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プロジェクト名 推進エリア 頁

１ オホーツク・エリア・アイデンティティー（オホー オホーツク連携地域 13

ツク AI）の推進

２ 地域資源を生かした新たな観光の魅力づくりとプロ オホーツク連携地域 15

モーション活動の推進

３ 豊かな地域資源を生かしたオホーツク農業の振興と オホーツク連携地域 17

体質強化

４ オホーツクの豊かな森林資源を生かした林業・木材 オホーツク連携地域 20

産業等の健全な発展

５ ほたて漁業を核とした水産業の振興 オホーツク連携地域 22

地域重点プロジェクト
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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）の推進

「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情報発信を行う「プロモーシ

ョン」、地域の魅力の再認識と一体感を醸成する「インナーコミュニケーション」、流氷保護をキーワードにオホーツ

ク連携地域全体で環境運動を展開する「流氷トラスト運動」を３つの柱として取り組みます。

【オホーツクのシンボルマーク・キャラクター】

※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

インナーコミュニケーションの充実オホーツク・エリ

ア・アイデンティ

ティー（オホーツ

クAI）の推進

地元企業等との連携を軸としたプロモーション

オホーツク流氷トラスト運動の推進

《 地域で考える”目標” 》

■宿泊施設等の室温設定見直し（オホーツク流氷トラスト運動）参加

市町村数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
１２市町村 ⇒ １９市町村

■観光入込客数（宿泊客数）

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
１，８９２千人 ⇒ ２，０００千人

≪推進エリア≫

オホーツク連携地域
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主な取組 実施主体

インナーコミュニケ ○地域住民が身近な自然や産業を通してオホーツク地域の魅力を 道、市町村、民間

ーションの充実 再認識する取組の展開

・産学官連携による地域資源を生かした体験型ツアーやイベン

トの企画・実施

地元企業等との連携 ○民間企業等と協働した地域貢献・環境対策などの取組の展開 道、市町村、民間

を軸としたプロモー ・企業タイアップによるオホーツクの広域的なＰＲ企画の提案

ション ・実施

オホーツク流氷トラ ○「流氷を守ろう」を合言葉に環境先進地オホーツクをめざした、 道、市町村、民間

スト運動の推進 官民が一体となった環境運動の展開

・住民・企業・自治体等の協働によるＣ O ２削減に向けた取組

の推進

・オホーツクならではのエコライフスタイルを提案するイベン

ト等の開催
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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

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、北海道洞爺湖サミットを契機として、外国人観光客誘致に向けたＰＲを積極的に展開しま

す。

■オホーツク地域の宿泊客延数及び外国人宿泊者延数の推移

※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

地域資源を生かした新たな観光の魅力づくり地域資源を生かし

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 プロモーション活動の推進

《 地域で考える”目標” 》

■観光入込客数（宿泊客数）

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
１，８９２千人 ⇒ ２，０００千人

■訪日外国人宿泊者数（延べ人数）

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
４６，０８６人 ⇒ ９０，０００人

≪推進エリア≫

オホーツク連携地域
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主な取組 実施主体

地域資源を生かした ○知床ツーリズムなど体験型観光の推進 道、市町村、民間

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

・体験型、交流型の「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ルートづくり

○地元食材を生かした食の魅力アップ 道、市町村、民間

・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 道、市町村、民間

の推進

○北海道洞爺湖サミットを契機とした海外への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

■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

・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

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酪農が展開

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、農家人口の減少や農業従事者の高齢化が進む中、ＷＴＯ農業交渉や日豪ＥＰＡ交渉など農業の国際

化が進展しており、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、国においては、１９年産から「水田・畑作経営所得安

定対策」を導入するなど一連の農政改革を進めており、さらに、原油価格や肥料価格、配合飼料の原料となる穀物価

格等が高騰するなど、農業をめぐる環境が大きく変化しています。

このため、国際競争や国内農業を取り巻く環境の変化に対応したオホーツク農業の振興と体質強化を図るため、よ

り一層の低コスト生産や農産物の付加価値向上など、土地や人、観光などの地域資源を生かした畑作・畜産経営の体

質強化を進めるとともに、地域農業を支える担い手の育成・確保を推進します。

大空町 馬鈴しょ畑

※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

「農業経営全般」の体質強化豊かな地域資源を

生かしたオホーツ

ク農業の振興と体

質強化
「畑作経営」の体質強化

「畜産経営」の体質強化

《 地域で考える”目標” 》

■農業経営体数（販売）に占める認定農業者の割合

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
８２％ ⇒ ８７％

■ＧＡＰ（農業生産工程管理手法）導入に取り組む産地数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
１５産地 ⇒ ５０産地

■エコファーマー認定数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
１９３戸 ⇒ ３００戸

≪推進エリア≫

オホーツク連携地域
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主な取組 実施主体

「農業経営全般」の ○地域農業を支える担い手の育成・確保 道、市町村、民間

体質強化 ・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を

育成する新たな研修プログラムの検討・構築

・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

○環境保全型農業や畜産環境保全の推進 道、市町村、民間

・環境への負荷の軽減と安全・安心な農産物を供給するクリー

ン農業、有機農業の推進

・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

・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利

用の推進

「畑作経営」の体質 ○水田・畑作経営所得安定対策関連事業の推進 道、市町村、民間

強化 ・経営モデル集落・農家における技術実証を通じた革新的技術

の普及拡大

○畑作物の低コスト生産の推進 道、市町村、民間

・輪作体系の確立と大豆の生産振興に向けた技術の普及拡大

・環境への負荷の軽減と低コスト生産につながる減肥技術の導

入促進

○農産物の付加価値向上 道、市町村、民間

・小麦や特色ある地域資源を使った新たな商品開発の推進

・オホーツク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

「畜産経営」の体質 ○自給飼料基盤の有効活用 道、市町村、民間

強化 ・飼料自給率の向上に向けたサイレージ用とうもろこしの作付

拡大

・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
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主な取組 実施主体

○耕畜連携生産システムの推進 道、市町村、民間

・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

・でん粉粕等未利用資源の飼料化の推進

○有機畜産の推進 道、市町村、民間

・有機飼料の安定的な生産・利用体制の確立

・自然循環機能の発揮による環境への影響に配慮した循環型畜

産の推進

■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

○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



- 20 -

オホーツクの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

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

育運動の展開を通して、健全で活力ある林業・木材産業の振興を図ります。

【「木育ランド」（遠軽町木楽館）】

※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

オホーツクの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オホーツクの豊か

な森林資源を生か

した林業・木材産

業等の健全な発展

オホーツク木育ネットワークの構築

《 地域で考える”目標” 》

■人工林伐採跡地への造林面積

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
１，３６３ha ⇒ ２，０００ha

■「木育ひろば」、「木育ランド」の開催市町村数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
５市町村 ⇒ １９市町村

■森林ボランティア等の活動回数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
年２１５回 ⇒ 年２４０回

≪推進エリア≫

オホーツク連携地域
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主な取組 実施主体

オホーツクの豊かな ○森林資源の適切な管理の推進 道、市町村、民間

森林資源を持続的に ・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

使用するための森林 ・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、

経営の確立 現場パトロール等の実施

○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、市町村、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 道、市町村、民間

・オホーツクブランドの確立や農業、建築・土木、くらし等で

の地域材利用を促進

オホーツク木育ネッ ○森林ボランティア団体との交流や情報発信 道、市町村、民間

トワークの構築 ・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 道、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 〔＊：道州制北海道地域連携モデル事業を含む施策〕

○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 ＊
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ほたて漁業を核とした水産業の振興

オホーツク連携地域の漁業生産額の４割を占めるホタテガイは、平成 16 年以降の低気圧被害により、水揚げが年

々減少し、平成 15年の 18万トンから平成 19年には 11万トン台に減少しています。

特に、波浪の影響を受けやすい水深の浅い海域や、河川に近く流入土砂の影響を受けやすい海域においては、ホタ

テガイの生残が悪いため被害が大きくなっており、できるだけ影響を受けづらい海域にホタテガイの漁場を移動させ

る必要が生じています。

また、ホタテガイの水揚げの減少により水産加工場の原貝が不足するため、地域の水産加工業などの関連産業への

影響も懸念されています。

こうしたことから、ホタテガイ生産の安定及び製品の高付加価値化や販路の拡大などにより、オホーツクの重要漁

業である「ほたて漁業」を核とした水産業の振興を図ることとしています。

【ホタテガイの水揚げ 北見市常呂町】

※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

ほたて漁業を核と

した水産業の振興 安全で良質な水産物の安定的な供給

《 地域で考える”目標” 》

■災害に強い漁場づくり ホタテ中間育成施設の移設等地区数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
－ ⇒ ３地区

≪推進エリア≫

オホーツク連携地域
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主な取組 実施主体

安全で良質な水産物 ○災害に強い漁場づくり 道、市町村、民間

の安定的な供給 ・ホタテ中間育成施設の移設等

○ホタテガイ製品の衛生管理や鮮度保持強化 道、市町村、民間

・屋根付き岸壁など衛生管理に配慮した漁港の整備

○水産物の付加価値の向上 道、市町村、民間

・カラフトマスや秋サケ、シラウオなど水産物のブランド化

・商店街との連携等によるホタテガイなどの販路拡大

■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


