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プロジェクト名 推進エリア 頁

１ 道央工業地帯プロジェクト 石狩、胆振、空知、後志地域 １６

２ 北のゲートウェイ道央観光プロジェクト 道央広域連携地域 １９

３ 石狩川流域ラブリバープロジェクト 石狩、空知地域 ２１
（石狩川流域市町村）

４ 石狩アグリ！ジャンプ・アッププロジェクト 石狩地域 ２４

５ 石狩地域力向上プロジェクト 石狩地域 ２６

６ 地域力発掘！”石狩滞在型観光”進化プロジェクト 石狩地域 ２８

７ 石狩地域クリーンタウン・プロジェクト 石狩地域 ３１

８ 活力ある“しりべし”農水産業の振興 後志地域 ３３

９ 「食」の“しりべし”ブランド化の推進 後志地域 ３６

10 “しりべし”国際観光リゾートエリアの形成 後志地域 ３８

11 豊かな自然を生かした後志の「環境・景観」づくり 後志地域 ４１

12 おいしい!安心!こだわり農産物の空知ブランドづくり 空知地域 ４３

13 食や体験の魅力発見。そらちのファンづくり 空知地域 ４６

14 地域で取り組む“エコそらち”の形成 空知地域 ４８

15 「炭鉱（やま）の記憶」で地域づくり 空知地域 ５１
～ドイツに学ぶランドシャフトパーク構想～ （産炭地域及び周辺地域）

16 いぶり環境チャレンジプロジェクト 胆振地域 ５４

17 いぶり・ものづくり産業元気力向上プロジェクト 胆振地域 ５７

18 いぶり・食と観光のプロムナード・プロジェクト 胆振地域 ６０

19 いぶり・農林水産業元気力向上プロジェクト 胆振地域 ６２
(1－3)

20 馬文化拠点地域形成プロジェクト 日高地域 ６３

21 「日高」ブランドの構築 日高地域 ６５

22 「日高の人・日高の暮らし」づくり 日高地域 ６７

地域重点プロジェクト
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道央工業地帯プロジェクト

道央広域連携地域は、新千歳空港や石狩湾新港、室蘭港、苫小牧港などの物流拠点や大学、試験研究機関などが集

積し、本道経済をリードする産業集積や新産業創出が期待される地域です。

こうしたことから、この地域のポテンシャルを最大限活用し、裾野が広く経済波及効果が高い自動車産業を中心に

加工組立型工業などの産業集積を促進し、関連産業を含めたものづくり産業の活性化を図ることにより、北海道経済

の再建に向けた自立型の力強い経済構造への転換を図ります。

本プロジェクトは、石狩、胆振などの道央中核地域と道央空知の両地域の連携を強化し、企業誘致の一

層の推進はもとより、地場のものづくり企業の高度化による自動車関連産業との取引拡大や人材の育成、

地域の資源・特性を生かした産業の集積などを図り、全道をリードする産業集積を推進します。

《参考》 指定集積業種に属する事業者の企業立地及び

事業高度化の目標（Ｈ２４）

道央中核地域 道央空知地域

指定集積業種の企業立地件数 １００件 ３５件

指定集積業種の製造品出荷額等の増加額 ５，３００億円 ５０８億円

指定集積業種の新規雇用創出件数 １５，０００人 ２，３６９人

※企業立地促進法に基づく「産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する基本計画」より抜粋

目 的

施策展開

自動車関連産業などものづくり産業の集積促進

大学・試験研究機関等との連携による新たな産業・事業の創出

産業振興や企業立地に関する支援

道央工業地帯プロ

ジェクト

物流機能を生かした関連産業の集積

≪推進エリア≫

石狩、胆振、空知、後志地域
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主な取組 実施主体

自動車関連産業など ○自動車関連企業などの立地促進 道、市町村、民間

ものづくり産業の集 ・企業立地促進のための優遇措置等

積促進 ・企業誘致推進事業

○地域産業の技術力の向上 道、市町村、民間

・ものづくり支援センター機能の整備

・北海道産業振興条例に基づく技術支援

・創薬・機能性食品等関連事業

・技術支援機関等による新製品開発等支援

・自動車産業等への参入に向けた技術支援

○地域企業の自動車関連産業などへの参入促進 道、市町村、民間

・市場開拓・経営支援等

・ものづくり支援センター機能の整備

○産業人材の育成・確保 道、市町村、民間

・ものづくり支援センター機能の整備

・北海道産業振興条例に基づく人材育成支援

・教育機関等による人材の育成・確保

・人材誘致推進事業

大学・試験研究機関等 ○北大Ｒ＆ＢＰ構想など産学官連携の推進による事業化の促進 道、市町村、民間

との連携による新たな

産業・事業の創出

産業振興や企業立地 ○北海道産業振興条例に基づく事業化や設備投資などの促進 道

に関する支援

○企業立地に関するワンストップサービスの提供 道、市町村、民間

物流機能を生かした ○エネルギーやリサイクル関連産業の集積促進 道、市町村、民間

関連産業の集積

○新千歳空港周辺における航空機整備関連施設や国際物流関連施 道、市町村、民間

設の集積促進
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■関連する主な基盤整備 〔＊：道州制北海道地域連携モデル事業を含む施策〕

○新千歳空港の施設整備

・新千歳空港の国際拠点空港化

○高規格幹線道路の整備

○物流ネットワーク形成のための道路網の整備 ＊

・高規格幹線道路と一体となった道路網の整備促進

・空港・港湾等の物流拠点へのアクセス道路の整備促進

○国際的な海上輸送拠点の整備

・港湾の整備促進

○国内海上輸送拠点の整備

・港湾の整備促進

○苫小牧東部地域など産業拠点の形成に向けた施設の整備

・苫小牧東部地域へのアクセス道路や域内の河川・道路の整備促進

・苫小牧港等の産業基盤施設の整備促進
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北のゲートウェイ道央観光プロジェクト

道央広域連携地域は、国際都市札幌を中核都市として抱え、北の玄関口である新千歳空港を有するとともに、北海

道洞爺湖サミットで知名度が上がった洞爺湖や支笏湖、多くの温泉、国立公園、国定公園などのほか、国内外で有名

な小樽、ニセコなどの観光地に加え、開拓に関わる史跡や空知の炭鉱関連施設、日高の馬など多種多様で魅力的な観

光資源に恵まれています。

また、近年、台湾や韓国、オーストラリアなどから、北海道らしい風景やおいしい食べ物、アウトドアスポーツな

どを目的とした外国人観光客が増加しています。

道央広域連携地域における観光を活性化するためには、国内の観光客はもちろんのこと、これら外国人観光客の誘

致を促進することが重要な課題となっているところです。

道央各地域が連携して、広域的に観光に取り組み、道央の多彩な魅力を生かした新たな観光メニューの開発などに

結びつけることができれば、通年型・滞在型観光客の増加も期待できるところです。

こうしたことから、道央圏の多彩な観光資源を生かした広域観光ルートの検討や情報発信を行うとともに、新たな

観光資源の発掘・活用に取り組んでいきます。

北のゲートウェイ

道央観光

プロジェクト

目 的

施策展開

広域観光の推進

外国人観光客の誘致促進

≪推進エリア≫

道央広域連携地域
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主な取組 実施主体

広域観光の推進 ○新千歳空港を玄関口とした広域観光ルートの検討 道、民間

・道央地域観光戦略会議における検討結果を踏まえ、

広域観光パンフ等の作成など具体の手だてについて検討

○シーニックバイウェイの活用促進 国、市町村、民間

・景観向上に向け植栽などの取組を実施し、支笏洞爺ニセコル

ートのＰＲ

・シーニックバイウェイプラザ in中山峠の活用

・観光資源の有効活用と豊かな環境を守り育てる活動

○観光の魅力の情報発信 国、道、市町村、

・「北海道さっぽろ『食と観光』情報館」等の活用による情報 民間

発信

・観光パンフレットの作成配布

・情報発信の手法に関する検討

○各地域の課題を踏まえた観光戦略の検討 道、市町村、民間

・道央地域観光戦略会議などにおける魅力ある観光地づくりに

向けた検討

・地域における観光戦略に関する検討

外国人観光客の誘致 ○外国人観光客誘致に向けたキャンペーンの実施 国、道、市町村、

促進 ・首都圏でのＰＲ活動 民間

・海外キャンペーンの実施

・その他ＰＲ活動

○外国人観光客向けの観光情報提供体制の整備促進 国、道、市町村、

・ドライブ観光への対応など外国人向けの情報案内機能の充実 民間

○外国人向け観光メニューの創出 国、道、民間

・体験型観光を組み込んだ外国人向けロングステイプログラム

の創出

■関連する主な基盤整備 〔＊：道州制北海道地域連携モデル事業を含む施策〕

○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

○新千歳空港の施設整備

・滑走路の整備や国際線旅客ターミナル施設などの整備促進

○北海道新幹線における札幌延伸の早期実現と既着工区間の建設促進

・北海道新幹線（新青森・札幌間）の建設促進

○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

・観光拠点へのアクセス道路の整備促進

○自然体験型観光のための施設の整備

・自然環境を利用した野外活動が体験できる施設の整備促進
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石狩川流域 ラブリバー プロジェクト

地球環境問題などへの関心の高まっている近年、石狩川流域では、関係機関や団体等との協働により、森林ボラン

ティア団体の結成や森林浴・森林体験活動などの取組をはじめとして、流域各地における植樹活動や清掃活動など自

然環境の保全に向けた地域活動などが展開されていますが、これをさらに一体的、効果的に進めていくことが必要と

なっています。

こうしたことから、源流の山林地域から河口までの石狩川流域一体の自然環境保全を推進していくため、森林ボラ

ンティアと連携した都市近郊の身近な里山整備の仕組みづくりやその利活用、行政、地域住民、企業・団体等との協

働による植樹活動などの推進、流域における水質保全活動や浜辺の多目的な利活用などを積極的に推進し、環境と共

生する持続可能な地域づくりを進め、豊かな自然環境を次の世代に引き継いでいきます。

※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。

目 的

施策展開

「北の里山」づくりの推進

「水辺」や「浜辺」の環境保全活動・利活用の推進

石狩川流域 ラブ

リバー プロジェ

クト

《 地域で考える”目標” 》

■森林ボランティアと創る石狩地域の里山整備数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

－ ⇒ ２箇所

■森林ボランティアの技術講習会等受講者数（累計）

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

－ ⇒ １２０人（H20～22）

■地域と協働した河川管理（清掃）活動団体数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

１９団体 ⇒ ２４団体

≪推進エリア≫

石狩、空知地域
（石狩川流域市町村）
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主な取組 実施主体

「北の里山」づくり ○森林所有者と森林ボランティアの連携による里山づくり 道、民間

の推進 ・森林所有者と森林ボランティアが連携した都市周辺の里山の

整備促進

・森林ボランティアの技術等向上のための講習会、研修会の開

催

・子どもたちの教育の場などへの里山の活用推進

○「道民の森」の活用などによる市民の自然とのふれあいの創出 道、市町村、民間

・「道民の森」などでの特色ある多様な体験プログラムの提供

等による身近な森林とふれあう機会の創出

・森林浴や森林体験活動などの情報提供の推進

○道民、ボランティアなどと連携した協働による森林づくりの推 道、市町村、民間

進

・「水源の森づくり」など道民との協働による植樹活動の推進

・住民、森林ボランティア、企業団体等が実施する植樹活動等

の取組促進

○緑化団体等の交流やネットワークづくり 民間

・森林ボランティア団体による交流会の開催

「水辺」や「浜辺」 ○水辺を生かした体験・環境観光の推進 道、市町村、

の環境保全活動・利 ・水辺に親しむ環境づくりの推進 市民団体、

活用の推進 教育関係者

○支笏湖、千歳川流域などにおける関係機関・団体等の連携によ 道、市町村

る水質保全活動

・河川環境の保全に向けた普及啓発活動等の実施

○流域一体となった石狩川クリーンアップ作戦の実施 国、道、市町村、

・広域的な一斉清掃活動の推進 ボランティア団体

○石狩浜の浜辺環境保全活動の実施 市町村、環境科学研

・浜辺における自然環境保全意識の普及啓発活動の実施 究センター

・植生の保護及び回復に向けた環境整備、モニタリング等の

実施

○｢あそびーち石狩｣など海水浴場の利用促進、多面的利用の推進 道、市町村、

・「あそびーち石狩」等の利活用に向けた検討 関係団体
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■関連する主な基盤整備 〔＊：道州制北海道地域連携モデル事業を含む施策〕

○健全な森林の整備と保全の推進 ＊

○森林の整備保全や都市との交流に必要な林道などの整備

・林道等の整備促進

○治山施設の整備

・治山施設等の整備促進

○身近な自然とふれあうことのできる公園の整備

・良好な水辺空間の整備促進

○自然豊かな水辺環境の整備・保全

・自然に配慮した河川の整備促進
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石狩アグリ！ジャンプ・アッププロジェクト

石狩地域の農業は、稲作を中心に、小麦・豆類等の畑作物や、多品目の野菜・花きとの複合化が進み、畜産では、

酪農や大規模な養鶏も営まれています。米は、空知、上川に次ぐ主産地となっており、麦や大豆では地場企業と結び

ついた品種の生産も行われています。漁業は、サケ・ホタテ・ニシン等を中心に栽培漁業が営まれています。

また、大消費地近郊という地の利を生かした、いちご、さくらんぼ等の観光農園や、新鮮な野菜等の直売活動に加

え新鮮な魚介類を販売する朝市が開催されています。

一方、全道の人口の４割を占める大都市圏を抱えていますが、農山漁村では一次産業の担い手不足・高齢化が進行

し、地域経済が停滞する傾向にあります。

このことから、関係者による連携推進体制を整備の上、大都市圏を抱える地域の優位性を最大限に生かし、都市と

農山漁村の交流など、生産者と消費者の相互理解を深めながら、安全・安心な農林水産物の生産を基本とした産消協

働の取組を推進し、管内の農林水産業・農山漁村や地域経済の活性化を図ります。

※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。

目 的

施策展開

産消協働の推進による農林水産業の新たな展開
石狩アグリ！ジャ

ンプ・アッププロ

ジェクト

都市と農山漁村の交流促進

《 地域で考える”目標” 》

■地域農林水産資源を活用した商品開発数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

８件 ⇒ １３件

■ふれあいファーム登録農場数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

１０９ヶ所 ⇒ １２４ヶ所

≪推進エリア≫

石狩地域
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主な取組 実施主体

産消協働の推進によ ○消費者ニーズにこたえた高品質で安全・安心な生産物の生産 道、市町村、民間

る農林水産業の新た ・クリーン・有機農業及びエコファーマー等の普及推進

な展開

○大消費地近郊の利点を生かした農商工連携、地産池消の一層の 道、市町村、民間

促進

・商工会議所・商工会等との農商工連携による農産加工品等新

たな商品の開発推進

・多様な形態による産地直売や観光農園などによる地産地消の

促進及び食と農に関する情報発信体制の強化

・外食産業等との連携による地産池消とブランド化、アグリビ

ジネスの拡大

都市と農山漁村の交 ○都市部の子どもを対象とした農業体験などによる食育の推進 道、市町村、

流促進 ・都市部の学童・家族や教師に対する食や農林水産業に対する 広域圏組合、民間

講座の開設、農業体験等の実施

○農業体験などを通じた農林水産業・農山漁村の応援団づくり ＮＰＯ法人等

・任意組織やＮＰＯ法人等による都市と農山漁村の交流活動の

促進

■関連する主な基盤整備 〔＊：道州制北海道地域連携モデル事業を含む施策〕

○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 ＊

・水田の整備促進

・農業用施設の整備促進

○水産物供給基地としての漁港・漁場づくり

・漁場の整備促進
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石狩地域力向上プロジェクト

多様なライフスタイル価値観の変化などに伴い、地域のニーズや課題が多様化しており、地域課題の解決には行政

だけではなく、地域の自発的な取組が欠かせなくなっています。

石狩地域では、住民や商店街、ＮＰＯ法人、企業など多様な主体が連携しながら、地域の課題解決に向けた取組が

行われていることから、地域が自ら考え、自ら行動することを基本にしながら、多様な主体が地域づくりの担い手と

してさらなる活動を推進し、災害時における対応、高齢者が意欲や能力を発揮できるような環境の整備、子育て家庭

への支援体制の整備に取り組んでいくことで意欲的な地域のコミュニティ形成を図っていきます。

また、札幌のベットタウンとして昭和３０年代後半から造成された大規模な住宅団地では、その後４０年が経過し、

住民の高齢化や住宅の老朽化が進み、住宅団地内に「空き家」、「空き地」が増加しています。

このような都市型ならでは課題に対応するためにも、行政だけではなく地域住民やＮＰＯ法人など参画を得ながら

「地域力」を結集し、住宅団地の活性化に向けた検討を行い、活力あるまちづくりの形成に向けた取組を推進してい

きます。

※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。

目 的

施策展開

地域コミュニティ形成の推進

住民参加による住宅団地の活性化

石狩地域力向上プ

ロジェクト

《 地域で考える”目標” 》

■自主防災組織率

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

６５％ ⇒ ７３％

≪推進エリア≫

石狩地域
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主な取組 実施主体

地域コミュニティ形 ○地域活動を担うリーダーの育成 道、市町村

成の推進 ・地域防災マスターなどの養成促進

○高齢者の知識や技能を生かす仕組みづくり 市町村

・シルバー人材センターなどを活用した高齢者の活動の場づく

り

○子育てボランティアの育成など子育て環境の整備促進 道、市町村

・ファミリーサポートセンター事業の充実

・どさんこ・子育て特典制度の普及拡大

○災害時要援護者対策や自主防災組織の育成など地域防災力の強 市町村

化

・自主防災組織の結成促進に向けた市町村による各種研修会の

開催

住民参加による住宅 ○高齢化が進む住宅団地の活性化に向けた産学官民の検討体制づ 市町村

団地の活性化 くり

・産学官民で構成する住宅団地活性化に向けた組織での検討

江別市、北広島市、

石狩市 ○コミュニティビジネス、世代間交流、空き家の有効活用など活 道、市町村

性化策の検討

・支庁市町村職員共同政策研究会などを活用した活性化策の検

討
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地域力発掘！”石狩滞在型観光”進化プロジェクト

石狩地域は、本道の空の玄関、新千歳空港と観光都市札幌を擁し、多くの観光客が訪れているが、その約６割が札

幌市に集中しており、札幌を訪れる観光客や札幌をはじめとした都市部の住民を農山漁村地域をはじめとした管内の

他地域への誘導が十分に図られていない状況にあります。

そのため、札幌圏という大規模な観光マーケットに近接している地域特性を生かすため、自然・食・体験などの地

域資源を生かした特色ある観光地、大都市札幌を活用した広域観光の推進による滞在期間の延長できる観光地、受入

体制の整備による繰り返し訪れたくなる観光地づくりに向けた取組を進める必要があります。

こうしたことから、地域が連携して、新たな観光資源の発掘、食や体験などの地域の観光資源の活用、既存観光資

源の磨き上げなど、食・観光・体験が一体となり、石狩滞在型観光に向けた取組を推進します。

※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。

目 的

施策展開

地域力発掘！”石

狩滞在型観光”進

化プロジェクト

付加価値の高い「石狩食観光」の推進

地域資源を生かした滞在型観光の推進

札幌・新千歳空港を核とした観光情報発信の強化

《 地域で考える”目標” 》

■観光入込客数（延べ人数）

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

２，４５０万人 ⇒ ２，８５０万人

≪推進エリア≫

石狩地域
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主な取組 実施主体

付加価値の高い「石 ○石狩鍋など郷土料理や特産品等の食観光資源の発掘、ＰＲ 道、市町村、民間

狩食観光」の推進 ・「農商工連携・地域資源活用プログラム」を活用した地場農

産物等を使用した新商品開発の促進

・ホームページなどによる食観光資源のＰＲ

○地域の食材を活用した魅力ある食の創出と提供の促進 道、市町村、民間

・支笏湖のヒメマス活用など地域の食材を活用した名物づく

り、郷土料理の提供促進

地域資源を生かした ○マーケティングを重視した観光資源の見直しや魅力の付加によ 道、市町村、

滞在型観光の推進 る新たな観光ルートの提案 広域圏組合、民間

・「早朝ウォーキング」「カルチャー教室」など観光客に対する

新たな魅力の付与等、既存観光資源の磨き上げの推進

・観光事業者等の意見を踏まえた観光資源の見直しと新たな観

光ルートの検討・提案

○農業や工場施設、「道民の森」等の施設を活用した体験型観光 道、市町村、民間

の推進

・商品化に向けた問題点や課題解決に向けたフィールドワーク

の実施

○健康・癒しに着目したウォーキングルートやサイクリングロー 道、市町村、民間

ド、花・庭などの活用促進

・新たなウォーキングやサイクリングコース、花・庭の鑑賞・

散策コースの検討

・既存のウォーキングルートやサイクリングロード、花ロード

のマラソンコースや歩くスキーコースなど新たな活用方法の

検討

○観光ホスピタリティの向上など受入体制の整備促進 道、市町村、民間

・体験観光事業者等への研修会の実施

・各地域におけるホスピタリティ向上の取組推進

○観光事業者と連携した周遊旅行商品の開発と誘客の促進 道、市町村、民間

・石狩地方観光連絡協議会による観光事業者との意見交換の実

施

・旅行商品化に向けたモニターツアーの実施
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主な取組 実施主体

札幌・新千歳空港を ○北海道のゲートとして観光情報の発信拠点におけるインフォメ 道、市町村、

核とした観光情報発 ーション機能の充実 広域圏組合、民間

信の強化 ・「観光案内所」「道の駅」などにおけるニーズに対応した統一

的な観光情報の提供

○関係機関による情報共有と相互ネットワークの推進 道、市町村、

・石狩地域の広域観光情報のデーターベース化による市町村、 広域圏組合、民間

観光協会等のホームページによる提供促進

■関連する主な基盤整備 〔＊：道州制北海道地域連携モデル事業を含む施策〕

○安心で快適な旅ができる交通ネットワークの整備 ＊

・新千歳空港や丘珠空港の機能強化

・地域高規格道路「道央圏連絡道路」などの整備促進

○自然体験型観光のための施設の整備

・自然環境を利用した野外活動が体験できる施設の整備促進
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石狩地域クリーンタウン・プロジェクト

石狩地域は、全道人口の約４割が集中し、企業活動の集積も進む中で、大消費地札幌市を抱えていることから、大

量の廃棄物が排出され、その減量化や資源化を図ることが求められています。また、都市部を中心に多くの二酸化炭

素など温室効果ガスが排出されていることから環境への負荷が少ない地域づくりを進めることも重要となっていま

す。

こうした中で、生ゴミを中心とした有機性廃棄物の有効活用方策を検討し、実用化に向けた動きも活発化しており、

こうした取組を一層加速させるため、バイオマスの利活用の促進や新エネルギーの利用の検討、地域住民などと協働

した環境にやさしい自動車燃料の普及促進に向けた取組などを一層推進していくとともに、廃棄物の不法投棄の未然

防止対策の充実など不法投棄への対応に向けた取組も一層推進していきます。

また、カーボンオフセット運動などにより、二酸化炭素排出削減に向けて、地域住民一人一人が意識の醸成を図る

ことができるための環境づくりや人づくりなどを推進し、地域が一体となった環境にやさしいまちづくりの形成を図

っていきます。

家庭用廃食用油から製造したＢＤＦを利用する車輌

※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。

目 的

施策展開

バイオマス利活用の推進

未来に引き継ぐ「環境人」づくり

石狩地域クリーン

タウン・プロジェ

クト
不法投棄防止対策の推進

《 地域で考える”目標” 》

■廃棄物系バイオマス利活用率

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

４９％ ⇒ ６５％

≪推進エリア≫

石狩地域
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主な取組 実施主体

バイオマス利活用の ○廃棄物系バイオマスの利活用の推進 道、市町村、民間

推進 ・有機性汚泥、食品廃棄物などの肥料化、飼料化、バイオガス

化の循環的利用の推進

○農業系未利用バイオマスの利活用の推進 道、市町村、民間

・稲わら、もみ殻、麦かんなどの利活用の推進

○森林バイオマスの利活用及び利用施設の整備促進 道、市町村、民間

・木質ペレットの普及拡大や利用施設の整備拡大

○バイオマスを活用した取組の情報発信 道、市町村

・ホームページによるバイオマスの活用事例の紹介

○ＢＤＦ化に向けた家庭用廃食用油の回収処理システムの構築 道、市町村、民間

・いしかりエコ燃料プロジェクトの推進

○「バイオマスネットワーク」による産学官の連携強化 道、市町村、民間

・石狩バイオマスネットワーク研究会による活動促進

不法投棄防止対策の ○広報・啓発活動の充実 国、道、市町村、

推進 ・市町村広報誌への掲載など推進月間における普及啓発活動の 民間

実施

○不法投棄監視・防止啓発パトロールの実施 国、道、市町村、

・行政機関による定期的な監視体制の整備 民間

・地域住民参加によるパトロール活動の推進

○不適正処理・不法投棄事案への指導体制の充実 道、市町村、民間

・警察や市町村、関係業界との連携の促進

・業界団体、行政などによる共同撤去事業の実施

未来に引き継ぐ「環 ○カーボンオフセット市民運動の推進 道、市町村、民間

境人」づくり ・協働による二酸化炭素削減に向けた取組の推進

○「エコロジーキャンプ」などの環境教育や指導者養成セミナー 道、市町村、民間

の開催による人づくりの推進
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活力ある“しりべし”農水産業の振興

後志地域の農業は、気候や土地などの自然条件、大消費地である札幌圏に近接しているなどの地理的条件などから、

水稲、畑作物をはじめ、野菜、果樹、畜産など幅広い生産が行われており、「北海道農業の縮図」と呼ばれるほど農

業経営は多岐にわたっています。

農家一戸あたりの耕地面積は全道平均の約半分と経営規模は小さいものの、単位面積あたりの所得は高く、比較的

集約的な農業が展開されていますが、農家所得は年々減少傾向にあり、農産物の安定生産などによる収益性の高い農

業を推進する必要があります。

一方、漁業においては、トドによる漁業被害や、磯焼けの進行などに伴う漁業資源水準の低下などから、漁業生産

量が減少しており、さらに市場価格の低迷などにより、漁業生産額が低い状態が続いているため、栽培漁業や資源管

理型漁業の推進など、水産資源の維持・増大に関する取組が必要です。

こうしたことから、地域の特色を生かしながら環境と調和した、安全・良質な農作物を安定的に供給するため、後

志地域の基幹産業である一次産業の充実・強化をめざします。

活力ある

“しりべし”

農水産業の振興

※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。

目 的

施策展開

農業の持続的発展

水産業の持続的発展

《 地域で考える”目標” 》

■クリーン農業に取り組む生産集団数（Yes!clean）

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

２８団体 ⇒ ３３団体

■ＧＡＰ（農業生産工程管理）導入に取り組む産地数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

３産地 ⇒ １５産地

■ニシン種苗放流に取り組む地区数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

４地区 ⇒ ６地区

■トド被害未然防止のための強化網導入数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

１４８ヶ統 ⇒ １６８ヶ統

≪推進エリア≫

後志地域
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主な取組 実施主体

農業の持続的発展 ○高収益性作物の導入や農業生産基盤の整備などによる収益性の 国、道、市町村、

高い後志農業の確立 民間

・高収益性作物の導入促進に関する取組

・農業生産基盤の整備に関する取組

・酪農経営の安定的発展に関する取組

・管内農作物のＰＲ活動

○環境に調和した農業の確立 国、道、市町村

・地域に適した環境にやさしい生産技術の確立

○担い手の育成・確保 国、道、市町村、

・多様な農業の担い手の育成・確保に関する取組 民間

水産業の持続的発展 ○水域環境の保全や資源管理対策の強化、種苗放流などによる水 国、道、市町村、

産資源の維持・増大対策の推進 民間

・漁業生産基盤の整備

・水産資源の適切な管理及び秩序ある利用の促進

・栽培漁業の推進

・磯焼け漁場の回復に向けた取組の促進

○トドなどの野生生物と漁業との共存対策の推進による環境と調 道、市町村、民間

和した水産業の展開

・漁業被害防止対策の推進

・忌避対策、調査・実証事業の実施

○持続的発展を支える担い手の育成・確保 道、市町村、民間

・新規就業者の確保に関する取組

・漁業後継者育成に関する取組

・経営環境や就労環境の改善対策の推進
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■関連する主な基盤整備 〔＊：道州制北海道地域連携モデル事業を含む施策〕

○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

・農業用施設や農用地の機能回復

・地すべり防止施設などの整備促進

○水産物供給基地としての漁港・漁場づくり

・漁港、流通加工施設、漁港関連道などの整備促進
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「食」の“しりべし”ブランド化の推進

後志地域の基幹産業である一次産業は、農業では、水稲をはじめ、畑作物や野菜、果樹、畜産など地域の特色を生

かした経営が展開されていますが、一戸あたりの経営面積は全道平均の半分程度と経営規模が小さく、農業所得も減

少傾向にあるなど、多くの課題を抱えています。

一方、漁業においても、牡蠣、エビ、サクラマス、ニシン、ホタテなど多彩な水産物が水揚げされているものの、

魚価低迷などにより厳しい状況の中にあるのが現状です。

今後、これら一次産品の収益性を高めるためには、ブランド力を強化し、付加価値を高めていく取組を促進してい

くことが必要です。それらの取組は、単に多彩な一次産品の安全・安心の信頼度を高めるだけではなく、それらを活

用した新しい商品の開発や管内の隠れた名産品の発掘などが後志管内の観光の魅力を向上させることにもつながりま

す。

このようなことから、札幌圏に近接する地理的条件と多彩な山海の一次産品を生かし、安全・安心を基礎とした付

加価値の高い加工品の開発や隠れた名産品の情報発信などを通じて、観光産業との連携をはじめとした後志の「食」

ブランド化を推進します。

「食」の

“しりべし”

ブランド化の推進

※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。

目 的

施策展開

しりべしブランドの創造

しりべしブランドの販路拡大

観光と連携した「食」ブランドの発信

《 地域で考える”目標” 》

■クリーン農業に取り組む生産集団数（Yes!clean）

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

２８団体 ⇒ ３３団体

■ＧＡＰ（農業生産工程管理）導入に取り組む産地数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

３産地 ⇒ １５産地

■「北のめぐみ愛食レストラン」の認定数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

５６店 ⇒ １０２店

≪推進エリア≫

後志地域
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主な取組 実施主体

“しりべし” ○隠れた土産品などの発掘・ＰＲ 道、市町村、民間

ブランドの創造 ・管内の隠れた逸品の知名度アップに向けた情報の積極的な発

信による土産品としての定着促進

・地域資源を活用した付加価値の高い商品開発に向けた取組

○クリーン農業の推進など安全・安心を基礎とした「食」のブラ 市町村、民間

ンド力の向上

・クリーン農業や有機農業の推進

・一次産品のブランド力の強化、地域ブランドの確立

“しりべし” ○地元食材のレストラン等での活用促進など産消協働の推進 道、市町村、民間

ブランドの販路拡大 ・地元食材を活用したご当地グルメの開発

・地産地消の推進

○官民協働による国内外でのプロモーションの展開 道、市町村、民間

・観光資源を生かした農産物の販路拡大

・管内一次産品の情報発信

・中国、ロシアでの市場調査やアンテナショップ事業展開によ

る市場開拓

観光と連携した「食」 ○「食」のイベントの開催 道、市町村、民間

ブランドの発信 ・愛食運動を展開することにより、消費者と生産者の連携強化

・地元農水産物を活用したイベントの開催

■関連する主な基盤整備 〔＊：道州制北海道地域連携モデル事業を含む施策〕

○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・畑の整備促進

・農業用施設の整備促進

○水産物供給基地としての漁港・漁場づくり

・漁港、流通加工施設、漁港関連道などの整備促進

○高規格幹線道路の整備

○物流ネットワーク形成のための道路網の整備

・物流拠点へのアクセス道路の整備促進
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“しりべし”国際観光リゾートエリアの形成

後志地域は、羊蹄山をはじめとするニセコ山系や奇岩・断崖絶壁が続く積丹半島などに代表される雄大な自然のほ

か、歴史ある街並みが魅力的な小樽など、様々な観光資源に恵まれた地域であり、毎年多くの観光客が訪れています。

また、近年、ニセコ地区でのスキーなどのアウトドアレジャーを求めるオーストラリア人や、夏期間を中心に小樽

市などを訪れる東アジアからの観光客など、訪れる外国人観光客が増加傾向にあり 、後志地域は、国際的にも注目

を浴びている観光地のひとつとなっています。

後志地域においては、観光は重要な産業であり、将来にわたって観光産業を発展させるためには、国内観光客はも

ちろん、これら外国人観光客の一層の増大が求められるところです。

そこで、観光案内板の外国語表示など利便性の向上を図っていくとともに、海外へのプロモーション活動をはじめ

として後志観光の魅力を積極的に発信していきます。

一方、後志地域を訪れる観光客の大半が日帰り観光であり、特定の観光地に集中する傾向にあることから、周遊な

どによる滞在型観光を促進する取組が重要です。

今後、後志の多彩な観光資源を生かした新しい旅行プランの開発などを通して、通年型・滞在型観光の推進に積極

的に取り組んでいきます。

“しりべし”

国際観光リゾート

エリアの形成

※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。

目 的

施策展開

新たな魅力の創出によるしりべし観光の推進

外国人観光客の誘客促進と利便性の向上

「食」の魅力と豊かな景観を生かした観光地づくり

《 地域で考える”目標” 》

■観光客平均宿泊数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

１．２２日 ⇒ １．２５日

※ 観光客平均宿泊数は、北海道観光入込

客数調査における「宿泊客延数」を「宿

泊客数」で除した数値。

■外国人観光客宿泊者数（延べ人数）

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

１３５，６３４人 ⇒ ２６１，０００人

≪推進エリア≫

後志地域
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主な取組 実施主体

新たな魅力の創出に ○健康志向の高い団塊の世代をターゲットとした「ロハス」な旅 道、市町村、民間

よる後志観光の推進 行プランの開発や「歴史ある街並み」「日本海側の自然景観」

など多彩な魅力ある観光資源の活用と通年型・滞在型観光の推

進

・健康志向の高い団塊の世代をターゲットとした「ロハス」な

旅行プランの開発

・食、温泉、体験観光、フットパスなどを生かした滞在型観光

の推進

・街の個性を生かした街並み景観を創り出し、新たな観光スタ

イルを発掘

・街の魅力を生かした新しい旅行商品の開発

○観光ホスピタリティの向上 道、市町村、民間

・魅力ある観光を支える人材の育成推進

・街の文化、歴史などの知識を深めるための講座等を開催

・地元観光事業者などを対象にしたホスピタリティ研修会実施

・観光案内所の設置促進

外国人観光客の誘客 ○外国人観光客向けのホスピタリティ向上 国、道、市町村、

促進と利便性の向上 ・外国人観光客を対象としたホスピタリティの向上 民間

・地域における通訳ガイドの育成確保

・外国語マップ、パンフレットなどの作成配布

○外国人観光客が訪れやすい環境整備 国、道、市町村、

・観光案内板や道路標識の外国語表記などの取組推進 民間

・公共施設での外国人対応など利便性の向上に向けた取組推進

○官民協働による国内外でのプロモーション展開 国、道、市町村、

・国内外でのプロモーション展開と受入体制の整備促進 民間

・パンフレット作成、マスコミ宣伝活動など各種キャンペーン

の実施
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主な取組 実施主体

「食」の魅力と豊か ○農業・漁業体験など一次産業と観光事業者との連携を図りなが 道、市町村、民間

な景観を生かした観 ら「食」を生かした魅力ある観光地づくり

光地づくり ・地元食材を活用した「食」の提供

○自然・景観の保全と活用による質の高いリゾート地域の形成 道、市町村、民間

・景観保全に関する地域での取組

○シーニックバイウェイの推進 国、市町村、民間

・地域の自然環境の保全と観光資源への有効活用

・植栽事業の補助などによる景観づくり

■関連する主な基盤整備 〔＊：道州制北海道地域連携モデル事業を含む施策〕

○自然豊かな水辺環境の整備・保全 ＊

・自然に配慮した河川・砂防施設などの整備促進

○北海道新幹線における札幌延伸の早期実現と既着工区間の建設促進

・北海道新幹線（新青森・札幌間）の建設促進

○高規格幹線道路の整備

○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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豊かな自然を生かした後志の「環境・景観」づくり

近年、後志地域を訪れる外国人観光客は増加傾向にあり、ニセコ地区においては、外国資本によるコンドミニアム

などの建設ラッシュが進んでいるなど、国内外問わず、観光の人気が高まっています。

羊蹄山や清流日本一の尻別川、歴史的な街並みなど、後志の観光の大きな魅力は豊かな自然と美しい街並みにあり、

これら優れた環境と景観を保全していくことが、後志観光の発展のためには重要な要素のひとつです。

後志地域は、平成１７年に支笏洞爺ニセコルートがシーニックバイウェイルートに指定されるとともに、平成１８

年には羊蹄山麓７町村が「道の条例に基づく広域景観づくり推進地域」第１号に指定されるなど、景観保全の取組に

関しては先進地となっています。

こうしたことから、乱開発による環境破壊を防止するため、大規模な開発に関して一定のルールを設けることに取

り組むほか、自然景観に対する住民の意識を高める様々な啓発活動を実施するなど、重要な観光資源である優れた自

然環境と景観を保全することで、住環境及び観光の価値を高める取組を推進していきます。

豊かな自然を生か

した後志の「環境

・景観」づくり

※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。

目 的

施策展開

自然環境の保全

景観の保全

《 地域で考える”目標” 》

■魚類の遡上可能延長

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

７６．４km ⇒ ９３．０km

■環境保全のための植樹本数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

－ ⇒ 累計13,000本

≪推進エリア≫

後志地域
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主な取組 実施主体

自然環境の保全 ○尻別川における環境に配慮した川づくり 道、市町村、民間

・環境に配慮した川づくり

・しりべしクリーン作戦の実施

・市民ボランティアなどによる河岸の清掃活動実施

○自然環境の保全に対する啓発活動 道、市町村、民間

・「しりべし子供環境サミット」の開催

・植樹活動など「森・川・海」の取組

・環境保全意識向上に向けた啓発活動や環境教育の実施

・環境保全のための森林整備

景観の保全 ○景観法や北海道景観条例などに基づく良好な景観の形成・保全 道、市町村、民間

・良好な景観形成に向けたリゾート開発のルールづくり

・地域固有の文化を伝える魅力ある歴史的街並みの保全

■関連する主な基盤整備 〔＊：道州制北海道地域連携モデル事業を含む施策〕

○自然豊かな水辺環境の整備・保全 ＊

・自然に配慮した河川・砂防施設などの整備促進

○身近な自然とふれあうことのできる公園の整備

・良好な水辺空間や都市公園などの整備促進

○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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おいしい！安心！こだわり農産物の空知ブランドづくり

空知地域の農産物は、生産量が日本一、全道一であるものや、良質で安全・安心なこだわりの逸品はあるものの、

その知名度は思うように上がらず、流通販売段階において十分な評価を得られていない状況にあります。

一方で、地域の農産物及びその加工品が、「空知ブランド」として商品群を構成するには、質・量とも十分とはい

えない側面もあります。

特に米は、全道の約半分を占める生産量を誇っていますが、近年の消費低迷や全国的な生産過剰による米価下落の

影響で、管内の農業者は大変厳しい経営を余儀なくされています。

また、空知地域は、国内生産量の約４分の１を占める国内最大のそば産地ですが、大半が一次産品（玄そば）とし

て出荷されており、「空知のそば」の認知度や付加価値向上を図るためには、製粉化や製麺化など２次産業、３次産

業との連携が喫緊の課題となっています。

こうしたことから、空知産農産物のブランド化の構築に向け、生産者や流通業者をはじめとする関係機関が連携し、

ブランドを構成するに相応しい良質な農産物及び加工品の生産振興や、戦略的なプロモーション活動などによる販路

拡大を図るとともに、特に主力産物の米とそばについて、空知ブランド構築に向け、生産から流通まで一貫した戦略

を検討・実践します。

※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。

目 的

施策展開

空知産農産物のブランド化

空知産米の生産・流通・販売戦略の構築

「空知のそば」の地域ブランドづくり

おいしい！安心！

こだわり農産物の

空知ブランドづく

り

《 地域で考える”目標” 》

■大手量販店における「空知フェア」等の開催数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

－ ⇒ 年３回

■道内における北海道米食率

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

７０％ ⇒ ８０％

≪推進エリア≫

空知地域
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主な取組 実施主体

空知産農産物のブラ ○空知ブランドの構築に向けた戦略の検討 道、市町村、民間

ンド化 ・農産物の生産・販売戦略の検討

○販路拡大に向けた戦略的なプロモーション活動の推進 道、市町村、民間

・大手量販店との連携によるイベント等の開催

・消費拡大キャンペーンの実施

○付加価値向上に向けた取組 道、市町村、民間

・ブランドに相応しい農産物生産のための研修会の開催

・良質な農産物の生産体制の確立

・商品開発の支援

空知産米の生産・流 ○新品種（ゆめぴりか）の生産・販売戦略の検討、技術的支援 道、市町村、民間

通・販売戦略の構築 ・地域における生産販売方針及び生産マニュアル等の策定

・消費者・実需者ニーズに応じた売れる米づくり

○「環境」と調和したクリーン農業の推進 道、市町村、民間

・YES！ cleanの取組推進

・エコファーマーの登録者数の拡大

○農地や農業用水等の保全、質的向上を図るための共同活動への 道、市町村、民間

支援

・農地や農業用水などの地域資源の保全

・減農薬、減肥料への取組

○区画整理や客土、暗渠排水等の生産基盤整備の推進 道、市町村、民間

・安全・安心、良食味な空知産米の生産を支える基盤整備の実

施

・土づくりの推進による肥料や農薬の低減

「空知のそば」の地 ○販路拡大に向けたＰＲ活動の実施 道、市町村、民間

域ブランドづくり

○全国全道規模のそばイベント等の支援 市町村、民間

○各産業間の連携に向け、意見・情報交換を行う管内そば関係者 道、民間等

の交流の場の設置

○付加価値向上をめざした取組 道、市町村、民間
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■関連する主な基盤整備 〔＊：道州制北海道地域連携モデル事業を含む施策〕

○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 ＊

・農業用用排水施設の整備促進

・区画整理や暗渠排水、客土等の農用地の整備促進

○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

・農業用施設や農用地の機能回復の整備促進

・地すべり防止施設や防災ダム等の整備促進

○農産物流通の合理化などのための農道の整備

○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

・農業加工施設の整備促進

○物流ネットワーク形成のための道路網の整備 ＊

・高規格道路の整備促進

・地域高規格道路の整備促進

・高規格幹線道路及び地域高規格道路と一体となった道路網の整備促進

○国内海上輸送拠点の整備

・港湾の整備促進
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食や体験の魅力発見。そらちのファンづくり

空知は、道内有数の農業地帯として、安全・安心など、こだわりをもって生産された農産物や、地元食材を使った

メニューを提供するファームレストラン、飲食店など、農業と強く結びついた集客資源を有しています。

特に農業体験などのグリーンツーリズムの取組では、道内で最も進んだ地域です。

また、かつて日本の近代化を支えた炭鉱の関連施設群や生活文化は、空知ならではの貴重な歴史体験資源であり、

ほかにも、乗馬、カート、グライダー、さらにはＳＬの体験運転など、ユニークな体験メニューが豊富です。

こうした食や体験に係る集客資源を磨き上げるとともに、空知の魅力として積極的に情報発信することにより、道

の内外に空知のファンをつくり、空知を訪れる人やリピーターを増やすことをめざします。

※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。

目 的

施策展開

こだわりの食と観光の結びつきの強化

体験を中心とした地域資源の活用

ローカルコーディネート機能の強化

食や体験の魅力発

見。そらちのファ

ンづくり

《 地域で考える”目標” 》

■「北のめぐみ愛食レストラン」認定数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

２２店 ⇒ ４０店

■農業体験受入者数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

７，０２１人 ⇒ １０，０００人

≪推進エリア≫

空知地域
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主な取組 実施主体

こだわりの食と観光 ○こだわりの食に関する情報発信及びＰＲ 道、市町村、民間

の結びつきの強化

○質の高い特産品の開発や販路拡大の促進など食を通じた空知の 道、市町村、民間、

知名度アップ その他

○地元食材の利用拡大 道、市町村、民間

・生産者と飲食店、宿泊施設等との交流推進

体験を中心とした地 ○地域資源に関わる人材やソフトなどの受入体制の充実 市町村、民間

域資源の活用 ・体験型観光の推進

・地域資源の高付加価値化

○地域のニューツーリズム資源の掘り起こし 道、市町村、民間

○グリーンツーリズムの推進 道、市町村、民間

・農業体験受入の体制や質のレベルアップ

・修学旅行生等の増加に対応した農家民宿の拡大

ローカルコーディネ ○地域資源の活用に向けた地域内外のネットワークの拡大及び強 道、民間

ート機能の強化 化

○情報ステーション機能の仕組みづくりや着地型の旅の企画提案 道、市町村、民間

■関連する主な基盤整備 〔＊：道州制北海道地域連携モデル事業を含む施策〕

○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

・観光拠点へのアクセス道路の整備促進

○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 ＊

・農業生産基盤の整備促進
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地域で取り組む“エコそらち”の形成

道内有数の豪雪地帯である空知地域では、「雪」を新たなエネルギー資源として評価し、農産物の貯蔵や施設冷房

などに利用する取組が進められてきています。

また、国内有数の米作を中心とした農業地帯であることから、多量の稲わら、もみ殻が生じており、その適切な利

活用の促進を図る必要があります。

さらに、環境に配慮した栽培方法などによる安全・安心でおいしい農産物の生産が求められており、管内における

クリーン農業（環境調和型農業）に取り組む農業者（エコファーマー）は道内でも突出した認定者数となっています。

こうしたことから、地域の住民や企業等が取り組んでいる環境配慮活動のネットワーク化や一層のレベルアップを

図るとともに、地域の資源や特性を生かし、環境と調和した持続的発展が可能な「エコそらち」を地域の主導と協働

で構築していきます。

空知支庁前庭の雪山（平成１８年３月）

※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。

目 的

施策展開

雪氷冷熱エネルギー等の導入拡大

バイオマスの利活用の推進

クリーン農業の推進

地域で取り組む

“エコそらち”

の形成

環境配慮意識の向上

《 地域で考える”目標” 》

■雪利用施設の貯雪量

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

８，０４４トン ⇒ １６，０００トン

■森林バイオマス利用量

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

１２，６００トン ⇒ １７，６００トン

■エコファーマーの認定者数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

１，４００戸 ⇒ ２，４００戸

■「そらち移動エコラウンジ」開催数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

年６回 ⇒ 年１２回

≪推進エリア≫

空知地域
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主な取組 実施主体

雪氷冷熱エネルギー ○管内導入事例の情報発信 道、市町村、民間

等の導入拡大 ・雪氷冷熱エネルギー等の導入事例に関する情報収集

・空知管内の利雪等に関する情報を空知支庁のホームページに

掲載し、管内市町と情報を共有すると共に空知管内の情報を

発信

○研修・セミナー等の開催による利雪技術等の普及 道、市町村、民間

・空知管内で実施する利雪に関する研修・セミナー等を管内市

町、関係団体に周知し、利雪技術を普及

・新エネルギー導入促進を図るために展示会・セミナー等を開

催し、情報を発信

○イベントの開催等による利雪、親雪の意識醸成 国、道、市町村、民間

○省エネルギー・新エネルギーの開発・導入の促進 道、市町村、民間

・新エネルギー事業化に取り組む産学官連携による推進体制づ

くり

・管内エネルギーの需給動向調査や情報収集・提供による省エ

ネルギー、新エネルギーの導入促進

・雪氷冷熱エネルギーを活用した大規模備蓄の検討及び技術開

発、実証実験を実施

バイオマスの利活用 ○農業系未利用バイオマス（稲わら、もみ殻、麦かん）等の利活 道、市町村、民間

の推進 用の推進

・稲わら等のソフトセルロースを原料として収集・運搬の実証

○森林バイオマスの利活用促進 道、市町村、

・木質ペレットやチップ等の木質資源ボイラーを導入し森林バ 協同組合、民間

イオマスの利活用を推進

・木質バイオマスエネルギーの利用により、化石燃料の消費量

を削減するとともに、当該 CO2排出削減量の算定と認証を行

い森林バイオマスの利活用を促進

○バイオマス利活用の取組の情報発信 道

・バイオマスの利活用に関する情報収集・ホームページ等によ

る情報発信
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主な取組 実施主体

クリーン農業の推進 ○肥料や農薬による環境負荷の一層の低減に向けた推進協議会の 道、市町村、民間

開催、土層改良など土作りの推進

・市町村協議会の活動推進

○エコファーマーの普及拡大と安全・安心の取組の推進、エコフ 道、市町村、民間

ァーマーの認定、環境にやさしい農業活動の推進

・持続性の高い農業生産方式の導入推進

○地産地消を進めることによるフードマイレージ等の低減の推進 道、市町村、民間

・地域で生産されたものを地域で消費することを推進

○クリーン農業の取組事例収集、優良事例ＰＲ等 道、市町村、民間

・「北のクリーン農産物表示制度」の推進

環境配慮意識の向上 ○エコツアーや自然観察会等環境学習の推進 道、市町村、民間

・そらちエコラウンジ、そらち移動エコラウンジの開催

・環境学習体験ツアー、自然観察会等の開催

・自然塾の開催

・植樹や、近隣の森などの一部に定点観察区の設定を行い、継

続的な手入れや観察、学習会等を実施

○地域活動団体の育成・支援 道、民間

・地域活動団体（地域エコクラブ、地域エコクラブＫＩＤＳ）

の登録、情報提供

○企業、行政、関係団体等の連携強化 道、市町村、民間

・エコライフ推進会議の開催

○農村や自然環境の保全に向けた地域活動支援、水田を活用した 道、市町村、民間

環境教育の実践

・生きもの調査の取組推進

■関連する主な基盤整備 〔＊：道州制北海道地域連携モデル事業を含む施策〕

○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・畑の整備促進

・農業用施設の整備促進

○健全な森林の整備と保全の推進 ＊
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「炭鉱（やま）の記憶」で地域づくり

～ドイツに学ぶランドシャフトパーク構想～

空知産炭地域は、「近代化産業遺産」や「北海道遺産」に認定された有形・無形の炭鉱遺産（「炭鉱（やま）の記憶」）

や地域固有の景観などの地域資源が存在し、地域の若者による広域イベントやＮＰＯ法人による映画祭の開催、市民

団体等による公共施設の運営管理、民間企業による炭鉱遺産バスツアーの実施など、地域資源を活用した取組が活発

化しています。

空知産炭地域は、炭鉱で栄え、炭鉱の閉山とともに地域の活力を失いつつあるが、今こそ日本の近代化を支えた地

域であることの誇りを再認識し、地域住民自らが住んで良かったと思える地域づくりに参画・活動する創造都市の形

成をめざします。

このため、ドイツで行なわれた「ＩＢＡエムシャーパーク構想」の手法を参考に、空知産炭地域全体を一つの公園

と見立て、「選択と集中」、「ネットワーク」をキーワードに、「炭鉱の記憶」などの地域資源を活用した取組を展開す

るとともに、マネジメント機能を構築し積極的な情報の受発信による担い手の確保や応援団づくりを行い、新たな担

い手や応援団の力の内部化によって取組を活性化させ、地域の魅力が向上しつづける循環づくりを進めます。

【【【【地域地域地域地域のののの魅力魅力魅力魅力がががが向上向上向上向上しししし続続続続けるけるけるける循環循環循環循環づくりづくりづくりづくり】】】】

外の力の内部化・地域活動への刺激

まちまちまちまち力力力力・・・・市民力市民力市民力市民力のののの向上 地域向上 地域向上 地域向上 地域マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント機能機能機能機能のののの構築 創造都市構築 創造都市構築 創造都市構築 創造都市のののの形成形成形成形成

（ローカルとグローバル） （固有性・プロセス重視）

住んでいて良かったという実感 見えざる資産の可視化と価値化

生き方・歴史自体が価値

※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。

《 地域で考える”目標” 》
■地域づくり活動団体の会員数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

１，０５６人 ⇒ １，６００人

■人口（社会動態）減少率

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
２．２１％ ⇒ １％台

■交流人口

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

３，１０９千人 ⇒ ３，７３１千人
■地域マネジメント機能の構築

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

無 ⇒ 有

目 的

施策展開

多様な主体の参画によるまち力

・市民力の向上

地域の固有性を生かす創造都市

の形成

地域マネジメント機能の構築

「炭鉱（やま）の

記憶」で地域づく

り～ドイツに学ぶ

ランドシャフトパ

ーク構想～

≪推進エリア≫

空知地域
（産炭地域及び周辺地域）
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主な取組 実施主体

多様な主体の参画に ○地域の誇りを再確認し、地域づくりに取り組む機運の醸成 道、市町村、民間

よるまち力・市民力 ・広報誌や地域住民懇談会などを通じた啓発活動

の向上 ・先進地（ドイツ・ルール地方など）の現地調査や「新たな公

共」に関する情報の共有

○多様な主体が地域づくりに参画するシステムの構築 市町村、民間

・「新たな公共」の担い手としての参画システムの構築

○「炭鉱の記憶」などの地域資源を活用した活動の推進 道、市町村、民間

・地域づくり活動の提案・表彰・協働などを通じた活動の推進

地域の固有性を生か ○「炭鉱の記憶」を未来へ生かすための担い手、応援団づくり 市町村、民間

す創造都市の形成 ・地域づくり団体等による活動の継続、発展

・「炭鉱の記憶」の価値や魅力を未来に伝えるガイドの育成

○「炭鉱の記憶」などの地域資源を活用した学習、研究、交流活 国、道、市町村、

動の展開 教育機関、研究機関、

・炭鉱に関わる資料等の学術的検証、整理、集積、保存 民間

・学習、研究、交流の場づくりと活用施設保存の仕組みづくり

・地域の歴史や文化などの理解を広めるための検定制度の確立

・地域内の交流や地域外との交流促進のための道路網の整備

○産炭地域固有の資源を生かした広域景観づくり 国、道、市町村、

・啓発活動や景観まちづくり活動などによる機運醸成、人材育 森林組合、民間

成

・持続可能な景観形成の仕組みの構築

・森林整備と合わせた産炭地域の広域景観の充実

・ダムや河川整備と合わせた産炭地域の広域景観の充実

○蓄積された産業技術や地域資源を生かした産業振興 道、市町村、民間

・ものづくり教室やインターンシップなどの取り組みを通じた

人材育成、、、、ニュービジネスのきっかけづくり

・石炭資源を活用した国のエネルギー関連研究施設の誘致
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主な取組 実施主体

地域マネジメント機 ○地域マネジメントの機能と拠点の仕組みづくり 道、市町村、民間

能の構築 ・循環づくりを担うマネジメントの機能と拠点の仕組みづくり

○ネットワーク化と情報の受発信 道、市町村、民間

・地域内や近代化産業遺産などに関連する地域外とのネットワ

ークの構築

・地域が一体となった情報の受発信

■関連する主な基盤整備 〔＊：道州制北海道地域連携モデル事業を含む施策〕

○高規格幹線道路の整備

・北海道横断自動車道の整備促進

○物流ネットワーク形成のための道路網の整備 ＊

・高規格幹線道路と一体となった道路網の整備促進

○健全な森林の整備と保全の推進 ＊

○水資源の確保と保全のための施設整備

・ダムなどの水利用に必要な施設の整備促進

○自然豊かな水辺環境の整備・保全

・自然に配慮した河川の整備促進


