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広尾町の質的・量的な現状分析をつうじた
地域活性化策の提案―『サンタランド』の活性化に向けて

広尾町・佐藤研究室連携プロジェクト
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１．プロジェクトの概要
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前提：地元のことは地元で解決する
街の中で問題解決に向けたノウハウを蓄積する。広尾⾼校⽣に教育を施し、
そこに地域の⼈々も巻き込み、町全体で解決に取り組む。

佐藤⼤輔ゼミ

地域の⼈々広尾町北⽅圏交流振興会

広尾⾼校⽣

佐藤⼤輔ゼミ 街の⼈達のサポーター
（3年間）
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1.1 プロジェクト始動

広尾PJスタート
サンタランドのあり⽅を含め、広尾町全体の活性化について
課題解決を中⻑期的に取り組むプロジェクトにしてほしい。



1.2 広尾町の強み

※1特化係数：域内のある産業の⽐率を全国の同産業の⽐率と⽐較したもの。
1.0を超えていれば、当該産業が全国に⽐べて特化している産業とされる。

※2労働⽣産性の場合は、全国の当該産業の数値を1としたときの、
ある地域の当該産業の数値。
労働⽣産性＝付加価値額（企業単位）÷従業者数（企業単位）

※3付加価値額は、事業所の従業者数に応じて、本社で計上された
付加価値額を割り付けて算出。

地点 農業 林業 漁業
特化係数（付加価値額）

【道内順位】
14.14 66.47 205.57

【6位】【32位】
特化係数（労働⽣産性）

【道内順位】※2
1.19 1.75 0.93

【11位】【18位】
特化係数（従業者数）

【道内順位】
7.76 24.82 145.02

【10位】【40位】

付加価値額（⼀⼈当たり）2010年 漁業-特化係数（付加価値額）※3
市町村別分布（都道府県内）

6位

広尾町浦河町⽻幌町斜⾥町えりも町羅⾅町

農業・漁業・林業別特化係数※1

出所：RESAS-「稼ぐ⼒分析-付加価値額」

参考：RESAS-「稼ぐ⼒分析-特化係数」
※漁業は⽔産養殖業を除く。

出所：RESAS-「稼ぐ⼒分析-漁業-特化係数（付加価値額）」
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1.3 広尾町の強み

広尾町

ひろお
サンタランド

ひろお
サンタメール

海産物
・主要産業は道内でも⾼い⽣産額
・親潮と⿊潮が混じり合う、好条件
・季節別に多種多様な⿂が獲れる

・ノルウェー公認
・ネーミングブランド

“1年中クリスマス”サンタのふるさと”
・サンタの家や部屋などの資源

1996年10⽉22⽇に友好交流提携調印式

出所：広尾町HP 5



 ⼈⼝減少
・町内会などの地域コミュニティの機能が喪失 ・中⻑期的には、集落が維持できなくなる
・⼦どもの教育や遊び場の問題（少⼦⾼齢化） ・買物や交通の問題
・医療や福祉の需給バランスにも関連する課題 ・商店数の減少

 低い「観光⼒」
宿泊観光客数は3万5,200 ⼈で、道内179 市町村の中で、それぞれ150 位、64 位。⼈数に⽇本⼈・
外国⼈それぞれの観光消費額でウェイトづけした数値を基にした「観光⼒点数」は56 点で、121 位。

 サンタメール事業存続の危機
「ひろおサンタメール事業」 1985年スタート。ピーク時には17万2千通に達したが、現在は
採算ラインを⼤幅に下回る１万8486通。この事業での⾚字は積み⽴てた基⾦を取り崩して補てん。

参考：広尾町総合戦略第 2 節 広尾町の現況整理 （H27.12）
1.⼈⼝ビジョン及び各種産業統計から（現状と課題）より

1.4 広尾町の⼀般的な課題
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① 広尾町の資源（⾷やサンタランド）を活⽤できる。
② 雇⽤が⽣まれる可能性。
③ 多くの町外の⼈が広尾を訪れ、⼈と⼈の交流が⽣まれる。
④ 多くの⼈が広尾町に来町することで、町⺠が広尾の

素晴らしさを再確認できる。
その結果、地域住⺠の誇りや帰属意識の向上。

1.5 低い「観光⼒」への注⽬

7地域活性化

観光に注⽬する理由



２．問題の特定化
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何が本質的な問題なのか



出所：RESAS-「From - to分析（滞在⼈⼝）」

2.1 低い観光⼒-RESASによる問題の特定化

・⼗勝管内からの来町者がいるが、滞在率は低い。
・滞在率…道内：153/179市町村/全国：1736/1891市町村
・広町周辺が⽬的地となっていない。
・宿泊観光客数は 3 万 5,200 ⼈で、道内 179 市町村の中で64 位。

出所：RESAS-「⽬的地分析マップ（休⽇の動向表⽰）」
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2.2 低い観光⼒-RESASによる問題の特定化

地点 336号線 サンタランド全域
6⽉ 13,600⼈ 2,700⼈

10⽉ 33,000⼈ 2,800⼈
12⽉ 27,000⼈ 1,400⼈

出所：RESAS-「流動⼈⼝マップ（2015年-休⽇）」

336号線 サンタランド全域
広尾町における2地点の流動⼈⼝（2015年-休⽇）と6･10･12⽉の⽉別数値グラフ

・流動⼈⼝は多いが、それらの⼈が滞在していない。
・336号線を通過する⼈に⽐べ、サンタランドに⽴ち寄る⼈はかなり少ない。
・サンタランドの流動⼈⼝のピークは6⽉である。12⽉時点の流動⼈⼝は少ない。
・【来場者集計:2855⼈】－【流動⼈⼝:1900⼈】＝スマホを使わない⾼齢者層 10



・広尾町を知らない⼈が合計で165⼈中104⼈（ヒアリング調査①+Twitterアンケート調査）

・サンタランドを知っている⼈が合計で165⼈中32⼈（ヒアリング調査①+Twitterアンケート調査）

【質問：広尾町を知っているか？】

9
18

【質問：サンタランドを知っているか? 】

1
26

知らない 知らない

2.3 低い観光⼒-アンケート調査による問題の特定化

サンタランド

イルミネーション

サーフィン

そもそも知らない

【質問：広尾町といえば…？ 】

86
31

知らない

出所：ヒアリング調査①（N=27） 出所：Twitterアンケート調査（N=138）出所：ヒアリング調査①（N=27）
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2.4 問題の特定化

＝“低い「観光⼒」”の原因＝
・交通や宿泊といった観光インフラが整っていない。
・海産⾷やサンタランドといった広尾にしかない強みはあるのだが、

⽬⽟（観光資源）になりきれず、認知度も低い。
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広尾町の特徴（海産物及びサンタランド等）が
が観光⼒に貢献していない。

プロジェクトで解決を⽬指す問題



３．仮説構築

13

問題に対する原因・理由の探求



3.1 札幌市⺠へのヒアリング-サンタランド

・サンタに関係するイベントやイルミネーションは他の町でも取り組まれて
いるため差別化でできておらず、魅⼒（⽬⽟）になりきれていない。

・サンタランド以外の観光資源がないイメージを持たれている。
＝漁業が観光資源に結びついていない。

遊べる施設、また何よりも⽬⽟になるようなものが無い。

イルミネーションは綺麗だが、各都市で
⾏っているのでわざわざ遠出する必要が無い。

ex）釧路イルミネーションツアー

イルミネーションは綺麗だが、もう少し代わり映え
しないとわざわざ⾏こうとは思えない。
サンタランド、サンタランド以外にも⽬⽟となるよ
うなものが無いと、そもそも町外の⼈はランドにも
⾏かない。

札幌にも⽴派なイルミネーション
やミュンヘンがある。

サンタランド⾃体に⽬⽟に
なるものがあれば興味を持てる。

サンタランド以外にも”何か”あればサンタ
の町として訪町するかもしれない。

サンタの家だけではなく、他に注⽬を浴びる、
興味を惹かれるものが欲しい。

ランドの世界観がないので何か他に⽬を
引くものがあればいいのでは？

イルミネーションは実際、どこでもやっている。
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役場担当者
 「町⺠は役場任せになっている。」
 「32年の時を経て、サンタランド

であるという誇りが⼩さくなっている」
 町⻑もノルウェーに昔は⾏っていた。
 サンタランドは後付けで作られた。

・⾼校⽣
 サンタランドには滅多に⾏かない。
 メールの申込⽅法もわからない。

サンタランドスタッフ
 町の⼈も何とかしたいと

思っているけど、どうしていいか
わからないんだと思う。

 ⼦供たちはサンタさんに会いたくて
来るけど、会えなくて残念そうに帰っていく。

⾼校の先⽣
 サンタメールにはあまり興味を⽰していない。

旅館・店主
 昔はサンタカードは販売していたけど、

今は販売を⾃分からしなくなった。
 役場が⾏っているサンタランド事業を素直に

応援できない。
 なぜ、永⽥さんのデザインなのかわからない…

3.2 町⺠へのヒアリング-サンタランド

・町⺠の想いにズレが⽣じている。
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3.3 町⺠へのヒアリング-海産物
・漁業組合（漁師）
 年中、⿂が獲れるがパンチに⽋ける。
 商⼯サイドと漁協サイドがマッチアップで

きておらず、⻘年部の中でも⼀部仲が悪い。
 末端商品が作られないのは設備投資が

できないこと、販路が無いこと、
売り上げる確率が保障されていないから。

 ⼤量に素材を販売した⽅が、リスクもなく、
ある程度収⼊があるため都合が良い。

・お寿司屋さん
 ターゲットが不明確。
 ⼤量に仕⼊れてくれる業者に販売

するため地場産業発展しない。
 町を巻き込んだイベントができて

いない。

・地域おこし協⼒隊
 業界⼈には広尾町の海産物はブランド⼒は

あるが、消費者に伝わっていないのは問題。

・広尾おいし町づくりの会･会⻑/中華料理店・店主
 広尾の⾷のメインキャストがなく、結果的に特⾊が

なくなっている。
 漁組は現状として、利益が⼗分獲得できているため、

これ以上の儲けを必要としていない。
 将来の街の像を考える役場と今を考える漁師（漁組）

・地元のスーパーの様⼦
 珍味の冷蔵ケースに

⽣け花が置かれている。

・町⺠の想いにズレが⽣じている。
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＝プロジェクトで解決を⽬指す問題＝
広尾町の特徴（海産物及びサンタランド等）

が観光⼒に貢献していない。

＝仮説（海産物）＝
・その年の利益を優先する漁師がブランディングのための

将来への投資や⼿間がかかる製品化に後ろ向き。
・互いのプライドによる意地の張り合いや組織同⼠の意思疎通が
不⾜し、不信感をもつことで異業種交流が発展しない。

・⿂種の幅広さを広尾の魅⼒として消費者へ売りだせていない。

＝仮説（サンタランド）＝
・サンタランドならではの期待されているニーズに応えられず、

結果的に差別化できていない。
・広尾町⺠の想いが⼀致できず、町⺠全員で盛り上げることが

できていない。

3.4 仮説-問題の原因・理由

17



４．広尾町への提⾔
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4.1 問題解決のアイデア

サンタランド

海産物

【サンタが暮らし、意思疎通できる場】の創出。
対象者・役場が求めるニーズと広尾の特徴を基に提案。

【⿂種の広さを広尾の強み】
漁師に寄り添い、負担少ない新しい取り組み。
⿂種の広さを活かす×異業種交流。
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差別化

町⺠の想いを⼀致
【地域コミュニティの創造】

地域住⺠がサンタランド事業に関わりを持ち活動すること
を通じてサンタランドへの興味や広尾町への帰属意識の向上。
また地域住⺠通しが会話できる状況をつくる。

⿂種の幅広さ

年の利益を優先
異業種交流



活き活き働く町⺠と町を訪れた⼈が
混在する喜び・賑わい溢れ続ける街となる。

「観光⼒⾼い街」を⽬指す。
サンタランド・サンタメールを軸としたビジネスを
成⽴させ、広尾町に収益をもたらす。
さらにこれらのビジネスを永続的に引き継ぐ⼈・⽂化
に繋げる。

広尾PJの3カ年⽬標

未来の⽬的

町⺠と共にサンタランドとサンタメールを
磨き、価値が⼈へ伝わる。

4.2 今後の展望-５ヵ年計画

・町⺠への引き継ぎ式（調印式）
・広尾町観光客数：前年⽐10％増
・観光収益：前年⽐5％増
・サンタメール申込数：3万5千通

・広尾町観光客数：前年⽐5％増
・サンタメール申込数：3万通

・観光⼒ランキング：100P
・観光客数：前年⽐10％増
・観光収益：前年⽐5％増

・町⺠・学⽣・役場が共に
サンタランド・メールに関わり、
実際に⾏動を起こせる
コミュニティを1つつくる

・サンタメール申込数：2万5千通

1年⽬

2年⽬

3年⽬

5年⽬
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