オホーツク連携地域

政策展開方針

豊かな地域資源を有し、自然と共生する快適な
暮らしが広がる「オホーツク連携地域」

オホーツク地域

平成２５年

３月

北見市、 網走市、紋別市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、
訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、
雄武町、大空町
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基本的な考え方
連携地域別政策展開方針の位置づけなど
（新・北海道総合計画との関係）
・

連携地域別政策展開方針は、平成２０年度からスタートした新・北海道総合計画 （ほ
っかいどう未来創造プラン）の推進の手立ての一つとして、地域の多様な主体が共有す
る「地域づくりの方向」を示すものであり、地域の特性や特色に応じて地域に根ざした
政策を展開するため、総合計画に示している６つの連携地域ごとに、市町村や民間の方
々などの参画を得て、振興局が主体的に策定するものです。

・

平成２４年度をもって終了した前方針（平成２０年１０月策定）に引き続き、社会経
済情勢の変化などを踏まえ、新たに平成２５年度からスタートする連携地域別政策展開
方針を策定し、地域の多様な主体と連携・協働しながら、推進します。

（北海道地域振興条例における位置付け）
・

連携地域別政策展開方針は、北海道地域振興条例第５条の規定に基づく、広域的な地
域の区分ごとに地域振興を効果的に推進するための「地域計画」として位置付けられる
ものです。

（政策展開方針と特定分野別計画の連携）
・

地域においては、産業、保健・医療・福祉、環境、教育などの分野ごとの政策を推進
する特定分野別計画と政策展開方針とが相まって、地域に根ざした政策を展開します。

連携地域別政策展開方針の枠組み
（構 成）
地域の現状・課題

連携地域全体や各地域における現状、課題を記述してい
ます。

地域のめざす姿

地域住民と行政が一体となって実現をめざしていく、将
来のあるべき地域の姿を記述したものです。時期は、新
・北海道総合計画の終期までを想定しています。

主な施策の展開方向

産業、暮らし、社会資本など、地域の振興に係る主な施
策展開の方向性を示しています。

地域重点プロジェクト

地域のめざす姿の実現に向けて、多様な主体が連携・協
力し、重点的に進める広域的・戦略的な取組を示してい
ます。
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（期 間） 平成２５年４月から５年程度（新・北海道総合計画の終期まで）

地域のめざす姿
（地域住民と行政が一体となって実現をめざしていく地域の姿）

≪具体的な取組≫
主な施策の展開方向
（地域の振興に係る主
な施策の展開方向）

地域の現状・課題

各地域における
現状、課題

対応方向

連携地域全体や

○連携地域
○各地域の課題

・農林水産業
・地域産業
・観光
・保健、医療、福祉
・環境
・社会資本整備 等
の分野

道や市町
村、国の
計画等に
よる取組

重点プロジ
ェクトとし
ての取組

民間等

市町村

道

国

ＮＰＯをはじ
め民間等によ
る取組

市町村総合計
画や個別方針
等に基づく取
組

新・北海道総
合計画をはじ
め特定分野別
計画や個別方
針等に基づく
取組

国の計画等に
基づく取組

地域重点プロジェクト
（多様な主体が連携・協力し、重点的に進める
広域的・戦略的な取組）

連携地域別政策展開方針の推進
（多様な主体が協働した地域づくり）
・

新・北海道総合計画では、個性豊かで活力に満ちた持続可能な地域社会の実現に向け、
「地域の多様な主体がともに考え、行動する」ことを基本に、「連携と相互補完」の考
え方に立って地域づくりを進めることとしています。

・

こうした考え方に基づき、方針の策定・推進のため、振興局と開発建設部が共同で市
町村や地域の関係者の参画を得て、振興局所管区域ごとの「地域づくり連携会議」など
を開催し、地域づくりの方向について検討するとともに、地域重点プロジェクトの推進
に向け、多様な主体と連携・協働して地域づくりを進めます。

（地域重点プロジェクトの推進）
・

地域重点プロジェクトに関わる各主体は、それぞれの役割に応じて自ら関連する取組
を進めるとともに、国、道、市町村等の施策や制度を活用するなどして地域重点プロジ
ェクトを推進します。

・

地域重点プロジェクトについては、毎年度、推進状況等を把握し、必要に応じ取組内
容の見直しを行うとともに、新たな地域重点プロジェクトに取り組むこととなった場合
などには状況変化に弾力的に対応することとします。
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（道における施策等への反映）
・

地域重点プロジェクトの推進などに向け、地域づくり連携会議などにおける意見を踏
まえて、本庁各部において対応を要する重点的な事項を振興局長が政策提案として取り
まとめ、知事を本部長とし、副知事、本庁各部長、各振興局長等で構成する「北海道地
域づくり推進本部」等において、全庁横断的な調整を行い、その実現に努めます。

・

道においては、振興局長からの政策提案について、限られた財源の効果的な活用が図
られるよう「選択と集中」の視点に立って、毎年度、重点政策の仕組みとも連携させな
がら、政策検討や予算編成過程を通じて検討を行い、道の施策や予算等への反映を図る
とともに、地域づくり総合交付金や地域政策推進事業、市町村への職員派遣制度など、
様々な地域振興施策を効果的に活用し、地域重点プロジェクトを推進します。
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地域の現状・課題

（連携地域）
○

オホーツク連携地域は 3 市 14 町 1 村からな

（千人）
400

15歳未満

り、面積は 1 万 691 ㎢（全道の 12.8 ％）です。

350

人口（H22 年国勢調査）は 31 万 0 千人（全

300

（年齢不詳を除く）

【年齢３階層別人口の推移】
15〜64歳

65歳以上

道の 5.6 ％）で、経年でみると減少傾向にあり、250
平成 17 年から 22 年まで 4.6 ％減少（全道 2.2

200
150

％減）しています。
高齢者比率（H22 年国勢調査）は 27.3 ％

100

（全道 24.7 ％）で、道内では高齢者比率の高

50
0
S55

い地域となっており、集落機能の維持・確保や

S60

H2

H7

H12

H17

H22（年）

安心な暮らしづくりに向けた取組が必要となっています。
○

産業は、小麦、てん菜、馬鈴しょを基幹作物とする畑作や畜産を主体とする農業、ホ
タテ、サケなどの漁業、カラマツを主体とした林業・木材産業、地域資源を活用した食
料品などの製造業、世界遺産に登録された知床や国内唯一の流氷地帯を生かした観光産
業等が展開されています。

○

農家戸数(H22 農林業センサス）は 5 千 276
戸（全道の 10.3 ％）で、平成 17 年と比べると、
11.5 ％減（全道 13.4 ％減）となっています。

（千ha）
200

【耕地面積の推移】

150

耕地面積（H23 作物統計調査）は、16 万 7 千
ha（全道の 14.4 ％）となっています。

100

※

主要農作物 （水稲、小麦、大豆、てん菜）合
計での作付面積と収穫量（H23 作物統計調査）
は 5 万 5 千 ha（全道の 17.3 ％）と 161 万 1 千ｔ
（全道の 34.1 ％）となっています。

50

0
S63

Ｈ4

Ｈ8

Ｈ12

Ｈ16

Ｈ20

Ｈ23 （年）

恵まれた土地条件を生かした生産性の高い畑作、畜産が展開されていますが、重粘土
や火山性土などの特殊土壌地帯が多いことから、農作物の生産力の維持・向上を図るた
め農地の排水対策の計画的な実施や、畑作における適正な輪作体系を確立するため気象
・土壌に適した新たな品目の導入やジャガイモシストセンチュウ対策などが課題となっ
ています。
※北海道統計書における主要農作物４種「水稲」「小麦」「大豆」「てん菜」。
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○

森林面積（H22 北海道林業統計）は 77 万 1 千 ha（全道の 13.9 ％）で地域総面積の約 7
割を占め、道内の主要な木材生産地となっており、木材加工業は、製材工場をはじめ集
成材工場、道内有数の合単板工場などが立地し、道内屈指の木材加工・供給基地となっ
ております。
道内外からの木材需要の拡大を背景に、近年カラマツ人工林を中心として森林の伐採
が活発化している一方、森林所有者の後継者不足などにより植林されないまま放置され
る伐採跡地が増加する傾向にあることから、森林の有する公益機能の発揮や将来的な資
源の保続に向けた、森林資源の適切な管理体制の確立が課題となっています。

○

漁業就業者数（H22 国勢調査）は 3 千 8 百人
（全道の 11.0 ％）で、平成 17 年と比べると、
6.2 ％減（全道 11.4 ％減）となっています。
漁業生産高（H22 北海道水産現勢）は 521 億円

（億円）

500
400

（全道の 20.6 ％）で、平成 18 年と比べると、

300

0.8 ％増（全道 10.3 ％減）となっています。漁業

200

就業者（国勢調査）一人あたりの生産高は平成

100

22 年で 1,385 万円と、全道平均（738 万円）に比

【漁業生産高（金額）の推移】

600

0
H18

H19

H20

H21

H22 （年）

べ高い水準にあります。
生産高（金額）の魚種構成を見ると、サケ（43.9 ％）、ホタテ（37.8 ％）、スルメイカ
（5.7 ％）の三種で生産高の 9 割近くを占め、生産性の高い漁業が展開されている一方、
安定的な漁業生産体制の強化や国内外で競争力のある水産業の確立が課題となっていま
す。
○

従業者数の構成比（H22 工業統計調査）でみる
と、食料品製造等（食品製造業、飲料・たばこ・

（億円）
6,000

【製造品出荷額の推移】

5,000

飼料製造業の計）が工業全体の 59.9 ％を占めてい
4,000

ます。
製造品出荷額等（H22 工業統計調査）は 4,188

3,000

億円（全道の 7.0 ％）で、平成 18 年と比べると

2,000

1.4 ％減（全道 3.5 ％増）となっています。

1,000

製造業従業者一人あたりの付加価値額（H22 工
業統計調査）は 980 万円であり、全道平均（917

0
S63 H2

H4

H6

H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 （年）

万円）と比べて高い水準にあります。
豊かな農林水産資源を活用した食料品を中心に、木材・木製品などが展開されていま
すが、地域産業を取り巻く環境は厳しく、競争力のある商品開発や国内外への販路拡大
などが急がれているとともに、商品企画力や販売力のある人材の育成が課題となってい
ます。
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○

（億円）

小売業商品販売額（H19 商業統計調査）は、

【小売商品販売額の推移】

6,000

4,201 億円（全道の 6.8 ％）で、平成 9 年と比べ

5,000

ると 14.0 ％減（全道 17.8 ％減）となっています。

4,000

また、郊外型大型店の進出などにより、各都市
3,000

の中心市街地では、空洞化の進行が課題となって

2,000

います。

1,000
0
S63

○

観光入込客数（H23 北海道観光入込客数調査）

H3

H6

H11

H14

H16

12,000

比べると 19.8 ％減（全道 13.0 ％減）となっていま

10,000

す。

8,000

観光消費額（H22 北海道観光産業経済効果調査）

6,000

は、道外客が 178 億円（全道の 3.6 ％）で、道内

4,000

客が 224 億円（全道の 3.1 ％）となっています。

2,000
0

外国人宿泊客数（H23 北海道観光入込客数調

Ｈ10

Ｈ12

Ｈ14

Ｈ16

Ｈ18

Ｈ20

査）は、年間延べ 3 万 5 千人（全道の 2.1 ％）で、
平成 18 年度と比べると 9.1 ％減（全道 6.5 ％減）となっています。
知床や流氷に代表される自然環境と観光の調和や、多様なニーズに応じた、通年・
滞在型の観光地づくりが課題となっています。
【医

○

H19 （年）

【観光入込客数の推移】

（千人）
14,000

は、799 万人（全道の 6.5 ％）で、平成 18 年度と

H9

人口 10 万人当たりの医師数
（H22 北海道保健統計年報）は

医師数

医師数

148.1 人で、全道平均 229.0 人を

（H22 年末）

下回っており、地域の自治体病

北海道合計
ｵﾎｰﾂｸ計

師 数】

10 万人

うち医療施設従事

当たり

小児科

産科

12,612

229.0

12,019

618

379

459

148.1

443

29

20

院等の医師不足が深刻化してい

北網

356

152.4

343

22

16

ます。

遠紋

103

134.9

100

7

4

第二次医療圏別の産婦人科医師数・小児科医師数（H22 医師・歯科医師・薬剤師調査）
は、遠紋で少なくなっています。
地域災害拠点病院（道内 32 施設）として、北見赤十字病院、JA 北海道厚生連網走厚
生病院、広域紋別病院、JA 北海道厚生連遠軽厚生病院が指定されています。
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Ｈ23 （年度）

○

学校数（H23 学校基本調査）は、小学校

（104 校）
、中学校（54 校）、高等学校（26 校）
の合計で 184 校で、平成 20 年に比べ 19 校
（9.4 ％）減少しています。
地域の高等教育機関には、北見工業大学、
東京農業大学（オホーツクキャンパス）、日
本赤十字北海道看護大学があります。

○

旭川紋別自動車道は、旭川 IC から丸瀬布 IC の区間が供用済みであり、北海道横断自
動車道の網走線は、足寄 IC までの区間が供用済みです。また、女満別空港周辺では、
一般国道３９号のバイパスとして、美幌バイパスが自動車専用道路で供用済みです。
交通網は、JR石北線が高速化されていないことなどから、道路への依存度が高く、高
速交通ネットワークの形成に向けた自動車道の早期整備が課題となっています。

○

女満別空港は、年間 71 万人（H22 年 空港
管理状況調書）の利用客があり、道内 2 路線
（丘珠、千歳）、道外 3 路線（羽田、関西、中
部）が就航しており、オホーツク紋別空港は、
年間 5 万人の利用客があり、道外 1 路線（羽
田）が就航しています。両空港の利用客総数
は、平成 11 年の 118 万人をピークに、平成 18
年以降は年々減少しており、平成 22 年にはおおよそ 76 万人まで減少しています。
航空路線は当地域の経済活動や観光、医療などに欠かせない高速交通手段ですが、航
空需要の低迷などによる路線の休止、減便、機材の小型化が相次いでおり、航空路線の
維持や利便性の向上が課題となっています。

○

港湾取扱貨物量（H22 北海道港湾統計年報）は、網走港が全道港湾の取扱貨物量の 0.2
％、紋別港が 0.1 ％を占めています。網走港と紋別港は、ともに地域の生活に関わる物
流を支える港湾として、重要な役割を果たしています。

○

地域には阿寒国立公園、大雪山国立公園、知床国立公園、網走国定公園、天塩岳道立
自然公園、斜里岳道立自然公園があります。
一人一日あたりのごみ排出量とリサイクル率（Ｈ 22 一般廃棄物処理実態調査）は、
1,016g/人日（全道平均 1,020g/人日）と、23.1 ％（全道平均 22.8 ％）となっています。

○

地域内の主要発電所（北海道経済産業局調べ）としては、瀬戸瀬発電所（水力発電所、
出力 2 万 5 千 kW）などがあります。
北見などで大規模太陽光発電の導入計画が進んでいるほか、比較的小規模に水力・風
力･太陽光･バイオマス等による発電が行われています。
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地域のめざす姿
〈地域住民と行政が一体となって実現をめざしていく、将来のあるべき地域の姿〉

豊かな地域資源を有し、自然と共生する快適な暮らしが
広がる「オホーツク連携地域」

■

オホーツクの統一イメージの形成・発信による地域ブランドが確立
オホーツク産の原材料を使った優れた加工食品の認証制度や農林水産物の高付加価値

化など、各分野におけるブランド化の取組に加え、全道有数の一次産業、豊かな自然環
境、暮らしやすい住環境など、多彩な地域資源を束ねた「オホーツク」の統一イメージ
の形成が進んでいます。

■

豊富な農林水産資源を生かした地域産業が展開
大規模で生産性の高い畑作や畜産をはじめ、ホタテ・サケ等の栽培漁業やカラマツ等

を原材料とした木材・木製品加工など多彩な農林水産業が展開されているとともに、産
学官の連携による地域ブランド商品の開発、エゾシカを地域資源として活用する取組な
ど、活力ある地域産業が展開しています。

■

食料の供給力と国際競争力が強化
多様な農作物の生産基盤整備や畜産経営支援組織の拡大、水産資源の管理や藻場造成

などの漁場整備が進むとともに、環境保全型農業の取組や水産物の衛生管理の高度化が
進み、安全で良質な農水産物の供給力と海外の農水産物との競争力が強化されています。
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■

知床など特色ある自然を生かした環境と調和する観光が展開
世界自然遺産である知床やラムサール条約登録湿地の濤沸湖をはじめ、北半球におけ

る流氷の南限であるオホーツク海などの優れた自然や、シバザクラ、チューリップ、コ
スモス等の花の名所、全道トップクラスの豊富な食材など、豊かな地域資源を生かした
環境と共生する質の高い観光が展開しています。
また、美しい景観を生かした魅力ある観光空間づくりや体験型観光など、国内外の観
光客にとって魅力的な観光地づくりが進んでいます。

■

オホーツクの特性を生かした文化・スポーツの創造が進展
常呂遺跡などの北海道遺産を生かした取組が進むとともに、木とふれあい、豊かな心

を育む木育の取組、日照時間が長いという気候特性を生かしたスポーツ活動が展開され
るなど、オホーツクらしい文化・スポーツの創造が進んでいます。

■

誰もが安心して暮らせる基盤整備が進展
地方センター病院や地域センター病院などを中心として、安全・安心な医療が確保さ

れるとともに、シルバーハウジングの整備が進むなど、誰もが安心して心豊かに暮らす
ことのできる地域社会づくりが進んでいます。
また、自然災害に備えた国土づくりが進むとともに、防災関係機関、地域住民等の協
働による地域防災力の向上など、総合的な防災・減災対策が進んでいます。

■

暮らしや産業を支える交通・情報ネットワークが形成
高規格幹線道路である北海道横断自動車道、旭川紋別自動車道などの道路整備をはじ

め、女満別空港、オホーツク紋別空港の機能強化、網走港や紋別港の整備などにより、
地域内及び地域間の連携に必要な交通ネットワークや情報通信体系の整備により情報ネ
ットワークの形成が進んでいます。

■

人と自然が共生できる地域社会が形成
多様な動植物の生息・生育環境の確保や水環境の保全・改善が進むなど、豊かな自然

環境が保全されるとともに、バイオマス等環境負荷の少ないエネルギーの利活用など循
環型社会の構築が進むことにより、人と自然が共生できる持続可能な地域社会が形成さ
れています。
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主な施策の展開方向
〈今後５年程度における主な施策展開の基本方向〉

○

オホーツクの統一イメージの形成・発信による地域ブランドの確立

（オホーツク・エリア・アイデンティティーの推進）
・

地域の一体感の醸成やオホーツクのアイデンティティーの形成と浸透を図り、「オ
ホーツク」という言葉そのものが産業、観光、暮らしなどの各分野の取組に付加価値
を与えることをめざす
「オホーツク・エリア・アイデンティティー
（オホーツクＡＩ）」
を推進します。

（地域ブランド確立に向けた「食」関連産業の振興）
・ 地域の産学官金による連携を促進し、豊かな農水産資源と特色ある研究開発力を活
かした多彩な商品開発や販路拡大の取組を分野横断的に進めることにより、地域ブラ
ンド力の向上に向けた「食」関連産業の振興を図ります。

○

豊富な農林水産資源を生かした地域産業の展開や産業集積の促進

（農業生産体制の強化）
・ 農業の生産性・品質の向上に資する技術の確立・普及や経営の安定、生産基盤の整
備を促進するなど、食料供給基地の本道を支える地域として、安全・安心な食品を提
供するための体制を整備します。
（林業・木材産業の振興）
・ 豊かな森林資源の保続と林業・木材産業の活性化を図るため、森林資源の適切な管
理の推進や付加価値の高い木材製品の加工・流通体制の確立、地域材の利用促進など、
持続可能な森林経営の確立に向けた取組を進めます。
（強いオホーツク水産業の確立）
・ 道内はもとより国内でも有数の生産力を誇るオホーツクの漁業の強みを生かし、安
定的な漁業生産体制強化を基本として、衛生管理、鮮度保持や加工技術の向上などへ
の取組を推進し、国内外で競争力のあるオホーツク水産業の確立を図ります。
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（ものづくり産業の振興）
・ 地域産業の中核を担う農林水産業者と中小企業者の連携強化や食クラスター活動の
推進などにより、
新製品・新技術の開発など付加価値の高い製品づくりを促進します。
また、食料品製造業や食品機械製造業など食関連産業を中心としたものづくり産業
の振興を図ります。
（産業集積の促進）
・ 豊富で良質な農林水産資源などを生かした、食関連産業や木材関連産業、機械・金
属関連産業などの企業立地を促進するとともに、試験研究機関等と連携し食関連機械
等の新技術や新製品開発に向けた取組を推進します。
（人づくり）
・ 地域の農業・農村を担う経営体を育成するため、新規就農者を含めた担い手への支
援の充実を図ります。
・ 適切な森林資源管理や森林整備を促進するため、地域の林業を担う人材の育成を図
ります。
・ 地域産業の発展を担う人材を育成するため、道立高等技術専門学院や道立漁業研修
所等において、若年者などの技術の進展や地域ニーズに対応した職業能力開発を促進
します。
（地域商業の活性化）
・ 地域商業の活性化に向けて、商店街の魅力の向上や空き店舗の積極的な活用など地
域の実態に応じた自主的な取組を促進します。
（建設業の経営改革の促進）
・ 地域の建設業者が、様々な変化に柔軟に対応し、持続・発展を遂げ、地域の経済・
雇用を支えるとともに、地域の安全を担い、地域と連携して活力ある地域づくりに大
きな役割を果たしていけるよう、「北海道建設業支援プラン２０１３」により取組を
促進します。
（オホーツクの家づくりの推進）
・ 豊富な森林資源を背景に発展してきた木材関連産業と住宅供給事業者をはじめとし
た住宅関連産業が互いに連携し、オホーツク地域における資源の活用や気候・風土に
根ざした地域型住宅「オホーツクの家」のブランド化を目指します。

○

知床など特色ある自然を生かした環境と調和する観光の展開

（観光の魅力づくり）
・ オホーツク地域の豊かな観光資源を生かしたグリーンツーリズムや森林ウォークを
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はじめとする体験型観光メニューの拡充や豊富な地元食材を利用した食の魅力アッ
プ、美しい景観を生かした広域景観づくりなどオホーツク観光の新たな魅力づくりに
向けた取組を推進するとともに、「オホーツクＡＩ」の一環として取り組む各種プロ
モーション活動等を通じてオホーツク観光を道内外・海外に発信します。
（観光を巡る情勢の変化に対応した取組の推進）
・ 観光を巡る情勢の変化に的確に対応するため、情報発信の強化、周遊通過型観光か
ら滞在消費促進型への転換、外国人観光客の受入体制整備に向けた取組を推進します。
（環境保全と観光の両立）
・ 地域資源である多様な動植物の保護管理を通して、地域と観光客が一体となって取
り組む質の高い観光地づくりをめざし、環境保全と観光振興の両立を図る「エコツー
リズム」などを推進します。
（広域観光の推進）
・ これまで構築された広域連携の枠組みなどを生かしながら道東地域が一体となった
面で受け入れる広域観光を推進します。
（北海道新幹線の開業効果の活用）
・ 平成２７年度末までに予定されている北海道新幹線の新青森・新函館（仮称）間の
開業効果をオホーツク地域においても活用できるよう、地域の個性や資源を生かした
広域観光の推進などについて他地域とも連携しながら検討します。

○

地域の特性を踏まえた環境重視型社会の形成

（自然環境の保全）
・ 環境への負荷の少ないクリーン農業や有機農業の推進、家畜糞尿や廃プラスチック
の適正処理など、環境と調和した農業を推進します。
・ エゾシカによる農林業被害の軽減を図るため、
適正な保護管理を推進するとともに、
捕獲したエゾシカの有効活用を促進します。
・ 水源周辺における適正な土地利用の確保など水資源の保全に関する取組を推進しま
す。
（再生可能エネルギーの利活用）
・ 地域資源を生かした再生可能エネルギーの「地産地消」の取組を促進します。
（廃棄物の再利用）
・ 廃棄物の適正な処理を促進するとともに、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイク
ル）を積極的に推進します。
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○

景観、気候などの特性を生かしたオホーツクらしい文化・スポーツ
の創造

（文化・スポーツの創造）
・ 知床世界自然遺産や北海道遺産のほか、サイクリング、マラソン、クロスカントリ
ー等広域的に実施されているスポーツ大会やスポーツ合宿などを生かしたオホーツク
らしい文化を創造します。
（世界文化遺産登録に向けた取組）
・ 日本最大規模の竪穴住居跡群として学術的に重要な常呂遺跡の世界文化遺産登録に
向けた取組を推進します。

○

安心して暮らせる地域社会の形成

（保健医療福祉サービスの充実）
・ 高齢者や障がい者などにやさしい地域づくりや子どもが健やかに育つための環境整
備など保健・医療・福祉サービスを充実します。
（医療提供体制の充実）
・ 地方センター病院や地域センター病院など地域の医療機関における医療提供体制の
充実を図るため、地域医療再生計画を着実に推進するとともに、地域に必要な医師な
ど医療従事者の確保に努めます。
（集落対策の促進）
・ 集落対策の促進に向け、各市町村や民間企業、ＮＰＯ、地域住民等との協働の下、
地域の主体的な取組を促すための施策を展開します。
（移住・交流の推進）
・ 移住体験や二地域居住など人口増加や他地域の人々との交流による地域づくりを推
進するため、情報の発信や受入体制の整備等に関する取組を推進します。

○

地域防災体制や防災施設の整備

（地域防災体制の構築）
・ 地震・津波、局地的集中豪雨などの自然災害、サハリン沖での油流出事故などの災
害に備えた防災関係機関との連携強化、市町村における津波ハザードマップ・避難計
画等の策定を促進するとともに、自助・共助による地域防災力の強化及び物資の備蓄
を推進します。
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・ 各種災害を想定した防災訓練を地域住民と協働して実施し、防災意識を高めるとと
もに、国土保全施設の整備を推進します。

○

暮らしや産業を支える交通・情報ネットワークの形成

（交通ネットワークの形成）
・ 女満別空港及びオホーツク紋別空港におけるＣＩＱ体制などの機能充実や利用促進
を図るとともに、北海道横断自動車道・旭川紋別自動車道及び空港・ＪＲ駅・主要観
光地間を結ぶ道路網の重点的な整備、地域経済の活性化や地域間交流を支える鉄道の
機能充実を促進します。
・ オホーツク地域で生産される農水産物の円滑な輸送や海外との経済交流を促進する
ため、物流拠点へのアクセス向上に必要な道路網や港湾の整備を促進します。
・ 地域における日常生活を支えるバスなど地域交通の確保を促進します。
（高度情報網の整備）
・ 地上デジタル放送の難視聴地域解消や超高速ブロードバンド環境の整備などデジタ
ル・ディバイドの是正に向けた情報通信基盤整備を促進します。
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地域重点プロジェクト

プロジェクト名
１

オホーツク・エリア・アイデンティティー（オホーツク

推進エリア

頁

オホーツク連携地域

16

オホーツク連携地域

18

オホーツク連携地域

21

オホーツク連携地域

24

オホーツク連携地域

26

AI）推進プロジェクト
２

地域資源を生かした新たな観光の魅力創出・発信
プロジェクト

３

豊かな地域資源を生かしたオホーツク農業の振興
と体質強化プロジェクト

４

豊かな森林資源を生かした林業・木材産業等の健
全な発展プロジェクト

５

育てる漁業を核とした強いオホーツク水産業確立
プロジェクト
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オホーツク・エリア・アイデンティティー（オホーツクAI）推進プロジェクト
≪推進エリア≫

オホーツク連携地域
目 的
「オホーツク」は、世界自然遺産の知床や流氷に代表される世界に誇る自然環境、全国有数の豊かな農林水産資源、
これら自然や資源を生かした多様な産業や観光など、全国でもトップクラスの地域資源を有していますが、これらが地
域全体のイメージに結びついていない現状にあります。
このため、地域の一体感の醸成やオホーツクのアイデンティティーの形成と浸透を図り、「オホーツク」という言葉
そのものが産業、観光、暮らしなどの各分野の取組に付加価値を与えることをめざす「オホーツク A Ｉ」を推進します。
プロジェクトの実施に当たっては、「オホーツク」にこだわり、地域が一体となって地域内外に向けた情報発信を行
う「『オホーツク』の地域イメージ向上対策の推進」
、「流氷」など豊かな自然環境を未来へ引き継いでいくため、オホ
ーツク地域全体で環境運動を展開する「豊かなオホーツクを保全する取組の推進」、豊かな農水産資源等を活用した多
彩な商品開発等の取組を分野横断的に進める「オホーツク地域のブランド力の向上に向けた『食』関連産業の振興」を
３つの柱として取り組みます。

施策展開

オホーツク・エリ
ア・アイデンティ
ティー（オホーツ
クAI）の推進

「オホーツク」の地域イメージ向上対策の推進
豊かなオホーツクを保全する取組の推進
オホーツク地域のブランド力向上に向けた「食」関連産業の振興

《 地域で考える”目標” 》
■オホーツク地域の知名度
［現状値 H24］
［目標値 H29］
７８．９％
⇒
８５．０％
■オホーツク・ロゴマークの使用申請数
［現状値 H24］
［目標値 H29］
４０件
⇒
２００件
■オホーツク食の地域ブランド形成ネットワーク参画団体数
［現状値 H23］
［目標値 H29］
６４団体
⇒
１８０団体
オホーツクのシンボルマーク
※プロジェクトに取り組む上で、関わる方々の
共通の目標となるよう地域で設定したものです。
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主な取組

実施主体

「オホーツク」の地 ○市町村・民間企業等との連携による地域内外へ向けたオホーツ

道、市町村、民間

域イメージ向上対策

クの魅力発信

の推進

・「オホーツクＡＩ推進協議会」の開催など市町村等と連携し
た地域の情報発信
・民間企業等と連携した地域の情報発信

○オホーツクの統一イメージの普及

道、市町村、民間

・ロゴマーク等による統一イメージの発信
・観光政策と連携した各種プロモーションの展開

豊かなオホーツクを ○「流氷」など現在の豊かな自然環境を保全し次世代に引き継ぐ
保全する取組の推進

道、市町村、民間

取組を推進
・
「オホーツク流氷トラスト運動」の推進
・地域と連携した地球温暖化対策の推進
・再生可能エネルギーの推進

オホーツク地域のブ ○「食」をキーワードとした付加価値向上等を分野横断的に推進

道、市町村、民間、

ランド力向上に向け

大学、試験研究機

た「食」関連産業の
振興

・オホーツク「食」の地域ブランド形成ネットワークによる連

関

携促進等
・イノベーション・ネットワーク・オホーツク運営会議による
商品開発の推進等
・特色ある地域資源を使った新たな商品開発や産業化の推進
・試験研究機関や民間などとの連携による新技術の開発など付
加価値の高い製品づくりを促進
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地域資源を生かした新たな観光の魅力創出・発信プロジェクト
≪推進エリア≫

オホーツク連携地域
≪連携地域を越えた広域的な取組のエリア≫

目 的

十勝、釧路、根室地域
※関連する取組に「＊」を付しています

オホーツク連携地域は、世界自然遺産知床をはじめとした優れた自然や流氷・花・温泉など豊富な観光資源を有し
ているものの、旅行ニーズの多様化や旅行形態が団体から個人にシフトするなどオホーツク地域の観光を取り巻く状
況が変化しています。また、地方路線の航空運賃の割高感や減便、機材の小型化、車・バスでの移動距離が長いこと
などの要因も重なり、近年のオホーツク地域の観光入込客数は減少傾向にあります。
このため、脱・定番観光の確立、多様化する観光ニーズに対応した通年かつ滞在型の観光地づくりに向け、全道ト
ップクラスの地域資源を生かした環境と調和した体験型観光メニューの創出や地元食材を生かした食の魅力アップ、
美しい景観や自然を生かした広域観光ルートづくりなど、オホーツク地域の新たな観光の魅力づくりに向けた取組を
推進するとともに、
「オホーツクＡＩ」と連動した各種プロモーション活動等を通じてオホーツク観光の魅力を道内
外に発信します。さらに、今後、益々の経済成長が期待できるアジアを中心に、外国人観光客誘致に向けたＰＲを積
極的に展開します。また、女満別空港、オホーツク紋別空港の利用客増加に向けた取組を推進します。

施策展開

地域資源を生かし
た新たな観光の魅
力づくりとプロモ
ーション活動の推
進

地域資源を生かした新たな観光の魅力づくり
プロモーション活動の推進
空港利用客増加に向けた取組の推進

《 地域で考える”目標” 》
■観光入込客数（延べ数）
［現状値 H23］
［目標値 H29］
７９９万人
⇒
８５７万人
■訪日外国人観光客宿泊者延べ数
［現状値 H23］
［目標値 H29］
３５，１８３人
⇒
６１，９００人
■空港利用客数
［現状値 H23］
［目標値 H29］
７０７，２３９人
⇒
１，０３０，０００人

※プロジェクトに取り組む上で、関わる方々の
共通の目標となるよう地域で設定したものです。
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主な取組

実施主体

地域資源を生かした ○エコツーリズムなど体験型観光の推進
新たな観光の魅力づ

・環境と調和した新たな体験観光メニューの開発

くり

・受入体制の整備

○新たな観光素材を活用した観光ルートづくり

道、市町村、民間

道、市町村、民間

・地域ならではの素材を生かした「ニューツーリズム」の創出
に向けた地域連携の促進

○道東地域が一体となった広域観光の促進

道、市町村、民間

・道東地域との連携による「ひがし北海道」としての広域観光
の促進 ＊
・優れた自然環境など道東地域の魅力を生かした情報発信力の
強化 ＊

○地元食材を生かした食の魅力アップ

道

・宿泊施設による地元食材の活用や特産品などの観光消費拡大
に向けた仕組みづくり

プロモーション活動 ○オホーツクＡＩと連動したプロモーションの展開
の推進

道、市町村、民間

・管内の道外企業向け情報発信

○アジアを中心とした海外へのＰＲ強化

道、市町村、民間

・海外向けの観光ルートなどの観光情報の整備
・海外のマスコミ等の招聘事業の実施

○外国語パンフレットの作成、英語版ポータルサイトの構築

道、市町村、民間

・観光情報の内容充実

空港利用客増加に向 ○市町村や関係団体と連携した空港の利用促進活動の実施
けた取組の推進

・女満別空港・オホーツク紋別空港の利用促進
・地域の空港利用促進協議会等と連携した国内外へのＰＲの実
施

■関連する主な基盤整備
○安心で快適な旅ができる交通ネットワークの整備
・高規格幹線道路の整備促進
・地域高規格道路の整備促進
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道、市町村、民間

・空港の整備促進
○自然公園における利用施設の整備など自然とのふれあいの場づくり
・自然公園の整備促進
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豊かな地域資源を生かしたオホーツク農業の振興と体質強化プロジェクト
≪推進エリア≫

オホーツク連携地域

目 的

オホーツク連携地域の農業は、小麦やてん菜、馬鈴しょを主体とする畑作、広大な土地資源を生かした畜産が展開
されており、基幹産業として地域経済に大きく貢献しています。
しかしながら、担い手の減少や高齢化が進む中、ＴＰＰやＥＰＡなど国際貿易交渉の動きがあり、主要産品である
小麦、砂糖、牛肉、乳製品などの関税が撤廃された場合には、農業のみならず地域経済に甚大な影響を及ぼすことが
懸念されています。
また、近年は、価格支持政策から経営安定対策への転換や、農地や水資源の保全対策の導入など、農政の改革が進
められたほか、肥料価格や配合飼料の原料となる穀物価格等の高止まり、食の安全・安心に対する消費者の関心の高
まりなど、農業をめぐる環境が大きく変化しています。
こうした、国際競争や国内農業を取り巻く環境の変化のほか、近年多発する異常気象にも対応するため、地域農業
・農村を支える人づくりや、安全・安心な農産物の安定供給とこれを支える持続可能な農業生産を推進します。

施策展開

豊かな地域資源を
生かしたオホーツ
ク農業の振興と体
質強化

地域の農業・農村を支える意欲ある人づくり
安全・安心な食料の安定供給
持続可能な農業生産の推進

《 地域で考える”目標” 》
■GAP（農業生産工程管理手法）導入に取り組む産地数
［現状値 H23］
［目標値 H29］
１３産地
⇒
２６産地
■Yes!clean表示制度登録生産集団数
［現状値 H23］
［目標値 H29］
４１団体
⇒
６５団体
■パン・中華麺用小麦の作付面積シェア
［現状値 H23］
［目標値 H29］
１０％
⇒
２０％
（２，８２０ha）
（５，７００ha）

※プロジェクトに取り組む上で、関わる方々の
共通の目標となるよう地域で設定したものです。
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主な取組

実施主体

地域の農業・農村を ○地域農業を担う経営体の育成
支える意欲ある人づ
くり

道、市町村、民間

・農業団体との連携による地域農業や地域づくりのリーダーの
育成
・地域営農体制の確立に向けた担い手への農地集積や法人化・
協業化等の一体的な推進

安全・安心な食料の ○環境と調和した農業の推進
安定供給

道、市町村、民間

・環境への負荷軽減と、安全・安心な農産物を供給するクリー
ン農業・有機農業の推進
・環境への影響に配慮した家畜排せつ物の管理の適正化及び有
効利用、循環型畜産の推進

道、市町村、民間

○安全・安心な食品づくり
・消費者や市場の理解と信頼を得ることができる YES!clean 登
録制度やＧＡＰ、エコファーマー等の普及拡大

○食育などを通じた地場産物の消費拡大

道、市町村、民間

・生産者と消費者との交流を促進する食育推進体制の整備

持続可能な農業生産 ○農畜産物の付加価値向上
の推進

道、市町村、民間

・地場産品の高付加価値化やブランド化に向けた推進体制の構
築
・特色ある地域資源を使った新たな商品開発や産業化の推進

道、市町村、民間

○畑作経営の体質強化の促進
・土壌・気象に適した新たな品目の導入等による輪作体系の確
立
・輪作作物の生産性向上、低コスト生産に向けた技術の確立と
普及・拡大
・ジャガイモシストセンチュウ対策の研究や抵抗性品種の普及
・拡大
・地域特産作物の栽培技術等の確立
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主な取組

実施主体
道、市町村、民間

○畜産経営の体質強化の促進
・自給飼料の増産対策の推進
・計画的な草地の整備や低コスト経営に向けての放牧の推進
・飼料の効率的な生産を可能とするコントラクターやＴＭＲセ
ンターなど作業の外部化・組織化の推進
・堆肥の有効活用など畜産と畑作の連携したシステムの構築・
推進
・有機飼料の安定的な生産・利用体制の確立

■関連する主な基盤整備
○農業の経営体の育成や体質強化を図るための施設の整備
・農業用機械・施設の整備促進
○農産物の安定生産の基盤となる農地や農業用施設の整備
・水田・畑・草地の整備促進
・農業用施設の整備促進
○農地及び農業用施設の機能回復や災害を防止するための施設の整備
・海岸保全施設の整備促進
・河川などの治水施設の整備促進
○農産物流通の合理化などのための農道の整備
○家畜排せつ物の有効活用など農村地域の環境保全と資源リサイクルの推進
・家畜ふん尿処理施設の整備促進

- 23 -

豊かな森林資源を生かした林業・木材産業等の健全な発展プロジェクト
≪推進エリア≫

オホーツク連携地域
目 的
オホーツク連携地域においては、伐採後に造林されない「伐採跡地」が増加しており、資源の保続はもとより、森
林の有する機能の高度発揮等の観点からも「造林〜保育〜伐採〜利用〜造林」という林業の循環サイクルの再構築が
緊急な課題となっています。
また、オホーツク地域には豊かな木材資源と高い加工技術を生かした林業・木材産業の普及啓発施設が数多く存在
し、それぞれの施設が特色ある取組を展開していますが、道民運動としての木育を連携して推進する充分な体制が整
っているとはいえない状況にあります。
こうしたことから、オホーツクの豊かな森林資源の保続と林業・木材産業の活性化の両立を可能とする「持続可能
な森林経営」を確立するとともに、林業・木材産業の普及啓発施設のネットワーク化によるオホーツクならではの木
育運動の展開を通じて道産木材利用の理解を深め、健全で活力ある林業・木材産業の振興を図ります。

施策展開

豊かな森林資源を
生かした林業・木
材産業等の健全な
発展

豊かな森林資源を持続的に使用するための森林経営の確立

木育ネットワークの構築

《 地域で考える”目標” 》
■森林伐採面積以上の造林面積の確保（造林面積／伐採面積≧１）
［現状値 H23］
［目標値 H29］
０．７９
⇒
１．００
■森林認証率
［現状値 H23］
［目標値 H29］
４１．９％
⇒
８０．０％
■ブランド材出荷量
［現状値 H23］
［目標値 H29］
０m3
⇒
１，５００m3
■地域住民との協働による森林づくり参加者数
［現状値 H23］
［目標値 H29］
４，２００人
⇒
４，８００人

※プロジェクトに取り組む上で、関わる方々の
共通の目標となるよう地域で設定したものです。
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主な取組

実施主体

豊かな森林資源を持 ○森林資源の適切な管理の推進
続的に使用するため

・秩序ある伐採や伐採跡地の解消など、適切な資源管理の推進

の森林経営の確立

・地域が一体となった造林未済地の解消方法や未然防止対策、

道、市町村、民間

現場パトロール等の実施
・地域の林業を担う人材の育成と森林施業の低コスト化の促進

○集成材や乾燥製材などの高付加価値製品の加工・流通体制の確

道、民間

立
・乾燥技術の底上げや企業間の水平連携を図り、高品質な木材
製品の安定的な生産体制づくりを推進

○森林認証や地材地消の取組を活用した地域材の利用促進と需要

道、市町村、民間

拡大策の取組強化
・オホーツクブランドの確立や農業、建築・土木、くらし等で
の地域材利用の促進等を図り、需要拡大に向けた取組を強化
・林地未利用材等の森林バイオマス資源を活用した熱電利用の
推進

木育ネットワークの ○森林ボランティア団体との交流や情報発信
構築

道、市町村、民間

・地域住民との交流や機関誌発行などによる情報発信を促進

○木育ひろばや木育ランドの開催

市町村、民間

○木工教室や森林体験ツアーなどの開催

道、市町村、民間

■関連する主な基盤整備
○農林水産業の経営体の育成や体質強化を図るための施設の整備
・林業の生産施設や木材加工施設の整備促進
○健全な森林の整備と保全の推進
・森林の整備促進
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育てる漁業を核とした強いオホーツク水産業確立プロジェクト
≪推進エリア≫

オホーツク連携地域
目 的
オホーツク管内の水産業はホタテガイ、秋サケの生産が８割を占め、これらの生産動向により漁業経営が大きく影
響することから、これまで秋サケのふ化放流技術の向上や「災害に強い漁場づくり」などに取り組むなど、漁業生産
の安定化を図ってきたところです。
しかし、近年の厳しい国内経済情勢による消費支出の伸び悩みなど国内市場は縮小傾向にあり、それに加え今般の
貿易自由化の動き、さらには原発事故の影響による風評被害など水産業を取り巻く環境は依然厳しい状況にあります。
こうしたことから、道内はもとより国内でも有数の生産力を誇るオホーツクの漁業の強みを生かし、安定的な漁業生
産体制強化を基本として、衛生管理、鮮度保持や加工技術の向上などへの取組を推進し、国内外で競争力のあるオホ
ーツク水産業の確立を図ります。

施策展開

育てる漁業を核と
した強いオホーツ
ク水産業の確立

安定的な漁業生産体制の確保
オホーツクブランドの強化
国内外に向けた販路の拡大

《 地域で考える”目標” 》
■EU向けホタテガイ生産海域の指定
［現状値 H23］
［目標値 H29］
１海域
⇒
３海域
■衛生管理型漁港の整備
［現状値 H23］
［目標値 H29］
１漁港
⇒
５漁港

※プロジェクトに取り組む上で、関わる方々の
共通の目標となるよう地域で設定したものです。

ホタテガイの水揚げ
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主な取組

実施主体

安定的な漁業生産体 ○生産基盤の整備
制の確保

道、市町村

・漁場造成、生産効率化のための漁場整備
・衛生管理や鮮度保持強化のための漁港整備

オホーツクブランド ○付加価値向上

道、市町村、民間、

の強化

試験研究機関

・試験研究機関などと連携した鮮度保持・加工技術など付加価
値向上への取組推進
・海外に通用する衛生管理体制の確立

国内外に向けた販路 ○海外販路開拓
の拡大

道、民間

・ＥＵ向け輸出生産海域の拡大
・東アジアなど経済新興国のニーズの把握・販路の検討

道、民間

○情報発信
・安全・安心な道産水産物のＰＲ

■関連する主な基盤整備
○水産物供給基地としての漁港・漁場づくり
・漁港の整備促進
・漁場の整備促進
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