り組んでいる例がある。

６次産業化の取組 

■だいこんの作付面積（釧路町）
（億円） （ha）

野菜の生産・販売の拡大 

地域経済の基幹となる酪農 

■生乳の産出額（釧路沿岸モデル地域）
（億円）

局農業計画課→開発調整課：
別ページに納めてみました 

1.9倍 1.9倍 

1.4倍 

出典：農林水産省「生産農業所得統計」 
出典：北海道農林統計協会「北海道農林水産統計年報」 

出典：農林水産省「生産農業所得統計」 
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出典：別海町ＨＰ 
http://betsukai-kanko.jp/betsukai-gurmet/ 

①『別海ジャンボホタテバーガー』
【全国ご当地バーガー初代日本一！】
新・ご当地グルメグランプリ北海道殿堂入り！

釧路町は「ほくげんだいこん」としてブランド化を展開 

再確認 

白糠町 
白糠酪恵舎 
チーズ工房に
差し替え 
追加 

出典：くしろ魅力なび （釧路総合振興局HP） 
http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/navi/index.html 

牛乳や乳製品等の製造・販売している釧路管内の
牧場や工房を紹介しています。 出典：白糠酪恵舎ＨＰ 

   http://rakukeisya.jp/ 

チーズ工房

コメント追加 
釧路町は「ほく
げんだいこん」
としてブランド

化を展開 

所得・雇用 
の確保 

http://betsukai-kanko.jp/betsukai-gurmet/
http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/navi/index.html
http://rakukeisya.jp/


    取組事例③ （雇用創出・ブランド化） 
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釧路市 

○釧路市では、気象条件を生かした野菜生産工場誘致や、地元資源のふきの産業化、鯖のブランド化などが進む。 
〇釧路町では、冷涼な気候や水はけのよい土質を生かした野菜生、高品質なウニなど海産物の出荷・販売も盛ん。 

• 冷涼な夏の気候を生かし、オランダ様式
の大規模ハウスで栽培、他の国産パプ
リカでは難しい夏~秋にかけて出荷。 

• 隣接工場からの蒸気供給、多様な物流
アクセスなども強み。 

■パプリカ 

■大ブキ 

• 蕗の皮を使用した手漉き和紙「富貴紙」
の普及促進を行っている。 

• 住民組織「音別ふき蕗団」による蕗栽培
の開始や、蕗のお菓子、佃煮等の商品
化が検討されている。 

■くしろプライド釧魚（せんぎょ） 

• くしろで水揚げされる豊富な水産物の中
から、特に生産者が自信と誇りをもって
おすすめする「旬」の魚を月ごとにPR。 

• シシャモ、トキシラズに加え、近年漁獲
が増加しているサバやマイワシをブラン
ド化（北釧鯖、北釧まいわし） 

• 釧路市・イトーヨーカ堂が「地産地消・地
場産品販路拡大に係る連携及び協力に
関する協定」を締結し地場産品のPR。 

出典：釧路市HP、広報くしろ 

北釧鯖おうえん大使の「さばくん」→ 

（釧路開建・各
自治体） 

ほくせんさば 

再確認 

朱書き部分追加 

• 釧路水産協会を中心にサバのブランド化の普及活動を行う 

• 〆サバ、塩サバ、オイル付け、サババーガーなどの加工品
もイベント等で販売 

• 全国水産加工品質審査会において、「釧鯖低温熟成一夜
干し」が大日本水産会会長賞を平成29年12月に受賞。 

• 釧路市・イトーヨーカ堂は「地産地消・地場産品販路拡大に
係る連携及び協力に関する協定」を締結し地場産品のＰＲ 

 

■ほくげん大根 

• 釧路町の夏場でも最高気温の平均が24℃程度と 涼しい冷涼な

気候と、水はけの良い「火山灰土質」を活かし釧路町と標茶町で
育てられ ている。 表面が白くなめらかで美しい見た目と、噛んだ
時の果物のようなみずみずしさ ・甘さも感じられる味わいが特徴。 

■白かぶ 

• 冷涼な気候を活かし、甘みの強い白かぶのブランド化を推進中。 

•  「釧路町産」がわかるよう独自パッケージを製作予定。 

■植物工場による、ミニトマトやパプリカ等の通年での生産・出荷 

• 植物工場のメリット・・・通年で安定的な生産が可能となる 

• 釧路町のメリット・・・日照時間が長い、夏の冷房費削減 

■昆布森産ウニ 

• 昆布森産昆布を食べて成長、水っぽさが無く、身が締まり、
最上級の逸品 

• 釧路町ふるさと納税返礼品の中でも1位の人気 

• 品質向上を図るため、殺菌塩水自動製造供給設備を導入し、
鮮度を保ち、衛生的、安全な提供を図る。 

■大型海産物店の進出 

• 道東最大級の大型展示水槽を備え、海産物を「買う、食べる、
見る」ことができる海産物販売の大型店が進出。 

釧路町 

釧路市を左側、釧
路町の事例を追加
して右側に整理し
ました（1/22ドー
コン） 

出典：釧路町HP 出典：ふるさと納税サイト 

1/30ドーコン 
タイトルに 
番号追加 

所得・雇用 
の確保 



厚岸町 浜中町 

○各市町において、地域の気候・環境を生かして、高品質の特産品生産や食のブランド化が行われている。 
○食の分野だけでなく、工業団地や遊休地を活用したメガソーラー発電所の設置など、地域の特色を活用した産業
化の取組が進んでいる。 

出典：厚岸味覚ターミナル・コンキリエHP、堅展実業㈱厚岸蒸溜所HP、厚岸町地域おこし協力隊ＦＢ 

• 堅展実業㈱厚岸蒸溜所が北海道で80年ぶり2カ所目と
なるウイスキーづくり 

• ウイスキーの原料となる大麦の栽培試験に着手、オー
ル厚岸産※を目指す ※大麦、ピート、樽のミズナラ材 

• オイスターバールなどでの提供、蒸留所の見学ツアー、
麦芽の絞りかすを使用した牛の飼育を実施 

釧路町 

• 遊休地を活用したメガソーラー発電所「すずら
ん釧路町太陽光発電所」が着工（2020年1月完
成予定）。蓄電池を併設、太陽電池容量が92メ
ガワットと国内最大級（一般家庭約2万1300世
帯分／年間） 

• ユーラスエナジーホールディングスが白糠町の
白糠工業団地に当時道内最大規模（一般家庭
約9,600世帯分／年間）メガソーラー発電所を
建設 

■ウイスキーづくり 

■弁天かき 

• 東日本大震災で宮城の種苗
が大打撃を受け、厚岸漁協が
自前種苗生産 

出典：浜中町HP（浜中町の漁業） 

■養殖ウニ 

出典：広報あっけし、厚岸味覚ターミナル・コンキリエHP 

■メガソーラー 

（釧路開建・各
自治体） 

白糠町 

再確認 

白糠町 
メガソーラー

追加 

■ウイスキーと食の展開 

• コンキリエのオイスターバールでウイスキーに合うメニューの開発・提供 

• ウイスキーに合う地場産品を使った加工品の開発支援を検討 

出典：堅展実業㈱厚岸蒸溜所HP、厚岸味覚
ターミナル・コンキリエHP 

• ウイスキー＆カキのイベント開催の
検討など 

• 昆布だけで育てるため品質が均一で、
最高級と評価 

• 養殖ウニの安定収入は若い後継者の
力にするため、主力の昆布漁に次ぐ柱
に育てる方針 

• 養殖ウニの先駆けで最高級と評価 

• 昆布だけで育てるため品質が均一で、天然ウニより高値 

• 養殖ウニの安定収入は若い後継者の力にするため、主力
の昆布漁に次ぐ柱に育てる方針 

旧 

■散布養殖ウニ 修正しました
（1/22ドーコ

ン） 
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1/30ドーコン 
タイトルに 
番号追加 

1/30 ドーコン 
全体にあわせて
フォーマットを
修正しました 

    取組事例④ （雇用創出・ブランド化） 所得・雇用 
の確保 



白糠町 

○ふるさと納税感謝特典制度による地域の特産品生産や食のＰＲが行われている。 
○ふるさと納税返礼品カタログは、町長や生産者の似顔絵、イラストによる特産品の説明がわかりやすく紹介さ
れている。 

■メガソーラー 

白糠町・釧路市の工業団地 

（釧路開建・各
自治体） 

白糠町 

■鍛高しそ畑 

• 全国でも有名なしそ焼酎「鍛高譚」。白糠町は鍛高譚の
原料となる「しそ」の産地で、近年は「鍛高譚の梅酒」も
販売されている。 

■しそ焼酎「鍛高譚」のふるさと 

• 楽天ふるさと納税すべてのお礼の品総合ランキング１位
の「いくら」のほか、さけ・毛ガニ・ししゃもなどの水産物、
エゾ鹿のジビエ食品、 豚丼などの人気商品がライン
ナップされている。 

• エゾ鹿ハンティング体験、船釣り体験など海と山、そして
食と、白糠らしい体験メニューもある。 

■ふるさと納税を通じた食と食材のＰＲ 

出典：白糠町HP 
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再確認 

新規追加 1/30ドーコン 
タイトルに 
番号追加 

1/30 ドーコン 
全体にあわせて
フォーマットを
修正しました 

    取組事例⑤ （雇用創出・ブランド化） 所得・雇用 
の確保 



    取組事例⑥ （地域一体となった取組） 

出典：くしろシーサドグルメ （釧路・阿寒湖観光公式サイトHP） 
http://ja.kushiro-lakeakan.com/s/ 

北太平洋シーサイドラインに面した釧路管内5市
町(白糠町・釧路市・釧路町・厚岸町・浜中町)の
参加飲食店12店舗で、シーフードを使用した各
店おすすめの「シーサイ丼」を満喫しよう！さら
に、各対象店舗で配布のアンケートに記入して
応募いただくと抽選で20名の方に「くしろ管内の
豪華特産品セット」をプレゼントいたします。 

資料：北海道 

〇「くしろシーサイドグルメ」や「くしろ魅力ナビ」など地域一体となった活動により、地域の魅力を発信し、農水産物
の販売などに取り組んでる。 
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北太平洋シーサイドラインに面した釧路管内5市町(白糠町・釧路市・釧路
町・厚岸町・浜中町)の参加飲食店12店舗で、シーフードを使用した各店お
すすめの「シーサイ丼」を満喫しよう！さらに、各対象店舗で配布のアン
ケートに記入して応募いただくと抽選で20名の方に「くしろ管内の豪華特産
品セット」をプレゼントいたします。販売している釧路管内の牧場や工房を紹
介しています。

出典：くしろ魅力なび （釧路総合振興局HP） 
http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/navi/index.html 

出典：オールくしろドライブガイド 
（釧路総合振興局HP） 
http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ 

ts/tss/doutoudou/miryoku/miryoku02.html 

冬の野鳥観光の取組事例 

再確認 

（釧路総合振興局） 

変更なし 

所得・雇用 
の確保 

http://ja.kushiro-lakeakan.com/s/
http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/navi/index.html
http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/doutoudou/miryoku/miryoku02.html


    取組事例⑦ （「酪農支援」の取組） 

酪農経営の安定化・新規就農の受入れ 

〇酪農経営の生産コスト低減と安定化を図るため、酪農経営の大型化、酪農機器の自動化が進んでいる。 
○地域農業協同組合では、ＴＭＲ（混合飼料）センターの整備、酪農ヘルパーや酪農技術などの支援サポート、
新規就農者の受け入れとして、研修や就農先の斡旋及び営農開始後の支援を行っている。 

出典：ＪＡ浜中町ＨＰ 

 

http://www6.marimo.or.jp/hmnk-new-farmer/ 

 

 新規就農への経済的支援策 

  ① リース料半額助成 

  ② 固定資産税相当の助成 

  ③ 融資制度（北海道農業公社） 

酪農経営は大型化し、酪農機器
の自動化が進んでいる。 

搾乳ロボット 
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出典：ＪＡ阿寒ＨＰ 

 

http://www.ja-akan.or.jp/ 

 

再確認 （釧路開建 

 釧路市 

 ＪＡ阿寒 

 浜中町 

変更なし 

1/30 ドーコン 
全体にあわせて
フォーマットを
修正しました 

所得・雇用 
の確保 



    取組事例⑧ （釧路港国際物流ターミナル整備） 
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〇穀物（飼料原料）の安定的かつ安価な輸送を実現することを目的として、我が国を代表する酪農地帯を背後に
抱える釧路港において、大型船舶による穀物の大量一括輸送を可能とする国際物流ターミナル(水深１４ｍ)の
整備を推進。  ※平成30年秋頃より供用開始予定 

【飼料原料の陸揚げ状況】 

出典：広尾町 

釧路
苫小牧

石巻

八戸

新潟

ﾊﾝﾃﾞｨｻｲｽﾞ船

ﾊﾝﾃﾞｨｻｲｽﾞ船

ﾊﾝﾃﾞｨｻｲｽﾞ船

【現状】

ﾊﾝﾃﾞｨｻｲｽﾞ船
(3～4万DWT)により
各港において調達

釧路

八戸

新潟 釧路港をファーストポートとした２港寄り、３港
寄りの実現により穀物輸入ネットワークを形成

ﾊﾟﾅﾏｯｸｽ船
満載入港

ニューオーリンズ
シアトル苫小牧

石巻

《解決すべき課題》 
● 岸壁水深の不足により、大型船が
満載で入港できず、減載して喫水調整
を行っての入港やハンディサイズ船での
輸送となり、非効率な輸送を余儀なくさ
れている。 

《課題解決に向けた施策》 
● 水深１４mの国際物流ターミナル
を整備することにより、大型船による
穀物の一括大量輸送を可能とし、効
率的な海上輸送網を形成する。 
● これにより、釧路港でのトウモロ
コシ物流コストの削減、連携対象港
との２港寄り・３港寄りを通じた大幅
な海上輸送コストの削減を図る。 

釧路港をファーストポートとした２港寄り、３港
寄りの実現により穀物輸入ネットワークを形成 

【将来】 

パナマックス船 

(約7万DWT） 
満載入港 

（トン） 
他港に寄港し 
減載入港 

※  連携対象港 

岸壁水深の不足により、
大型船が満載で入港
できない 

水深１４mの国際物流
ターミナルを整備、大型
船による穀物の一括大
量輸送を可能 

民間事業者による新規企業立地の例 

事業者：中部飼料(株) 

 新工場建設（配合飼料製造能力月2万トン） 

 平成30年5月着工予定、平成31年6月稼働予定 

総事業費：約63億円（土地3億円、工場60億円） 

雇用：約20人 

 ◇ターミナル整備に伴い、新たに飼料工場の建設
や、サイロの増設、荷役機械の整備などの民間企
業による投資が誘発されました。 

完成イメージ 

（港湾計画課） 再確認 

変更なし 

釧路

八戸

新潟 釧路港をファーストポートとした２港寄り、３港
寄りの実現により穀物輸入ネットワークを形成

ﾊﾟﾅﾏｯｸｽ船
満載入港

ニューオーリンズ
シアトル苫小牧

石巻
釧路港をファーストポートとした２港寄り、３港
寄りの実現により穀物輸入ネットワークを形成

【将来】

パナマックス船
(約7万DWT）

満載入港

※ 連携対象港

資料：北海道開発局 

3/7 

資料名：北海道開発局 

ドーコン付記しましたご確認願
います 

所得・雇用 
の確保 



    取組事例⑨ （【釧路港】～首都圏への生乳の供給） 

83 出典：広尾町 

出典：広尾町 

（港湾計画課） 

〇大型バルク船により穀物（とうもろこし）等を輸入、港湾背後の飼料工場で配合飼料を生産し、乳牛等を飼育。 

〇東北海道地域では、生乳を年間304万トン（全国の41％）※１を生産し、RORO船により首都圏へ毎日供給。 

  （牛乳1㍑パックに換算して毎日46万本分、搾乳の２日後には首都圏に供給） 

再確認 

茨城港日立港区等へ年間97万トン※３  アメリカ等から年間約106万トン※２ 

生乳 

～RORO船で
移出～ 

穀物等（飼料の原料） 

～大型バルク船で輸
入～ 

（出典） ※１：畜産統計(農水省) （2016年）、※２：釧路港統計年報(2015年)より、 ※３：釧路市情報提供（2013年） ※４：工業統計調査（2014） 

サイロ・飼料工場 生乳・酪農加工品、 
和牛子牛を全国へ供給 

船名： 第二ほくれん丸 
積載能力：12mｼｬｰｼ換算130台 

全長： 173m 

酪農家 

船名：GOLDEN KIJI 
積載量：76596DWT  
全長：225m  

東北海道地域のシェア  
・酪農家： 4,475戸（全国の26％）※1 

・乳用牛： 63万頭 （全国の46％）※1 

現在は減載入港 

＜参考＞ 

北海道の製造品等出荷額※４ 

乳製品製造業          4225億円 

肉加工業、畜産加工品業等  1847億円 

配合・単体飼料製造業      940億円 

↑北海道の乳製品・畜産・単体飼料製造業の規模追加。 

市町村限定の資料なし。４割規模から推測して頂く。 

3/7 

資料名：広尾町ＨＰ 

ドーコン付記しましたご確認願
います 

所得・雇用 
の確保 



    取組事例⑩ （輸出力強化の取組） 

北海道食の輸出拡大戦略 

〇北海道では、世界的な日本食ブームの広がりなどを受
け、成長する世界の食市場を北海道の食産業の成長に
つなげることを目的として平成30年に北海道からの食品
輸出額1,000億円を目指した「北海道食の輸出拡大戦
略」を策定し、「商流・物流網の整備」「輸出支援体制の
確立」「新たな市場への展開」などを進めている。 

出典：北海道食の輸出拡大戦略（北海道・平成28年） 

1

0 

http://www.ja-akan.or.jp/ 

 

再確認 

1/30ドーコン 
タイトルに 
番号追加 

北海道総合開発計画における施策展開 

〇国が策定した北海道総合開発計画においても、「世
界に目を向けた産業の振興」という主要施策の中の
１つ目に「農林水産業・食関連産業の振興」が位置
づけられており、数値目標として平成37年までに道
産食品輸出額1,500億円という数値目標が挙げられ
各種取組が推進している。 

主要施策 

 世界に目を向けた産業の振興 

重点施策 

 農林水産業・食関連産業の振興 

「食
」の
海
外
展
開 

輸出先となる国や事業者等から求められるＨＡＣＣＰ21、ハラール22、ＧＬＯＢＡＬ
Ｇ.Ａ.Ｐ.23等の認証取得の促進。 

輸出先の求める衛生基準に適応した施設整備。特に、北海道の食料品輸出額の
９割を占める水産物については、屋根付き岸壁の整備等の施設整備と併せた高
度衛生管理への対応を強化。 

海外市場への戦略的な展開を図るため、ターゲット諸国における市場ニーズや規
制など、現地情報の収集及び北海道内関係者への提供を強化 

輸出先のニーズに即した輸出競争力を持つ商品開発を促進 

アンテナショップ等を活用した海外への情報発信を強化し、商談会の開催やコー
ディネーターの活用等により、現地企業とのマッチングやネットワーク構築等を支援 

北海道産品のブランド力向上を図るため、道内観光地における外国人旅行者向
けＰＲや宿泊施設等における北海道産食材・食品でのおもてなしなど、食と観光の
連携を強化 

地理的表示保護制度の活用等により、ブランド保護を図る 

高コスト等の物流面での課題に対応するため、小口荷量の集約等による物流効
率化を図るとともに、鮮度保持技術等の先進的な輸送手法の活用を促進 

視点 
・世界的なブランド力を
活かし、拡大が見込
まれる世界市場で新
たな需要を開拓 

・政府目標 農林水産
品等輸出額１兆円達
成に貢献 

望ましい姿 
   又は行動の指針 
・品目毎の輸出力強化
を図り、着実に輸出
額が増加している状
態（毎年75～85億円
増）を目指す。 
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1/30 ドーコン 
全体にあわせて
フォーマットを
修正しました 

所得・雇用 
の確保 



「食」のワンストップ輸出実現に向けた調査 

○北海道産食品に係る輸出品目の裾野拡大等を促進するため、中小口貨物の輸出に関わる生産者、物流事業
者、商社等が輸出リスク等に関する情報を共有し得るプラットフォームの構築・強化を図る。 

○平成３０年以降、実証実験等を実施する予定。 
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H30：有識者等による検討会を開催し、①農水産品・食品の生産

者が抱える輸出課題の事例整理・分析と課題解決方法の検討・
実証実験、②各生産者の発送情報の統合・管理に向けた情報
収集・検討、ネットワーク構築を実施 

H31：関連団体と連携し、①実証結果の解析、解決方法の共有、

②発送情報ネットワークの試験運用と運用結果の解析を実施                      

・一般の中小口生産者にとっては、海外における①代金回収のリ
スク、②高い営業コスト、③複雑な輸出手続き等への対応が難
しく、海外展開への新規参入が困難 

・個別の輸送は、コンテナの空隙率を高めるなど非効率となるた
め、コストが増加 

・安定出荷している大口貨物にとって小口との混載は、アイテム

数増加に伴う、遅延・未達等の通関リスク増大となり困難         

・農水産品・食品の生産者が国内と同じ感覚で輸出するための中
小口輸出支援体制の拡充 

・輸送や農水産業のインフラ整備と連携した総合的な輸出推進体
制の構築 

・中小口輸送コンテナ等の発送情報を総合的に管理・提供する

ネットワークの構築と情報取得環境の整備 など                     

解決すべき課題 

課題解決に向けた施策 

北海道産食品に係る輸出品目の裾野拡大等を促進するため、中小口貨物の輸出に関わる生産者、物流事業者、商社等が輸出リスク等に
関する情報を共有し得るプラットフォームの構築・強化を図る。 

 食に関する北海道総合開発計画の目標の達成 
 （道産食品輸出額 2025年：1,500億円） 

我が国の課題解決への貢献 

調査内容 

  「食」のワンストップ輸出実現に向けた調査（新規）（優先課題推進枠）       

 

 

 

 

中小口輸出拡大 

道産食品輸出額の拡大 

中小口の参入者増加 

輸出品目拡大 

認知度・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ力 

向上 

【解決策の一例】 

一般中小口 

生産者 

輸出ﾘｽｸ軽減 

海
外
営
業 

マ
ッ
チ
ン
グ 

発
送
調
整 

輸
出
手
続 

代
金
回
収 

輸出ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ（代行） 
 

 

機能拡充 

海外市場へ 

1/30ドーコン 
タイトルに 
番号追加 

1/30 ドーコン 
全体にあわせて
フォーマットを
修正しました 

    取組事例⑪ （輸出力強化の取組） 所得・雇用 
の確保 

資料：北海道開発局 



    取組事例⑫ （品質確保の取組）  

〇食品の安全を確保していくためには、食品関係営業者が自主的な衛生管理に努め、消費者に対してより安全性の
高い食品を提供していくことが重要・不可欠なものとなっている。 

○北海道では、食品関係営業者の自主衛生管理をより一層推進し、道産食品の安全性確保と信頼性向上を図ること
を目的とした「北海道HACCP自主衛生管理認証制度」を平成19年に創設し、認証実績は年々拡大している。 
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北海道ＨＡＣＣＰ自主衛生管理認証制度 

出典：北海道「北海道HACCP自主衛生管理認証制度」 

■北海道ＨＡＣＣＰ自主衛生管理認証制度の評価基準 
• 北海道ＨＡＣＣＰ自主衛生
管理認証制度は、食品関係
事業者の申請に基づき、北
海道が独自に定めた基準を
満たしているか審査の上、
認証するものである。 

• 本制度がスタートした平成
19年度の認証施設はわずか2
施設のみであったが、平成
29年度(平成29年12月現在)
までに178施設まで拡大して
おり、食の安心・安全の確
保に向けた取組が着実に進
展している。 

■北海道ＨＡＣＣＰ自主衛生管理認証制度の評価基準 

出典：北海道「北海道HACCP自主衛生管理認証制度」 

出典：北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課調べ 

■これまでの認証実績 
（年度別累計認証施設数） 

■釧路沿岸モデル地域における認証施設 

施設 自治体 対象品目 

大塚食品株式会社 
釧路工場 

釧路市 清涼飲料水（マッチ缶） 

小川水産株式会社 
釧路工場 

釧路市 
うに（生食用） 
うに（生食用）塩水パック 

マルキ平川水産株式会社 浜中町 生うに、塩水うに 

出典：北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課ＨＰ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kse/haccp/ninsyo-tiikibetu.htm 

1/30 ドーコン 
全体にあわせて
フォーマットを
修正しました 

2/2 道庁食品衛生課
にヒアリングし、最新

値に修正 
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（施設数）
2015(H27)で登録施設数が急激に伸びている理由として
は、H27から札幌市食品衛生管理認証制度（しょくまる）と
の一部統合により、札幌市の事業者が更新時に北海道
HACCPを取得したことが一因と考えられる。 

所得・雇用 
の確保 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kse/haccp/ninsyo-tiikibetu.htm


○危害要因の混入リスクが高い漁港において鳥糞等の混入を防ぐための屋根付き岸壁や清浄海水導入施設を整備
し、漁港の衛生管理対策を推進。現在、厚岸漁港で屋根付き岸壁を整備中。 

（水産課） 再確認 

 屋外の陸揚げ作業は、異物混入による
危害の発生や温度上昇による品質低下等、
衛生管理上大きな問題。 

安全・安心な水産物の供給や 
EU等への輸出に大きな支障 

◇ 生産海域、生産漁船（陸揚含む）、加工場における衛生管理対策の推進。 

◇ 陸揚げ時における汚染を避けるため、漁港における衛生管理対策を推進
し、輸出促進にも貢献。 
・鳥糞や雨雪等の異物混入、温度上昇を防ぐ屋根付き岸壁  
・魚体、施設の洗浄に必要な清浄海水導入施設  

漁獲物に集まる鳥類 

野天での陸揚げ・選別作業 

電動ﾌｫｰｸ 清浄海水給水栓 電動ﾌｫｰｸ

屋根付き岸壁 荷さばき所 駐車場

ひさし

漁 船

岸壁

加工場

養殖場

漁 港海 域

輸送施設

荷捌き所（市場）

天然魚

HACCP認定工場 屋根付き岸壁での陸揚げ作業 清浄海水による魚体等の洗浄 

漁港での対策＜開発局で対応＞ 加工場での対策 

・細菌等の侵入を防ぐ
閉鎖型の荷捌所での
計量・箱詰め 

・水質の良い清浄海
水を用いた魚体洗浄 

 

・日差や鳥糞を防ぐ屋根付
き岸壁での陸揚・排気ガス
の出ない電動フォークリフ
トによる運搬 

 

・鮮度を保持したま
まトラックへ積込・出
荷 

 

      電動ﾌｫｰｸ  清浄海水給水栓        電動ﾌｫｰｸ  
 
     屋根付き岸壁          荷さばき所          駐車場 

ひさし 

・HACCP
認定工場
へ 

 

 屋外の陸揚げ作業は、異物混入による
危害の発生や温度上昇による品質低下等、
衛生管理上大きな問題。 

安全・安心な水産物の供給や  
EU等への輸出に大きな支障 

漁獲物に集まる鳥類 

野外での陸揚げ作業 

  陸揚げ時における汚染を避けるため、漁港における衛生管理対策を推進
し、輸出促進にも貢献。 
・鳥糞や雨雪等の異物混入、温度上昇を防ぐ屋根付き岸壁  
・魚体、施設の洗浄に必要な清浄海水導入施設  

屋根付き岸壁での陸揚げ
作業 

電動ﾌｫｰｸ 清浄海水給水栓 電動ﾌｫｰｸ

屋根付き岸壁 荷さばき所 駐車場

ひさし

漁 船

岸壁

加工場

養殖場

漁 港海 域

輸送施設

荷捌き所（市場）

天然魚

電動ﾌｫｰｸ 清浄海水給水栓 電動ﾌｫｰｸ

屋根付き岸壁 荷さばき所 駐車場

ひさし

漁 船

岸壁

加工場

養殖場

漁 港海 域

輸送施設

荷捌き所（市場）

天然魚

電動ﾌｫｰｸ 清浄海水給水栓 電動ﾌｫｰｸ

屋根付き岸壁 荷さばき所 駐車場

ひさし

漁 船

岸壁

加工場

養殖場

漁 港海 域

輸送施設

荷捌き所（市場）

天然魚

清浄海水による魚体、
施設洗浄 
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    取組事例⑬ （【厚岸漁港】～屋根付き岸壁の整備）  1/30 ドーコン 
全体にあわせて
フォーマットを
修正しました 

資料：北海道開発局 

3/7 

資料名：北海道開発局 

ドーコン付記しましたご確認願
います 

所得・雇用 
の確保 



    取組事例⑭ （育てる漁業） 

○海外漁場や沖合漁場主体の生産構造からの転換を図り、計画的・安定的な漁業を推進していくため、サ
ケ・マツカワ・ハタハタ・シシャモ・ウニなどの釧路管内の海域特性に合った資源を中心に種苗の生
産・放流に取り組んでいる。 

○沿岸域における漁場造成や、地先におけるコンブ漁場の保全、資源管理を目的としたスケトウダラや毛
ガニ等の主要魚種に対する漁獲許容量等を設定するなどして、総合的な栽培漁業を展開している。 

資料：北海道「平成２７年版 釧路の水産」http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ss/sis/H27kushironosuisan/02-saibaigyogyounotorikumi.pdf 

■水産基盤整備事業（漁場）の概要 （H24年度以降分） 

○事業主体（北海道） 

地区名 漁場名 事業期間 事業内容 

北海道太平洋中部 白糠東部 H24～27年度 3.0m型FP魚礁 2,590個 

北海道太平洋中部 釧路白糠 H24～27年度 クレイドルⅡ型 3,750個 

北海道太平洋東部 釧路昆布森 H24～27年度 3.0m型FP魚礁 2,590個 

北海道太平洋東部 厚岸大黒 H24～27年度 3.25m型FP魚礁 2,040個 

北海道太平洋東部 釧路浜中 H24～27年度 クレイドルⅡ型 3,000個 

○事業主体（市町及び組合） 

地区名 漁場名 事業期間 事業内容 

釧路沿岸 釧路沿岸 H24～27年度 雑海藻駆除 250ha 

資料：釧路総合振興局「平成27年度版 釧路の水産」 

厚岸町カキ種苗センター外観 

資料：厚岸町https://www.akkeshi-town.jp/shisetsu/sangyo/shubyo/ 
資料：北海道立総合研究機構水産研究本部
https://www.hro.or.jp/list/fisheries/marine/o7u1kr000000dcld.html 

厚岸町カキ種苗センター（カキ中間育成） 
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○厚岸町カキ種苗センター（厚岸町）では将来の地場産種苗の安定確保を目的として、付着稚貝
の時から単体で育成する「シングル・シード方式」による一千万粒規模の人工種苗生産施設を
建設し、養殖用種苗として地元漁業者へ供給している。 

管内栽培漁業関係施設位置図 

1/30 ドーコン 
全体にあわせて
フォーマットを
修正しました 

所得・雇用 
の確保 

https://www.akkeshi-town.jp/shisetsu/sangyo/shubyo/
https://www.hro.or.jp/list/fisheries/marine/o7u1kr000000dcld.html
http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ss/sis/H27kushironosuisan/02-saibaigyogyounotorikumi.pdf


    取組事例⑮ （植林による水産資源の維持） 

○河川上流における植樹・保育(草刈り、枝払いなど)による森林の維持・育成により、土砂流出の抑制、水
源涵養、養分豊富な地下水の川への供給促し、水産資源を育むことが期待されている。 

○海岸林や河畔林をはじめとした豊かな森の存在が海の魚を育むという考え方をもとに、昭和63年から、北
海道漁協婦人部を中心に、全道各地で木を植え、森や林を大事に育てる取組が行われている。 

資料：北海道水産林務部資料「お魚殖やす植樹運動 

」http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/sky/osakanapannfu.pdf 

■平成28年に植樹活動を行った漁協女性部 

  浜中漁協女性部 

  散布漁協女性部 

  厚岸漁協女性部 

  昆布森漁協女性部 

  白糠漁協女性部 

 資料：北海道水産林務部「お魚殖やす植樹運動」 

資料：浜中町ＨＰhttp://www.townhamanaka.jp/digicame/digicame2017/2017-0530-1727-14.html 

■お魚殖やす植樹運動実績（北海道全体） ■浜中町植樹祭（お魚殖やす植樹運動と同時開催）の様子 

お魚殖やす植樹運動 

■実施体制 
 ・北海道漁協女性部連絡協議会 

  （北海道内の各漁協の女性 部が参加） 
 ・北海道信用漁業協同組合連合会 

 ・北海道漁 業協同組合連合会 

 ・北海道森林組合連合会 

 ・北海道 

 ・農協 

 ・流通事業者 

 ・コープさっぽろ 
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資料：北海道水産林務部資料「お魚殖やす植樹運動 

」http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/sky/osakanapannfu.pdf 

1/30 ドーコン 
全体にあわせて
フォーマットを
修正しました 

所得・雇用 
の確保 

http://www.townhamanaka.jp/digicame/digicame2017/2017-0530-1727-14.html
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/sky/osakanapannfu.pdf


    取組事例⑯ （「立地適正化計画」の取組） 

「立地適正化計画」コンパクトなまちづくり（釧路市） 

〇釧路市では、誰もが暮らしやすい「コンパクトなまちづくり」の考え方に基づき、様々な施策を進めている。 
〇将来にわたって持続可能なまちとすることを目的として、北海道内で２番目に「立地適正化計画」が策定されて
いる。（居住誘導区域の設定を除く） 

出典：釧路市ＨＰ 

■集約の概要 
• 立地適正化計画は、都市全体を見渡し、居住の機能や、商業・医療・福祉といった都市の機能の立地、公共交通の充

実などについて包括的に考えていく計画。
• 計画では、市街地の中に新たな区域設定を行い、これまでの都市計画制度による土地利用規制とあわせて、届出制度

や補助金・融資などの誘導施策を行うことで、コンパクトなまちづくりを具体的に進めることが可能となる。

http://www.city.kushiro.lg.jp/machi/t_keikaku/toshikeikaku/toshikeikaku/page00007.html 

• 釧路市では、拠点となる8つの地区を「都市機能誘導区域」に設定し、その周辺に都市機能や居住を集積させ、公共交通の利便
性を高めることで、歩いて便利な生活を送ることができる持続可能なコンパクトシティの形成を目指している。

（都市住宅課）
加藤係長済み 再確認 

変更なし 

1/30 ドーコン 
全体にあわせて
フォーマットを
修正しました 

生活機能・集落
機能の確保 
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    取組事例⑰ （道の駅関連施策） 

※ふるさとピンチョス：複数の食材を組み合わせ、
ひと口で食べられるスペイン生まれの料理 

地域の交通・物流拠点 

地域の交流拠点 

＜期待される効果＞ 
・地方部での生活を支える日常買物の利便性向上 
・持続可能な道の駅間物流ネットワークの構築 
・地域資源を活かした新しい地域コミュニティ創出や他地域との交流促進 

地域の高校(三笠高校調理部)が地域の産品を
活用してつくった「ふるさとピンチョス※」の販売実験 

道の駅間での産直品の輸送・相互販売実験イメージ 

＜期待される効果＞ 
・都市間バス・地域内交通の結節点化 
・道の駅を貨客混載の拠点とした物流体制の構築 

地域の情報拠点 

無料公衆無線ＬＡＮ 

産直カレンダーの作成 

道路情報の提供 
＜期待される効果＞ 
・地域の防災・観光情報等の発信 

事業者との連携による自
動販売機を通じた防災情
報の発信 

 路線バスやデマンド交通などの乗り換え拠点、路線バスによる貨客
同時輸送の積み替え拠点、として「道の駅」を活用 

 地域の防災・観光情報等を提供・発信する拠点として「道の駅」を活用 

 地域の産直品の販路拡大・高付加価値化、地域住民に向けた買い物 
利便の提供、観光客への産直品のＰＲ等の拠点として「道の駅」を活用 

〔例〕「おいしい道の駅」実証実験  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有機的・総合的な取組例（「道の駅」への機能集約・強化） 

バス停 

道の駅「南ふらの」 

都市間バス 

乗り換え 

（道路計画課） 
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「ひと・もの」協働輸送プロジェクトによる貨客混載の例（北海道運輸局） 

新春「お魚の福袋」などの初売りの販売の実施 
（白糠：恋問館） 

再確認 

白糠道の駅を
追加 

1/30 ドーコン 
全体にあわせて
フォーマットを
修正しました 

資料：北海道開発局 

3/7 

資料名：北海道開発局 

ドーコン付記しましたご確認願
います 

生活機能・集落
機能の確保 



    取組事例⑱ （「地域公共交通網形成計画」の取組） 
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地域公共交通網形成計画（網形成計画）の取組 

〇「地域にとって望ましい公共交通網のすがた」を明らかにするマスタープランとしての役割を果たすもの。 
〇まちづくりと連携し、かつ面的な公共交通ネットワークを再構築するために実施する事業を記載。 

出典：白糠町地域公共交通網形成計画 

 

http://www.town.shiranuka.lg.jp/section/hoken/nfml630000001ivi.html 

 

再確認 

（釧路開建 

 白糠町） 
新規追加 

• 人口減少や少子高齢化などの社会情勢に伴い、公共交通ネットワークの見直しを図り、将来的にも持続可能
な交通手段の確保と住みよいまちづくりを目指し、白糠町地域公共交通活性化協議会を設置している。 

• 協議会は、平成30年度からの新たな公共交通ネットワークの構築を目指し、町内で運行している民間バスや

町営バス、スクールバス、タクシーなど公共交通の関係機関、住民利用者及び学識経験者を構成委員として、
各種調査事業や計画策定事業を実施している 

釧路市 • 網形成計画策定済み、再編実施計画策定中 釧路町 • 網形成計画策定中 厚岸町 

白糠町 

白糠は例とし
て記載、釧路
市・釧路町・
厚岸町の現状
を記載（1/22
ドーコン） 

1/30 ドーコン 
全体にあわせて
フォーマットを
修正しました 

基本方針 白糠町のめざす公共交通像 

生活機能・集落
機能の確保 



    取組事例⑲ （「高齢者の公共交通への利用転換促進事業」の取組） 

http://www.city.kushiro.lg.jp/machi/t_keikaku/toshikeikaku/toshikeikaku/page00007.html 

 

（運輸局 

筒井さん）確認済み 

高齢者が自家用車から公共交通への転換のためには、高齢者の意識を変換することが必要 

  

 

   

〇高齢者の公共交通利用のメリット・デメリットの調査 

  公共交通へ転換するメリット・デメリットについて、健康寿命の延長、地域社会との交流の増加、交通事故の加害
者となる可能 

  性の減少、自家用車を手放すことによる経済的メリット、外出機会の喪失等の多角的な項目について調査 

〇グループミーティング、モビリティ・マネジメントの実施 

  公共交通機関を利用することのメリット、自家用車の過度の利用が招くデメリットについて講座を開催 

〇免許返納を家族から働きかける方法の調査・検討 

  公共交通への転換を促進するため、高齢者の免許返納について、家族から働きかける方法等の調査検討 

〇シンポジウムの開催 

取組内容 

【公共交通利用のメリット】 

・健康に良い 

・財布に優しい 

・地域交流が生まれる 

・交通事故の加害者になることの回避 

公共交通は不便 

 

 

 

自家用車は便利 

経済面だけでなく多様な
角度から、公共交通への
転換のメリットを調査 

課題と解決方法 

高齢者自身が自家用車か
ら公共交通に転換するメ
リットを見出していない 

乗り方教室、賢い車の使い方講座、路線バスの利用に関したグループミーティング 

93 

再確認 

1/25ドーコン 
運輸局マーク追加 

2/5ドーコン 
運輸局マーク修正 

資料：北海道運輸局 

3/7 

資料名：北海道運輸局 

ドーコン付記しましたご確認願
います 

生活機能・集落
機能の確保 

変更なし 



畜産系バイオマス活用の先進事例 

    取組事例⑳ （エネルギー関連の取組） 

〇北海道では、庁内関係部課で組織する「バイオマス利活用推進連絡会議」を通じ、情報の共有や関係する計画
や施策との連携・調整を図りながら、バイオマス関連の取組の推進に努めている。 

○釧路市・白糠町において、水素の製造・貯蔵・運搬・利用までのサプライチェーンを構築する実証実験が実施され
ている。 

資料：平成２７年度 北海道地域分散型エネルギーシステム普及拡大事業報告書 
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/chiikibunnsanngatahoukokusyo1.pdf) 

畜産系バイオガスプラントの分布 
• 北海道全体では、６１基の畜産系バイオガスプラントが稼働してい

るが、そのうち釧路総合振興局、根室振興局管内では１５基が稼働
している。 

【釧路市 野村牧場】 

（釧路総合振興局） 
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• 木質チップなどを燃やして発電する「白糠バイオマス発電
所」が平成30年6月に完成予定。1日最大6250㌗、年間
330日24時間稼働し、廃電温水を利用してた、シイタケな
どのキノコ栽培や肉食用の馬産事業を計画している。 

再確認 

（釧路開建 

 白糠町済み） 
白糠町 
追加予定 
確認済み 

木質バイオマス活用の今後の予定 

【白糠町 バイオマス発電所建設の取組】 

• 木質チップなどを燃やして発電する「白糠バイオマス発電所」が平
成30年6月に完成予定。 

1/30 ドーコン 
全体にあわせて
フォーマットを
修正しました 

• 1日最大6250㌗、年間330日24時
間稼働し、廃電温水を利用した
シイタケなどのキノコ栽培を計

画している。 

水素サプライチェーンを構築する実証実験 

【釧路市・白糠町、庶路ダムの小水力発電所】 

• 庶路ダムに小水力発電所
を建設し、水電解水素製
造装置で水素を製造。 

• 製造した水素をトレー
ラーで貯蔵・運搬し、酪
農家・温水プールなどの
多様な施設に設置される
燃料電池や燃料電池自動
車の燃料として利用。 

資料：東芝ブスリリース20150703(https://www.toshiba.co.jp/about/press/2015_07/pr_j0301.htm) 

2/5道局指示
で文言追加 資料：平成27年北海道地域分散型エネルギーシステム普及拡大事業報告書

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/chiikibunnsanngatahoukokusyo2.pdf 

3/7 

資料：平成27年北海道地域分散型エネルギーシステム普及拡大事業報告書 

ドーコン付記しましたご確認願います 

生活機能・集落
機能の確保 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/chiikibunnsanngatahoukokusyo1.pdf
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/chiikibunnsanngatahoukokusyo2.pdf
https://www.toshiba.co.jp/about/press/2015_07/pr_j0301.htm


〇国内最初のラムサール条約登録湿地（S55）、湿地単独では国内最大の国立公園（S62）で、 国内最大の湿地
(湿地面積：約180km2) 

〇治水（遊水機能）、釧路湿原の河川環境保全のため河川区域の指定（S56指定・H12拡大指定） 
〇近年、釧路湿原は面積が急速に減少し、乾燥化等による植生の変化が見られる。 
〇動植物や住民等に恩恵をもたらす湿原を保全するため、国、自治体、地域住民、NPO、学識経験者等が連携・協
働して、釧路湿原の保全・再生に向けた取組を実施している。 

    取組事例㉑ （釧路湿原自然再生事業） 

釧路湿原自然再生事業 ～釧路湿原の概要～ 

◆約2,000種の野生生物の生息・生育の場であり、特別天然記念物のタンチョウや国内
最大の淡水魚であるイトウなどの希少生物も生息・生育。 
◆国内最初のラムサール条約登録湿地（S55）、湿地単独では国内最大の国立公園（S62）で、
国内最大の湿地(湿地面積：約180km2) 
◆治水（遊水機能）、釧路湿原の河川環境保全のため河川区域の指定（S56指定・H12拡大指
定） 

釧路湿原を蛇行して流れる釧路川 

釧路湿原平面図 

釧路湿原国立公園
区域 

ラムサール条約 
登録湿地区域 

細岡展望台 

河川区域 

釧路市役所 国の特別天然記念物 
タンチョウ 

釧路湿原 

◆釧路湿原は近年、面積が急速に減少し、乾燥化等による植生の変化が見られてきている。 
◆動植物や住民等に恩恵をもたらす湿原を保全するため、国、自治体、地域住民、NPO、学
識経験者等が連携・協働して、釧路湿原の保全・再生に向けた取組を実施しているところ。 

（河川計画課） 
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再確認 

変更なし 

資料：北海道開発局 

3/7 

資料名：北海道開発局 

ドーコン付記しましたご確認願
います 

地域の 
魅力向上 



○旧川復元を実施した茅沼地区では、新しいカヌーコースとしての利用や環境学習の場等として活用されており、
管理用通路（木道）は、旧川復元箇所の見学や散策等に利用されている。 

 

釧路湿原の魅力を活かした観光 

釧
路
川 

旧
川 

旧川復元区間でEボート体験 

雄大な湿原を間近で  

   

市民による環境調査（茅沼地区旧川復元） 
大学生によるフィールド調査 

旧川復元を実施した茅沼地区では、新しいカヌーコースとしての利用や環境学習の場等として活用されており、管
理用通路（木道）は、旧川復元箇所の見学や散策等に利用されてます。 

旧川復元前（平成11年6月） 

旧川復元後（平成23年8月） 

（河川計画課） 

釧路開建治水課 

・同じ事が記載されていたので下のオレンジ枠を削除 
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再確認 

変更なし 

    取組事例㉒ （釧路湿原自然再生事業） 

資料：北海道開発局 

3/7 

資料名：北海道開発局 

ドーコン付記しましたご確認願
います 

地域の 
魅力向上 



    取組事例㉓ （国際クルーズ受入機能高度化事業 （釧路港）） 
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【飼料原料の陸揚げ状況】 

出典：広尾町 

（港湾計画課） 

〇2011年に供用開始した耐震・旅客船岸壁では、外国クルーズ船の寄港回数が増加し、賑わい空間を創出し、み
なとまち釧路の観光振興に寄与している。 

〇一方、クルーズ船を受け入れている釧路港東港区北地区の岸壁は、クルーズ船が寄港した際は混雑し、また周
辺には、築50年以上の老朽化した上屋が存在している。 

〇そのため、クルーズ旅客や地域住民の安全性・利便性の確保のため老朽化した上屋を解体撤去し、解体後の
スペースをバス・タクシー等の駐車場として利用する取組を推進している。 

整備イメージ 

築50年以上経過した老朽化した上屋 臨港道路の混雑(バスが旅客船
ターミナル外の道路で待機) 

クルーズ船寄港時の一般車両による
ターミナルの混雑 

更地化 

バス、タクシー、
一般車の駐車・待
機場の移転 

クルーズ船の同

時係留が可能 

課題 

課題 

屋根の破損 

課題 

クルーズ船入港と厳島神社例大祭の同時開催に
より、バス・タクシーの滞留スペースが不足 

課題 

◇市民団体による旅客船のお見送りやイベントの開催
等の活動により、多くの市民が耐震・旅客船岸壁に
集まり賑わいが形成されています。 

プリンセス・クルーズ社による 
北海道周遊クルーズ（18回） 
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4 
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クルーズ船接岸状況（西港区） 

釧路のクルーズ船寄港回数の推移 

プリンセス・クルーズ社による 
北海道周遊クルーズ（18回） 

 

クルーズ船接岸状況（東港区） 

再確認 

グラフの数値
を修正しまし
た（1/22ドー

コン） 

4 
7 

24 

8 

14 13 

釧路港における外国クルーズ船の受入 

1/30ドーコン 
他のフォー
マットにあわ
せて修正しま

した。 

資料：北海道開発局 

3/7 

資料名：北海道開発局 

ドーコン付記しましたご確認願
います 

地域の 
魅力向上 



    取組事例㉔ （【釧路港】クルーズ船寄港時の学生ボランティアによるおもてなし等） 【飼料原料の陸揚げ状況】 

出典：広尾町 

釧路港に寄港するクルーズ船 

（港湾計画課） 再確認 

民間構成員 
サイエンス 
宮田氏用 

おもてなし隊 
追加  

「釧路おもてなしグルメフェスタ2017 in幣舞」が
開催されます。「ホスピタリティマインドと食でま
ちを元気に!!」をテーマに約30店舗が出展し、そ
のうちの20店舗を対象に、来場者の投票で「お
もてなしグランプリ」が決まります。ぜひご参加
いただき、美味しいグルメとステージイベントを
お楽しみください！ 

北海道標茶高等学校が 平成28年度土木学会北海道支部地域活動賞を受賞 
  

 外国人クルーズ観光客へのおもてなし活動に参加し、岸壁上において英語で道案内をするほか、港湾事業により整備した全天候型緑地（ＥＧ
Ｇ）において、書道や着物の着付け等を通じた英語によるおもてなし活動を行い、土木構造物を通じて地域の発展や貢献に寄与している。 

釧路港に寄港するクルーズ船 

 釧路総合振興局くしろ地域支援室です。 

8月10日（木）～13日（日）に、おもてなしNo.1を
決めるイベント「釧路おもてなしグルメフェスタ
2017 in幣舞」が開催されます。「ホスピタリティ
マインドと食でまちを元気に!!」をテーマに約30

店舗が出展し、そのうちの20店舗を対象に、来
場者の投票で「おもてなしグランプリ」が決まり
ます。ぜひご参加いただき、美味しいグルメとス
テージイベントをお楽しみください！ 

「釧路港 おもてなし倶楽部」 
「釧路港耐震旅客船ターミナルの利用を考え
る会（釧路開発建設部、釧路市共催）」を母
体に市民団体等が賛同し、発足した 『釧路
港おもてなし倶楽部』 

 クルーズ船の寄港時に、心のこもったおも
てなしやイベントを展開、情報発信を行って
いる。  
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おもてなし倶
楽部の文言・
レイアウトな
どを修正しま
した（1/22
ドーコン） 

1/30ドーコン 
他のフォー
マットにあわ
せて修正しま

した。 

北海道標茶高等学校による外国人クルーズ観光客へのおもてなし活動 

 
〇「釧路港耐震旅客船ターミナルの利用を考える
会（釧路開発建設部、釧路市共催）」を母体に市
民団体等が賛同し、発足した 『釧路港おもてな
し倶楽部』 

〇クルーズ船の寄港時に、心のこもったおもてなし
やイベントを展開、情報発信を行っている。  

釧路港 おもてなし倶楽部 

〇北海道標茶高等学校が 平成28年度土木学会北海道支部地域活動賞を受賞。 
〇外国人クルーズ観光客へのおもてなし活動に参加し、岸壁上において英語で道案内をするほか、港湾事業によ
り整備した全天候型緑地（ＥＧＧ）において、書道や着物の着付け等を通じた英語によるおもてなし活動を行い、
土木構造物を通じて地域の発展や貢献に寄与している。 

資料：北海道開発局 

3/7 

資料名：北海道開発局 

ドーコン付記しましたご確認願
います 

地域の 
魅力向上 



大黒サンマ 

 
 
■マリンビジョン協議会 
行政関係者、漁業協同組合長、買受人
組合長、商工会長、観光協会長、自治
会連合会長、釧路太田農協組合長、厚
岸翔洋高校校長 
■マリンビジョン推進検討会 
漁協沖合・沿岸漁業・養殖漁業各部会
代表者、漁協青年部・女性部各代表、
買受人組合代表、トラック協会代表、石
油業協会代表、漁協各関係者、商工会
代表、観光協会代表、自治会連合会代
表、釧路太田農協関係者、厚岸翔洋高
校代表、厚岸味覚ターミナルコンキリエ
代表者、行政関係者 
■オブザーバー  行政関係者 
■事務局  厚岸町、漁協関係者 

    取組事例㉕ （厚岸地域マリンビジョン） 
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〇「地域マリンビジョン」は、「北海道マリンビジョン21」で示した将来像の実現のため、漁業者だけではなく様々な関係
者が集まり策定した、水産業を核とした地域振興方針。 

〇各地域では、「地域マリンビジョン」に基づき、衛生管理の強化やブランド化の推進等、水産物の安定供給のための
取組はもちろんのこと、食育、植樹、水産業と観光の連携等の様々な取組も行われている。 

(1)水産業を核とした地域産業の活性化 ～水産業を基幹産業とした活力ある町づくり～ 
 
(2)沿岸漁業の構造改善による漁業経営の強化 ～持続的沿岸漁業が営まれる町づくり～ 
 
(3)豊かな沿岸環境の次世代への継承 ～豊かな自然を伝えていく町づくり～ 
 
(4)自然・水産業を活かした交流と災害に強い町づくり～ふれあいと安心の町づくり～ 

厚岸地域の目指す姿 

カキえもん 

地域の資源等 

厚岸地域マリンビジョン 
協議会 

 
 
                削除 
■マリンビジョン協議会（上位組織） 
行政関係者、漁業協同組合長、買受人
組合長、商工会長、観光協会長、自治
会連合会長、釧路太田農協組合長、厚
岸翔洋高校校長 
■マリンビジョン推進検討会 
漁協沖合・沿岸漁業・養殖漁業各部会
代表者、漁協青年部・女性部各代表、
買受人組合代表、トラック協会代表、石
油業協会代表、漁協各関係者、商工会
代表、観光協会代表、自治会連合会代
表、釧路太田農協関係者、厚岸翔洋高
校代表、厚岸味覚ターミナルコンキリエ
代表者、行政関係者 
■オブザーバー 
行政関係者 
■事務局 
厚岸町、漁協関係者 

（水産課） 

地域マリンビジョン 

再確認 

一部修正 

資料：北海道開発局 

資料：厚岸漁業協働組合 

3/7 

資料名：北海道開発局 

資料名：厚岸漁業協働組合 

ドーコン付記しましたご確認願
います 

地域の 
魅力向上 



観光ビジョン推進北海道ブロック戦略会議 
   「国立公園のナショナルパークとしてのブランド化」推進チームの立ち上げ（H29.5.31) 

北海道アドベンチャートラベル協議会（HATA）の設立（H29.6.21） 

  ◆７４団体にのぼる産官学の連携組織 

  ◆WEBサイトの構築 http://hokkaido-adventuretravel.com/    (H29.10） 

  ◆米国大手アドベンチャー旅行会社・メディアによる視察旅行の実施（H29.9.30-10.9） 

  ◆ATTAの年次総会 Adventure Travel World Summit（アルゼンチン）への参加（H29.10.16-19) 

ATTAの教育プログラム Adventure EDU を釧路で開催し８７名が参加（H29.9.27-28) 

  ◆Adventure EDU の内容を拡散・共有するためのセミナー開催（H29.12-H30.1 道内４カ所） 

北海道アドベンチャートラベル協議会（HATA）による旅行者の受入れ・誘致宣伝 

  ◆構築したWEBサイトを活用した情報発信 

  ◆旅行会社・メディアによる道内視察旅行の実施 

  ◆Adventure Travel World Summit（イタリア）への参加 
  Guide Training EDU（エキスパート・ガイド育成プログラム）の実施 

☆H29年度の取組 

☆H30年度の予定 

    取組事例㉖ （アドベンチャートラベル） 

※アドベンチャートラベルとは 

唯一の世界的機関であるAdventure Travel Trade Association（世界80

か国約1,000団体が加盟1990年設立）が提唱する旅行スタイル。自然と

の関連性、異文化体験、身体的活動（アクティビティ）の３つの要素のう

ち少なくとも２つを伴うものと定義され、欧米を中心とした巨大市場とな

っている。旅行者の滞在期間が長く地元への経済効果も高い。 
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○アドベンチャートラベル（※）は、欧米を中心に２，６３０億ドルの市場規模を有し、急成長中。 
○全ての要素を満たしている北海道をアドベンチャートラベルの世界的な旅行目的地に押し上げる。 

アドベンチャートラベル 

1/30ドーコン 
他のフォー
マットにあわ
せて修正しま

した。 

1/31ロゴ修正 

地域の 
魅力向上 

資料：北海道運輸局 

http://hokkaido-adventuretravel.com/


    取組事例㉗ （サイクルツーリズム） 

北海道のサイクルツーリズムの推進 

〇北海道におけるサイクルツーリズムを推進するために、先進地域の取組等も踏まえつつ、自転車の走行環境、
受入環境の改善・充実を図るための方策や、サイクリストも参画した効果的な情報発信の方策について、専門的
見地から審議を行うため、「北海道のサイクルツーリズム推進に向けた検討委員会」 （事務局：北海道開発局・北
海道）」を設立し、検討を進めている。 

〇検討委員会での審議結果を踏まえ、道内で５つのモデルルートにおいて取組を試行している。  
 
 
 

（道路計画課） 
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再確認 

変更なし 

資料：北海道開発局 

3/7 

資料名：北海道開発局 

ドーコン付記しましたご確認願
います 

地域の 
魅力向上 



中標津空港 

釧路空港 

帯広空港 
新千歳空港 

旭川空港 
女満別空港 

紋別空港 

釧路港 

網走港 

札幌 

北見 

網走 知床 

帯広 

十勝川 

温泉 

オホーツク総合振興局   

十勝総合振興局   

旭川 

富良野 

美瑛 

トマム 

上川総合振興局   

阿寒湖温泉 

摩周・川湯温泉 

釧路総合振興局・根室振興局   

釧路 

上川 

層雲峡 

広域観光拠点地区 

主要広域観光ルート 

広域観光促進地域 

    取組事例㉘ （広域観光周遊ルート） 

アジアの宝 悠久の自然美への道 ひがし北・海・道 
Hokkaido - Route to Asian Natural Treasures  

http://ja.visit-eastern-hokkaido.jp/model_course/course008/ 
 
『 プライムロード ひがし北・海・道』推進協議会 オフィシャルWEBサ
イト 

出典：観光庁ＨＰ、『 プライムロード ひがし北・海・道』推進協議会 ＨＰ 

○コンセプト 
人と自然の織りなすデザインと超自然が生んだ奇跡の絶
景。この道を旅する時の醍醐味は、めくるめく風景、大地
から海への食に至るまで、どこまでも続くコントラスト。世
界でここだけのプライムロード ひがし 北・海・道。 
 

○主な対象市場・ターゲット 
 ・アジア～台湾、香港、タイ、シンガポール、 中国、 韓国 
  ＋インセンティブ、ラグジュアリー層旅行 
 ・欧米～米国、豪州、英国 など  
 ・大人の旅／グレード／時間＆アクティブ 
  ⇒富裕層～中間層・時間のゆとりと行動志向の旅行者 
 

○計画期間  平成27年度から平成31年度まで 

市街地から10㎞ほど先には釧路湿原が広がり、野生の動植物が生命をおう歌し
ている。釧路市は都市と自然、両方の魅力を併せ持つまちである。 

（運輸局・開発
連携推進課） 再確認 

変更なし 

（ 

一
部
抜
粋 

）
モ
デ
ル
コ
ー
ス 

 
 

グ
リ
ー
ン
シ
ー
ズ
ン 

シ
ョ
ー
ト
コ
ー
ス 

1/30ドーコン 
他のフォー
マットにあわ
せて修正しま

した。 
文章・タイト
ルについて、
元資料を参考
に修正しまし

た。 

（元資料） 
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido

/bunyabetsu/kankou/burokku/sa

nnkou2.pdf 

地域の 
魅力向上 
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    取組事例㉙ （釧路湿原･阿寒･摩周シーニックバイウェイ） 

 活動エリアと地域資源 

≪主な幹線道路≫ 

 R240、R241、R243、R272ほか 

≪関係市町村≫ 

 釧路市、標茶町、弟子屈町 

 中標津町、鶴居村、別海町 

≪ルート活動団体数≫ 

 15団体 

○釧路湿原国立公園、
阿寒摩周国立公園な
どの地域の代表的な
観光地を含んだエリア 

○釧路空港から中標津
空港に至るルートを軸
とする 

○４つのエリアで構成
(釧路湿原･阿寒湖･弟
子屈･中標津） 

釧路湿原エリア 

阿寒湖エリア 
弟子屈エリア 中標津エリア 

釧路湿原 

エリア 

 ルート図 

hhttp://www.mlit.go.jp/road/sisaku/fukeikaidou/img/pdf/ho/ho05.pdf 

 

オリジナルデータなし 

（道路計画課より提供ＰＰＴより作成） 

（道路計画課） 再確認 

変更なし 

1/30ドーコン 
他のフォー
マットにあわ
せて修正しま

した。 

資料：北海道開発局 

3/7 

資料名：北海道開発局 

ドーコン付記しましたご確認願
います 

地域の 
魅力向上 

103 



    取組事例㉚ （地域が連携した取組） 
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〇道東道の開通により、多くの方々にくしろの地を訪れ、その魅力を十分味わえるよう、地域が一体となって「ウェ
ルカム道東道!!オールくしろ魅力発信協議会」を立ち上げ、”くしろの魅力”を発信する取組が進められている。 

出典：ホーム > 地域創生部 > 地域政策課 >  ウェルカム道東道!! オールくしろ魅力発信協ＨＰ 

http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/welcome-dotodo.htm 

 

（釧路総合振興
局・釧路開建） 

○道の駅厚岸グルメパーク・コンキリエの事例 
「金のかき醤油」「オイスターバール」などプチ贅沢の商品投入に
より客単価が増え、阿寒ＩＣ開通した平成28年度の売上高は2.8%増 

再確認 

まちとくらし
ネットワーク
（追加） 

〇地方の潜在力、将来性を再認識し、地域の住民生活の健全な向上・発展に寄与する事を目的に、「釧路根室
圏まちとくらしネットワークフォーラム」が結成され、地域見学ツアーの開催などの取組が行われている。 

○観光立国ショーケースとは「日本再興戦略 改定2015」（平成27年6月30日閣議決定）に基づき、
多くの外国人旅行者に選ばれる観光立国を体現する観光地域をつくり、訪日外国人旅行者を地方へ
誘客するモデルケースを形成しようとするものです  

出典：釧路根室圏まちとくらしネットワークフォーラムＨＰ 

http://michi-kurashi.marimo.or.jp/index.html 

 
現地見学会の様子（北海道横断自動車道） 

地元食材をふんだんに使用した特製弁当（昼食） 

1/30ドーコン 
他のフォー
マットにあわ
せて修正しま

した。 

地域の 
魅力向上 

http://michi-kurashi.marimo.or.jp/index.html


    取組事例㉛ （観光立国ショーケース） 

〇釧路市は平成28年１月29日に「観光立国ショーケース」として観光庁より石川県金沢市、長崎県長崎市とともに
選定された。  

○観光立国ショーケースとは「日本再興戦略 改定2015」（平成27年6月30日閣議決定）に基づき、多く
の外国人旅行者に選ばれる観光立国を体現する観光地域をつくり、訪日外国人旅行者を地方へ誘客する
モデルケースを形成しようとするもの。 

出典：国土交通省 観光庁ＨＰ 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/page04_000048.html 

 

○釧路湿原遊歩道の  
 整備等への支援 
（北海道・釧路市の取組） 

（釧路市・釧路
開建） 

観光立国ショーケースの実現に向けた取組 

再確認 

変更なし 

＜釧路市の主な取組とそのポイント＞ 

■欧米豪富裕層が好むアドベンチャーツーリズムへのアプローチ 

写真 
修正しました
（1/22ドーコ

ン） 

• 手つかずの自然の中でのト
レッキング、フィッシング、ス
ノーシュー等の体験を良質な
ガイドとともに提供。 

• 「ストレスフリーエリア」を設定
し、公共施設等の完全なるスト
レスフリー化を目指す。 

ガイドツアー
（イメージ） 

■自然と共生するアイヌ文化のトータルブランド化 

• アイヌ古式舞踊やアイヌアート
などにより、外国人旅行者の
知的好奇心を満たす。 

ユネスコ世界
無形文化遺産
であるアイヌ古
式舞踊 

■ＳＩＴ（Special Interest Tour）に対応したエコツーリズムの
推進に向けたガイドの充実 

• 釧路湿原やマリモなどを活用し
た、ガイドプログラム造成 

■ 「ストレスフリーエリア」等の完全ストレスフリー化 

平成29年度、
フリーWi-Fi

環境の整備
を行う釧路川
リバーサイド 

1/30ドーコン 
他のフォー
マットにあわ
せて修正しま

した。 

○観光立国のショーケースにおける取組と支援 

地域の 
魅力向上 
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    取組事例㉜ （観光地域づくり：日本版ＤＭＯ） 
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〇平成29年11月に観光庁が日本版ＤＭＯの第１弾として全国４１法人の登録を行い、そのうち釧路観光コンベン
ション協会(地域連携DMO)、阿寒観光協会まちづくり推進機構(地域DMO)が登録。 

〇日本版ＤＭＯとは、地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点
に立った観光地域づくりの舵取り役である。 

○今後は、多様な関係者と協働しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を
策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を担っていく。 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/page04_000048.html 

 

出典：国土交通省 観光庁ＨＰ 

（釧路市・釧路
開建・釧路観光
協会） 

再確認 

変更なし 

修正しました
（1/22ドーコ

ン） 

地域の 
魅力向上 



    取組事例㉝ （映画等のロケ地プロモーション） 

釧路は映画やドラマロケ地の宝庫 

○釧路周辺ではこれまで小説、映画、テレビドラマなどのロケが行われており、それらを巡る観光客も増加。 
○特に2008年12月に公開された中国映画「非誠勿擾（フェイチェンウーラオ）：邦題名「狙った恋の落とし方」」は、 
  中国人の北海道人気のきっかけともなり、ロケ地を巡るツアーなども多数催行。 
○釧路総合振興局では、映画等のロケ地情報を提供する「くしロケMAP２０１２」を制作し、ホームページで公開。 
 

作品名 ロケ地・舞台 

映画 挽歌（1957年） 釧路市 

映画 仔鹿物語（1991年） 釧路市、標茶町、別海町 

コミック スミレはブルー（2001年） 釧路市 

TVアニメ ルパン三世 霧のエリューシヴ（2007年） 浜中町 

映画 
非誠勿擾（フェイチェンウーラオ） 
（邦題名：「狙った恋の落とし方」、2008年） 

釧路市、弟子屈町、厚岸町、 
斜里町、網走市、美幌町 

映画 釣りバカ日誌20ファイナル（2009年） 厚岸町、中標津町、標茶町 

映画 ハナミズキ（2010年） 釧路市、白糠町、浦幌町 

映画 僕等がいた（2012年） 釧路市、厚岸町、白糠町 

映画 許されざる者（2013年） 釧路市 

小説 ホテルローヤル（2013年） 釧路町 

TVドラマ 硝子の葦（2015年） 釧路市 

映画 起終点駅 ターミナル（2015年） 釧路市 

映画 精霊の守り人（2016年） 釧路市、根室市 

TVドラマ 氷の轍（2016年） 釧路市 

■釧路市及び周辺市町村を舞台とした映画・ドラマ・小説等 

版権NG 
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2/5追加 
以降の番号を
ずらしている 

版権NG 版権NG 

幣舞橋、和商市場、釧路駅など 

（桜木紫乃原作の映画・ドラマロケ地） 

出世坂（映画｢ハナミズキ｣ ） 

釧路市阿寒町の阿寒湖温泉 

（映画｢狙った恋の落とし方。｣） 

出典：釧路・阿寒湖観光公式サイト「SUPER FANTASTIC Kushiro Lake Akan」 

地域の 
魅力向上 



    取組事例㉞ （アニメ・漫画による観光） 

〇「ルパン三世」の原作者モンキー・パンチ氏の生まれ故郷である浜中町では、2011年から 『ルパン三世 はまなか
宝島プラン』を通した町おこしを行っている。 

出典：浜中町役場商工観光課ＨＰ 

http://www.hamanaka-lupin. 

com/transportation/ 

 

http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/welcome-dotodo.htm 

 

（釧路開建 

浜中町） 

ルパン三世フェスティバルin浜中町  

108 

再確認 
著作権Ｐ 

５０ｔｈ 
イベント状況
きりたっぷ岬
まつりとの併
催 コメント

追加 

昨年９月の「ルパン三世フェスティバル２０１７
ⅰｎ浜中町」は、ルパン三世原作誕生５０周年を
記念して開催された。2日目は、「きりたっぷ岬
まつり」との同時開催となり、2日間で1万２千人
が来場した。 

～ 平成２９年度は、ルパン三世生誕５０周年 ～ 

確認済み 

地域の 
魅力向上 

http://www.hamanaka-lupin.com/transportation/


    取組事例㉟ （移住・定住の取組） 

厚岸町 

浜中町 

〇各市町において、移住、定住促進策として、移住体験住宅やワンストップ窓口など多様な取組がなされているほ
か、釧路エリア全体での移住に関する情報提供が行われている。 

出典：釧路総合振興局HP、白糠町ＨＰ、全国移住ナビHP 

白糠町 

• 就業・就農・起業支援、住宅支
援、子育て支援などがあり、移
住情報総合ポータルサイトで情
報発信 

• 定住、起業および地域活性化の促進を目的と
した地域おこし協力隊を募集 

釧路町 

• 全国移住ナビや移住・
交流情報ガーデン、ＮＰ
Ｏ法人ふるさと回帰支
援センターと連携し、情
報発信を行っている 

（各自治体・釧
路開建） 
 

開調課で修正 
釧路総合振興局 

• 「くしろ地域」移住・定住個別相談会 

• 「北海道暮らしフェア２０１７（大阪会場）」 

• 「地域おこし協力隊」 
• →「地域活性化支援員」による地域情報の発信 

• 「地域活性化支援員」による地域情報の発信 

釧路町について
修正しました、
厚岸町のレイア
ウトのみ微修正
（1/22ドーコ
ン） 
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地域の 
魅力向上 
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釧路での長期滞在（ちょっと暮らし） 

○マンスリーマンション、
ホテルのほか、介護福祉
施設でも受け入れを行っ
ている。 

○HPやパンフレット等で、
物件や暮らしの情報を丁
寧に提供。 

○釧路市では、移住に向けたきっかけづくりとして、避暑等を目的とした長期滞在事業を推進。 
○北海道体験移住「ちょっと暮らし」の平成28年度実績において、平成23年度から6年連続での全道第1位。 
○地元の不動産やホテル、観光・交通事業者などで組織した「くしろ長期滞在ビジネス研究会（事務局：市）」で、長
期滞在を希望する人の受け入れを積極的に行っている他、滞在中に参加できる様々な交流事業を実施。 

出典：釧路市HP、くしろ長期滞在ビジネス研究会HP 

（出典）北海道体験移住「ちょっと暮らし」平成２８年度実績（北海道） 

コワーキングスペース 

○くしろ長期滞在ビジネス研究会では、働く世
代の滞在を促進するため、コワーキングス
ペース等の利用料の一部助成を実施。 

釧路市における移住・定住の取組 

（各自治体・釧
路開建） 
 

開調課で修正 

○滞在を充実したものとしていただくため、
イベントへの参加や地域の歴史や文化等を
学ぶ講座を実施。 

交流事業 

修正しました
（1/22ドーコ

ン） 

1/30ドーコン 
他のフォー
マットにあわ
せて修正しま

した。 

    取組事例㊱ （移住・定住の取組） 地域の 
魅力向上 



    取組事例㊲ （地域防災力向上） 

地域の災害対応力の強化 

 〇釧路開発建設部では、河川・港湾・道路などの各事業部門において被害軽減施設等の整備を実施。 
 〇市町村との役割分担を行い、防災情報の共有化等の連携強化を図っている。 
 

http://www.bousai-hokkaido.jp/BousaiPublic/html/common/sim_tsunami/data/yosokuzu/shinkoukyokubetu_pdf/2011/kushiro.pdf 

○北海道開発局地震津波対策アクションプランに基づき、被害軽減施設等の整備の実施。 

○市町村との防災情報の共有化等の連携強化。   釧路開発建設部と釧路市の取組み（役割分担）      

釧路開発建設部では、各事業部門において被害軽減施設等の整備の実施しています。また市町村と
の役割分担を行い、防災情報の共有化等の連携強化を図っています。 

（河川計画課・
港湾計画課・道
路計画課・釧路
開建・釧路市） 

（河川計画課提
供資料より） 

111 

道路の取組 

釧路市・釧路町の取組例 

港湾の取組 河川の取組 

再確認 

変更なし 

• 釧路外環状道路に面し
た広域避難場所（防災公
園）を整備 

釧路市・釧路
町の取組例と
して記載しま
した（1/22
ドーコン） 

耐震・旅客船
ターミナル整備
箇所 

津波漂流物対策施設 

耐震旅客船ターミナル 

釧路町の取り組み 

1/30ドーコン 
他のフォー
マットにあわ
せて修正しま

した。 

資料：北海道開発局 

3/7 

資料名：北海道開発局 

ドーコン付記しましたご確認願
います 

安全・安心な 
社会基盤の形成 



    取組事例㊳（地域防災力向上：河川） 

防災訓練、防災教育等の実施 想定最大規模の洪水に対応した洪水ハザードマップ（※１）作成 

市町村が想定最大規模の浸水想定区域に 
対応した洪水ハザードマップを作成 

地域の災害対応力の強化 

〇想定最大規模の降雨に対応した浸水想定区域を基に、市町村が洪水ハザードマップを作成・公表するとともに、
関係機関と連携した洪水、地震・津波対策に関する訓練、啓蒙活動や教育を実施するなど地域の災害対応力を
強化している。 

〇小・中学校の先生
を対象とした川の防
災教育(平成29年8

月) 

↑ 想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域※２ 

（平成28年6月公表（新釧路川・釧路川：国管理区間）） 

※１「洪水ハザードマップ」とは、洪水浸水想定区域図に
避難場所やその他必要事項を掲載した地図。 

※２「洪水浸水想定区域」とは、想定最大規模の降雨によ
り河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域であり、
浸水深、浸水継続時間等と併せて公表している。 

釧路開建の事例に張り替え 

・ハザードマップ 

・水防演習 

・防災教育 

（河計に依頼） 

新釧路川 

市、消防団による 

避難広報（呼びかけ） 

〇釧路市と河川管理者（国）が連携し初めての「洪水避難訓練」を実施（平成29年10月） 

（河川計画課） 

↑ 新釧路川（国管理区間）の洪水浸水
想定区域図公表を受け、釧路市ではハ
ザードマップを作成  

 （平成29年3月公表（釧路市））※1 

釧路開建治水課 

・左 浸水想定を１枚ハザードマップに変更 

・右中段 住民避難の写真変更（顔無しに） 
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再確認 

変更なし 

〇避難所運営ゲー
ム（Ｄｏハグ）の
実施（釧路町） 

住民避難の様子 

避難所運営ゲーム（Ｄｏハグ） 
http://www.hkd.mlit.go.jp/ks/

tisui/obpsos000000073s-

att/161204.pdf 

釧路町の取組例を
記載しレイアウト
を調整しました
（1/22ドーコン） 

資料：北海道開発局 

3/7 

資料名：北海道開発局 

ドーコン付記しましたご確認願
います 

安全・安心な 
社会基盤の形成 



    取組事例㊴ （地域防災力向上：港湾） 
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【飼料原料の陸揚げ状況】 

出典：釧路市ＨＰ
http://www.city.kushiro.lg.jp/sangyou/

umisora/minato/shisetsu/kouwanshis

etsu/0001.html 

津波漂流物対策施設(津波スクリーン)

の愛称決定！ 

 

津波漂流物対策施設（津波スクリーン）
の「愛称」を募集したところ、全国各地か
ら１１９名の方々のご応募があり、１５６
件の愛称を頂きました。ご応募頂きまし
た皆様方には心よりお礼申し上げます。 

 

 ８月２２日に選考委員会が開催され、
応募された中から呼びやすく、親しみが
持て、イメージのクジラの意味を感じ取
れる「愛称」が次のとおり決定されました。  

 

 

愛称「クーたん」、命名者：正保絵里
（しょうほえり）さん（釧路市立愛国小学
校4年生） 
 

 後日、感謝状と記念品の贈呈を行い、
愛称と命名者の正保絵理さんのお名前
を記載した命名板を津波スクリーンに掲
示します。 

 

 

〇津波漂流物対策施設は、津波そのものを防御するのではなく、漂流物を捕捉し、漂流物の衝突・散乱による被
害の拡大を防ぐ新しい発想の減災技術。 

〇釧路港で整備された津波漂流物対策施設は、イメージのクジラの意味を感じ取れる「クーたん」と地元小学生に
より命名されて親しみが持たれている。 

津波漂流物による被害の例（北海道南西沖地震時） 津波漂流物対策施設の機能イメージ 

津波漂流物対策施設（釧路港） 

（港湾計画課） 

津波漂流物対策施設（十勝港） 

津波漂流物対策施設（えりも港） 

写真の大きさ・配置の修正
（1/17ドーコン） 

変更済み 

津波漂流物による被害の例（北海道南西沖地震時） 

1/30ドーコン 
他のフォー
マットにあわ
せて修正しま

した。 

資料：北海道開発局 

3/7 

資料名：北海道開発局 

ドーコン付記しましたご確認願
います 

安全・安心な 
社会基盤の形成 



    取組事例㊵ （地域防災力向上：道路） 
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【飼料原料の陸揚げ状況】 

〇厚岸町を通過する国道44号は、一部の区間が津波浸水予測区域内に含まれるため、厚岸町地域防災計画では
「道の駅  厚岸グルメパーク：以下（同駅）」を、津波時の緊急避難場所に位置付けている。 

〇同駅は、津波時の避難場所としてだけでは無く、災害時において同駅を拠点とし、様々な避難者の受入や情報提
供等ができるように、厚岸町と釧路開発建設部が互いに連携して同駅を防災拠点化し、必要となる防災資機材
等の整備を実施している。 

（道路計画課・
道路維持課） 

①大型モニタ－に 

 よる気象情報 

 （４カ国語可能） 

②災害対応型 

  自動販売機 

（英語表記可能） 

緊急避難所に指定された 
道の駅 厚岸グルメパーク 
（味覚ターミナル・コンキリエ） 

○道内の防災拠点化された道の駅の活用事例（H25.3地吹雪） 

 ・避難台数 約１５０台、避難人数 約１３０人 
 ・大空町が臨時の避難所として、｢道の駅｣施設内 
  （和室、研修室、ロビー）を開放    
 ・役場の防災倉庫から、非常食のアルファ米１５０食 
  と毛布３００枚を持ち込み、避難者に提供   
 ・道路管理者として、通行止めや現地情報等の提供 
  や災害用トイレ、発動発電機、バルーンライト等の 
  防災資機材を活用 

至釧路市 

至根室市 

44 

44 

○厚岸町における津波浸水予測図（H25.3） ○防災資機材整備例 

○情報提供施設（訪日外国人対応） 

 国道３９号 メルヘンの丘めまんべつ  

再確認 

変更なし 

資料：北海道開発局 

3/7 

資料名：北海道開発局 

ドーコン付記しましたご確認願
います 

安全・安心な 
社会基盤の形成 



    取組事例㊶ （地域防災力向上：広報等） 

地域の災害対応力の強化 

http://www.bousai-hokkaido.jp/BousaiPublic/html/common/sim_tsunami/rep/04_kushiro/kushiroshi/2011/rep0.html  http://www.bousai-hokkaido.jp/BousaiPublic/html/common/sim_tsunami/data/yosokuzu/shinkoukyokubetu_pdf/2011/kushiro.pdf 

http://www.bousai-hokkaido.jp/BousaiPublic/html/common/sim_tsunami/data/yosokuzu/shinkoukyokubetu_pdf/2011/kushiro.pdf 

（釧路市・釧路
開建） 
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追加 

○北海道特有の冬の水災害リスク、釧路地方の災害の動
向、最先端の防災に関する取組として全国で注目され
ているタイムラインの実践的な知見について講演。 
件名：防災セミナーin釧路 

日時：平成30年2月1日 14：00～17：45 

場所：釧路地方合同庁舎 

参加：釧路総合振興局、根室振興局、釧路・根室管内市町村、警
察、消防、釧路ガス、北電釧路支店、釧路地方気象台、陸
上自衛隊、釧路海上保安部、釧路建設業協会（建設会社）、
北海道開発局 等 約100名 

釧路・根室地域の関係機関を対象としたセミナーの開催 

     （主催：北海道開発局 釧路開発建設部） 

救急車を先導する除雪車 

2015/2 標津町 

北海道開発局の自治体支援事例 

海水を排出する排水ポンプ車 

2011/4 宮城県 東松前市 

役場の通信を確保する衛星通信車 

2011/4 岩手県 田野畑村 

避難所へ毛布を届ける開発局職員 

2012/11 登別市  

避難所へ給電支援する照明車 

2012/11 登別市  

TEC-FORCEによる町道の被災状況調査 

2016/9 芽室町 

〇積雪結氷時の地震・津波などの複合的な冬期災害の発生に備え、関係機関との連携強化に向けた取組が進め
られている。 

冬期の避難訓練（釧路市・釧路町） 

＜釧路市＞ 
○釧路市津波避難（厳冬期）訓練を実施 
 （平成30年1月11日） 
＜釧路町＞ 
○冬期避難所体験を釧路東高校で開催 
（平成30年1月20～21日） 

釧路町・釧路市の
取組例を記載しレ
イアウトを調整し
ました（1/22ドー

コン） 

釧路市強靱化計画有識者懇談会（釧路市） 

○釧路市は、釧路市強靭化計画の
策定に当たり、学識経験を有す
る者等から幅広く意見を聴取す
るため、釧路市強靭化計画有識
者懇談会を実施している。 

訓練の様子 

（釧路市） 

資料：釧路市、北海道開発局 

3/7 

資料名：釧路市、北海道開発局 

ドーコン付記しましたご確認願いま
す 

安全・安心な 
社会基盤の形成 



資料：北海道開発局「防ナビ」https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/bousai/ud49g70000005t6k-att/ud49g7000000605t.pdf 

冬期防災訓練 

○災害対策基本法に基本法に基づき、建設機械等の貸付について、各種会議等で広く 
 周知を行い活用の拡大を推進。 雪害・暴風雪を踏まえた新たな取組 

（雪害・暴風雪を踏まえた新たな取組） 

23 

○北海道開発局では大規模な雪害が発生した際の災害対応における連携と情報共有を強化するため、関係機
関と連携した 防災訓練を継続して実施。 
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1-7地域防災力向上のための支援 

① 北海道開発局が実施する防災訓練への見学等 

③ 防災意識向上のための学習会等の実施 

② 地域防災を担う人材育成の支援 

④ 防災意識向上のための防災グッズの貸与 

○災害対策基本法に基づき、建設機械等の貸付について、各種会議等で広く周知を行い活用の拡大を
推進。 

○建設機械等の地方公共団体への貸付 
 

  
  

 

 

・ロータリ除雪車の貸与 
 （根室市） 
  H26.2.19～24(6日間) 
 
・除雪ドーザの貸与 
 （大空町） 
  H26.3.5～7(3日間) 

2月19日 根室市 3月5日 大空町 

自動車学校での出前講座状況 

（平成25年7月11日） 

2-7雪害・暴風雪を踏まえた新たな取組 

【周知活動】 
・ 冬道ドライブの心構えパンフレットの作成・配布 

・自動車学校での教習指導者を対象とした出前講座 

周知パンフレット 

（平成２６年1月から配布） 

○北海道開発局は、暴風雪時の運転に対する心構えをまとめたパンフレットの作成・配布や、出前講座・講演会
の実施により、一般ユーザーへ注意を呼びかける取組を実施。 

○災害対策基本法に基づき、建設機械等の貸付を、各種会議等で広く周知を行い活用の拡大を推進する取組を
実施している。 

【関係機関との連携強化】 
 平成29年1月16日、自衛隊による救援活動を取り入れた訓練を実施し、関係機関との災害対応の連携を強化。（小樽開発建設部） 

車両移動の訓練状況 救急車による搬送の訓練状況 関係機関を除雪車で先導する訓練状況 立ち往生車両から救助する訓練状況 

    取組事例㊷ （地域防災力向上：雪害・暴風雪） 

暴風雪災害に伴う車両
の移動に関する掲示 

1/30ドーコン 
写真の説明文

の追加 

1/30ドーコン 
他のフォー
マットにあわ
せて修正しま

した。 

資料：北海道開発局 

3/7 

資料名：北海道開発局 

ドーコン付記しましたご確認願
います 

安全・安心な 
社会基盤の形成 

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/bousai/ud49g70000005t6k-att/ud49g7000000605t.pdf


    取組事例㊸ （地域防災力向上：津波） 

地域の災害対応力の強化 

〇北海道が検討した最大クラスの津波浸水予想図により、各市町村が想定される浸水範囲と深さのほか、避難路と
緊急避難場所等の情報を掲載した津波ハザードマップを作成・公表し、地域の災害対応力を強化している。 

釧路開建の事例に張り替え 

・ハザードマップ 

・水防演習 

・防災教育 

（河計に依頼） 

http://www.bousai-hokkaido.jp/BousaiPublic/html/common/sim_tsunami/rep/01_yosokuzu_ichiran.html 

 

ホーム | 津波シミュレーション及び被害想定調査 | 津波被害想定結果 | 津波浸水予測図一覧 

津波浸水予測図一覧 

太平洋沿岸（H24年度公表）  ○津波浸水予測図  

  ・各対象津波予報区での想定された津波（地震）
における津波浸水被害の状況を予測した図  

  

http://www.bousai-hokkaido.jp/BousaiPublic/html/common/sim_tsunami/rep/04_kushiro/kushiroshi/2011/rep0.html  

津波ハザードマップ  想定される浸水範囲と深さのほか、避難路と緊急避難場所等の情報を掲載 

http://www.city.kushiro.lg.jp/bousaikyu/bousai/map/0100 

 

ホーム 

 防災・消防・救急 

 防災 

 ハザードマップ（災害予測図） 

 ハザードマップ（津波・洪水・火山） 

  

http://www.bousai-hokkaido.jp/BousaiPublic/html/common/sim_tsunami/data/yosokuzu/shinkoukyokubetu_pdf/2011/kushiro.pdf 

＜経過＞ 
●平成18年2月 地震関連特別措置法（日本海溝・千島海溝地震）における地震防災対策推進地域（中央防災会議） 
●平成24年6月 最大クラスの津波浸水予測図公表（北海道） 
●平成29年12月 千島海溝沿いでは、今後３０年以内に７～４０％の確立でＭ９級の地震が発生すると公表。  
           （地震調査研究推進本部地震調査委員会） 

津波浸水予測図 対象津波予報区での想定された津波（地震）における津波浸水被害の状況を予測した図 

再確認 

ＯＫ 
浜中町 
白糠町 
厚岸町 

 

（出典：各市町ＨＰ） 

釧路市 白糠町 釧路町 厚岸町 浜中町 

• 釧路市地域防災計画 

• 釧路市防災メール配信サービス 

• 防災庁舎、学習施設釧路市民防災セン
ターの整備 など 

• 白糠町地域防災計画 

• 白糠町防災訓練 

• 防災情報出前講座 など 

• 釧路町地域防災計画 

• 総合防災訓練 

• 広報や町HPでの情報提供 など 

• 災害対策本部機能の強化 

• 津波避難段階の整備 

• 各種防災講座の実施 など 

• 浜中町地域防災計画 
• 全国初 津波防災ｽﾃｰｼｮﾝ整備 
• 高台に防災機能を集約した新庁

舎の移転計画 など 
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（出典：北海道防災情報ＨＰ） 

取組事例 取組事例 取組事例 取組事例 取組事例 

変更（案） 

1/25ドーコン 
文言修正、配置調整 

安全・安心な 
社会基盤の形成 



○北海道開発局では、大規模災害が発生した際においても港湾物流機能を確保するため、広域的な航路啓開の
進め方、応援職員の派遣や資機材の貸出、他港を利用した代替輸送に関し太平洋側港湾の港湾管理者と連携
し、港湾機能を維持していくための措置に取り組んでいる。 

○災害発生時において、北海道太平洋側港湾が総体として継続的な物流機能を確保・発揮することができるよう、
平成２８年４月に北海道太平洋側港湾ＢＣＰが策定されている。 

資料：北海道開発局「防ナビ」https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/bousai/ud49g70000005t6k-att/ud49g7000000605t.pdf 

冬期太平洋側港湾の防災連携 
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    取組事例㊹ （地域防災力向上：津波） 

●北海道太平洋側港湾ＢＣＰの内容 
 

①太平洋側港湾の航路啓開の進め方 

（広域的な航路啓開を実施するため各種情報を連携本部（北海道開発局）
が集約し、優先啓開港を決定する 等） 
②応援職員の派遣や資機材の貸出 

（被災港の港湾管理者へ港湾機能確保に係る情報を収集する｢港湾リエゾ
ン｣の派遣や、非被災港から被災港へ応援職員の派遣や資機材の貸出 
等） 
①港湾の利用が困難な場合における他港を利用した代替輸送 

（被災港及び非被災港の各種情報を連携本部（北海道開発局）に集約
し、一元的に発信 等） 

→平成２８年１１月に太平洋側６港湾と開発局で 

  「災害時における相互応援協定」が締結され、 

  人的支援などに関する実効性が担保。 

■北海道開発局では、大規模災害が発生した際においても港湾物流機能を確保するため、広域的な航路啓開の
進め方、応援職員の派遣や資機材の貸出、他港を利用した代替輸送に関し太平洋側港湾の港湾管理者と連携
し、港湾機能を維持していくための措置に取り組んでいます。 

■災害発生時において、北海道太平洋側港湾が総体として継続的な物流機能を確保・発揮することができるよ
う、平成２８年４月に北海道太平洋側港湾ＢＣＰが策定されました。 

太平洋側港湾連
携による災害時
における相互応
援に関する協定 

応援職員派遣及び資機材貸出の流れ 

大規模災害発生時の太平洋側港湾相互連携イメージ 

太平洋側港湾及び関係機関の災害体制の強化を図っていく
ために、定期的な防災訓練などを実施するなど、ＰＤＣＡ
サイクルによるスパイラルアップに努めていきます。 

PDCA

サイクル

計画の策定

計画の運用

問題点の抽出

計画の見直し

室蘭港 
十勝港 

根室港 

苫小牧港 釧路港 

函館港 

大規模災害の来襲 

非
被
災
港

被
災
港

港湾
管理者

港湾
管理者

港湾リエゾン

北海道開発局

港湾空港部

①港湾リエゾンの派遣

②応援職員や資機材の要請

③派遣可能人員・調達可能
資機材の調整

④応援職員派遣・
資機材貸出

被
災
港

非
被
災
港

被
災
港

非
被
災
港

派遣、貸出の流れ
要請、調整の流れ 民間事業者

資機材貸出の調整

港湾管理者

０．初動対応 ○ ○ ○ ○ ○ ○

■地震・津波による発災

●発災時初動対応 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

■被災状況調査

●漂流物等の状況調査・共有 ○ ○ ◎ ○ ◎ ○

１．航路啓開 ○ ○ ○ ○ ○

■優先啓開港の調整・決定

●作業船の在場状況の調査・確認 ○ ◎

●作業船団の配置検討 ◎

■航路啓開作業準備（手続・協議）

●前進基地港の検討・調整・協議 ◎ ◎

●港湾区域内の工事等の協議（港湾法37条） ◎ ◎

２．応援職員の派遣と資機材の貸出 ○ ○ ○ ○ ○ ○

●港湾リエゾンの派遣 ◎ ◎ ○

３．他港を利用した代替輸送 ○ ○ ○ ○ ○ ○

●港湾利用者に向けた情報発信 ◎

上表中の◎は能動的な行動、○は受動的な行動を示す。

北海道

北海道開発局

第一管区
海上保安
本部

港湾空港
部

開建・事
務所

（被災港
所管）

災害協定
締結団体 被災港

発災
24時間

タイムラインスタート

72時間後

何を

いつ 誰が

タイムラインの作成により、 

関係機関毎の行動計画を把握。 

1/30ドーコン 
択捉島の追加、 
フォーマット
を修正しまし

た 

安全・安心な 
社会基盤の形成 

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/bousai/ud49g70000005t6k-att/ud49g7000000605t.pdf


所得・雇用の確保 地域の魅力向上 

安全・安心な社会基盤の形成 生活機能・集落機能の確保 

帯広市
幕別町

中札内村

大樹町
広尾町

更別村

十勝南モデル地域

・特産品開発、６次産業化、雇用創出の取組 

  ・新たな付加価値を創造し地域と共に発展する経営体 

   有限会社アグリードなるせ（宮城県東松島市） 

  ・JAと道の駅の連携による食を通じた地域貢献（美幌町） 

・物流は“競争”から“共創”へ（人流・物流の新たなスキーム） 

  ・「貨客混載」の実証実験の取組 

  ・乗合タクシー（区域乗合）を利用した貨客混載輸送 

・公共交通の一元化とライドシェア 

  ・官民共同運行コミュニティバス（当別町） 

  ・住民マイカーによるライドシェア（天塩町） 

  ・なかとんべつライドシェア（相乗り）事業実証実験（中頓別町） 

・高齢者買い物支援 

  ・地元スーパーと宅配業者、社会福祉協議会の協働による 

   「まごころ宅急便」（岩手県西和賀町） 

 

 

・農林水産業と観光の連携 

  ・農林水産業と観光の連携（岡山県真庭市）  

・観光資源を活かした地域活性化 

   ・観光資源を活かした地域活性化（豊頃町） 

・災害に強いまちづくり、インフラメンテナンスのプラットフォーム 

  ・スマート防災エコタウン（宮城県東松島市） 

  ・インフラメンテナンス国民会議 

・バイオマス関連の取組 

  ・木質バイオマス利用イメージと状況（北海道） 

  ・バイオマス活用の事例（士幌町） 

 

     他地域の取組事例 



     他地域の取組事例① （特産品開発、６次産業化、雇用創出の取組） 
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新たな付加価値を創造し地域と共に発展する経営体 
有限会社アグリードなるせ（宮城県東松島市） 

 
出典：６次産業化取組事例集(29.2)、農林水産省  

•地域農業の受け皿となる組織を目指し、米・大豆等の
土地利用型作物の生産を中心とした法人を平成１８
年に設立。 

•実需者との連携による園芸作物の生産・販売、地域
の農業者等との協力による自社産・地場産農産物を
活用した加工品の開発・販売により、収益性の向上、
通年雇用を実現。 

•デイサービス施設への給食用食材の継続的供給や、
同施設からの農作業体験受入れに取り組む。 

JAと道の駅の連携による食を通じた 
地域貢献（美幌町） 

•農産物のブランド化と地産地消を進めたいJAと地域の
特産物が欲しい道の駅が連携し、地域住民や観光客
に愛される商品づくりを企画。 

•町内の製麺業者と連携して、地元産小麦を使ったラー
メンの開発を開始。１年間で約35,000食を販売するな
どし、生産者が自主的に良質麦生産のための講習会
を開催するなど、生産意欲の向上につながった。 

 
出典：６次産業化取組事例集(29.2)、農林水産省  

1/25 ドーコン 

他の事例フォー
マットにあわせて
タイトルを調整 

所得・雇用 
の確保 
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実証実験に続き本格運行 （平成２８年度～） 

  [道北地区] ３路線・名士バス㈱・士別軌道㈱ 

  [十勝地区] １路線・十勝バス㈱ 
 
平成２９年度から本格運行 
  [空知地区] ６路線・空知中央バス㈱ 
  [宗谷地区] １路線・沿岸バス㈱ 
  [ｵﾎｰﾂｸ地区] １路線・北紋バス㈱ 
  [旭川地区] １路線・旭川中央ハイヤー㈱ 

  [北見地区] １路線・北海道北見バス㈱ 
 
 
※その他路線においても運行開始に向け調整中 

背 景 ◆ 路線バスの利用者減少 
◆ 過疎化の進行による物流サービスの非効率 
◆ トラック運転者の不足 

目 的 ◆ 路線バスの収益確保 
◆ 物流サービスの維持 
◆ ＣＯ２削減などの環境保全 

※バス車両の改造は行わない 

宅配便取扱実績の推移 

宅配便は５年間で６億個増加 

34.0 

40.1 
（億個） 

◯過疎地域における交通ネットワークの生産性向上、物流ネットワークの効率化を図る方策として、平成２８年
度、路線バス車両で人と物を同時に輸送する「貨客混載」の実証実験を行い、本格運行へ。 

◯路線バスの空席スペースを活用し、宅配貨物の物流サービスを提供するシステムを構築。 

「貨客混載」の実証実験の取組 1/25 ドーコン 

他の事例フォー
マットにあわせて
微調整 

1/31 ドーコン 

運輸局提供資料を
入れ込み、ロゴ修
正 

資料：ヤマト運輸（http://www.yamato-hd.co.jp/news/h28/h28_67_01news.html） 

生活機能・集落
機能の確保      他地域の取組事例② （物流は”競争”から”共創”へ（人流・物流の新たなスキーム）） 

 

http://www.yamato-hd.co.jp/news/h28/h28_67_01news.html


〇乗合タクシーを利用した旅客と貨物・同時輸送による生産性向上 
〇輸送の効率化によるトラック運転者不足の解消 
〇CO２排出量削減などの環境保全効果 

乗合タクシー（区域乗合）を利用した貨客混載輸送 
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東旭川駅 

周辺 

【導入事業者】 
 乗合タクシー事業者：旭川中央ハイヤー株式会社 
 《一般乗合旅客自動車運送事業者（区域乗合）》 
 

 物流事業者：佐川急便株式会社 
 

【導入路線】 
 旭川市 米飯地域 
 

【開始時期】 
 平成２９年１１月１日 

旅客と荷物を同時輸送 
（各便の回送時間等を利用して荷物を配送） 

事業概要 

旭
川
中
央
ハ
イ
ヤ
ー
 

佐川急便株式会社 旭川中央ハイヤー 
株式会社 

導入に向けて 

○ 物流事業者・乗合タクシー事業者・自治体との連携・協力体制の確立 

○ 事業開始に向けた関係者間の調整（打合せ・現車確認等 計１１回） 
○ 地域住民への周知（住民説明会 １０月４日） 

佐川急便 
旭川営業所 

貨物総重量 ３５０ｋｇ未満 
（許可等不要） 

８：１５到着 
荷物・伝票を引受 

乗合タクシー 乗合タクシー 

８：００営業所出発 

【荷物の管理等】 
 
 
 
 

 トランクルームに荷物ボックス（鍵付き）を設置し、荷物をボックス内に保管す
ることで、個人情報を保護。 

 運転者は携帯端末機を用いて、荷物の配送状況を管理。 

 運転者に対して、荷物の取り扱いに関する指導・教育を徹底。 

 同一車両で１日運行するため、荷物の積み替えが不要。 

旅客運送への影響を最小化 

配送エリア：東桜岡 豊田 米原 瑞穂 
配送時間：８：３０～１９：００の間（※） 
※復路６便目が終了し、帰庫するまで） 

タクシー運転者が 

自宅までお届け 

乗合タクシー 

８：３０より復路１便 
運行開始 

1/25 ドーコン 

他の事例フォー
マットにあわせて
微調整 

1/31 ドーコン 

運輸局提供資料を
入れ込み、ロゴ修
正 

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/asahikawa/pdf/291026.pdf 

資料：北海道運輸局 

3/7 

資料名：北海道運輸局 と ＵＲＬ 

ドーコン付記しましたご確認願います 

生活機能・集落
機能の確保      他地域の取組事例③ （物流は”競争”から”共創”へ（人流・物流の新たなスキーム）） 

 

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/asahikawa/pdf/291026.pdf


官民共同運行コミュニティバス（当別町） 

•南北に細長く、二つの市街地の周りに広大な
農地と住宅が点在している当別町では、乗り
合いバスが2路線のみで総合的なバス路線が
存在していなかった。 

•そこで、公共交通課題解消のため、町内で独
自目的に運行していた官民４事業者を一元化
し、「当別ふれあいバス」として平成18年より
実証運行事業を実施。 

•平成19年度からは公共交通活性化協議会を
設置し、全国的にも例がない「官民共同によ
る運行」として運行している。 

•利用促進に向け、利用感謝ツアー等のイベン
ト、モビリティマネジメントの実施、認知度を高
めるため交通マップの作成やニューズレター
の定期発行等に取り組んでいる。 

住民マイカーによるライドシェア（天塩町） 

•天塩町では、生活圏である稚内まで約７０km離れており、車での移動
は約１時間であるものの、直通の公共交通手段がなく、バス・電車を
乗り継いで２時間以上を要し、自家用車がない町民は買い物や通院
に不便をきたしていた。 

出典：当別町「当別町地域公共交通総合連携計画」 

 
出典：株式会社notteco資料  

1/25 ドーコン 

中頓別の事例を追
加しました 

•そこで、天塩～稚内間
を自家用車で移動する
者と、それに乗りたい
者をマッチングさせ、ガ
ソリン代等の移動にか
かる費用を割り勘する
コストシェア型のライド
シェアを平成29年3月
から実証実験を実施 

なかとんべつライドシェア（相乗り）事業実証実験（中頓別町） 

•中頓別町では、ボランティア町民ドライバーの自家用車を利用した                          
ライドシェアの実証実験「なかとんべつライドシェア」を平成28年8月２４
日より実施。 
 
 

•利用者はスマホ
アプリ「Uber」や
電話で車を手配
できる。 

•実証試験を踏ま
えて利用者が実
費分を負担するこ
ととしている。 

1/25 ドーコン 

他の事例フォー
マットにあわせて
タイトルを調整 

スマホアプリ「Uber」の活用 
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出典：中頓別町HP 

生活機能・集落
機能の確保      他地域の取組事例④ （公共交通の一元化とライドシェア） 



123 

地元スーパーと宅配業者、社会福祉協議会の協働 
による「まごころ宅急便」（岩手県西和賀町） 

•高齢化率４３％の豪雪地帯である西和賀町では、数年
前に町内の移動販売が廃止。隣の秋田県から巡回して
くる移動販売の停留所まで、山道を３ｋｍ歩く高齢者もい
た。 

•そこで、始まったのが「まごころ宅急便」。登録された高
齢者から町社会福祉協議会が電話で注文を受け、地元
スーパーに商品準備を依頼。商品はヤマト運輸が高齢
者宅まで配達する上、１人暮らし高齢者の安否を確認し
社会福祉協議会に連絡。 

•過疎地に住む者の買い物を支援することで、その地域
に住み続けたいという思いを支えるとともに、近隣の高
齢者が宅配到着時に寄り合い、商品を分け合う「買い物
待ちサロン」もできている。 

農林水産業と観光の連携（岡山県真庭市） 

•面積の約７９％を森林が占める真庭市では、市外から
の視察に対応するために、平成１８年に「バイオマスツ
アー真庭」を開始。 

• 「顔の見える産業観光」をコンセプトに、技術的な側面
からだけでなく、暮らしの中でのバイオマス資源がどの
ように利活用されているか、バイオマスの地域内循環そ
のものをトータルに知ることが可能。 

•視察者と真庭住民の交流が相互の新たな発見となるツ
アーを目指し民間と行政が連携して取り組み、これまで
専門家から環境に興味のある人、地域づくり団体まで
幅広い者が来訪。 

出典：経済産業省「買い物弱者を支えていくために 24の事例と7つの工夫」 

 
出典：真庭観光連盟HP  

1/25 ドーコン 

他の事例フォー
マットにあわせて
タイトルを調整 

＜生活機能・集落機能の確保＞ ＜地域の魅力向上＞ 

生活機能・集落
機能の確保 

地域の 
魅力向上      他地域の取組事例⑤ （高齢者買い物支援、農林水産業と観光の連携） 
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豊頃町では、自然の中で形成される観光資源（ジュエリーアイス）を活かして、道内や地元の観光に資する企業や国・関
係機関と連携し観光振興を推進。また、限られた地域のみならず、北海道の観光振興や観光推進国形成のけん引に寄与。 
 
「ジュエリーアイス」は、厳寒期に豊頃町大津海岸で見られるもので、十勝川の氷が太平洋に流れ、さまざまな形になり砂浜に打ち上げられたものです。 

日の光を浴びて美しく輝くその様子は、宝石のようで神秘的な光景が人々を魅了しています。 

ジュエリーアイス着氷の様子 地元企業とタイアップした写真展を開催 

道内から多くの観光客が訪れる十勝川河口の大津海岸 

道内観光の配布ポスター 絶景日本遺産に掲載 

地域の 
魅力向上      他地域の取組事例⑥ （観光資源を活かした地域活性化） 

観光資源を活かした地域活性化（豊頃町） 
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スマート防災エコタウン（宮城県東松島市） 

•東日本大震災からの復興計画で、安心して暮らせる災
害に強いまちづくりを目指す東松島市では、日本初のマ
イクログリッド（※）により、電力を供給する電力マネジメ
ントシステムを平成２８年６月から稼働。 

•平時には太陽光発電の発電電力を、自営線によりエリ
ア内の災害公営住宅８５戸と周辺の４つの病院や公共
施設に最適制御しながら供給。 

•系統電力が遮断した場合にも、タウン系統内のバイオ
ディーゼル非常用発電機と太陽光発電、大型蓄電池を
組み合わせ、最低３日間は通常の電力供給が可能。 

インフラメンテナンス国民会議 

※既存の発電所からの電力にほとんど依存しない、エネルギー供給源と消
費施設をもつ小規模なエネルギーネットワーク 

出典：東松島市、積水ハウス(株)ニュースリリース（2016.6.13） 

• 「インフラメンテナンス国民会議」は、社会全体でインフ
ラメンテナンスに取り組む機運を高め、未来世代により
よいインフラを引き継ぐべく、産学官民が有する技術や
知恵を総動員するためのプラットフォームとして、平成
28年11月に設立。 

•具体的な施設管理者のニーズや技術の課題を明確化
し、解決のシーズ技術を持つ企業の参入を促進 

•技術開発成果の社会実装を目標とし、施設管理者とさ
まざまな業種の企業等がオープンイノベーションにより
技術開発を促進 

•技術開発にあたり企業マッチングや技術開発の実証
フィールド等をコーディネート 

「インフラメンテナンス国民会議」の取組 

1/25 ドーコン 

他の事例フォー
マットにあわせて
タイトルを調整 

資料：国土交通省 

3/7 

資料名：国土交通省 

ドーコン付記しましたご確認願
います 

安全・安心な 
社会基盤の形成      他地域の取組事例⑦ （災害に強いまちづくり、インフラメンテナンスのプラットフォーム） 



安全・安心な 
社会基盤の形成      他地域の取組事例⑧（バイオマス関連の取組） 

木質バイオマス利用イメージと状況（北海道） 

バイオマス活用の事例（士幌町） 

資料：平成２７年度 北海道地域分散型エネルギーシステム普及拡大事業報告書 
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/chiikibunnsanngatahoukokusyo1.pdf) 

資料：北海道バイオマス活用推進計画 策定：平成２５年１２月２４日（北海道農政部） 
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/biomasskeikaku.htm) 

 北海道では、庁内関係部課で組織す
る「バイオマス利活用推進連絡会議」を
通じ、情報の共有や関係する計画や施
策との連携・調整を図りながら、本計画
の推進に努めています。 
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http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/chiikibunnsanngatahoukokusyo1.pdf



