
果樹王国ふかがわ

～活性化プロジェクト～

北海道深川東高等学校流通経済科・情報処理科 地域創生１班

地方創生☆政策アイデアコンテスト2020



人口 20,105人

交通の要所

JR函館本線・留萌本線

特急停車駅

国道12号・233号・275号

道央自動車道・深川留萌自動車道

「2020日本住みたい田舎ランキング」北海道エリア２位

出所：深川市役所Ｗｅｂページ
2020年11月

「北空知の中心地 ほどよい田舎」

北海道深川市について

国道12号

道央自動車道（高速）

札幌

旭川札幌～深川
特急１時間

旭川～深川
特急２０分



高校生から見た深川
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道の駅
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りんごの生産品種数

道内トップクラス

洋ナシの生産品種数

道内１位

果樹農家戸数

空知管内１位
出所：深川市果樹協会，プチJP01深川市

▶ＪＲ深川駅構内に掲示

深川の果樹について



深川の果樹について
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RESAS＞産業構造マップ＞農業＞農業の構造＞品目別産業産出額



来訪者が３０ｋm圏内に限られる

深川

ＲＥＳＡＳ等に基づいた分析①

深川

Ｆｒｏｍ-ｔｏ（深川市滞在人口）

RESAS＞まちづくりマップ＞From-to分析（滞在人口）
RESAS＞まちづくりマップ＞From-to分析（滞在人口）
＞滞在人口の地域別構成割合



ＪＲ深川駅
（通勤・通学）

道の駅
（観光中心）

1,085人／日

大型スーパー

2,496人／日
道
の
駅

ＲＥＳＡＳ等に基づいた分析②

来訪者が「道の駅」中心 市街地へ人を呼び込みたい

RESAS＞まちづくりマップ＞流動人口メッシュRESAS＞観光マップ＞国内＞目的地分析＞指定地域の目的地一覧



滞在人口：秋（９～１１月）減少傾向

ＲＥＳＡＳ等に基づいた分析③

RESAS＞まちづくりマップ＞滞在人口率＞滞在人口の月別推移



＜分析結果＞
①来訪者が３０ｋｍ圏内

②来訪者が「道の駅」中心
⇒市街地への誘導

③滞在人口 秋に減少

分析をふまえた考察

＜深川の強み＞
◎交通の要所
来訪がしやすい

◎農業・食イベントが盛ん

◎果樹加工品が多い

×

果樹の良さを広め、市街地へ人を呼び込む

「果樹王国ふかがわ～活性化プロジェクト～」



・行政の取組
深川市果樹振興
りんご１００年以上の歴史

政策アイデア構築まで（現状調査）

深川市果樹協会

・生産者の取組
六次産業化
「そとパフェ」商品化

藤谷果樹園 Ｂｅｃｏ

・飲食・販売店の取組
「深川産りんご

ドーナツ」



①深川産果樹を活用したスイーツをブランド化

ふかがわ産果樹スイーツ「Ｆ♡Ｓｗｅｅｔｓ」

②深川産果樹を活用したパフェの普及

ふかがわ「そとパフェ」

③秋を主に市既存イベントとの共催・活性化

「深川どんぶり大作戦」×「Ｆ♡Ｓｗｅｅｔｓ大作戦」
「ふかがわアップルフェスタ」×「そとパフェス」

政策アイデア構築まで（コンセプト）



「そとパフェ」
・深川産果樹等用いたを青空の下でも食べられるパフェ

・好きな場所で、好きな人とのんびり食べられる

⇒・ふかがわの「果樹」 「食」 「自然」 を満喫 ・３密も回避

政策アイデア構築まで（商品）

0％

２月

北海道：滞在人口の減少（前年比）⇒３密回避環境⇒滞在人口の増加へ

V-RESAS＞移動人口の動向＞北海道＞都道府県内

政策アイデア構築まで（商品）



ふかがわの秋



ふかがわの秋



Ｗｅｂ そとパフェ 検索

⇒深川(Pad Village)関連のみ

ふかがわ発「そとパフェ」を発信！

「Ｆ♡Ｓｗｅｅｔｓ」 「そとパフェ」

特許庁：登録商標なし

市内飲食店聞き取り調査

⇒７５％「そとパフェ」の趣旨に賛同
（６店／８店中） 企画の実現性ＵＰ↑

政策アイデア構築まで（商品）

出所：特許情報プラットフォームＷｅｂページ

出所：Ｇｏｏｇｌｅ検索 １２月１日現在



政策アイデア構築まで（市役所へｱｲﾃﾞｱ相談）

企画書のアドバイス
・各イベントの目的・ターゲットの明確化

深川市役所 地域振興課



活 動 目 的 ターゲット

１年目 リーフレット作成
市内在住者へ商品の認知 深川市内在住者

北空知町村

２年目
Ｆ♡Ｓｗｅｅｔｓ
大作戦

近隣市町村へ商品の認知
ﾏｲｸﾛﾂｰﾘｽﾞﾑの推進

近隣・果物狩り
深川どんぶり大作戦
参加者

３年目 そとパフェス
深川から30分～１時間圏内

へ商品の認知
ﾏｲｸﾛﾂｰﾘｽﾞﾑの推進

近隣・札幌・旭川
アップルフェスタ
参加者

政策アイデア構築

マイクロツーリズムとは… ・３密を避け、地元の方が近場で過ごすスタイル

・地元から３０分～１時間圏内の地元または近隣への観光

・地域内観光、地元魅力再発見、地域の方々とのつながり
出所：星野リゾートＷｅｂページ



内容 ふかがわ産果樹スイーツ

（Ｆ♡Ｓｗｅｅｔｓ）店紹介

対象 市内・北空知町村在住者

・目的 地域へ認知度向上

・主体 深川東高校

・方法 市町村広報へ同封

★リーフレット（ちらし）作成

政策アイデア１年目

私たちが、
リーフレットを作成します



政策アイデア２年目（案）

★Ｆ♡Ｓｗｅｅｔｓ大作戦（深川どんぶり大作戦と共催）
内容 ふかがわ産果樹スイーツ「Ｆ♡Ｓｗｅｅｔｓ」

９～１１月スタンプラリー ⇒ リピーター増加

対象 マイクロツーリズムを意識し、近隣市町村

深川どんぶり大作戦参加者、フルーツ狩り利用者

・目的 近隣市町村・深川どんぶり愛食者へ認知度向上

・企画：深川東高校 運営：深川観光協会



〇深川どんぶり大作戦！とは…

・深川産米消費拡大をテーマとしたイベント

・スタンプラリー形式、深川どんぶりを味わう

・昨年まで６年実施 年間約９千食

経済効果
購入単価 １日来客数 実施期間

５００円 × ７０人 × ９０日 ＝ ３１５万円

政策アイデア２年目（案）

＜参考データ＞
購入単価：全日本菓子協会の月平均購入額 １日来客数：深川どんぶり大作戦の初年度実績



政策アイデア３年目（案）

★そとパフェス（ふかがわアップルフェスタと共催）
内容 ふかがわ産果樹パフェ「そとパフェ」イベント

１０月：１日間 深川市街地（ＪＲ深川駅横等）で実施

対象 深川から１時間圏（札幌・旭川・空知）

ふかがわアップルフェスタ参加者、フルーツ狩り利用者

・目的 「そとパフェ」認知度向上

・企画：深川東高校 運営：深川市果樹協会・深川観光協会



政策アイデア３年目（案）

〇ふかがわアップルフェスタとは…

・安全・安心な深川産果物の消費拡大

イベント 道の駅で実施

・１万人の参加を想定

☆道の駅⇔市街地移動のためバスが必要

経済効果
購入単価 ｱｯﾌﾟﾙﾌｪｽﾀ来客数 市街地へ来訪

５００円 × １万人 × ２０％ ＝２００万円

＜参考データ＞来客数（見込み）：深川市役所提供データ



既存のイベント 本プロジェクト

「どんぶり大作戦」 「Ｆ♡ｓｗｅｅｔｓ大作戦」 「そとパフェス」
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政策アイデアの経済効果政策アイデアの経済効果



政策アイデアを通して

出所：Google map 2020年11月



①交流（滞在）人口の増加 ⇒ 消費増・果樹振興

②市街地 ⇔ 道の駅 ⇔ 農村地帯 … 人の交流

③地域で学ぶ高校生 ⇒ 地域の架け橋

果樹生産者

飲 食 店

行 政 機 関

地域・観光客

深川東高校

政策アイデアを通して



ご清聴有り難うございました

調査活動にご協力いただき、お礼申し上げます （敬称略）

深川市経済・地域振興部

深川市果樹協会

深川物産振興会

道の駅ライスランドふかがわ

深川観光協会

北海道空知総合振興局地域創生部

（北海道総合計画出前講座）

北海道経済産業局

（ＲＥＳＡＳ活用学習会）

藤谷果樹園
ＰａｄＶｉｌｌａｇｅ
ｲﾙﾑの丘ｾﾝﾄ･ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ教会

レストランコリーナ
クレープハウスＭＡＸ
ほんだ菓子司深川店
ＢＬＯＯＭ
ケーキの店ボーダ
Ｂｅｃｏ
空音


