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いぶり環境チャレンジプロジェクト

胆振地域は、環境をテーマとした北海道洞爺湖サミット地域として、地域全体で高まっている地球温暖化防止に向

けた意識や行動を持続させ、環境先進地をめざした取組を進めることが課題となっています。

また、環境関連産業や新エネルギーの開発・導入に関する取組の芽が随所に出てきており、環境と経済が調和した

地域づくりに向けた取組を加速することも求められています。

こうしたことから、サミット開催を契機とした環境重視型地域社会の形成促進を図るため、地球温暖化防止や環境

保全に向けた地域運動を展開するとともに、地域の企業等の環境技術の発信やバイオマス資源の利活用の促進など、

環境関連産業の育成などに取り組み、環境先進地に向けた地域づくりを進めます。

※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

地球温暖化防止に向けた地域運動の展開

環境関連産業の育成

自然環境の保全・利活用

いぶり環境チャレ

ンジプロジェクト

《 地域で考える”目標” 》

■「北海道環境宣言」への賛同企業・団体数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

－ ⇒ ５０社

≪推進エリア≫

胆振地域
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主な取組 実施主体

地球温暖化防止に向 ○「ＣＯ２削減運動」の地域定着の推進 道、市町村、

けた地域運動の展開 ・環境行動キャンペーンの実施 民間

・ＮＯレジ袋運動の推進

・地球温暖化防止に向けたセミナーの開催

・地球温暖化対策地域推進計画等の策定・推進

○「ＣＯ２オフセットの森づくり」など植樹の推進 道、市町村、

・植樹活動や学習会の開催 民間

・民間団体等が行う植樹活動等の取組促進

環境関連産業の育成 ○地域の企業等の環境産業の集積促進と環境技術の発信 道、市町村、

・地域の環境技術等の情報発信 民間

・環境技術展の開催

・産学官連携による環境産業拠点形成に向けた取組

・北海道PCB廃棄物処理事業の推進

○木質ペレットなど地域のバイオマス資源の利活用の促進 道、市町村、

・廃棄物系バイオマスの利活用に向けた取組 民間

・木質ペレットの利活用促進に向けた取組

[消費拡大に向けた地域連携,民間施設への利用拡大、ペレットス

トーブの低価格化等]

○新エネルギーの開発促進と利活用の促進 市町村、民間

・燃料電池、雪氷冷熱、太陽光発電、風力発電等の開発と利活用に

向けた取組

○企業の環境配慮活動の促進 道

・環境マネジメントシステムの普及拡大

自然環境の保全・利 ○環境保全、美化運動の促進 道、市町村、

活用 ・環境美化運動の促進（クリーンアップ活動、花いっぱい運動など） 民間

・農地・農業用施設の保全管理等の取組

○環境教育の充実 市町村、民間

・環境学習に関するイベント等の実施
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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〕

○自然豊かな水辺環境の整備・保全

・自然に配慮した河川・砂防施設の整備促進

○健全な森林の整備と保全の推進 ＊
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いぶり・ものづくり産業元気力向上プロジェクト

胆振地域は本道随一の工業地域として、近年、自動車関連企業をはじめとする道外企業の進出が相次いでいますが、

今後、地場中小企業の立地企業への参入促進などにより関連産業の集積を一層加速させるとともに、地域の特性を活

かした新たな地域産業の創出を促進するなど地域経済への波及効果を拡大していくことが求められます。

このため、産学官や地域間の連携強化、進出企業と地場中小企業との交流・連携による技術力の向上を図るととも

に、地域資源の活用や多様な産業間の連携による地域産業の創出を促進するほか、これらものづくり産業をはじめと

する地域産業の持続的発展を支える人材育成に取り組むなど、本道経済をリードする厚みのある産業構造の構築を目

指します。

※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

ものづくり産業拠点の形成促進

地域産業の創出促進

ものづくりに関する人材の育成

いぶり・ものづく

り産業元気力向上

プロジェクト

《 地域で考える”目標” 》

■地場中小企業を立地企業からの受注獲得へ導くた

めに行う取組件数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

－ ⇒ １２件

■市町とのプロジェクト体制による新たな地域産業の

創出に向けた発掘件数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

－ ⇒ ２５件

≪推進エリア≫

胆振地域



- 58 -

主な取組 実施主体

ものづくり産業拠点 ○地域間連携や産学官連携の充実強化 道

の形成促進 ・大学等と中小企業者の連携による研究開発の促進

・中小企業者の新事業展開に向けた取組の促進

・地場中小企業の参入促進のためのコーディネーターの派遣

・進出企業に対するフォローアップ

○地場中小企業の技術力向上や関連産業参入促進 道、市町村、民間

・大学等と中小企業者の連携による研究開発の促進

・地場中小企業が行う研究開発から販路開拓までの取組の促進

・地場中小企業の新分野進出や新市場進出に向けた取組の促進

・産学官による地場中小企業のスキルアップのための取組の促進

地域産業の創出促進 ○支援体制の確立 道、市町村、民間

・産業分野を超えた庁内横断的な支援の枠組の構築

・市町、関係機関との合同プロジェクトチームの設置による個別

案件の事業化の取組促進

○地域資源の活用や多様な産業間の連携促進 道、市町村、民間

・中小企業者の新技術、新製品、新サービスの事業化の取組促進

・地場中小企業が行う研究開発から販路開拓までの取組の促進

・地場産品の販路開拓等のための情報発信や取引商談会への参画

などの取組

・産学官連携による新分野・新産業創出の促進

・産学官連携による環境産業拠点形成に向けた取組

ものづくりに関する ○ものづくり産業をはじめとする地域産業の持続的発展を支える人 道、市町村、民間

人材の育成 材の育成

・高等技術専門学院での職業訓練の実施

・室工大や苫小牧高専等と連携した人材育成事業の実施

・地元高校生を対象とした研修等の取組

・産学官による地場中小企業のスキルアップのための取組促進

○次代を担うこども達の「ものづくり教育」の普及 道、市町村、民間

・ものづくり教室の開催や人材等のネットワークの形成
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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〕

○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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いぶり・食と観光のプロムナード・プロジェクト

胆振地域は、登別や洞爺湖など本道有数の温泉地や美しい自然景観、さらには豊かな農林水産物など多様な資源を

有している地域であり、加えて「北海道洞爺湖サミット」の開催により、国内外における地域の知名度も飛躍的に向

上するなど、全道的にも比較的恵まれた条件にあります。

しかしながら、「観光」においては国内宿泊客を中心に入込み客が伸び悩み状況となっており、今後、観光客が求

めるニーズの多様化や観光地間の競争の激化など取り巻く環境が厳しさを増してくることが予想されるとともに、

「食」においても、これまでの安全・安心に加えて、付加価値の向上等が求められる状況となっています。

このため、自然景観や温泉といった既存の資源の活用はもとより、「文化・歴史」や「産業観光」など地域に存在

する様々な資源に目を向け、観光客の目線に立ってこれを磨き上げるとともに、農林水産業をはじめとする他産業と

観光の連携を図りながら、地域の個性豊かな「食」のブランド力の強化や新商品の開発を促進するなど、「観光客に

選ばれる観光地づくり」と「消費者に選ばれる食ブランドづくり」の相乗効果による魅力あるエリア形成を目指しま

す。

［マツカワ（王蝶）］

目 的

施策展開

観光資源の魅力向上・誘客促進

食のブランド力の強化

いぶり・食と観光

のプロムナード・

プロジェクト

食や文化、産業、歴史と観光とのマッチングの促進

《 地域で考える”目標” 》

■地財地消システムに参加する宿泊施設数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

－ ⇒ ２６施設

※「地財地消システム」：胆振地域において生産者と

宿泊施設との連携により、地域の食材を宿泊施設で

積極的に活用・提供してもらうためのしくみ。

■「北のめぐみ愛食レストラン」認定数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］

５店 ⇒ ５０店

※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。

≪推進エリア≫

胆振地域
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主な取組 実施主体

観光資源の魅力向上 ○観光客の多様なニーズにこたえる人づくり 道、市町村、民間

・誘客促進 ・洞爺湖有珠火山マイスターの育成と認定制度の運営

・体験型観光のための人材育成・研修事業の取組促進

○外国人観光客の受入体制の整備促進 国、道、市町村

・北海道外客来訪促進計画に基づく施策の推進

・外国人観光客の受入体制の整備

・北海道洞爺湖サミット開催実績を生かした国際会議の誘致促進

○多彩な観光資源の発掘やニューツーリズムの推進 道、市町村、民間

・多彩で魅力ある広域観光エリアの確立に向けた地域内の連携と

調査検討

・地域資源を活用した多彩な観光メニュー開発の取組促進

○効果的なプロモーション活動などの情報発信の実施 市町村、民間

・サミット開催地としての知名度を活用した観光情報発信の強化

・修学旅行の誘致に向けた取組

・観光ＰＲイベント等の開催

・コンベンション誘致に向けた取組

食のブランド力の強 ○地域食材のブランド力強化 道、市町村、民間

化 ・和牛、メロン、イチゴ、ハスカップ、アロニア、マツカワ、

シシャモ、ホッキ貝、タラコなど地域食材のブランド力強化の

取組

・道産食品独自認証制度や認証品の普及拡大

・道産食品登録制度の普及

○地域食材の加工・消費・販売の促進 道、市町村、民間

・地域資源の活用や産業間連携に対する支援体制の確立

・地場産品の販路開拓等のための情報発信や取引商談会への参画

などの取組

・地域農産物の付加価値向上に向けた取組促進

・イベント等における地域の産品の消費拡大に向けた取組

・地財地消の推進
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主な取組 実施主体

食や文化、産業、歴 ○食や文化、産業、歴史に着目した広域観光の開発と魅力発信 道、市町村、民間

史と観光とのマッチ ・食や文化、産業、歴史に着目した多彩な観光メニュー開発の取

ングの促進 組促進

・「馬」や食をテーマとする広域観光ルートの検討

・工場や産業遺産を活用した「産業観光」の推進

・多彩な地域資源に着目した観光情報発信の強化

○都市と農山漁村の交流促進 道、市町村、民間

・「ふれあいファーム」等での農業体験活動や農業・農村のＰＲ活

動等の取組促進

・「食・農」と観光の交流連携に向けた調査、情報提供等の取組

・農産物加工・直売・農業体験事業や交流等の取組促進

○世界遺産への登録等に向けた取組 道、市町村、民間

・「洞爺湖有珠山ジオパーク」の世界ジオパーク登録に向けた取組

・洞爺湖周辺地域エコミュージアム推進協議会の活動の促進

・「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録に向けた取組

・アイヌ古式舞踊のユネスコの無形文化遺産登録に向けた取組

■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 ＊

・観光拠点へのアクセス道路や休憩施設の整備促進

・外国語標記の案内板などの整備促進

○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・草地や農業用施設の整備促進

○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

・生産施設や加工施設などの整備促進

○水産資源の増大等に向けた施設づくり

・増養殖施設の整備促進

○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


