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第１章 東神楽町の特長と現況

2



3

40年間人口が増え続け「神ってる」町！
東神楽町の人口（H29.10月末現在)

１万0,375人（H22⇒H27人口増加率10.1％）

東神楽町は、「北海道で一番の住みやすい町」とし
て有名であり、H27国勢調査において人口増加率
は10.1%
【北海道１位、全国10位、北海道・東北では２位、
町の中では全国６位】。

40年間で倍増！

40年

全国順位 都道府県 市町村 人口増加率
（H22⇒H27）

１位 福岡県 新宮町 23.0％

２位 鹿児島県 十島村 15.1％

３位 宮城県 大和町 13.5％

４位 沖縄県 与那原町 12.8％

５位 沖縄県 与那国町 11.2％

６位 愛知県 長久手市 10.7％

７位 埼玉県 戸田市 10.6％

８位 茨城県 つくばみらい市 10.5％

９位 山梨県 昭和町 10.5％

10位 北海道 東神楽町！ 10.1%

単に人口増加率が大きいだけで
はなく、40年間継続して人口が
増え続けていることが自慢。

長年にわたる「住みやすいまちづく
り」の取組がやっと花開き、ついに

ベストテン入り

過疎化の進む北海道にあって、人口増を実現した神がかっている町！

とことん、住みやすい町を追求してます！
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子供の割合は15年連続「北海道内No1」

国勢調査 人口 年少人口 年少人口率 ランキング 全国平均
平成12年 8,127人 1,535人 18.9％ 道内２位

（１位は南幌町20.7％）
14.6％

平成17年 9,194人 1,717人 18.7％ 道内ダントツ１位！
（２位は更別村、芽室町16.5％）

13.8％

平成22年 9,292人 1,583人 17.0％ 道内ダントツ１位！
（２位は別海町15.8％）

13.2％

平成27年 10,233人 1609人 15.7％ 道内ギリギリ１位！
（２位は猿払村15.5％）

12.6％

北海道で最も子供の多い「北の子ども王国・東神楽」

子育て支援と教育の充実に力を入れ、
入れ替わりの激しい北海道の年少人
口率ランキングにあって、継続的安定
的にトップを維持



現在、国際線ターミナルの増改築の整備中。
来月グランドオープンの予定

北の玄関口・旭川空港が立地
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旭川空港降りたら０分で東神楽町

2020年4月には北海道内7空港（新千歳、

函館、釧路、稚内、女満別、旭川、帯広）は
一括民間委託（予定）

【旭川空港の概要】
就航率99.1％。除雪体制が充実しており、大雪で閉鎖さ
れることがほとんどない。「大雪には、慣れている」。
年間乗降客数：114万人（全国27位）
東京間１日往復９便（JAL、ANA、AIR DO）
中部間１日往復１便（ANA）
台北間１日往復１便（タイガーエア）
ホノルル間１日往復１便（JAL）



第２章 地方創生に対するそもそもの考え方
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人口増加の要因と人口安定化に向けて①

 人口増加・安定化のための方策を見出すには、実際に人口が増加している自治体の傾向や取組内容の調査・分
析が最短の近道。

 このため、近年、人口が増加した自治体の特徴や、各自治体の人口ビジョン、地方版総合戦略等を調査・分析。

 2010年から2015年にかけて人口が増加した自治体は、全国に321自治体（全自治体中18.4％）があるが、そ
のうち（東神楽町の人口1万人強に近い）人口5,000人―5万人規模の108自治体を調査・分析対象とした。

＜第一のパターン【20万都市経済圏】＞
 その結果、5000人―5万人の規模の自治体で実際に人口が増えているのは、「都道府県庁所在地or20万以上の都市」から20キ
ロ以内（あるいは移動距離30分以内）の地域ばかり（次ページ表；白色。108自治体中79自治体。約８割）。

 さらに、その多くは、教育や子育て支援に集中的に投資している。
（参考）なお、各都道府県の人口増加率No.1のどこの町も、30代―40代が増加し、高齢化率が低く、年少人口が多い。

同時に、子育て支援や教育水準の向上に努めている。

＜第三のパターン【企業誘致に成功】＞
 企業等の誘致・立地することで人口が増加して地域もある（次ページ表：だいだい色。108中６自治体）。

➡ しかし、企業の誘致を行った79.6%（「企業誘致活動に関するアンケート調査結果（一般財団法人日本立地センター）」）の自
治体において、これが人口増加に寄与している自治体は、わずか７％に過ぎない。

＜第二のパターン【リゾート地】＞
 沖縄や軽井沢、ニセコ近辺地域などリゾート地も人口増加。多少不便でも、リゾート地なら人は住みたいと考えるようだ。

（次ページ表：青色。108中13自治体）

＜【その他】＞
さらに例外として、個々の特殊事情により、人口が増加している地域も散見される。（次ページ表：黄色。108中７自治体）。
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人口増加の要因と人口安定化に向けて②
 人口5,000人―5万人規模で人口が増えている全108自治体は以下の通り。

2010➡2015年人口増加自治体一覧（人口5,000-5万人の自治体のみ抜粋）
順位 都道府県 特別区/市町村 2015年調査 増減率(％) コメント

2 福岡県 新宮町 30,344 22.955 福岡市の隣
6 宮城県 大和町 28,244 13.457 仙台市の隣
7 沖縄県 与那原町 18,410 12.82 那覇市（人口30万強）まで９キロ

12 茨城県 つくばみらい市 49,136 10.515 東京都区部のベッドタウン
13 山梨県 昭和町 19,505 10.491 甲府市（20万弱）の隣
14 北海道 東神楽町 10,233 10.127 旭川市の隣（13キロ）

15 沖縄県 中城村 19,454 10.034 那覇まで20キロ、浦添市（10万）まで10キロ、
宜野湾市（10万）の隣

17 三重県 朝日町 10,560 9.703 四日市市（30万）と桑名市（15万弱）の間
19 愛知県 阿久比町 27,747 8.957 名古屋まで電車で20分
20 沖縄県 八重瀬町 29,066 8.939 那覇まで15キロ
21 熊本県 菊陽町 40,984 8.613 熊本市に隣接
24 福岡県 粕屋町 45,360 8.008 福岡市に隣接
25 熊本県 大津町 33,452 7.101 熊本市まで20キロ
27 宮城県 大衡村 5,703 6.918 トヨタグループの小型車の一大生産拠点
30 群馬県 吉岡町 21,080 6.459 前橋市に隣接
31 沖縄県 南風原町 37,502 6.407 那覇市に隣接
39 沖縄県 南城市 42,016 5.679 那覇市まで15キロ
41 宮城県 利府町 35,835 5.416 仙台市の隣
42 愛知県 豊山町 15,177 5.359 名古屋市に隣接
43 三重県 川越町 14,752 5.349 四日市市（30万）と桑名市（15万弱）の間
45 埼玉県 滑川町 18,212 5.132 東京都区部のベッドタウン
49 愛知県 高浜市 46,236 5.017 刈谷、安城、碧南、半田市（合計51万）に隣接
50 沖縄県 恩納村 10,652 5.008 沖縄リゾート効果
52 沖縄県 宜野座村 5,597 4.99 沖縄リゾート効果
57 東京都 日の出町 17,446 4.781 八王子（58万）まで12キロ
59 福岡県 須恵町 27,263 4.681 福岡まで10キロ
63 埼玉県 伊奈町 44,442 4.584 さいたま市まで15キロ
69 熊本県 嘉島町 9,054 4.357 熊本市に隣接
74 愛知県 幸田町 39,549 4.268 岡崎市（38万）に隣接
75 大阪府 田尻町 8,417 4.106 関空がある。関空ができて以来人口増加
77 神奈川県 開成町 17,013 3.934 小田原市（20万）、南足柄市（５万）に隣接
79 福岡県 志免町 45,256 3.884 福岡市に隣接
80 徳島県 藍住町 34,626 3.863 徳島市（25万）、鳴門市（５万）に隣接
81 山梨県 忍野村 8,968 3.856 ファナックの本社および主力工場群が所在

82 静岡県 長泉町 42,331 3.847 沼津市（19万）、三島市（11万）、裾野市（５
万）、富士市（25万）に隣接

83 沖縄県 北谷町 28,308 3.829 沖縄リゾート効果
84 奈良県 王寺町 23,025 3.8 大阪市のベッドタウン
87 愛知県 大口町 23,274 3.689 犬山市、江南市、小牧市（合計30万人）に隣接
88 愛知県 大治町 30,990 3.677 名古屋市に隣接
89 徳島県 北島町 22,446 3.638 徳島市の隣
91 大阪府 島本町 29,983 3.622 京都市に隣接、大阪のベッドタウンでもある

93 長野県 南箕輪村 15,063 3.576 伊那ハイテクバレーの一角。子育て支援の充
実等による。

順位 都道府県 特別区/市町村 2015年調査 増減率(％) コメント

101 岐阜県 岐南町 24,622 3.436 岐阜市、各務原（15万）に隣接。名古屋のベッ
ドタウン

104 沖縄県 読谷村 39,504 3.414 沖縄リゾート効果
107 滋賀県 愛荘町 20,778 3.281 彦根市（11.5万）、東近江市（11.5万）に隣接
108 石川県 川北町 6,347 3.254 金沢市のベッドタウン
110 北海道 東川町 8,111 3.207 旭川市の隣
116 長野県 御代田町 15,184 3.026 軽井沢リゾート効果
120 沖縄県 今帰仁村 9,531 2.96 沖縄リゾート効果
122 山形県 東根市 47,768 2.917 山形市、宮城県仙台市に隣接
124 熊本県 益城町 33,611 2.861 熊本市に隣接

126 和歌山県 日高町 7,641 2.812

クエの町。近くに経済圏はない（御坊市2.5
万）。人口増加要因は、「地価が安い」「比較的
津波の被害が少ない」「高校生まで医療費無
料化や子育て支援センター、学童保育の開設
など子育て施策の充実」等

127 香川県 宇多津町 18,952 2.81

四国の玄関口。本四連絡橋がある。高松方面
と松山方面の分岐点。隣接する丸亀市、坂出
市で15万人の経済圏。瀬戸大橋の開通にあ
わせ、ゴールドタワーなどの観光・商業施設の
充実や高層マンションの建設などにより大きく
発展。

128 福島県 西郷村 20,322 2.808

白河市（6万）に隣接。白河オリンパス（株）の
基幹工場等が立地。首都圏への新幹線通勤
の利用者も多い。
村内には高速道路ＩＣ、新幹線駅、JRA場外馬
券売り場、大型商業施設、大型の工場など財
源となる施設が多数ある

139 宮崎県 三股町 25,404 2.435 宮崎市に隣接
140 愛知県 東郷町 42,858 2.406 名古屋市に隣接
144 群馬県 大泉町 41,202 2.347 熊谷市（19万）、太田市（22万）に隣接
147 新潟県 聖籠町 14,040 2.303 新潟市、新発田市（10万）に隣接
155 奈良県 葛城市 36,635 2.164 大阪府東部のベッドタウン
159 京都府 精華町 36,376 2.094 大阪市、京都市、奈良市のベッドタウン

163 福島県 相馬市 38,556 1.954

福島県中通りへのアクセスの要所。港湾や海
水浴場といった海辺を活かした産業でにぎわ
う。
変化を見ると、人口が増加している地域という
よりも人口安定地域。

170 青森県 六戸町 10,423 1.777 十和田市、三沢市（合計10万人）に隣接。星野
リゾート青森屋が立地。

173 岩手県 矢巾町 27,678 1.739 盛岡市に隣接
177 兵庫県 播磨町 33,739 1.676 明石市（30万）、加古川市（26万）に隣接

178 宮崎県 綾町 7,345 1.675
宮崎市に隣接。「有機農業の町」、「照葉樹林
都市」などをスローガンとする町おこしの成功
例として知られる。

189 沖縄県 金武町 11,232 1.5 沖縄リゾート効果
196 沖縄県 石垣市 47,564 1.368 沖縄リゾート効果
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人口増加の要因と人口安定化に向けて③

 経験則で言うならば、5,000人―5万人規模の自治体が人口を増加（安定化）させるためには、以下のいずれかしか道はない！
①都道府県庁所在地or20万以上の都市の隣（20キロ以内）で、教育水準も高め、子育て支援を充実させること。
②リゾート地化すること（ただし、それなりに時間とコストがかかる）。
③企業の誘致に成功すること。（ただし、確率は必ずしも高くはない）

順位 都道府県 特別区/市町村 2015年調査 増減率(％) コメント

202 奈良県 広陵町 33,487 1.261 橿原市、香芝市、大和高田市（合計26万人）に
隣接

205 沖縄県 北中城村 16,148 1.235 沖縄リゾート効果

206 和歌山県 上富田町 14,989 1.229

田辺市、白浜町と本町あわせて、12万人程
度。「食糧物資支給制度」という「生活保護の
認定は受けられないが極度に困っている」家
庭を対象とし、米などの食料品を支給する制度
を実施。月2万円分が上限で。町長が支給を決
めると、担当職員がすぐに買い物へ行くことに
なっているとのこと。

207 福島県 大玉村 8,679 1.225 郡山市（33万）に隣接
210 宮城県 大河原町 23,798 1.139 仙台方面を志向する人々へのベッドタウン化
212 宮城県 岩沼市 44,678 1.111 仙台市まで20キロ。仙台空港が立地。
215 愛知県 蟹江町 37,085 1.082 名古屋市に隣接

222 宮崎県 木城町 5,231 1.043 日向市、西都市（合計10万人）に隣接。推移と
しては人口減少基調の中にあって、増加した。

232 徳島県 松茂町 15,204 0.889 徳島市と鳴門市に隣接。なお、空港がある町
でもある。

233 三重県 玉城町 15,431 0.876 京セラ、パナソニックの工場立地
234 栃木県 壬生町 39,951 0.874 宇都宮市に隣接

235 岐阜県 富加町 5,564 0.87
関市、美濃加茂市（合計13万人）に隣接。推移
としては人口減少基調の中にあって、増加し
た。

239 北海道 幕別町 26,760 0.802 帯広（17万）に隣接
246 兵庫県 太子町 33,690 0.754 姫路市（53万人）に隣接
248 愛知県 扶桑町 33,806 0.739 名古屋市のベッドタウン

249 茨城県 東海村 37,713 0.735 日立市（18万）、ひたちなか市（15万）に隣接。
原子力発電所が立地。

251 佐賀県 江北町 9,583 0.715 佐賀市まで17km。鉄道と国道ともに分岐点に
あたる

254 広島県 海田町 28,667 0.674 広島市に隣接
255 佐賀県 上峰町 9,283 0.64 佐賀市約15km、久留米市から約15km
256 福島県 三春町 18,304 0.621 郡山市（33万）に隣接
259 三重県 菰野町 40,210 0.58 四日市市に隣接

順位 都道府県 特別区/市町村 2015年調査 増減率(％) コメント
264 奈良県 三郷町 23,571 0.559 八尾（26万）に隣接。大阪のベッドタウン

265 神奈川県 寒川町 47,936 0.554 茅ヶ崎（25万）、藤沢市（43万）、海老名（13
万）に隣接

266 福岡県 筑前町 29,306 0.518 福岡市に隣接
271 宮城県 柴田町 39,525 0.468 仙台方面のベッドタウン化
275 福岡県 那珂川町 50,004 0.45 福岡市に隣接
276 石川県 能美市 48,881 0.413 小松市、白山市（合計20万）に隣接
279 京都府 大山崎町 15,181 0.397 京都市に隣接、大阪のベッドタウン

286 兵庫県 加東市 40,310 0.321 西脇市、三木市、小野市、三田市、加西市、篠
山市（合計35万）に隣接

290 栃木県 さくら市 44,901 0.297 宇都宮市に隣接
291 三重県 いなべ市 45,815 0.287 四日市市（30万）と桑名市（15万弱）に隣接
295 石川県 内灘町 26,987 0.223 金沢市に隣接
298 長崎県 佐々町 13,626 0.199 佐世保市（25万人）に隣接
299 埼玉県 宮代町 33,705 0.19 春日部市（23万）、久喜市（15万人）に隣接

303 愛知県 武豊町 42,473 0.153 常滑、碧南、半田市（合計24万）に隣接。重要
港湾の衣浦港を抱え、沿岸には工業地帯。

304 熊本県 西原村 6,802 0.147 熊本市まで20キロ。隣接する大津町、菊陽町、
益城町いずれも人口増加自治体

306 岡山県 里庄町 10,929 0.119 倉敷市（47万）、福山市（46万）のベッドタウン
313 石川県 津幡町 36,968 0.076 金沢市に隣接
318 青森県 おいらせ町 24,222 0.045 八戸市（23万）、三沢市（4万）に隣接
319 佐賀県 吉野ヶ里町 16,411 0.037 福岡市に隣接
320 長崎県 長与町 42,548 0.031 長崎市に隣接

＜参考＞人口が増えている都道府県は下記８都府県のみ
「福岡県」・・・大都市
「沖縄県」・・・リゾート地
「埼玉県」「千葉県」「東京都」「神奈川県」・・・大都市

 東神楽町に当てはめてみると、「企業誘致」や、「リゾート化」を狙うという選択肢が
ないわけでもないが、隣接する旭川市が元気なうちは、これまでどおり、高い教育水
準を維持し、子育て支援を充実させることが大切。

低く見積もっても15万経済
圏以下の町の人口増加は

もうムリ・・・・

「愛知県」・・・大都市
「滋賀県」・・・大阪府、京都府に隣接
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地方創生仮説①

人口の安定化

経済の活性化

ソフトパワーの充実
「●●の町」で売り出して、
注目を浴びて、

観光が盛んになれば、
経済が盛り上がり、
働く場所が増えて、

人口も増加する

人口が増えている都市でも、必ずしも知名度が
高くはないし、観光が盛んとは限らない。
人口増加率が東神楽町より高い町（福岡県新宮
町、宮城県大和町、沖縄県与那原町、山梨県昭
和町）を知る人は、会場にどれだけいますか！？東
神楽だって知名度や経済で人口が増えてきたわけで
はないでしょ？

ソフトパワーの充実は、住民の誇りや連帯感の醸成、知名度向上、観光振興とい
う意味では効果を発揮すると思われるが、人口増加に寄与するわけではない。
 「地域ブランド調査2016」（株式会社ブランド総合研究所）によると、地域ブランド上位町
村だけ抽出しても、「屋久島町」「軽井沢町」「箱根町」「美瑛町」「白浜町」「与那国町」「白
馬村」「平泉町」「高千穂町」と観光地が並ぶ。しかし、人口が増えているのは軽井沢町と与
那国町のみ。有名になっても人口は増えていない証拠と言える。

➡「人口政策（ヒト）」と「経済政策（カネ）」と「ソフトパワーの充実（ブランド）」は政策上、別物だ
と認識すべき。自治体の課題に合わせて政策立案をしないと効果が出ない！！
もちろん、ソフトパワーの充実が人々を町に引き寄せる場合もあるので、ソフトパワーの充実から経済活性化、人口安定化につなげよ
うというストーリーは必ずしも無意味ではないが、このストーリーに心中しては、効果的、効率的な政策運営ができるとはいえない。

経済規模：300億⇒329億

経済規模：130億⇒147億

実際に、観光で経済が活性化している町でも、
必ずしも人口が増えているわけではない。
東神楽町近郊で特に観光に力を入れているのは、美
瑛町と上川町。共に2010年から2013年にかけて経
済規模は増加しているが、人口は減少（左図）。

（出典）RESAS>地域経済循環マップ＞地域経済循環図
（出典）総務省統計局「国勢調査」
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地方創生仮説②

 東神楽町の失業率は3.911％（2010年）。全国平均値は5.1％（2010年）であ
り、上川管内の他の地域と比べても良好で、東京（5.870％）や札幌（7.700％）、
旭川（8.078％）と比べても、きわめて東神楽の雇用環境は良い（働く場所はある）。

 一方、失業率が平均値よりも高い自治体は、働く場所がないのが課題だが、東神楽町の
場合、「働きたくても働けない＝働く場所がない」のではなく、「働いてほしいのに働いてくれ
る人がいない＝働く人がいない」ことが問題。すなわち、働き口を増やすだけでなく、働く人
材の掘り起こし（女性の社会進出、ニートの社会人教育、高齢者の再就職、障がい者
雇用を促すことなど）に力を入れるべき。

自治体名 完全失業率 完全失業者数 労働力人口

上砂川町 22.72% 351人 1,545人

旭川市 8.08% 13,556人 167,809人

札幌市 7.70% 71,834人 932,871人

上川町 6.18% 144人 2,331人

鷹栖町 5.65% 208人 3,679人

当麻町 5.57% 202人 3,626人

美瑛町 5.09% 279人 5,481人

名寄市 4.86% 752人 15,468人

東川町 4.79% 190人 3,965人

士別市 4.63% 502人 10,853人

比布町 4.50% 97人 2,155人

美深町 4.46% 111人 2,490人

富良野市 4.43% 569人 12,852人

上富良野町 4.39% 272人 6,201人

愛別町 4.11% 68人 1,653人

占冠村 4.06% 36人 887人

東神楽町 3.91% 182人 4,653人

下川町 3.88% 73人 1,880人

和寒町 3.85% 77人 2,001人

中川町 3.69% 38人 1,030人

南富良野町 2.51% 36人 1,436人

中富良野町 2.47% 71人 2,872人

音威子府村 2.38% 12人 504人

剣淵町 2.29% 44人 1,925人

幌加内町 1.58% 14人 889人 (出典)完全失業率は、「労働力調査結果」（総務省統計
局）、有効求人倍率は、厚生労働省「一般職業紹介状況」

全国の雇用環境の変化

(出典)RESAS>雇用/医療・福祉マップ＞有効求人倍率

(出典)統計でみる市区町村のすがた2016 

（地方創生の誤解①）
 「働き場所がないから人口が増えない」というのは誤り。地方の大
半は失業率が低い。事実、多くの中小企業や農家は人手不足
に悩まされている。

➡地方には結構働く場所がある！「地方」を一括りにしてはいけない

（地方創生の誤解②）
 「地方に住みたいけれど働く場所がないから」、「経済が
盛り上がらないから」人が地方に住まないのではない。人
は、いかに「生活しやすいか」で住む場所を決める！

➡経済は住みやすさの指標の一要素に過ぎない！



第３章 40年間で人口が倍増した
東神楽町の行く末
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前代未聞のスピードで進む高齢化①

 各種推計値から、東神楽町はこれから高齢化が進むとともに、生産年齢人口（働く人の数）が急速に減少する推計が出ている。

 現在の東神楽町の老年人口比率は24.3％であり、全国平
均27.3％、北海道平均30.5％）。

 しかし、2040年には40％をも超える見込み。

 年少人口割合は2030年で４割減になる見込み。
 人口減少を上回る勢いで生産年齢人口が減少

（出典）RESAS＞人口マップ＞人口構成、将来人口推計

働く人が6000人から4000人へ！

高齢者は2500人から3500人へ！
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前代未聞のスピードで進む高齢化②

 東神楽の良さは「人口増加率道内NO１」「子どもの割合15年連続北海道で１位」だが、両方とも当然、陥落する。

 人口が減る普通の自治体、若い住民がほとんどいない高齢者の町になる。

 単なる「旭川空港がある町」になる恐れ。
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高齢化の何が問題なのか？
 高齢化がより一層の高齢化を招く、高齢化スパイラルに陥る可能性がある。

相対的に、若者支援
（子育て、教育等）
が手薄になる。

若者世帯が一層、流
入しにくくなる

一層、高齢化が進む

若者に優しくない町にな
る

高齢者対策に対する住民
からの行政ニーズが強まる

高齢者支援に対する
予算が拡充される。

＜予想される循環ー止まらない高齢化ー＞

高齢化の進む自治体は、支援者の高齢化から高齢者支援に対する行政ニーズが大きくなり、若い層の意見を政策に反映しにくくなる。

• 子育て支援、教育予算の抑制
• 財政拡充圧力と財政難のせめぎあい
• 高齢者が住みやすく高齢者が集まる町
• ワカモノの集まらない町

＜想定される展開、課題＞

• 荒廃した住宅の増加、ゴーストタウン化
• 治安悪化
• 商工業の後継者問題
• 農業の担い手不足

• 増大する空き家

• 活気のない町

• 止まらない人口減少
• 減り続ける人口に対して町民から不

安の声
• 生産年齢人口減少による税収減
• 高齢者支援を拡充・充実

スパイラルに陥る前に、今から動き出すしかない！



東神楽町の財政規模
 東神楽町の財政規模は、全国平均との比較でも類似自治体の比較でも著しく小さい。

 特に、義務的経費が占める割合が大きく、政策に使える予算が少ない。

 交付税は楽観的に見積もっても横ばいが続き、地方税も減少が見込まれ、今後、税収・財政規模が増える要素・要因はない。

財政規模 義務的経費 義務的経費比率
全国平均 296億円 141億円 47.6％
町村全国平均 76.3億円 25.1億円 34.7％
類似団体平均
（人口１万人換算）

75.2億円 25.5億円 33.9％

東神楽町 59.4億円 33.3億円 56.1％
もし、類似団体並みの75億程度の予算があれば、義務
的経費比率は47.4％となり、全国平均並みになる。

 【地方交付税交付金】国は「国・地方合わせた基礎的財政収支
（PB）黒字化」を目指すと言っており（骨太2018）、PBが黒
字の地方交付税交付金が増額になる可能性は低い。

 【地方税】地方税は減る可能性が高い。人口
減少＆高齢化により労働者人口が減り（個
人住民税）、企業数もこのままいけば減少す
ると見込まれるから（法人住民税）。

（出典）RESAS＞地方財政マップ＞自治体財政状況の比較
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というのは東神楽町の話であって、実は、東神楽町だけの話ではない！
全国各地で、今、かつてのベッドタウンはゴーストタウン化している。

＜とあるネット記事＞
1973年、サラリーマンの住宅確保が課題だった経済同友会の主導により、丘陵が切り開かれて作られた街「鳩山ニュータウン」（埼玉県比企郡鳩山町）。約140haの広

大な土地に約３千戸の住宅が並ぶこの街は人通りも少なく、中には庭に草木が生い茂り、郵便受けにガムテープが張られた廃屋同然の家もチラホラ見受けられると
いう。ここ数年で空き店舗が増え始め、昨年には三つ在る商店街の一つが大幅に縮小されて一部が住宅地に変わった。みずほ銀行の代理店も今年６月に撤退し、住
民の多くが年金の受け取り先を郵便局に切り替えた今、郵政民営化による統廃合が心配の種だと。

所謂”埼玉都民”が数多く移り住み、1995年のピーク時には１万0729人を記録したこのニュータウンの人口（鳩山町の人口の６割を占めていた。）も年々減少を続け、
今年は９千人を割り込んだ。1985年に1943人だった小学校の生徒数も今は６分の１以下の289人となり、二つ在る小学校は来年４月に統廃合され１校になるのだとか。

念願のマイホームを得てこの地に移り住んだ第一世代とは異なり、第二世代の子供達にとっては不便な田舎という思いしかなく、この地から離れて行ってしまっている
のだろう・・・と住民の一人は語っている。

嘗ては、「都市で稼いだ高額所得を納めてくれる最高の顧客」と自治体から捉えていたで在ろう住民達。そんな彼等が続々と定年を迎え、税収は落ち込む一方で、医
療福祉は大幅に増加が見込まれている。高齢化、地価下落、税収不足の”３大疾病”による”郊外病”は、確実に大都市郊外の街を蝕み、ゴースト・タウン化させて
いっていると。

この様な一戸建て団地以上に深刻な問題を抱えているのが集合住宅。マンションの寿命は一般的に築３０年とされ、後数年で郊外ニュータウンの多くが寿命を迎える
事になるのだが、だからと言って建て替えもままならない状況に在る所が少なくないという。（2006年11月16日のネット記事）

 例えば、埼玉県鳩山町、大阪府豊能町・・・。東神楽町と同じようにベッドタウン化により、急激に人口が増加したが、今、ゴーストタウ
ン化、人口減少に苦しんでいる。東神楽町が同じ轍を踏んではいけない。

https://blog.goo.ne.jp/giants-55/e/f8ca657cad4431c87c57baa3da7939c3
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しかし、東神楽町は簡単にはゴーストタウンにならない可能性もある。
なぜなら、東神楽町はベッドタウンではないから。

東神楽の場合は旭川に食いこんだ形になり、
経済・人口流出入が一体になっている可能性≠ベッドタウン

ベッドタウン

 東神楽町では、平日夜間より平日昼間の方が滞在人口は多い（平日昼間に町内に人口流入）。このため、「東神楽町はベッドタ
ウンだ」という指摘は必ずしも当たらない。

 これは地理的に東神楽町は旭川市に食い込んでいる形になっているからだと思われる。

昼間の滞在人口が多い

都市部

通常の都市部とベッドタウンの地理的関係

出勤

帰宅

旭川
出勤
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経済的に見ても町外に稼ぎに出ている傾向があるが、そこまで多いわけでもない。
 雇用者所得（≒賃金）に着目すると、所得が町内に流入（赤で塗られた部分）していることが分かる。これは東神楽町民が旭川
市などの町外の地域で働いて稼いでくる額が、町外の人が町内で働いて稼ぐ額よりも多いことを意味している。これは町の実力以上に
所得を得ることができているという意味で喜ばしいことではあるが、同時に、町内に稼げる職場が少ないということも示唆している可能性
もある。

（出典）
RESAS ＞ 地域経済循環マップ ＞ 地域経済循環図

＜東神楽町＞

両所得の額に差がほとんどなく、
美瑛や東川に比べ、労働分配
率は高い。

＜美瑛町＞

＜東川町＞

雇用者所得の方が「その他所得
（≒企業所得等）」よりも小さい。

東神楽町内に住んでいる人が
町内で働いて稼いだ所得額

136億円

「東神楽町内に住んでいる人が町外
で働いて稼いだ所得額」

から
「他市町村に住んでいる人が

東神楽町内で働いて得た所得額」
を引いた額
42億円

東神楽町
町外

町外に住んでいる人が町内で稼いだ所得額より、町
内に住んでいる人が町外で稼いだ所得額の方が大
きい（その差が42億円）。

町外



●「民間消費」は15億円の流入。つまり、町内の人が町外で使うよりも、町外の人が町内（のスーパーやショッピングモール等）
で消費する量が多いということ。東神楽の場合、町内の人は北海道第二の都市・旭川で消費をするイメージがあるかもしれないが、
実態は、町民が旭川等の他の自治体で消費するよりも、それを上回る分だけ旭川等の他の自治体の人が町内で消費に来てく
れているということを示している。

●しかし、「民間投資」は流出。全国的に見ても約1700自治体中1554位と、流出割合が極めて高い。これは、民間企業に町
外からの投資を呼び込めていないということ。民間が投資してくれないということは、将来魅力ある産業の発展可能性が薄れるとい
うことになる。

地域経済循環マップ＞地域経済循環図

15億円

東神楽町内に住んでいる人が町内で使った額
191億円

「東神楽町外に住んでいる人が町内でお金を使った額」から
「東神楽町に住んでいる人が町外でお金を使った額」を引いた額

15億円

東神楽町

町外

町内に住んでいる人が町外でお
金を使う額より、町外に住んでい
る人が町内で使う額の方が大き
い（その差が15億円）。町外

お買物も、町内の人が町外に買いに出るよりも、町内に買いに来る人のほうが実は多い



第４章 どのように高齢化を食い止めるか？
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前代未聞のスピードで進む高齢化③
 急速な高齢化が進むことが間違いない理由は、町内宅地が完売されており、新規住民を受け入れる余力がほぼないから。人の還流
（退出、新規参入）の硬直化により、高齢化が進むのは自明の理。
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高齢化に対処する基本的考え方
⇒空き地・空き家がないのであれば、住むところを増やすしかない。しかし、宅地開発による解決は最後の手段（これから日本全体、北海
道全体の人口が減少するので）。退出した土地や建物に若者が入ってくる好循環サイクルを創出すべき。
➡今のうちに「人口循環の促進」「若者を大切にする」「健康の増進」等を実施する必要がある。

①空き地・空き家を増やし、
不動産市場を活性化させ、

流動化を促す

②ワカモノに居心地
のいい町へ

③健康寿命を
延伸
＆

高齢者の活躍

目指すは、第二世代が帰ってくる！帰りたくなるまちづくり！
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前代未聞のスピードで進む高齢化への対抗するための三本の矢＋１

①不動産市場の流通円滑化
⇒未来につながる住まいの輪事業

②ワカモノを呼び込む文化醸成
⇒町全体の意識改革
＆
教育・子育てのまちの継続

③「健康の町づくり」の強力な推進
⇒既存の取組（ひがしかぐら健康クラブ、
（株）ミルウスとの連携事業）に加え、
聖域なき健康の町の取組強化

③高齢者活躍の場づくり
⇒カムイミンタラDMO「第三の冬のアクティビティ」
における、高齢者の積極雇用＆

目指すは、「第二世代が帰ってくる！帰りたくなるまちづくり！」
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前代未聞のスピードで進む高齢化への対抗するための三本の矢＋１
①空き地・空き家を増やし、不動産市場を活性化させる

☺ 住まないならば、土地や家を売りに出す（市場に出す）ように促す。
➡住みたい人が買いやすくなるようインセンティブを付すことが必要。

☺ ワカモノをターゲットに、オシャレで、強くて、きれいな家をそろえる。
➡人口の好循環サイクルに耐えられる強固な住宅を供給し、かつ東神楽町のきれいな景観を維持できるとベター。

②ワカモノという希少な資源の奪い合いの時代が到来する中、ワカモノに居心地のいい町へ
☹ ワカモノにお祭りや盆踊りの準備をさせて、高齢者が真っ昼間からお酒を飲んでいるような町にワカモノは集まらない！

☺ 今のワカモノはスタイリッシュに、自由に、働きたい（生活したい）という願望を満たせないといけない。
➡今のワカモノには、知的産業で働いていて、自由でカジュアルな服装、細部に干渉・束縛されない働き方、成果・結果主義、リ
ゾートや郊外からの仕事、喫煙しない、健康的な食事、インスタ映えする華やかで爽やかな世界がかっこいいと思っている。

不動産市場の
流通円滑化

ハ
ー
ド
面
か
ら
の
対
策

①リフォーム支援
リフォームして、同住宅の
市場流通を促進させる。

②解体・新築支援
更地にして、同地の市場
流通を促進させる。

③住宅流通の円滑化支援
少しでも空いている土地・
家を市場に出すよう促進
させる。

ワカモノを呼び込む
文化・ブランド醸成

ソ
フ
ト
面
か
ら
の
対
策

④ワカモノに配慮し、重視
できる町の実現

⑤教育・子育てしやすい町
の促進

⑥｢40年間人口増、子供
の多さ15年連続道内
No.1｣の実績から、「住
みやすい町をブランド化」

「健康のまち」づくり
推進

ワカモノである時間を延ばす
（健康寿命を延伸）

空き地・空き家
見える化

高齢者活躍の場づくり

高齢者の積極雇用
高齢者の地域活動へ
の参画推進



事業の内容 補助金額

未来につなげる「住まいの輪」促進事業

住む

買
う

売
る

さらに！中古住宅の購入資金に【フラット３５】を利用する方は、５年間の金利優遇措置（▲0.25％）を受けることができる場合があります。

外壁の断熱工事や、断熱性能の高
い窓にとりかえるなどの工事が対
象です。 １７０万円

②バリアフリー化工事

手すりの設置工事

スロープの
設置工事

３０万円

③耐震改修工事 耐震改修で安心

５０万円

売主に ５万円分
買主に１５万円分

⑤中古住宅の流通円滑化支援

買ってよかった

売れてよかった

④住宅建替え支援 建替える場合、古い
住宅の解体を補助

４５万円

「将来に耐えうる住宅を増やし」、「不動産市場を円滑・活性化する」ために、
今年度より補助事業として未来につなげる「住まいの輪」促進事業を開始！

①省エネルギー化工事
断熱性をよくしたら

最大補助額

手摺などを設置したら

最大補助額

耐震性をよくしたら

最大補助額

住宅の売買をしたら
町商工会商品券を

建替えをしたら

最大補助額
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健康の町（健康食育タウン事業）

運動教室・料理教室

㈱タニタと連携し、活動量計で消費カロリーや歩数を計測。
バーチャル歩数イベントでは町民間で歩数を競争！

ひがしかぐら健康クラブ

町内（役場、体育館、飲食店等）に健康
の駅を４箇所設置。体組成を計測。計測結
果はパソコンやスマホでチェック！

活動量計を使った健幸ポイント事業を実施。

健幸ポイント事業

まち全体が健康一色！官民連携で町民の健康を「見える化」

脂肪燃えるんピック
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 目指すべきはまず若者が集まる町にし、その上で高齢者も住みやすい町にしないといけない。

一層、高齢化が進む

若者に優しい町になる

若者支援（子育て、教育
等）や投資的予算を確保

若者が集まる

＜理想的な流れ＞

目指すべき流れ

これまでの「住みやすい
町NO１」のブランド力

支えてくれる若者が多く
活力ある町へ

高齢者対策に対する住民から
の行政ニーズに応えられる

高齢者もワカモノも
住みやすい町へ



第５章 東神楽町の経済の現状と取組

29
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東神楽町の経済の現状（他の上川管内の自治体との比較）
 東神楽町の経済規模（≒付加価値≒儲け）は225億円（2013年）。これは３年前の200億円（2010年）に比べて増えてい
るので、経済は活性化傾向と言える。

 また、近隣自治体と比較すると、東神楽225億円の経済規模は上川19町村中第４位で上位に位置する。

 しかしながら、一人当たりの雇用者所得（≒労働者一人当たり所得）で見ると、上川19町村中12位で、近隣地域に比べて平凡。
全国的に見ても1074位で「中の下」。これは人口（町村中２位）の割に経済力が強くないことを示している。

 特に近隣の美瑛、東川、上富良野と比べて経済規模の面でも一人当たりの所得の面でも、東神楽は「稼げる町」になっていない。

単位；億円

町内総生産 2010年 2013年
旭川市 10,408 9,851
鷹栖町 149 147
東神楽町 200 225
当麻町 152 201
比布町 90 76
愛別町 90 86
上川町 130 147
東川町 204 330
美瑛町 300 329
富良野市 664 665
上富良野町 429 460
中富良野町 134 173
南富良野町 84 113
占冠村 54 61
士別市 552 582
名寄市 996 1008
和寒町 97 132
剣淵町 107 133
下川町 121 191
美深町 130 147
音威子府村 28 47
中川町 55 80
幌加内町 60 74

単位；人

増加傾向
旭川市 394万円 942位
鷹栖町 370万円 1,154位
東神楽町 379万円 1,074位
当麻町 394万円 943位
比布町 348万円 1,351位
愛別町 288万円 1,643位
上川町 377万円 1,091位
東川町 471万円 327位
美瑛町 412万円 765位
富良野市 355万円 1,291位
上富良野町 435万円 565位
中富良野町 379万円 1,073位
南富良野町 424万円 655位
占冠村 447万円 462位
士別市 322万円 1,517位
名寄市 409万円 800位
和寒町 377万円 1,094位
剣淵町 271万円 1,681位
下川町 502万円 206位
美深町 329万円 1,476位
音威子府村 569万円 73位
中川町 503万円 204位
幌加内町 455万円 423位

一人当たり雇用者報酬
旭川市 334,618
鷹栖町 6,836
東神楽町 10,268
当麻町 6,470
比布町 3,698
愛別町 2,822
上川町 3,849
東川町 8,282
美瑛町 10,028
富良野市 22,324
上富良野町 10,673
中富良野町 4,974
南富良野町 2,487
占冠村 1,220
士別市 19,032
名寄市 28,336
和寒町 3,467
剣淵町 3,102
下川町 3,452
美深町 4,518
音威子府村 817
中川町 1,652
幌加内町 1,512

人口（2017年）

（出典）RESAS＞地域経済循環マップ＞地域経済循環図（再編加工）
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東神楽町の地域経済循環図

• 東神楽町は農業が基幹産業なので、農業
一本でがんばればいいじゃないか。

• 必ずしも、バランスを取って商工業(第二次、
第三次産業)を発展させる必要はない。

• 商工業は旭川等の他の町に働きに出れば
いい。

 町民以外が町に買い物に
来てくれる町

 民間投資は少ないのに加え、
町外に流出。

 政府支出等のその他の支
出も町外に流出

 第一次、第二次産業はとても強い
が、第三次産業の競争力は弱い。

• 農業の生産性は十分高く、国営が終わると、これ以上高めるのは至難の業。
• 必ずしもバランスを取る必要はないが、企業が少ないと寡占が起きやすい。
• 寡占が起きると競争原理が働かず、競争力が弱まり、稼げない企業が増え、働く場
所が一層少なくなる。当然、商業的に魅力を感じてもらえず、観光客や他の地域から
の消費者を呼ぶことが困難になる。
※既に寡占は始まっている懸念がある。

➡ 東神楽町の課題は、「第二次、第三次産業の生産性の向上」と、「民間投資を町外から呼び込む」こと。町の特
性を活かし、企業の魅力を高めるとともに、民間投資を町外から呼び込む方策が大切。

 町民が町外に働きに出る町
 賃金と企業所得のバランスは
悪くない

（出典）RESAS>地域経済循環マップ＞地域経済循環図
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【産業別詳細分析】第一次産業について①
 農業は、全国トップクラスの労働生産性を実現。全国約1740自治体中124位。

 東神楽町は、北海道きっての稲作が盛んな農業先進地域。北海道は東側で酪農が、中東部は稲作が盛んであることがわかる。

 野菜は、グリーンアスパラ、スイートコーン、小ネギ、ほうれん草、小松菜、菜種・・・など少量多品種に生産。野菜ならほぼなんでもそろ
う町と言っても過言ではない。

大根 春菊（イエス） 南瓜 スナップえんどう
青首大根 春菊 坊ちゃん南瓜 きぬさやえんどう
からみ大根 ジャンボニラ えびす南瓜 枝豆
ラディッシュ グリーンアスパラ 味平南瓜 16ササギ
F1人参 促成グリーンアスパラ フルーツトマト 馬鈴薯
白菜 ホワイトアスパラ 中玉トマト 男爵
小松菜 パープルアスパラ トマト桃太郎 とうや
みず菜 ブロッコリー 水耕ミニトマト キタアカリ
ピリ辛みず菜 ブロッコリースプラウ ミニトマト 玉葱
キャベツ レタス ピーマン にんにく
ほうれん草 特栽サニーレタス ハニーバンダム ナンバン
土耕サラダほうれん草 特栽リーフレタス コールデンラッシュ 貝割ポット
小ネギ パセリ ハニーショコラ サラダ菜
軟白長ネギ 豆苗 ピクニックコーン ヒトビロ
水耕みつば チンゲンサイ ホワイトショコラ 妃メロン
刈みつば 特栽チンゲンサイ ピーターコーン ティアラレッド
水耕刈みつば クレソン イエローコーン ルビアレッドメロン

チマサンチュウ ルミナス

出荷野菜一覧（全70種）

ただでさえ労働生産性の高い北海道にあって、
そうそうたる農業先進地域を抑えトップクラス！

第一次産業の一人当たり付加価値
（全国順位）

2010年 2013年

北海道 418万円（１位） 420万円（１位）

東神楽町 452万円（103位） 462万円（124位）

旭川市 424万円（142位） 387万円（242位）

東川町 412万円（158位） 420万円（190位）

美瑛町 384万円（192位） 365万円（272位）

魚沼市 222万円（783位） 202万円（919位）

南魚沼市 260万円（583位） 249万円（607位）

帯広市 403万円（169位） 404万円（221位）

（出典）RESAS>産業構造マップ＞農業＞農業の構造

●東神楽町は、稲作
を中心に野菜栽培と
酪農で稼いでいる。
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【産業別詳細分析】第一次産業について②

（出典）RESAS>産業構造マップ＞農業
＞農業の構造、農業者分析、農産物販売金額➡農家レストラン、観光農園等に力を入れることで、低所得者層の底上げを図る

 農家は高齢化が進展。54歳以下の農業経営者が減り、55歳以上のどの年代も増加。

 農家の所得を見ると、「道平均に比べ、中間層に厚みがある」のが特徴。ただし、2005年から2010年にかけて低所得者層の割合が
増加。一方で、中間層が減少。 ➡農業の二極化が進んでいる懸念。

 農家レストラン、観光農園、農泊といった農業関連事業は、数的にも、割合的にもほとんど進んでいない。
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【産業別詳細分析】第二次、第三次産業について①
 東神楽町の事業所数は300前後。これは全国1739自治体中、1420番目。これは人口（1218番目）よりも、面積（1154番
目）よりも、相対的に少ない。

 人口は一貫して増え続けているのに企業数は減少。対人口の企業数は急激に下落中。

 東神楽町の経済は企業数が低下した結果、「寡占」が起きている恐れ。寡占市場では競争環境にないため、企業が経営努力のイン
センティブが働かず、競争力がつかない（魅力ある商品やサービスが生み出されにくい）環境下にある。

➡企業の新規参入を促し、より競争力の高い企業を作っていく必要

企業数は全国1474位

（出典）RESAS>産業構造マップ＞全産業＞企業数

＜事業所数ランキング＞
1,415位：長崎県東彼杵町
1,415位：北海道上士幌町
1,417位：三重県朝日町
1,418位：東京都奥多摩町
1,418位：福島県古殿町
1,420位：北海道東神楽町
1,421位：山形県西川町
1,422位：福島県只見町
1,422位：北海道標津町
1,424位：長野県阿南町
1,424位：岩手県葛巻町

※平成18年は企業統計、平成21年以降は経済センサス（定義が異なる可能性がある）

平成18年 平成21年 平成24年 平成26年

事業所数 309 288 276 287

（出典）RESAS>産業構造マップ＞全産業＞全産業の構造
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【産業別詳細分析】第二次、第三次産業について②

➡卸・小売業、宿泊・飲食サービス業を中心とした創業支援に力を入れる必要

（出典）RESAS>産業構造マップ＞全産業＞全産業の構造

（出典）RESAS>産業構造マップ＞小売・卸売業(消費)＞商業の構造

 業種別従業員数を見てみると、特に、小売業、宿泊、飲食サービス業に従事している人が少ない。

 小売業、小売業の事業所数の推移を見てみると、直近で減少傾向を示している。

 卸・小売業、宿泊・飲食サービス業で特に寡占の懸念。

➡「昼も夜も食べるところが少ない」「名産品があまりないし、売っているところも少ない」という地域の人々の声はこうし
た数字に現れていると言える可能性がある。



地域経済循環マップ＞生産分析

【産業別詳細分析】第二次産業について③
 第二次産業の生産性が高さは、建設業が牽引。建設業は従業員も多ければ、付加価値額総額も、一人当たりの生産性も高い。

 ただし、これは従来の公共工事の受注に加え、近年の宅地造成により、住宅需要が高かったことによる可能性がある。この仮説が正し
いとすると、宅地造成が終了した今、高い生産性を牽引してきた建設業の先行きも決して、楽観視できるものではない。



【産業別詳細分析】第三次産業について③

（出典）RESAS>地域経済循環マップ＞生産分析

【産業別付加価値額】

 第三次産業（サービス：宿泊、小売、卸売、輸送など）の産業別付加価値額をみると、上位２つが公共サービス、公務。共に公
的要素が高い事業であり、水道、廃棄物処理業を含めるとその割合が５割に及ぶ。純然たる（公的要素を排した）民間によるサー
ビス産業の活性化が必要。

 公的サービスを除いた一人当たりの付加価値のベスト２は、「住宅賃貸業」、「その他の不動産業」。これらも、宅地造成により新築
物件が増えたことによる可能性がある。この仮説が正しいとすると、宅地造成が終わった今、住宅賃貸業、その他の不動産業もその生
産性は今後落ち着いてくるものと推測される。

⇒このように、第二次、第三次産業は宅地造成の恩恵を受けていた企業がこれまで牽引してきた可能性が
高いように思われる。しかしながら、宅地造成が終わった今、東神楽町の「商工業」の先行きは決して楽観視
できる状況にはなく、旭川空港がある町等の特徴を生かした新たな経済政策を実施する必要がある。 37
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東神楽町の観光について①
 東神楽町に所在する「旭川空港」の年間乗降客数は114万人で、毎年57万人が東神楽町の地を必ず踏む。この全てが観光客で
はない可能性もあるが、出張観光や、出張に伴い土産品購入などもあり、乗降客数の多さは東神楽町の強み。

 東神楽町の観光入込客数は年間約25-30万人で、減少傾向にある。このうち、道外客は約3万人であり、毎年57万人が東神楽
町の地を踏みながら、約5％しか町経済に寄与していない。東神楽町は、旭川空港があるのにもかかわらず、観光客は道内客ばかり
で、空港立地としての町の強みを活かしきれていない。

➡魅力の高いイベントやコンテンツ（商品開発、スポット）を作り、道外客の「脱・通りすがりの町」を目指すことが重要。
■空港乗降客数ランキング（単位：人）

 東神楽町（旭川空港）は日本有数の
交通の要衝地

■東神楽町入込数の推移

 2019年までに32.6万人を目標なのに年々減少

■上川管内観光入込客数（単位：千人）

 当麻町、剣淵町に負けない観光客（50万
人）は呼べる潜在能力は有するはず。

■東神楽町の観光客の内訳

 東神楽は北海道外から観光客を呼び込めていない

？

順位 空港名 国内線 国際線 合計
1 羽田空港 64,935,063 15,186,617 80,121,680
2 成田国際空港 7,004,576 29,574,269 36,578,845
3 関西国際空港 6,476,193 18,652,594 25,128,787
4 福岡空港 17,004,302 4,990,675 21,994,977
5 新千歳空港 18,732,019 2,579,899 21,311,918
6 那覇空港 16,744,343 2,927,503 19,671,846
7 大阪国際空港（伊丹） 14,923,678 0 14,923,678
8 中部国際空港 5,658,437 5,184,299 10,842,736
9 鹿児島空港 5,179,727 193,234 5,372,961

10 仙台空港 2,922,997 187,366 3,110,363
11 宮崎空港 2,980,213 94,575 3,074,788
12 熊本空港 2,941,421 45,265 2,986,686
13 長崎空港 2,942,489 24,932 2,967,421
14 松山空港 2,858,063 36,723 2,894,786
15 広島空港 2,533,441 318,073 2,851,514
16 神戸空港 2,695,934 233 2,696,167
17 石垣空港 2,383,518 38,011 2,421,529
18 高松空港 1,642,872 201,646 1,844,518
19 大分空港 1,746,223 66,416 1,812,639
20 函館空港 1,543,735 200,945 1,744,680
21 小松飛行場 1,518,103 187,217 1,705,320
22 宮古空港 1,527,768 2,528 1,530,296
23 岡山空港 1,244,479 192,642 1,437,121
24 高知空港（高知龍馬） 1,407,544 782 1,408,326
25 北九州空港 1,301,556 29,221 1,330,777
26 秋田空港 1,225,936 7,891 1,233,827
27 旭川空港 988,740 152,082 1,140,822
28 青森空港 1,029,961 42,593 1,072,554
29 徳島飛行場 1,059,292 136 1,059,428
30 新潟空港 878,249 114,899 993,148

日帰り24.3万 宿泊4.0
万

道内客25.4万 道外2.9
万
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東神楽町の観光について②
 東神楽町では、冬季よりも夏季の方が多くの人が訪れている。また、平日より休日の方が滞在人口は多い（町内に人口流入）。休
日夜間の滞在人口の少なさは「町内に人口を流入させる余力」があることを示す。

 特に、休日夜間の滞在人口の95.8％は道民であり、かつ滞在人口率も高くない。東神楽町に関心を持っているのは道民だけか。

（出典）RESAS＞まちづくりマップ＞滞在人口率

■東神楽町における滞在人口推移（上段：月別、下段：2016年8月時間別）

休日の方が滞在
人口が多い

■東神楽町における滞在人口の地域別構成割合（都道府県→東神楽町）

【参考】 滞在人口率（夜間人口÷町内人口）

2016年8月休日夜間 北海道民割合

東神楽町 1.07倍 95.8%

東川町 1.01倍 道外客の誘致成
功するも、明暗が
ハッキリ分かれる

91.9％ 道外の誘客成功

美瑛町 1.11倍 90.4％ 道外の誘客成功

鷹栖町 1.01倍 99.4％ 東神楽町に次いで、
道外客が少ない町
群と言える。

当麻町 0.99倍 夜間人口流出 98.9％

比布町 1.10倍 夜間人口は多い 98.5％

愛別町 1.07倍 100.0％ 道民しかいない・・・

上川町 1.60倍 観光先進町 76.0％ 道外の誘客成功

北海道東神楽町
2016年8月 休日 20時

総数 総数（15歳以上80歳未満）

滞在人口/都道府県内ランキング 上位10件 滞在人口/都道府県外ランキング 上位10件
1位 北海道 7,936人（100.0％） 1位 東京都 174人（51.1％）

2位 神奈川県 100人（29.4％）
3位 千葉県 45人（13.2％）
4位 埼玉県11人（3.2％）
5位 宮城県 10人（2.9％）

7,936人
地域内割合95.8％

340人
地域外割合4.1％

（出典）RESAS＞まちづくりマップ＞From-to分析（一部再編加工）

冬は人が来なくなる

昼に来た人々が、夜は
別の地域で宿泊
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東神楽町の観光について③
 東神楽町における滞在人口率を、「平日平均」と「休日平均」に分けて、近隣市町村と比較分析。

 平日平均では、近隣市町村より東神楽町は季節を問わず最も滞在人口率が低い。一方、休日平均では、東神楽町は概ね美瑛
町に次いで滞在人口率が高く、観光の潜在的魅力はある程度高いものと推測。

 東神楽町を含む近隣地域一帯は、旭川市を除いて冬期間の観光客は少なく、滞在人口率は低くなる。

➡冬期間の観光客誘致が課題。⇒今冬よりカムイミンタラDMOとして地方創生交付金を活用し、冬季activity強化

平日平均 休日平均 平日平均 休日平均 平日平均 休日平均 平日平均 休日平均

東神楽町 0.973 1.06 1.016 1.113 0.983 1.073 0.94 1.025

東川町 1.04 0.996 1.07 1.037 1.057 1.027 0.973 0.905

美瑛町 1.057 1.067 1.303 1.397 1.137 1.173 1.013 0.99

旭川市 1.027 1.047 1.03 1.037 1.01 1.023 1.033 1.053

春（３・４・５月） 夏（６・７・８月） 秋（９・１０・１１月） 冬（１２・１・２月）

■東神楽町・東川町・美瑛町・旭川市における季節別平均滞在人口率（平日平均と、休日平均）

各市町の季節別滞在人口率（平日平均） 各市町の季節別滞在人口率（休日平均）

（出典）RESAS＞まちづくりマップ＞From-to分析（再編加工）

東
神
楽
町
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東神楽町の観光について④
 東神楽町において観光客を受け入れる観光地は、「花神楽」、「ひがしかぐら森林公園」、「大雪山カントリークラブ」の三本柱だが、東
川町の観光地と比較すると、「検索回数」は低いと言わざるを得ない。

 東神楽町における唯一の宿泊施設「花神楽」は、道内客が最も多く（46.5％）、関東圏が約31％、その他が約22％と続く。その
内訳は、女性利用者が多く、家族連れやカップル、女性グループが多い。

➡花神楽を訪れる道内外の女性を中心ターゲットにしたコンテンツを創出と魅力発信が大切！

■東神楽町・東川町における観光客の目的地一覧（2016年） ■東神楽町における延べ宿泊者数（日本人）構成割合（2016年）

■東神楽町における参加形態別のべ宿泊者数推移

（出典）RESAS＞観光マップ＞国内＞目的地分析
2013年 2014年

（出典）RESAS＞観光マップ＞国内＞From-to分析
2015年 2016年

家族

夫婦・
カップル
女子G

男女G

男子G

ショッピングモール
（大型スーパー）
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賑わいを取り戻すための創業支援３本柱＋１

＜創業支援三本柱＞
・第一の柱：飲食店や小売店、宿泊業に特化した
「マチのにぎわい創出補助金」（地域金融機関と連携）
・第二の柱：創業に係る金利、保証料をゼロにする
「ひがしかぐら創業融資ゼロ金利政策」
・第三の柱：交流施設で試行的に事業を行う
「東神楽にぎわいマーケット事業（チャレンジショップ事業）」

第四の柱：市街化調整区域内でも農泊、農家レストランを経営できるよう規制緩和

＜問題意識＞
・減少の一途をたどる企業数に歯止めをかける
・特に、小売店や飲食店が少ないことから、町の賑わいを取り戻す。
・町外で働いて稼ぐ町から、町内でも稼げる町へ。雇用の創出
・流出する投資に歯止めをかけ、町内への投資の拡大
・旭川空港があるけど通りすぎる町。町滞留時間の短さ
・特に第三次産業の生産性が致命的に低い

民間金融機関を核とした資金流通を促進
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