
域内循環と外から稼ぐ力を備えた産業の育成

Case.1

北 海 道 釧 路 市



釧路市の概要
釧路市は、北海道の東部に位置し、南は太平
洋に面している。2005年に釧路市、阿寒町お
よび音別町が合併し、現在の釧路市が誕生した。
市は、釧路空港（たんちょう釧路空港）や重
要港湾である釧路港を有すること等を背景とし
て、東北海道の中核・拠点都市として中心的な
役割を担っている。加えて現在、北海道横断自
動車道の整備が進められており、その完成によ
り、釧路市および東北海道の物流機能の向上が
期待されている。
多くの観光資源を有するまちでもあり、国
内第1号のラムサール条約登録湿地として知ら
れ、冬には特別天然記念物「タンチョウ」が飛
来する釧路湿原、特別天然記念物「阿寒湖のマ
リモ」が生息する阿寒湖、阿寒湖畔にある阿寒
湖温泉等に多くの観光客が訪れる。また、夏場に霧が発生しやすい気候を逆手に取り、霧の中を色と
りどりの光線が飛び交う幻想的なレーザーショーが行われる「くしろ霧フェスティバル」は、観光客
や地元の人を楽しませている。
産業面では、酪農を中心とする農業、国内有数の水揚げ量を誇る水産業および水産加工や製薬、製
紙等を中心とする製造業が盛んである。また、全国で唯一、石炭の坑内掘炭鉱が操業しているという
特色を有している。

　

■主要データ

人　　口 174,742人（平成27年国勢調査）

面　　積 1,362.92㎢（平成27年全国都道府県市区町村別面積調）

事業所数 8,871事業所（平成26年経済センサス－基礎調査）

従業者数 80,833人（平成26年経済センサス－基礎調査）

第1次産業 622人（平成26年経済センサス－基礎調査）

第2次産業 12,102人（平成26年経済センサス－基礎調査）

第3次産業 68,109人（平成26年経済センサス－基礎調査）

製造品出荷額等 237,825百万円（平成26年工業統計調査）

観光入込客数 4,256千人（平成27年度北海道観光入込客数調査報告書）

■北海道における位置
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釧路市では、限られた地域資源を有効に活用して成長を目指す「都市経営」の視点に立ち、「域内循
環の拡大」と「外から稼ぐ力の向上」を図っている。市は、水産加工業の強化によってこの二つを加
速させていくことに加え、「観光立国ショーケース※1」に選定されたことで特に外国人観光客のさら
なる誘客が期待されている観光の振興により、観光消費を増やすことでも外から稼ぐ力の向上を図り
たいと考えていた。これらの方針を検証するため、水産加工業と観光に関する現状分析を行った。

活用の背景

■ 水産加工業は市内産業に与える影響が大きく、移輸出の動向によって生産が左右されやすい。
■ 釧路市は観光に強みを持ち、近年では外国人観光客が増加している。
以上より、水産加工業の強化が域内循環の拡大につながるとともに、市に訪れる外国人観光客をター
ゲットに水産加工品の消費を促進することで、移輸出以外による外から稼ぐ方法の確立につながると
考え、移輸出や観光に関する分析を続けた。

検証結果・気づき

■ 釧路市の水産加工品は全国に比べて原材料としての販売が多く、最終消費財としての販売は少な
いと推察され、このことが労働生産性の低さに影響していると考えられる。

■ 北海道における消費額は台湾が最多だが、飲食に限ると中国や香港も多い。
■ 市内飲食店において地元産海産物は比較的使用されているが、メニューの産地表示は少ない。

次の方向性に基づいて施策への反映を検討し、域内循環の拡大と外から稼ぐ力の向上を図る。
■ 大都市と競合する汎用品ではなく、高付加価値商品やご当地商品の開発に注力する。
■ 直売所等の開設やインターネット販売を支援し、最終消費者への販売を強化する。
■ 市内飲食店における地元産海産物のさらなる活用や産地表示、中国語によるメニュー表記等を促
進し、外国人観光客による水産加工品の消費を拡大する。

分析を踏まえた今後の展開

地域経済循環の把握
（地域経済循環マップ－地域経済循環図）

分析
1

食料品製造業および宿泊業の特化係数
（産業構造マップ－稼ぐ力分析）

分析
2

食料品製造業の影響力および感応度
（地域経済循環マップ－生産分析）

分析
3

水産加工業の移輸出依存度および影響力
（独自分析）

分析
4

外国人観光客の動向
（独自分析）

分析
5

水産加工品の取引状況
（独自分析）

分析
6

食料品製造業の労働生産性
（産業構造マップ－労働生産性（企業単位））

分析
7

外国人観光客の消費動向
（観光マップ－外国人消費の比較（クレジットカード））

分析
8

市内飲食店の食材の産地
（独自分析）

分析
9

利活用事例の全体像 施策検証型

域内循環と外から稼ぐ力を備えた産業の育成

1：多くの外国人旅行者に選ばれる、観光立国を体現する観光地域を作り、訪日外国人旅行者を地方へ誘客するモデルケースを形成する
ための観光庁の取組。釧路市のほか、石川県金沢市および長崎県長崎市が選定されている。
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釧路市では従来から、限られた地域資源を有効に活用して成長を目指す「都市経営」の考え
方を重要視し、「域内循環の拡大」と「外から稼ぐ力の向上」に向けた取組を推進してきた。市は、
これらの取組を加速させるため、基幹産業の一つである水産加工業を中心とした産業育成を
行っていきたいと考えていた。また、観光の面からも、「観光立国ショーケース」に選定され
たことで、特に訪日外国人観光客のさらなる増加が期待されていることから、市内における観
光消費の増加により、外から稼ぐ力の向上につなげることをねらっていた。
そこで、これらの方針の妥当性を検証するため、水産加工業と観光に関する現状分析を行っ
た。

活用の背景

まず、域内循環と外から稼ぐ力の現状を把握するため、地域経済循環を分析した。
図1は、2010年の釧路市における地域経済循環を示したものである。このうち支出の面に着
目すると、「民間消費額」、「民間投資額」および「その他支出」のいずれも市外に流出してい
ることが分かる。また、地域経済循環率（生産（付加価値額）÷分配（所得））も100%を下回っ
ていることから、他地域から流入する所得に依存していることが分かる。
以上より、市が従来から取り組んでいる域内循環の拡大と外から稼ぐ力の向上を、今後も一
層推進していく必要があることが分かった。

分析❶   地域経済循環の把握（地域経済循環マップ）

●地域経済循環マップ＞地域経済循環図＞「表示レベルを指定する」で「市区町村単位で表示する」を選択

（図1）地域経済循環マップ　地域経済循環図［2010年］

支出が市外に流出しており、地域経済循環率も低いPoint!
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次に、釧路市の水産加工業と観光業の現状を分析した。
図2は、市の「製造業」および「宿泊業，飲食サービス業」の特化係数（付加価値額、労働
生産性および従業者数、全国水準=1）を示したものである。これをみると、水産加工業を含
む「食料品製造業」は、付加価値額および従業者数の特化係数が1以上となっていることが分
かる。また、観光業と関連が深い「宿泊業」については、労働生産性を含むすべての項目で特
化係数が1以上となっていることが分かる。
以上より、市の水産加工業と観光業は、特化係数が高いことから、市の中心的な産業である
ことが分かった。

分析❷   食料品製造業および宿泊業の特化係数（産業構造マップ）

市内の「食料品製造業」や「宿泊業」は、特化係数が高いPoint!
　

●産業構造マップ＞稼ぐ力分析＞「表示レベルを指定する」で「市区町村単位で表示する」を選択＞グラフ分析＞「表
示順を指定する」で「特化係数（付加価値額順）で見る」を選択

（図2）産業構造マップ　稼ぐ力分析［2012年］

●産業構造マップ＞稼ぐ力分析＞「表示レベルを指定する」で「市区町村単位で表示する」を選択＞「表示産業を
指定する」の大分類で「宿泊業，飲食サービス業」を選択＞グラフ分析
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水産加工業の強化が域内循環の拡大および外から稼ぐ力の向上につながるかを検証するため
の分析を行った。
図3は、2010年における市内産業の影響力係数※2および感応度係数※3を散布図上に示したも
のである。これをみると、「食料品」の影響力係数が1を超えていることが分かる。
また、図4は、2010年の市内産業における生産額が多い順に移輸出入収支の状況を示したも
のであり、収支がプラスの産業は赤色で、マイナスの産業は青色で表示される。これをみると、
「食料品」は赤色で表示されており、移輸出入収支がプラスとなっていることが分かる。
以上より、釧路市の水産加工業を含む食料品製造業は、市内の他の産業に与える影響力が大
きく、域外から稼ぐことができているため、水産加工業の強化は域内循環の拡大および外から
稼ぐ力の向上につながると考えられることが分かった。

分析❸   食料品製造業の影響力および感応度（地域経済循環マップ）

●地域経済循環マップ＞生産分析＞「表示レベルを指定する」で「市区町村単位で表示する」を選択＞影響力・感
応度分析

（図3）地域経済循環マップ　生産分析（影響力・感応度分析）［2010年］

2：ある産業に対する需要が全産業に与える影響の度合いを示す係数で、係数の値が大きいほど他産業に対する影響力が大きいというこ
とを示す指標である。

3：全産業に対する新たな需要による特定の産業の感応度を示す係数で、係数の値が大きいほど他産業から受ける影響が大きいというこ
とを示す指標である。
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●地域経済循環マップ＞生産分析＞「表示レベルを指定する」で「市区町村単位で表示する」を選択＞地域内産業
の構成を見る＞「移輸出入カラー」を選択

（図4）地域経済循環マップ　生産分析（移輸出入カラー）［2010年］

釧路市の食料品製造業は、市内の他の産業に与える影響力が大きく、域外か
ら稼ぐことができているPoint!
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分析③により得られた気づきを踏まえ、釧路市が独自に作成している産業連関表を活用して、
水産加工業をより詳しく分析した。
図5は、2005年の釧路市産業連関表のうち、移輸出依存型に分類される産業および市内産業
の影響力係数・感応度係数を示したものである。これをみると、水産加工業とほぼ同義である「水
産食料品」は、移輸出依存型産業に分類されることや、影響力係数が市内産業で最も高いこと
が分かる。
以上より、市の水産加工業は、市外への移輸出が中心であることや市内の他の産業に与える
影響が大きいことから、分析③における食料品製造業の分析から把握された結果と同様に、域
内循環の拡大および外から稼ぐ力の向上を図る上で重要な産業であることが分かった。

分析❹   水産加工業の移輸出依存度および影響力（独自分析）

●釧路市「平成17年釧路市産業連関表」

（図5）移輸出依存型産業および影響力係数・感応度係数上位10産業［2005年］
90%

10

水産加工業は移輸出に依存しており、市内の他の産業へ与える影響が大きいPoint!
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外から稼ぐ力を向上するためには、水産加工業の移輸出のほか、市外から訪れる観光客の消
費を喚起することも有効と考えられるため、「観光立国ショーケース」の選定等により、今後
ますます増加が期待される外国人観光客の来訪について分析した。
図6は、釧路市の外国人延べ宿泊者数について、近年の推移および2015年度の国別内訳を示
したものである。これをみると、近年右肩上がりで増加していることや、国別では「台湾」が
突出して多く、「中国」「香港」も上位になっていることが分かる。
図7は、近年のクルーズ船の寄港数・乗客数および乗客の内訳（外国人・日本人別）を示し
たものである。これをみると、寄港数・乗客数は年度により増減がみられるものの、乗客全体
に占める外国人の割合は、2012年度の11.5％から2016年度には66.7％まで大きくなっており、
直近では3分の2を占めていることが分かる。また、外国人乗客数も直近5年間で2016年度が
最も多いことが分かる。
以上より、市の外国人観光客は増加傾向にあることや、国別でみると台湾をはじめ中華圏か
らの来訪者が多いことが分かった。

分析❺   外国人観光客の動向（独自分析）

●北海道経済部観光局「北海道観光入込客数調査報告書」を基に釧路市作成

（図6）外国人延べ宿泊者数［2010年度～2015年度（推移）、2015年度（国別）］
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●釧路市独自調査

（図7）クルーズ船寄港数・乗客数および乗客内訳（外国人・日本人別）［2012年度～2016年度］
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外国人観光客は増加傾向にあり、国別では台湾等の中華圏が中心であるPoint!
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釧路市の地域経済循環は支出が市外に流出しており、地域経済循環率も低いため、域内循環
の拡大や外から稼ぐ力の向上の必要性を改めて認識した。市の水産加工業は、市内の他の産業
の生産に与える影響が大きいことや移輸出の動向に生産が影響を受けやすいことが分かった。
また、市を訪れる外国人観光客は近年増加傾向にあり、国別では台湾が突出して多く、中国お
よび香港も上位となっていることが分かった。
これらを踏まえ、水産加工業と観光業を中心に支援を行い、域内循環の拡大と外から稼ぐ力
の向上を図るという市の方向性は、妥当であることが裏付けられた。以降は、水産加工品の移
輸出における課題を明らかにするとともに、市を訪れる外国人観光客による水産加工品の消費
の増加の可能性を探るため、さらに分析を続けた。

検証結果・気づき

水産加工業の移輸出の状況を詳細に把握するため、独自データを基に、釧路市でつくられた
水産加工品の販路について、水産加工品の取引が多い全国の自治体との比較分析を行った。
釧路市および水産加工品の取引が盛んな全国の自治体における水産加工業の取引状況につい
て、全産業に対する取引件数に占める同産業に対する取引件数の割合をみたところ、釧路市は
全国と比較して、水産加工業同士の取引の割合が大きいことが分かった。
以上より、釧路市は全国の自治体と比較してBtoBの取引が多く、最終消費財としての生産
が少ないと考えられる。

分析❻   水産加工品の取引状況（独自分析）

釧路市は全国の自治体と比較してBtoBの取引が多いと推察されるPoint!
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水産加工業を含む「食料品製造業」の労働生産性について分析した。
図8は、釧路市の「食料品製造業」の労働生産性を、北海道および全国の平均と比較した
ものである。これをみると、釧路市は北海道および全国の平均より低いことが分かる。また、
図 2をみても労働生産性の特化係数は低いことが分かる。
以上の分析結果と分析⑥をあわせて検討すると、釧路市は全国と比較してBtoBの取引が多
く原材料としての販売が中心となっており、付加価値をより高められないまま市外へ販売して
しまっていることが、北海道および全国の平均に比べ労働生産性が低くなっている要因の一つ
と考えられる。

分析❼   食料品製造業の労働生産性（産業構造マップ）

●産業構造マップ＞労働生産性（企業単位）＞「表示レベルを指定する」で「市区町村単位で表示する」を選択＞「表
示産業を指定する」の大分類で「製造業」、中分類で「食料品製造業」を選択＞グラフを表示

（図8）産業構造マップ　労働生産性（企業単位）［2012年］

原材料としての販売が多いことが、労働生産性が低い要因の一つと考えられるPoint!
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市内で水産加工品の販売を強化することや、市内飲食店において釧路市でつくられた水産加
工品を使ったメニューの提供を促進することによって、近年増加傾向にある外国人観光客によ
る水産加工品の消費増加を実現する可能性を検討するため、外国人訪問客の消費動向を分析し
た。
図9は、北海道における外国人訪問客の消費額について、市への来訪が多い台湾、中国およ
び香港と、これらの国々の近隣に位置する韓国およびモンゴルとの間で比較したものである。
これをみると、「すべての大分類」では台湾が最大となっているが、「飲食」に限ってみると、
中国や香港の額が大きいことが分かる。
また、図10は、北海道における外国人訪問客の取引単価について、図9と同様の国々との間
で比較したものである。これをみると、「すべての大分類」と「飲食」の双方において、香港
が最大であり、台湾や中国も比較的大きな額となっていることが分かる。
以上より、外国人観光客による水産加工品の消費の増加に向けては、来訪が最も多い台湾の
ほか、「飲食」の消費額や取引単価の大きさから、中国や香港もターゲットとなり得ることが
分かった。

分析❽   外国人観光客の消費動向（観光マップ）

●観光マップ＞外国人消費の比較（クレジットカー
ド）＞指定した都道府県で分析する＞「表示順を
指定する」で「国コード順で見る」を選択＞グラ
フの表示範囲を合わせる

●観光マップ＞外国人消費の比較（クレジットカー
ド）＞「表示する内容を指定する」で「取引単価」
を選択＞指定した都道府県で分析する＞「表示順
を指定する」で「国コード順で見る」を選択＞グ
ラフの表示範囲を合わせる

●観光マップ＞外国人消費の比較（クレジットカー
ド）＞「表示する部門を指定する」の大分類で「飲
食」を選択＞指定した都道府県で分析する＞「表示
順を指定する」で「国コード順で見る」を選択＞グ
ラフの表示範囲を合わせる

●観光マップ＞外国人消費の比較（クレジットカード）＞
「表示する内容を指定する」で「取引単価」を選択＞ 「表
示する部門を指定する」の大分類で「飲食」を選択＞指
定した都道府県で分析する＞「表示順を指定する」で「国
コード順で見る」を選択＞グラフの表示範囲を合わせる

（図9）観光マップ　外国人消費の比較（クレジットカード）（国籍別消費額）［2015年］

（図10）観光マップ　外国人消費の比較（クレジットカード）（国籍別取引単価）［2015年］

台湾のほか、中国や香港からの来訪者も水産加工品消費のターゲットとなり得るPoint!
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次に、市内飲食店で提供されている食材の産地について分析した。
図11は、市内飲食店の食材の産地に関するアンケート結果を示したものである。これをみ
ると、「海産物」はその他の食材と比較し、「地元産」の使用率が大きくなっていることが分かる。
また、図12は、市内飲食店のメニューの産地表示について調査した結果を示したものである。
これをみると、全メニューのうち「地元産」と表記があるのは4.3%に過ぎず、「海鮮料理」に
ついても10.7%にとどまることが分かる。
以上より、市内飲食店において水産加工品を含む地元産の海産物は比較的使用されているが、

「地元産」との表示が少なく、観光客へのPRは不十分である可能性があることが分かった。

分析❾   市内飲食店の食材の産地（独自分析）

●釧路公立大学准教授　下山朗「観光における飲食消費と域内循環－釧路市の飲食店実態調査－」

●釧路公立大学准教授　下山朗「観光における飲食消費と域内循環－釧路市の飲食店実態調査－」

（図11）市内飲食店における食材別産地割合［2016年］

（図12）市内飲食店におけるメニューの産地表示の有無［2016年］

n=104

n=104

市内飲食店で地元産海産物は比較的使われているが、産地表示が少なく、PR
が不十分と考えられるPoint!

　
- 16 -



釧路市でつくられた水産加工品は、全国の自治体と比較して、最終消費財ではなく原材料と
してのBtoBの販売が多いことが推察される。また、このことが労働生産性の低さの一因になっ
ており、BtoCによる最終消費財としての販売に注力することで、付加価値および労働生産性
の維持・向上につながると考えられる。
観光面では、市への来訪が多い台湾、中国および香港からの来訪者の北海道における飲食消
費をみると、総額では中国が、単価では香港が高額となっている。また、市内飲食店で地元産
の海産物は比較的多く使われているが、メニューに「地元産」との表示が少なく、観光客に対
するPRが不足していると考えられる。
これらを踏まえ、域内循環の拡大と外から稼ぐ力の向上を図るため、市は次の方向性に基づ
き、施策への反映を検討している。

■ 最終消費地に近い大都市近郊での製造に優位性のある汎用品ではなく、高付加価値商品や
ご当地商品の開発に注力する。

■ 直売所等の開設やインターネット販売を支援し、最終消費者への販売を強化する。
■ 市でつくられた水産加工品の市内飲食店による活用およびそのPRを促進するとともに、中
国語等のメニュー表記を増やし、台湾、中国および香港からの来訪者の消費拡大につなげる。

以上の方針のうち、ご当地商品の開発については、市の食材を活用したレシピを全国公募し
て商品化につなげる取組を大手IT企業と連携して展開した実績があり、このような取組を今後
も続けていく。また、水産加工業者による直売所等の開設支援や、インターネット販売のため
の講座等を従来から行っており、これらの取組を一層推進していく。さらに、市では現在、旬
の地元産海産物を消費者に知ってもらい、消費の底上げを図る「くしろプライド釧魚（せん
ぎょ）」の取組を展開しており、これに市内飲食店を一層巻き込んでいくことで、地元産海産
物のさらなる使用率向上や、観光客へのPR強化につなげたいと考えている。
市はこうした取組により、水産加工業の強化による域内循環の拡大と外から稼ぐ力の向上、
外国人観光客の観光消費増加による外から稼ぐ力の向上を目指し、地域経済の活性化を実現し
たいと考えている。

分析を踏まえた今後の展開
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「都市経営」の視点によるまちづくり

釧路市は、懸案であった第3セクターの問題を整理し、財政健全
化の道筋を立てた中で、その次のステップとして、市が有する資源
を活かして稼ぎを生み出すという「都市経営」の視点を重視するよ
うになりました。そして、市全体が豊かになるためには、「域内で
お金を回す」ことと、「域外からお金を稼ぐ」ことが必要であると
いう結論に行き着いたのです。とても単純なことのように思えます
が、重要かつ本質を突いた考え方だと思っています。この考え方に
基づき、各種の施策を行うほか、市民向けのパンフレットを作成す
るなど、市全体にこの考え方を浸透させようと取り組んできました。
今回の分析も、これらの取組をさらに加速させるために行ったもの
です。

観光分野の目標達成に向けて

域外からお金を稼ぐ上で、市が重要視しているのが観光分野です。「観光立国ショーケース」
の取組にあたり、釧路市では外国人観光客の延べ宿泊客数や消費単価等に関する目標値を設定し
ており、この達成に向けた具体的な施策展開を検討しているところです。RESASでは、外国人
訪問客の周遊状況や外国人消費の動向等を分析できるので、こうした情報を上手く使いこなして、
目標達成に向けた有益な示唆が得られないかと考えているところです。

「最終消費者」向けの取組意識を醸成

域外から稼ぐことに加え、域内循環の面からも市の基幹産業である水産加工業について分析を
行った結果、原材料としての販売が多いことが労働生産性の低さにつながっているのではないか
と示唆されました。したがって、釧路市でも最終消費者に向けた製品の生産ができる産業構造に
なれば、自然と域内循環の拡大や外から稼ぐ力の向上が実現できるのではないかと考えました。
一方で、汎用的な商品では、どうしても消費者の多い大都市近郊での生産が優位になります。そ
こで、大都市と競合しない、地方ならではの高付加価値商品やご当地商品の開発・販売に力を入
れていくこととしたのです。
そのための取組の一つが、「加工品アイデアレシピコンテスト」です。これは、地元産のサバ・
イワシを使ったレシピを全国から公募し、優れたメニューを市内の水産加工業者が商品化すると
いう取組です。審査会の結果、大賞に選ばれた「鯖の味噌焼き」と「ビールが進むイワシのガー
リック唐揚げ」は、実際に商品化、販売され、売行き
も好調でした。今後も、このような地域資源を活かし
つつ消費者視点を取り込んだ釧路市ならではの商品開
発を進めていきたいと考えています。
また、市はこのほか、水産加工業者の直売店等の開
設支援も行っています。このような取組により、市内
事業者の「最終消費者」向けの取組意識を醸成するこ
とが、域内循環の拡大と外から稼ぐ力の向上を実現す
るために必要な最初の一歩だと思っています。

利活用の現場から －釧路市 都市経営課－
従来から「域内循環」と「外から稼ぐ力」を重視していたという釧路市。そのきっかけや、RESASに
よる分析を経て今後の取組にどうつなげていこうと考えているのかについて、担当部署にお話を伺った。

■鯖の味噌焼き（上）とイワシのガーリック唐揚げ（下）

■RESASを使って分析する市職員
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