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RESAS×アンケート×高校生WS

分析対象データ一覧

（1）町民向け
（2）若年層向け
（3）転入者向け
（4）首都圏在住者向け

（1）自分のクラスを表現したら？
（2）岩内町の自慢できるところは？
（3）初デートに連れていくなら？
（4）幼いころに遊んだところは？
（5）１０年後の自分は？

■岩内町総合戦略等の策定に向けたアンケート調査

■岩内高校ワークショップ：レゴを使用

■ＲＥＳＡＳ
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RESASから見える岩内町の人口

若い世代の社会減が深刻
■社会増減・自然増減の推移 （’95～15年’）

社
会
減

自
然
減

■２０歳ごとの年齢階級別人口推移（左:1980年 右:2015年）
※【人口マップ｜人口構成 人口ピラミッド】をもとに作成。

社会減・自然減ともに進行。特に社会減が深刻である。
2015年 社会減 → －231人 自然減 → －145人

■年齢階級別純移動数の時系列分析

15〜19歳→20～24歳で大きく流出。その後20～24歳
→25～29歳で若干の流入があるものの、流出傾向が続
いている。

男女ともに20～24歳の人口が特に少ない。(全体の3％)
⇒ 若者（１０代後半〜２０歳代）の転出が特に多い

北海道(2010年)

■人口ピラミッド

岩内町(2010年)

⇒２０～３９歳の世代は、他の世代に比べて減少率が大きい。
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RESASから見える岩内町の産業特徴①

建設業と製造業に特徴がある
■産業の付加価値額構成比(産業大分類2012年)

北海道平均と比較すると、『建設業』と『製造
業』で付加価値を生み出していることが特徴的
であると言える。

主要産業 付加価値額特化係数
岩内町 北海道平均

建設業 3.95 1.63
製造業 0.88 0.49

卸売業・小売業 1.06 1.15

■付加価値額特化係数(建築業2012年）

建設業全体を見ると、付加価値額特化係数
が高いが、労働生産性の特化係数は低い。
⇒原因として、従業員数の過多等が考えられる。

建設業 特化係数
岩内町 北海道平均

付加価値額 3.95 1.63
労働生産性 0.76 0.75
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RESASから見える岩内町の産業特徴②

製造業では食料品と印刷に強みがある
■製造業の付加価値額構成比(2012年)

岩内の製造業において付加価値を生み出しているのは、
『食料品製造業』『印刷・同関連業』

主要産業 付加価値額特化係数
岩内町 北海道平均

食料品製造業 3.75 1.75
印刷・同関連業 1.09 0.71

■特化係数と労働生産性（食料品製造業2012年）

『食料品製造業』の中でも、特に『水産食料品製造業』
の特化係数が高い。

特化係数＝ 23.56 労働生産性＝ 0.75

■特化係数と労働生産性
（水産食料品製造業1990年・2012年比較）

1990年 2012年

1990年と比較すると、特化係数に大幅な減少がみら
れ、産業として縮小傾向にあることがわかる。
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RESASから見える岩内町の産業特徴③

海面漁獲物販売金額は減少
また、大規模な経営体が不在となっている
■海面漁獲物販売金額 (経営体あたり)

2008年時点では、海面漁獲物販売金額が
北海道平均・全国平均共に上回っているが、
2013年のデータでは大幅に減少している。

海面漁獲物販売金額（経営体あたり）
岩内町 北海道平均 日本平均

2008年 2,324万円 2,048万円 1,387万円
2013年 1,518万円 1,930万円 1,311万円

■海面漁獲物販売金額帯別の経営体の割合

2008年と2013年のデータを比較すると、
5,000万円以上の大規模な経営体が
消えている。
しかし他地域と比較すると、収益の大きい
経営体が多いことが分かる。
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RESASから見える岩内の観光

後志外からの流入は少ない
カーナビ目的地検索の１位は道の駅

■滞在人口時間別推移

平日と休日のいづれも、夜間人口が
昼間人口を上回っている。特に平日
は、町外へ出勤・通学している人が
多いことがわかる。

休日は、夏から秋にかけて
滞在人口が比較的多い。

■岩内町の目的地一覧

1位 道の駅 いわない
2位 いわない温泉高島旅館
3位 岩内港
4位 グリーンパークいわない
5位 いわない高原ホテル

<分析からわかること>
岩内は、後志外からの人口の流
入が少なく、同時に、平日と休
日のいずれも、夜間人口が昼間
人口を上回っていることからベット
タウンになっていることがわかる。
一年を通して観光資源となって
いるのは、道の駅と宿泊施設。
季節別にみると、夏の観光資源
は「岩内港」、冬は「ニセコいわな
いスキー場」が考えられる。

2014年 休日

1.31倍

2015年 休日

交通手段：自動車

■From-to分析（滞在人口率）

休日に岩内に滞在している人口の
約9割が後志管内から流入している。
札幌市やその他遠方からの来訪は
1割以下に留まっている。

道の駅、岩内港の他、宿泊施設が
主要な検索地点になっている。

■観光マップ メッシュ分析（流動人口）
2015年 2月 休日
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RESAS×SWOT

岩内町の強みと弱み

＜強み＞

➊漁業従事者の収益性が高い
（海面漁獲物販売金額帯別の経営
体の割合が他地域より多い）

➋水産食料品の稼ぐ力がある
（水産食料品の付加価値特化額が
高い）

➌建設業の稼ぐ力がある
（建設業の付加価値特化額が高い）

＜弱み＞

➊若者が自分の将来を岩内で描いていない？
（１０歳代後半〜２０歳代の転出が特に多い）

➋子どもを産める環境が十分でない？
（子育て世代の転出が多い）

➌漁業の稼ぐ力が弱い
（海面漁獲物販売金額が減少している）

➍建設業従事者数が多すぎる
（建設業の労働生産性が低い）

➜戦略を検討する上で，
周辺地域の分析（機会と脅威）が必要。

ワークショップ

アンケート



岩内高校でのワークショップの開催(2016年3月17日 / 参加者94名 / 岩内高校体育館）

高校生の将来イメージ形成に課題
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〇 幼い頃の経験が将来の自分の姿に影響を与えている。
〇 多くの生徒が自分の将来を岩内町内で想像できていない。

レゴを使用したワークショップの実施

・・・・・

赤（家庭の温かさ），白（明るさ），黄（お金）形
（お金大事であるので円の形）

「自分の中でクラスのメンバーのイメージ
カラーであてはめた。」

『自分のクラスを表してください』

『10年後の自分を表現してください』

自分の将来を岩内町内に
想像している生徒
→ 94人中4人
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■【岩内町総合戦略等の策定に向けたアンケート調査】
結婚観とワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）

■調査対象：岩内町内の20歳以上40歳以下の男女
■実施日:2016年11月

Ｑ１「女性が家庭を持ちながら働くこと
についてどのように思いますか？」

Ｑ２「結婚・妊娠・出産を機
に仕事をやめましたか？」
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町民向けアンケート調査

理想と現実にギャップがある

34％
34％

続けるべき

34％

一度やめても
復職するべき

やめても良い

37%

29%
やめた
62％

38％
続けている
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【岩内町：1.31倍】

岩内町と後志管内の滞在人口の比較

近隣市町村からの流入が少ない
【余市町：1.53 倍】

【仁木町：1.76倍】

【赤井川村：4.20 倍】

【倶知安町：1.77倍】

【共和町：2.05倍】

【ニセコ町：2.65倍】

【小樽市：1.59倍】

11

X町 滞在人口率
X町国勢調査夜間人口

X町　滞在人口 ＝ 町に2時間以上滞留した人数
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RESASから見える外国人観光客の状況

ニセコを訪れる外国人観光客が多い

2014年11月～2015年4月

小樽市 札幌市

ニセコ・倶知安

倶知安温泉

ニセコマウンテン
リゾートグラン・ヒラフ

高橋牧場ニセコ
ミルク工房

アンヌプリ
国際スキー場

■外国人メッシュ分析（１km）

ニセコエリア
（ニセコ町・倶知安町） 千歳市登別市

冬のレジャーが目的
でニセコを訪れる外
国人観光客が多い
ことがわかる。

★参考
目的地分析の検索結果
1位 ヒルトンニセコビレッジ
2位 道の駅ニセコビュープラザ
3位 高橋牧場 ニセコミルク工房
4位 ニセコアンヌプリ
5位 ニセコノーザンリゾート・

アンヌプリ

近年、外国人観光客が増加傾向にある。
特に、中国・香港をはじめとするアジア圏
からの観光客が増加している。

<分析からわかること>
近年外国人宿泊客数は
増加傾向にあるが、宿泊
客延数の増加率はそれを
上回っている。
国別にみると、オーストラリア
人は冬に、韓国人は夏に
訪れるなど、国籍によって
全く異なった来訪状況であ
る。
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人
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■宿泊客数・宿泊客延数の推移

宿泊客数

宿泊客延数
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■H27外国人観光客入込状況(ニセコ町)

中国 韓国 台湾 香港 オーストラリア



強み 弱み

機
会

脅
威

➊若者が自分の将来を岩内で
描いていない

➋仕事と家庭の両立が難しい
➌漁業の稼ぐ力が弱い

➍建設業従事者数が多すぎる

➊漁業従事者の収益性が高い
➋水産食料品の稼ぐ力がある

➌建設業の稼ぐ力がある
➍総合戦略で海洋深層水

を推進している

➊ 労働人口がニセコへ
流出してしまう

➋ 少子化に伴う労働人口の減少に
伴う地元産業の衰退

➌ 北海道横断自動車道延伸による札幌近郊への
人口の流出

➊ニセコ
に訪れる
観光客を
交流人口として取り込む

➋北海道横断自動車道を
利用した、遠方からの観光客が
期待される

➌海洋深層水事業の期待が高まっている
➍後志管内の農業のポテンシャルが高い

❺ワークライフバランスの見直しが
進んでいる

積極的戦略 弱点強化戦略

差別化戦略 専守防衛戦略
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強み 弱み

機
会

脅
威

○岩内海洋深層水の
多角化戦略

・ターゲット：
札幌圏アーリーアダプター

・キーファクター： 販路整備

○漁業水産業の
グローバルブランド化戦略

・ターゲット：海外富裕層
・キーファクター：

グローバル人材の育成、
チャネルマネジメント

地場産業高度化戦略 持続的人口維持戦略

３Ｓ：Sustainable
Smart 
Safe 

３Ｋ：危険
きつい
汚い



○仕事も家庭もいいとこどり戦略

・ターゲット： 子育て世代
・キーファクター： ＷＬＢ

○あこがれる漁業・水産業戦略

・ターゲット： 高校生
・キーファクター：

14



人口

産業
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仕事も家庭もいいとこどり戦略

岩内海洋深層水の多角化戦略

あこがれる漁業・水産業戦略

漁業水産業のグローバルブランド化戦略
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海洋深層水の活用事例

事例１：
〇海洋深層水美容品の先駆け シユウ・ウエムラ化粧水「ディプシーウォーター」
植村秀さんが室戸沖の海洋深層水の性質「保湿効果に優れていること」を見出し、化粧品に利用
脱塩海洋深層水×アロマで爆発的な人気を呼んだ。
効果：増殖刺激や角質化の促進効果など
この商品から世間一般に海洋深層水が美容用品に広まった。

特徴：カルシウムとマグネシウムのバランスがよく、体液のミネラルバランスともよく似ている
→保湿効果につながる

事例２：
○岩内海洋深層水を活用する塩トマト「ソルトーマ」
北海道「ニセコフルーツトマト倶楽部」は、蘭越、倶知安、ニセコ、真狩の４町村、
８戸の農家で組織。
２０１１年度から塩分を加えた溶液を与えることで糖度を高めた「塩トマト」を生産しており、
１５年度からは岩内町沖の海洋深層水を与えた栽培に取り組んでいる。
20～50倍まで希釈した海洋深層水を極限まで抑えて、与えることで旨味の強いトマトが出来る。

事例３：
〇海洋深層水の発酵促進効果
発酵食品では、「カルシウム」や「マグネシウム」「リン酸」などが酵母や麹の増殖を活発にさせ、
発酵作用が高まります。みそや醤油、酒などの醸造に深層水を使うと発酵がうまくいき、
上質なものができる。

特徴：岩内海洋深層水はケイ素、カルシウム、フッ素を豊富に含み、
特にケイ素含有量は、国内深層水の中でもトップクラス

岩内町人口ビジョン・総合戦略
P58～59 「重点項目②」
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岩内の海洋深層水の可能性
〇海洋深層水とは（概要）

・水深約200メートル以深にある海洋水で、単純に地球上の海水の95%を占めている。
・３つの性質
①清浄性に優れている ②低温安定性 ③ミネラルが豊富（富栄養性）

〇岩内海洋深層水とは
・ケイ素が豊富
・水温が年間を通して1.1～1.6℃程度であり、変動も1℃未満の低温で安定してい
る。
・富山県や高知県等と比較して極めて清浄が高い。

※岩内町総合戦略では岩内海洋深層水の利活用促進が重点項目として掲げられている。

沖縄県久米島の事例

久米島では深海から汲み上げる海洋深層水を、水産業、農業、特産品開発
などに活用し、産業活性化を図り、現在では海洋深層水関連産業で年間20
億円超を売り上げている。
海洋温度差発電の実証実験も進められ、研究成果に期待がかかる。

岩内の海洋深層水利活用の事例

・海洋深層水の特徴ある、「清浄性」と「低温安定性」を生かした活魚輸送
トラックの実施。
・水産加工品（数の子、かまぼこ、ウニ等）の製造過程において使用。効果
として鮮度の維持、食材の本来の味を保つ。

高知県室戸町の事例

1985年に科学技術庁アクアマリン計画モデル実証地域として海洋深層水

の研究を開始。1989年には、日本初の陸上での海洋深層水取水施設、高
知県海洋深層水研究所が開設され、水産、医療、食品、エネルギー利用ま
で、非常に幅広い分野で研究が展開されています。
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岩内海洋深層水

食品

医療・健康

農林水産分野

× 一般家庭（周辺地域）=飲料用海洋深層水
×企業(周辺地域）=飲料用海洋深層水
×食料品製造企業(製造工程用水)

=高付加価値製品
×水産業＝鮮度の高い漁獲物
×町民・観光客＝美容製品
×周辺地域の農園＝品質の向上=海洋深層水ウォーターサーバー

×一般（札幌中心）
×企業（札幌中心）

高付加価値食料品
×食料品製造企業（札幌中心）
(製造工程用水)

高付加価値酒類
×道内酒造メーカー （製造工程揚水）

高品質化粧水
×道内化粧品メーカー

(製造工程用水)

健康ドリンク
×道内飲料メーカー

健康増進施設

農作物の安定供給
×その他野菜・果実農園

岩内海洋深層水 利用分野の拡大

美容

ウォーターサーバービジネス


