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 北海道の強みである食と観光等の産業は主に地方部の「生産空間」が担っているが、人口減

少等により、将来的にはその維持が危惧されている。そのため、北海道総合開発計画は、「生

産空間」の暮らしを支え、人々の対流を促進することで、北海道型地域構造の保持・形成を図

ることとしている。 
 本稿では生産空間の現状と課題を整理し、道内に３箇所設定したモデル圏域における検討を

踏まえ、地域で取り組む施策の方向性について考察する。 
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1.  はじめに 

 
北海道の強みである「食」や「観光」などの産業を担

っている地域は、主に北海道の都市部ではなく地方部に

広域に存在し、農業・漁業に係る生産の場として、我が

国の食料供給に大きく貢献するとともに、観光その他の

多面的・公益的な機能を提供している（図-1）。 
北海道は人口の３分の１以上が札幌市に集中する一方、

地方部では、人々が分散して生活する散在・散居形態が

主となっており、他の都府県とはスケールの異なる広域

分散型社会を形成している。 
しかし、今後、全国よりも10年先行している人口減少

や高齢化の急速な進行により、将来、北海道の強みを提

供できなくなるおそれがある（図-2）。 
第８期北海道総合開発計画（以下、「８期計画」とい

う。）では、これら北海道の強みを提供する地域を「生

産空間」と位置付けており、「北海道型地域構造の保

持・形成」を計画推進の基本方針の一つに掲げ、生産空

間での暮らしを広域的に支えつつ、人々の活発な対流を

促進するための取組を推進することとしている。 
 
 

2.  北海道型地域構造とモデル圏域 

 
(1)   北海道型地域構造の基礎圏域 
 ８期計画では、北海道型地域構造における「基礎圏

域」は既存の市町村界に拘わらず、土地利用の状況や周

辺地域との関わりで提供される都市機能・生活機能など

の「機能面」に着目して、①地方部における主として農 

来道外国人旅行者数：12年で７倍に

・北海道は我が国の食料供給基地
・食の輸出、外国人観光客も急増

【北海道の強み】

食料品輸出額（北海道）：７年で３倍に

 
出典：国土審議会北海道開発分科会第１回計画推進部会資料  
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出典：農林水産省「H18生産農業所得統計」、
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出典：北海道水産林務部「H24北海道水産現勢」
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図-1  北海道の強み 
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出典：国土審議会北海道開発分科会第１回計画推進部会資料  

図-2  北海道の課題  

 

業・漁業に係る生産の場となる「生産空間」、②一定程

度の人口集積が見られ日常生活の拠点的機能を有する地

方部の「市街地」、③医療等でのより高次な都市機能・

生活機能を提供する「圏域中心都市」の３層で構成され

るとしている。 
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 この３層それぞれの強みを充実させ、各層間の結びつ

きを強化することにより、都市機能・生活機能が日常生

活に支障のない水準で提供される基礎圏域を形成し、生

産空間を支える人々が住み続けられることが重要である

（図-3）。 
 
(2)   北海道型地域構造の類型化、モデル圏域の選定 
北海道内の地域構造について、道路交通網や購買依存

などを踏まえてパターン化した場合、①圏域中心都市へ

の依存度が高いパターンの「集中型」と、②一定程度他

圏域の圏域中心都市にも依存しているパターンの「分散

型」の２パターンに分類される（図-4）。 
さらに、内陸、沿岸などの地理的特性や稲作、酪農な

どの第１次産業の構造も踏まえて、名寄市を中心とした

上川北部９市町村（当初５市町、後に追加で４町村が参

加。）による「名寄周辺」、帯広市を中心とした十勝南

部６市町村による「十勝南」、釧路市を中心とした釧路

沿岸部５市町による「釧路沿岸」の要素が異なる３地域

をモデル圏域として選定し、検討を行った（図-5）。 
 
 

3.  生産空間を支える施策の方向性 

  
(1)   施策を検討する上での４つの着眼点 
 モデル圏域における検討を進める前に、生産空間に住

み続けるためには、どのような施策が考えられるか、ま

ずは一般論として整理した。 
 ８期計画では、生産空間の維持・発展を図るためには、

①「所得・雇用の確保」、②「生活機能・集落機能の確

保」、③「地域の魅力向上」の取組を三位一体で進める

ことが必要としている。 
 これに、激甚化・多様化する災害への対応として、④

「安全・安心な社会基盤の形成」を加えた４つの着眼点

で整理して施策を検討することとした。 
 

 
出典：国土審議会北海道開発分科会第１回計画推進部会資料  
図-3  北海道型地域構造～頼り頼られる３つの層～ 

 (2)   各着眼点における施策の方向性 
a) 所得・雇用の確保 

 人口減少や高齢化が進行する中、生産空間に住み続け

るためには、生産性や付加価値を高めることにより、所

得を向上させ、雇用の創出を図る必要がある。 
そのための施策としては、農地の大区画化などの基盤

整備、ＩＣＴやロボット技術を活用したスマート農業、

特産品の開発や農林水産業の６次産業化、食・観光関連

産業の振興などが考えられる。 
参考となる取組事例として、宮城県東松島市では、地

域農業の受け皿として設立された法人が、米、麦、野菜

等の生産・販売のほか、加工品の開発・販売も行う６次 
 

【このような圏域の特色】
○ 圏域中心都市における都市機能・生活
機能の充実度が圏域内において高く、又、
アクセスしやすいため圏域中心都市への依
存度が高い。

【このような圏域の特色】
○ 圏域内に、圏域中心都市と同程度の都
市機能・生活機能を有する市街地が存在
するなど、各層間で一定の依存が見られる。
○ 圏域外への購買依存があるなど行動が
多様。

集中型
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【圏域の特色】
○ 稲作・畑作のほか、酪農や林業等、
多彩な一次産業が見られる。

○ 圏域内各層間で一定の依存が見
られるほか、医療面での圏域とは
別の圏域への購買依存があるな
ど、行動が多様。
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○ 主に畑作や酪農などで大規模経
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○ 圏域中心都市に都市機能・生活
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面とも圏域中心都市への依存度
が高い。
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図-4  北海道型地域構造の類型化とモデル３圏域の特徴 
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図-5  モデル３圏域の構成市町村 
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産業化に取り組んだ結果、収益を向上させ、雇用を増や

すなど震災からの復興、地域の活性化に寄与している1)

（図-6）。 
 
b) 生活機能・集落機能の確保 

散居形態を成す生産空間に住み続けるためには、日常

生活に必要な医療、買い物、教育等の生活サービスを享

受するための交通・情報ネットワーク等を確保すること

が必要である。 
そのための施策としては、高規格幹線道路網等の交通

ネットワークの整備、コミュニティバス、デマンド交通

等住民ニーズに応じた移動手段の確保、路線バスや鉄道

等で旅客と貨物を協働輸送する貨客混載による持続可能

な人流・物流システムの構築などが考えられる。 
また、移動販売・買い物代行など交通弱者対策、生活

サービス機能を市街地中心部や道の駅などに集約し機能

維持を図る地域の拠点づくり、遠隔医療や様々な情報に

アクセス可能とする情報通信環境の整備なども考えられ

る。 
参考となる取組事例として、岩手県西和賀町では、地

元スーパー、宅配業者、社会福祉協議会の協働により、

商品を高齢者宅まで届けるとともに安否確認も行う「ま

ごころ宅急便」を実施。過疎地に住む高齢者の買い物を

支援することで、その地域に住み続けたいという思いを

支えている2)（図-7）。 
 

c) 地域の魅力向上 

 生産空間への定住や交流を促進するためには、人々が

「暮らしたい」・「訪れたい」と感じられるような地域

の魅力向上を図ることが必要である。 

そのための施策としては、サイクルツーリズム、フー

ドツーリズム、シーニックバイウェイなど北海道らしい

農村景観や食などの観光資源を活かし、交流人口を拡大

する取組が考えられる。 

また、子育てや住宅の支援、新規就農や観光業など魅

力ある仕事を提供し、移住・二地域居住等を促進する取

組も考えられる。 

参考となる取組事例として、直近の国勢調査で人口増

加率が北海道内で第２位となった東川町では、子育て支

援、企業支援の充実のみならず、「写真の町」として、

30年以上前から景観を重視した街並みづくりを行うなど

被写体としての魅力向上に務め知名度を上げる文化事業

を展開している。また、町を応援したい人が寄付によっ

て株主になり、まちづくりに参加する「ひがしかわ株主

制度」、日本語を学ぶ外国人の受け入れを強化し町立日

本語学校を開設するなどの前例のない取組により魅力を

向上させている3)（図-8）。 
 

d) 安全・安心な社会基盤の形成 

 生産空間で安心して暮らすためには、頻発・激甚化す 

加工施設 バウムクーヘン  

図-6  新たな付加価値を創造した事例（宮城県東松島市） 

 

 
図-7  地域協働による買い物支援の事例（岩手県西和賀町） 

 

写真甲子園１９８５年「写真の町」宣言  
図-8  30年以上続く「写真の町」づくり（北海道東川町） 

 

る自然災害等から命と暮らしを守ることが必要である。 

そのための施策としては、河川改修、洪水調節施設、

砂防施設、防潮堤などのハード整備のほか、水害対応タ

イムラインや想定最大規模の洪水に対応したハザードマ

ップの作成、住民参画型の防災訓練、防災教育を実施す

るなど行政、関係者連携による地域防災力向上の取組が

重要である。 

また、高度経済成長期以降に集中的に整備されたイン

フラの老朽化については、各管理者で定めている長寿命

化修繕計画等を基に、定期点検、予防的修繕、計画的な

更新が必要である。 

 

 

4.  モデル圏域検討会 

  
(1)   モデル圏域検討会の発足 
「2.  北海道型地域構造とモデル圏域」で記載のとお

り、北海道型地域構造の保持・形成に向けて、学識経験
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者、民間事業関係者、国及び地方自治体などの様々な立

場の関係者が、生産空間に住み続けられる環境づくりを

推進するために、道内３圏域（名寄周辺、十勝南、釧路

沿岸）をモデルとした圏域検討会を発足させた（表-1）。 
 

(2)   モデル圏域の現状と課題、施策のイメージ 
道内３圏域において検討会を開催するに当たって、ま

ずは客観的な統計データ等から地域の現状と課題を整理

し、課題解決のための具体的な施策のイメージを検討し

た。 

a) 所得・雇用の確保 

名寄周辺モデル地域の人口は、1960年以降大きく減少

し、高齢化率は2045年以降40％代になることが予想され

るなど全国、全道と比較しても人口減少、高齢化が進ん

でいる（図-9）。 

また、社会動態は一定程度名寄市への移動が見られる

ものの、旭川市及び札幌市への流出が上回っている。名

寄市の年齢階層別転出・転入者数は、10代で大学入学の

ためと思われる転入超過が見られるが、その他の世代は

転出超過であり、20代及び30代の移動割合が大きいこと

から、雇用の受け皿をつくり、働く世代の社会減を抑制

する取組が必要である（図-10）。 

名寄周辺モデル地域の第１次産業は、稲作のほか、畑

作、畜産、林業など多種多様であり、農業産出額の構成

を見ても、様々な作物が作付けされている。 

また、農家数・農業就業人口がここ15年で約４割減少

する中、農業生産額は微増、耕地面積は横ばい傾向であ

るため、単純計算であるが１戸当たりの生産性は上がり、

産業としての魅力も向上していると考えられ、担い手確 

 

表-1  モデル圏域検討会 

モデル地域 構成市町村 第１回検討会

　名寄周辺
　名寄市、士別市、剣淵町、下川町、美深町、
　和寒町、音威子府村、中川町、幌加内町 　H29.11.6開催

　十勝南
　帯広市、中札内村、更別村、
　大樹町、広尾町、幕別町 　H29.11.22開催

　釧路沿岸 　釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、白糠町 　H30.2頃開催予定
 

■人口の推移と予測
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中川町、幌加内町）

2055年
名寄市 41.0%
士別市 20.0%
和寒町 11.9%
剣淵町 15.8%
下川町 9.4%
美深町 16.7%
音威子府村 7.3%
中川町 8.4%
幌加内町 5.2%
モデル地域平均 22.3%
北海道平均 59.2%
全国平均 71.8%

■人口の推移と予測

 

出典：国勢調査（1955-2015）、社人研将来人口推計（2020-2055）  

図-9  人口の推移と予測 

 

保対策ととともに、生産性を向上させる取組の継続が必

要である（表-2）。具体的事例としては、士別市におけ

るＧＰＳ自動走行システム等を利用したスマート農業、

剣淵町におけるトマト、かぼちゃなど約300種類の少量

多品種を生産し、軽トラックの荷台に積んで持ち寄り販

売し地産地消、地域活性化に貢献する「ＶＩＶＡマルシ

ェ」、美深町におけるチョウザメ飼育研究施設を建設 
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男女，転入・転出市区町村別結果）」2016年  

図-10  人口の社会動態 

 

表-2  農家１戸当たりの生産性 

H12 H27 増減率

総農家数（戸）
（a)

4,006 2,298 -43%

農業生産額（億円）
（b）

400 411 3%

総耕地面積（ha）
（c）

56,210 56,720 1%

農業生産額(万円)／
総農家数（戸）
（d）=（b）/（a）

998 1,788 79%

総耕地面積（ha）／
総農家数（戸）
（e）=（c）/（a）

14 24 71%
 

出典：農林水産省：「農林業センサス」、「生産農業所得統計」、「耕地面積統計」  
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し、安定生産により特産品として定着させ、雇用拡大を

図る取組などが挙げられる。 

 

b) 生活機能・集落機能の確保 

十勝南モデル地域における生活施設の分布を見ると、

医療施設、商業施設は市街地や圏域中心都市に集中して

おり、集会施設、郵便局などは生産空間に広く分布して

いる施設があるものの、概ねアクセス距離が長い（図-

11）。 

また、路線バス等の状況を見ると、帯広市や幕別町の

市街地、帯広から広尾までの国道沿線では路線バスの本

数が確保されており、それ以外の地域では、コミュニテ

ィバス、スクールバス（一般客も乗車できる路線も多

い。）、乗合タクシーによる対応を行っている（図-

12）。生活拠点となる施設を維持し、地域住民のニーズ

に合わせた交通ネットワークの利便性確保の取組が必要

である。 

具体的事例として、十勝南モデル地域においては、道

の駅における交通・物流・交流・情報拠点としての機能

強化、バス沿線の住宅訪問によるヒアリングを行うなど

地道な営業活動により利用者が増加し、路線を維持して

いる十勝バスの取組、大樹町の道の駅を拠点として実証

実験を行った自動運転の取組などが挙げられる。 

また、名寄周辺モデル地域においては、下川町の一の

橋地区における集住化及び、コミュニティバス・乗合タ

クシーなどによる市街地とのネットワーク化の取組、士

別市における貨客混載バスを活用した買い物支援サービ

スの取組（図-13）などが挙げられる。 

 
c) 地域の魅力向上 

十勝南モデル地域における観光資源の分布は、市街地

や圏域中心都市には購買施設、イベント、宿泊施設が多

く、生産空間には自然・体験施設が多い。 

また、観光客の入込を見ると平成15年以降増加傾向に

あるが、道外客の割合が北海道全体と比較して低いこと

から、自然・体験施設などの地域資源を活用し、交流人 
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図-11  拠点施設の分布状況 

口を拡大するとともに移住・定住を促進する取組が必要

である（図-14）。 

具体的事例として、十勝南モデル地域においては、旅

行者の周遊を促進し地域主体で美しい景観づくりに取り

組むシーニックバイウェイ北海道「十勝シーニックバイ

ウェイ（南十勝夢街道）」、モデルルートとして試行し

ているサイクルツーリズム「トカプチ400ルート」、大

樹町における「宇宙のまちづくり」を核とした雇用の創

出・観光振興の取組などが挙げられる。 

また、釧路沿岸モデル地域においては、各市町や北海

道における新規就農支援、短期移住体験、ＰＲ誌等によ

る情報発信などのほか、釧路市における冷涼な気候を活 
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路線バス以外により対応
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バス、乗合タクシー等）
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資料：各市町デマンドバス、乗合タクシー、スクールバス資料
（H29年度）、十勝バスＨＰ（H29.10）、ジェイ・アール・北海道バ
スＨＰ（H29.10）、ナビタイム（https://www.navitime.co.jp）  

図-12  路線バス等交通ネットワークの現状 
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出典：北海道運輸局プレスリリース資料  

図-13  貨客混載バスを活用した買い物支援サービス 
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出典：北海道観光入込客数調査報告書  
図-14  観光入込客数の推移 
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かした長期滞在事業など移住・二地域居住を促進する取

組が挙げられる。 

 

d) 安全・安心な社会基盤の形成 

近年、全国的に短時間強雨の発生回数が増加しており、

各モデル地域においても、平成28年8月の台風などよる

出水被害が頻発している。また、釧路沿岸モデル地域に

おいては、政府の地震調査委員会が平成29年12月に、千

島海溝沿いで今後30年以内に7～40％の確率でマグニチ

ュード９級の超巨大地震が起きる可能性を指摘した。こ

のため、関係機関が連携の上、さらなるハード対策とソ

フト対策を組み合わせた防災・減災対策の推進が必要で

ある。 

具体的事例としては、各自治体における、洪水発生を

前提に「いつ」、「誰が」、「何をするか」をあらかじ

め時系列で整理した水害対応タイムラインの作成、関係

機関のもと、地域住民が参加する防災セミナー、避難訓

練などが挙げられる。 

 

(3)   モデル地域圏域検討会の開催 
平成29年11月6日に開催した第１回名寄周辺モデル地

域圏域検討会では、地域の現状と課題等を共有した後、

出席者から地域づくりに関わる人材の育成、農業法人化

による新規就農者の受け入れ、物流における貨物の集積、

積雪寒冷地の強みを活かした観光振興など幅広いご意見

をいただいた。 

また、平成29年11月22日に開催した第１回十勝南モデ

ル地域圏域検討会（図-15）では、ＩoＴなどを活用した

スマート農業の推進、道の駅の商品の付加価値向上、移

住者も含めスキルのある人材の確保、経営や観光を担う

人材の育成、魅力のある雇用の場づくりなどのご意見を

いただいた。 

なお、釧路沿岸モデル地域の第１回検討会は、平成30

年2月頃開催予定である。 

 

 

図-15  十勝南モデル地域圏域検討会 

 
 
 
 
 

5.  今後の展開 

今後、モデル３圏域においては、ワーキングチームを

設置し、地域の課題解決に必要な具体的施策の検討をさ

らに進めた上で第２回検討会を開催し、いただいたご意

見をもとに重点的に取り組む施策パッケージをとりまと

める予定である。 

また、関係者が連携して、施策を着実に進めていくと

ともに、モデル３圏域での検討結果を踏まえて、道内の

他地域へ同様の取組を展開する仕組づくりを検討してい

くこととなる。 

 

 

6.  おわりに 

本稿では、人口減少、少子高齢化が進行する中、北海

道の強みである食と観光を担う生産空間に住み続けられ

る環境づくりを推進するために、北海道型地域構造の特

徴、一般論としての施策の方向性、また、検討途中では

あるが、モデル３圏域の現状や課題、施策のイメージな

どについて一定程度示した。 

 急速な人口減少・高齢化の進行に対し、何か一つの施

策で抜本的に解消することは難しい。そのため、地域の

関係者が知恵を出し合い、各々の施策を最大化させる視

点で効果的・効率的に連携し、相乗効果を引き出すとと

もに、各施策を少しずつでも、着実に実行していくこと

が重要である。 
生産空間を支える取組は、モデル圏域での検討結果を

他の地域に展開するなど、全道各地に広げ、地域の持続

的かつ自発的な取組にしていく必要がある。 

検討会のある出席者から「経済優先から舵を切り、生

き方優先の地域に」というご意見があった。そこで暮ら

している方々が、笑顔で活き活きと暮らしているからこ

そ、周りの人を惹きつけ、魅力のある地域と感じるのだ

と思う。生産空間で暮らす方々の生活を重視し、毎日、

安心して笑顔で暮らすことができるよう、この取組を着

実に進めていきたい。 
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