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名寄周辺モデル地域 施策パッケージ（第１版）の進捗状況

施策パッケージの概要

名寄周辺モデル地域では、平成30年４月に施策パッケージを策定しました。現在、関係機関において
施策パッケージに掲げた施策の推進に取り組んでいます。また、喫緊に取り組む事項として「効率的な物
流システムの構築」「広域的な連携によるスポーツ強化団体受入体制の構築」「広域的な連携による観
光振興」について、ワーキングチームでの検討を進めています。
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【施策パッケージ検討メンバー（圏域検討会構成員）】

（ファシリテーター）
日本大学 特任教授 石田 東生

一般社団法人北海道総合研究調査会 理事長 五十嵐智嘉子

一般社団法人地域研究工房 代表理事 小磯 修二

（地域からの参画委員）
名寄市立大学 保険福祉学部 教授 瀬戸口 裕二

美深町観光協会 事務局長 小栗 卓

株式会社Ｄｋｄｏ 取締役 黒井 理恵

三井不動産株式会社 社会・環境推進室 室長 杉本 健一

北ひびき農業協同組合 地区筆頭理事 中山 義隆

名寄商工会議所 会頭 藤田 建慈

北星信用金庫 地域支援部長 森 茂樹

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

北海道、国土交通省（北海道運輸局、北海道開発局）

注）施策パッケージ策定時



施策パッケージに掲載の取組の実施事例①

貨客混載を利用した
買物支援サービス（北海道運輸局）
• 士別市朝日地区で、路線バスの活性化、地域の買物利
便性の確保を目的として、貨客混載バスを利用した買物
支援サービスが始まります。

• 北海道運輸局では、実証実験を行うなど、このプロジェ
クトの実施に向けて支援を行ってきました。

生活機能・
集落機能の確保

【買物支援サービス 概要】
１．開始日

平成31年3月28日（木）
２．サービス内容

対象店舗で購入した商品を路線バスとトラックを使って購入者の自宅
に当日配送

３．対象地域
士別市朝日地区（配送される地域）

４．路線バス
士別軌道株式会社（貨客混載バス朝日線にて輸送）

５．トラック
ヤマト運輸株式会社

（荷受と配送を担当）
６．対象店舗

西條士別店、
ビッグハウス士別店

出典：北海道運輸局提供資料

農地の大区画化等基盤整備
所得・雇用
の確保

• 士別市上士別地区では、効率的で生産性の高い農業基
盤の確立に向け、国営農地再編整備事業により、農地
の大区画化、排水条件の改善等の整備を実施中です。

【効率的作業を可能とする農業基盤整備】
地域が目指す将来の営農ビジョンに基づき、導入する機械の作業能力を最

大限に発揮することができるよう3.4haを標準区画としてほ場を大区画化

現 状 整備による効果

排水不良ほ場

用排水施設の
老朽化

用排水路管路化

ターン農道

末端用排水路の

管路化による用排
水管理の省力化！

農道ターン方式の
採用による農作業
時間の短縮！

【組織経営体による農業生産体制の構築】

組織経営体の設立
や大型機械の導入
が可能！

国営農地再編整備事業により地区内の生産基盤の整備水準を均質化、個
別経営から4つの組織経営体に集約することで、農業生産体制の合理化を
目指します。

整備前 計 画

A組織経営体

B組織経営体

C組織経営体

D組織経営体

約80戸の個別経営

4つの組織経営体に集約
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サイクルツーリズム
（きた北海道ルート）

• 旭川を出発して3日間、12の市町村を通りながら、MY自転
車と一緒に日本のてっぺん・宗谷岬を目指す「TEPPEN-
RIDE2019」を実施。

主催：天塩川シーニックバイウェイルート運営代表者会議、

宗谷シーニックバイウェイルート運営代表者会議

共催：シーニックバイウェイ支援センター

地域の
魅力向上

出典：道北観光連盟ゴール：稚内宗谷岬

休憩：エコミュージアムおさしまセンター

■日程：2019年9月20日（金）～9月22日（日）
■募集人数：20名（＊最小催行人数：5名）
■スタート：JR旭川駅 北彩都ガーデン
■ゴール：稚内宗谷岬
■全行程総距離：315km

【天塩川上流】減災に関する取組

• 天塩川上流減災対策委員会において策定した、減災に
関する取組方針の「概ね5年で実施する取組」に基づき、
天塩川上流水防連絡協議会名寄地方部会を開催。

• 防災教育として小学校4年生を対象とした副読本を作成。

安全・安心な
社会基盤の形成

天塩川上流水防連絡協議会
名寄地方部会開催状況

名寄市小学４年生向け
社会科副読本「なよろ」

• 天塩川において危機管理（ハード対策）を推進。

施策パッケージに掲載の取組の実施事例②

概 要

堤防天端の保護
堤防天端をアスファルト等で保護し、

堤防への雨水の浸透を抑制。また、
越水した場合、法肩部の崩壊の進
行を遅らせ、決壊までの時間を少し
でも延ばす。

堤防裏法尻の補強
裏法尻をブロック等で補強し、越

水し た場合には深掘れの進行を
遅らせることにより、決壊までの時
間を少しでも延ばす。
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ワーキングチームの取組（効率的な物流システムの構築①）

効率的な生産

加 工

集約機能 販路開拓

当ワーキングチームにおける各機関の役割イメージ

総括（開発局・運輸局・北海道・名寄市・名寄地域連携物流システム検討協議会）
当該地域の物流効率化の取組を総括し、各者の連携協力を推進。

食品製造業競争力強化販路拡大事業（北海道）
商流・物流一体となった取組を通じて、道産食品
の競争力強化、販路拡大を図る。

貨客混載（運輸局）
バス・タクシー等を活用した貨客混載により、
地域内での効率的な輸送を構築。

道の駅等

地域連携物流システムの構築（名寄地域連携物流システム
検討協議会）
混載による共同輸送の仕組みを構築。

道の駅ネットワーク（開発局）
道の駅間物流ネットワークと宅配便
ネットワークの上手な使い方を試行。

宅配の共同輸送（名寄市）
宅配事業者による道北北
部地域での共同輸送検討。

○物流関係のワーキングチームでは、当該地域で進められている共同輸送等の物流効率化の取組を総

括し、各機関の協力、連携を推進。

地域輸送

基幹輸送
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名寄市

剣淵町 士別市

道央

道外

海外

十勝

旭川

海外

道外

道央

ワーキングチームの取組み（効率的な物流システムの構築②）

道の駅「なよろ」を物流拠点と位置づけ、道北から
道央圏までの輸送について、ＣＲＢを活用した試行を
実施。

幅：1,110×奥行：1,110×高さ：
1,986 (mm)、重量：310kg 、
電源：三相200V,50/60Hz、
有効内容積：1,130 ㍑ 、
冷蔵時 ： 3～5℃、30時間、
冷凍時 ： -20℃  、20時間

○効率的な物流システムの構築に向け、地域の物流実態の把握や物流の効率化、安定化に資する仕
組みづくりを検討。

▲フォークリフト
積込時間の短縮と
労働負荷の軽減

▲CRB
（コールドロールボックス）
冷蔵品の保管

地方部の物流実態を把握するとともに、物流効率化に資
する公的施設の利用可能性について調査・検討を実施。

■道の駅もち米の里☆なよ
ろ

事業者へのヒアリング
調査により、公的施設
を活用する場合に求
められる条件を整理

道の駅などの公的
施設を利活用する
ための課題を整理

地域の具体的な公
的施設の活用方法
の検討。制度上・運
用上の課題を整理

事業者へのヒアリング調査から、
地域における物流の現状と課題、
物流効率化の支援方策を整理

■道の駅もち米の里☆なよろ ■道の駅絵本の里けんぶち 有識者との意見交換会

【地方部における物流実態等の調査】

【公的機関の土地・施設の利用可能性に関する調査・検討】

有識者との意見交換を通じ、調査・検討を実施

荷主へのアンケート調査により、
名寄地域における販売物流の全
体像を整理
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ワーキングチームの取組み（広域的な連携によるスポーツ強化団体受入体制の構築）

○関係自治体、北海道経産局や民間企業によるスポーツWTを開催。一部自治体において民間企業提
案型の取組がスタート

○名寄市では、企業及び行政・大学等による「スポーツコミッション」を設立（H31.3）。自走可能なスポーツ
コミッションを目指し、名称を「Ｎスポーツコミッション（NSC)」とし取組を本格化（H31.4)

○スポーツＷＴの目標と一致するＮＳＣの設立に伴い、NSCにスポーツWTの活動を包括。NSCにオブザー
バーとして参加し、今後の自治体間での連携を支援

名称決定理由
「N」には「名寄」「North（北）」「新しい事業」
「健康づくりナビゲータ」の意味が込められている。

（仮称）なよろスポーツ

コミッシ設立 （H31.3 ）

〔構成団体〕 名寄市等１６団体
〔事業展開〕 ①青少年教育育成・人材育成

②健康増進・いきがい・福祉振興
③地域経済活性化
④広域連携・各種まちづくり

なよろスポーツ合宿

誘致推進協議会（Ｈ２８年度）

Ｎスポーツコミッション

ＮＳＣ （H31.4：第１回運営会議）
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
、

自
治
他
体
間
連
携
を
支
援

＜ワーキングをきっかけに始められた取組＞
〇スポーツ・健康街なか活性化事業

健康ゲーム講座（ＮＳＣ×凸版印刷）

第２回スポーツワーキング

＜開催概要＞

〔内 容〕

〔日 時〕 平成31年3月28日（木）
〔参加者〕 関係自治体、民間企業

北海道開発局

〔意見交換状況〕
・スポーツワーキングの目的・目標について
・当面の進め方・取組項目について
○実施可能な取組よりスタートすることを確認

・話題提供
・グループ討議（広域連携すべき取組について等）
○第2回WTでは取組の柱を決めて集中的に議論することを確認

〔日 時〕 平成31年1月29日（火）
〔参加者〕 関係自治体、北海道経済産業局、

民間企業、北海道開発局

＜開催概要＞
第１回スポーツワーキング

〔内 容〕

〔話題提供状況〕
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○地域に住み続けられる環境づくりのためには、住み続けたい人・住みたい人や地域外から観光等で訪れる人を惹きつ
け、定住・交流の促進による雇用・所得の確保につながる「地域の魅力向上」が重要

○本地域は、道内客や日帰客の比率が高く、消費額が大きい道外客や外国人観光客、宿泊客の増加が課題であること
から将来的な日本版DMOの登録も視野に入れた広域的な連携による観光振興をテーマにワーキングチームを設置し、
複数の市町村や事業主体による連携プロジェクトの育成を中心に活動を推進

・２市６町１村の行政、
商工会及び観光協会
・北海道運輸局旭川運輸支局
・北海道開発局

将来的な広域マネジメントの強化を目指し、道北観光
連盟や天塩川シーニックバイウェイ等と連携して、複数の
市町村や事業主体による連携プロジェクトを育成

世界水準の観光地形成に向けたセミナーin名寄 平成30年11月9日（金）

第１回ワーキングチーム会議
篠原靖氏との意見交換により具体的な取組に向けた視点・手法を共有。

平成31年3月6日（水）

現状や前回までの知見を再整理し、具体的な連携プロジェクトを確認。
令和元年6月25日（水）

・ 雄大な自然を活かしたアウトドア観光（川､湖､サイクリング等）が特徴だが､道内客や日帰客の比率が高く､ 消費額が大きい道外客や外国人観光客､宿泊客の増加が課題背景 ・ このような遠方からの誘客のためにはより広い地域での受入が必要となることから、地域全体の観光資源を活かして、施策効果を最大化するための広域マネジメントが重要

観光ワーキングチーム
ー 体制 ー ー 開催経緯 ー

第２回ワーキングチーム会議

矢ヶ崎紀子氏らを講師に広域連携の重要性などを再共有。

連携プロジェクトの進捗状況を確認。
第３回ワーキングチーム会議 令和元年11月21日（木）

令和元年度の連携プロジェクトの主な取組成果
名寄川地区かわまちづくり

現地確認試走（堤防天端）

整備前 整備後

インフラを活用した地域活性化
士別市等周辺市町村連携による岩尾内ダム周
辺の広域観光情報を集約、旅行会社に発信

インフラツーリズムを
検討する旅行会社
向け資料に、インフ
ラ情報に加えて、周
辺市町村との連携
のもと新たに観光情
報等を集約・整理

サイクルツーリズム 下川町の自然資源を活用した
通年観光プロジェクトイベントでの連携や基幹ルート沿線市町村との

意見交換により北海道のサイクルツーリズム推進
方針に基づく「ルート協議会」に登録

下川町を中心に近隣自治体との連携を目指す
新たな観光メニューを検討して実証

令和元年度はこのように連携した取組が拡大。今後も連携プロジェクトをさらに育成していくこと等により、広域連携による受入体制と広域マネジメントの強化をより一層推進。

「ルート協議会」の第一弾登録に
「きたルート」が登録（宗谷地域とも連携）

開発局と地域がさまざまなイベントで連携
令和元年度はRiverWalkの拡大と
新たにSnowShoeingを実施

ワーキングチームの取組み（広域的な連携による観光振興）

名寄市と下川町を結ぶ名寄川河川空間やしも
かわ珊瑠湖周辺をサイクリングや散策などに活用
できるよう整備を推進

令和元年度は新たに約８kmの堤防
天端を舗装。自転車走行が可能に。
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