平成３０年１月２５日

守れ！北海道の「生産空間」
！ 釧路で圏域検討会を開催
～地域の方々とともに｢生産空間｣の魅力ある環境づくりを目指します～
国土交通省北海道局及び北海道開発局は、
「食」や「観光」などの北海道
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のため、
地域の課題・ニーズに対応した各種施策を検討する「釧路沿岸モデル地域
圏域検討会」を下記のとおり開催します。
記
○ 釧路沿岸モデル地域圏域検討会
日
場

平成３０年２月７日（水）１４：００～（３時間程度）
釧路地方合同庁舎５階共用会議室
（釧路市幸町 10 丁目 3）
内 容 当日の次第（案）は、別添１のとおり。
出席者 別添２のとおり。
その他 検討会は公開にて行います。傍聴・取材を希望される報道関係者の方は、
別添３の申込書により、２月６日（火）１７：００までにお申込み願い
ます。
検討会の一般傍聴を希望される方は、別添４の申込書により、２月２日
（金）までにお申込み願います。会場の収容人数を超える場合、申込先
着順とさせていただきます。
※生産空間

時
所

主として農業、漁業に係る生産の場（特に市街地ではない領域）を指す。生産空間は生産のみ
ならず、観光その他の多面的・公益的機能を提供している。

【問合せ先】

国土交通省 北海道開発局

電話（代表）011-709-2311

開発監理部 開発計画課 開発企画官

山田 拓也（内線 5462）

開発監理部 開発調整課 開発企画官

平野 誠治（内線 5472）

国土交通省 北海道局

電話（代表）03-5253-8111

参事官付 開発専門官 岡田 慎哉（内線52134）
参事官付 主査

佐伯 勇輔（内線52134）
北海道開発局ホームページ

http://www.hkd.mlit.go.jp

別添１

「釧路沿岸モデル地域圏域検討会」次第（案）
日時

平成 30 年 2 月 7 日(水) 14:00～（3 時間程度）

場所

釧路地方合同庁舎 ５階共用会議室

１

開会

２

北海道総合開発計画・北海道型地域構造について

３

講演
日本大学 特任教授 石田 東生

４

氏

議題
(1) 釧路沿岸モデル地域圏域検討会について
(2) 釧路沿岸モデル地域圏域の検討を進めるに当たって
(3) ディスカッション

５

その他

６

閉会

別添２

「釧路沿岸モデル地域圏域検討会」出席者名簿（予定）
ファシリテータ

一般社団法人 北海道総合研究調査会

ー 、学識者

日本大学

特任教授

前釧路公立大学
民間事業関係者

理事長

石田 東生

学長

株式会社白糠酪恵舎

小磯 修二
代表取締役

株式会社厚岸味覚ターミナル･コンキリエ

浜中町商工会

五十嵐 智嘉子

井ノ口 和良
副支配人

会長

荻原 俊和
栗本 英彌

北洋銀行釧路中央支店
昆布森漁業協同組合

支店長

今野 了

専務理事

椎野 清一

一般社団法人釧路観光コンベンション協会専務理事

田中 正

阿寒農業協同組合

野村 宏

代表理事組合長

釧路根室圏まちとくらしネットワークフォーラム

自治体・行政機関 釧路市

市長

釧路町

町長

厚岸町

町長

浜中町

町長

白糠町

町長

北海道 釧路総合振興局
国土交通省 北海道局

座長

宮田 昌利

局長
参事官

国土交通省 北海道運輸局 交通政策部

部長

国土交通省 北海道運輸局 釧路運輸支局
国土交通省 北海道開発局 開発監理部

支局長
次長

国土交通省 北海道開発局 釧路開発建設部

部長

注)1. 敬称略
注)2. ファシリテーター、学識者、民間事業関係者は、五十音順
事務局

国土交通省 北海道局 参事官室
北海道開発局 開発監理部 開発計画課、開発調整課、開発調査課
北海道開発局 釧路開発建設部

別添３
北海道開発局

開発調整課

宛

申

（FAX 011-709-9215）
（Email hkd-ky-seisankukan@ml.mlit.go.jp）

込

書(報道関係者)

「釧路沿岸モデル地域圏域検討会」の傍聴・取材を希望する場合は、本様式により、上記宛先ま
でメール又はＦＡＸでお申込みください。
申込締切は、２月６日（火）１７：００です。
■会社名及び部署名

■傍聴・取材者 役職・氏名（全員の役職・氏名を記載願います）

①（代表者）
②
③
④
■テレビカメラ持込みの有無（該当するものに○をつけてください）
有 ・ 無
■連絡先（代表者の連絡先）

※ご記入いただいた個人情報については、検討会に関する連絡以外では使用しません。

別添４

釧路沿岸モデル地域圏域検討会 参 加 申 込
申込締切：平成 30 年 2 月 2 日（金）

北海道開発局 開発監理部 開発調整課

書

宛

FAX:011-709-9215
E-mail:hkd-ky-seisankukan@ml.mlit.go.jp
※下記の必要事項を記入の上、ＦＡＸ又は E-mail にて送信願います。
参加者
貴社／機関名

氏

名

（代表者）

代表者連絡先
電話番号
E-mail

※ご記入いただいた個人情報については、検討会に関する連絡以外では使用しません。

お問合せ先
国土交通省 北海道開発局 開発監理部 開発調整課
〒060-8511 札幌市北区北 8 条西 2 丁目札幌第 1 合同庁舎 14 階北
TEL: 011-709-2311(内線 5472、5416) 担当：平野、奥山

参考資料

❶
○北海道の強みである「食」と「観光」を戦略的産業として位置付け、食と観光を担う「生産空間」を支え、「世界の北海道」を目指すのが計画のポイント。
○社会や時代の要請を踏まえながら、「世界水準の観光地の形成」「食料供給基地としての持続的発展」等に重点的に取り組む。
計画のポイント
【北海道の強み】
・北海道は我が国の食料供給基地

【北海道の課題】
・食の輸出、外国人観光客も急増

食料品輸出額（北海道）：７年で３倍に

来道外国人旅行者数：12年で７倍に

・北海道の人口減少は全国よりも10年先に進展
・本州等とは距離感の異なる広域分散型社会
ピーク時比
人口

100%

570万人(H9)

高齢化率

北海道
人口

稚内市

40%
10年

90%
全国
人口

80%

北海道の広さ

12,808万人(H20)

全国
高齢化率30%

網走市
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10年

20%
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70%

北海道
高齢化率

60%

10%

江差町

函館市

浦河町
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【これからの北海道の戦略】

「食」・「観光」が戦略的産業

～人口減少時代にあっても、
①北海道には世界と競争し得るポテンシャル
②アジアなど世界の市場が拡大傾向

農林水産業、観光等を担う「生産空間」を支え
「世界の北海道」を目指す

重点的に取り組む事項

❶ 「観光先進国」実現をリードする世界水準の観光地の形成

❷ 食料供給基地としての持続的発展

❸ 食と観光を担う「生産空間」を支える取組
北海道型地域構造の保持・形成

地域づくり人材の発掘・育成

強靱で持続可能な国土づくり

❷

○我が国の課題解決に対する北海道の貢献は、「食」・「観光」・「エネルギー」等、多岐にわたる。
○特に、主として農業・漁業の生産は地方部で行われ、食料供給に大きく貢献。
○また、観光資源・地域資源は地方部にも広く分布し、観光サービスの生産空間としての側面もあり、雇用の創出も期待。

人口分布

漁業就業者1人あたり漁業生産額
出典：北海道水産林務部「H24北海道水産現勢」
総務省「H22国勢調査 産業別人口」

出典：総務省「H22国勢調査」

農業就業者１人あたり農業産出額
出典：農林水産省「H18生産農業所得統計」
総務省「H22国勢調査 産業別人口」

地域資源・観光施設の分布
出典：「観光資源台帳」（(財)日本交通公社が
事務局として設置した「観光資源評価委
員会」が検討・選定し作成）を基に作成

#
#
＃観光資源（史跡、社寺、城跡、城郭、庭園、
公園、歴史景観、地域景観、年中行事、歴史
的建築物、現代建造物、博物館・美術館）
＃地域資源（山岳、高原、原野、湿原、湖沼、
渓谷、滝、河川、海岸、岬、島、岩石、洞窟、
動物、植物、自然現象）

○今後、人口急減・超高齢化の進展により、北海道最大の強みである第1次産業や観光の「生産空間」の維持が困難になるおそれ。

❸

○地方部の集落の「住まい方」は散在・散居形態が主であり、都府県と大きく異なり、また、地方部は日本の国土の1/5を占める面積に広く分散しており、都市間
距離が大きい。
人口減少・高齢化の急速な進行

散居形態

半数が無人化の危機
2010年の人口分布※１

集落の74％が散居型※２

他府県の例(富山県砺波市）※３

このような状況下では、生活施設まで遠く、公共交通の
運営が困難など、人口定着には不利な環境

このままでは将来

北海道の「強み」を提供できなくなる可能性

2050年の人口分布※１

北海道の農村(上士幌町) ※３

今、まさに「生産空間」の維持・発展が急務

※１ 出典：総務省「H22国勢調査」、国土交通省「国土数値情報（土地利用3次メッシュ）第2.3版」、「国土数値情報（将来推計人口メッシュ（国政局推計））」を基に作成。
※２ 出典：竹内慎一（北海道立総合研究機構北方建築総合研究所）「北海道の集落の実態分析による地域防災力に関わる評価指標の検討」地域安全学会論文集(14),pp37-46,2011-03
※３ 写真：NTT空間情報（株）

❹

○北海道の「生産空間」は、主として農業・漁業に係わる場として、食料供給に大きく貢献し、観光その他多面的・公益的機能を提供。これからもその役割を果た
し続けるとともに、それを支える人々が住み続けることが必要。
○このため、都市機能・生活機能が日常生活に支障のない水準で提供される「基礎圏域」を形成し、「生産空間」での暮らしを広域的に支えつつ、人々の活発な
対流を促進。
北海道の「強み」を支える「生産空間※」として、
10年後も、2050年もその役割を果たし続けるとともに、
それを支える人々が住み続けることが必要

北海道型地域構造～頼り頼られる3つの層～

そのためには、「定住環境の確保」が必須

頼り頼られる３つの層の
「重層的な機能分担」と「ネットワークによる連携」
（北海道版コンパクト＋ネットワーク）
で課題に対応

下記の観点についての取組を有機的・総合的に実施。

所得・雇用の確保

地域の魅力向上

生活機能・
集落機能の確保

安全・安心な
社会基盤の形成

※生産空間：主として農業・漁業に係わる生産の場(特に市街地ではない領域)を
中心とし、観光等の多面的･公益的機能を含む

○「生産空間の維持」に視点を置いた分析を行うため、
「地方部の市町村」をさらに①生産空間と②市街地に分類。
○これに③圏域中心都市を加え
①地方部市町村の生産空間→ ②地方部市町村の市街地 → ③中心都市
という流れで各階層及び階層間に求める機能を考え、地域構造を分析。
○｢①生産空間＋ ②市街地 ＋③中心都市」の３層を、北海道の地域構造
を検討する際の「基礎圏域」と設定

❺
○各層相互の密接な関係を考慮し、トータルで取組を検討。（※以下の内容はイメージであり、今後の検討会で推進する施策は、これに限るものではない。）
現状と課題
所得・雇用の確保
・人口減少・高齢化の進行
・生産空間の無人化
・農家戸数の減少
・新技術・経営形態の革新などの
必要性
・水産資源の維持・確保の必要性
・付加価値向上の必要性
・集落維持の必要性

ＩＣＴやロボット技術を活用したスマート
農業

・医療・教育等の生活機能のある都市
へのアクセス距離が課題
・生産空間の集落機能が低下

地域の魅力向上
・市街地への集住は生産空間の多面
的な機能を減じる懸念
・生産空間での定住・交流が必要

❶ダム機能
定住環境整備

衛生管理の取組推進、養殖・栽培漁業
の普及
☞広域交通ネットワークの整備

集落コミュニティの維持・連携

住民ニーズに対応した移動手段の維持・
確保

❷ポンプ機能

人口流入・人口回帰

人を呼び戻す機能

移動販売、買物代行等の交通弱者の支
援対策

☞持続可能な人流・物流ｼｽﾃﾑ構築

交通ネットワーク・情報通信環境の整備

移住、二地域居住等の促進

・気候変動により自然災害が頻発、
激甚化
・生産空間の被災により食料供給基地
の役割の消失の懸念

地域住民と行政の連携・協働によるインフ
ラ維持・管理

都市間バス

乗り換え

地域資源を活用した交流拡大
❸アンカー機能
高度な都市サービス

安全・安心な社会基盤の形成

☞GPSを利用した農業の導入

人口流出抑制・地域内対流

農地の大区画化、汎用化

持続可能な人流・物流システムの構築

生活機能・集落機能の確保

具体的な取組の事例

施策案

都市機能維持

デマンドバス
バス停

水害・土砂災害、地震・津波への対応
行政、住民、民間事業者等の連携体制
の構築

「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）

