




序文 

 

我が国は人口減、少子高齢化、過疎化及びヒト・モノ・カネの大都市への集中等の課題

に直面しています。政府は同課題に対応するため、2014 年 12 月に「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」を策定し、現在同戦略を踏まえて各地域における具体的な地域振興・活性化

計画が検討されています。 

 

道内人口は 1997 年の約 569 万人をピークに減少が続いており、国立社会保障・人口問題

研究所によれば、2040 年の道内人口は自然減、社会減により約 419 万人に減少すると言わ

れています（2010 年時点の人口約 550 万人）。道は人口維持に資する方策として、北海道の

強みを活かした産業の育成・雇用機会の創出、住み易い生活環境の整備及び北海道への人

の呼び込み等を基本とする取り組み方針を策定し、現在道内各地域において其々の特徴を

活かした様々な取り組みが行われています。人口減や高齢化等の課題は中進国において既

に顕在化しており、開発途上国においても今後同様の状況を迎えることが想定されるとこ

ろ、同課題に対する国内での取り組み状況等を把握の上、開発途上国支援に活用すること

が必要となっています。 

 

JICA は国内 15 か所の拠点をベースに、自治体、大学・研究機関、NGO 等市民団体及び民

間企業等の協力を得つつ、各地域の特徴・有為性を踏まえた事業を実施しています。1996

年に設置された JICA 北海道国際センターにおいても、農林水産、環境、観光等北海道の特

性を活かした研修員受入事業、自治体等と連携した草の根技術協力、青年海外協力隊等 JICA

ボランティアの派遣、開発教育支援及び中小企業を主対象とする企業支援を実施していま

すが、2015 年 2 月に閣議決定された「開発協力大綱」では、官民連携や自治体連携の一層

の強化が明記されたことにより、国内の地域活性化に対する JICA の貢献がより一層求めら

れる状況にあります。 

 

国内の知見・経験を開発途上国支援に活かすため JICA は 2003 年 7 月に「地域おこしの

経験を世界へ（国際協力総合研修所/現研究所）」を実施し、北海道においても「北海道に

おける地域振興事例調査（2001 年 3 月）」や「北海道の地域特性の国際協力への有効活用調

査（2007 年 9 月）」を実施していますが、JICA がこれまで開発途上国支援で蓄積した経験・

知見を国内の地方創生・地域活性化に活かすための調査事例は少なく、道内各地で実施さ

れている地域振興や課題等について十分把握できていなかったため、本調査を実施するこ

ととしました。 

 

本調査では道内各地域の有為性を活かしつつ、地域の活性化に取り組んでいる事例を取

り上げ、現地調査を通じて背景・経緯、目的、課題等を把握の上、各地域の取り組みに JICA

の知見や経験等を活かすための方策を検討しており、既存制度の枠内で対応可能な支援や

新しい取り組みを取り纏めています。本調査結果を JICA の各国内機関はもとより、自治体、

大学・研究機関、市民団体及び企業等で参考として頂くことを期待しています。 



 

本調査の実施に際しては、道内各分野の有識者により構成される支援委員会の皆様に貴

重なご意見、ご提言を頂きました。また、現地視察で訪問した道内各地の関係者からも現

場の視点を踏まえたご意見、ご要望も伺うことができました。関係の皆さんのご協力に対

して、心より感謝申し上げます。 
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要約 1 
 

北海道における地域振興・産業振興に関する調査 

要  約 

 
１．調査の背景・目的 

（１）本調査では開発途上国における多様化するニーズに的確に対応し、JICA 事業の更な

る質的向上を図ることを目的に、北海道の経済・社会状況及び道内各自治体の地域振興

の取り組み事例の情報収集・分析を行った。 
 
（２）加えて、開発途上国からの訪日観光客の増加や、国際交流の活発化、開発途上国の

輸出市場としての成熟化等、日本と開発途上国との関係が大きく変化してきている現状

を踏まえ、開発途上国の発展と北海道の活性化・国際化の双方を推進する国際協力の方

向性等について可能性を検討している。 
 
（３）調査の構成は、①北海道の全体像の把握、②地域振興・産業振興の事例の取りまと

め、③JICA 事業を活用した地域振興・産業振興への活用可能性の検討、である。また、

北海道内の産業、行政、学会、金融、報道の有識者から構成される本調査支援委員会（以

下「支援委員会」という）を設置し、有識者の助言を踏まえつつ調査を実施し、調査事

例から導き出された国際協力への活用可能性、JICA 事業による地域活性化への貢献の可

能性等について取りまとめた。 
 

 
 

 
２．北海道の現状・課題 

（１）北海道は、国土の 22.1％を占める面積に対し人口シェアは 4.3％と、広域分散型地域

構造が特色である。また、冬季の極寒豪雪の気候も特徴の一つである。経済状況につい
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ては、国内総生産（名目）474 兆 4,749 億円に対して、2012 年度の道内経済総生産（名

目）は 18 兆 1,241 億円であり、全国の 3.8%と、「4％経済」と呼ばれる状況となってい

る。   
 
（２）産業構成の特徴は、第 1 次産業と第 3 次産業の比重が高く、第 2 次産業が全国シェ

ア 2.1％と低位となっていることである。 
 
（３）北海道の課題としては、開発の歴史が本州に比べて浅く、社会インフラの整備が本

州と比べると遅れており、加えて広域分散型地域構造と極寒豪雪地域という特徴が、イ

ンフラの整備と維持に対して高コスト構造とならざるを得ないことがある。 
 
（４）北海道の人口は、1995 年と 2000 年の国勢調査の比較によると全国は 1.1%の人口増

加であるのに対し、北海道はすでに 0.2%の減少に転じており、また、1995 年の国勢調査

時点ですでに、65 歳以上の高齢者の割合が全国 14.5%に対し、北海道は 14.8%と人口減

少と高齢化の課題先進地域となっている。 
 
（５）このように経済規模の縮小、急激な人口の減少、過疎化等の課題を抱える北海道で

は、自立的で持続可能な地域社会の形成に資するため、比較優位性を持つと言われてい

る「安全・安心な食」や「観光」を中心とする地域資源を活かした地域振興・産業振興

の取り組みが各地域にて行われている。 
 
 
３．地域振興事例紹介 

本調査では地域活性化の内容については、その取り組み内容の多様性から、「まちづくり」、

「産業振興」、「広域連携」の 3 分野に分類して整理している。 
 

 特徴 
まちづくり 新たな福祉社会の構築や環境共生型社会の構築といった社会性の醸成 
産業振興 地域資源を活かした産業による地域経済活性化や雇用創出 
広域連携 一つの自治体にとらわれずに広域で取り組むことによる利害関係の調整

及び高付加価値化 
 
（１）これまでの地域活性化事例をみると、その地域で活躍するキーマンの存在が地域活

性化に関して重要であることが明確である。今回の調査結果を分析すると、人的要因に

加え、地方を取り巻く環境変化や地域の特性、強みなどを踏まえた戦略・戦術策定や組

織化、仲間づくりといった、地域活性化に向かうための手法や仕組み、システムにそれ
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ぞれ特色が見られる。いずれも各地域の特性や、人材、歴史、資源等をしっかりと分析

し、その地域で最も適した地域活性化策を講じるため知恵を官民協働で検討している。 
 
（２）しかしながら、地域活性化の取り組みは地域により多様性に富んでおり、限られた

成功要因を分析してモデル事例を抽出した上で、それを多地域に応用・活用することは

困難であるため、地域毎のケースバイケースの支援を検討することが重要である。 
 
 本調査の対象とした 20 地域における活動の特徴は、以下のとおりである。 

 自治体名 ヒアリング先 テーマ 

ま
ち
づ
く
り 

夕張市 夕張市 
コンパクトシティ化と地域エネルギー活

用による地域活性化の取り組み 

下川町 下川町 
エネルギー自立に向けた持続可能な地域

社会構築の取り組み 

鹿追町 
NPO 法人北海道ツーリズ

ム協会 
新たなツーリズム構築による地域活性化

の取り組み 

岩内町 
NPO 法人岩内美術振興協

会 
文化振興と教育連携による地域活性化の

取り組み 

美唄市 
認定 NPO 法人アルテピア

ッツァびばい 
産業遺産を利活用した地域活性化の取り

組み 

当別町 社会福祉法人ゆうゆう 
共生型社会の構築による地域活性化の取

り組み 

江差町 江差いにしえ資源研究会 
歴史資源を活かした商店街活性化の取り

組み 

ニセコ町 ニセコ町 
住民参加のまちづくりによる環境モデル

都市の取り組み 

釧路市 
（一社）釧路社会的企業創

造協議会 
生活困窮者の社会復帰支援による地域活

性化の取り組み 

産

業

振

興 

雄武町 
オホーツク雄武の宝再発

見！推進協議会 
地域名を冠した地域資源活用による地域

活性化の取り組み 

東川町 東川町 
地域ブランド化による地域活性化の取り

組み 

恵庭市 
恵庭農畜産物直売所運営協

議会 
地域住民と農業者の連携による地域活性

化の取り組み 

室蘭市 室蘭市 
産学官連携による地域経済活性化の取り

組み 
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伊達市 
NPO 法人日本ノルディッ

クウォーキング学校 
地域資源である食と運動を活用した地域

活性化の取り組み 

砂川市 
商店街と連携した地域活性

化の取り組み 
地域資源である食と運動を活用した地域

活性化の取り組み 

富良野市 ふらのまちづくり（株） 
中心市街地活性化による地域振興の取り

組み 
羽幌町（天

売島） 
（一社）天売島おらが島活

性化会議 
離島における新たなビジネス創造による

地域活性化の取り組み 

広

域

連

携 

十勝地域 帯広市／（公財）とかち財団
広域連携産業集積構築による地域活性化

の取り組み 
網走川流

域 
網走川流域農業・漁業連携

推進協議会 
網走川流域による農業・漁業連携による

地域活性化の取り組み 
オホーツ

ク流域 
（一社）オホーツク・テロ

ワール 
テロワールの考え方による農村振興の取

り組み 
 
 
４．途上国の現状／ニーズと道内の地域振興の概要 

（１）現在の北海道が直面する急激な人口減、ヒト・モノ・カネの大都市一極集中が引き

起こす課題等は、開発途上国がすでに直面、もしくは将来直面する可能性が高い課題で

ある。 

 

（２）本調査では、北海道の地域振興にかかる取り組み状況と課題を明らかにしつつ、道

内の地域振興 20事例について、「まちづくり」、「産業振興」、「広域連携」の 3つの視点

から、成功要因、ボトルネック、今後の国際協力への適用性について検討を行った。 

 
①まちづくり 
開発途上国においても、少子高齢化、人口増加率低下による社会サービスの量・質の

維持・向上が課題となっている国が現れている。特に、社会サービスを維持するための

専門家等の人材や財源不足等の理由により短期間での課題解消は難しいことから、効率

的な社会サービスを行う視点を取り入れたまちづくりの必要性が高まっている。 

これら課題の解決に向けて、本調査で得られた参考となり得る事例は次のとおりである。 

ア）人口減少や地域再編を視野に入れた効率的な公的支援の実現に向けたコンパクトシ

ティの構築（夕張市） 

イ）福祉サービスを支援する側と支援される側という二つに分けるのではなく、「お互い

に支えあう関係づくり」という相互扶助体制の構築（当別町） 

ウ）未利用資源であった森林バイオマスの活用、森林環境教育など、地域の森林資源を
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ほぼ 100％活用するための体制の構築（下川町） 
 

 ②産業振興 
開発途上国において、地理的に恵まれている地域は海外直接投資等により急速な経済

発展を遂げる一方で、それ以外の地域の成長・発展は遅れ、地域間格差が拡大している。

しかしながら、地方部においては、外部からの直接投資を呼び込むことは困難な場合が

多く、地域の資源・特性を活かした産業振興策を構築することが必要となっている。 

これら課題の解決に向けて、本調査で得られた参考となり得る事例は次のとおりである。 

ア）地元の山や森林資源に健康という付加価値を加えた、観光と福祉を混合した事業の

創業（伊達市） 
イ）既存の菓子店舗をネットワーク化し、「スイートロード」という地域ブランド化によ

る新規顧客の拡大化（砂川市） 
ウ）従来市の商店街に取り込むことができなかった観光客や近隣都市の住民という大き

なマーケットを対象とした、地場商品の販売施設の整備や産直システムの構築（富良

野市・恵庭市） 
 
③広域連携 
開発途上国においても、限られた人的・経済的資源を有効利用しつつ、地域振興を実

現するためには広域的連携が必要となる場合も多い。 

これら課題の解決に向けて、本調査で得られた参考となり得る事例は次のとおりである。 

ア）市町村による管轄エリアにとらわれず、農業の広域連携を行い、大規模化と地域へ

多くの利益をもたらす高付加価値化や 6 次産業化（十勝圏） 
イ）河川上流の農業者と河川流域の漁業者の利害関係者との共生を目指す総合流域管理

の成功事例（網走川流域） 
 
 
５．JICA 事業による地域活性化への貢献可能性 

本調査の目的の一つは、政府（「まち・ひと・しごと創生本部」）が推進する「地方創

生」の動きを踏まえて、JICA が国内で実施する各事業を活用し、道内各地域の振興・活

性化に資する方策について検討を行うことである。上記 4.では道内各地で実施されてい

る様々な取り組みを開発途上国で実施する国際協力事業に応用し、JICA 事業をより効果

的かつ効率的に実施する可能性について検討を行った。本項ではこれまで JICA が実施し

てきた各国における国際協力の知見、経験及び人的ネットワーク等を活用し、道内各地

で今後活発化する地域振興のための取り組みに貢献する方策について検討を行った。 
 
同検討に際しては支援委員会各委員からのコメント、要望等を踏まえ、同時に対象 20
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地域における地域振興の取り組み状況について確認した、視察先の JICA に対するニーズ

及び期待等を勘案した上で、今後の JICA 支援可能性を取り纏めた。概要は次のとおり。 
   
（１）既存の制度で対応可能な支援策（案） 

①地域ブランド強化（国内外への情報発信、魅力の再発見等） 
ア）道内各地域と JICA 研修員の交流機会増大（JICA 研修コース視察先の増） 

北海道で行われる JICA 研修事業は札幌、帯広両拠点で年間約 130 コース、受入

人数は 2012 年度から 2014年度までの過去 3年間で、それぞれ約 900名から 1,000
名（内札幌約 570 名～650 名、帯広約 310 名～350 名）となっている。研修期間

は短期（数週間～1 年未満）、長期（1 年超）に大別され、道内での滞在期間は平

均 1 か月半（45 日）である。2000 年度以降の受入国に関しては、①アジア（49％）

②アフリカ（24％）③中南米（14％）④欧州（6％）、⑤中東（5%）、⑥大洋州（2%）

等である。研修の分野は、①農林水産（33％）、②環境・水資源（11％）、③教育

（11％）、④保健医療（10％）、⑤インフラ・都市開発（10％）等となっている。 
 
本調査の現地調査実施時に当該地域の関係者と協議を行ったところ、各地域での

地域振興を行う際に「外部の目（外国人の視点）」を入れることにより、各地域の

新たな魅力及び外国人観光客等の呼び込みに際して整備すべき事項等を洗い出す

ことができるため、JICA の支援を得たい旨要望がなされた。ついては、実施中研

修コースや、今後新たに立ち上げる予定の研修コースの日程に視察要望のある地

域を組み込む等の工夫を行うこととする。 
 
道内に滞在する JICA 研修員の大半は SNS 等を通じて母国関係者や家族等と頻

繁に情報交換を行っていることから、同研修員を通じて道内各地域の名産品、観

光名所等の情報が海外に共有される効果も期待できると思われる。 
 

イ）開発途上国関係者の招聘による日本の技術等への理解の促進と関係構築 
JICA は、専門的知識・技術を移転することによる人材育成を目的とする研修事

業に加えて、開発途上国の関係者が日本側との対話を通じて我が国の技術や経験

や開発課題への取り組み等への理解を深めること、ならびに日本側関係者との関

係構築を図ることを目的とする招聘を行っている。北海道の技術や経験等に関す

る情報の積極的な発信、開発途上国のニーズに関する情報収集や意見交換を通じ

て各国のキーパーソンの日本理解を深め、より良い関係を構築することは、地域

ブランドの強化の促進につながる。よって、研修事業による北海道と開発途上国

との交流機会増大に加えて、北海道の企業・自治体・大学等の重点的な取り組み

にかかる招聘を戦略的に活用する。      
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ウ）JICA 草の根事業を活用した地域ブランド/企業の海外展開の促進 
草の根技術協力事業とは、日本の NGO、大学、地方自治体、公益法人等の団体

と JICA が連携協働して実施するプロジェクトで、北海道では 20 件を実施してい

る。この内 9 件がモンゴル国におけるプロジェクトで、北海道が有する寒冷地に

適応した技術・知見や、農牧業の技術・知見を発揮していると考えられ、また道

がモンゴル国エネルギー省及び食糧・農牧業省との間で経済・技術交流を促進す

る覚書を締結していることからも、草の根技術協力事業を更に活用したいとする

ニーズは、北海道、モンゴル双方に多く存在すると考えられる。 
 
近年では、地域活性化（地方創生）をも見据えて、地元企業とも連携協働する事

例が出ている。モンゴルのほか、タイ、マレーシア、ベトナム等で自治体、企業、

関連団体による地域ぐるみの海外展開が実施されており、対象国との関係強化に

更なる拡充が期待されている。 
 

②海外需要の取り込み、道内企業等の海外展開機会の創出 
ア）JICA 中小企業海外展開支援事業の活用促進 

中小企業海外展開支援事業とは、海外（開発途上国）での技術協力を通じて、事

業の海外展開を図ろうとする企業を支援するものであるが、この事業を活用して

いる道内企業は少ないのが現状である。道内金融機関系の総合研究所や業界団体

へのヒアリングからは、道内に本社機能を有する企業の多くは、海外展開を検討・

実施する余力が少ないように見受けられるが、上述した草の根技術協力事業を足

掛かりにすることで道内企業の参画意識を醸成、促進できる可能性はあると考え

られる。 
 

イ）帰国研修員のデータベース等を活用した企業等に対する情報提供 
JICA は 15 か所の国内機関で年間約 10,000 名の研修員を受け入れており、各国

内機関では受入研修員のデータベースを有している。帰国研修員の一部は帰国し

た後に当該国政府や各分野における要職に就く者もおり、道内企業等が海外展開

を図る際の協力者になり得る貴重な人材情報である。特に、各国に設置されてい

る JICA 帰国研修員同窓会は貴重な人的ネットワークの一つであり、海外展開を図

る企業等へのコンサルテーションを行う上でも活用が期待される。 
 

また、現在、JICA で導入の検討が進んでいる、各研修員に付与される、JICA
フレンドシップメール（仮称）により、帰国研修員個人に対する情報発信や情報

収集の手段が拡充されることも、新たな企業等への情報提供支援策としての活用

が期待される。 
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ウ）JICA 研修員による道内資源の評価 
1996 年の JICA 北海道設立以来、JICA は北海道でこれまで累計で約 13,000 名

の研修員を受け入れており、アジア地域からの受入数が最も多くなっている。ま

た、インドネシア、マレーシア、バングラデシュ等イスラム諸国からの研修員も

多く、道が官民挙げて取り組んでいるインバウンド観光客の呼び込みに際してイ

スラム圏に関する情報の提供も有益と思われる。一方、JICA はこれまで来訪する

研修員に対して研修内容や視察先等に関するアンケートを行ってはいるものの、

北海道の印象、観光名所等におけるインフラ整備等、外国人からの視点にかかる

データはとっていないことから、北海道への観光客呼び込み等に資するデータ整

備を行う必要がある。 
 

③人材の育成 
ア）「グローバル人材」育成への寄与（開発教育支援の更なる充実） 

JICA は小中高大生及び一般を対象として、国際協力の必要性、概要等を紹介す

るプログラムを実施している。同プログラムは、JICA から人材を教育施設に派遣

する出前講座と、学生が当センターを訪問するセンター訪問があり、前者は年間

約 8,300 名、後者は年間約 1,500 名となっている。 
 
官民連携の上での積極的な海外展開が求められる一方で、グローバルな視野を有

する人材の育成は急務であり、JICA としても従来以上に若年層を主たるターゲッ

トとする開発教育の支援強化を図る必要がある。強化策としては、出前講座、セ

ンター訪問件数の増と共に、国際協力に対する関心層の裾野拡大に向けてより魅

力あるプログラム及び内容とすることが不可欠であるところ、道内の教育関係者

（教育委員会、大学等）との関係構築を図りつつ、グローバル人材育成に携わる

体制の拡充を図ることが急務である。 
 

イ）海外展開企業における人材育成への寄与 
道内企業等が積極的に海外展開を図る上の一つの阻害要因として人材の不足が

挙げられており、経済産業省や中小企業庁等によって人材育成にかかる様々な支

援策が講じられている。JICA は開発途上国において以前より資金協力のみならず

人づくりを含む技術協力を実施しており、長年にわたり蓄積された人材育成のノ

ウハウ、スキルを活用しながら、企業等の海外展開に貢献することが可能と思わ

れるところ、次の方策を検討する必要がある。 
 
   （a）「民間連携ボランティア制度」の広報・普及 

昨今企業の国際化に合わせて自社の若手社員や管理職育成のために、青年海外
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協力隊、シニア海外ボランティア等 JICA ボランティアへの参加を検討する企業

からの問い合わせが増加していることを踏まえ、JICA は 3 年前に民間連携ボラ

ンティア制度を創設した。同制度の概要は次のとおり。 
○随時募集、社内選考後 JICA に推薦、JICA で書類選考及び面接を実施 
○受入国、職種、活動内容は企業側ニーズを踏まえて決定 
○派遣期間は原則長期（1～2 年）だが、短期（1 年未満）も可 
○派遣前訓練は既存制度と同様 
○人件費補填制度あり（中小企業で一定の条件を満たす場合） 
  
制度創設以来全国で 33 社 49 名（合意書締結済み企業は 93 社）が本制度を利

用しており、海外展開を行う際の即戦力の育成を図っている。海外展開予定の国

に自社社員を派遣し、途上国の開発に貢献しつつ、語学力を含めたコミュニケー

ション能力、異文化適応能力等を有する人材育成ができる本制度は海外展開を行

う上で有為な制度と思われるところ、道内企業等に対して更に本制度の広報を行

う必要がある。 
 

（b）海外展開企業における JICA ボランティアの活用促進 
青年海外協力隊及びシニア海外ボランティア（いずれも日系含む）の経験者は

これまでの累計で約 48,000 名となっており、帰国後の社会還元活動を含め、各

地域で様々な分野で活躍している。道内においても約 1,000 名以上の JICA ボラ

ンティア経験者が活躍しており、地域振興や町おこしに資する活動に取り組んで

いるところ、道内企業に対しても JICA ボランティア経験者の活用を働きかける

ことが重要である。 
        
（２）新たな取り組み（案） 

①総務省「地域おこし協力隊」との連携 
2009 年に総務省により創設された「地域おこし協力隊」は、地方創生の動き等に合

わせて年々増加しており、2015 年 3 月末時点で全国 444 自治体（7 府県 437 市町村）、

合計 1,511 名が全国各地で地域おこし等の活動に従事している。その内北海道では 75
市町村で合計 225 名となっている。 

 
 本調査の現地視察を通じて関係市町村の地域おこし協力隊の活用状況等について聴

取したところ、どの自治体も有為な人材を確保するのに苦労しており、JICA に対し

て有為な人材の確保に協力して欲しい旨要望が多くなされた。 
 

現時点で青年海外協力隊経験者が帰国後に地域おこし協力隊として活動している実
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績は、全国で 40 名、道内で 5 名と少数であるが、人口減、過疎化等の課題を抱える道

内各地で地域振興に取り組む有為な人材として JICA ボランティアの経験者を活かす

ことは重要と考えられる。 
※東日本大震災被災地における復興要員として、JICA は復興庁、JOCA（公益社団法

人青年海外協力協会）と連携協定を締結の上、JICA ボランティア経験者を復興庁職員

に推薦しており、これまでに約 150 名以上が採用されている。 
 

（３）支援実施上の留意点等 
①道内における JICA 事業の更なる広報強化 

産業・学術研究・行政・金融・メディア（「産学官金言」）各分野の有識者により構成

された支援委員会において、地域振興に対する JICA の貢献を検討するにあたり、道内

自治体や大学、企業等関係機関が JICA 事業の具体的内容や制度等について必ずしも十

分理解していないことから、従来以上に事業広報に取り組む必要性について指摘がな

された。本調査の現地調査で訪問した自治体等でも青年海外協力隊はよく知っている

が、JICA の活動自体はよく知らないという反応が見られたことから、従来以上に事業

広報に重点的に取り組む必要がある。 
  

②支援対象先の選定 
今次調査で訪問した自治体等においては、外国都市と姉妹都市協定を締結している

ところも多いが、各自治体の予算状況等により必ずしも活発な活動が行われていると

は言い難く、地域振興を実施する上で国際協力の視点を入れて取り組んでいるところ

は概して少ない。地域振興支援策を実施するに際しては、各自治体が今後策定する地

域振興戦略・計画の方針、内容を吟味の上、国際協力に関心を有する自治体等を優先

することが必要である。 
 

③新しいパートナーの発掘 
本年 2 月に閣議決定された「開発協力大綱」に明記されたとおり、国民から幅広い理

解を得ながら今後の国際協力を実施する上では、従来以上に官民連携の強化及び各分

野の新しいパートナーとの連携強化が必要とされている。 
 
道内で実施する JICA 事業は研修員受入、草の根技術協力等を中心として、道内各分

野の関係機関の支援を得ながら実施されていることから、既存関係先との更なる関係

強化を図ることが重要であるが、各地で新しい取り組みを進めている新しいパートナ

ーとの関係構築を進めることが不可欠と思われる。ついては事業広報を通じた営業活

動をより強化する必要がある。また、連携にあたっては地域のニーズに寄り添い、丁

寧にコンサルテーションを行うことも重要である。 
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④JICA ボランティアに対する帰国後支援の充実 
帰国隊員数に対する求人票数は年々増加しており、以前に比べ帰国後支援は充実して

いる反面、教員・自治体職員採用時の特別優遇制度を設けている自治体数は少なく、

JICAとしてより一層各自治体に対する働きかけを強化する必要がある。東京都は 2015
年度より、青年海外協力隊経験者等の派遣期間が 2 年以上ある者を対象として「東京

都公立学校教員採用候補者選考」における特別選考制度を導入しているが、同様の特

別制度を検討するよう道内各自治体及び教育関係者等に対して働き掛ける必要がある。 
 

⑤青年海外協力隊 OB 会、協力隊を育てる会等関係団体との連携 
1965 年に発足した青年海外協力隊は 2015 年で 50 周年を迎える。これまで 88 か国

に約 41,000 名の隊員が派遣され、内北海道からは累計で約 2,400 名が派遣されている。

道内の OB 会によれば、現在約 1,000 名が公務員及び企業等で活動しており、OB 会独

自の活動も活発に行われている。同活動は道内 6 か所の OB 会独自により実施されて

おり、内容もスポーツを通じた地域と JICA 研修員の交流、各地域でのイベント等多岐

にわたっており、育てる会の活動と併せてより連携を深める必要がある。 
 

⑥道内行政機関等との連携強化 
JICA が北海道で事業を実施するに際しては、道が策定する開発計画・戦略、札幌市、

帯広市等各自治体が今後策定する地域振興戦略・計画等を念頭に置きつつ、道内各分

野のニーズに合致する支援を行う必要がある。また、地域振興や町おこしは単に経済

活動の活性化に留まらず、教育や社会保障等様々な要素を考慮しながら総合的な取り

組みを行うことが必要であることから、JICA の地域振興貢献策を実施するに際しては、

道内の関係機関（行政、自治体、大学・研究機関、企業、NGO/NPO 等）と緊密な連

携を構築しながら取り組むことが不可欠である。企業支援に際しては、既に経済産業

省や JETRO、中小機構及び商工会議所等関係機関との定期的協議の場が設けられてい

るが、教育機関、保健医療関係機関等との新たな連携強化の仕組みも必要となるとこ

ろ、今後分野横断的な連携の枠組み等について検討していくことが重要と思われる。 
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１．調査の背景・目的 

1-1 調査研究の背景・目的 

北海道は、1869 年の開拓使設置以来、国家による本格的な開発が開始され、その後、約

140 年間という短期間で目覚ましい発展を遂げた。しかしながら、近年は国内の他の地方と

同様に、少子高齢化及び急激な人口減少等の課題に直面している。わが国は北海道を含め

た国内の上記課題に対応すべく「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を閣議決定しており、

今後は各地方自治体別の地方版総合戦略が策定されることとなっている。  
北海道は、全国の中でも人口減少のスピードが速いことに加え、札幌への人口の一極集

中が加速していることから、道内各自治体では各地域の特性や優位性を踏まえた活性化戦

略を策定しており、北海道全体では、安全・安心な食、豊富な自然資源、観光といった北

海道の強みを活かしつつ、海外からの投資促進や道内企業の海外展開の推進等を図ってお

り、産学官の更なる連携強化についても推進中である。 
開発途上国に目を向ければ、比較的順調な成長を遂げているアジア地域においても、都

市部や生産拠点周辺が急速な経済発展を遂げる一方で、地方部の成長・発展は遅れており、

地域間格差の是正は重要な政策課題となっている。そのため、地域の資源・特性を活かし

た地域開発・地方振興を目的とする研修事業のニーズは高く、そのニーズも年々高度化、

多様化している。また、開発途上国の中でも東アジア・東南アジア諸国では、すでに人口

増加率が低下しており、さらに、今後 30 年で高齢化社会が到来すると予想されている。こ

のような状況のもと、公的な社会制度の導入に向けた検討や現行制度の改善に加えて、民

間部門を含む多様な主体による高齢者向け福祉事業への関心や支援ニーズはさらに高まる

と考えられる。 
高度化、多様化する開発途上国からのニーズに的確に対応し、JICA 事業の更なる質的向

上を図るには、北海道の経済・社会状況等を把握し、道内各地域の取り組み事例等につい

ての情報収集・分析が必要であるため本調査を実施する。また、開発途上国からの訪日観

光客の増加や、国際交流の活発化、開発途上国の輸出市場としての成熟化など、日本と開

発途上国との関係が大きく変化してきている現状を踏まえ、開発途上国の発展と北海道の

活性化・国際化の双方を推進する国際協力の方向性等、中期的な事業戦略の検討を本調査

の目的とする。 
 

1-2 調査方法・内容 

（１）北海道の全体像の把握 
 北海道の現状や全体像を把握することを目的に、道内 179 市町村に関する統計資料の整

理・分析とともに、北海道を取り巻く環境の整理、北海道の課題の整理、課題解決の方向

性と施策の整理を行い、その結果を一覧表として取りまとめた（データ一覧に関しては、

巻末の資料編を参照）。 
（２）地域振興・産業振興の事例の取りまとめ 
 多様化する開発途上国のニーズに応える事例を整理するために、道内 20 か所での地域振

興・産業振興に関する取り組みについて現地調査を行い、既存資料と関係者のヒアリング

結果を踏まえて、20 の事例として取りまとめた（本報告書 3 章参照）。 
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 地域振興の成功事例を全国的にみても明らかなように、地域振興の成否は“地域力”に

あり、それは、自治体の長をはじめとした行政の能力とともに最も重要な要因の一つとし

て、民間の企画力と実行力が挙げられる。したがって、地域の経済主体である民間の活性

化こそが、地域活性化につながると考えられるため、民間主体の活動を多く取り上げた。

一方、行政主体による地域振興や、行政という強みを活かした行政ならではの地域振興施

策や取り組みも取り上げた。 
また、地域活性化については、単独の市町村単位では実現できない広域的な活動が求め

られる観光振興等が存在するため、本調査事業の対象領域は、自治体単位とはせず、広域

的な取り組みも対象とした。 
なお、地域活性化の内容については、その取り組み内容の多様性から、「まちづくり」、「産

業振興」、「広域連携」の 3 分野に分類して整理した。 
 
（３）JICA 事業を活用した地域振興・産業振興への活用可能性の検討 
北海道における JICA 事業を活用した地域振興・産業振興への活用可能性について、北海

道内の産業、行政、学術、金融、報道の専門家から構成される本調査支援委員会（以下「支

援委員会」という。）を設置・開催、ならびに、専門家からの助言を踏まえつつ調査を実施

し、調査事例から導き出された国際協力への活用可能性、JICA 事業による地域活性化への

貢献の可能性について取りまとめた。 
 

表 1-1 「北海道における地域振興・産業振興に関する調査」支援委員会委員 一覧 

（敬称略） 
委員 役職 

江本 健道 北海道総合政策部知事室国際課 課長 
小磯 修二 北海道大学公共政策大学院 特任教授 
小林 力 北海道開発局開発監理部開発計画課（開発計画課国際室長）課長＊1 
佐藤 憲明 北海道経済産業局総務企画部国際課 課長＊2 
佐藤 裕一 北海道農政事務所企画調整室 室長＊3 
浜田 稔 北海道新聞編集局次長兼編集本部 部長 
増田 正二 帯広信用金庫 理事長 
三本 ゆかり 北海道経済部地域経済局国際経済室 室長＊4 
宮司 正毅 当別町 町長 
注）＊は委員が途中で変更となっている。変更前の 4 名の委員は表 1-2 のとおり。 
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表 1-2 「北海道における地域振興・産業振興に関する調査」支援委員会変更委員 一覧 

（敬称略） 
委員 役職 

柴田 哲史 北海道開発局開発監理部開発計画課国際室 室長 
菅原 和彦 北海道経済産業局産業部国際課 課長 
石橋 章弘 北海道農政事務所企画調整室 室長 
小玉 俊宏 北海道経済部経営支援局国際経済室 室長 
 
第 1 回支援委員会：2015 年 3 月 30 日（月）13：30～15：00 
第 2 回支援委員会：2015 年 6 月 4 日（木）14：00～15：45 
第 3 回支援委員会：2015 年 8 月 6 日（木）15：00～16：45 
 
 本調査の実施にあたっては、支援委員会からの意見を踏まえ、下記の通りのスケジュー

ルで本調査を実施した。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1-1 工程表 

 

上

旬
事前調査

基礎資料収集取りまとめ
調査対象地域選定

調査支援委員会と調整

中

旬
北海道の全体像の把握

下

旬 会員委援支査調★始開査調例事格本定決域地象対査調

上

旬

中

旬
中間段階報告

下

旬

上

旬

中

旬
インテリムレポート作成

下

旬

上

旬

★調査支援委員会

中

旬
インテリムレポート提出

下

旬

上

旬
ドラフト・ファイナル・レポート作成

中

旬

下

旬

上

旬

★調査支援委員会

中

旬
　ドラフト・ファイナル・レポート提出

下

旬
ファイナル・レポート作成

上

旬

中

旬
翻訳・印刷・製本

下

旬

上

旬

中

旬

下

旬
ファイナル・レポート提出

9月

3月

4月

5月

10月

ドラフト・ファイナル・レポート取りまとめ

調査支援委員会へ報告

6月

7月

中間報告書取りまとめ

調査支援委員会へ報告

最終報告書取りまとめ

追加ヒアリング実施

8月
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２．北海道の現状・課題 

2-1 北海道の概要 

（１）北海道の地理、人口、気候 
北海道は、日本列島の最北（北緯 41 度 21 分～45 度 33 分）に位置し、面積は 83,424 km2

（2014 年 国土地理院）で都道府県の中では最も広く国土の 22.1％を占めており、オース

トリア一国の面積に匹敵している。人口は 5,506,419 人（2010 年 国勢調査）と 47 都道府

県中第 8 位（総人口の 4.3%）であり、デンマーク（559 万人）一国の人口と同規模となっ

ている。人口密度は 1 平方キロ当たり 70.2 人（2010 年 国勢調査）と全国で最も低い。国

土の 22.1％を占める面積に対し人口シェアは 4.3％で人口密度も全国で最も低いという広

域分散型地域構造が北海道の特色である。 
一方、北海道の気候は冬季の極寒豪雪が特徴といえ、気象庁札幌管区気象台によれば北

海道の冬の天候は、日本海側では雪の降る日が多く、オホーツク海を覆う流氷の影響から

道内各地の冬の寒さを一層厳しくさせると解説しており、1972 年に開催された札幌冬季オ

リンピック大会やさっぽろ雪まつりなど北海道といえば冬のイメージが定着している。 
 

（２）北海道の経済と産業の特徴 
最新の 2012 年度国民経済計算によれば、国内総生産（名目）474 兆 4,749 億円に対して、

2012 年度の道内経済総生産（名目）は 18 兆 1,241 億円であり、全国の 3.8%を占めている。

実質経済成長率は、2002 年度から 2012 年度までの 11 年間で 2004 年度、2010 年度及び

2011 年度を除いてはマイナスとなっている。 
道内総生産に対する経済活動別の割合は、第 1 次産業が 3.8％（全国 1.2％）、第 2 次産業

が 15.7％（同 24.5％）、第 3 次産業が 80.2％（同 74.3％）となっており、全国と比べて第

1 次産業と第 3 次産業が占める割合が高く、第 2 次産業が占める割合が低いことが北海道の

産業構成における特徴であり（2012 年歴年国民経済計算、2012 年度道民経済計算）、産業

別の特徴は以下のとおりである。 
第 1 次産業に関し、農林水産省において公表した 2013 年の農林水産統計によれば、北海

道の農業産出額は 1 兆 705 億円で全国シェア 12.4％、海面漁業養殖業生産額は 2,984 億円

で同 22.0％となっており、この農業と海面漁業養殖業の産出額はそれぞれ 47 都道府県中 1
位と、わが国の食料供給地としての地位はゆるぎないものとなっている。また、林業産出

額は 460 億円と都道府県中、長野県に次ぐ第 2 位の金額で同 10.9％を占めている。 
第 2 次産業について経済産業省において公表した工業統計によれば、2013 年の製造品出

荷額は 6 兆 3,851 億円で全国シェアの 2.1%と、47 都道府県中 18 位となっている。一方で、

全製造業のうち食料品製造業の製造品出荷額は 1 兆 9,287 億円で 47 都道府県中 1 位となっ

ており、全国シェアは 7.7%を占めている。 
第 3 次産業について、2012 年度の道内総生産に対する業種別の比較は、政府サービス生

産者が 13.9％（全国 9.2％）を占め、運輸業は 6.8％（全国 5.0％）となり、全国と比較す

ると高いシェアを占めている。 
なお、上記の経済活動区分をまたぐ裾野の広い産業として挙げられるのが観光業である。

北海道には、四季を彩る雄大な自然、食や温泉などに代表される観光資源があり、国内外
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の観光客からの人気が高い。観光庁の公表する宿泊旅行統計調査によると、2014 年の北海

道内における延べ宿泊者数は年間 30,979,070 人と東京都に次ぎ 47 都道府県中第 2 位とな

っており、これからも観光産業が主要産業としてさらに成長していくことが期待されてい

る。 
 

2-2 北海道の課題 

（１）北海道開発の歴史と経済環境の変遷 
北海道開発は、北境の防衛と北海道の豊富な資源や広大な国土を利用したわが国の国力

増強を目的として、1869 年の開拓使設置から始まった。その後の開発事業は、内務省、北

海道開発庁と変遷し、開拓使長官、北海道庁長官、国務大臣北海道開発庁長官のもとに特

別な開発政策により計画的に進められ、その時々において北海道はわが国に大きな役割を

果たしながら、約 140 年間の短期間で目覚ましい発展を遂げた成功事例として、世界から

も注目されている。 
1871 年に開拓使初代次官である黒田清隆（第 3 代開拓使長官）は、北海道開拓の模範を

米国に求め、アメリカ合衆国農務局長であったホーレス・ケプロンを開拓顧問として招聘

し、北海道開拓計画の立案・開拓事業の指導にあたらせた。ケプロンは、開拓計画立案や

事業の推進に向けて、農業開発のための高等教育機関を設置することを提案し、開校され

た学校はその後「札幌農学校」として北海道開発事業や研究開発のための多くの人材を輩

出することとなる。また、一説によれば札幌を道都とすることを進言したのもケプロンと

いわれている。 
「ケプロン報文」として献策されたその計画では、当時米作不適地といわれていた北海

道での麦作を中心とした米国式の強い農業づくりや、北海道の地域資源に着目した炭山の

開発や産業育成が提唱されている。計画は開拓使により着実に実施され、官営事業による

幌内炭山に代表される各種の鉱山開発の実施や、後のサッポロビールとなる札幌開拓使麦

酒醸造所、日本初の缶詰工場となる開拓使石狩缶詰所、味噌や醤油の醸造所などの官営工

場が設立され、ケプロンの発した提案や報文の成果は、北海道の産業の基礎として今日に

も引き継がれている。 
この結果、関東大震災の復興時においては木材の供給地点として、先の大戦の終戦直後

は引揚者の受入地として、戦後復興時には食料供給基地として、また、高度成長期には「黒

いダイヤ」とも呼ばれた石炭の産炭地として、これまで北海道は日本経済の基盤を支えて

きた。しかし、木材や石炭といった北海道の主要産業は、海外との貿易の自由化などによ

る価格競争力の喪失、また、エネルギー政策の転換により需要が失われ、その結果、道内

各地域の衰退を招くこととなった。 
また、北海道の開発は明治期から本格化したため、その歴史が浅く、社会インフラの整

備が本州の地域に比べ未だ遅れており、加えて広域分散型地域構造や極寒豪雪地域という

北海道の特徴は、社会インフラの整備や維持が高コストとなるため、大きなハンデを抱え

ている。 
 

（２）北海道経済の現状課題 
北海道経済は現在、「4%経済」といわれているように、道内経済総生産（名目）は、国内
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総生産額の 3.8%を占めるに過ぎない。道民一人あたりの所得をみると、1975 年度には 47
都道府県のうち、11 位に位置していたが、2012 年度には 34 位にまで下落しており北海道

内の厳しい経済状況が読み取れる。 
また、北海道は公的需要への依存が高く、2012 年度の国内総生産における国内需要額 484

兆 8,130 億円に対する公的需要の構成比が 25.0%であり、民間需要の構成比は 77.2%とな

っているのに対して、道内総生産における道内需要額 19 兆 7,807 億円に対する公的需要の

構成比は 31.1%、民間需要の構成比は 68.9%となっており、公的需要の構成比は国に比較

して北海道は 6 ポイント以上高いものとなっている（2012 年度国民経済計算最新値及び

2012 年度道民経済計算）。 
加えていわゆる域際収支は移輸入超過で推移しており、2012 年度の移輸出入の状況は、

移輸出額が 6 兆 2,911 億円（前年度比 2.1％増）、移輸入額が 8 兆 290 億円（前年度比 2.1％
増）となっており、移輸入超過額は 1 兆 7,380 億円となり、前年度の 1 兆 6,233 億円から

1,147 億円の増加となっている。 
2013 年の工業統計表によれば、全国の製造業事業所数 208,029 事業所に対して、北海道

は 5,596 事業所とシェアは 2.6%を占めるに過ぎず、また、同表による粗付加価値額を分子

に、製造品出荷額を分母として算出した 2013 年の粗付加価値率は、全国が 33.5%であるの

に対して、北海道は 29.1%となっており 47 都道府県中 43 位と低位にあり、製造品出荷額

で北海道が優位となっている食料品製造業でさえ、粗付加価値率は全国が 36.8%であるの

に対して北海道は 29.1%と 47 都道府県中 44 位となっている。 
このように北海道はこれまで原材料供給地として開拓が進められてきたなどの経緯から、

公的需要への依存度が高く、付加価値の高い製造業の集積が不十分であるなどの産業構造

の弱みを依然として抱えており、経済の自立化が課題であるといわれてきた。 
 
（３）人口減少と高齢化 
北海道は人口減少と高齢化の先進地域となっており、1995 年の国勢調査時点における 65

歳以上の高齢者の割合が全国 14.5%に対し、北海道は 14.8%と全国に先駆けて高齢化社会

をむかえている。また、1995 年と 2000 年の国勢調査の比較によると全国は 1.1%の人口増

加であるのに対し、北海道はすでに 0.2%の減少に転じている。今後、生産年齢人口の減少

による労働力不足が地域経済の発展に対してさらなる課題を生み出すことが予測される。 
一方、北海道の都市構造をみると、他の多くの都府県と比べ、主要都市部に人口が偏在

するという性格が強く、特に近年は、札幌市（1,926,287 人）への人口の一極集中が著しく、

北海道内人口の 35.6%が集中しており、道内の他の自治体との人口数の乖離が大きい。2 番

目の人口規模をもつ旭川市（347,207 人）でさえ札幌市の人口の約 18.0%に過ぎない。 
国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、2040 年には人口 5,000 人未満の小規模

な市町村は、北海道内の 179 市町村のうち 66（2010 年）から 109 へ増加すると見込まれ

ており、多くの市町村で地域のコミュニティ機能の弱体化等が懸念される状況にある。 
 
（４）厳しい財政状況 
このような北海道内の状況により、地方財政も厳しい状況に置かれており、代表的な事

例として、2006 年度の夕張市の財政破綻（2007 年 3 月財政再生団体認定）がある。総務
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省によると、2013 年度における全国の市町村の平均財政力指数は 0.49 に対して、全道の市

町村の平均財政力指数は、0.25 となっており、47 都道府県中 45 位と低位に位置しており、

道内市町村の厳しい財政状況を裏付けるものとなっている。また、北海道庁の 2013 年度公

債比率は 21.3％と 47 都道府県中最下位となっている。 
道民経済計算によると、北海道の 2001 年度の公的需要額が 7 兆 3,619 億円であったのに

対して、2012 年度には 6 兆 1,605 億円とすでに減少推移にあり、前述した北海道の自治体

の財政状況に加え、わが国の現状を勘案すると今後も公的需要額は減少傾向となることが

予想される。 
 

2-3 課題解決の方向性と施策 

このように地域社会の持続性が懸念される状況を受け、これまで北海道庁を初め道内外

の様々な団体や機関から、地域のさまざまな課題は国などと連携し身近で解決しようとい

う補完性・近接性の原則により、道民自らが持続可能な地域社会の形成に努め、官民挙げ

て内発的･自発的に地域産業・経済の持続的発展に取り組み、民間が経済を牽引する産業構

造へと転換を図るべきであると提言がされてきた。 
2008 年 7 月に閣議決定された「地球環境時代を先導する新たな北海道総合開発計画（第

7 期北海道総合開発計画）」においては 3 つの戦略的目標を掲げており、第 1 の戦略的目標

としてグローバルな競争力ある自立的安定経済を実現するため食と観光を核とした産業群

の形成に取り組むとしている。第 2 の戦略的目標としては、持続可能で美しい北海道を実

現するため、環境と経済が調和した地域社会の形成を進めるとしている。第 3 の戦略的目

標では、第 1 の戦略的目標を実現する地域の発展の基盤として都市機能の維持と、交流・

連携の強化を進め、人口減少・少子高齢化に対応した地域社会モデルを構築するとしてい

る。 
第 7 期北海道総合開発計画に代表されるように、これまで道内では北海道に強みを持つ

「食」、「観光」といった分野において各地域の特色のある資源を活用し、官民を挙げて自

立的で持続可能な地域社会の形成にむけた取り組みが実施されており、全道におけるこれ

らの取り組みは、資料編に記載しているとおり、道内の研究機関、自治体、国など様々な

機関からの助成や補助といった支援ツールを活用しながら進められている。 
また、国土交通省北海道局が 2014 年 3 月に公表した第 7 期北海道総合開発計画のモニタ

リング報告書では、「6 次産業化は進んでいますか」、「国内及び外国人観光客は増えていま

すか」という 2 項目に対する意識調査に対し、いずれも「実感が高い」という結果が示さ

れており、これまで全道各地で取り組まれてきた「食」、「観光」分野を活用した地域活性

化の取り組みの実績が評価されているものといえよう。 
さらに、経済産業省北海道経済産業局及び北海道庁が共同で開催した北海道産業競争力

協議会にて、2014 年 3 月に取りまとめられた北海道産業競争力強化戦略では、『北海道に

おいては「食」、「観光」分野は、全国に比べ非常に高い優位性がある資源を数多く有する

とともに、マーケットサイドから見ても、北海道ブランドとして十分に差別化が可能な分

野であり、成長分野として更なる発展が見込まれることから、「食関連産業」、「観光関連産

業」を戦略成長分野と位置づけ、取組の強化を図っていくことが適当である。』として「食」

「観光」関連産業を成長させ、北海道の持続的成長につなげていくことを戦略として取り
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まとめている。 
このような状況の下、北海道においては、経済規模の縮小、人口の減少という困難な状

況の中で、自立的で持続可能な地域社会を形成するという課題に立ち向かうべく、「食」や

「観光」を含む様々な地域資源を活かした地域振興・産業振興の取り組みが行われている。

次章からは、道内で取り組まれている地域発展を目指した事例を示していくこととする。
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３．地域振興事例紹介 

 地域振興・産業振興の取り組み事例として、支援委員会との調整の結果、北海道内 20 の

事例を抽出した。この地域振興の取り組みの切り口としては、地域資源を活用した観光・

食の高付加価値化、地域資源を活かした 6 次産業化、コミュニティビジネス・ソーシャル

ビジネスの推進、地域ブランド構築、芸術教育の継続、住民参加型観光プログラム構築な

ど、多岐にわたっている。 
この地域振興事例について、芸術を活用した地域振興や行政主導による新たな地域づく

り、グリーンツーリズムの振興、福祉視点による地域振興といった、いわゆる「まちづく

り」と、知的財産を活用したブランド化、新産業創出活動、中心市街地活性化、雇用創出、

といった経済活動主体の「産業振興」、そして、一つの自治体にとらわれずに広域に取り組

んでいる「広域連携」の 3 つの視点に分類し、成功事例や成功事例になる可能性が高く、

かつ、現在進行形のプロジェクトを選定した。下図にヒアリング先一覧を示す。 
 

表 3-1 地域振興事例ヒアリング先一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

番号 自治体名 カテゴリ テーマ ヒアリング先

1 夕張市 まちづくり コンパクトシティ化と地域エネルギー活用による地域活性化の取り組み 夕張市

2 美唄市 まちづくり 産業遺産を利活用した地域活性化の取り組み NPO法人アルテピアッツァびばい

3 当別町 まちづくり 共生型社会の構築による地域活性化の取り組み 社会福祉法人ゆうゆう

4 ニセコ町 まちづくり 住民参加のまちづくりによる環境モデル都市の取り組み ニセコ町

NPO法人岩内美術振興協会

岩内町教育委員会

6 江差町 まちづくり 歴史資源を活かした商店街活性化の取り組み 江差いにしえ資源研究会

7 下川町 まちづくり エネルギー自立に向けた持続可能な地域社会構築の取り組み 下川町

8 鹿追町 まちづくり 農村における新たなツーリズム構築による地域活性化の取り組み NPO法人北海道ツーリズム協会

9 釧路市 まちづくり 生活困窮者の社会復帰支援による地域活性化の取り組み 一般社団法人釧路社会的企業創造協議会

10 砂川市 産業振興 商店街と連携した地域活性化の取り組み 砂川市

恵庭かのな協同組合

恵庭市

12 室蘭市 産業振興 産学官連携による地域経済活性化の取り組み 室蘭市

13 伊達市 産業振興 地域資源である食と運動を活用した地域活性化の取り組み NPO法人日本ノルディックウォーキング学校

富良野市

富良野商工会議所

15 東川町 産業振興 地域ブランド化による活性化の取り組み 東川町

一般社団法人天売島おらが島活性化会議

羽幌町

17 雄武町 産業振興 地域名を冠した地域資源活用による地域活性化の取り組み オホーツク雄武の宝再発見！推進協議会

帯広市

公益財団法人とかち財団 

網走川流域農業・漁業連携推進協議会

網走市役所

20 オホーツク地域 広域連携 テロワールの考え方による農村振興の取り組み 一般社団法人オホーツク・テロワール

5

11

14 富良野市 産業振興 中心市街地活性化による地域振興の取り組み

岩内町 まちづくり 文化振興と教育連携による地域活性化の取り組み

恵庭市 産業振興 地域住民と農業者の連携による地域活性化の取り組み

19 網走川流域 広域連携 網走川流域による農業・漁業連携による地域活性化の取り組み

羽幌町 産業振興 離島における新たなビジネス創造による地域活性化の取り組み

18 十勝地域 広域連携 広域連携産業集積構築による地域活性化の取り組み

16
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図 3-1 地域振興ヒアリング先地図 

 
 調査方法は、各団体へのヒアリングとともに、その地域の自治体へのヒアリングを同時

に行っている。ヒアリングへ訪問する際には、事前に地域情報を整理し、入植の歴史や地

域概況を整理してからヒアリングを行っている。 
 なお、調査内容については、地域活性化取り組み内容について、①対象地域の概況、②

地域振興活動について、③まとめと今後の可能性、に分類して整理している。 
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3-1 夕張市 

夕張市：自治体の地域再生計画（コンパクトシティ・エネルギー） 
事業主体：夕張市 
 

コンパクトシティ化と地域エネルギー活用による地域活性化の取り組み 

 
【団体の基本情報】 
団体名称 夕張市 
所在地 北海道夕張市本町 4 丁目 2 番地 
人口 9,801 人（2014 年 1 月 1 日現在） 
世帯数 5,476 世帯（2014 年 1 月 1 日現在） 
活動概要 地域再生計画の立案と認定 
 
１．地域の概況 
（１）地域の概況 
夕張市は、北海道の中央部、空知地方の南部に位置し、東西 24.89km、南北 34.71km、

面積 763.07km2の地域である。1891 年の炭鉱開始以来、石狩炭田の中心都市として栄え、

1943 年には市制が施行された。 
1950 年代には北炭・三菱の鉱業所を中心に大小 24 の鉱山、北炭機械工業（鉱山・産業

機械製造）、北炭化成工業所（コークス・化成品製造）などの鉱山の関連産業も発達し、人

口も 116,908 人と増加を辿っていた。 
しかし、1960 年代に始まる、石炭から石油へのエネルギー転換、海外炭との価格競争、

相次ぐ炭鉱事故、国の石炭政策の後退に直面し、さらに 1981 年には、市内屈指の規模を持

ち基幹事業所だった北海道炭礦汽船（北炭）夕張新鉱でガス突出事故が発生し、運営して

きた北炭夕張炭鉱株式会社が倒産するなど、石炭産業の衰退に拍車がかかるとともに、地

域の人口流出が止まらなかった。 
官・民の多岐にわたる国内資源振興策も決定打とはならず、その後の安価な海外資源へ、

そして政府の合理化政策の前に各炭鉱の経営は不振を極め、企業は国内の炭鉱から次々と

撤退し、1990 年には最後まで残っていた三菱石炭鉱業南大夕張炭鉱も閉山した。 
その後は、鉱山産業からの新たな産業政策として、気温の寒暖差を活かしたメロン栽培

（夕張メロン）による農業振興や、ゆうばり国際ファンタスティック映画祭などの観光振

興、また企業誘致などの地域振興策を進め、雇用の維持等を実施していたが、深刻な財政

難のあおりを受け、2007 年 3 月 6 日をもって財政再建団体に指定され、353 億円の赤字を

抱えて事実上財政破綻した。 
観光産業への転換として、「炭鉱から観光へ」のキャッチフレーズのもと、借金を重ねな

がら観光産業振興を推進し、一時期は観光入り込み数の多さが評価されていた。しかし、

河西邦人「地域経営における第三セクター活用戦略の失敗」によると、夕張市の観光産業

を担っていた第三セクターの経営は、累積損失を抱えるとともに、第三セクターが運営す

る観光施設と宿泊施設は、他地域のリゾートと比較し、高い競争力を持っているとは言い
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がたく、集客のための更新投資も困難となる悪循環に陥っていると分析している。 
財政破綻後は、夕張は元々炭鉱により開かれた町で、大規模な農業にも向かない地域だ

った上、雇用の受け皿がなく働き手の若者が流出して人口が激減し、地域には高齢者だけ

が残る結果となり、急速に少子化・高齢化が進んでいたが、この破綻でさらに人口減少に

拍車がかかり、2005 年の国勢調査では 13,001 人であった人口も 2010 年には 10,925 人と

なり、2013 年 9 月には住民基本台帳数値では 1 万人を割り込んだ。 
 
（２）夕張市地域再生計画の概要（2015 年 1 月 27 日第 30 回認定） 
「コンパクトシティと夕張再生エネルギー活用による元気創造への挑戦」 
コンパクトシティとは、国土交通省によると、都市機能の近接化による歩いて暮らせる

集約型まちづくりの実現に向け、拡散した都市機能を集約させ、生活圏の再構築を進める

ことを指しているが、夕張市としては、過去に 10 万人を擁していたことから、その規模に

適したインフラ整備が行われていたが、現在は人口 1 万人を割っており、現在の人口規模

に適したまちづくりのことである。 
特に、現在の夕張市は、炭鉱跡地の集落が点在する広域分散型都市構造となっており、

インフラの維持費などの行政コストが割高となっており、今後も少子化・高齢化、人口減

少も進むことから都市機能の集約を進めている。コンパクトシティのメリットとしては、

財政負担の軽減を図りつつ、効率的な行政サービスを実施し、住民の満足度向上を図るこ

とにつながる。 
今後、都市機能集約を予定している清水沢地区にはメタンガス（CBM：Coal Bed Methane）

が豊富に存在していることから、CBM 活用が実現すると、隣接の工業団地や農家への安価

なエネルギー供給による地域経済の活性化やコンパクトシティの推進にも大きな役割を期

待している。 
地域資源の高付加価値化や、エネルギーコスト低減による持続性のあるビジネスモデル

の構築、交流人口の増加、CBM の活用による地域活性化、そして、コンパクトシティの推

進を目指した計画となっている。 
 
２．地域振興活動について 
（１）地域再生計画の策定 
 地域再生制度とは、地域経済の活性化や雇用機会の創出、その他の地域の活力の再生を

総合的かつ効果的に推進するため、地域が自主的かつ自立的な取り組みに対して、国が支

援するものである。地方公共団体が、地域再生計画を作成し内閣総理大臣の認定を受ける

ことで、当該地域再生計画に記載した事業の実施にあたり、財政、金融等の支援措置を活

用することができる制度となっている。地域再生計画の策定については、実効性を伴った

計画作りが重要と考えていることから、夕張市では、企画セクションが中心となって作成

し、専門家にも依頼を行いながら作成を進めてきた。 
 国としても、夕張市が早期に地域再生計画を提出し、計画について認定する方向で検討

していたため、第一回目（2015 年 1 月 27 日）の認定につながったところである。CBM の

事業化など、民間会社との調整が必須であるが、実現化に向けて、地域再生計画を中心に

柔軟な対応を行いながら進める予定としている。 
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地域再生計画の実行予算については、調査時点では未定の部分が多く、詳細については

これから決まる予定となっており、現状は、CBM について試掘する業者や鉱業権の権利設

定の問題等について調整を行っている。 
 エネルギーの中心となる CBM については、試験ボーリングもまだ行われていない状況で

あるが、調査によると、夕張だけで 1,500 年分の賦存量があるといわれており、この CBM
活用の実現が、夕張の地域再生の鍵となる。したがって、民間事業者の力を借りて実施で

きるよう、検討を行っている。 
CBM に関連の話題としては、民間企業ベースで 2015 年 8 月からズリ山（廃炭の山）に

ついて、再資源化に向けて動き出す予定である。廃炭とはいえ、高品質なエネルギー源の

可能性があり、事業化への期待が高まっている。 
 また再生計画とは別に、財政破綻直後に作成した、まちづくりマスタープランがあり、

こちらについては、市内の各団体や地域のメンバーが集まり、地域住民主導で作成したプ

ランとなっている。マスタープラン作成にあたっては、住民が集まることで幅広い意見が

出され、財政破綻後のプランであることから、制約が多い中、自分の地域が生き残るため

に、自分の地域を小さくすることで生き残る道を選んできた。地域再生計画の中心に位置

づけられているコンパクトシティの考え方は、このマスタープラン作成時に「小さくても

生き残る」という発想が活かされた結果である。 
 
（２）地域再生計画を申請するに至った背景 
 1970 年代から 80 年代にかけての夕張市は、閉山を繰り返して人口減少が続き、雇用対

策を観光にスライドさせ、観光施設の施設整備等を行いながら観光客の受け入れなどを行

ったが、2006 年に財政破綻に陥ってしまった。このまま人口減少が続くと、2035 年の人口

予測は 5,181 人となり、自治体として維持が困難な状況となってしまう。 
 夕張市内にはかねてから集落が点在しており、このうち鹿島地区は、シューパロダム建

設が契機となり清水沢の南部地区に住民の移転が行われたが、今後もそれぞれの集落を強

制移転するのではなく、自発的な人口移動を促しながら、集約したり機能を小さくしたり

し、中心部にまちの魅力を作り、コンパクトシティを作り上げていく予定である。 
 中学校も 2010 年 3 月末に、小学校も 2011 年 3 月末に１校となるなど、財政破綻後は、

市内の中心部に公共施設を少しずつ集約し、人々が自発的に中心部へ移動する仕組みも構

築している。 
 2011 年作成の、まちづくりマスタープランで初めてコンパクトシティという言葉が出て

きている。住民が炭鉱の歴史を残しつつ、まちづくりを行いたいという考えと、環境に配

慮したまちづくりを行うという基本理念で住民主体となって作成したものである。 
 現在の夕張市は、人口 5～7 万人規模の地域としての公共施設が残存しており、ランニン

グコストを含めても将来的な財政負担となるので、現在の規模に適合したコンパクトシテ

ィを構築していく。市としては、コンパクトとは衰退として小さくするのではなく、将来

の自治体維持のための挑戦と捉えている。その活力の源泉として地域資源を活かし、事業

化や持続可能なビジネスの構築を目指した再生計画となっている。 
古い住宅から中心部へ移った人は、最初は行政に対して苦言を呈することもあったが、

新しい住宅に住み始めてしまえば、やはり便利で快適なためか、満足度が高いようである。
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このような意見が広がっていけば、自発的にコンパクト化していくものと考えられる。将

来的には、地域再生計画を進めつつ、4～5 千人規模に適した地域にしていくことを考えて

いる。 
 
（３）地域再生計画による地域振興につなげる具体的方策 
 夕張市内の炭鉱跡には 66 個のズリ山があるが、火力発電の調整炭としてニーズが高まっ

ており、まさに未利用となっている地域資源と考えることができる。ズリ山の良質炭成分

を抽出して、再資源化し事業化することを検討している。また、夕張市では市有林を持っ

ており、製薬会社との連携により、薬草や薬木の栽培を行い、事業化へ結びつける計画も

ある。 
このように、未利用となっているエネルギーや市有林の高付加価値化への取り組みを始

め、地域の存続を目指す活動を始めたところである。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     夕張市役所外観             ズリ山跡地と市有林 
 
 既存の公共施設の有効活用を目的とし、文化やスポーツ施設の稼働向上を目的に、外か

ら集客する仕組みづくりも始めるところである。 
 しかし、市役所として一般財源を捻出して、自主事業を実施するのは難しい状況にあり、

助成金や基金の活用など、知恵を出しながら事業を実施する予定である。 
これまで取り組んできた観光開発については、財政破綻したときに、「観光開発の失敗が

財政破綻の原因」という風潮があったもので、現在は明確なビジョンが存在していない状

況となっている。しかし、長期にわたって、雇用の維持などに貢献したことは事実であり、

例えば、学生が現地調査等で訪れた場合など、適正サイズの観光施設が必要となる。今後

は、夕張市の歴史や背景、今後の取り組みなどについて、学習の場として提供できる可能

性もある。併せて、既存のスポーツ施設でいえば、大きなスポーツ大会を夕張で実施する

ことも可能となる施設を保有しているなど、スポーツ観光にもつなげたいと検討している。

また、夕張の「食」を発信することを目的に、民間主体のメンバーが集まり、屋台村を形

成して観光客に対して新たなサービスの提供などを始めている。 
このように、これまではハードインフラが中心であった夕張市であるが、エネルギー開

発や観光事業など、ソフトインフラの構築に向けて、新しい取り組みが始まったところで

ある。 
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コンパクトシティ化に伴う公営住宅         ゆうばり屋台村 

 
３．まとめと今後の可能性 
財政破綻からの地域再生として、地域資源の有効活用とともに、コンパクトにした生活

圏の形成を行い、現在よりも住みやすいまちづくりの計画を立案し、住民に対して中心部

へ自発的に移住してもらうという難しい課題を、時間をかけて取り組んでいくという、課

題先進地の解決の実践の場として、新しい取り組みと考えることができる。 
特に、人口減少社会が進む中で、住民の生活域をコンパクトにすることにより、行政コ

ストを抑える成果だけではなく、新たにコミュニティを再構築することになり、ソーシャ

ル・キャピタルの醸成などが可能となる。 
地方自治体の財施破綻という“どん底”からの再出発であったが、市長のリーダーシッ

プを背景に、行政主導による地域再生活動となっている。夕張市では、コンパクトシティ

化への挑戦の先駆者として成功モデルを作り上げてもらいたい。 
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3-2 美唄市 

美唄市：産業遺産・NPO 連携 
事業主体：認定 NPO 法人アルテピアッツァびばい 
 

産業遺産を利活用した地域活性化の取り組み 

 
【団体の基本情報】 
団体名称 認定 NPO 法人アルテピアッツァびばい 
設立年月 2005 年 9 月 14 日 
所在地 北海道美唄市落合町栄町 
活動拠点 アルテピアッツァ美唄 
活動概要 歴史遺産を後世に伝えるための環境保全と芸術文化活動の振興 
活動成果 歴史遺産を通じて地域住民との芸術文化交流を促進 

 
１．地域の概況 
（１）地域の概況 
 美唄市は、1886 年に福島磯次郎が美唄川岸に移住、渡し守を開業し最初の移住者となっ

たことが開拓の始まりと伝えられている。空知地方の中央部に位置し（東経 142 度 3 分 50
秒～141 度 40 分 40 秒、北緯 43 度 14 分 46 秒～43 度 24 分 58 秒）、総面積 277.69km2、

人口 24,488 人（2014 年 1 月 1 日現在）、世帯数 12,156 世帯（2014 年 1 月 1 日現在）とな

っている。ラムサール条約に登録されている日本最大のマガン寄留地「宮島沼」や、世界

的彫刻家安田侃の芸術空間「アルテピアッツァ美唄」には道内外から多くの観光客が訪れ

ており、ここ 5～6 年間は年間約 3 万人が来場している。 
美唄市の基幹産業は水稲や小麦を中心とした農業で、農地面積 9,450ha、農家数 790 戸、

農家 1 戸あたりの農地面積 11.9ha、農業産出額は 71.5 億円となっている（2006 年農林水

産省統計部）。 
石狩炭田の一角である美唄炭鉱は、かつて三菱鉱業・三井鉱山の大規模炭鉱のほか、中

小の炭鉱も多数拡がり、道内有数の石炭の町として栄え、美唄炭鉱の最盛期である 1950 年

代の人口は 9 万人以上を数えていたが、他の炭鉱地域と同様に現在はその大半が閉山して

いる。現在、炭鉱閉山後も炭層メタンと二酸化炭素を利用した発電の研究も行われている

ほか、自然エネルギーの実用に向けた取り組みとして、雪冷熱エネルギーを活用した「雪

冷房システム」の技術開発及び普及の研究がなされ、参加企業数 80 数社となっている。ま

た「美唄新産業創造研究会」では、環境リサイクル、エネルギー、健康、福祉関連分野の

調査研究など、新しい産業の創出に向けた取り組みも行われている。 
近年は、農業、商工業のほか、魅力ある観光資源等を活用し、「食・農・アートが響き合

う緑のまち美唄」を目指したまちづくりに取り組んでいる。第 6 期美唄市総合計画である

「びばい未来交響プラン」は、まちづくりの基本的な方向性を、農商工連携、子育て支援、

都市基盤整備などの分野別に示した基本計画によって構成されている。 
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美唄市ではグリーンツーリズムを重点施策としており、農産物直売所が多数あり、美唄

発の安心で安全な農産物の開発や販路拡大に力を注いでいる。最近は、体験型修学旅行な

どが増えてきており、例年春秋には農業収穫体験や作業体験、体験宿泊などを希望する各

地の修学旅行生を受け入れている。かつて基幹産業だった炭鉱が衰退し、産業構造の中心

を農業にシフトさせ、また、豊かな自然を背景とした観光産業が徐々に浸透しているので

ある。 
 
（２）地域振興活動の経緯 
美唄市は、北海道有数の炭鉱都市として栄えており、特に東美唄地域には最盛期に 3 万

人の人々が生活していた。しかし、その後の石炭から石油へのエネルギー革命によって、

1973 年に最後の炭鉱の灯が消え、炭鉱住宅も人が不在となり、学校も次々に閉校していた。

そのような環境の中、美唄でも多くの悲しみを生んだ炭鉱事故があり、犠牲になった鉱夫

も多く炭鉱の記憶や思い出を残すために、美唄市出身の彫刻家である安田侃氏に依頼し製

作されたのが、我路ファミリー公園に 1980 年に建立された「炭山（やま）の碑」である。 
安田氏はイタリアで創作活動を行い、既に国際的に活躍しており、日本でのアトリエ探

しをしていたところ、美唄での「炭山の碑」建立をきっかけに、1980 年に閉校した旧栄小

学校を美唄市役所に紹介されたのである。その朽ちかけた木造校舎には、生徒たちの懐か

しい記憶がそのままに残っており、「この子どもたちが心をひろげられる広場をつくろう」

という 安田氏の思いが、アルテピアッツァ美唄誕生のきっかけとなった。 
 
２．地域振興活動の事業主体 
（１）事業主体の概況 
 2003 年に開催された、「安田侃の世界 天にむすび、地をつなぐ」展（会場：北海道立近

代美術館及びアルテピアッツァ美唄）を支援するために結成された「サポーター会議」は、

同展の成功に寄与し大きな成果を収めた。その活動の中から、アルテピアッツァ美唄に対

する強い共感が生まれ、同展の終了後も安田氏の創作活動の支援を継続し、さらにはアル

テピアッツァ美唄の運営、維持、管理を支援する活動団体を組織すべきであるとの声が高

まった。 
また、安田氏からは、氏のもとに寄せられる支援の申し入れが多くなってきたことから、

それらを有効に活用するとともに、アルテピアッツァ美唄を当初の理念に基づいて整備し

ていくための仕組みとそれを担う組織の必要性が提案された。 
また、美唄市においては、地域の自立に向けた「協働のまちづくり」の一環として、「指

定管理者制度」の導入を視野に入れた公共施設の効率的維持・管理・運営のあり方につい

ての検討が進められた。2004 年 5 月、これらの課題に総合的に対応するための会議がスタ

ートし、同年 10 月、美唄市を中心としたメンバーによる NPO 法人の設立発起人会が組織

された。 
2005年4月、法人の設立についての意思の決定が行われ、21世紀の新しい美唄を創造し、

地域のさらなる活性化に寄与することを目的として NPO 法人が設立されている。2006 年 4
月、指定管理者制度により、美唄市からアルテピアッツァ美唄の管理運営を受託し、現在

に至る。 
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カフェアルテ外観           ストゥディオアルテ（体験工房） 
 
（２）地域振興の具体的内容 
 アルテピアッツァ美唄は、美唄市出身の世界的彫刻家である 安田氏の構想をもとに、美

唄市の芸術文化交流施設として、1991 年以来段階的に整備を進められている。安田氏の基

本コンセプトにもとづいた全体環境整備及び施設建物の増改築や改修整備は、作家自身に

よる総合的監修と現場指導を受けながら進められ、美唄市が購入した彫刻作品の実費のみ

による設置や、それ以外の多くの作品の寄託等、作家の全面的協力とともに多くの市民及

び行政との協働によって、現在の姿のような質の高い芸術空間が実現している。 
アルテピアッツァ美唄は、北海道内だけでなく全国的にも高い評価を受け、2002 年に安

田氏が「井上靖文化賞」と｢村野藤吾賞」（受賞作品 アルテピアッツァ美唄）を受賞した

ことなどから広く知られるところとなり、子どもから高齢者まで幅広い層の人々が訪れ、

この環境を活かした独自の芸術・文化イベント等によって多くの市民に親しまれている。 
 認定 NPO 法人アルテピアッツァびばいでは、アルテピアッツァ美唄に訪れる年間 3 万人

を超える来場者が心地よく過ごせるように、施設環境の維持管理とメンテナンスを実施し

ている。バスツアーなどの団体客や個人客に対して施設の概要を説明したり、リーフレッ

トの英語版を作成するなど、近年増加する海外客に対する配慮も行っている。 
通常、作品展示空間として使用されているアートスペース（旧体育館）では、年間 20 を

超えるコンサート、講演会、発表会が行われ、地域の文化活動の場としてアーティストや

市民に広く利用されている。ストゥディオアルテ（体験工房）では、毎月「こころを彫る

授業」が開催され、全国各地から年間延べ 300 名をこえる参加者が訪れる。2007 年にオー

プンした「カフェアルテ」は、美唄市特産のハスカップやブルーベリーを使用したフード

メニューなどを提供し、アルテピアッツァ美唄の空間でくつろいでもらうだけではなく、

美唄の味を楽しんでもらう取り組みを行っている。カフェの入場者は、2014 年度で 13,262
人となっている。 
 
３．まとめと今後の可能性 
 アルテピアッツァ美唄や美唄市及び周辺地域に残された炭鉱に関わる歴史遺産を後世に

伝えていくためには、地域住民が主体的に参加し、各機関と連携しながらより効率よく、

利用者の立場に立って運営、維持、管理する体制が必要とされている。 
 元々は炭鉱により栄えた地域であるが、エネルギー革命の後、新たな産業転換として農
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業等を軸に産業振興施策を進めてきた。そして、産業遺産である炭鉱を再資源化し、それ

らをソフト活用することで、現在のアルテピアッツァ美唄へとつながってきていることに

特徴がある。 
 アルテピアッツァ美唄の活動の中には、「炭山（やま）の記憶事業」があり、お盆に帰省

する美唄に縁やゆかりのある人達に対して、歴史がわかる過去の写真を集めた写真展を開

催したり、炭鉱の商店街として栄えた「我路地区」を、過去を懐かしみながら歩く企画を

行ったりするなど、産業遺産を活用した取り組みといった、まさにソフト活用の事例であ

る。 
また、アーカイブ事業として、アルテピアッツァ美唄の 20 年あまりの取り組みを記録し

アーカイブ化する事業も始めており、歴史や文化、風習といった美唄そのものを過去から

未来へつなげることが可能になる。このように、過去の資源をソフト活用することで、新

たな観光資源として未来へつないでいく事例として多くの地域にとって参考となろう。 
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3-3 当別町 

当別町：福祉視点の地域振興 
事業主体：社会福祉法人ゆうゆう 
 

共生型社会の構築による地域活性化の取り組み 

 
【団体の基本情報】 
団体名称 社会福祉法人ゆうゆう 
設立 2013 年（社会福祉法人取得） 
所在地 北海道石狩郡当別町六軒町 70-18 
活動拠点 当別町、江別市 
活動概要 障がい者支援、高齢者支援、子ども支援という社会福祉サービ

スを総合的に実施（ごちゃまぜ福祉） 
活動成果 全ての人達がお互いに支えあえる関係づくりを実現 
 
１．地域の概況 
（１）地域の概況 
 当別町は、1871 年に仙台藩の岩出山の領主であった伊達邦直公が、家臣とその家族約 340
名を率いて入植してから 140 年以上の歴史を持つ。石狩振興局管内北部に位置し、総面積

は 422.86km2で、人口数 17,606 人（2014 年 1 月 1 日現在）、世帯数 7,654 世帯（2014 年

1 月 1 日現在）となっている。当別町の最高気温は 31.2 度、最低気温はマイナス 20.9 度と

寒暖の差が激しい地域といえる。当別町は、札幌市に隣接しており、JR で約 40 分の距離

であることから、一時期はベッドタウンとして人口増であったが、現在は人口減少となっ

ている。 
 当別町の地区概況として、本町地区、太美地区、スウェーデンヒルズ地区、金沢地区の 4
か所に分類することができる。本町地区には、約 9,600 人が居住し、公共施設等が集約さ

れている。特徴すべきは、スウェーデンヒルズ地区であり、1987 年に造成され、道内外か

らの移住者が中心となったエリアであり、現在約 700 人が生活している。また、金沢地区

は、学生や職員など約 4,000 人が在籍している医療系総合大学である北海道医療大学があ

り、大学生が当別町の地域振興に大きな影響を与えている。 
 当別町の基幹産業は農業であり、面積に占める耕地面積は約 20％の 86.3 km2、石狩平野

に位置する恵まれた土地条件を活かし、水稲、小麦、大豆を中心とした農業を展開してい

る。また、道内屈指の花卉の生産地であり、販売額約 10 億円となっている。また、主な企

業として、ロイズコンフェクト工場、玄米酵素工場が立地している。 
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    スウェーデンヒルズイメージ          誘致企業ロイズ販売 
 

（２）地域振興活動の経緯 
 当別町は、基幹産業を農業に据え、豊富な種類の穀物、野菜類、畜産品、花卉を生産し、

第 1 次産業のブランド化、2 次加工、6 次産業化を推進し、新たなブランド創出と付加価値

を高める取り組みを進めている。また、定住人口の増加を目指し、「経済活性化」、「雇用創

出」、「町に人を呼び込む施策」、「再生可能エネルギーの利活用」の実現に向けて歩みを進

め、現在、その起爆剤となる道の駅建設計画にも着手しており、これらの産業政策を進め

ているところである。 
その中でも、当別町における特徴のある地域振興活動としては、福祉をベースに据えた

取り組みが取り上げられる。特に北海道医療大学との連携を重ねてきた実績が背景にある。 
 
２．地域振興活動の事業主体 
（１）事業主体の概況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    社会福祉法人ゆうゆう外観          理事長 大原 裕介 氏 
 
 事業主体である社会福祉法人ゆうゆうの前身となる NPO 法人ゆうゆうは、北海道医療大

学の卒業生 4 人で 2005 年に設立した組織である。2002 年に当別町が空き店舗の活用事業

の一環として、任意の福祉ボランティア事業を依頼したことが契機となっている。学生ボ

ランティアとして、障がいを持った子どもの預かりサービスを行い、その利用者は、2 年目

に 122 名、3 年目には 512 名と利用者数が年々増加し、4 年目以降は 5,000 人規模となって

いる。利用者が増加する契機となったのは、地域の小さなニーズとして存在していた、介
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護を要する高齢者や障がい者を一時的に預かって家族の負担を軽くする援助サービスであ

る「レスパイトサービス」である。この小さなニーズを見過ごすと、本事業はここまで成

長しなかった。地域ニーズを的確に捉えることで、地域との信頼関係の構築につながり、

2005 年に NPO 法人格を取得し、江別市、夕張市へと拠点を拡大している。2013 年に社会

福祉法人となり、現在に至る。 
 
（２）地域振興の具体的内容 
 当別町は、札幌市のベッドタウンとして人口が伸びてきたが、周知の通り、現在は人口

減や高齢化が進んでいる。一般的には、子ども支援、高齢者支援、障がい者支援という福

祉事業は縦割りになっているが、小さな地域では、地域福祉の拠点として福祉に関する情

報を集約し、あらゆる住民や課題を抱えている人に対して、一体的にサービスを提供する

ことが利用者にとって最もよい。「ゆうゆう」では、このような考えのもと、行政や社会福

祉協議会、各関係機関や団体と協議を重ね、2008 年に「当別町共生型地域福祉ターミナル」

と「当別町共生型地域オープンサロン」の二つの拠点を整備することとなった。設立に際

しては、当別町地域福祉計画の重点施策として、2006 年度に「地域福祉ターミナル」構想

を策定し設立されている。 
 ターミナルには、当別町のあらゆる福祉情報を集約し、スムーズな情報発信を行うとと

もに、包括的なボランティアセンターとしての機能をもった拠点となっている。建物には、

交流スペースを設けており、小中学生から大学生、高齢者などが活動したり、世代を越え

た交流会である「ごちゃまぜサロン」を実施していることに大きな特徴がある。「ごちゃま

ぜサロン」は、月に 1 回の開催となっており、回を重ねるごとに参加者も増え、まさに「困

ったときはお互い様」という精神のもとに、地域住民の交流が行われている。 
 オープンサロンは、子どもから高齢者、障がい者を中心に、あらゆる住民を対象とした、

サポートされる人とサポートする人が気軽に立ち寄れる、障がい者の就労拠点施設となっ

ている。就労支援として、障がいのある方が喫茶メニューの提供や駄菓子屋の運営を行っ

ており、スタッフは 65 歳以上のボラティアが中心となっている。 
 「ゆうゆう」では、上記のように地域福祉の拠点づくりを行うとともに、2012 年から 2
か年をかけて、地域で老朽化が進んでいるアパートを改修し、知的障がいのある方々の多

機能型グループホームへ転用するなど、地域の遊休施設の利活用も行っている。 
 さらに、「ゆうゆう」では、高齢者や障がい者の就労を軸とした生きがい再発見の場とし

て、レストラン事業であるコミュニティ農園「ぺこぺこのはたけ」の経営を行っている。

ここでも障がい者がレストランの従業員、農業従事者として就労するとともに、高齢者が

経験を活かした社会参加活動、子どもが集まり遊び学ぶ場として、地域にとって大きな役

割を果たしている。当初は、地域の飲食業者からの反発もあったが、顧客層が重複しない

ことを説明するなど、根強い活動を行うことで、地域内からの理解が深まったとコメント

している。 
 ゆうゆうでは、このような福祉の取り組みを通じ、就労の継続や高齢者の生活支援なら

びに介護予防の実現を果たすとともに、高齢者が支えられるだけではなく、ボランティア

として障がい者や子どもと関わる機会の創出、また、福祉関係者と商工関係者が一体とな

った地域づくりの構築といった視点からも地域活性化の大きな役割を果たしていることが
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わかる。ヒアリング時には、地域内外の大学新卒者を雇用するなど、雇用創出の面でも成

果を出している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     グループホーム外観           「ぺこぺこのはたけ」 
 
３．まとめと今後の可能性 
 本取り組みの一番の特徴としては、「ごちゃまぜ福祉」という言葉でも表しているが、福

祉サービスの支援する側と支援される側の対立構造ではなく、「お互いに支えあう関係づく

り」を実現した事例である。このように、福祉の専門スタッフと障がいを持っている方、

高齢者が同じ空間で過ごしながら地域ボランティアを含めて地域とつながることが、当別

町においてまさに「地域を創る」ことであろう。将来的には、当別町から世界に向けて

「FUKUSHI」というブランドにつながることを期待している。 
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3-4 ニセコ町 

ニセコ町：住民参加・まちづくり 
事業主体：ニセコ町 
 

住民参加のまちづくりによる環境モデル都市の取り組み 

 
【団体の基本情報】 
団体名称 ニセコ町 
所在地 北海道虻田郡ニセコ町字富士見 47 番地 
人口 4,857 人（2014 年 1 月 1 日現在） 
世帯数 2,330 世帯（2014 年 1 月 1 日現在） 
活動概要 住民参加による地方自治とまちづくり 
 
１．地域の概況 
（１）地域の概況 
 ニセコ町は、道央の西部、後志管内のほぼ中央に位置し、総面積は 197.13km2、人口は

4,857 人（2014 年 1 月 1 日現在）、世帯数は 2,330 世帯（2014 年 1 月 1 日現在）となって

いる。札幌市や千歳空港からは車で約 120 分、小樽市からは車で約 90 分の圏内にある。東

に羊蹄山（1,898m）、北にニセコアンヌプリ（1,309m）の山岳に囲まれた波状傾斜の多い

丘陵盆地を形成し、町の中央には尻別川（1999～2006 年のうち 7 回清流日本一）が流れ、

昆布川、ニセコアンベツ川、真狩川などの中小河川が流入している。ニセコ町は、内陸性

気候で平均気温は 6.3 度、冬期の最深積雪は 200cm に達する豪雪地帯であるが、壮大な自

然に囲まれているため、北海道らしい風景を楽しむことができる。 
ニセコ町の基幹産業は農業で、およそ 150 戸の農家が 2,000ha の田畑から 24 億円の農産

物を生産している。内陸性気候のため農耕期は温暖で、地形や圃場の多様性から、主要作

物は多岐にわたり、馬鈴薯、水稲、メロン、アスパラ、トマト、ゆり根等で、水稲は減農

薬栽培「Yes!clean 認証」を取得している。道の駅直売所では、多品種の作物を直接消費者

へ提供し、観光客や町民と直接交流できる場となっている。 
 ニセコ地域は、国立公園、国定公園に指定されるなど、四季折々の自然景観に恵まれた

通年観光リゾート地で、夏期には登山、カヌー、ラフティング等の体験型アウトドアスポ

ーツ、冬季には世界に誇る雪質と大規模なスキー場でのウィンタースポーツが盛んであり、

外国人観光客が急増している地域として名を馳せている。 
近年では、農業体験も含め夏期の観光客数が増えており、景観条例によるリゾート環境

づくりにも力を入れている。また、多様な泉質を持つ温泉が数多く分布している他、ホテ

ルや個性あるペンション等の宿泊施設が充実している。 
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      羊蹄山     JR ニセコ駅 
 
２．地域振興活動について 
（１）地域振興の具体的内容（まちづくり基本条例） 
 2001 年 4 月、住民自治に基づく地方自治体として将来にわたり豊かな自治を進めていく

ための条例である、「まちづくり基本条例」が施行された。この条例は、まちづくりを進め

る上での住民共通のルｰルである。このルｰルは、日本国憲法や地方自治法などの法の精神

に基づき、住民がまちづくりの主役（主体）として行動するためのものである。条例の名

前にある｢まちづくり｣とは、道路や上下水道の整備、市街景観形成などの目に見える｢ハー

ド｣の側面だけでなく、情報共有や住民参加などの仕組みづくりといった目に見えない｢ソ

フト｣の側面も含んでおり、そこから、町民が住むことそのものが誇りに思える｢暮らしづ

くり｣を発展させること、それが｢まちづくり｣に込められた思いである。条例が作られた背

景としては、首長が代わり町政が変化しても、住民にとって変わらない「情報共有」と「住

民参加」を実現するためである。 
まちづくりの大切な基盤が情報共有で、まちづくりにかかわる情報は町民の共有財産で

あり、町民の間でまちづくりに関する情報が共有されていなければ住民参加も意味をなさ

ないため、この条例では、｢情報共有｣と｢住民参加｣を車の両輪と同じに考え、一体のもの

として、まちづくりのための重要な原則と考えている。 
 この条例は、最低 4 年に 1 回の見直しを行い、2005 年 12 月に１次見直しを、2010 年 3
月に 2 次見直しをそれぞれ終えた。情報共有や住民参加などをとりまく考え方や社会情勢

は刻々変化し、自治のための新たな発想や枠組みも生まれている。国内外における時代の

動きを常に捉えながら、その一歩先の将来を考えている。 
全国初の自治基本条例「まちづくり基本条例」が日本全国に認知され、2004 年に行った

内閣府の調査では、ニセコ町は参考にしたい自治体の 1 位になっている。 
 

【綺羅街道（2002 年全国都市景観大賞受賞）】 
ニセコ大橋の着工を期に整備されたニセコ市街地部を通る道道 66 号線。ハード事業にお

けるニセコ町住民参加の始まりともいわれ、沿線住民が協議会を組織し、地域の景観形成

基準を設けた。現在では、町民有志で構成する NPO 法人ニセコまちづくりフォーラムが中

心となって植栽や花壇、ベンチなどの管理を行い、この街道を訪れるすべての人々のおも
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てなしに取り組んでいる。ニセコ町の景観条例の一つの成果といえよう。 
 

  
綺羅街道 ニセコ町 HP より転載           ニセコ町役場 

 
（２）地域振興の具体的内容（環境モデル都市） 
 2014 年 3 月 6 日、温室効果ガスの大幅な削減など低炭素社会の実現に向け、高い目標を

掲げて先駆的な取り組みにチャレンジする都市として、国が指定する「環境モデル都市」

に選定された。ニセコ町の提案は、「熱分野を中心とした低炭素なまちづくり」、「持続可能

な観光の推進」、「観光と環境の横断的な取組」、「町民生活における省エネ及び再生可能エ

ネルギーの普及」、「農業や産業における再生可能エネルギーの普及」、「スマートコミュニ

ティ・ニセコの実現」の 6 つの取り組み方針を基本に「国際環境リゾート都市・ニセコス

マートチャレンジ 86」の実現を図るものである。 
これにより、2050 年度には CO2 排出量を 1990 年と比較して国の目標値マイナス 80％

を上回るマイナス 86％を目指すものとなっている。また、選定にあたっては「町民の高い

環境意識と地域特性を生かした実現性の高い提案である。観光都市としての先導的な取り

組みが期待できる。」との評価を受けている。 
 
３．まとめと今後の可能性 
過疎化が進んでいる北海道の地方自治体だが、ニセコ町は住民自治による魅力あるまち

づくりにより、人口増に転換している稀有な事例である。まちづくり基本条例による官民

が一体となった取り組みにより、着実な成果が出てきている。今後は、地球温暖化対策の

みならず、総合的に環境政策を進め、世界に肩を並べる国際環境リゾート地として成長す

ることを目標としている。 
 現在、北海道内だけでも 50 を超える自治体が、自治体の憲法である、まちづくり基本条

例・自治基本条例を制定し、住民との情報共有化や住民参加の取り組みを制度として保証

してきている。ニセコ町は、全国に先駆けて、当該条例を制定して開かれた行政への取り

組みを行ってきたトップランナーである。 
 この自治体のルールを活かすことで、首長や地域リーダーが変わっても、制度化された

まちづくりは継続されることとなる。これからも、住民参加によるまちづくりのトップラ

ンナーとして期待される。  
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3-5 岩内町 

岩内町：美術館振興 
事業主体：NPO 法人岩内美術振興協会 
 

文化振興と教育連携による地域活性化の取り組み 

 
【団体の基本情報】 
団体名称 NPO 法人岩内美術振興協会 
設立年月 2007 年 10 月 24 日 
所在地 北海道岩内郡岩内町字万代 51 番地 3 
活動拠点 岩内町 
活動概要 地域住民に対する美術鑑賞の普及・拡大と民間主体による美術館の管

理・運営 
活動成果 美術鑑賞を通じた地域の文化と教育の振興、ならびに、しりべしミュ

ージアムロード等の広域連携 
 
１．地域の概況 
（１）地域の概況 
 岩内町は 1751 年に近江商人 岡田 弥三右衛門が場所請負人となり、古くからニシン漁が

行われていた歴史を持つ。北海道の西部に位置し（東経 140 度 31 分、北緯 42 度 59 分）、

総面積は 70.60 km2、人口は 14,146 人（2014 年 1 月 1 日現在）、世帯数は 7,211 世帯（2014
年 1 月 1 日現在）となっている。日本海に面する北部は、ニセコ積丹小樽海岸国定公園に

指定されており、南部はニセコ連峰岩内岳を望む四季折々の自然に囲まれている。 
 海と山岳景観、食と温泉による観光のほか、文学や美術の文化的な施設が充実している

ことも魅力のひとつとなっている。近代的な美術館には、個性がほとばしる絵画が多数展

示されているほか、古くから栄えた港町として歴史を伝える郷土館などの施設もある。 
 
（２）地域振興活動の経緯 
岩内町に莫大な富をもたらしたニシン漁も、1954 年の小さな群来を最後に終焉した。こ

の間に創られた歴史的文化財は、後志管内では小樽に次いで膨大なものであった。しかし、

1954 年 9 月の台風 15 号による岩内大火により、町の 8 割を焼失する大災害にみまわれ、

中枢機能施設をはじめ歴史的文化財についてことごとくを失った。岩内大火により町民が

失意にある中、同年 11 月に木田金次郎は、第 6 回北海道文化賞を受賞するなど、灰燼と帰

した歴史文化遺産に代わる新たな文化と認められ、本人はもとより町民が喜んだのである。

木田金次郎はこれに続いて 1957 年にも北海道新聞文化賞を受賞している。 
木田金次郎は 1893 年岩内町に生まれ（1962 年脳出血により逝去）、漁業を続けながら絵

画への情熱を育み、その生涯を岩内で過ごした北海道洋画壇を代表する作家の一人である。

岩内大火により、それまでの作品約 1,500 点余を焼失したが、その後も精力的な創作を続

け、生涯にわたり岩内を離れることなく、独自の画境を切り開いた。 
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1982 年に没後 20 周年の回顧展が郷土館で開催され、その後、木田金次郎の夫人が作品

を町に寄贈し美術館建設を要望する。その後、多くの所有者から町への寄贈は続いた。1985
年に美術館建設の機運が全町的に高まり、町における作品調査や美術館検討がなされて、

1994 年に木田金次郎美術館の開館に至った。 
美術館の開館以来、NPO 法人岩内美術振興協会が運営を担っており、2006 年 9 月から

は指定管理者として岩内町より委託されている。美術館運営が町民の手によって行われて

いるのは、岩内町が多くの画家を輩出し、かつ、絵画に親しんできた町民が多い地域の特

性の現れである。今後、地域の過疎化や高齢化が進行する中で、地域の資源ともいえる「美

術に親しむ」ための美術館を通じて、地域住民が岩内町に住むことに自信と誇りを持つこ

とが必要と考えている。 
 

２．地域振興活動の事業主体 
（１）事業主体の概況 
 1994 年 3 月、岩内美術振興協会は岩内地域の美術振興を図り、木田金次郎美術館の管理

運営を行うために設立された組織である。このように、木田金次郎美術館は、開館当初か

ら「町立民営」にて運営が行われている。その後、2006 年 9 月、指定管理者制度の導入に

より、木田金次郎美術館の指定管理者として岩内町より運営を委託される。2007 年 11 月、

NPO 法人として法人格を取得し、現在に至る。 
 

   
    木田金次郎美術館外観           ヒアリング状況 
 
（２）地域振興の具体的内容 

2004 年より、夏季休暇期間中に岩内高校美術部 OB が講師となり、地域の学生に対して

創作活動に関するリレー形式のワークショップを行っている。絵画教室はこれまで地元高

校美術部で長期にわたり指導してきた講師を中心に、地域住民や子供たちに新たな学びの

場を提供することで、美術館を鑑賞の場から創作の場へと役割を広げ、木田金次郎美術館

が開館して以来開催されている公募絵画展「ふるさとこども美術展」など、地域に根差し

た公募展の底上げも期待されている。 
「木田金次郎美術館友の会」では、会報「群暉（くき）」などを通じて様々な情報を発信

している。また、会報以外にも多くの情報を発信していくにあたり「ボランティアグルー

プ ポプラの会」による多数の美術館活動が盛んである。 
岩内町の近隣町村にある 4 つの美術館（木田金次郎美術館、荒井記念美術館、西村計雄

記念美術館、小川原脩記念美術館）や文学館（有島記念館）で構成される「しりべしミュ
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ージアムロード」の一員として活動を行っている。これら各館は、民間経営の美術館、公

立の直営美術館、公立民営の美術館と運営形態が様々であるが、毎年夏季に共同企画展を

開催するなど広域的な美術館ネットワークを形成している。今後は、後志地域の豊かな文

化資源ともいえる「しりべしミュージアムロード」のネットワークを活用し、ミュージア

ムロードの圏域にまで活動を発展させる予定である。 
 
※しりべしミュージアムロード参加施設 
【木田金次郎美術館】 
木田金次郎の作品を展示するだけでなく、ユニークな特別展やコンサートなども開催。 岩
内町が生んだ孤高の画家・木田金次郎は北海道洋画壇を代表する画家である。 
【荒井記念美術館】 
展示の目玉はピカソの版画コレクションである。青年時代の代表作「貧しい食事」から晩

年の「エロチカ」まで、作品総数は 267 点にも及び、ピカソファンならずともその作品世

界に引き込まれる。また、2 号館には、北海道内関係の画家たちが、木田金次郎をモデルに

した有島武郎の小説「生まれ出づる悩み」の読後感、あるいは木田や有島の人となりを感

じたままに描きあげた作品群が並んでいる。 
【西村計雄記念美術館】 
西村計雄（にしむらけいゆう）は、北海道共和町出身で、戦後パリを拠点に活躍した洋画

家。ピカソを育てた画商・カーンワイラーに「和菓子の色」と評されたやわらかな色彩と、

たおやかな線が特徴の作品は、「東洋と西洋の美を融合した」として高く評価されている。 
【小川原脩 記念美術館】 
前衛画家としての道を歩みはじめるが、太平洋戦争を機に進取の道を断念。戦後、郷里倶

知安に戻り以後 60 数年間土地を離れることなく創作活動に専念。60 歳を超えてから訪れた

中国、チベット、インドで創作への新しい境地を開いた。 
【有島記念館】 
有島武郎は、「カインの末裔」「生れ出づる悩み」「或る女」などにより、リアリズムの虚構

を極めた作家として、大きな足跡を残した。有島記念館の建つニセコは、有島の出世作「カ

インの末裔」の舞台となった場所。また、父から引き継いだ広大なニセコの農場を、土地

共有という形で小作人に無償で解放し、当時の社会に大きな反響を呼んだことでも知られ

ている。 
 
３．まとめと今後の可能性 
 「町立民営」にて運営されている木田金次郎美術館では、運営に関わる人達の合言葉と

して、「みんなで創る美術館」が合言葉を掲げ、民間主体により活動が行われており、その

結果として、岩内町における文化振興に資する活動となっている。 
 また、後志地域の豊かな文化資源ともいえる「しりべしミュージアムロード」などのネ

ットワークの活用により、後志観光の新たなツーリズム展開が、地域振興と同時に各美術

館の交流の活発化に期待されるところである。 
 このように、開館以来 20年にわたって、絵画作品を通じて様々な発信を行ってきた結果、

近隣町村とのネットワーク形成や、地域住民から借り受けた岩内ゆかりの画家の作品を紹
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介する「絵の町・岩内：町民コレクション」といった新たな取り組みにつながっている。「絵

の町」としての共通ワードにより、地域住民の新たな歓談の場が構築されるなど、地域コ

ミュニティ構築としての役割が大きい。美術館の設立というハード整備のみならず、民間

主体の運営により、様々なアイデアを出し合っての美術館の有効活用という点が成果につ

ながっている。 
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3-6 江差町 

江差町：地域の歴史を活かしたまちづくり 
事業主体：江差いにしえ資源研究会 
 

歴史資源を活かした商店街活性化の取り組み 

 
【団体の基本情報】 
団体名称 江差いにしえ資源研究会 
設立年月 2013 年 10 月 
所在地 北海道檜山郡江差町字橋本町 85 番地 
活動拠点 江差町 
活動概要 歴史的建造物を活用した商店街活性化事業 
活動成果 官民連携による商店街活性化と新規組織の立ち上がり 

 
１．地域の概況 
（１）地域の概況 
江差町は、北海道の南西部に位置し（東経 140 度 08 分、北緯 41 度 52 分）、総面積は

109.53km2、人口は 8,579 人（2014 年 1 月 1 日現在）、世帯数は 4,448 世帯（2014 年 1 月

1 日現在）となっている。北海道の海の玄関口である函館からは約 73 キロ、車で約 1 時間

30 分の距離となっている。北海道文化発祥の地といわれ、江戸期のニシン漁最盛期には、

「江差の五月は江戸にもない」といわれる程、繁栄を極め、歴史的建造物や江差追分をは

じめとする郷土芸能など有形・無形の貴重な文化遺産が数多く残っている。 
現在、江差町は檜山振興局の所在地として檜山地方の中核となる町であり、その沿革は

1854 年箱館奉行の支配となったのち、1869 年７月函館県に属した以降は属する県の変遷を

何度か繰り返し、1872 年に開拓使函館支庁の所属となり町役人を廃し戸長役場を設置した。

1897 年檜山支庁の設置によりその管轄となり、1900 年 7 月には「江差町」として１級町

村制を施行ののち、1955 年 2 月に江差町と隣接の泊村が合併し新たに江差町となった。国

勢調査における人口は 1920 年調査時に 11,108 人（旧江差町 7,899 人、泊村 3,209 人）と

記録されておりその後、減少で推移し 2010 年国勢調査では 9,004 人となっている。 
ニシン漁で栄えた江差町であるが、現在の基幹産業は農業・漁業であり、2012 年農産物

販売金額は 5 億 41 百万円、2013 年漁業生産高は 6 億 62 百万円である（江差町まちづくり

推進課広報統計係）。2010 年度国勢調査では、産業別就業者数 3,918 人のうち、農林業就業

者は 6.9%の 271 人、漁業就業者は 2.8%の 111 人、第 2 次産業の占める割合が 16.1%で 632
人、3 次産業は 74.1%で 2,904 人となっている。 

また、8 月に行われる姥神大神宮渡御祭及び 9 月の江差追分全国大会は、開催時には全国

から観光客や出場者が集まる大きなイベントとなっている。 
 

（２）地域振興活動の経緯 
 江差町は、明治期前から市街地を形成した道内では数少ない歴史を持つ町であり、特に
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中歌、姥神町一帯の旧国道沿い地区（通称いにしえ街道）には、檜（ヒバ）材やニシンに

関連した産業建築ともいえる問屋や蔵、商家、町屋、社寺などの歴史的建造物や史跡、旧

跡が数多く残されており、早くからこのような既存の地域資源を活用した活性化を図ろう

とする動きがあった。この動きが加速されたのが、1986 年に復元された北前船の淡路島か

ら江差までの航海イベントであり、同町の歴史を見直そうという機運が高まりを見せてい

た。さらに、江差町が 1989 年に北海道戦略プロジェクト「歴史を生かすまちづくり」（以

下：戦略プロジェクト）の指定を受けたことが大きい。この戦略プロジェクトの推進にあ

たり、まちづくりについては、官民協働による検討で計画を策定することとなり、町内会

や民間団体などから聞き取りを実施し、その結果を踏まえながらまちづくりを実施してい

くこととなった。 
 
２．地域振興活動の事業主体 
（１）事業主体の概況 
江差いにしえ資源研究会（以下：研究会）は、江差町歴まち商店街協同組合（以下：歴

まち組合）のメンバーが中心となって、江差町における歴史文化という地域資源の活用に

向けた活動のために 2013 年に立ち上げられた組織であり、構成メンバーは歴まち組合員の

ほか、江差町役場、町内各種団体メンバー、檜山振興局の職員からなっている。また、研

究会の会長である室谷氏は歴まち組合の監事を兼務するなど、研究会は歴まち組合の取り

組みを具体的に実施する会として位置づけられる。 
研究会の設置母体ともいえる歴まち組合は、北前船の航海イベント時において江差町の

古い建造物の外装や内部について整備や清掃、古い備品の展示作業を実施したことが組合

発足の背景としてあり、歴まち組合のメンバーは、「一過性のものではなく、自分たちの原

風景として甦らせるにはどうしたらよいのかとアイデアを練っていた」といった考えをも

とに行動していた。 
一方、歴まち組合は、1992 年に戦略プロジェクトの計画策定時に商業者の意見の集約に

重要な役割を担う任意組合として発足し、1996 年に協同組合として以下の 3 点を基本コン

セプトにして活力ある商業地を形成することを目的に法人格を取得した団体である。 
・歴史を活かす街並み整備、歴史的建造物の保存や掘り起し 
・江差の伝統文化の承継 
・景観と住民が一体となったまちづくり 
さらに戦略プロジェクトが進捗していくなかで、国や道の助成の対象外となる建物につ

いては歴まち組合が独自に動くこととなり、個人や団体から総額 5 千万円を超える寄付・

寄贈を募り街並みなどの保存・整備が行われた。戦略プロジェクトの完了後も研究会を設

置するなど継続して地域の活性化に尽力している。 
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       歴史的建造物    いにしえ街道 
 
（２）地域振興の具体的内容 
研究会や歴まち組合は、下町地区の歴史ある景観を残す、いにしえ街道沿いの商店街を

活動拠点として、食を通じた町内外の交流・人材育成やメニュー開発、職人文化を継承・

発展させるための交流、歴史的建物の活用普及に向けた情報発信などを主な活動としてお

り、歴史や職人芸を組み合わせたイベントを企画・実施するとともに代表的な活動として

「百人の語り部事業」を継続して実施している。 
この事業活動は、商店主や住民がボランティアとして観光客など対して、江差にまつわ

る得意テーマを語りながらまちの魅力を伝えるものである。これは、住民がもつ歴史的な

資源の活用という側面のほか、得意テーマの磨き上げや昔語りなどの勉強会が開催されて

おり、この勉強会は町内交流・人材育成の場にもなっている。 
また、歴まち組合の活動は、まちづくりに対しプラスの効果をもたらし、「いにしえ街道

華の会」と称した地域の美化活動に取り組む任意団体や、戦略プロジェクトで整備された

商店や民家の古材に漆を塗って家具などを作る職人集団「江差塗工房」と称する任意団体

など、次々に発足し活動しており、商店街や住民が一体となって自らまちづくりに参加す

る土壌を作り上げたといえよう。 
 研究会では、江差町内の商店街内に所在する建造物で未利用となっている土蔵のうち 1
棟について、トヨタ財団の助成金を活用して改修を進めた。2014 年、改修した土蔵につい

ては、歴まち組合直営のカフェである「皐月蔵チャミセ」としてオープンすることとなっ

た。現在では、地域で開催されるコンサートや料理教室などに利用され、地域住民のコミ

ュニティの場として有効的に活用されている。 
 
３．まとめと今後の可能性 
 研究会や歴まち組合が発足する前には、その活動対象とする商店街には元々このような

組合自体が存在しない状況であった。しかし、北前船の航海イベントを契機に商店街の商

店主が力を合わせ、町民が自分のまちの歴史を見直していくなかで、地域資源としての歴

史的価値を活用し、自ら参加することによってまちおこしを実施していった。こうして自

らの力で歴史的建造物の保存に動き出し寄付・寄贈を募るなど地域おこしに向けた意気込

みは高まりを見せ、現在も継続されている。 
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研究会や歴まち組合が、いにしえ街道で企画・実施する歴史的な建物や職人芸を活用し

たイベントでは、町内のサークルや町民も出店するなど、今や町全体の取り組みとなり、

さらに江差町が 1996 年に「歴史のまち宣言」を行うなど、歴史的資源を生かした個性的な

取り組みは、まさに官民協働で進められている。地域にある歴史資源を活かしたまちづく

り活動の成功例として取り上げられることが多くなっている。 
また、2016 年 3 月末を予定として、新青森・新函館北斗間に北海道新幹線が開業するこ

ととなっており、江差観光コンベンション協会内に官民協働となる“えさし来てネット”

を組織し、歴史的景観といった地域が持つ優位性のある資源を観光資源化し、新幹線のも

たらす効果を享受すべく検討が開始されている。 
今後も「入船三千、出船三千、江差の五月は江戸にもない」という当時の賑わいの再現

に向け、江差商人の血脈を受け継ぐ商店街の取り組みが期待されているところであり、歴

史資源の保存に向けたハード整備を軸とした地域活性化の取り組みは、開発途上国での自

国の有する歴史や歴史遺産を活用したまちづくりの一つの手法として参考になると考えら

れる。 
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3-7 下川町 

下川町：環境未来都市・エネルギー政策 
事業主体：下川町 
 

エネルギー自立に向けた持続可能な地域社会構築の取り組み 

 
【団体の基本情報】 
団体名称 下川町 
所在地 北海道上川郡下川町幸町 63 番地 
人口 3,531 人（2014 年 1 月 1 日現在） 
世帯数 1,801 世帯（2014 年 1 月 1 日現在） 
活動概要 エネルギー自立と地域創造 
 
１．地域の概況 
（１）地域の概況 
 下川町は、北海道の北部、旭川市から北に 100km に位置し、総面積は 644.2 km2、人口

は 3,531 人（2014 年 1 月 1 日現在）、世帯数は 1,801 世帯（2014 年 1 月 1 日現在）となっ

ている。全体面積約のうち約 9 割が森林で覆われ、林業・農業を基幹産業としている。か

つては旧財閥系の鉱山で栄え、15,000 人を超える人口を有したが、休山とともに人口が激

減し過疎地域となっている。近隣市町村とは合併せず、社会インフラや保健・福祉等の住

民サービスの強化による自立のまちづくりで人口減少に歯止めをかけてきた。気候は、夏

の最高気温が約 30 度、冬の最低気温は約マイナス 30 度で、11 月下旬から 3 月下旬頃まで

降雪が続く積雪寒冷地である。 
 下川町は、町の経営基盤と雇用の安定的な確保のため、1950 年以降から国有林を取得し、

ドイツの先進的森林経営に学びながら、3,000ha 以上の森林面積を確保し、毎年 50ha の伐

採と植林を続け、伐期を 60 年間として、持続可能な森林経営を目指し、取り組みを続けて

きた。主伐材に加え、育林過程の徐間伐における間伐材まであますことなく加工し、集成

材、円柱加工、木炭の加工等による林業・林産業経営は全国的なモデルとされ、国内外か

らの視察者が絶えない。このような取り組みにより、現在、町内の林業、林産業従事者数

は約 270 人であり、I ターン・U ターンの若者が多く就業しており、森林組合へのエントリ

ー希望者は数十名が待っている状態である。恒常的に新しい人材が地域に入り、好循環を

形成している。 
また、集成材の端材や林地残材の森林バイオマス活用によるエネルギー転換を道内でも

早い時期から取り組んでおり、地域熱供給システムを整備するなど低炭素化を先駆的にす

すめ、全国の小規模自治体の先駆的モデルとして 2008 年に「環境モデル都市」に認定され、

その後の取り組み実施フォローアップにおいても高評価（A 評価）を得ているところである。 
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    一の橋バイオビレッジ       木質バイオマスボイラー 

 
２．地域振興活動について 
（１）地域振興の具体的内容 
 1953 年、「国有林整備臨時措置法」により 1,221ha の国有林の払い下げを受けた。これ

を機に積極的に植林を進め、現在、4,605ha の町有林を管理している。適正な森林管理を続

けながら、毎年約 50ha の植林を続けることで、「植林 50ha×伐採 60 年」の循環型森林経

営システムを構築することができた。また、2003 年、町内の国有林・民有林・町有林を連

携させ国際的な森林認証である「FSC 認証」を北海道で初めて取得している。 
 2008 年、地球温暖化問題への対応として、「低炭素社会」への転換を進めるため、温室効

果ガスを削減する目標を掲げ、先駆的な取り組みにチャレンジする都市を選定するプロジ

ェクトである「環境モデル都市」の一つとして認定された。「地域産業の振興」と「快適な

生活環境」を柱とした環境モデル都市推進事業を各種施策と連動させ、産業の振興と雇用

の創出を図り、地域の活性化を推進し、温室効果ガスの大幅な吸収および削減による「低

炭素社会」の構築を目指した。 
積雪寒冷地である北海道では、暖房に使用する化石燃料に依存する傾向が強いことなど

から、二酸化炭素排出量が多く、民生（家庭）部門における二酸化炭素の排出割合は、全

国と比べて高い数値となっていた。そうした中で、森林の持つ二酸化炭素吸収・固定機能

を活かす取り組みとともに二酸化炭素の排出削減のため、地球温暖化対策として効果のあ

る木質バイオマス燃料による地域熱供給システム（地域暖房）の整備を実施し、また、木

質バイオマスの集積基地として、木質原料製造施設を設置したのである。 
町が運営する高齢者複合施設「あけぼの園」では、年間約 21 万リットルの重油を消費し、

町内公共施設から排出される二酸化炭素の 20.6%（電気使用料除く）を占めていた。そう

したことから、2010 年度、450kw の森林バイオマスボイラーを導入し、80％の二酸化炭

素の削減に成功しており、削減されている二酸化炭素は年間 464 炭素トンと計算され、大

きな成果を上げている。 
 その後、2011 年 12 月、政府が新成長戦略に基づきすすめている「環境未来都市」構想

および総合特区制度において、「環境未来都市」の選定とともに「森林総合産業特区」に認

定された。環境未来都市構想とは、政府が新成長戦略で位置づけた国家戦略プロジェクト

の一つで、未来に向けた技術、仕組み、サービス、まちづくりで世界トップクラスの成功
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事例を創出するため、戦略的な取り組みを行う都市・地域を厳選し、政府が関連予算を集

中させるなどの支援を講ずるものである。 
下川町の環境未来都市構想は、2030 年までに林業・林産システムの革新等により森林総

合産業を創造し、再生可能エネルギーによりエネルギー完全自給を図り、集住化や高齢者

雇用の拡大等により誰もが活躍の場を持ち安心して暮らせる社会を構築するという「森林

未来都市」のモデルを実現するというものである。 
今後、国や関係企業等と協議しながら、小規模分散型の熱電併給システムなどを加速的

にすすめ、林業・林産業の一体化を図っていくものである。 
 
３．まとめと今後の可能性 
下川町は、古くから林業や林産業を基盤として発展してきた。基幹産業である林業の衰

退と鉱山の閉山の影響を受け、急激な人口減少の中、1950 年代以降、行政主導での循環型

林業経営システムに取り組んでおり、その取り組みはすでに半世紀を超えている。 
戦後、植裁された人工林が成熟期を迎えつつあり、収穫できる森林も増加傾向にある。

さらに、町有林では「循環型森林経営」を基盤とし、持続可能な森林づくりに取り組んで

いる。また、建築・土木用資材や木炭、割箸、木酢液、アロマオイルなど、森林から生み

出される資源を無駄なく利用し、さらに、木質バイオマスエネルギー活用を主としたエネ

ルギー自立を目指している。 
下川町では、環境モデル都市や環境未来都市など、国の事業を活用するため、積極的に

国とのネットワークを構築し、情報収集を行うとともに、国に対して自ら提案を行ってき

た。この意識は、国有林の買い取りから始まっているといえよう。 
下川町の取り組みをみると、森林という地域の資源に対して、これだけの長い年月をか

けて育ててきた取り組みとともに、森林の高付加価値化や継続的な森林経営を実現してき

た人材育成こそが地域振興の一つの鍵と考えられる。 
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3-8 鹿追町 

鹿追町：グリーンツーリズム 
事業主体：NPO 法人北海道ツーリズム協会 
 

農村における新たなツーリズム構築による地域活性化の取り組み 

 
【団体の基本情報】 
団体名称 NPO 法人北海道ツーリズム協会 
設立年月 2001 年 10 月 
所在地 北海道河東郡鹿追町元町 2 丁目 35 
活動拠点 鹿追町 
活動概要 グリーンツーリズム普及とグリーンツーリズム事業の実施 
活動成果 グリーンツーリズムによる地域振興 

 
１．地域の概況 
（１）地域の概況 
鹿追町は、北海道の一大農業地帯である十勝平野の北西端に位置し、北側は大雪山国立

公園の山麓農村地域である。また、大雪山国立公園内唯一の天然の湖である然別湖を有し

ている。 
鹿追町を含む十勝地方内陸部の特徴は、大陸性気候にあり春にはフェーン性の乾燥した

季節風が吹き、夏は比較的高温となる。冬は大陸性寒冷高気圧により低温が続くが、日高

山脈で雪雲が遮られることから晴天の日が多く降雪量は少ない。年間を通じても年間降水

量も少なく、全国的にも有数の日照時間に恵まれている地域である。 
鹿追町の歴史は、1902 年の入植が始まりといわれており、その後、1921 年 4 月に音更

村（当時）から分村により鹿追村となる。人口は、5,654 人（2014 年 1 月 1 日現在）、世帯

数は 2,448 世帯（2014 年 1 月 1 日現在）となっている。 
町の総面積 402.88km2のうち 59%の 237.73 km2は林野であり、耕作地面積は 122 km2

と町の面積全体の 30.2％を占め、農業が基幹産業となっている。 

畑作と酪農を中心にした鹿追町の農業は、ガット・ウルグアイ・ラウンド農業交渉や日

米農業交渉による農畜産物輸入自由化などを転機に規模拡大により発展してきた。農業生

産額は、1965 年には 14 億 30 百万円であったが、2014 年には農産生産額 51 億 88 百万円、

畜産生産額 133 億 87 百万円と合計農業生産額 185 億 75 百万円と推移してきた。 
 
（２）地域振興活動の経緯 
 十勝を含む農業経営の大きな流れは、規模拡大傾向であり鹿追町の農業も同様であった

が、農業と地域資源を活用し、ファームインやファームレストランといった、農業以外の

副業を持つことによる多角化や、現在でいうところの 6 次産業化の動きも行われていた。

この動きを察知し、鹿追で始めようとしたのが、後に NPO 法人北海道ツーリズム協会（以

後、協会）理事長となる 武田 耕次 氏 である。武田氏は、地元農協職員を経て鹿追町議
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を務めており、ファームインに関する知見を深めていった。 
一方、今後の農業のあり方を模索していたのが、協会前理事長の 中野 一成 氏 であり、

武田氏とともに新たな農業の方向性について模索していた。中野氏は、25ha の農地・牧場

を所有し、軽種馬 30 頭あまりを生産する農家であった。胆振日高地方の有名な牧場が台頭

する中で、小規模な牧場経営の継続性に危機感を抱き、1988 年に自社農場にて自作のログ

ハウスを建て、ファームレストラン事業へと経営の転換を図り「大草原の小さな家」を開

業し、全国でも「グリーンツーリズム」の先駆けとしてファームイン事業に乗り出した。 
このファームイン事業に関心を持ったメンバーが、1990 年に「鹿追町ファームイン研究

会」を組織し武田氏とともに「勉強会」を行うようになり、専門的な知識をもつ講師の招

聘による講演会や、ヨーロッパをはじめとする先進地視察などを通じ、農業のあり方等に

ついて学びあった。研究会では、「ファームインは、自然環境、農村の景観、さらには農産

物といった地域の資源を活用することで成り立っている」という認識がメンバーの間で共

通化され、必然的に研究会は、地域振興・地域づくりの活動に発展していった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  グリーンツーリズムのフィールド     農家直営レストラン「カントリーパパ」 
 
２．地域振興活動の事業主体 
（１）事業主体の概況 
研究会の活動開始と同時期に、鹿追町ではファームイン事業者が 5 戸と増加していくな

かで、全メンバーが研究会に所属し、各事業者が連携しながら事業を行ってきた。2000 年

に、研究会で培ったネットワークやノウハウを活かし、①農村の新しい可能性に挑戦し、

新たな観光資源として発展させる、②ファームイン事業など自らの事業を確実に継続させ

る、③地域の雇用に貢献する、の 3 つの活動をテーマとして協会を設立させた。 
 
（２）地域振興の具体的内容 
協会の設立と同時に、そのテーマを実現させる活動として開校したのが北海道ツーリズ

ム大学である。この大学は、地域づくりを含め、これまで研究会で活動してきた学習内容

について、地域内外の入校者による学習活動の実施を通じグリーンツーリズムの情報発信

を目指すものであり、北海道や鹿追町から 3 年間の補助金により運営されていた。このた

め、大学の活動は補助金の終了とともに閉校となってしまうものの、その理念は、下記に
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記載するグリーンツーリズムの環境整備活動について協会に引き継がれることとなる。 
 
【都市・農村交流農村活性化】 
①グリーンツーリズムの事業化 
研究会や協会が、グリーンツーリズムの事業化に向けた取り組みを実施してきた結果、

協会の代表者からの聞き取りによると、現在、年間約 30 万人のグリーンツーリズム観光客

が鹿追町に訪れるとのことである。 
道内のグリーンツーリズム事業者の交流と学習の場として、2004 年に北海道グリーンツ

ーリズムの交流大会を開催したことを契機として、翌2005年に協会が事務局の中心となり、

「北海道グリーンツーリズムネットワーク」を設置した要因も大きい。以降は、同ネット

ワークのメンバーによる交流大会が開催されており、2015 年度においては、新たなグリー

ンツーリズム発展の方向を示すフォーラムとして、「全道グリーンツーリズムフォーラム&
交流会 IN しかおい」を開催することが決定している。 

 
②十勝ワーキングホリデー、牧場求人田舎暮らしのススメ 
グリーンツーリズム観光客の第二ステージとなる、ワーキングホリデーや牧場作業従業

員の募集支援を実施している。この取り組みは、グリーンツーリズム観光客の長期滞在、

さらには農村移住者候補として視野に入れたものであり、近年は 60～70 名の募集に対し定

員に達している。長期滞在者の居住場所として鹿追町とともに空き家対策などの地域課題

解決に向けた取り組みを実施中である。 
 
【自然環境を活かした観光資源開発】 
①スローキャンプ事業 
グリーンツーリズムの事業者や農家などの情報を登録し、インターネットの活用により

観光客に向けた情報発信や予約について実施する取り組みである。アウトドア大手有名メ

ーカーとの連携により、全道の農業者にスローキャンプの取り組みを提案しており、現在

は 6 ヶ所で事業展開している。 
 
②グレートフィッシング然別湖 
一時絶滅の危機にあった然別湖に生息するオショロコマ（ミヤベイワナ）を、観光資源

としての活用を検討した。協会が遊魚管理の委託を受け、釣り針の活用やリリースの徹底

により資源保護と資源利用を両立させている。 
 

３．まとめと今後の可能性 
鹿追町での新たな農業ビジネスの展開は、「農業の 6 次産業化」の先駆者となっている。

この地域全体による 6 次産業化のためには、協会のように、地域の農業者が自立するため

のインキュベーターとして、勉強会の開催や海外を含む情報収集と情報提供を行ったこと

が大きい。 
さらに、地域における地域資源を活かした地域ビジネスの創出による地域活性の取り組

みが求められており、協会の取り組みは、鹿追町のみならず全道のグリーンツーリズムの
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先導者の役割を担い、現在では農村地域の活性化モデルとして高い評価を受けている。 
以上のような取り組みの結果、鹿追町中心部から観光地である然別湖までの街道沿いは、

多種多様なファームインが集積し、牧歌的な風景が広がる美しい景観の創出を具現化して

おり、グリーンツーリズム事業を行う上で、ますます強みが増しているといえよう。 
今後も、グリーンツーリズムの普及や地域観光の促進に向け、地元事業者のニーズが高

い、コンシェルジュ機能の整備に向けた事業を検討していることや、後継者育成という事

業承継を視野に入れて活動を継続している。 
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3-9 釧路市 

釧路市：生活困窮者の支援事業  
事業主体：一般社団法人釧路社会的企業創造協議会  
 

生活困窮者の社会復帰支援による地域活性化の取り組み 

 
【団体の基本情報】  
団体名称  一般社団法人釧路社会的企業創造協議会 
設立  2012 年 4 月 2 日  
所在地  北海道釧路市北大通 12-1-14 ビケンワークビル  
活動拠点  釧路市  
活動概要 生活困窮者への総合的な就労支援 
活動成果 先駆的な活動から、新法制定による本格的な支援活動の実施と実績

 
１．地域の概況  
（１）地域の概況  
釧路市は北海道の東部、太平洋岸に位置し、面積は 1,362.92km2、「釧路湿原」「阿寒」

の 2 つの国立公園をはじめとする雄大な自然に恵まれ、国内有数の水揚げ量を誇る水産業

や酪農業、林業と石炭鉱業、製紙工業、観光業が基幹産業となる人口 180,160 人（2014 年

1 月 1 日現在）、世帯数 94,352 世帯（2014 年 1 月 1 日現在）の道東の中核拠点都市の 1 つ

である。その歴史は 1880 年釧路戸長役場が置かれたことから始まり、1922 年に市制施行、

その後 2005 年 10 月 11 日に当時の釧路市、阿寒町、音別町が「平成の大合併」により新「釧

路市」として誕生した。 
釧路市では、基幹産業の 1つであった炭鉱が 2002年に縮小されたことなどの影響により、

地域経済が疲弊し、生活保護世帯が多くなり社会課題化した。2004 年から生活保護受給者

の自立支援事業に取り組み、2006 年には「釧路市自立支援プログラム」として困窮者支援

を実施してきた。しかし、その後も釧路市の生活保護率は上昇し続け、2012 年度にはピー

クとなる 55.1‰（パーミル＝人口 1,000 人当たりの被保護者数）となった。 
直近となる 2013 年の保護率も 54.6‰（パーミル）と依然として高い水準で推移しており、

被保護者は 9,853 人、被保護世帯は 6,637 世帯。被保護世帯では、高齢者世帯 2,673 世帯、

母子世帯 813 世帯、障害者世帯 640 世帯、傷病世帯 1,324 世帯、その他世帯 1,187 世帯と

なっている。 
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図 3-2 釧路市における保護世帯数と保護率の推移 

注）釧路市の資料より作成。  

 
この保護率の高率推移は釧路市における地方財政にも悪影響を与えており、財政力指数

は 2013 年度において、0.43 と類似 50 団体中 50 位である。一方で経常収支比率は 2013 年

度において、97.6％となっており、財政弾力性に乏しい。特に、扶助費については 15.3％
と類似 50 団体中 47 位となっており、生活保護費による地方財政への圧迫が大きい。 
 

表 3-2 釧路市における地方財政関連数値 

 

 

注）釧路市の資料より作成。  
  財政力指数：地方公共団体の財政力を示す指標の一つである。  
  経常収支比率：地方自治体の財政の弾力性を示す指標である。   

 
（２）地域振興活動の経緯  
釧路市の中心市街地の空きビルを活用したインキュベーションの実施など地域振興活動

について、相原 真樹 氏がその中心的役割を担い活動を行っていた。 
同氏は大手民間企業に勤務をしていた際に釧路市に転勤し、釧路市で転勤族の交流の場

となる「裸心プロジェクト」の立ち上げを契機に市民活動へ積極的な支援活動を始めた。

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
0.48 0.46 0.45 0.44 0.43
0.73 0.71 0.85 0.82 0.82
94.3 97.2 96.6 93.5 97.6
90.0 90.8 90.1 88.4 91.4

釧路市 14.6 14.5 15.7 16.2 15.3
類似団体平均 9.1 9.8 11.3 12.0 12.0

（単位：％）
年度

財政力指数

経常収支比率
うち

扶助費

釧路市
類似団体平均
釧路市
類似団体平均
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釧路公立大学の 小磯 修二 学長（当時）からソーシャルビジネスの概念を学び、2008 年に

は北海道が実施する「住民参加型起業支援ネット形成事業」により、釧路担当の起業支援

コーディネーターとして活動するようになった。 
2010 年には、NPO 法人地域生活支援ネットワークの理事に就任し、その活動が全国的に

認められる存在となった。釧路市からも同氏が実施する起業支援活動を前提とした支援制

度の構築について検討するなど、起業支援サポーターとしての役割について、大いに期待

される人物であり、生活保護受給者への自立支援プログラムのワーキング委員に就任した

ことを契機として、2012 年 4 月に一般社団法人釧路社会的企業創造協議会を設立し、生活

困窮者の支援として雇用創出事業を実施した。 
 一方、釧路市では 2004 年から 2005 年に厚生労働省から「自立支援プログラム」モデル

事業実施自治体として指定を受け、生活保護を受給する母子家庭を対象に就業体験やボラ

ンティアなどを通して就労意欲を高めることを目的とした「母子世帯自立支援モデル事業」

実施した。 
この事業による支援は、自治体側からの一方的なものではなく、支援対象となる母子家

庭世帯へのアンケート調査の結果を踏まえ、母子家庭世帯の母親を対象にしたヘルパー資

格取得支援に取り組んだものである。この取り組みで参加者 18 人全員が資格取得し、12 人
が就労したという高い実績を上げた。2006 年から釧路市では、このモデル事業の仕組みを

受給者全体へと対象を拡大させており全国的でも先進的な自立支援の取り組みとしてその

成果が注目されている。 
 
２．地域振興活動の事業主体  
（１）事業主体の概況  
事業主体となる一般社団法人釧路社会的企業創造協議会（以下協議会）は、相原 真樹 氏

に加え、市生活福祉事務所 OB で自立支援事業に携わった経験のある櫛部 武俊 氏が中心

となり、代表理事に株式会社ビケンワーク釧路支社長を迎え、生活保護受給に関わらず生

活困窮者を対象とした就労支援と社会的自立支援を目指して 2012年 4月に設立された法人

である。 
実施する事業内容は、生活困窮者も地域社会を構成する戦力であるという考えから、福

祉と雇用をセットとして、相談支援、就労準備支援、インターシップ支援といった段階的

なメニューにより就労支援と社会的自立を目指すものである。 
 

（２）地域振興の具体的内容  
2012 年、生活困窮者を対象とした就労支援と社会的自立支援の課題解決に向けた調査研

究により、新たに中間的就労自立の場（ペイドワークの場）を創出する必要性が見いださ

れ、2013 年に「セーフティネット支援対策等事業費補助金」を活用したモデル事業として、

漁業で利用される漁網の整網作業の請負事業が開始された。 
この整網作業の請負業務は現在も継続されており、支援対象者数人が協議会事務所と同

じビル内にある作業場にて労働を行っている。さらに整網作業に従事した支援対象者には

歩合で賃金が支払われており、この賃金は支援対象者の所得となるため、現生活保護の制

度上では、この賃金とほぼ同額の生活保護費を釧路市に返納せざるを得ないため、生活保
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護廃止に至らずとも賃金を得る生活保護者が増加することで釧路市全体の保護費支出削減

につながっている。また、労働を行った対価分の生活保護費を返納することで、支援対象

者は以前よりも自信を持って生活を送ることができ、幸福度の向上につながっている。 
一方で、漁網の整網作業は後継者不足が深刻といわれており、担い手の不足や技術継承

が懸念されていることから、この製網作業の取り組みは業界から高い評価を受けており、

相談支援事業を通じた 2014 年度の就労者は 70 名となっている。あわせて、生活保護者も

含めた生活困窮者が労働の場に出て行くことで、日常生活の自立化、自尊感情や就労・社

会参加への意欲を高める効果も期待できるとのことであり、協議会では、整網作業のほか

健康器具の組み立て作業や有料ゴミ袋の袋詰め作業などにも着手しており、今後のさらな

る仕事づくりの広がりが期待されるところである。 
これら協議会の活動に対して釧路市では、現在、協議会の活動結果を数値化して SROI

（Social Return on Investment 社会的投資収益率）の手法を取り入れて評価する取り組み

を行っている。SROI は、「事業が生み出す様々な価値（単位：円）/事業に投じられる資源

（単位：円）」から算出され、釧路市生活福祉事務所では、事業に投じられる資源が 412,541
円、事業が生み出す成果が 1,599,020 円、SROI は 3.88（2013 年度作成）と算出している。

企業の社会的責任（CSR）や社会福祉事業において社会的な価値の効果測定や評価が長年

の課題といわれており、また一般的に行政は政策評価を行わない傾向があるが、そのよう

な状況の中、この評価は画期的な取り組みといえる。 

 
３．まとめと今後の可能性 
現行の生活保護制度では、就労による収入は、手当から差し引かれるため、困窮者支援

を行う前に、実際に困窮者から就労についての考え方を聞いたところ、就労に対するニー

ズが強かったという。働くということは人間の尊厳にかかわることであり、これを実現す

るのが協議会の基本スタンスである。また国は、2015 年 4 月「生活困窮者自立支援法」を

施行したが、実際の事業認定に当たっては、整網作業を中心とした「就労訓練事業」につ

いて認定すべきか国との間で議論があったという。最終的には、「釧路モデル」が認定され、

相談から就労準備、そして就職または協議会での就労訓練という流れが構築された。同法

の支援事業の基本形が「釧路モデル」となった。 
新法の制定により、協議会が実施している支援事業の全てがカバーされ事業基盤はでき

たが、今後更に事業基盤の強化と就労訓練作業の労賃の向上を図るため、農業分野などへ

の事業進出を図るほか、釧路市周辺町村の生活困窮者への支援拡大も図っていく予定であ

る。 
また、若者や障がい者就労支援など他の福祉関係者との連携により、きめ細かな支援サ

ービスを行うとともに、企業との連携を強化していく予定である。生活困窮者のための更

なる挑戦が始まっている。 
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3-10 砂川市 

砂川市：スイートロード・商店街 
事業主体：すながわスイートロード協議会 
 

商店街と連携した地域活性化の取り組み 

 
【団体の基本情報】 
団体名称 すながわスイートロード協議会 
設立年月 2002 年 5 月 
所在地 北海道砂川市西 6 条北 3 丁目 砂川市役所商工労働観光課内 
事務局 砂川市役所商工労働観光課 
活動拠点 砂川市 
活動概要 地元菓子業界をはじめとした商店街の活性化 
活動成果 行政と民間組織による地域振興 

 
１．地域の概況 
（１）地域の概況 
砂川市は石狩川とその支流空知川の合流する北海道のほぼ中央となる場所に位置し、総

面積は 78.68 km2 であり、市街西側は石狩川に接し、市街中心部には札幌市を起点として

旭川市を結ぶ幹線道路の国道 12 号に沿って南北に細長く展開する地域である。また、2007
年には環境省から、全国では 20 ヶ所、北海道では 1 か所となる「アメニティ・タウン（快

適環境都市）」としてモデル地域に指定されており、道立こどもの国、砂川オアシスパーク、

北光公園、砂川ハイウエイオアシスなどを有し、市民一人当たりの公園面積は 208.46 km2

で日本一（2014 年 3 月末 砂川市市長公室課広報広聴係公表）となっている。 
1886 年に上川仮道路（現在の国道 12 号）が開通し、翌年に歌志内炭鉱が開坑したこと

から、この地は忠別太（旭川）方面と歌志内方面の交通の要所となり、1890 年に滝川村の

一部を分離し奈江村（後に砂川村と改称）として誕生した。 
砂川市の人口は、市制施行の翌年に 32,495 人とピークに達したが以降は、高度経済成長

を支えた企業の縮小などさまざまな要因から人口減少を余儀なくされ、住民基本台帳年報

（2014 年 1 月 1 日現在）では 18,444 人となっている。また、前述のとおり砂川市のこれ

までの発展は近隣地域の工業と商業が牽引してきたものであり、現在でも北海道三井化学

（株）、王子コーンスターチ（株）北海道工場、北海道電力（株）砂川発電所、（株）ホリ、

（株）北菓楼、ソメスサドル（株）、三鉱建設（株）といった全国や全道規模の企業をはじ

めとした事業所が本社や工場を市内に有している。また、古くから空知炭鉱地区にある周

辺市町村と結ぶ交通結節点でもあることから商業の発展に寄与してきた。 
 

（２）地域振興活動の経緯 
工業都市として反映してきた砂川市であるが、他の地域と同様に人口減少等によりさま

ざまな負の影響を受ける中、このような状況からの脱却を目指すため、市役所が地域と一
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体となって新たな取り組みを始めた。 
砂川市の人口は、1 万 9 千人程度であるが、中空知地域の中核となる市立病院を有してい

ることと交通体系を鑑みると、中空知圏域 10 万人規模の商圏と定め、さらに、病院に関連

する産業（飲食、菓子、調剤薬局等）も古くから根付いていたことが背景にある。 
2006 年に改正された「中心市街地の活性化に関する法律」により、2007 年 8 月に道内

初となる、「中心市街地活性化基本計画」の内閣総理大臣認定を受けた。この計画にしたが

い、市立病院改築に「国土交通省暮らし賑わい補助金」を活用し、そのほか産業おこし事

業として「すながわスイートロード」事業、市民活動として「地域交流センター ゆう」事

業などを進めていくこととなった。 
「地域交流センター ゆう」は、老朽化した市民会館の代替施設として、市民参加により

設立された「地域交流センター運営協議会」により検討され、「まちづくり交付金事業（国

土交通省）」により建設された施設である。 
 

２．地域振興活動の事業主体 
（１）事業主体の概況 
前述のとおり砂川は交通の要衝であることと病院に付帯する産業として菓子店が多かっ

た。一方、市立病院を核として周辺市町村からも集客できることに着目し、来街者へのお

もてなしと産業振興として推進してきたのが「すながわスイートロード」である。砂川市

内に拠点を置く 8 つの菓子製造業者が中心となり、公民館でのお菓子作り講座の講師など

の活動を実施していた「砂川菓子組合」と、砂川市の商業・観光振興担当者により、2000
年に「すながわスイートロード構想企画案」が立案されたことが始まりである。 
砂川市経済部のメンバーを中心に、スイートロードに関する構想が進められ、市民や市

役所内など各方面の調整を行いながら、「砂川菓子組合」が民間側のパートナーとなり、2002
年 5 月に「すながわスイートロード協議会（以下、協議会）」が設立した。 
その後、本企画案は「すながわスイートロード事業」となり、お菓子をモチーフとした

まちづくり事業として、具体化されている。 
協議会の設立経緯は行政主導によるもので、設立後は砂川のお菓子の魅力でまちのイメ

ージアップと市内外消費者の誘致を目標に掲げ、菓子業界に加え他業種の民間各種団体か

らなる市民の積極的な参加と行政のバックアップにより運営されている。 
 

  
スイートロードマップ           スイートロードのお菓子 
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（２）地域振興の具体的内容 
「すながわスイートロード事業」とは、砂川の菓子産業が持つ集客力を活用し、中空知

地域人口 116,818 人（2014 年 1 月 1 日現在）をターゲットにして、砂川市の地元商店街へ

誘客することを目的としている。その結果、菓子業界のみならず商店街全体の購買力向上

を図るとともに、砂川におけるスイーツブランドを構築しながら、商店街全体の活性化を

目指す事業となっている。 
スイーツをターゲットとした市全体のプロモーションを行うとともに、商店街を対象と

した接客等に関するサービス力向上を目指した各種講習会、季節行事ごとの商店街ディス

プレイ、ハロウィンパレードの演出などに取り組むほか、北海道新聞「道新ぶんぶんクラ

ブ」主催の観光ツアーのガイド案内役のボランティア参加、国道 12 号を中心とした街路灯

にスイートロードバナーと称したバナー設置や、スイートロードの各店舗が掲載されたス

イートロードパンフレットの作成など、各種プロモーション事業を実施している。 
今後の課題は、砂川市の 9 つの菓子店は、北海道の三大菓子店に比べると、知名度を高

める可能性が残されており、継続した活動が必須となっている。また、札幌市や旭川市な

どの都市圏からの距離が大きく、商圏の人口が少ないことから売上増に向けた新たな取り

組みが必要となっている。 
 

３．まとめと今後の可能性 
 「すながわスイートロード事業」の成果の一つとして、菓子店の後継者が新たに決定し

た事例が現れている。また、「すながわスイートロード協議会」の活動は、砂川市内のラー

メン店主が集まり、「砂川ラーメン師会」を発足させるなど、その活動のノウハウを利用し

て他業種へと波及し、好循環の形成に向かった成果となっている。さらに、市内の商店主

の好意により提供された未使用店舗が市内商店街や市内施設のイベントなどの情報発信機

能を担う、「まちなか集客施設 SuBACo」として活用されるなど、協議会の活動をきっか

けにして市民参加による地域振興は砂川市全体に浸透し広がってきている。 
砂川市の地域振興はこのように、市役所の発案を契機として、市職員が市民とともに汗

をかき市民を支えながら民間と一体となり活動を進めてきたものである。行政の役割を最

大限に活かし、市民の協働によるまちづくり活動としての実績は、他地域でも応用できる

可能性がある。 
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3-11 恵庭市 

恵庭市：道の駅・都市近郊産直 
事業主体：恵庭農畜産物直売所運営協議会（申請中：恵庭かのな協同組合） 
 

地域住民と農業者の連携による地域活性化の取り組み 

 
【団体の基本情報】 
団体名称 恵庭農畜産物直売所運営協議会（申請中：恵庭かのな協同組合） 
設立年月 2006 年 12 月 
所在地 北海道恵庭市南島松 817 番地 18 
活動拠点 道と川の駅「花ロードえにわ」敷地内 恵庭農畜産物直売所「かのな」

活動概要 直売所を通じた地元農畜産物の PR と地域農業の活性化を図る 
活動成果 地域生産者の経営改善と地域農業の活性化 

 
１．地域の概況 
（１）地域の概況 
 恵庭市は、札幌市と新千歳空港のほぼ中間に位置し、総面積 294.65km2、人口 68,893 人

（2014 年 1 月 1 日現在）、世帯数 31,060 世帯（2014 年 1 月 1 日現在）となっている。 
空港にも近く、札幌市という大都市にも近く、恵まれた交通アクセスと穏やかな気候風

土を持つ地域で、早くから住宅地整備を進めると共に、公共下水道や大学・専門学校、工

業団地などの都市基盤の整備が進められ、着実に人口が増えている。 
恵庭市開拓は、1870 年に高知藩の移住者が始まりで、その後の 1886 年、山口県からの

移住などが続いた。恵庭市の基幹産業である農業は、畑作物を中心とした農業、酪農、畜

産等、多様な農業が展開されており、食品流通業や加工業など幅広い産業と結びつきなが

ら、基幹産業としての重要な役割を担っている。また、「花によるまちづくり」でも有名な

地域となっている。 
 
（２）地域振興活動の経緯 
 2003 年、道の駅を中心とした「都市農村交流ゾーン構想」において、基本計画の策定に

おける幅広い議論が行われた。北海道開発局、恵庭市、地域住民の間で開催されたワーク

ショップの中で、「まちを代表する農産物の野菜品種を選定し、直売や加工原材料として販

売する」、「レシピ化して情報提供する」、「レストランでメニュー化を図り施設イメージに

も取り入れる」など、地域と農業について一体感を持たせたプロモーションを行うことは、

地域イメージの向上とともに、地域性を有した野菜の提案が可能であると、地域住民より

提言された。このように、地域農産物のブランド化や直売に対する要望が多く寄せられた

のである。 
 地域全体の活性化を目指す中で、都市住民と農村住民の交流の場である道の駅を機能さ

せるために、農業者のグループ化が求められたことが経緯となった。まさに、農業者が主

体となり、行政と農協の支援のもと、運営協議会を立ち上げたことが地域振興活動のきっ
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かけである。 
 
２．地域振興活動の事業主体 
（１）事業主体の概況 

2006 年 7 月に「道と川の駅 花ロードえにわ」がオープンし、隣接して「多目的交流物

産館」が建設された。同年 12 月、直売所の運営の円滑化と、生産者と消費者の交流の場が

できることで、恵庭農畜産物のプロモーションと地域農業の活性化を図ることを目的とし

て、地域農業者有志 48 名による恵庭農畜産物直売所運営協議会（以下、協議会）を設立し、

2007 年 4 月から愛称「かのな（花野菜）」として、多目的交流物産館での直売が始まった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        直売所の外観             道の駅花ロードえにわ外観 
 
（２）地域振興の具体的内容 
 2007 年のオープン当初、売場面積 103.68m2、休憩オープンスペース 77.76 m2でスター

トしたが、2009 年に売場面積を 260m2に拡張し、さらに苗売場 78 m2を増設して客導線の

改善を図った。その結果、入り込み客数は約 30 万人程度と増加しており、「かのな」の売

上拡大とともに、責任所在の明確化や雇用など組織体制に課題が出てきたことから、現在

は「恵庭かのな協同組合」として法人化に向けた取り組みを行っている。 
また、成功要因の一つとして、2009 年 6 月 1 日より携帯電話を利用した、販売動向を通

知する欠品防止システム「さんちょ」の運用を開始し、本システムの導入により、繁忙時

の欠品による機会損失の減少と、顧客満足度の向上が実現したことが大きい。本システム

の特徴は、各農業生産者が、自ら納品した農産物に対して、売上金額と売上個数を携帯電

話から確認もでき、また、売り場にて欠品した場合、欠品情報が生産者に届くため、機会

損失を低減することができるシステムとなっている。このシステムの運用により、より良

い品質のものを店頭に並べることが可能なため、生産者間の競争に繋がっている。また、

2010 年、来客増加のため、POS レジを 3 台から 5 台に増設し、従業員数も店長以下 11 名

の体制とし、販売拡大を図るとともに売上の一部を恵庭市の事業へ寄付を行う取り組みを

実施した。 
2011 年、年間営業日数を 2 週間延長し、売場面積をさらに拡張したことで、通路幅が確

保され、ショッピングカートの使用が可能になり客単価が増加するなど、積極的な経営を
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行ってきた。 
「かのな（花野菜）」は、恵庭花のまちづくり推進会議主催のイベント「花とくらし展」

への特別出店をはじめ、独自のイベント（8 月サマーフェア、9 月収穫祭、10 月～11 月ハ

ロウィンカボチャの展示、漬物・越冬用野菜の販売）を開催し、地域住民との交流を進め

ている。また、地域の加工業者との商品開発、地域の保育園への食材提供、地元学生の体

験学習受け入れ、コミュニティ FM「e-niwa」による情報提供、恵庭市内の運送会社を活用

した物流システム、恵庭市「花のまちづくりプラン」との連携、恵庭グリーンツーリズム

マップの配布などを行い、積極的に地域の活性化に貢献している。 
 
３．まとめと今後の可能性 
 協議会の事例は、近隣の札幌という大規模商圏を視野に入れ、恵庭市への顧客の誘導と

ともに、地域の一次生産者の所得向上、また雇用確保に大きく貢献をしている事例である。

まさに、民間視点によるマーケティングを意識した地域振興活動である。 
 協議会の活動は、直売所を通じて地域の活性化に大きく貢献している。今後は、法人化

（協同組合）により組織体制の強化が図られ、今まで以上に地域振興に寄与する組織に変

化することが期待されている。 
今後の課題として、グリーンシーズン以外の販売商品が不足していることを挙げており、

農商工連携や組合員による加工品の製造を行い、それらをいかに売っていくかと語ってお

り、組織の持続化に向けて積極的な取り組みを行っている。 
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3-12 室蘭市 

室蘭市：鉄産業からの転換 
事業主体：室蘭市 
 

産学官連携による地域経済活性化の取り組み 

 
【団体の基本情報】 
団体名称 室蘭市 
所在地 北海道室蘭市幸町 1 番 2 号 
人口 91,276 人（2014 年 1 月 1 日現在） 
世帯数 47,442 世帯（2014 年 1 月 1 日現在） 
活動概要 環境産業都市としての新たな成長基盤の創出 
活動成果 環境産業都市ならではのグリーンエネルギータウン構想 
 
１．地域の概況 
（１）地域の概況 
 室蘭市は、北海道の南西部に位置し、総面積は 80.88km2、人口は 91,276 人（2014 年 1
月 1 日現在）、世帯数は 47,442 世帯（2014 年 1 月 1 日現在）となっている。道央自動車道

経由で、札幌まで約 1 時間 30 分、新千歳空港まで約 1 時間で行くことができる。1872 年

の室蘭港開港以来、臨港地域に立地した鉄鋼、造船、石油精製等の基幹産業を中心として

発展した工業都市であり、製造品出荷額等は 1 兆 2,154 億円（2013 年工業統計調査より）

と北海道内１位である。三方を海で囲まれ豊富な海産物や観光資源を有している。 
 室蘭市は、鉄鋼業を中心に蓄積された高度な産業技術や人材・企業による突出した工業・

港湾物流基盤、大学等の研究開発機関を持つ、「ものづくりのマチ」として発展してきた。

近年になって資源循環型社会の形成が重要視された背景もあり、2003 年にこれら産業基盤

を活かした「室蘭地域環境産業拠点形成実施計画」を策定し、産学官の連携により廃棄物

処理等、リサイクル資源循環型都市形成や低炭素都市形成を進めるなど環境産業振興を図

ってきた。同実行計画は、2010 年度に終了し、その後は「今後の環境産業拠点形成の方向

性」を打ち出したが、この間、世界的な地球温暖化対策の必要性や東日本大震災以降のエ

ネルギー問題への対応が求められるようになった。 
 こうした中で、地域でエネルギーを生み出して利用する、エネルギーネットワークの構

築により、地域の自立性、地域経済の活性化、産業振興、災害時の防災機能の強化などが

期待でき、新たな低炭素都市形成に関する構想が必要と考え、従来、行政主導の視点にな

りがちであった構想を、初期段階から住民参画により構築し、「環境産業の推進」、「地域経

済の活性化」、「低炭素なまちづくり」の実現を産学官「民」の連携により目指すこととし

たのである。 
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２．地域振興活動について 
（１）地域振興の具体的内容 
 2001 年 9 月、室蘭地域環境産業推進協議会を設け、2003 年 3 月、室蘭地域環境産業拠

点形成実施計画を策定した。北日本の環境産業拠点都市の実現、地域の産業振興・地域振

興及び地域内外の環境貢献という目標を実現するため、中核・発信・基盤の 3 つのプロジ

ェクトを実行した。中核プロジェクトでは、基幹産業と物流機能を活用した環境産業の「核」

の形成を目的としたリサイクル事業、PCB 注 1）をはじめとした有害物質処理事業及び新エ

ネルギー事業を推進した。発信プロジェクトでは、蓄積された技術と技術開発・事業化支

援機能を活用し、室蘭発信の環境産業の広域的な展開を行った。基盤プロジェクトでは、

環境産業を支える地域システムの構築に向け、基幹産業事業者等による大規模プロジェク

トに特化した拠点形成ではなく、地域全体として、しごと・くらし・まちを環境にやさし

いものとしていく中で、第 1 次産業や第 3 次産業を含む環境関連事業の形成を図った。 
 2003 年に策定された実施計画は 2011 年 3 月で終了し、その間、循環型環境リサイクル

産業の定着及び PCB 廃棄物処理施設の立地稼働など一定の成果を上げている。中核プロジ

ェクトにおける有害物質処理では、最大の懸案であった PCB 廃棄物処理施設の立地稼働を

地域力を結集して実現し、関連した新規企業の進出などの成果に繋がった。現在は、1 道

15 県の PCB 廃棄物処理を担う施設となっている。 
資源リサイクルについては、大手基幹企業を中心に環境産業の核として定着し、また、

新エネルギーについては、風力発電による売電事業が開始され、既存企業による風力発電

システムの製造販売が開始されるに至った。 
 室蘭市は、これまで実施してきた室蘭地域環境産業拠点形成実施計画の検証結果を活か

し、住民に計画策定段階から参加してもらうパブリック・インボルブメント注 2）方式で、

地域の自立性、地域経済の活性化、産業振興、災害時の防災機能の強化などが期待できる、

新たな低炭素都市形成につながるエネルギー構想が必要と考え、水素エネルギー、再生可

能・未利用エネルギーなどを利活用した「エネルギーの地産地消」と、新たな技術やシス

テムなどの地域社会への実装に向けた開発・実証・事業化、及びその先進性の発信を通じ、

①環境産業都市としての新たな成長基盤の創出による地域経済の活性化、②北海道の次代

のエネルギー社会構築に向けた先導的役割、③環境負荷の低減と、子どもからお年寄りま

で、市民にやさしく住みよい低炭素都市の創造を実現することを目的とした「室蘭グリー

ンエネルギータウン構想」を策定した。 
この「室蘭グリーンエネルギータウン構想」は、2013 年度から 2014 年度の 2 か年にわ

たり、環境省より「住民参加による低炭素都市形成計画策定モデル事業」の採択を受け、

策定したものである。 
 室蘭グリーンエネルギータウン構想は、環境産業都市ならではの地元企業や室蘭工業大

学をはじめとする研究機関等の技術シーズの実装や、新技術の開発、未利用・副生エネル

ギーのさらなる有効利用を進めるとともに、市民の関心の高い寒冷地ならではの暖房対策

に資する省エネルギー対策の推進により、地域の再生可能・未利用エネルギー等を最大限

活用し、エネルギーの地産地消を実現した、「室蘭グリーンエネルギータウン」の構築を目

指している。 
当面は、事業性が期待できる再生可能・未利用エネルギー等事業の実施や、水素利用社
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会の構築に向けたインフラ整備等を推進するとともに、水素関連の技術開発やモデル実証

の実施を目指す。また、市民の意識向上を図るための省エネルギー対策を推進し、将来的

には、再生可能・未利用エネルギーや水素エネルギーの導入拡大を進めるとともに、再生

可能・未利用エネルギーの安定供給の難しさを、その余剰電力等による水素製造及び水素

発電と組み合わせることで、エネルギーの需要に応じた供給を可能とするエネルギーマネ

ジメントシステムの構築を図る。また、より安価で多量の水素エネルギーの確保が期待さ

れる海外からの輸入や、道内への水素エネルギーの供給、大規模水素発電事業による電力

供給などの実現を目指し、これらのグリーンエネルギータウンの実現に向けて必要となる

事業の運営主体として、新たな地域におけるエネルギー供給事業の地域 PPS 注 3）立ち上げ

と実現を図っていくものである。 
 
注 1）PCB（ポリ塩化ビフェニル） 

電気絶縁性や不燃性等の特性から、1954 年から電気機器や熱媒体として広く使用されてきた。1968 年

のカネミ油症事件を契機にその毒性が問題となり、製造・使用が禁止となり、以来長期保管されてきた

が、保管中機器の不明等、PCB の環境中への漏洩が懸念されており、早期の無害化処理が求められてい

る。 
注 2）パブリック・インボルブメント 

計画づくりの初期の段階から、関係者に情報を提供したうえで、広く意見を聴き、それらを計画づくり

に反映していく市民参画手法。 
注 3）地域 PPS 

地域の事業者・行政・市民等が出資し、送電ネットワークを介して電気を供給する電気事業を立ち上げ、

地域の電力の調達と供給をおこなうこと。 
 

 
図 3-3 グリーンエネルギータウン構想の実現に向けて 
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３．まとめと今後の可能性 
室蘭市は、鉄鋼、造船、石油精製等の基幹産業を中心とした工業都市であるが、地球温

暖化や環境問題等の社会情勢の変化により、環境産業都市へ変貌を遂げようとしている。 
室蘭市のクリーンエネルギー構想は、住民参画により創りあげたものである。「環境産業

の推進」、「地域経済の活性化」、「低炭素なまちづくり」の実現を目指し、今以上に産学官

民の連携が必要になってくるだろう。また、室蘭における産学官連携の一事例として、2013
年 11 月に官民 4 団体（室蘭市、室蘭テクノセンター、室蘭信用金庫、室蘭工業大学）で発

足した「ものづくり企業活性化チーム 学・官・金 室蘭」が、地場企業の公的補助金獲

得を精力的に支援している。チーム 4 団体のいずれかが携わった補助金事業は、発足 1 年

余りで計 29 件と、着実な実績を残しているなど、積極的に取り組んでいる。 
 このように、従来の鉄鋼や石油精製等の重厚長大型産業の衰退から、産学官連携による

環境型産業への産業転換の事例として、開発途上国における開発に向けて参考となると考

えられる。 
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3-13 伊達市 

伊達市：食と運動による健康づくり 
事業主体：NPO 法人日本ノルディックウォーキング学校 
 

地域資源である食と運動を活用した地域活性化の取り組み 

 
【団体の基本情報】 
団体名称 NPO 法人日本ノルディックウォーキング学校 
設立年月 2011 年 4 月 25 日 
所在地 北海道伊達市大滝区優徳町 64 番地 10 
活動拠点 伊達市大滝区 
活動概要 ノルディックフィットネススポーツに関する普及・啓発及び温泉ホテ

ル・老健施設と連携した健康増進活動 
活動成果 ノルディックウォーキングを核とした健康都市づくり 

 
１．地域の概況 
（１）地域の概況 
伊達市は、北西部は有珠山や昭和新山、南部は内浦湾（噴火湾）に面し、工業都市の室

蘭市や全国的に有名な温泉観光地の登別市・洞爺湖町などと隣接している。総面積は

444.21km2、人口は 36,195 人（2014 年 1 月 1 日現在）、世帯数は 17,976 世帯（2014 年 1
月 1 日現在）となっている。 
その歴史は、1870 年に仙台藩一門亘理領主 伊達 邦成とその家臣達の集団移住で開拓し

た歴史を持つ。一方、大滝区の開拓は 1894 年に青森県からの入植と伝えられている。1972
年 4 月に町から市へ、2006 年 3 月 1 日には旧大滝村（現大滝区）と飛び地合併し、新伊達

市として新たなスタートを切っている。伊達市は、四季を通じて温暖で冬でも積雪が少な

いことが特徴である。同じ伊達市でありながら内陸部に位置し山に囲まれている大滝区は、

寒さが厳しく積雪の多い地域である。 
伊達市の産業は、農業や水産業などの第 1 次産業が柱となっており、特に農業は、野菜

生産が中心となり、100 種類以上の野菜を生産していることが特色である。水産業では、ホ

タテ貝の養殖を中心に、秋サケ漁などが盛んである。大滝区は林産業や農業が盛んである

とともに、北湯沢温泉郷を擁しており、観光地として位置づけられている。 
 農業については、農地面積 6,413ha、農家数 641 戸、農家 1 戸あたりの農地面積 10ha、
農業産出額 43.8 億円（耕種部門）、47.5 億円（酪農畜産部門）となっている（2012 年 1 月

現在）。 
 
（２）地域振興活動の経緯 

1999 年、旧大滝村において、日本で最初となるノルディックウォーキングの活動の輪が

広がり、2000 年ノルディックウォーキング協会（現大滝ノルディックウォーキング協会）

が組織されたことが活動のきっかけとなる。 
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２．地域振興活動の事業主体 
（１）事業主体の概況 

NPO 法人日本ノルディックウォーキング学校は、ノルディックウォーキング協会の取り

組みを継承し、ノルディックフィットネススポーツに関する普及・啓発及び各種事業を行

い、市民の健康増進と生活文化の向上に寄与することを目的として、2011 年に設立された

NPO 法人である。これまでの地道な活動により、伊達市大滝区は日本のノルディックウォ

ーキング活動を牽引する地域となった。 
 
（２）地域振興の具体的内容 
伊達市のうち大滝区は、従来から過疎地域に指定されており、伊達市との市町村合併後

もその傾向は変わらない。高齢世帯が特に多い地区であるが、日本のノルディックウォー

キングをリードする地区として、地域からの期待が高まっている。ウッドチップを敷き詰

めた常設コースと疲れた身体を回復する温泉郷は、ノルディックウォーキングを楽しむた

めの理想的な環境である。 
 NPO 法人日本ノルディックウォーキング学校は、通常の活動に加えて、地域の過疎化防

止や地域活性化のための事業を行っている。伊達市の施策である、「第 6 次伊達市総合計画

基本構想」、「高齢者福祉の充実」、「市民とともに進める健康の保持」、と連携を図り、健康

寿命を伸ばすため、生涯自立歩行者増加への取り組みを進めている。 
また、介護老人保健施設のリハビリ部門と連携し、施設入所者の機能回復ならびに自立

歩行訓練にノルディックウォーキングを取り入れる試みや、大滝区の資源である、温泉、

プール、自然環境等を利用した無理なく楽しい運動ができる滞在型ウェルネス・リゾート

プログラムを共同開発し「積極的健康づくり」の拠点を目指している。 
さらに、観光産業との連携により、大滝区に多数のフィットネススポーツ愛好者を誘致

していることが、地域活性化の大きな役割を担っている。 
 NPO 法人日本ノルディックウォーキング学校では、東日本大震災の支援活動を通じて、

震災時のエコノミー症候群や運動不足の解消にノルディックウォーキングが役立つことを

実践している。寝たきりや介護予防のために、毎日できる 10 種類のストレッチングをパン

フレットにまとめ、全国に先駆けた「寝たきり」、「要介護」予防対策の新しい概念として、

ロコモティブシンドローム予防の活動として高い評価を得ている。 
NPO 法人日本ノルディックウォーキング学校では、現在も被災者の健康維持のためボラ

ンティア活動を継続している。また、日本では取り組まれていない地域づくりの方法とし

て、大滝区のノルディックウォーキング専用コースと温泉ホテル、きのこや山菜、アロニ

アなどの地域食材や機能性を有する食材などを取り入れることで、食と運動を合わせた総

合的健康づくりを実践している地域である。指導者養成とともに、受け入れ体制の整備を

含めたノルディックウォーキングの活動実績を積み上げている。 
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         ノルディックウォーキングの様子 
 
３．まとめと今後の可能性 
伊達市では、高齢者や障がい者が安心して暮らせるノーマライゼーションが実践されて

おり、健康増進と生活文化の向上を目的として、ノルディックウォーキングを通じた新た

な地域づくりを進め、さらに、地域資源とノルディックウォーキングが融合した「ユニバ

ーサル観光地」を目指した地域づくりは、全国の地域づくりの新たなモデルになることが

期待されている。 
特に、伊達市のある西胆振地区では、温泉施設を含む観光資源と医療資源が多く、メデ

ィカルツーリズムの環境が整っている。さらに、ノルディックウォーキングを通じて健康

促進を図ることができれば、さらなる相乗効果が期待できる。今後、ノルディックウォー

キングにより健康が促進したことを示す医学的なデータを集めることが可能になれば、メ

ディカルツーリズムの一貫としてツアーに組み込むことができるので、医療機関との連携

が今後の展望となっている。 
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3-14 富良野市 

富良野市：中心市街地活性化 
事業主体：ふらのまちづくり株式会社 
 

中心市街地活性化による地域振興の取り組み 

 
【団体の基本情報】 

団体名称 ふらのまちづくり株式会社 
設立年月 2003 年 10 月 
所在地 北海道富良野市幸町 13-1 
活動拠点 富良野市 
活動概要 「フラノマルシェ」による中心市街地活性化 
活動成果 まちなか観光の実現による中心市街地活性化、商店街の再生 

 
１．地域の概況 
（１）地域の概況 
富良野市は、北海道のほぼ中心にある上川管内の南部に位置し（北緯 43 度 09 分～ 43

度 24 分、東経 142 度 16 分～142 度 40 分）、総面積は 600.71km2、人口は 23,579 人（2014
年 1 月 1 日現在）、世帯数は 11,026 世帯（2014 年 1 月 11 日現在）となっている。西方に

夕張系芦別岳がそびえ南は天然林の大樹海である東大演習林（22,716ha 2015 年 4 月東京

大学）があり、耕作地は 10,500ha（2014 年 農林水産省 作物統計調査）と市域の 17%を

占める。気候は、夏暑く冬寒い大陸性気候で四季の変化に富み、年間および日中において

も気温差が大きく、この気温差は市内で生産される農産物の品質向上に大きな役割を果た

し、「ふらのブランド」として全国で人気が高い。また、1977 年を初回として国際スキー連

盟による FIS ワールドカップが富良野市で通算 10 回開催されるなど、スキーのまちとして

も知られている。 
富良野市の開拓は、1896 年に富良野原野殖民地区画の設定が行われ、翌 1897 年に入植

者が現在の扇山地区に入植したことから始まり、1903 年には下富良野村戸長役場が現在の

富良野市街に開庁し、1919 年に富良野町として町制施行、その後 1966 年 5 月には道内 29
番目の都市として富良野市が誕生した。 
本市と近隣 3 町 1 村（上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村）が形成する上川

南部地域は、開拓時から自治体間のつながりが深く、市町村間の連携がすすめられ、2008
年度には事務の効率化を図るため、「富良野広域連合」を設立し、これまで、一部事務組合

により共同処理されていた消防・救急をはじめ、学校給食、し尿処理、公共牧場の事務を

広域に取り組むとともに、一般廃棄物の広域分担処理、農業や観光をはじめとする事業の

共同実施、介護認定審査会等の共同設置、図書館や社会教育施設など各種施設の相互利用

など各分野において圏域内連携に取り組み、さらに 2013 年 12 月には「富良野地区定住自

立圏」が形成された。 
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フラノマルシェ          フラノマルシェ 2 ネーブルタウン 

 
（２）地域振興活動の経緯 

1981 年に富良野市を舞台としてテレビドラマが放映されてから観光客は増え続け、その

テレビドラマのロケ地は、観光スポットとして整備が行われ、当時の商工会議所や観光協

会でもロケ地マップを作成するなど観光客誘致に力を入れていた。テレビシリーズの最終

年の翌年 2003 年には観光客入り込み客数は 249 万人（富良野市経済部商工観光課）を記録

した。 
しかし、テレビドラマが契機となった観光地は、富良野市の山麓部などの郊外が中心で

あり、中心市街地の商店街はその恩恵を受けることがなく、その店舗数は減少傾向にあり、

2007 年には 105 店舗となっていた。さらに、地域センター病院として富良野地区の中核と

なる社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院が、2007 年に中心市街地から移転となり、

商店街の衰退に拍車をかけることとなった。 
このような危機に直面し、中心部の商店街経営者が立ち上がり、協議会を設置して地域

センター病院の跡地を利用することで、商店街の賑わいを呼び戻そうとする計画が進めら

れた。この計画は、中心市街地に観光客が入るための拠点をつくり、「まちなか観光」の情

報機能を充実させ中心市街地の活性化につなげようというものであり、富良野市が進める

「富良野市中心市街地活性化基本計画（基本計画）」として取り上げられ、実現に向けて動

き出し、2008 年に国から基本計画の認定を受け事業が具体化されることになった。 
 

２．地域振興活動の事業主体 
（１）事業主体の概況 
ふらのまちづくり（株）は、富良野市の駅前開発を契機に設立された TMO(Town 

Management Organization)である。TMO とは、まちづくりをマネジメント、つまり、運

営・管理する組織のことである。様々な主体が参加するまちづくりに関して、横断的・総

合的に運営方法等を調整しプロデュースすることとなる。 
同社を基本計画の推進組織とする際に指摘されていたのは、自己資本充実と経営陣の強

化であった。この課題の解決に行動したのが市内の商工業者であり、現在は資本金 8,350
万円と増資され、その 7 割が民間の出資者で占め、同社の役員も地元の商工業界で構成さ

れ、民間主導によるまちづくりとして全国でも類をみないものとなっている。 
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（２）地域振興の具体的内容 
 基本計画の中心事業となるのが“フラノマルシェ”事業である。この事業は、約 280 百

万円の総事業費をかけ、1 億 3,000 万円の「戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助

金」を受けて、ふらのまちづくり（株）が主体となり、複合商業施設建設とその運営を実

施しているものである。 
 フラノマルシェは、郊外の観光スポットを訪れた観光客を中心市街地へと誘導する施設

として設置された複合施設であり、この施設だけで観光客の流れを完結することなしに、

また、観光インフォメーションとしての役割を担う施設として位置づけ、富良野の魅力を

発信する役割も担っている。また、ヨーロッパの町市場をイメージにしており、イベント

広場を併設しコミュニティの機能を持ち合わせており、観光客のみならず子ども連れの主

婦など多くの市民が訪れている。 
 
３．まとめと今後の可能性 

2010 年度フラノマルシェ開店当初の来客者 555 千人、施設全体売上高 517 百万円であっ

たものが 2014 年度には来客者 852 千人、施設全体売上高 637 百万円と増加している。ま

た、地元雇用者を 98 名生み出すほか、売上高に対する経済波及効果 1.94 倍、隣接地路線

価及び基準地価上昇をもたらしており、民間主導による行政との協働による中心市街地活

性化事業の成功例として全国から評価を受けている。 
ヨーロッパの町市場をイメージさせるイベント広場の設置は、全国一律で定められてい

る国の制度上、解決すべき課題が数多く山積しており、監督官庁との調整が困難を極めた。

しかし、地域の実情説明のために、何度も上京して粘り強く調整を続けた結果、マルシェ

の建設が認められることとなった。 
また、2015 年 6 月には、フラノマルシェに隣接したエリアに、「フラノマルシェ 2」と名

づけた商業テナント施設と「ネーブルタウン」と名づけた介護付老人ホームと保育園から

なる施設を開設した。この二つの施設は、基本計画の総仕上げとして中核となるものであ

り、かつて中心市街地が果たしてきた「生活街」としての多面的な役割と機能を、まちな

かに再集積することを目的としたものである。 
一方、ネーブルタウンの施設については、市民の合意形成が必要であり、民間のみでの

調整は困難であった。これを市職員がふらのまちづくり（株）を力強くバックアップし、

ついには市長をも動かし行政の協力により実現したものである。このように、現在でも、

ふらのまちづくり（株）と富良野市では定期的に会議を開いており、行政のバックアップ

のもと、民間的な発想や手法を最大限に発揮しながら成果につなげていく富良野型手法の

まちづくりは、さらに広がることが期待される。 
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3-15 東川町 

東川町：ブランド化・移住定住 
事業主体：東川町 
 

地域ブランド化による活性化の取り組み 

 
【団体の基本情報】 
団体名称 東川町 
所在地 北海道上川郡東川町東町 1 丁目 16 番 1 号 
人口 7,948 人（2014 年 1 月 1 日現在） 
世帯数 3,477 世帯（2014 年 1 月 1 日現在） 
活動概要 東川米のブランド化、移住定住促進政策 
活動成果 地域団体商標取得、人口増への転換 
 
１．地域の概況 
（１）地域の概況 
 東川町は北海道のほぼ中央に位置し、総面積は 247.30 km2（東西 36.1km、南北 8.2km）、

人口は 7,948 人（2014 年 1 月 1 日現在）、世帯数は 3,477 世帯（2014 年 1 月 1 日現在）と

なっている。道北の中核都市旭川市の中心部から 13km、旭川空港から 7km の地点にあり、

気候は上川の内陸盆地に位置するため、寒暖の差が激しく、四季の移り変わりがはっきり

している。特に、旭岳温泉や天人峡温泉では、高山植物の花、新緑の森林、色とりどりの

紅葉、ふわふわとした雪景色など、四季折々で最上の景色を創り出している。 
北海道の峰といわれる大雪山連峰の最高峰旭岳（2,291m）は東川町域に所在し、豊富な

森林資源と優れた自然の景観は観光資源として高く評価されている。東川町は北海道で唯

一の上水道の無い町で、すべての町民が地下水で生活しており、この地下水は北海道の屋

根「大雪山連邦」最高峰「旭岳」の雪融け水が大地にしみ込み、長い年月をかけて流れだ

したものである。地下水の 1 日の湧水量は 6,000t を誇り、ミネラル豊富な湧水は 2008 年

に環境省が選定する「平成の名水百選」に選ばれている。このような水資源をビジネス化

するため、2013 年 1 月には、東川町や JA ひがしかわ、コープさっぽろの 3 社が出資して、

「株式会社大雪水資源保全センター」を設立させ、水ボトルの生産、販売を始めている。 
東川町では第 1 次産業から第 3 次産業まで、バランスのとれた産業形態となっており、

大雪の清流を活かした水田をはじめとする農業、森林資源を活用した名産家具や木工クラ

フト製品、大雪の雄大壮美な観光に集約されている。 
東川町では「お米と工芸、観光の町」をキャッチフレーズに発展し、1985 年には世界で

初めて「写真の町」を宣言し、以来毎年 7 月から 9 月にわたってロングランな国際写真フ

ェスティバル「東川町フォトフェスタ」や「写真甲子園」を開催し、日本国内はもとより、

今では世界的に「写真の町」として、その名が知られるようになっている。 
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     大雪山連峰     羽衣の滝 

注）北海道無料写真素材集 DO PHOTO より転載。 

 
２．地域振興活動について 
（１）地域振興の具体的内容（ブランド化） 
 東川町は水稲栽培が盛んな町で、大雪山系から流れてくる栄養豊富な伏流水を使った農

業を強みに据えている。1996 年に上川農業試験場で開発された「ほしのゆめ」の作付けを

東川町が最初に開始し、東川農協内に設置された「東川町稲作研究会」では、この品種を

全町的に広げる運動を展開した。当時普及していた「きらら 397」に比べると良食味な米と

され、硬さと粘りのバランスが良い米だったことから「きらら 397」にかわり、積極的に栽

培に取り組むことになったという背景がある。 
2003 年に栽培履歴記帳推進運動を開始し、東川米の統一水稲生産基準を定め、東川町の

道の駅・道草館で新米キャンペーンを実施し、2004 年には出荷する全ての米に「生産者顔

写真シール」の張り付けを行い、2007 年には東川米信頼の証 10 か条の制定と種籾温湯消

毒処理施設を導入して、消毒作業における廃液を無くすことに成功している。この徹底し

た安全管理と環境問題への取り組みが評価され、第 4 回コープさっぽろ農業賞の特別賞を

受賞している。2010 年には産地独自の東川米 GAP（農業生産工程管理）を策定、実施し、

2011 年にはこれまでの経験を活かして栽培された新品種「ゆめぴりか」の販売を開始した。

2012 年には申請から 5 年をかけて、地域団体商標（地域ブランド）「東川米」が北海道米

第 1 号として登録されている。 
東川町稲作研究会では消費者との交流事業にも力を入れ、どこで誰がどのような作り方

をしているのか視察してもらい、また、稲作研究会員自らがスーパーの店頭に立って、東

川米を PR する活動も続けて、消費者の意見を聞きながらさらにおいしい米作りを目指して

いる。 
 このように、東川町と農協が一体となり、地域の強みである米に焦点をあて、ブランド

化のための制度づくりや基準策定、および知的財産権の取得から販売促進に関するプロモ

ーションなどに取り組むことで、地域資源の価値を高める活動を継続している。 
 
（２）地域振興の具体的内容（定住移住促進政策） 
 東川町の人口推移は、1950 年の 10,754 人をピークにその後減少傾向が続き、1994 年 3
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月に 7,000 人を切ったが、その翌年以降の東川町土地開発公社及び民間の宅地分譲が順調

な売れ行きで推移したことや、近年の空き住宅を利用した飲食店等のオープンなどにより

移住者が増えており、2015 年 3 月末現在の人口は 7,967 人となっている。定住移住促進政

策による様々な事業活動によって増えた移住者のうち、美しい景観と住みやすい環境を活

かし、クラフトや家具、写真などの文化的な仕事を行うクリエイターや、ここ 3～4 年につ

いては、飲食店、パン屋、雑貨店など起業する移住者も増えている。 
 
①長期滞在型宿泊施設 
「大雪遊水ハウス」は、移住体験の出来る長期滞在型の宿泊施設で、1LK にロフトのあ

る間取りとなっており、1 泊の宿泊料金は 10,500 円である。「大雪遊水ハウス」は、移住を

考えている人が気軽に移住を体験できる、橋渡しとなっている施設である。その他にも貸

し別荘「ケビン」やワンルームの「マ･メゾン P2」などもある。 
 
②景観住宅建築支援事業 
 東川町の美しい景観にマッチした、「東川風住宅設計指針」の基準を満たす住宅を新築す

る場合、カーポート及び物置棟の付属建築物建設費に対して、費用の 1/2 以内上限 50 万円

の補助が出る制度がある。 
 

表 3-3 景観住宅建築支援事業概要 

指定区画 内容 カーポート及び物置棟の付属建築物建設費に対して補助 
概要 東川町内業者施工 

事業費の 1/2 以内 
上限 50 万円の補助（二世帯住宅は上限 100 万円） 

指定区画外 内容 カーポート及び物置棟の付属建築物建設費又は東川町内業者の木

製家具購入に対して補助 
概要 東川町内業者施工（付属建築物）製作（家具） 

事業費の 1/2 以内 
上限 20 万円の補助（二世帯住宅は上限 40 万円） 

条件（共通） 床面積 50 m2～280 m2 （東川町景観住宅建築支援事業認定基準遵守） 

実績 2006 年～2014 年 87 棟 補助額 3,821 万円 
 
③民間賃貸住宅建築支援事業 
 東川町は 2013 年 3 月に、第 2 期東川町住生活基本計画を策定し、2013 年度より新たな

住宅行政を進めている。民間賃貸住宅は 47 棟 247 戸（2013 年 5 月末現在）、入居率 98.4%
（2013 年 10 月末現在）。また、東川町が管理する公的賃貸住宅においても、公営住宅 301
戸、特定公共賃貸住宅 28 戸、地域優良賃貸住宅 5 戸、入居率は 100%となっている。東川

町では、これらの賃貸住宅に対するニーズの高さから、企画力・技術力等の総合力を備え

た民間企業の創意工夫による、優れた民間賃貸住宅の供給を図るために、2013 年より民間

賃貸住宅建築支援事業を行い、新たな賃貸住宅の増設につながっており、このことも人口
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増につながる成果の一つである。 
 

表 3-4 民間賃貸住宅建築支援事業概要 

内容 民間賃貸住宅建築の 1/4 以内 
東川町内業者施工の場合上限 4,000 万円 
東川町外業者施工の場合上限 3,200 万円 
面積 1 m2あたり 38,000 円/ m2以内（町内業者） 
面積 1 m2あたり 30,400 円/ m2以内（町外業者） 
世帯人数に応じた豊かな住生活の実現の前提として、多様なライフスタイルを想

定した場合に必要な賃貸住宅住戸専用面積は生活基本計画の都市居住型誘導居住

面積水準に基づく。 
実績 2013 年～2014 年 補助対象物件 6 棟 
 
（３）地域振興の具体的内容（その他） 
①婚姻届 
東川町では 2005 年 10 月 3 日から新しい婚姻届のスタイルとして、大切な「とき」と「思

い」を詰め込んだ記念品を贈り、東川町の役場に届出をした窓口で夫婦になった瞬間の写

真を撮影してプレゼントしている。また、記念のメッセージシートにメッセージを残した

ものは、写真と共に「写真の町」東川文化ギャラリーに保存される。 
 
②君の椅子プロジェクト 
 2006 年に東川町でスタートした「君の椅子」は、東川町で生まれた子ども達に手作りの

椅子を贈るプロジェクトである。東川町ではじまったこのプロジェクトは、剣淵町、愛別

町、東神楽町、中川町まで広がっており、東川町内の工房で製作された椅子が贈られてい

る。 
 
３．まとめと今後の可能性 
高齢化が進んでいる北海道の地方自治体だが、東川町は定住移住促進政策などの積極的

な取り組みにより、人口増に転換している稀有な事例である。そこに向かうまでの、米の

ブランド化や子育て支援としての「君の椅子プロジェクト」、「平成の名水百選」に選ばれ

ているミネラル豊富な湧水など、地域資源を活かした地域ブランドを目指した取り組みを

官民が一体となり、長く続けてきた成果が出てきている。余談であるが、東川町のパンフ

レットやフライヤー、Web などプロモーションに関するデザイン一つを見ても、プロのノ

ウハウをしっかりと活用していることから、他の自治体より高度化されていると感じる。

これも地域ブランド構築につながっていると考えられる。 
 このように、官民が一体となり、これまで継続してきた地域資源を活かした地域ブラン

ドを目指した取組の成果が出てきている。 
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3-16 羽幌町（天売島） 

羽幌町：離島の課題解決型ビジネス 
事業主体：一般社団法人天売島おらが島活性化会議 
 

離島における新たなビジネスによる地域活性化の取り組み 

 
【団体の基本情報】 
団体名称 一般社団法人天売島おらが島活性化会議 
設立 2014 年 
所在地 北海道苫前郡羽幌町大字天売字弁天 40 
活動拠点 天売島 
活動概要 天売島の存続のための経済活動（水産加工・観光）、環境保全、

教育等の活動 
活動成果 島内の雇用増や売上増、新事業の獲得 
 
１．地域の概況 
（１）地域の概況 
 天売島は、江戸時代にニシンなどの豊富な海産資源を求めて人が定住しはじめ、その後

のニシン漁で栄えた日本海沿岸の小島であり、最盛期には 2,000 人を超える島民が生活し

ていた。羽幌町にある羽幌港から西に 30km 離れた場所に位置し、総面積は 5.50km2で、

人口数約 340 人（2015 年 5 月 1 日現在）の非常に小さな地域となっている。天売島の特徴

としては、羽幌町立の北海道天売高等学校が存在することである。現在の在校生徒数は 4
名となっており、3 年生 2 名、2 年生 2 名と、まさに「最も小さな高校」である。本校は定

時制高校であり、日中は仕事をしながら夜に勉学と部活動に励んでいることが特徴で、高

校生も島の中では大きな労働力となっている。 
 天売島の東海岸には人が住む一方、西海岸は断崖となっており、海鳥が繁殖のために巣

を作り、現在では 80 万羽のウトウや、天然記念物となったウミガラスが生息する、世界で

も希少な地域となっている。 
 天売島の基幹産業は、漁業が中心であり、6 月から始まるウニ漁の時期は、港を中心に大

きな賑わいをみせる。また、タコやタラ、近年ではホタテの稚貝の栽培など、豊富な漁業

資源によって生活基盤を作っている島である。ただし、ほぼ全量が加工されずに島外へ移

出されている。 
また、5 月～9 月までの観光シーズンには、約 2 万人の観光客が島を訪れ、観光産業とし

ては複数の旅館業やレンタルバイク、観光バスの運行といった事業者が立地している。 
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    島の西海岸は海鳥の繁殖地          歴史ある天売高等学校 
 
（２）地域振興活動の経緯 
 事業主体は、2012 年に設立した任意団体であったが、2014 年 4 月に法人化し、一般社

団法人天売島おらが島活性化会議（以下、「活性化会議」という）となった。 
 活性化会議は、島内の人口減が進み、将来無人島になってしまうことに危機感を持った

若者たちが、離島活性化の先進事例である島根県隠岐諸島海士町への視察を契機に設立さ

れた。この視察結果の報告会を天売島で実施した結果、多くの島民の共感を得て、島の漁

業・観光・生活面での雇用創出を目的として活動を本格化させた。参加しているメンバー

は、運送業、観光業、漁業、漁協職員、会社員など、異業種の 30 代～40 代と島内でも若手

を中心に組織化されている。 
 
２．地域振興活動について  
（１）地域振興の具体的内容 
 初年度の具体的な活動としては、①天売産のひる貝や市場に出まわらないタコといった、

いわゆる未利用資源を活用したレシピ・洋食メニューづくりや新商品開発、②キャンプ場

の開設と管理・運営、③スキューバダイビングやシーカヤックなどのアウトドア観光の実

現に向けた人材育成、④教育委員会と連携した高校の魅力化、を進めている。 
 ①～③は、食や観光といった分野で、地域活性化に向けた主流の活動であり、自己財源

確保としても重要な取り組みといえる。これまでは、第 1 次産業である漁業者がその漁業

資源を販売することで生活を営んでいたが、未利用となっていたひる貝やタコを商品化し、

経済価値を生み出すことを目的に、新たなメニューづくりや加工品づくりに向け、1.5 次加

工や細かいロットの販路に対応することで、札幌市内の企業と新規の取り引きが発生し、

惣菜の原材料として出荷を始めるなど、小さいながらも天売島の新規ビジネスとしてスタ

ートしたところである。 
 また、環境省からの受託事業として、天売島の野ネコ捕獲事業を行っている。天売島は、

まさに海鳥の楽園であるが、人が持ち込んだペットのネコが繁殖し、200～300 匹が野生化

し、既存の野生生物に悪影響を与えている。活性化会議では、この野ネコを捕獲し、人に

馴れさせてから、飼い主を探す活動が行われている。このように、自然と共生するための

社会貢献活動も、活性化会議で取り組んでいることに特徴がある。 
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天売島で新しく始まったキャンプ場         天売島の野ネコ 
 
また、活動の特徴に、天売島の高校の魅力化に関することがある。天売高校は定時制の

高校で、現在の生徒数は 4 名である。定時制であるため、日中は郵便局や漁業の手伝いな

どの仕事をしており、夜間は勉強や部活動に励んでいる。島民が約 340 名という小さなコ

ミュニティであるため、高校生も重要な島の労働力となっている。また、重要な労働力で

ある一方、高校が存続しているからこそ、島に定住して子育てをしている家庭があるとい

う現実もあるため、高校の持続化は島の未来にとって必要なことである。 
このため、小さいながらも独自のカリキュラムや進学のための道筋を作るなど、天売高

校の魅力化を実現し、他地域からの入学ニーズを高めるとともに、高校生が働ける場を創

りだすことが、高校を持続させることとなり、島の未来にとって大きい影響を与える。活

性化会議としては、雇用の場を確保する産業振興活動を行うことで、高校生の働く場を創

造する役割を担っているといえよう。 
2015 年には、高校と連携し、水産実習室の利活用を推進し、天売島のオリジナルの商品

づくりを実施する活動も計画されている。 
 活性化会議では、法人化したことに伴い、3 名の職員を雇用しており、1 名は、札幌の専

門学校で料理を学んで U ターンした 20 代の若者、そして、もう 1 名はこの春に天売高校に

入学した高校生である。また、もう 1 名は島に I ターンで来た女性を雇用し、現在に至って

いる。 
 離島という特質上、活性化に向けての条件は不利であることは否めないが、小さなコミ

ュニティという利点を活かし、若者たちが中心となり、新たな壁に立ち向かい、スピード

感を重視して、活性化に向けて取り組んでいる。 
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   天売高校外観              天売高校水産実習室 
 
３．まとめと今後の可能性 
 天売島は 340 人の小さなコミュニティの離島である。ここで数人の雇用を創出すること

は、島にとって大きな成果につながっている。2014 年に活性化会議が設立し、数多くのイ

ベントへの出店や販路拡大など、多くの活動を行った影響もあると考えられるが、数年ぶ

りに飲食店の新規開業、観光船の増加など、島の中が少しずつではあるが活気が出てきて

いる。地域の若者が動き出すとで、新たな動きが必ず出てくる事例である。 
 そして、活性化会議の取り組みを、島民に情報発信することにより、島民の理解が進み、

新規事業をしやすい土壌が作られていている。毎年夏には、活性化会議が主体となり、島

民を対象とした「感謝祭」を開催したり、「おらが島新聞」を発行するなど、地域住民の理

解を進めることも非常に重要な要因となっている。 
 今後は、活性化会議が法人化していることもあり、経済的な持続性を作り上げるために、

新規事業を構築していくことが必要となっている。 
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3-17 雄武町 

雄武町：知的財産・輸出 
事業主体：オホーツク雄武の宝再発見！推進協議会 
 

地域名を冠した地域資源活用による地域活性化の取り組み 

 
【団体の基本情報】 
団体名称 オホーツク雄武の宝再発見！推進協議会 
設立 2013 年 9 月 
所在地 北海道紋別郡雄武町字雄武 1885 番地 14 
事務局 雄武町商工会 
活動拠点 雄武町 
活動概要 雄武町の地域資源を活用した交流人口の増加や地域経済の活

性化を図る活動 
活動成果 雄武昆布のブランド化に向けた知的財産活用等の具体的な取

り組みの始まり 
 
１．地域の概況 
（１）地域の概況 
 雄武町は、オホーツク総合振興局の最北に位置し、北海道東北部のオホーツク海沿岸の

町である。総面積は、636.86km2、人口は 4,784 人（2014 年 1 月 1 日現在）、世帯数は 2,266
世帯（2014 年 1 月 1 日現在）となっている。 
主産業は漁業と酪農であり、約 30km にわたる海岸線には流氷の恵みを受けた豊かな漁

場と、内陸部には豊かな牧草地が広がっている。雄武町において本格的に農業開拓が始ま

ったのは 1900 年前後のことであり、寒冷地であることや、水はけの悪い重粘土の土壌のた

め畑作に不向きな土地であったことから、畑作農業が酪農業へ転換されていった背景があ

る。 
 雄武町の漁業は、冬期間に前浜（オホーツク海）が流氷に覆われ、漁業が休止すること

が最大の特徴となっている。流氷下の海中では、流氷がもたらすプランクトンが取り込ま

れ、藻類が増殖することで豊かな漁場を作り出している。流氷が去る 3 月の海明けととも

に、ホタテ、毛ガニなどの漁が一斉にはじまり、夏の昆布やウニ、特にブランドになって

いる「メジカ」や「雄宝」を筆頭に秋の鮭など、雄武の水産業はにぎわいを見せる。雄武

の漁港は、沢木、雄武、元稲府、幌内の 4 つの漁港があり、安全な水産物を出荷するため

の衛生管理型漁港としての整備を進めていることも特徴の 1 つである。 
 雄武町の農業は、冷害に強い産業として始まった酪農業が中心となっており、約 9,000
頭の乳牛・肉用牛が飼育され、また、アイスクリームやチーズなどの加工品開発も行われ

ている。畑作は、新たな特産品として位置づけている韃靼そばの生産とそれを使った焼酎

やコロッケといった加工品開発など、町内外の関係団体が連携して産業化を目指している。 
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コンブ漁師の作業場          知的財産活用セミナーの様子 

 
（２）地域振興活動の経緯 
これまでの雄武町における地域振興活動は、それぞれの業界団体が中心となることが多

く、雄武町の地域資源を再確認したところ、そこには豊かな森林があり、ウニや毛ガニ・

鮭などの漁業資源や、ニジマスなどの川の資源も多い。そこで、商工会や役場、業界団体

の枠を越えた地域振興活動が求められていたことから、農協、漁協、北見信金、稚内信金、

ホテル日の出岬、商工会、森林組合、水産加工組合、建設協会、観光協会が入り、まさに

「オール雄武」体制で雄武の宝を再発見することを目的に推進協議会が設立された。 
推進協議会は最初のテーマとして「昆布」に焦点をあて、昆布を売るのは漁協だけの問

題ではなく、昆布を通じて「雄武の名前を売る」という目的のもとで活動が始まった。 
 
２．地域振興活動の事業主体 
（１）事業主体の概況 
 雄武町は開拓時代から昆布漁が行われており、高級昆布として名高い「利尻昆布」の産

地となっている。「利尻昆布」はそのネーミングから利尻近海で採れる昆布と思われている

が、実は宗谷管内やオホーツク管内に分布する昆布の種類である。 
雄武町では、110 人の漁師のうち 83 人がウニ昆布部会へ所属しており、多くの漁師が昆

布漁に携わっている。「雄武昆布」としてネーミングをつけたとしても、昆布の高級ブラン

ドとなっている「利尻昆布」の名前が優先されてしまう。そのため、「雄武産」というネー

ミングが前面に出ることが少なく、取引価格も利尻産「利尻昆布」に対して、雄武産「利

尻昆布」の価格は 8 割程度という実態もあり、「雄武昆布」としてのブランド化が必要であ

った。そこで、推進協議会が中心となり、雄武町内の経済団体が一丸となって、「雄武昆布」

のブランド化に向けて取り組みを始めたところである。 
 
（２）地域振興の具体的内容 
 当初は、地域ブランドや昆布の有効活用などについての勉強会の開催から始めたが、2013
年から本格的に昆布のブランド化に向けた各種事業をスタートさせることとなった。 
 最初に実施した事業として、雄武産「利尻昆布」、利尻昆布、三石昆布、真昆布、細目昆

布、長昆布それぞれについて成分分析を実施し、安全性と品質について証明を取ったこと
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である。以降、複数回にわたる勉強会を行いながら、北海道経済産業局による「地域ブラ

ンド構築支援事業」の支援先にも選択され、短期間に 5 回の知的財産活用セミナーを開催

し、「雄武昆布」のブランド化に向け、知的財産の活用を見据えた具体的な活動を行ってい

る。知的財産活用セミナーの講師としては、弁理士やデザイナー、バイヤーまで多岐にわ

たり、雄武町の地域ブランド構築に向けた支援が行われた。 
 活用する知的財産は、一般商標と地域団体商標の 2 つに焦点を当てて検討を行っている。

地域団体商標の出願には雄武漁協が担い手となり、「雄武昆布」を全国へ売り出すことを目

指して取り組みが進んでいる。 
 推進協議会設立の目的の一つである、「雄武の名前を売る」ということが「雄武昆布」を

皮切りに全国へ発信し、同時に雄武の人たちにとって「雄武昆布」を自慢に思ってもらえ

るような活動を進めていく計画である。 
 今後は、雄武昆布を使った加工品や特産品のアイデア出しを行うとともに、すでに開発

中である昆布を使ったビネガーの利用促進などを実施することが必要となっている。この

ように、雄武昆布のブランド化を目指す中で、推進協議会にて北海道中小企業応援ファン

ドの活用、雄武町商工会にて「商店街にぎわい補助金」の活用による昆布に関するイベン

トの実施など、その他の公的資金も活用しながら雄武昆布を広めていく活動を行っている。 
 
３．まとめと今後の可能性 
 これまで「雄武産利尻昆布」として、「利尻産利尻昆布」よりも低価格で取引されていた

ことを契機に、「雄武昆布」のブランド化が始まったばかりであるが、地域ブランドに関し

ては数年で達成できるものではない。今後、数十年をかけて知的財産を使いながら「雄武

昆布」のブランドを守りつつ育てていくことが必要である。 
 このような、その地域ならではの地域資源を活用したブランド化は、地域活性化にとっ

て最も必要なことである。また、同時に、地域の特産品等を他の地域の資源と差別化を図

るためには、知的財産を活用することが必要となっており、そのためにも地域団体商標や

地理的表示保護制度などに詳しい弁理士との事前相談が重要である。他の事例をみると、

商品名を決めた後に、他の知的財産を侵害している事例等もあるため、商品名やデザイン

を決める前に、事前調査を行い地域ブランド構築へ向けた活動を行うことが重要である。 
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3-18 十勝地域 

帯広市：フードバレーの形成と広域連携 
事業主体：帯広市、公益財団法人とかち財団 
 

広域連携産業集積構築による地域活性化の取り組み 

 
【団体の基本情報】 
団体名称 帯広市 
所在地 北海道帯広市西 5 条南 7 丁目 1 
活動拠点 帯広市、十勝総合振興局 
活動概要 フードバレーとかちの推進 
活動成果 広域連携による十勝圏地域の食関連産業の活性化 
その他 フードバレーとかち推進協議会（構成団体：約 41 団体） 
 
団体名称 公益財団法人とかち財団 
設立 1993 年 8 月（公益財団法人移行：2013 年 4 月） 
所在地 北海道帯広市西 22 条北 2 丁目 23 番地 9 
活動拠点 十勝総合振興局 
活動概要 さらなる食品の高付加価値化に向けた取り組み 
活動成果 十勝産の加工食品を認証する「十勝ブランド認証制度」の運用

 
１．地域の概況 
（１）地域の概況 
 一般に十勝といわれているエリアは、1 市 16 町 2 村からなる十勝総合振興局の地域を指

す。北海道の南東部に位置し、北を大雪山系、西を日高山脈、南を太平洋で囲まれた広大

な十勝平野を有し、総面積は 10,831.62 km2、人口は十勝管内で 347,903 人（2014 年 1 月

1 日現在）となっている。 
そのうち、十勝の中心的役割を担っている帯広市は総面積 618.94 ㎢、人口 169,104 人

（2014 年 1 月 1 日現在）であり、十勝管内最大の人口数を擁する地域となっている。 
その歴史は、江戸時代初期、先住民族のアイヌと交易を行うため場所が作られ、江戸時

代後期に松浦武四郎が探検調査記録「十勝日誌」を残したことで、この名が知られるよう

になった。1883 年、依田勉三が率いる民間団体「晩成社」により本格的な開拓が始まり、

1933 年市制が施行された。このように、歴史的にも民間の力が強い地域となっている。 
 十勝平野の冬は日本海側に比べて雪の量は少なく、清々しい晴天が続くことも多い。こ

の天候のことを「とかち晴れ」と呼び、国内有数の日照量を誇っている。 
主力産業となっている農業は、肥沃な大地、豊富な水源、昼夜の寒暖の差などを活用し

て、質の高い農作物の生産が行われており、現在の主要作物は、農業機械の大型化、品種

改良などの技術に後押しされ、冷害に強い馬鈴薯・てん菜・豆類に小麦を加えた輪作農業

が確立されている。また、有数の酪農地帯でもあり、乳牛、肉牛、養豚などの畜産業は、
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十勝管内の農業産出額の 56.5％を占め、その他にも新得町に代表される蕎麦、池田町のワ

インなど様々な食品加工も盛んであり、日本の一大食料供給地である。 
しかし、これら主要作物は加工原料が主であり、直接食卓に上がるものではなく、原料

のまま出荷されるため、十勝地域には付加価値の向上の余地が残されている。したがって、

公的な研究機関等の有効活用により、加工場の誘致をはじめ加工技術の向上が求められて

いる。 
 
２．フードバレーとかちについて 
（１）活動の概要 
「フードバレーとかち」は、これまでも取り組んでいた産学官連携、農商工連携、産業

クラスターといった各機関、各部署が各々で活動していた事業を、同じ旗印として共通し

た言葉で示したものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-4 フードバレーとかちの取組み概念図 
注）フードバレーとかち Web サイトより引用。 

 
地域活性化の基盤となるものは農業が根幹にある。農業が盛んになれば食産業へと広が

り、加工産業も生まれる。産業が盛んになれば人がそこで生活を始め、子供が生まれるこ

とで教育が必要になり、また、病気にもなるので医療・福祉のインフラが必要になる。人

が集まれば防災や交通のインフラが整備され、人がさらに集まってくる好循環が形成され

る。フードバレーとかちとは、そういった地域活性の基盤となる農業・食を柱として、産

業が集積する地域（バレー）にしようと掲げ、2011 年に「フードバレーとかち推進協議会」

が発足された。 
 
（２）地域振興の具体的内容 
「フードバレーとかち」の活動主体として、「フードバレーとかち推進協議会」を組織し

て取り組んでおり、その事務局が帯広市役所にある。市町村が事務局の場合、その市町村
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の地域内に限定した取り組みとなることが多く、単独市町村が事務局となり広域連携をコ

ーディネートする事例は非常に少ない。「フードバレーとかち」の取り組みの特徴は広域連

携に尽きる。十勝が一つにまとまって活動することが、一番の強みであろう。 
十勝総合振興局管内の市町村は、山側、海側の差はあるが産業基盤が非常に似通ってい

ることや、開拓以来の歴史の中で、「十勝」という言葉がすでに地域に根付き、緩やかな連

携と一体感を持った活動となり、総合力を発揮した地域振興活動につながっている。 
そして十勝産農作物＝安心安全かつ美味しいといったイメージが全国に普及している背

景もあり、十勝総合振興局管内に属する 24 の農業協同組合が JA ネットワーク十勝（十勝

農業協同組合連合会）を組織し、事故や危険が入り込まないように事前チェックをする十

勝型 GAP（Good Agricultural Practice：農業生産工程管理）に取り組み、また、JA に出荷し

ている生産者が、日々の作業や農薬の使用履歴などの生産履歴を記録し、JA への出荷時に

この生産履歴の提出を義務付けるといった取り組みで一定の基準をクリアした商品を流通

させ、さらなるブランド化を目指して広域で取り組んでいる。 
このような地域構造の中、とかち財団、帯広畜産大学、北海道農業研究センター、十勝

農業試験場などの、国や北海道の農業や食に関する公設試験研究機関が十勝に集積され、

研究から加工販売まで十勝で行われるよう取り組んでいる。 
 連携を確かなものにするため、2011 年、帯広市長の呼びかけによって「十勝定住自立圏

形成協定」が 19 市町村で結ばれ、この協定は帯広市を中心として、周囲の町村と医療・防

災などの連携を図ると同時に、十勝エリアの「強み」を最大限に活かした産業振興を含ん

だ内容となっている。具体的には、十勝の生産者・製造者・販売者などの相互のマッチン

グや情報提供、ニーズの把握を行うことによって農林水産業の成長産業化、地域産業活性

化、販路拡大、新商品開発などを目指すとしている。 
 
（３）国の制度の活用 
 成長著しい東アジアの食市場の獲得を目的とし、税制・金融・財政支援、規制緩和など

の優遇措置を受ける「北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区」（2011 年 12 月）、

食と農林漁業が一体となった地域循環型エネルギーシステムの構築を目指した「十勝バイ

オマス産業都市構想」（2013 年 6 月）、フードバレーとかちの取り組みのうち農業を核とし

た「食・観光・健康」の成長産業を支援する「北海道帯広市地域活性化モデルケース」（2014
年 5 月）など「フードバレーとかち」を推進するため、国の制度を活用して種々の施策を

総合的に展開している。 
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図 3-5 各種制度と連携したフードバレーとかち概念図 

 注）フードバレーとかち Web より引用。 

 
３．十勝ブランド認証制度について 
（１）活動の概要 
十勝ブランド認証制度は十勝産の加工食品を認証する制度であり、認証を受けた生産者

が会員となって「十勝ブランド認証機構」を組織し、自ら設定した基準を自分たちで守り

お互いに認めあう「自主認証制度」である。認証の対象は、2003 年よりチーズ、2007 年か

らパン、2010 年から菓子、2014 年から乳製品の 4 品目について、共通基準と品目ごとに

定めた安心基準（十勝で製造、主原料・副原料十勝産(産地証明)、添加物規定）、安全基準

（衛生・品質管理の実施確認）、美味しさ（官能検査）をクリアしたものについて「ダブル

スター（十勝ブランド認証品）」のマークを付けることを許可している。 
 

 
図 3-6 十勝ブランド認証マーク 

注）十勝ブランド認証 Web より引用。 

 
（２）認証制度の具体的内容 
 十勝産の原材料は老舗メーカーにも評価されるほど需要が高く、いわゆる「十勝ブラン

ド」として、多くの企業が利用している。しかし、「十勝ブランド」に対する明確な定義や

規定はなく、地域内外を問わず多くの企業が自由に使える言葉である。当然、第三者機関

のお墨付きがあるわけではない。「十勝ブランド」という言葉に意味を持たせるため、一定

76



77 
 

の基準をクリアした商品に「十勝ブランド認証」を付与するという活動のはじまりは、安

易に利用することができる「十勝ブランド」との差別化が目的だった。 
1999 年に地域有識者での検討を開始したが、翌年 6 月、ワインブーム等の追い風で十勝

産チーズの需要が伸び始めていた矢先に、十勝の乳製品の信用を失う大きな事故が発生し

た。一つの工場が万全の管理体制で安心安全な商品を製造していても同じ地域の他者が「十

勝ブランド」の信用を落としたことで、連鎖的に売上が減少する負の影響を、多くの企業

が受ける事態に陥ることとなった。この事件を契機にチーズ製造者の間で地域一体での衛

生・品質管理を求める声が高まり、認証基準、指導体制等を整備して 2003 年にモデル事業

としてチーズを認証することとなった。2007 年に現行の認証制度を整え、対象品目を拡げ

ながら現在に至る。そうした経緯からこの認証制度は、認証して完結するわけではなく、

何度も基準を品目ごとの会員が見直し、より良いものづくりを目指す継続的な活動として

いる。 
 とかち財団としては、ブランド認証に関する事務局となり、事業の推進やプロモーショ

ン活動などを担っている。 
 
４．まとめと今後の可能性 
 十勝という括りで、単独市町村の管轄にとらわれない取り組みであり、まさに広域連携

であるからこそ成立する産業の仕組みがある。一つの共生ビジョンを共有することによっ

て、生活・医療・教育・防災・エネルギーなどの近い未来に待ち構えている諸問題を農業

と食で解決していく取り組みである。 
 その他の地域では、広域連携がなかなか進まないことが多いが、十勝は広域連携が強く

行われており、ヒアリングによるとその成功要因は、行政主導ではなく民間主導による取

り組みであると答えている。 
 十勝の入植の歴史が示すように、民間が育っており、民間サイドから行政を動かすとい

う仕組みができているからこそ、十勝が一体となって前進していると分析できる。今後、

その他の地域でも民間の育成を行い、民間主導による地域振興の取り組みが広がっていく

ことを期待する。 
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3-19 網走川流域 

網走川流域：流域管理 
事業主体：網走川流域農業・漁業連携推進協議会（別称：だいちとうみの会） 
 

網走川流域による農業・漁業連携による地域活性化の取り組み 

 
【団体の基本情報】 
団体名称 網走川流域農業・漁業連携推進協議会（別称：だいちとうみの会） 
設立年月 2011 年 5 月 20 日 
所在地 網走市港町 4 番地 63（網走漁業協同組合内） 
活動拠点 網走川流域 
活動概要 網走川流域において農業者と漁業者が持続的発展を目指す活動 
活動成果 網走川流域の農業者と漁業者の協力体制と漁業者からの応援証事業

の開始 
その他 網走川流域の全ての自治体、農林漁業団体、多くの住民が参加した「網

走川流域の会」設立 
 
１．地域の概況 
（１）地域の概況（網走川流域） 
 網走川水系は、阿寒カルデラ外輪山である津別町阿幌岳山麓を源流とし、美幌町、大空

町を流れ網走湖を経由して網走市でオホーツク海に注ぐ全長 115km の一級河川で、流域の

主要産業は農業と漁業であり、農業は日照率に恵まれた肥沃で広大な大地に支えられ、漁

業は世界有数の漁場であるオホーツク海と生産力の高い汽水湖に支えられるように、漁業

と農業が基幹産業となっている。 
 
（２）地域の概況（網走市） 

1872 年、北見国網走郡の呼称が定まり網走村の名が与えられた。1897 年、北見 4 郡（斜

里・網走・常呂・紋別）の中心地として開拓使根室支庁網走出張所の所在地となり、その

管轄区域をもって網走支庁設置、1947 年 2 月 11 日をもって網走市となる。 
1887 年より釧路道路（網走～釧路）、中央道路（網走～旭川）が開通し、1919 年には築

港工事が開始された。網走本線・釧網線・湧網線の鉄道が開通し陸海交通の要衝を占めた

ことで、オホーツク海の漁場を擁する水産業をはじめとした農林・畜産の各産業及びそれ

らの加工業が興ってきた。産業の創出により、各官公庁や事業所が集中し、文化施設も着々

と整備され始める。 
網走川が横断する網走市は、北海道オホーツク管内の東部に位置し（東経 144 度 14 分、

北緯 44 度 02 分）、総面積は 471.00 km2、人口は 38,240 人（2014 年 1 月 1 日現在）、世帯

数は 18,578 世帯（2014 年 1 月 1 日現在）となっている。その特色として、沿岸地帯は冬

季の特殊現象として毎年 1 月頃から流氷が到来し、最盛期には沿岸を埋めつくして海上交

通は途絶え、市民生活に影響を及ぼすが、流氷は観光業を支えている。 
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また、流氷がもたらす豊かな水産資源と流氷による海閉期の休漁期間によって、豊かな

水産資源を維持している。網走沿岸では、網走漁業協同組合所属の漁業者による、定置網、

ホタテ桁網、かに固定式刺網、毛がに篭等の漁業が盛んである。網走市の北西部に能取湖、

南西部に網走湖、南東部に藻琴湖・濤沸湖（ラムサール条約の登録湿地）が存在すること

から内水面漁業も盛んに行われており、網走漁業協同組合、西網走漁業協同組合所属の漁

業者によって、ホタテ・ワカサギ・シジミ・エビなどの漁も行われている。網走の総漁業

生産（2013 年）は、漁獲量 62,354.8t、生産額 149 億 165 万円、海面漁業の漁獲量 58,578.7t、
生産額 136 億 455 万円、内水面漁業の漁獲量 3,776.1t、生産額 12 億 9,709 万円となってい

る。 
網走市の農業は麦類、てん菜、馬鈴薯の基幹作物を中心に、大根・長いも・ゴボウ・ニ

ンジン等の野菜類が栽培され、営農集団組織を核とした大型畑作経営が展開されている。

網走市の耕作面積は約 14,000ha、農家人口 1,726 人、農家戸数 357 戸、1 戸当たりの耕作

面積は 39.2ha である。 
 
（３）地域の概況（津別町） 
 津別町は、北海道東部オホーツク圏の内陸部に位置し（東経 43 度 27 分～43 度 45 分、

北緯 143 度 46 分～144 度 14 分）、総面積は 716.60km2（東西 37.2km、南北 34.1km）、人

口は 5,369 人（2014 年 1 月 1 日現在）、世帯数 2,527 世帯（2014 年 1 月 1 日現在）となっ

ている。道東地区の内陸気候帯に属しているため、夏は相当の高温を記録するが、冬は流

氷などの影響も受け寒冷で寒暖差が大きい。また、降水量は少なく、晴天日数が大きいの

が特徴で、日照率は全国有数を誇っている。津別町は、扇状に広がる網走川流域の平地と、

山地によって形成されている。山地は、阿寒・屈斜路湖両カルデラの外輪山地、北見に隣

接する町界山地からなり、総面積の約 86%を国・道有林が占めている。 
 津別町の農業は、耕作面積 5,051.9ha、農家人口 754 人、農家戸数は 160 戸である。小

麦、馬鈴薯、てん菜等の耐冷畑作物と酪農や畜産が主体で、林業と並ぶ基幹産業として発

展している。 
 津別町の林業は、森林に囲まれた地域特性を活かし、木材の加工や木製品の製造など林

業に関連する産業が発展している。関連する事業所も 12 事業所を数え、地域の雇用確保に

も大いに役立っている。また、北海道の総人口の 17.8%をまかなう酸素を供給している森

林を活用した環境対策として、町民一人ひとりが「環境にやさしい町づくり」を目指して

いる。 
 
（４）地域の概況（大空町） 
大空町は、北海道北東部のオホーツク管内に位置し（東経 144 度 23 分～144 度 02 分、

北緯 43 度 42 分～43 度 58 分）、総面積は 343.66 km2、人口は 7,841 人（2014 年 1 月 1 日

現在）、世帯数 3,098 世帯（2014 年 1 月 1 日現在）となっている。東は小清水町、西は北

見市、南は美幌町、北は網走市と接し、網走国定公園と阿寒国立公園に囲まれ、南は屈斜

路湖を望む大パノラマが広がる標高 1,000ｍの藻琴山がそびえ、北は美しい水辺と豊富な水

産資源に恵まれた網走湖に面している。気候は、オホーツク海沿岸の典型的な気候で、夏

は太平洋沿岸、冬は日本海沿岸で雨や雪を降らせた後の乾燥した季節風が吹き込むため、
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一年を通じて晴天に恵まれている。大空町は、2009 年に女満別町と東藻琴村が合併して誕

生した自治体である。 
大空町の基幹産業は農業で、耕地面積 12,667ha は町の約 37%を占めている。主な作物は、

日本最東端の米の作付けをはじめ、麦類、馬鈴薯、てん菜、豆類、野菜と多岐にわたって

栽培している。 
 
（５）地域の概況（美幌町） 
 美幌町は、北海道東部のオホーツク管内のほぼ中央部に位置し（東経 143 度 54 分～144
度 20 分、43 度 35 分～43 度 53 分）、総面積は 438.41km2、人口は 21,038 人（2014 年 1
月 1 日現在）、世帯数 9,744 世帯（2014 年 1 月 1 日現在）となっている。道東の玄関口と

なる女満別空港と隣接し、JR 石北本線、幹線国道 4 路線を有しているため、観光ポイント

やインターチェンジとしての役割を担う交通の要所として利便性の高い環境にある。知床

国立公園、阿寒国立公園、網走国定公園に囲まれており、360 度のパノラマが広がる美幌峠

の眼下には屈斜路湖や摩周岳を望むことができる。美幌峠には、年間約 80 万人の観光客が

訪れる。2002 年に、清流日本一に選ばれた美幌川を含む、大小合わせて 60 本を超える美

しい川が流れ、肥沃な大地と高い日照率に恵まれた緑と水に包まれた地域である。 
 美幌町の基幹産業は農業で、てん菜、馬鈴薯、小麦、玉葱が主な作物として収穫され、

日本一の生産量を誇る澱粉工場や農産食品加工場においては、北海道の特産品が数多く生

産されている。 
 
（６）地域振興活動の経緯 
 上流域からの泥水や過剰な栄養塩による漁場環境の悪化に頭を悩ませていた網走漁業協

同組合、西網走漁業協同組合は、網走川最上流で農業を営んでいる津別町農業協同組合に

働きかけ、2007 年に、北海道開発局の「サーモンアクションプラン」という、「流域におけ

る農業と漁業が連携して河川環境の保全に取り組み、それをもって産品のブランド化を図

るという地域づくりの試み」に参加した。津別町の農業者も、有機物の循環や一部環境保

全型農業への取り組みを行っていたが、台風災害で津別のコンテナが網走湖に流れついた

のを見て、網走川上流域の責任を感じていた。そこで川や海を取り巻く諸問題を解決する

ため、網走川下流域で生計を営む漁業者（網走漁業協同組合、西網走漁業協同組合）と、

網走川上流域で生計を営む農業者（津別農業協同組合）が連携し、2010 年に「網走川流域

での農業と漁業の持続的発展に向けた共同宣言」に調印したことが活動のきっかけとなっ

た。 
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網走川流域農業・漁業連携推進協議会が作成した網走川物語パンフレット 

 
２．地域振興活動の事業主体 
（１）事業主体の概況 

2010 年に行われた「網走川流域での農業と漁業の持続的発展に向けた共同宣言」により、

網走川流域の基幹産業である農業と漁業が、網走川を中心とした豊かな自然環境を守り、

共存しながら持続的に発展することを目指すため、2011 年に網走漁業協同組合、西網走漁

業協同組合、津別町農業協同組合の 3 協同組合により「網走川流域農業・漁業連携推進協

議会」を設立し、現在に至る。 
 
（２）地域振興の具体的内容 
 2006 年 7 月、網走川流域の諸問題を解決する「網走川サーモンアクションプラン」の事

業概要説明が北海道開発局より行われた。2007 年 2 月と 4 月の 2 回にわたって農業・漁業

関係者による懇談会の議論をもとに、2008 年 8 月に「農業・漁業合同会議」が行われた。

この「農業・漁業合同会議」では、今後の目指す方向性や具体的な取り組み案について討

論された。 
2009 年 2 月、網走漁業協同組合、西網走漁業協同組合、津別町農業協同組合の 3 協同組

合主催で「農業・漁業連携フォーラム」を行い、網走川流域の課題について議論を深め、

同年 11 月、北海道大学「サステナビリティ・ウィーク 2009 オープニングシンポジウム」

にて網走川流域の現状と今後の取り組み方針について事例報告を行った。また、2010 年 3
月、長野大学環境ツーリズム学科の大野教授を迎え、「北海道の健全な水循環の確保に関す

るシンポジウム 2010」を開催し、同年 10 月、「網走川流域に於ける環境保全の取組みパン

フレット（農業者と漁業者による網走川物語）」が完成した。2010 年 11 月、「網走川流域

での農業と漁業の持続的発展に向けた共同宣言並びに共同宣言記念フォーラム」が開催さ

れ、網走漁業協同組合、西網走漁業協同組合、津別町農業協同組合の 3 協同組合が「網走

川流域での農業と漁業の持続的発展に向けた共同宣言」を調印し、同年 11 月、3 協同組合

は共同宣言調印を北海道知事に報告したのである。 
 現在は、「網走川流域での農業と漁業の持続的発展に向けた共同宣言」にもとづき、網走

川上流域（津別町）では川に対する環境負荷を軽減する農業に取り組んでいる。また、農

業・漁業に対する理解を促進するため、「網走川流域地域勉強会」、「大地と海をつなぐ植樹」、
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「網走沖合で駆除したヒトデの堆肥化試験」などの取り組みも行っている。 
 今後は、環境に配慮した農業を漁業者が応援する「応援証」の発行を積極的に行うこと

や、市民団体を含む網走川流域に関係する様々な団体とのネットワーク作りなどにも取り

組み、林業や津別町以外の網走川流域農業者とも連携し、流域の環境保全と地域の発展を

目指している。 
 
３．まとめと今後の可能性 
 網走川流域における地域間連携は、持続可能な地域の経済社会構築の手法として高いモ

デル性を有しており、北海道全体への水平展開や、その他流域での環境保全活動など他地

域への広がりに大きな期待が持てる。特に、開発途上国においては、過去の日本における

公害問題などを視野に入れた開発を実施し、それを乗り越えるための具体的な取り組みと

して、本事例の取り組みは大いに参考になる。 
将来的には、独立組織を視野に入れた自立運営を目指し、網走川流域のさらなる発展な

らびに持続的な活動を実現し、網走川流域の活性化に期待している。 
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3-20 オホーツク地域 

オホーツク地域：テロワール 
事業主体：一般社団法人オホーツク・テロワール 
 

テロワールの考え方による農村振興の取り組み 

 
団体名称 一般社団法人オホーツク・テロワール 
設立年月 2011 年 8 月 
所在地 北海道紋別市幸町 4 丁目 2 番 6 号 
活動拠点 オホーツク地域全域 
活動概要 自然や景観、先人の営みを包含するテロワールを活かした質の高

い生産・供給を軸とした地域振興活動 
活動成果 オホーツクの人、食、自然情報を掲載した情報誌「HARU」の

発行や、コープさっぽろと連携した「オホーツク・テロワールの

店」のオープン等 
 
１．地域の概況 
（１）地域の概況 
オホーツク地域は、北海道の北東部に位置し、3 市 14 町 1 村の 18 市町村で構成される

地域であり、総面積は 10,691.60km2、全道面積の 12.8%を占め、人口は 300,789 人（2014
年 1 月 1 日現在）となっている。 
当地域は、オホーツク海と接し、毎年 1 月下旬から 3 月にかけて、流氷により海面が覆

われるという他の地域には見られない特色を持っているほか、原始性の高い自然が残る。

世界自然遺産に登録された知床国立公園をはじめ、ラムサール条約登録湿地である濤沸湖

を含む網走国定公園など、優れた自然景観を有している。 
オホーツク沿岸地域では、縄文、続縄文、オホーツク文化、アイヌ文化まで各時代の遺

跡が分布し、内陸部では旧石器時代の遺跡が多くみられる。1869 年に開拓使が設置され蝦

夷地から北海道と改称され、当地は北見国網走・斜里・常呂・紋別の 4 郡となる。以降属

する支庁などの変遷を受けた後、1877 年に網走支庁が置かれた。この支庁設置に伴い屯田

兵が北見市や上湧別町に入植し、当地域の開拓が本格化するとともに、その前後には、高

知県民からなる北光社が開拓に乗り出している。国勢調査におけるピーク人口は、1960 年

調査で 425,126 人となっており、2010 年国勢調査の人口は 310,009 人と減少傾向にある。 
オホーツク地域の基幹産業は、農業と水産業であり、農業は玉ねぎの生産を代表に小麦

やてん菜、馬鈴薯を主体とする畑作、また畜産が展開されており、耕地面積は 16 万 6 千

ha（オホーツク総合振興局 2013 年）と全道耕作地面積の 14.4％を占め（北海道耕作地

1,151 千 ha 農林水産省「2013 年耕地面積調査」）、十勝総合振興局地域の 255 千 ha に次

ぐものとなっている（十勝総合振興局 2013 年）。水産業はオホーツク海沿岸を漁場とする、

ホタテ桁網漁業、さけ定置網漁業並びに沖合海域を漁場とする沖合底引き中心に営まれ、

2013 年の管内生産額は 715 億 79 百万円と全道１位の生産額である（北海道水産現勢）。 
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コープさっぽろびほろ店の売場の様子        情報誌「HARU」 

 
（２）地域振興活動の経緯 

2009 年 6 月にオホーツク・テロワールのメンバーが、「フランスカントリー・ホームツ

アー」に参画したのが契機となり、フランスの中山間地域の地域振興活動を地元に活かす

べく活動が始まった。このツアーに参加した地域の農業者、商工観光関係者、企画制作会

社、行政関係者、大学研究者等のメンバーは、北海道とフランス中山間地域の疲弊感の違

いの大きさに触発され、有志で勉強会から開始したのがオホーツク・テロワールの始まり

となり、この勉強会はほぼ毎年フランスパリ第四大学（ソルボンヌ大学）元学長・人文地

理学者のジャン・ロベール・ピット氏を迎えて学習の機会を得ているところである。 
オホーツク・テロワールの活動当初は、「オホーツク地方自然公園構想推進協議会」とし

て活動しており、オホーツクの地域づくりについて、フランスの地方自然公園制度（PNR）

を参考にすることから検討が始まった。PNR は、地域特有の自然や地域資源を活かしなが

ら、持続可能な経済・社会活動の展開を支える制度である。地域が事業計画を作成し、政

府・関係機関の承認を得た後、国との契約を結び、国と地域が一体となって地域整備を実

施する制度となっている。 
オホーツクは、流氷に育まれたオホーツク海と、その長い海岸線に点在する湖沼と河川、

北見山地から世界遺産・知床に連なる豊かな森林とその間に広がる肥沃な農地といった世

界的にも特有の気候風土と、そこで培われた独自の生活・経済圏を有しており、オホーツ

クの個性や優位性を活かした民間主体の取り組みを推進することを目的として、活動の検

討が始まった。 
 
２．地域振興活動の事業主体 
（１）事業主体の概況 
「オホーツク地方自然公園構想推進協議会」の活動を進展する中で、地域や地域資源の

個性や優位性を活かすために、地域が一体となって地域価値を高める「テロワール」を戦

略に据え活動を行うこととした。その後の 2011 年に、一般社団法人オホーツク・テロワー

ルとして法人化し、現在に至るものである。 
活動の範囲は、オホーツク地域を基本としながら、オホーツクのテロワールについて、

同一性を示す近隣地域も連携先に加えるなど、北海道における民間活動としては、広範囲
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に及ぶ活動となっている。 
テロワールとは、フランス語で自然や景観、歴史・文化などの地域の個性を総体的に表

す言葉であり、フランスではテロワールを地域政策の戦略として AOC（原産地統制呼称制

度）や SRG（優れた食と景観を活用した地域振興制度）等の諸政策が密接に連動している。  
 

（２）地域振興の具体的内容 
活動開始以来、オホーツク・テロワールでは、オホーツクの将来に向けて以下の 5 点の

活動を実施している。 
①テロワール活動の啓発や情報発信の取り組み「シンポジウムやセミナーの開催」 
活動開始後、現在まで 6 年にわたり地域内外の有識者等を招聘し、シンポジウムやセミ

ナーを開催している。その中で、PNR や SRG といったフランスの諸制度をオホーツク流

にアレンジし、オホーツクの将来像を描くほか、身近なテロワールを地域の生活・経済活

動への活かし方に関する検討を行っている。 
毎回、一般市民にも公開することで、テロワールの理解が地域に広まるよう努めており、

活動の仲間を増やす機会ともなっている。 
 

②優良地元食材の掘り起こしと販路拡大に向けた取り組み「地域マルシェ・北大マルシェ

の開催及び実店舗の運営等」 
自分の地域の農産物が、自らの地域で買えないという単純な疑問から、グローバル経済

に対する大きな流れである大量生産と大量流通ではなく、小規模・小ロットによる生産・

流通を実現することを目的に、オホーツクの各地域でマルシェを開催している。これは、

優良食材の掘り起こしや、オホーツク・テロワール独自のオホーツク認証基準の形成にも

発展する目的を持っている。 
さらに、地域マルシェの発展型として、2011 年から美幌町大型スーパー店内で、オホー

ツク・テロワールの実店舗を運営しおり、生産者との連携による高付加価値商品や、バリ

ューチェーンの地域内完結を目指した物流の可能性について探っている。現在は、経営形

態を変え美幌町のほか、北見市、網走市にも店舗展開を行っている。 
 

③テロワール活動の理解と拡大を目指した情報誌「HARU」の発行 
2012 年から、年 2 回情報誌である「HARU」を発行し販売している。いわゆる広報誌と

して無償配布するのではなく、あくまでも出版事業として、地域の人や食、農業、観光と

いった地域ならではのコンテンツを編集し、道内主要書店を中心に販売している。「HARU
（ハル）」とは、アイヌ語で、自然からいただく食の恵みを指し、良質な地域の食づくりに

取り組むテロワール活動に相応しいことから命名された。 
歴史や文化を含む地域資源の発掘と見直し、地域における人の営み、生活と生産活動を

通してオホーツクのテロワールの発信に努めている。 
「HARU」は、経済産業省・観光庁・日本観光振興協会が後援する「日本フリーペーパ

ー大賞 2013」において、大賞を獲るなど高い評価を得ている。 
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④オホーツク地域の 6 次化等に取組む事業者の支援「農商工等連携支援事業団体の認定取

得」 
オホーツクの良質な 1 次生産品を活用した高付加価値商品や、新サービスの開発等の 6

次化に向けて活動する事業者を支援する取り組みとして、農商工連携事業の支援団体とし

ての認定を 2012 年に取得した。支援活動の第 1 号として 2014 年 1 月に訓子府町の養蜂業

者と醸造業の連携による蜂蜜酒（ミード）の商品開発がなされている。 
 
⑤オホーツク総合振興局等との連携 
活動開始以来、関係行政等にも理解を得られるよう努め、活動の理念や実践的活動を伝

えながら連携してきた。オホーツク総合振興局からは、5 年間にわたり事業を受託してきた。

テロワールの根本である、オホーツクの地域資源を発掘し、自然エネルギーを活用した付

加価値づくりを目的として、食の情報発信を幅広く道内外へ行ってきたところである。 
 
３．まとめと今後の可能性 

2009 年にフランス農村視察ツアーに参加したメンバーは、フランスの条件不利地域であ

る中山間地域の農業者が、いきいきとして笑顔で生産・生活していることに衝撃を受けた

と語っている。北海道農業の方が、フランスの条件不利地域の生産状況より有利に考えら

れるが、この考え方や気持ちの違いはどこから生まれるのかという疑問から始まったテロ

ワール活動である。 
PNR から始まり、SRG、AOC 等々とフランス政府の地域づくり・ものづくりの政策等

の勉強を重ね、その基本にテロワールがあるのを知り、このテロワールの理念を先行させ

た活動となりつつあり、組織づくりや活動の体制づくりといったところに課題が残されて

いる。 
しかし、全道及び全国的にもテロワールの理解者が増えていることは確実であり、これ

からも地域ブランドと生産品、特に食のブランドをどう形成していくかをオホーツクから

発信していく活動が求められている。 
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3-21 まとめ 

本調査において、北海道内における地域活性化の成功事例と呼ばれるところから、地域

活性化の取り組みが始まって間もない事例も含めて 20 の事例を取りまとめ、国際協力の可

能性を示してきた。 
地域活性化の事例をみると、その地域で活躍するキーマンに光が当たることが多く、キ

ーマンの存在が地域活性化に関する一番の要因とされがちだが、成功事例を分析すると、

人の問題だけではなく、地方をめぐる環境変化や地域の特性、強みなどを踏まえた戦略を

作り込み、その戦略に向かっての戦術策定や組織化、仲間づくりという活性化に向かうた

めの手法や仕組み、システムに特色があることがわかる。それらは、他の地域にとっても

参考になるものであり、それらを参考にしながら地域独自の特色を盛り込み実践していく

ことが可能である。 
しかし、地域活性化の参考となる部分はあるが、その方策は多様性に富んでいるため、

成功要因を分析してモデルを作り出し、それを水平展開することは非常に難しい。まして、

ビジネスの世界では当たり前の話であるが、「二番煎じ」では、成功にまで辿り着くことが

できないため、その地域ならではの活性化策を講じるため知恵を官民一体で出しあうこと

が必要である。 
地方創生という地域活性化の追い風がある中で、最も重要なのは、各地域の特性や、人

材、歴史、資源等をしっかりと分析し、その地域で最も適した地域活性化策を構築するこ

とである。さらには、地域のキーマンとなるべき人材を如何にして育て、活躍の場を作り

上げるかが、地域活性化にとっての大きな要因となる。 
本調査では、地域振興に取り組む民間団体や市町村を訪問し、地域振興の取り組み状況

の確認に合わせて、JICA との国際協力を通じた地域振興のニーズについてもヒアリングを

行ってきた。その結果、国際協力という言葉に対する印象から、JICA との連携に対して、

イメージが湧きにくく、敷居が高いと感じる市町村があることがわかった。一方、訪問先

の市町村では、JICA との連携を通じた地域振興に取り組みたいと、前向きに回答するとこ

ろもあり、国際協力を通じた情報提供や地域ブランド化、そして一番重要となる人材育成

に関する支援といったニーズについて確認できた。この点を踏まえた今後の JICA 事業の方

向性については、次章で述べることとする。 
本報告書では、エネルギー分野、森林分野、農業分野、観光分野、行政主導の地域づく

りなど、多くの要素が組み込まれている。これらの事例を念頭に置きながら、地域の人達

で自らの地域の活性化策を構築することが、地方創生につながるものと確信している。本

事例に取り上げた地域の取り組みの多くに共通することは、地域活性化のコンサルタント

に依頼して作成した計画ではなく、「地域で自らが考え地域で自ら行動した」ことである。 
本調査が、JICA 事業を通じ広く周知され、開発途上国における都市と農村の格差是正や、

地域振興、また北海道のみならず日本国内の地域活性化につながることを期待する。 
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４．道内地域振興・産業振興事例の活用可能性 

4-1 地域振興の事例を国際協力に活用する可能性 
（１）開発途上国では、都市部を中心として海外直接投資による急速な経済発展を遂げる

一方で、地方部の成長・発展は遅れ、地域間格差が拡大しており、ICT の発展・普及に伴

う開発ニーズも益々多様化、高度化、複雑化している。多くの途上国では開発の優先地

域が都市部となっているため、地方部における経済社会開発ニーズへの対応と格差是正

が急務である。また、地方部では限られた資源・人材を活用した地域開発・地域振興策

を取らざるを得ないため、「一村一品運動」等地域レベルの開発・振興に知見、経験を有

する我が国自治体等の活動に対する関心と期待が高まっている。 

 

（２）開発途上国の中でも東アジア・東南アジア諸国ではすでに人口増加率が低下傾向に

あり、既に高齢化社会になりつつある中国、タイなどをはじめとして今後、同様の問題

に直面する国は更に増えていくことが予想される。また、BRICS 等の中所得国では近年成

長スピードが減速気味であるものの、依然として消費意欲は高く、エネルギー消費量も

増大しており、かつ地球環境に及ぼす負荷も深刻化しているため、持続可能な社会を目

指すためにも地球環境への配慮が一層求められる状況にある。 

 
（３）北海道が直面する人口の減少、高齢化及びヒト・モノ・カネの大都市一極集中、及

びそれに付随する地方都市の衰退等の課題は、開発途上国においても近い将来直面する

共通の課題であり、本調査結果は今後の我が国の国際協力を効果的、効率的に実施する

上で参考になると思われる。 
 

本調査では、北海道の現状や課題にかかる概略を把握し、同課題に対して道内で取り

組まれている地域振興の事例について、「まちづくり」、「産業振興」、「広域連携」の 3 つ

に分類した上で、20 の取り組み事例を取り纏めている。同事例は実施中、着手直後の段

階も含まれており、成果の発現まで至っていないものもあるが、其々の発想や実施手法、

体制等は新たな取り組みも多く含まれており、我が国 ODA の対象国のニーズの多様化、

高度化等に的確に対応する際に参考になると思われる。 
 

①「まちづくり」 
ア）タイ、マレーシア、中国等アジア諸国はもとより、中南米、大洋州及び中東諸国等

においても食生活の近代化による生活習慣病の増加や少子高齢化が進んでおり、人口

増加率も低下傾向にある。また、社会保障制度整備の遅れや高齢者向けの福祉システ

ムの構築も急務となっているため、地域社会全体で新たな福祉システムの構築に取り

組んでいる当別町の事例や、限られた資源を最大限活用しつつ効率的な支援を実施し

ている夕張市の事例は我が国における先進的取り組みのひとつとして、開発途上国に

対する支援に応用する可能性は高いと思われる。当別町の事例は福祉サービスを実施

する際に支援する側と支援される側に分けて必要な方策を検討するのではなく、「お互

いに支えあう関係づくり」という相互扶助の考えのもと、新たな地域社会の構築を目
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的としている。また夕張市のように効率的な支援実施のためにコンパクトな生活圏の

形成を図っている点も興味深い取り組みと思われる。 
  

イ）限られた資源を最大限活用しながら地域振興を進める下川町では、未利用資源であ

った森林バイオマスの活用を促進すると共に、次世代を担う青少年に対する森林環境

教育を実施している。持続可能な地域社会の実現に向けた取り組みは、得てして開発

を優先し、環境保護を軽視する傾向にある多くの開発途上国にとって、持続可能性を

高めるための事例として参考になると思われる。 
 
ウ）本調査で現地調査の対象とした 20 地域のうち、「まちづくり」を重点的に実施する

地域は他にも鹿追町、美唄市、ニセコ町、釧路市などがあるが、いずれの事例も少子

高齢化、過疎化等の課題解決に向けて、高齢者福祉、環境保全、既存資源の活用、地

域特有の歴史・文化等を多面的に組み合わせ、最大限の効果発現に向けた取り組みを

行っている。また、具体的な取り組みを実施するに際して、行政と住民間の十分な意

思疎通を通じた信頼関係の醸成を行っていることも注目すべき点と思われる。 
 
②「産業振興」 
ア）地域特有の森林資源の活用と食と健康を組み合わせながら新たな価値を生み出すこ

とに挑戦している伊達市の事例や、域内の既存菓子店舗をネットワーク化し、「スイー

トロード」というブランド化を目指したプロモーションを行うことで、新たな顧客の

確保につながっている砂川市の事例は、域内の名産、特産品を個別に PR するのではな

く、地域社会全体で産業振興に取り組む事例である。 
 
多くの開発途上国では、個別の利益が優先され、地域全体の利益を重視した取り組

みにつながりにくい傾向があるが、行政や民間、地域住民が地域の優位性や特徴など

を十分議論し、共通の目的を理解した上で地域社会全体の発展を目指すアプローチは

貧困削減、地域間の格差是正等に取り組む開発途上国にとって、大いに参考にすべき

点と思われる。JICA が各国で取り組む地域開発、環境保全及び平和構築支援等におい

ては、行政と地域住民及び関係機関（企業等含む）間の対話を重視しているところ、

道内での様々なアプローチと効果発現状況をモニタリングしつつ、好事例を開発途上

国向け支援に活用していく可能性は大きいと思われる。 
 

イ）その地域ならではの水産資源の高付加価値化を図る取り組みとして、商標権取得や

競合する産品との差別化を目指している雄武町の事例は、東南アジア、インドシナ、

大洋州等における水産資源国での地域開発、町おこし等に応用が可能と思われる。人

口約 300 名程度と小規模ながら、名産の水産資源を最大限活用しつつ、教育施設（高

等学校）の維持等を同時並行的に進めながら、次世代を担う青年層が地元に残る仕組

みづくりを地域全体で取り組んでいる天売島では、水産資源の 1.5 次加工や小さなロッ

トに対応した物流の構築に取り組んでおり、小規模島嶼国が多い大洋州等での国際協

力実施上の参考となる。 
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ウ）富良野市や恵庭市では当該地域の観光地としてのブランドを最大限に利用しながら、

地域住民や国内外からの観光客を視野に入れ、道の駅や「マルシェ」といった集客能

力が高く、魅力的なハード整備を住民の主体的な参加のもとに実施している。一次産

業が主体の地域であっても、従来流通や卸販売といったバリューチェーンの下流での

み得られていた利益を、上流から下流まで一貫した流れに統合することで域内の資金

循環・利益還元を実現している。当該地域におけるハードを整備するに際しては、住

民の合意の上に主体的な参画を確保しながら官民連携で実施しており、地域全体を取

り込む仕組みづくりも成功要因として挙げられる。 
 

本調査対象地域である富良野、恵庭、雄武、東川、砂川等における産業振興の事例

では、官民連携を基本とし、地域固有の資源を発掘・磨き上げを行っており、大企業

の参入時にも対抗し得るよう知的財産権を取得する等の工夫を行っている。また、行

政のみに頼ることなく、住民主体型での産業振興を図りつつ、地域の次世代を担う人

材育成にも配慮した取り組みを進めていることも注目すべき点と思われる。 
 
③「広域的取り組み」 
 ア）道東の「フードバレーとかち」では、行政区分にとらわれない広域連携を構築して

おり、更に民間主導で自主的に安心かつ安全な食の基準を設定の上、行政機関と連携

することで農業を成長産業に変え、新たな食の価値を創造した事例である。更に当該

地域では第１次産業のみに留まらず、第１次産業従事者が自ら第 2 次、第 3 次産業に

積極的に関与しながら高付加価値化を目指しており、かかる 6 次産業化への取り組み

は、第 1 次産業が中心の開発途上国にとって参考となる点が多い。道東地域は産業規

模が大規模化、組織化されており、小規模の開発途上国全体に匹敵するような規模で

産業育成が行われているため、同取り組み手法、実施体制等は第１次産業を主体とす

る多くの途上国での産業育成手法の検討等に参考事例となると思われる。 
 
 イ）網走川流域での総合流域管理に関する事例は、上流の農業者と下流の漁業者間の共

生に基づいており、両者間の情報共有や相互理解を深めていく過程で対立関係にある

農業者と漁業者が環境共生型の地域振興という共通の目的のもとで協力関係を構築す

る取り組みとして興味深い。インドとバングラデシュ間のガンジス川の水配分をめぐ

る対立やメコン川をめぐる関係諸国間の調整のように、国際河川の流域管理を実施す

る際は多大な困難を伴うが、対立する利害関係者間を地道で粘り強い協議を繰り返し、

協働関係を構築する取り組みを実施するに際しては、網走川での取り組みは好事例と

して参考になると思われる。 
  

以上３分類に見られるとおり、産業振興では所得格差の是正や新たな雇用の創出と

いった取り組み、まちづくりでは新たな福祉システムの構築やいわゆるソーシャル・

キャピタルの醸成といった取り組み、そして、広域連携による利害関係の調整及び高

付加価値化という取り組みは、開発途上国を対象とする JICA 事業をより効果的、効率

90



91 
 

的に実施するに際して好事例として応用可能と思われる。 
 

4-2 JICA 事業を活用した道内地域振興・活性化の可能性 
本調査の目的の一つは、政府（「まち・ひと・しごと創生本部」）が推進する「地方創

生」の動きを踏まえて、JICA が国内で実施する各事業を活用し、道内各地域の振興・活

性化に資する方策について検討を行うことである。4-1 項では道内各地で実施されている

様々な取り組みを開発途上国で実施する国際協力事業に応用し、JICA 事業をより効果的

かつ効率的に実施する可能性について検討を行った。本項ではこれまで JICA が実施して

きた各国における国際協力の知見、経験及び人的ネットワーク等を活用し、道内各地で

今後活発化する地域振興のための取り組みに貢献する方策について検討を行った。 
 
同検討に際しては本調査の支援委員会各委員からのコメント、要望等を踏まえ、同時

に対象 20 地域における地域振興について視察を行いつつ、視察先の JICA に対するニー

ズ及び期待等を勘案した上で、今後の JICA 支援可能性を取り纏めた。概要は次のとおり

である。 
   
（１）既存の制度で対応可能な支援策（案） 

①地域ブランド強化（国内外への情報発信、魅力の再発見等） 
ア）道内各地域と JICA 研修員の交流機会増大（JICA 研修コース視察先の増） 

     北海道で行われる JICA 研修事業は札幌、帯広両拠点で年間約 130 コース、受

入人数は 2012 年度から 2014 年度までの過去 3 年間で、それぞれ約 900 名から

1,000 名（内札幌約 570 名～650 名、帯広約 310 名～350 名）となっている。研修

期間は短期（数週間～１年未満）、長期（１年超）に大別され、道内での滞在期間

は平均 1 か月半（45 日）である。2000 年度以降の受入国に関しては、①アジア

（49％）、②アフリカ（24％）、③中南米（14％）、④欧州（6％）、⑤中東（5%）、

⑥大洋州（2%）等である。研修の分野は、①農林水産（33％）、②環境・水資源

（11％）、③教育（11％）、④保健医療（10％）、⑤インフラ・都市開発（10％）等

となっている。 
 
     本調査の現地調査実施時に当該地域の関係者と協議を行ったところ、各地域で

の地域振興を行う際に「外部の目（外国人の視点）」を入れることにより、各地域

の新たな魅力及び外国人観光客等の呼び込みに際して整備すべき事項等を洗い出

すことができるため、JICA の支援を得たい旨要望がなされた。ついては、実施中

研修コースや、今後新たに立ち上げる予定の研修コースの日程に視察要望のある

地域を組み込む等の工夫を行うこととする。 
 
     道内に滞在する JICA 研修員の大半は SNS 等を通じて母国関係者や家族等と頻

繁に情報交換を行っていることから、同研修員を通じて道内各地域の名産品、観

光名所等の情報が海外に共有される効果も期待できると思われる。 
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イ）開発途上国関係者の招聘による日本の技術等への理解の促進と関係構築 
JICA は、専門的知識・技術を移転することによる人材育成を目的とする研修事

業に加えて、開発途上国の関係者が日本側との対話を通じて我が国の技術や経験、

開発課題への取り組み等への理解を深めること、ならびに日本側関係者との関係

構築を図ることを目的とする招聘を行っている。北海道の技術や経験等に関する

情報の積極的な発信、開発途上国のニーズに関する情報収集や意見交換を通じて

各国のキーパーソンの日本理解を深め、より良い関係を構築することは、地域ブ

ランドの強化促進につながる。したがって、研修事業による北海道と開発途上国

との交流機会増大に加えて、北海道の企業・自治体・大学等の重点的な取り組み

にかかる招聘を戦略的に活用する。 
      

ウ）JICA 草の根事業を活用した地域ブランド/企業の海外展開の促進 
草の根技術協力事業とは、日本の NGO、大学、地方自治体、公益法人等の団体

と JICA が連携協働して実施するプロジェクトで、北海道では 20 件を実施してい

る。この内 9 件がモンゴル国におけるプロジェクトで、北海道が有する寒冷地に

適応した技術・知見や、農牧業の技術・知見を発揮していると考えられ、また北

海道庁がモンゴル国エネルギー省及び食糧・農牧業省との間で経済・技術交流を

促進する覚書を締結していることからも、草の根技術協力事業を更に活用したい

とするニーズは、北海道、モンゴル双方に多く存在すると考えられる。 
 
近年では、地域活性化（地方創生）をも見据えて、地元企業とも連携協働する事

例が出ている。モンゴルのほか、タイ、マレーシア、ベトナム等で自治体、企業、

関連団体による地域ぐるみの海外展開が実施されており、対象国との関係強化に

更なる拡充が期待されている。 
 

②海外需要の取り込み、道内企業等の海外展開機会の創出 
ア）JICA 中小企業海外展開支援事業の活用促進 

中小企業海外展開支援事業とは、海外（途上国）での技術協力を通じて、事業

の海外展開を図ろうとする企業を支援するものであるが、この事業を活用してい

る道内企業は少ないのが現状である。道内金融機関系の総合研究所や業界団体へ

のヒアリングからは、道内に本社機能を有する企業の多くは、海外展開を検討・

実施する余力が少ないように見受けられるが、上述した草の根技術協力事業を足

掛かりにすることで道内企業の参画意識を醸成、促進できる可能性はあると考え

られる。 
 

イ）帰国研修員のデータベース等を活用した企業等に対する情報提供 
JICA は 15 か所の国内機関で年間約 10,000 名の研修員を受け入れており、各国

内機関では受入研修員のデータベースを有している。帰国研修員の一部は帰国し

た後に当該国政府や各分野における要職に就く者もおり、道内企業等が海外展開

を図る際の協力者になり得る貴重な人材情報である。特に、各国に設置されてい
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る JICA 帰国研修員同窓会は貴重な人的ネットワークの一つであり、海外展開を図

る企業等へのコンサルテーションを行う上でも活用が期待される。 
また、現在、JICA で導入の検討が進んでいる、各研修員に付与される、JICA

フレンドシップメール（仮称）により、帰国研修員個人に対する情報発信や情報

収集の手段が拡充されることも、新たな企業等への情報提供支援策としての活用

が期待される。 
 

ウ）JICA 研修員による道内資源の評価 
     1996 年の JICA 北海道設立以来、JICA は北海道でこれまで累計で約 13,000 名

の研修員を受け入れており、アジア地域からの受入数が最も多くなっている。ま

た、インドネシア、マレーシア、バングラデシュ等イスラム諸国からの研修員も

多く、道が官民挙げて取り組んでいるインバウンド観光客の呼び込みに際してイ

スラム圏に関する情報の提供も有益と思われる。一方、JICA はこれまで来訪する

研修員に対して研修内容や視察先等に関するアンケートを行ってはいるものの、

北海道の印象、観光名所等におけるインフラ整備等、外国人からの視点にかかる

データはとっていないことから、北海道への観光客呼び込み等に資するデータ整

備を行う必要がある。 
 

③人材の育成 
ア）「グローバル人材」育成への寄与（開発教育支援の更なる充実） 

     JICA は小中高大生及び一般を対象として、国際協力の必要性、概要等を紹介す

るプログラムを実施している。同プログラムは、JICA から人材を教育施設に派遣

する出前講座と、学生が当センターを訪問するセンター訪問があり、前者は年間

約 8,300 名、後者は年間約 1,500 名となっている。 
 
     官民連携の上での積極的な海外展開が求められる一方で、グローバルな視野を

有する人材の育成は急務であり、JICA としても従来以上に若年層を主たるターゲ

ットとする開発教育の支援強化を図る必要がある。強化策としては、出前講座、

センター訪問件数の増と共に、国際協力に対する関心層の裾野拡大に向けてより

魅力あるプログラム及び内容とすることが不可欠であるところ、道内の教育関係

者（教育委員会、大学等）との関係構築を図りつつ、グローバル人材育成に携わ

る体制の拡充を図ることが急務である。 
 

イ）海外展開企業における人材育成への寄与 
 道内企業等が積極的に海外展開を図る上の一つの阻害要因として人材の不足

が挙げられており、経済産業省や中小企業庁等によって人材育成にかかる様々な

支援策が講じられている。JICA は開発途上国において以前より資金協力のみなら

ず人づくりを含む技術協力を実施しており、長年にわたり蓄積された人材育成の

ノウハウ、スキルを活用しながら、企業等の海外展開に貢献することが可能と思

われるところ、次の方策を検討する必要がある。 
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（a）「民間連携ボランティア制度」の広報・普及 
  昨今企業の国際化に合わせて自社の若手社員や管理職育成のために、青年海外協

力隊、シニア海外ボランティア等 JICA ボランティアへの参加を検討する企業から

の問い合わせが増加していることを踏まえ、JICA は 3 年前に民間連携ボランティ

ア制度を創設した。同制度の概要は次のとおりである。 
  ○随時募集、社内選考後 JICA に推薦、JICA で書類選考及び面接を実施 
  ○受入国、職種、活動内容は企業側ニーズを踏まえて決定 
  ○派遣期間は原則長期（1～2 年）だが、短期（1 年未満）も可 
  ○派遣前訓練は既存制度と同様 
  ○人件費補填制度あり（中小企業で一定の条件を満たす場合） 
 

制度創設以来全国で 33 社 49 名（合意書締結済み企業は 93 社）が本制度を利用

しており、海外展開を行う際の即戦力の育成を図っている。海外展開予定の国に

自社社員を派遣し、途上国の開発に貢献しつつ、語学力を含めたコミュニケーシ

ョン能力、異文化適応能力等を有する人材育成ができる本制度は海外展開を行う

上で有為な制度と思われるところ、道内企業等に対して更に本制度の広報を行う

必要がある。 
 
（b）海外展開企業における JICA ボランティアの活用促進 
  青年海外協力隊及びシニア海外ボランティア（いずれも日系含む）の経験者はこ

れまでの累計で約 48.000 名となっており、帰国後の社会還元活動を含め、各地域

で様々な分野で活躍している。道内においても約 1,000 名以上の JICA ボランティ

ア経験者が活躍しており、地域振興や町おこしに資する活動に取り組んでいると

ころ、道内企業に対しても JICA ボランティア経験者の活用を働きかけることが重

要である。 
        
（２）新たな取り組み（案） 

①総務省「地域おこし協力隊」との連携 
2009 年に総務省により創設された「地域おこし協力隊」は、地方創生の動き等に合

わせて年々増加しており、2015 年 3 月末時点で全国 444 自治体（7 府県 437 市町村）、

合計 1,511 名が全国各地で地域おこし等の活動に従事している。その内北海道では 75
市町村で合計 225 名となっている。 

本調査の現地視察を通じて関係市町村の地域おこし協力隊の活用状況等について聴

取したところ、どの自治体も有為な人材を確保するのに苦労しており、JICA に対して

有為な人材の確保に協力して欲しい旨要望が多くなされた。 
 
現時点で青年海外協力隊経験者が帰国後に地域おこし協力隊として活動している実

績は、全国で 40 名、道内で 5 名と少数であるが、人口減、過疎化等の課題を抱える道
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内各地で地域振興に取り組む有為な人材として JICA ボランティアの経験者を活かす

ことは重要と考えられる。 
※東日本大震災被災地における復興要員として、JICA は復興庁、JOCA（公益社団法

人青年海外協力協会）と連携協定を締結の上、JICA ボランティア経験者を復興庁職員

に推薦しており、これまでに約 150 名以上が採用されている。 
 

（３）支援実施上の留意点等 
①道内における JICA 事業の更なる広報強化 
産業・学術研究・行政・金融・メディア（「産学官金言」）各分野の有識者により構成

された支援委員会において、地域振興に対する JICA の貢献を検討するにあたり、道内

自治体や大学、企業等関係機関が JICA 事業の具体的内容や制度等について必ずしも十

分理解していないことから、従来以上に事業広報に取り組む必要性について指摘がな

された。本調査の現地調査で訪問した自治体等でも青年海外協力隊はよく知っている

が、JICA の活動自体はよく知らないという反応が見られたことから、従来以上に事業

広報に重点的に取り組む必要がある。 
  

②支援対象先の選定 
今次調査で訪問した自治体等においては、外国都市と姉妹都市協定を締結していると

ころも多いが、各自治体の予算状況等により必ずしも活発な活動が行われているとは

言い難く、地域振興を実施する上で国際協力の視点を入れて取り組んでいるところは

概して少ないところ、地域振興支援策を実施するに際しては、各自治体が今後策定す

る地域振興戦略・計画の方針、内容を吟味の上、国際協力に関心を有する自治体等を

優先することが必要である。 
 

③新しいパートナーの発掘 
本年 2 月に閣議決定された「開発協力大綱」に明記されたとおり、国民から幅広い理

解を得ながら今後の国際協力を実施する上では、従来以上に官民連携の強化及び各分

野の新しいパートナーとの連携強化が必要とされている。 
 
道内で実施する JICA 事業は研修員受入、草の根技術協力等を中心として、道内各分

野の関係機関の支援を得ながら実施されていることから、既存関係先との更なる関係

強化を図ることが重要であるが、各地で新しい取り組みを進めている新しいパートナ

ーとの関係構築を進めることが不可欠と思われる。ついては事業広報を通じた営業活

動をより強化する必要がある。また、連携にあたっては地域のニーズに寄り添い、丁

寧にコンサルテーションを行うことも重要である。 
 

④JICA ボランティアに対する帰国後支援の充実 
帰国隊員数に対する求人票数は年々増加しており、以前に比べ帰国後支援は充実して

いる反面、教員・自治体職員採用時の特別優遇制度を設けている自治体数は少なく、

JICAとしてより一層各自治体に対する働きかけを強化する必要がある。東京都は 2015
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年度より、青年海外協力隊経験者等の派遣期間が 2 年以上ある者を対象として「東京

都公立学校教員採用候補者選考」における特別選考制度を導入しているが、同様の特別

制度を検討するよう道内各自治体及び教育関係者等に対して働き掛ける必要がある。 
⑤青年海外協力隊 OB 会、協力隊を育てる会等関係団体との連携 

1965 年に発足した青年海外協力隊は 2015 年で 50 周年を迎える。これまで 88 か国

に約 41,000 名の隊員が派遣され、うち北海道からは累計で約 2,400 名が派遣されてい

る。道内の OB 会によれば、現在約 1,000 名が公務員及び企業等で活動しており、OB
会独自の活動も活発に行われている。同活動は道内 6 か所の OB 会独自により実施さ

れており、内容もスポーツを通じた地域と JICA 研修員の交流、各地域でのイベント等

多岐にわたっており、育てる会の活動と併せてより連携を深める必要がある。 
 

⑥道内行政機関等との連携強化 
JICA が北海道で事業を実施するに際しては、道が策定する開発計画・戦略、札幌市、

帯広市等各自治体が今後策定する地域振興戦略・計画等を念頭に置きつつ、道内各分

野のニーズに合致する支援を行う必要がある。また、地域振興や町おこしは単に経済

活動の活性化に留まらず、教育や社会保障等様々な要素を考慮しながら総合的な取り

組みを行うことが必要であることから、JICA の地域振興貢献策を実施するに際しては、

道内の関係機関（行政、自治体、大学・研究機関、企業、NGO/NPO 等）と緊密な連

携を構築しながら取り組むことが不可欠である。企業支援に際しては、既に経済産業

省や JETRO、中小機構及び商工会議所等関係機関との定期的協議の場が設けられてい

るが、教育機関、保健医療関係機関等との新たな連携強化の仕組みも必要となるとこ

ろ、今後分野横断的な連携の枠組み等について検討していくことが重要と思われる。 
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図 4-1 JICA事業を通じた途上国への貢献及び道内の地域振興（案） 
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