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地 域 再 生 計 画 

１ 地域再生計画の名称 

アポイ岳ユネスコ世界ジオパークによるまちづくり 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

北海道様似郡様似町 

３ 地域再生計画の区域 

北海道様似郡様似町の全域 

４ 地域再生計画の目標 

４－１ 地域の現状 

本町は、県庁所在地である札幌市より約200ｋｍの距離、北海道の南東及び日高管内の

南東に位置している。西は鵜苫川を境として浦河町に、東はえりも町に、北東は日高山

脈をもって十勝管内広尾町に隣接し、南西は太平洋を臨んでいる。面積は364．30ｋｍ²、

東西に20．2ｋｍ、南北20．6ｋｍで、太平洋に浮かぶ親子岩をはじめ、変化に富んだ美し

い海岸線は24．2ｋｍある。 

様似川、海辺川の流域地帯を除くと、ほとんどが丘陵地帯、中起伏山地からなってお

り、河川の流域沿いと太平洋岸沿いに集落が形成されている。 

山岳は町の中央部に秀峰アポイ岳（810ｍ）、ピンネシリ（958ｍ）の連山があり、日高

山脈の支脈となっている。このアポイ岳は、高山植物群落が特別天然記念物に指定され

るなど植物学上貴重な存在となっているだけでなく、峰続きの吉田岳、ピンネシリと幌

満川対岸の幌満岳などとともに地質学的にも貴重な「幌満かんらん岩体」から成ってい

る。このため、アポイ岳を核心地域とする様似町は、「アポイ岳ユネスコ世界ジオパーク」

として、平成27年11月にユネスコ世界ジオパークに認定され、ジオパークの取り組みを

核とした総合的なまちづくりを実践している。 

本町の主な外貨獲得手段は、水産業とその付加価値を高める水産加工業、その他に鉱

工業、水力発電事業及び農業がある。しかし、鉱工業は、石灰岩及びかんらん岩採取の

規制により今後の展開は望めず、発電事業は、民間企業が自然エネルギー施策に則り水

力発電所の設備更新を行い、効率化を図っているものの、電力供給量は頭打ちとなって

いる状況である。さらにこれらの基幹産業の停滞を受けて、商業の衰退が著しい。町の

主産業である水産業と農業に関しては、担い手不足が深刻化しており、継業だけでなく、

新規就農及び就漁までを見据えた対策が必要である。 

様似町 
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 ４－２ 地域の課題 

ジオパークをツールとし、総合的なまちづくりの取り組みを行っているものの、当町

の人口は年々減少の一途を辿っており、社会保障・人口問題研究所のシミュレーション

によると平成72年には1,547人（平成29年度末 4,493人）にまで減少すると推測されて

いる。若者の都会志向は強く、若い世代の就学・就職による転出超過や、少子高齢化に

伴う自然減が要因となり、毎年約100人のペースで人口減少が進んでいるため、地域産業

の担い手が不足している。特に水産業と農業の担い手不足は深刻で、若者の都会志向に

加えて親から子へ継承されなくなりつつあることが、町全体の人口減に拍車をかけてい

る。若者が地域に残ってもらうための取り組みや、Ｕターン及びＩターンを取り込むこ

とを見据えての「地域への新しいひとの流れをつくる」ことが、当町においての喫緊課

題となっている。 

若者が地域に残るためには、生業となる仕事があることが前提とはなるが、それだけ

ではなく様似町の若者の帰属意識を高める必要がある。そのためには、ジオパークとい

うツールを活用し、ここにしかない資源を掘り起し、町民の誇りを喚起することでアイ

デンティティの醸成を図ることが重要である。また、Ｕターン及びＩターンを取り込む

ため、まずは様似町というまちの魅力を知ってもらう必要があり、観光客受入態勢を整

備し、観光ＰＲを実施していかなければならない。しかしながら、遠方から人を呼び込

むうえでの観光資源としては、町単独での資源不足感は否めなく、近隣町との広域化に

よるスケールメリットと、宣伝の強化が課題となる。 

 ４－３ 目標 

ジオパークは、貴重な遺産の保全と持続可能なまちづくりを行うことを目的としてお

り、持続可能性を高めるため、地域のアイデンティティ醸成が必須となる。その教育活

動を通じて町民の帰属意識を高め、人口流出を少しでも抑制し、Ｕターン者数の増加を

図る。さらに、町内に整備している３戸の移住検討者向け生活体験住宅を活用し、移住

する上で必須となる「仕事」と「住居」の情報を集約し、移住者のニーズを捉えた相談体

制を整備、生活体験住宅利用者へのコーディネート体制を構築することで、体験住宅の

利用から実際の移住への流れを確立し、Ｉターン者数の増加を図る。 

また、ジオパークのネットワークを活用した、まちの魅力や観光資源としての価値、

特別天然記念物に指定されているアポイ岳の高山植物の再生保全活動等を情報発信する

ことにより、滞在型観光客の誘致を図り、観光客や交流人口の増加に繋げる。 

当町は平成30年度には第９回日本ジオパーク全国大会の開催地として名乗りを上げて

いる。大会を開催することで、地元住民のジオパークに対する理解を深めるとともに、

まちづくりへの参画機運を醸成し、より町民一体となった地域の持続的発展の推進を図

る。大会においては千人近い集客への対応が必要なことから、近隣各町との連携による

広域観光の受け皿づくりも推進していく。 

 【数値目標】 

事業 
アポイ岳ユネスコ世界ジオパーク 

によるまちづくり 
年 月 

ＫＰＩ 
ジオツアー

参加者数 
延宿泊者数

アポイ岳 

登山者数 

移住者数 

※１ 

申請時 40人 1,597人 5,862人 4人 H30.1 

初年度 50人 2,600人 5,900人 5人 H31.3 

２年目 50人 2,650人 6,000人 5人 H32.3 

３年目 50人 2,700人 6,200人 8人 H33.3 

 ※１ 生活体験住宅を利用し、その後実際に移住に至った者の人数。 
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５   地域再生を図るために行う事業 

５－１ 全体の概要 

     当町の喫緊の課題である人口減少に歯止めをかけるため「地域への新しいひとの

流れ」を作る必要がある。平成27年にユネスコ世界ジオパークの認定を受けたジオ

パークをツールとして積極的な町の魅力を情報発信し、観光客・交流人口の増加を

図りつつ、移住者の獲得に繋げる。 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

     まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行った法人に対する特例 

     （内閣府）：【Ａ２００７】 

    （１）事業名：アポイ岳ユネスコ世界ジオパークによるまちづくり 

    （２）事業区分：観光業の振興 

    （３）事業の目的・内容 

    （目的） 

     当町の人口は年々減少の一途を辿っており、社会保障・人口問題研究所のシミュ

レーションによると平成72年には1,547人（平成29年度末 4,493人）にまで減少す

ると推測されている。転出超過や自然減により毎年約100人のペースで人口減少が進

んでおり、地域の担い手が不足している。人口減少対策を含めた「地域への新しい

ひとの流れをつくる」ことが、当町においての喫緊の課題となっている。 

ジオパークは、貴重な遺産の保全と持続可能なまちづくりを行うことを目的とし

ており、持続可能性を高めるため、地域のアイデンティティ醸成が必須となる。そ

の教育活動を通じて町民の帰属意識を高め、人口流出を少しでも抑制し、Ｕターン

者数の増加を図る。町内に整備している３戸の移住検討者向け生活体験住宅を活用

し、移住する上で必須となる「仕事」と「住居」の情報を集約し、移住者のニーズを

捉えた相談体制を整備、生活体験住宅利用者へのコーディネート体制を構築するこ

とで、体験住宅の利用から実際の移住への流れを確立し、Ｉターン者数の増加を図

る。Ｕターン及びＩターン移住者の増加に繋げることで、人口減少に歯止めをかけ

ることを目的としている。 

また、アポイ岳のかんらん岩や高山植物をはじめ、歴史文化も含めた地域の価値

を住民に再認識してもらい、ジオパーク活動を通じたまちのＰＲと観光等の人的交

流を進めることで、地域を活性化することを企図している。平成30年度には、第９

回日本ジオパーク全国大会の開催地として名乗りを上げている。大会を開催するこ

とにより、地元住民のジオパークに対する理解を深めるとともに、まちづくりへの

参画機運を醸成し、より町民一体となった地域の持続的発展の推進を図る。大会に

おいては千人近い集客への対応が必要なことから、近隣各町との連携による広域観

光の受け皿づくりも推進していく。 

    （事業の内容） 

    ・観光客誘致・人材育成事業 

     ジオパークで見出された地域資源の啓発やガイド養成、観光まちづくりセミナー

等の開催、異業種交流会（商工業、農林水産業、サービス業等）などの人材育成事業

を行うとともに、地域資源を活用したジオツアーの造成及び観光客誘致、海外プロ

モーション、ウェブサイトやガイドブック、パンフレットなどの情報ツールの整備

拡充等を行うことで、滞在型観光客の増加を図る。また、平成30年度には、本町で第

９回日本ジオパーク全国大会の開催を予定しており、全国からの参加者に対するジ

オパークに関する基調講演、パネルディスカッション、分科会や講演会を行うこと
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で、国内ジオパークネットワークの相互の交流・研鑽を図る。 

    ・移住・定住対策推進事業 

     移住希望者へのワンストップ窓口として設置した北海道様似町東京事務所を情報

発信の中心とし、町内に整備している３戸の移住検討者向け生活体験住宅を活用し、

移住者の増加を図る。移住する上で必須となる「仕事」と「住居」の情報を相談者へ

スムーズに提供できるよう、町内求職情報の把握と掘り起し、空き家バンクの整備

を実施することで情報集約し、移住者のニーズを捉えた相談体制を整備する。また、

生活体験住宅利用者へのコーディネート体制を構築し、体験住宅の利用から実際の

移住への流れを確立する。 

     →各年度の事業の内容 

     観光客誘致・人材育成事業 

     初年度）地域資源を学ぶふるさとジオ塾やガイドの勉強会、観光まちづくりセミ 

ナー、異業種交流会などの人材育成事業を行うとともに、ジオツアーの 

造成、有料ガイドの斡旋、台湾・タイへのプロモーション、ガイドブッ 

クの改訂、ジオサイト駐車帯の整備等を行う。また、日本ジオパーク全 

国大会（イベント民泊・広域ツアー造成を含む）を開催する。 

     ２年目）初年度に引き続き人材育成事業に取り組むことで、ガイドの担い手確保 

や地域プレイヤーの発掘につなげる。ジオツアーについても広域四町（浦 

河町・様似町・えりも町）との連携を図りながら、広域エリアでの開催 

を行う。世界ジオパークの再認定審査を通じて、ジオパークの質の向上 

を図る。 

     移住・定住対策推進事業 

     初年度）移住検討者へ生活体験住宅（ちょっと暮らし）を活用したツアー等を実 

施し、町の魅力を伝える。 

     ２年目）移住後の住宅を紹介できる空き家バンクの整備や、移住後の生活基盤と

なる仕事を見つけるための求人情報等を一元整理することで、移住者に

ＰＲを行い、移住・定住に繋げる。 

    （４）地方版総合戦略による位置付け 

     様似町まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標において「地域への新しいひ

との流れをつくる」と定めており、本事業はジオパークを活用した効果的なＰＲ活

動を実施するため、総合戦略の成果指標である観光客・交流人口の目標（平成26年

度：206,000人→平成31年度：260,000人）達成にまさに直接寄与するものである。 

    （５）事業の実施状況に関する客観的な指標（ＫＰＩ（重要業績評価指標）） 

事業 
アポイ岳ユネスコ世界ジオパーク 

によるまちづくり 
年 月 

ＫＰＩ 
ジオツアー

参加者数 
延宿泊者数

アポイ岳 

登山者数 

移住者数 

※１ 

申請時 40人 1,597人 5,862人 4人 H30.1 

初年度 50人 2,600人 5,900人 5人 H31.3 

２年目 50人 2,650人 6,000人 5人 H32.3 

 ※１ 生活体験住宅を利用し、その後実際に移住に至った者の人数。 
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    （６）事業費                        （単位：千円） 

観光客誘致 

・人材育成事業 

年度 平成30年度 平成31年度 計 

事業費計 27,029 12,300 39,329 

区分 

需用費 1,230 800 2,030 

役務費 150 150 300 

委託料 492 6,600 7,092 

使用料 133 150 283 

負担金及び補助金 25,024 4,600 29,624 

移住・定住対策 

推進事業 

年度 平成30年度 平成31年度 計 

事業費計 1,525 2,980 4,505 

区分 

需用費 534 550 1,084 

役務費 180 180 360 

委託料 0 1,400 1,400 

使用料 761 800 1,561 

負担金及び補助金 50 50 100 

    （７）申請時点での寄附の見込み                             （単位：千円） 

 H30 H31 計 

㈱アリヤス設計コンサ

ルタント 
100 ― 100

計 100 ― 100

    （８）事業の評価の方法（ＰＤＣＡサイクル） 

（評価の手法） 

毎年度、産業団体、教育機関、金融関係、労働団体、住民代表などが参画した 

「様似町総合振興審議会」において、事業効果や重要業績評価指標（ＫＰＩ）の 

達成状況、改善すべき事項の検討を行う。 

     （効果検証の方法・体制） 

毎年「様似町総合振興審議会」による効果検証を行い、翌年度以降の取 

り組み方針を決定する。 

     （効果検証の時期） 

      毎年「様似町総合振興審議会」による効果検証を行い、翌年度以降の取 

り組み方針を決定する。 

    （９）事業期間 

     平成30年4月～平成32年3月31日 

５－３ その他の事業 

 ５－３－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

 該当なし 

５－３－２ 支援措置によらない独自の取組 

    （１）アポイ岳ユネスコ世界ジオパークによるまちづくり事業 

       事業概要：ジオパークをツールとした総合的なまちづくり 
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       事業主体：北海道様似町 

       事業期間：平成32年4月～平成33年3月 

６ 計画期間 

地域再生計画認定の日から平成33年3月31日まで 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

 ７－１ 目標達成状況に係る評価の手法 

毎年度、産業団体、教育機関、金融関係、労働団体、住民代表などが参画した 

「様似町総合振興審議会」において、事業効果や重要業績評価指標（ＫＰＩ）の 

達成状況、改善すべき事項の検討を行う。 

 ７－２ 目標達成状況に係る評価の時期及び評価を行う内容 

      毎年３月に「様似町総合振興審議会」による効果検証を行い、翌年度以降の取 

り組み方針を決定する。 

 ７－３ 目標の達成状況に係る評価の公表の方法 

      評価後、広報誌及びホームページ等により実施する。 


