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Ⅴ 地域戦略 

 

持続可能な地域づくりを進めて行くためには、地域それぞれの特性や実情に応じ、都市と農

山漁村、地域の中核となる都市と近隣の市町村など、広域的で多層的な連携・補完を行いなが

ら、地域における多様な主体が一体となって取組を進めていくことが必要である。 

このため、重点戦略プロジェクトや基本戦略との連携を密にしながら、地域づくりの拠点で

ある振興局が中心となって進める施策の基本的な方向性を地域戦略として提示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜戦略推進の考え方＞ 

■ 振興局ごとの地域特性や地域課題に応じた広域的な施策の推進 

   地域全体に波及する市町村の取組、市町村が相互に連携した広域的な取組など、単体の

市町村では解決が難しい、あるいは、連携により一層効果が見込まれる取組を進める。 

■ 多様な主体による協働 

   地域特有の課題やニーズを十分踏まえて、地域住民をはじめ、企業、ＮＰＯなど地域の

関係者が一体となった取組を進める。 

■ 市町村とのパートナーシップ 

   市町村で策定が進められている総合戦略と連携した取組を進める。 

■ 振興局の区域を越えた広域連携による施策の展開 

   地域課題の性質、効果や影響の及ぶエリアなどを勘案し、振興局の区域を越えたより広

域的な連携を促進するなど、柔軟な発想のもとで施策の展開を図る。 
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(1) 基本的方向                                    

札幌と旭川の二つの都市圏に挟まれ、富良野や留萌などにも

通じる交通の要衝であるという地の利を活かし、全道一の作付

けを誇る米をはじめ野菜、花きなどの農産物のブランド化の推

進や農業の生産力の強化、海外への販路開拓を促進するととも

に、地域の特性を活かした企業等の誘致の取組を促進するほか、

産炭地域などに立地した世界に通用する高い技術を有する企業

等における求職側と求人側のミスマッチ解消のため、人材の確保や定着を図る。また、人口

減少を見据えた集落対策やコンパクトなまちづくりの促進など、安心で住み良い暮らしので

きる環境づくりを進めるほか、炭鉱（やま）の記憶などの地域資源を活用した空知ならでは

の魅力を積極的に発信し、国内外との交流人口の拡大を図る。 
 

(2) 主な施策                                      

●米どころ空知の農業と関連産業の振興 

・担い手の育成や水稲省力化栽培の推進、ＩＣＴの活用など農業生産力の強化 

・米やメロンなどの農産物のブランド化の推進 

・地元産ぶどうによるワイン醸造など良質な農産物をベースにした加工品づくりと付加価値

向上及び台湾をはじめとした海外輸出などによる販路開拓の促進 

・地域に根ざした食育の推進による次世代のリーダーの育成 

・障がい者の農業就労の場の確保に向けた取組の展開 

 

●地域の特性を活かした企業等の誘致とものづくり人材の確保・定着の促進 

・雪氷冷熱など地域の特性を活かした企業や研究機関等の誘致に向けた取組の促進 

・仕事と生活情報の一体的な発信などによるものづくり産業人材の確保・定着に向けた取組の促進 

 

●安心で住み良い暮らしのできる地域の形成促進 

・まちなか居住の促進や中心市街地への機能集約などコンパクトなまちづくりに向けた取組や集落対策の促進 

・地域の実情に応じた地域交通ネットワークの維持・確保のための取組の促進 

・居住しやすい環境など地域の強みを活かした若者や子育て世代の移住・定住の促進 

・農業や商工関連団体などとの連携による広域的な結婚サポートに関する取組の促進 

 

１ 振興局内の様々なエリアにおける施策展開 

【空知地域】 



 

 

80 

 

●炭鉱（やま）の記憶やワインなどの地域資源を活用した多様なタイプの交流の促進 

・炭鉱遺産やジオパークなどの活用による歴史や文化を学ぶ「そらちヘリテージツーリズム」

の推進 

・グリーンツーリズムやワインツーリズムをはじめ、サイクリングや菜の花、ひまわりとい

った花などの魅力ある地域資源を活かした体験型観光の推進 

・空知産のワインや日本酒と地域に根ざした食文化であるジンギスカンや鶏料理、地元食材

を使った料理の提供などによる食観光の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 基本的方向                                    

管内人口は、全道の４割以上を占め、道内各地からの転入に

よる社会増が自然減を上回り増加してきたが、出生率の低迷や

進学・就職時の若年層の道外流出により、減少への転換期を迎

えている。人口減少を抑制するため、札幌市という大消費地や、

新千歳空港・石狩湾新港といった交通・物流基盤を有し、多く

の企業や大学が集積する地域特性を活かしながら、産業の競争

力強化、交流人口の拡大などによる経済の活性化や雇用創出、所得向上に努めるとともに、

若者の地元定着、結婚・出産・子育ての希望をかなえる取組を進める。 

 

(2) 主な施策                                      

●若い世代の結婚・子育てに関するポジティブ・マインドの形成など少子化対策の加速 

・全国でも低位にある札幌圏の出生率向上に向け、婚活支援や地域による子育て支援の充実

など、若者が希望どおり結婚し子どもを持てるような環境づくりを推進 

・仕事と子育てが両立できる多様な働き方の普及等を通じたワーク・ライフ・バランスの実現 

 

 

【石狩地域】 

≪重要業績評価指標（ＫＰＩ）≫ 

・新規就農者数                  95人（H26）→ 100人（H31） 

・体験移住事業（ちょっと暮らし）の利用者数    257人（H26）→  300人（H31） 

・管内への観光入込客数          1,165万人（H26）→ 1,204万人（H31） 
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●若者の地元定着促進と首都圏からの新しい人の流れの創出 

・多数の大学が立地する石狩管内の大学生を対象に、若者の地元定着に関する意識等を把握

し、大学や市町村、地元企業等と連携の下、卒業後の地元就業・定着に向けた取組を推進 

・多様なものづくり産業や大消費地を支える商業・サービス業、都市近郊の優位性を活かし

た農業といった地域産業の競争力強化や企業誘致等による雇用の場の創出 

・地域の優位性を活かした首都圏からの人材誘致や移住・定住の促進 

 

●都市と自然とが共存する石狩観光スタイルのグローバルな展開 

・「都市と自然との共存」、「新千歳空港からのアクセスの良さ」、「豊富な食・観光資源」など

の地域特性を活かした、石狩管内ならではの観光スタイルの浸透・拡大に向けた魅力発信 

・成長市場であるタイなどアジアをターゲットとした誘客の促進 

・地域と連携した外国人観光客の受入体制の整備や管内周遊を促す取組の推進 

・ＬＣＣの就航や新幹線の開業の効果を活かした国内外の交流人口の拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 基本的方向                                                                       

基幹産業である農林水産業の持続的な発展を図るとともに、

豊富で良質な一次産品を活用した商品開発や情報発信などによ

り、更なる高付加価値化やブランド化を推進する。 

景観や夏冬の多種多様なアクティビティなど地域資源を活か

した通年型・滞在型観光の推進、冬季間に管内に滞在・就業し

ている多くの若者の夏季の農業分野等とのマッチングによる通年雇用化、外国人が多く滞在

している環境を活かしたグローバル人材の育成などにより、地域経済の活性化や雇用の創出

を図り、人口減少社会に対応した活力あるまち・ひと・しごとづくりを推進する。 

 

【後志地域】 

≪重要業績評価指標（ＫＰＩ）≫ 

・子育てを応援する企業（あったかファミリー応援企業登録）数  

46社（H26）→100社（H31） 

・管内若年（15～29歳）男性の首都圏への転出超過数 1,535人（H25）→ 850人（H31） 

・管内への観光入込客数           2,330万人（H26）→ 3,100万人（H31） 
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(2) 主な施策                                                                           

●農林水産業の持続的発展やブランド化の推進 

・塩トマトなど良質で収益性の高い農産物の導入 

・道内一の収穫量を誇る醸造用ぶどうを活かしたワイナリーの集積 

・日本海漁業振興を図るためのナマコやホタテなどの増養殖 

・磯焼け地帯の未利用資源となっているウニの身入り改善による有効活用 

・全道屈指の強度を持つ「ようていカラマツ」の利用促進 

・多様な農林水産業の担い手の育成・確保 

・多彩な一次産品や特産品の地元利用と道内外への販路拡大 

 

●多彩な地域資源を活用した国際観光リゾートエリアの形成 

・後志地域の豊富で多様な「酒と肴」をテーマとした広域観光の推進 

 

 

 

 

 

・ニセコ周辺のスキーなどを核としたウィンタースポーツや夏季のサイクリング、ラフティ

ングなどの魅力向上によるスポーツツーリズムの推進 

・北海道新幹線の開業など新たな交通体系を見据えた連携した取組の促進 

  

 

 

 

 

 

・地域の観光ビジネスで活躍できる国際感覚やコミュニケーション能力を備えた人材の育成 

 

●人口減少社会に対応した活力あるまち・ひと・しごとづくりの推進 

・冬季間にスキー場関連施設で滞在・就業する多くの若者と夏季に人手不足となっている農

業などの業種とのマッチングによる通年滞在化 

・年間を通じて多くの外国人が滞在する環境を活かした国際感覚やコミュニケーション能力

を備えたグローバル人材の育成 

・行政と民間が連携した「しりべし空き家ＢＡＮＫ事業」による空き家の活用促進 

・高齢者と子育て世帯の住替えの促進など人口減少社会における新たなまちづくりモデルの

構築 

「酒」：小樽･倶知安の日本酒、余市･仁木のウィスキーやワイン、 

小樽･ニセコのビールなど 

「肴」：日本海の海産物、北後志の果樹、共和のスイカ・メロンなどの果物、 

蘭越の米、黒松内の畜産物など 

・蘭越町・ニセコ町・倶知安町で構成するニセコ観光圏の形成 

・北後志地域で連携した小樽港へのクルーズ船の誘致 

・地域と交通事業者との連携による道南圏との交通アクセス網の充実･強化 

・羊蹄山麓と西胆振地域など振興局の枠を超えた広域観光など 
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(1) 基本的方向                                                                         

胆振三大遺産（ジオパーク、アイヌ文化、縄文遺跡群）や、

バラエティ豊かな食材等、特色ある豊かな地域資源を活かした

「食」と「観光」の一体的な取組により、国内外に誇れる観光

地「胆振」の魅力を一層高めるとともに、環境・エネルギー関

連産業や農林水産業の振興、ものづくり産業の拠点形成等を促

進し、交流人口の拡大や雇用の創出等を図り、生きがいと働き

がいに満ちた活力あふれる地域づくりを推進する。 

 

(2) 主な施策                                                                          

●地球誕生と文化の変遷を体感できる地域資源の磨き上げ・発信 

・胆振三大遺産（ジオパーク、アイヌ文化、縄文遺跡群）や、登別・洞爺といった国内屈指

の温泉、恐竜化石、コスプレ、産業観光等、地球の息吹から現代の技術・文化まで体感で

きる胆振の優れた地域資源の総合的発信 

・北海道新幹線の開業や 2020 年の「民族共生の象徴となる空間」における国立のアイヌ文

化博物館（仮称）等の整備を契機としたさらなる誘客促進 

 

●新鮮・多品種な食材の共演による「胆振フルコース」の展開 

・水稲、馬鈴しょといった畑作物、牛・豚・鶏などの畜産物に加え、冬でも温暖な気候を活

かして生産されるほうれんそうや春レタスなどの園芸作物の生産・流通の促進 

・白老牛、苫小牧産ほっき貝、虎杖浜たらこ、豊浦いちご、鵡川ししゃも、ほべつメロン等

のブランド食材や、王鰈（マツカワ）、ホタテ、ハスカップ、チーズ等の特色ある食材を活

かした、商品･メニューの開発やブランド化の促進、国内外への販路拡大 

・マルシェの展開による食の魅力発信など道内外におけるＰＲの推進 

 

【胆振地域】 

≪重要業績評価指標（ＫＰＩ）≫ 

・特産農産物（塩トマトなど）生産農家戸数      8戸（H26）→ 30戸（H31） 

・管内への観光入込客数          2,100万人（H26）→ 2,593万人（H31） 

・空き家ＢＡＮＫ成約件数              41件（H26）→ 90件（H31） 



 

 

84 

 

●世界の課題に応える産業拠点の形成促進と雇用の創出  

・雪が少ない気候特性など胆振の強みを活かした環境･エネルギー関連産業の振興 

・安全・安心で質の高い食などグローバルな課題に応える新産業の創出 

・重工業の伝統や先端技術の集積等を背景とした産業人材の育成・確保 

・新千歳空港に近く国際拠点港湾や高速道路網を有するなど、恵まれた物流アクセス環境を

活かす移輸出拡大等の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 基本的方向                                                                       
 

日高地域は、日高山脈を背として、世界ジオパークであるアポイ

岳を含む我が国最大の国定公園である「日高山脈襟裳国定公園」や、

変化に富んだ独特な海岸景観、全国一の軽種馬生産地として他地域

では見られない広大な牧場風景が広がり、また、国の伝統工芸品と

して認定されたイタ、アットゥシを生んだアイヌ文化が継承されて

いる。こうした地域特性を活かした観光を展開するほか、地域を支える農林水産業の振興や、

誰もが住み続けたいと思える地域づくりを推進する。 

 

(2) 主な施策                                                                          

 

●「ひだか」地域を支える農林水産業の振興 

・トマト、ピーマン、夏イチゴなどの園芸作物や肉用牛、コンブ、サケ、マツカワなどの   

農水産物の生産振興対策の推進と担い手の育成・確保 

・農林水産物の高付加価値化の推進と販路開拓・拡大 

・強い馬づくりに向けた軽種馬生産の推進 

 

≪重要業績評価指標（ＫＰＩ）≫ 

・管内への観光入込客数       1,500万人（H25） → 1,983万人（H32） 

 宿泊延べ客数（外国人）        61万人（H25） →  232万人（H32） 

・食品工業の付加価値額       184億円（H25） →   190億円（H31） 

・製造業の付加価値生産性     1,332万円（H25） →  1,850万円（H30） 

  従業員数4～29人の事業所における常用雇用者数 

                    4,900人（H25） →   5,500人（H31） 

 

【日高地域】 
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●地域特性を活かした「ひだか」観光の展開 

・「ひだか」地域における広域観光の推進 

・馬に加えて、豊かな自然や食などの観光資源の開発・発掘 

・国内外に向けた「食」と「観光」の魅力の発信 

 

●誰もが住み続けたいと思える「ひだか」地域づくり 

・地域づくりの主体となる人材の育成・確保 

・安心して生活できる地域医療や福祉の確保と教育の充実 

・移住・定住の促進に向けた住環境などの整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 基本的方向                                                                       

新幹線時代の幕開けを迎え、温暖な気候が育む多様な食や、

大船遺跡や鷲ノ木遺跡などからなる縄文遺跡群、函館西部地区

の歴史的建造物や福山城（松前城）跡等の歴史・文化遺産など、

渡島の魅力に磨きをかけて全国に発信することで、観光需要を

掘り起こし、投資の呼び込みなどにより地域の活性化を図り、

住み続けることができる生活・定住の環境づくりを推進する。 

 

(2) 主な施策                                                                          

●北海道新幹線開業効果を最大限に発揮した交流人口の拡大 

・新幹線開業により１時間で結ばれる津軽海峡がつなぐ青森・道南広域観光圏の形成 

・渡島各地域の観光人材の育成、商品づくりの取組の加速 

・地域財産である世界文化遺産登録を目指す縄文遺跡群の価値や魅力についてのＰＲ 

・道南の食・文化・歴史等を活かした新たな観光資源の発掘･磨き上げ 

・スポーツ合宿誘致を図る市町への支援や新幹線開業を強みとしたスポーツ合宿地としての

魅力発信 

≪重要業績評価指標（ＫＰＩ）≫ 

・新規就農者数                    15人（H25）→20人（H31） 

・モデル地区における新たな生産体制によるコンブ漁獲量  年間当たり５トンの増加 

・管内への観光入込客数            160万人（H26）→ 210万人（H31） 

【渡島地域】 
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●渡島の魅力を活かした生活・定住環境づくりの推進 

・温暖な気候や恵まれた自然環境など、渡島の持つ多様な魅力、特性を活かした移住・定住

の促進 

・子どもを生み育てていくための環境づくり 

・新幹線開業による利便性の向上を活かした企業誘致の促進や食品加工業などの地場産業の

振興 

・若年層の雇用確保に向けた施策の展開 

 

●渡島を支える農林水産業の振興と６次産業化への取組強化 

・「ガゴメコンブ」や「超大粒大豆たまふくら」といった道南の優れた１次産品を利用した新

商品開発など、食のブランド化の更なる推進 

・「スマートアグリ構想」の渡島全域における推進 

・コンブ漁等をモデルとした漁業の体験学習 

・道南スギをはじめとする地域材の利用促進 

・農林水産業の担い手対策の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 基本的方向                                                                       

豊かな自然のなかで働くことができ、地域で支え合い安全・安

心に生き生きと暮らすことができるまちづくりを進めるため、農

林水産業の就業率が高い檜山地域の特色を活かして、農林水産業

を魅力あふれる産業として確立することで雇用の創出や担い手の

確保を図る。 

また、医療体制の充実などにより誰もが住みよい安全・安心なまちづくりを推進するとと

もに、古い歴史や特色ある文化などを活かした観光の展開により交流人口の拡大を図る。 

 

≪重要業績評価指標（ＫＰＩ）≫ 

・管内への観光入込客数          1,062万人（H26）→1,320万人（H31） 

・管内におけるスポーツ合宿実施件数        265件（H26）→290件（H31） 

・管内のちょっと暮らしの利用者数          61人（H26）→110人(H31) 

・管内の農林水産業新規就業者数           96人（H26）→110人（H31） 

【檜山地域】 
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(2) 主な施策                                                                          

●「日本海漁業振興基本方針」に基づく漁業の活性化など農林水産業の振興 

・上ノ国町、乙部町、奥尻町、せたな町などで、新たにホタテやナマコなどの増養殖の推進

に加えニシンの放流を拡大 

・稲作や今金男爵、厚沢部産メークインなどの基幹作物の生産体制の強化 

・ブロッコリーやアスパラガスなどの高収益な施設園芸野菜の生産増大 

・スギ、トドマツなどの地域材を公共施設に活用するなど需要の拡大 

・農林水産物のブランド化などによる付加価値の向上 

・農林水産業において、新規就業者の確保や法人化などの促進 

 

●安全で快適に暮らすことのできる地域社会の形成 

  ・広域救急患者搬送体制や医療従事者の確保 

・地域包括ケアシステムの構築などによる生活支援サービスの充実 

・障害者の働く場の確保の促進 

・地域での支え合いにより防災体制の強化を図り、安全・安心なまちづくりを推進 

 

●歴史・文化・食・自然を活かした交流人口の拡大 

・檜山の食や自然、北前船や江差追分などの歴史や文化を活かした観光商品の開発 

・北海道新幹線駅からの二次交通の充実による国内外の観光入込客数の増加 

・道外からのショートステイ体験、修学旅行の受入等による交流人口の拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 基本的方向                                                                       

上川で育成された高品質ブランド米「ゆめぴりか」に代表され

る米や多種多様な野菜などが豊富に生産される農業、全道一の森

林面積を擁する森林資源など、地域が有する豊かな資源を活かし

た農林業の振興を図る。また、天塩川や大雪山など特色ある自然

や多彩な食、旭川空港の機能や旭山動物園などの観光資源の活用、

≪重要業績評価指標（ＫＰＩ）≫ 

・新たに養殖に取り組む漁業者数                30人（H31） 

・自主防災組織の組織率              48％（H26）→81％（H31） 

・管内への観光入込客数            100万人（H26）→120万人（H31） 

【上川地域】 
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富良野・美瑛観光圏をはじめとした広域観光の推進などにより、地域の魅力を高め、雇用創

出や交流人口の拡大を図る。 

 

(2) 主な施策                                                                         

●天塩川や大雪山など魅力ある地域資源を活かした上川地域への来訪促進 

・天塩川、大雪山など特色ある自然や、写真、絵本、美術・工芸などの芸術文化をテーマと

した地域の魅力発信 

・道北の空の玄関口である旭川空港の機能拡充に向けた取組の推進 

・「食」や「食文化」をテーマとしたフードツーリズムの推進 

・富良野・美瑛観光圏をはじめとした広域観光の推進 

・地域の気候風土を生かしたスポーツ合宿の誘致 

 

●「上川百万石」の米や野菜、森林など地域の強みを活かした農林業の振興 

・上川地域を代表する農産物である米の高品質化の推進 

・和寒町のかぼちゃ、幌加内町のそば、当麻町のでんすけすいかなど、地域の特産となって

いる農産物の高付加価値化の推進 

・農業の省力化・高収益化の推進 

・林地未利用材を有効活用した木質バイオマス安定供給の推進 

・旭川家具などの道産材家具利用拡大の推進 

 

●人口減少社会を見据えた地域産業の担い手・後継者の確保・育成 

・新規就農者等に対する研修会や高校生の農林業体験・研修の実施 

・中小企業の事業承継に向けた取組の推進 

・管内の道立高等学校や町村立高等学校（南富良野・剣淵・音威子府・幌加内）、名寄市立

大学などの高等教育機関と連携した取組の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪重要業績評価指標（ＫＰＩ）≫ 

・管内への観光入込客数        1,862万人（H26）→ 2,063万人（H31） 

・省力化による作物作付面積の維持     79,213ha（H25）→ 79,000ha（H31） 

・上川管内の木材・木製品出荷額 17,369百万円（H25）→ 21,940百万円（H31） 

・地域産業（農業・林業）への新規就労者数  

農業  124人（H25）→ 150人（H31） 

林業   36人（H25）→  40人（H31） 
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(1) 基本的方向                                                                       

全国有数の品質を誇る米をはじめ、北限のクリーンな野菜や

果物、高品質な畜産物、甘エビ、タコ、ヒラメ、シジミなどの

新鮮な水産物などバラエティに富む食材や暑寒別天売焼尻国定

公園、日本海オロロンラインの自然など豊かな地域資源を活か

し、来萌（らいほう）者の拡大に向けた情報発信など即効性の

ある施策と担い手確保など息の長い対策を推し進め、持続可能な産業振興と雇用の創出につ

なげるとともに、交流人口の拡大や住み続けたいと思える生活環境づくりに努める。 

 

(2) 主な施策                                                                          

●南北に細長く自然条件に応じて展開される多彩な農林水産業の振興と雇用の創出 

・農業における担い手育成確保や収益性の高い経営基盤づくり 

・水産業における海域の特性に応じた資源づくりなど安定的な経営の育成 

・林業における販路拡大やエネルギー資源利用の推進 

 

●札幌圏や旭川圏からのアクセスの良さを活かした日本海オロロンラインへの交流人口の拡大 

・前菜からメイン、デザートまで揃えることができるバラエティ豊かな食の活用 

・日本海に連なる山並みや海岸線が織り成す美しい夕日、海鳥の楽園天売島や牧羊と原生林

の焼尻島などの観光資源の活用 

・音楽合宿や体験学習等を通じた誘客拡大に向けた情報発信の強化 

 

●留萌地域に住み続けたいと思える生活環境づくり  

・ニシン街道など地域に受け継がれる歴史・文化・風土を活かした魅力ある地域づくりの推進 

・子供から高齢者まで全ての世代の住民の方々が、いつまでも健康で安心して暮らすことの

できる住みよい環境づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留萌地域】 

≪重要業績評価指標（ＫＰＩ）≫ 

・新規就農者数              8人（H21～25平均）→ 10人（H31） 

・管内への観光客入込客数          139万人（H26）→ 145万人（H31） 

・管内ちょっと暮らし利用者数           37人（H26）→ 40人（H31） 
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(1) 基本的方向                                                                       

宗谷地域は、宗谷海峡を隔てロシア連邦サハリン州を望む国境

の街であり、広大な土地を背景にした草地型酪農や日本海とオホ

ーツク海の海域の特性を活かした漁業を基幹産業とし、利尻島や

礼文島、雄大なサロベツ原野などの魅力ある観光資源や風力をは

じめとする自然エネルギーの宝庫という強みを有している。こう

した地域の特性を踏まえ、一次産業の担い手の確保・育成や道内外の若者の移住・定住の取

組を推進するとともに、地域資源を活かした観光振興や新エネルギーの導入・普及を促進す

ることにより、交流人口の拡大や雇用の創出を図る。 

 

(2) 主な施策                                                                         

●豊かな土地資源を活かした酪農と海域の特性に応じた栽培漁業の推進 

・計画的な農業生産基盤の整備や植生改善などによる良質な自給飼料の生産 

・養殖管理技術の向上・改善など栽培漁業の推進 

・新規就業者の受入体制づくりや、後継者に対する就業支援 

 

●手つかずの大自然とひとの魅力を活かした移住・定住の推進 

・地域の「ひと」や「しごと」の魅力再発見などを通じて高校生等の地元での就業を促進 

・地域の特性を踏まえた起業・就業体験を実施するなど都市部からの若者のＵＩターンを促進 

・移住情報ポータルサイトや首都圏等における関連イベントでの地域の魅力発信 

 

●サハリン州との交流や離島などの地域の特色を活かした観光の促進 

・離島などの雄大な自然や恵まれた農・海産物を活かした食と観光の連携促進 

・サハリン州やアジアからの観光客に向けたプロモーションの強化による誘客促進 

・国際航路を活用した物流の活性化などサハリン州との経済交流の拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

【宗谷地域】 

≪重要業績評価指標（ＫＰＩ）≫ 

・新規就農者数                        11人(H25) → 20人(H32) 

・新規漁業就業者数                   36人(H24) → 40人(H31) 

・若年層(15～34歳)の人数     10,518人(社人研推計値 H31) → 10,800人(H31) 

・外国人宿泊客延数               1.3万人(H25) →3.6万人(H31) 
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(1) 基本的方向                                                                      

地域別生産額で全道１位の漁業、同２位の農業、木材・木製

品出荷額で全道１位の林業など豊かな農林水産資源を活かした

地域産業の展開や、知床世界自然遺産や流氷など特色ある自然

を活かした来訪の促進により、オホーツクのブランド力を向上

させ、産業・雇用の創出や交流人口の拡大を図る。 

 

(2) 主な施策                                                                        

●国内外への販路拡大などによる農林水産業の強化 

・大規模で生産性の高い畑作や酪農、ホタテ・サケ等の栽培漁業などの生産基盤の強化 

・地域の大学等との連携などによる農林水産業の担い手の育成・確保 

・ＨＡＣＣＰの認証取得などによる良質な農水産物加工品の輸出拡大 

・全国最大の森林認証エリアから産出されるオホーツク産森林認証材の利用促進 

 

●豊富な農水産物を活かした食関連産業の振興 

・食関連企業、農業･水産業、大学･研究機関、金融機関など多様な主体の連携の促進 

・全国有数の生産力を誇る小麦・玉ねぎなどを活かした付加価値の高い商品の開発や起業・

創業の促進 

・オホーツクフェアの開催などによる道内外への販路拡大 

 

●人口減少社会を見据えたオホーツク地域への来訪促進 

・知床世界自然遺産や流氷などオホーツクの有する魅力の効果的な情報発信 

・優れた自然環境や農林水産業、モヨロ貝塚などのオホーツク文化、カーリングなどの 

スポーツを取り入れた体験型・滞在型観光の推進 

・観光情報の多言語化やＷｉ－Ｆｉスポットの設置など外国人観光客の受け入れ体制の整備 

・冷涼な夏、日照率が高いという気候特性を活かした広域的なスポーツイベントの推進や 

幅広いスポーツ合宿の誘致等 

・ちょっと暮らしや二地域居住など移住・定住の促進に向けた取組の推進 

 

 

 

 

 

 

【オホーツク地域】 
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(1) 基本的方向                                                                       

日本有数の「食料供給地域」として地位を確立している農業、

食や農業に関する大学や試験研究機関等の集積、豊富なバイオ

マス資源、雄大な自然や景観等、十勝の強みを最大限に活かし

た地域づくりを推進するとともに、女性就業率の高さや女性起

業家の活躍といった十勝の特性を踏まえつつ、多様な人材の活

躍を積極的に支援することにより、雇用の創出や交流人口の拡

大を図る。 

 

(2) 主な施策                                                                         

●「食の総合産業化」の推進による地域産業の振興 

・管内の市町村、団体、金融機関、大学・試験研究機関等、オール十勝による「フードバレ

ーとかち」やＪＡネットワーク十勝による「Made in 十勝」の取組など、豊富な農畜産物

等を活かした商品開発やブランド力強化 

・水産関係者と飲食業界の連携・協力による「シシャモ」や「ツブ」、「ホッキ」等のフェア

の開催や、厳選された良質な秋サケのブランド化などによる水産物の販売促進 

・「十勝川西ながいも」、「十勝和牛」などの東アジアや北米への輸出、民間団体による十勝

とハワイを結ぶ交流の推進といった海外を視野に入れた販路拡大 

・豊富な農畜産物や道東道の開通・十勝港の拡充など、地域の強みを活かした企業誘致や起業支援 

・枝豆や馬鈴しょ、ラワンぶき等、農産物の JA による加工・販売や、農業者によるチーズや

ミルクジャムの加工・販売、農家レストランの開設など６次産業化の推進による雇用の創出 

・豊富な食材や農作業体験等、「食」を核とした周遊、滞在型の観光地づくりの推進 

 

≪重要業績評価指標（ＫＰＩ）≫ 

・輸出に取り組む農業者団体数        3団体（H25） → 8団体（H31） 

・サケＥＵ－ＨＡＣＣＰ取得業者数      1団体（H26） → 4団体（H31） 

・オホーツク産小麦使用の菓子店数       14店（H26） → 50店（H31） 

・農水産物を活かしたオホーツク産品の延べ商談件数 180件以上（H27からH31までの合計） 

・管内への観光入込客数        846.9万人（H25） → 907万人（H31） 

・外国人宿泊者延数            7.9万人（H25） → 25万人（H31） 

【十勝地域】 



 

 

93 

 

●バイオマス資源の活用や航空･宇宙等に関する実証実験等の誘致 

・鹿追町や士幌町等で進む家畜ふん尿を原料とするバイオガス発電や熱利用などの豊富なバ

イオマス資源を活かした再生可能エネルギーの利活用 

・鹿追町のバイオガスプラントで製造されたバイオガスからの水素製造と利活用に関する実

証実験の実施 

・大樹町多目的航空公園を活用した宇宙航空研究開発機構（JAXA）や大学等研究機関、企業

などによる航空･宇宙に関する研究開発の促進による本道における実験拠点の形成 

・ＧＰＳを活用したトラクターの自動化等、農業へのロボット技術の導入 

 

●多様な人材の活躍による地域活性化 

・女性の就業率が高いという十勝の特性を活かしたロールモデルの輩出等、女性の社会進出   

やキャリアデザインの支援 

・女性や高齢者等、多様な人材が生き生きと働き生活できる環境の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 基本的方向                                                                       

我が国最大の草地型酪農地帯である釧路・根室地域における豊

富な自給飼料に立脚した酪農の持続的な発展など、地域の基幹産

業である農林水産業の強化を図り、国内有数の高いポテンシャル

を擁する観光地として、釧路湿原やアイヌ文化などの多様性に富

んだ地域資源を活かした交流人口の増加を促進するとともに、地

域内連携の強化により人口減少を見据えた取組を推進する。 

 

(2) 主な施策                                                                         

●「根釧酪農ビジョン」の実現に向けた具体的取組の展開 

・根釧地域の最大の強みである豊富な土地や草資源を活かす中で、環境と調和し、自給飼料

基盤に立脚した草地型（循環型）酪農の推進 

【釧路地域】 

≪重要業績評価指標（ＫＰＩ）≫ 

・管内への観光入込客数           967万人（H25）→1,035万人（H31） 

・女性キャリアデザインロールモデルの輩出数（累計）        50件（H31） 
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・酪農家が安定した経営を続けられるよう、省力化にも繋がる技術の導入や地域営農支援シ

ステム確立などの条件整備 

・地域関係者が一体となった後継者や新規就農者など担い手の育成確保 

・飼料作物や生乳、肉用子牛など原材料の生産にとどまらない高付加価値化の推進と新たな

可能性の追求 

 

●北海道横断自動車道(道東道)の釧路延伸を契機とした交流人口の増加に向けた取組の促進 

・官民が連携し地域一体となって進めている「ウェルカム道東道!!オールくしろ魅力発信協

議会」による各種プロモーションや着地型キャンペーンなどの魅力発信の取組 

・釧路湿原をはじめとする雄大な自然環境やアイヌ文化、豊富な食材など地域の特色・資源

を活かした取組 

・管内連携による冷涼な気候などを活かした体験移住の推進 

 

●地域の持続的発展に向けた連携の強化  

・地域の基幹産業である農林水産業、観光業の活性化と次世代を担う人材の育成・確保につ

なげるため、管内市町村が連携して取り組んでいる「地域づくり広域プロジェクト」など

とも協働し、環境に配慮した森づくりの推進や農水産物のブランド化などの各種取組の地

域内連携を強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 基本的方向                                                                      

充実した母子保健体制や三世代世帯が多いことなどを背景と

して、管内市町の合計特殊出生率は、全道平均を上回っている

が、人口減少が続いている現状を踏まえて、子育てサポート体

制の構築等の少子高齢社会への対応や、酪農・水産業の担い手

確保・育成など基幹産業の振興及び豊かな自然環境など地域資

≪重要業績評価指標（ＫＰＩ）≫ 

・生乳生産量            517,000トン(H26) → 539,000トン(H31) 

・管内への観光入込客数           672万人(H26) → 796万人(H31) 

・地域内連携事業に係る新たな事業の創出及び既存事業の拡充 

          ９事業（H27～H31累計） 

【根室地域】 
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源を活かした滞在型観光の強化等による交流人口の拡大を図ることにより、人口減少社会に

おける新たな視点での活力ある地域づくりを市町や関係機関・団体等と連携して進めます。 

 

(2) 主な施策                                                                         

●子育て支援の充実など少子高齢社会への対応 

・高齢者や先輩ママさんなど住民参加型の子育てサポート体制の構築 

・慢性的に不足している医療従事者の確保に向けた関係機関による連携体制の整備や医療系

学生等に対する根室地域の魅力発信の充実 

  

●我が国最大の草資源を活かした酪農や豊かな漁業資源を有する水産業の振興 

・根釧酪農ビジョンに基づく酪農の担い手対策の推進 

・雑草駆除対策や地域営農支援システムへの支援などによる高品質な自給飼料の生産拡大 

・根釧台地、太平洋、オホーツク海が育む良質な農水産物と加工品のブランド力の向上 

・サンマやホタテなど地域産品の海外を含めた販路拡大への支援 

 

●世界自然遺産の知床をはじめ地域の魅力を活かした取組による交流人口の拡大 

・フットパス・ロングトレイルや多くの種類の野鳥など地域資源を活用した滞在型観光の強化 

・テレワークへの取組や教育旅行、大学等のゼミ合宿の誘致への支援 

・「ねむろ移住・交流レポート」などによる移住希望者への情報発信の充実 

・地域おこし協力隊員との交流の場づくりなど移住者による地域活動への支援 

・チャーター便の誘致への支援などによる中標津空港の利用促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪重要業績評価指標（ＫＰＩ）≫ 

・子育てサポート体制づくりモデル事業への子育て世帯の参加数 

   0世帯（H26）→ 30世帯（H31） 

・管内の生乳生産量                     777千トン（H26）→ 820千トン（H31） 

・観光入込客宿泊客延数           262千人（H26）→  287千人（H31) 
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（連携地域） オホーツク地域、上川地域                                                  

 

（施策の方向性） 

・ オホーツク地域は、冷涼な夏と日照率が高いという気候特性を有し、食及び観光資源が豊富

であり、さらに、管内に約 70のスポーツ施設があるなど、夏季の屋外競技をはじめ最適なスポ

ーツ環境にある。 

・ 上川地域は、年間を通じ様々な競技種目のスポーツ大会が各地で開催され、多くの地域出身

者がオリンピック等の国際大会に出場するなど、幅広い年齢層でスポーツの関心が高く、活動

が盛んである。 

・ スポーツ合宿の誘致に積極的に取り組む両地域が連携し、国内外の競技関係者に対する共同

プロモーションなどを行い、冷涼な気候や充実したスポーツ施設などを有するスポーツ合宿適

地としてのブランドを浸透させることにより、交流人口の増加につなげる。 

 

 

 

 

（連携地域）宗谷地域、日高地域、檜山地域、留萌地域、根室地域                          

 

（施策の方向性） 

・ 当該地域においては、進学や就職を契機に若者の都市部への人口流出が特に著しく、若年層

のＵＩターンの促進が喫緊の課題となっているが、都市部の学生にとっては地域の仕事や暮ら

しの魅力を知る機会が少なく、地域で働きたいというニーズはあるものの、実際にＵＩターン

で就職する学生は少ない。 

・ このため、札幌圏や首都圏等の大学生、専門学校生を対象とする就業体験を実施するととも

に、地域おこし協力隊や地域の起業家等と交流することにより、地域の仕事や暮らしの魅力を

知ってもらい、若年層のＵＩターンを促進する。 

 

 

 

２ 振興局を越えた広域連携による施策展開 

■ 地域特性を活かしたスポーツ合宿適地としてのブランド化の推進 

■ 就業体験などによる若年層のＵＩターンの促進 
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（連携地域）宗谷地域、留萌地域、上川地域                                              

 

（施策の方向性） 

・ 経済成長が著しいロシア連邦サハリン州と道北地域は、日本で数少ない船舶での往来が可能

な国境地域であり、道北地域の活性化のためにはサハリン州の成長力を取り込むことが必要で

ある。 

・ しかし、「サハリンプロジェクト」の大規模工事の完工などを契機に、日ロフェリー航路によ

る貨物量や旅客数が低迷しており、航路の安定運航のためには物流や人流の活性化が必要とな

っている。 

・ そのため、道産食品や農産物など貨物需要のさらなる掘り起こしを図るとともに、新たな観

光資源として「国境観光（ボーダーツーリズム）」に着目し、道北３地域の連携のもと、サハリ

ン州との経済交流を促進する。 

 

 

 

 

（連携地域）釧路地域、根室地域                                                        

 

（施策の方向性） 

・ 我が国最大の生乳生産地域である根釧地域においては、EPA･FTA 交渉の進展による先行き不

透明感の高まりや、飼料価格の高止まりなど酪農情勢が厳しさを増す中、生産者の高齢化や後

継者問題などにより、近年の農家戸数は毎年 60～70戸程度の減少が続いている。 

・ 一方、最近の生乳生産は増産基調に転じたものの、平成25年度以降、生乳生産が前年を下回

ったことから、乳製品の国内需給のみならず、乳業や農業機械・飼料製造業、運送業など地域

の関連産業への影響も懸念されたところ。 

・ こうした中、概ね10年後の将来像と、その実現に向けた取組の基本方向を明示した『根釧酪

農ビジョン（平成27年2月策定）』に基づき、「草地型（循環型）酪農の推進」、「担い手の育成

確保」、「高付加価値化の推進と新たな可能性の追求」を３つの柱として、市町村や農協、企業

等とも連携を図りながら、根釧酪農の生産基盤の強化とブランドの確立に取り組む。 

 

 

 

■ サハリンへの海外輸出の拡大や国境観光（ボーダーツーリズム）の促進 

■ 根釧酪農ビジョンの推進 
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（連携地域）渡島地域、檜山地域                             

 

（施策の方向性） 

・ 平成27年度末に開業する北海道新幹線の開業効果を一過性のものに終わらせることなく、将

来にわたり持続的に成長させていくため、これまで以上に青森県と道南（渡島・檜山）地域の

連携を深める必要がある。 

・ このため、新たな観光資源の発掘・磨き上げ、首都圏や東北地域における誘客プロモーショ

ン、さらには、新幹線に接続する鉄道やバス、タクシーなど公共交通機関の利便性の向上、レ

ンタカーサービスの充実などの交通ネットワークの整備に連携して取り組み、青森・道南広域

観光圏を形成する。 

 

 

 

 

（連携地域）オホーツク地域、上川地域、十勝地域、釧路地域、根室地域           

 

（施策の方向性） 

・ アジアや欧米の富裕層など海外個人旅行客を主なターゲットとし、道東の四季折々の大自然、

景観、食などの地域資源を活かし、札幌圏に集中している観光客の呼び込みを図る必要がある。 

・ このため、周遊フリーパス等の開発やＳＮＳなど多様な媒体の活用による着地型周遊観光の

推進、地方空港の国際化などによる交通機能強化、移動Ｗｉ－Ｆｉや拠点Ｗｉ－Ｆｉの整備促

進、優れた自然環境や農林水産業、文化・スポーツを取り入れた体験型・滞在型観光の推進な

どに関係機関が連携して取り組む。 

 

 

 

（連携地域）胆振地域、日高地域                             

 

（施策の方向性） 

・ 北海道新幹線の開業により道外からの観光客やビジネス利用客の増加が期待されるが、新幹

線の沿線自治体だけでなく、胆振・日高地域など他の地域でも新幹線開業効果を最大限に活か

していく必要がある。 

■ 北海道新幹線開業を活かした青森・道南広域観光圏の形成 

■ プライムロードひがし北・海・道による広域周遊の推進 

■ 北海道新幹線開業を活かした胆振・日高地域における地域経済活性化 
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・ このため、胆振・日高地域が有する観光資源のＰＲ等を通じた地域ブランドの創造や知名度

の向上、国内外に対して魅力ある商品の開発、更には交通ネットワークの形成等を推進し、地

域経済の活性化を図る。 

 

 

 

 

（連携地域）空知地域、後志地域、胆振地域                        

 

（施策の方向性） 

・ 平成27年7月、九州地域等の「明治日本の産業革命遺産」が世界遺産に登録され、産業遺産

に関する関心が高まっている。道内には、空知の「石炭」や小樽の「港」、室蘭の「鉄鋼」関連

施設、そしてこれらをつなぐ「鉄道」関連施設など、北海道の近代化に貢献した様々な産業遺

産（炭・鉄・港）が多数点在しており、これらを活用した交流人口の拡大などによる地域の活

性化が期待されている。 

・ このため、産業遺産を保全・活用して、広域的、魅力的なストーリー性のあるものに構築・

発展させるためのグランドデザインを作成し、「北海道ミュージアム構想」とも連動しながら、

「炭・鉄・港」をテーマとする地域間の連携に向けた取組を促進する。 

 

 

 

 

（連携地域）空知地域、胆振地域、日高地域、オホーツク地域、十勝地域           

 

（施策の方向性） 

・ ジオパークは、近年認知度が高まっており、観光資源としても期待されているところである。

道内には国内最多の５つの日本ジオパーク（洞爺湖有珠山、アポイ岳、白滝、三笠、とかち鹿

追）があり、さらに、そのうち２つ（洞爺湖有珠山、アポイ岳）は世界ジオパークに認定され

ており、これらを活用した地域振興・交流人口の拡大が期待される。 

・ このため、道内の各ジオパークにおいて更なる魅力発信を図るとともに、観光資源として磨

き上げを図るためのネットワークを構築し、各種イベントにおける道内ジオパークのＰＲなど、

地域間の連携による取組を推進する。 

 

※ ジオパーク＝ジオ（地球）に関わるさまざまな自然遺産、たとえば、地層・岩石・地形・火

山・断層などを含む自然豊かな「公園」のこと 

■ 産業遺産（炭・鉄・港）の保全・活用による交流人口の拡大 

■ ジオパークの活用による地域振興・交流人口の拡大 
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（連携地域）後志地域、胆振地域、石狩地域                        

 

（施策の方向性） 

・ 高速道路の整備や北海道新幹線の開業など、変動する環境の中、羊蹄山麓・西胆振地域は経

済、生活や環境において強い結びつきを保ってきたところであるが、今後、時代の変化を受け、

さらに両地域及び隣接する市町が連携・協力することにより、観光戦略や大規模災害対策等で

成果を出すことが期待される。 

・ このため、関係する市町村・振興局・開発建設部等が協力し、観光、防災、交通・道路整備、

人口減少対策等の面で課題を整理し、対策を講じることにより、連携地域一帯の地域活性化を

図る。 

 

 

 

 

（連携地域）オホーツク地域、十勝地域、釧路地域、根室地域                

 

（施策の方向性） 

・ 本道への外国人観光客数が大幅に増加する中、道東地域においては、国際航空路線が休止し

ているほか、国内航空路線も、関西や中部との路線の休止があり、平成 26年度の訪日外国人来

道者宿泊延べ数に占める東北海道（オホーツク、十勝、釧路、根室地域）の割合は、7.3％にと

どまっている。 

・ このため、道東地域における広域観光周遊ルート形成計画に基づく取組を推進しつつ、道東

５空港が連携し、出発空港と到着空港を分けた周遊型商品造成に資する国際航空路線誘致を進

めるほか、他県に比べてハンデとなっているデアイシング費用の負担を軽減することで、新た

な国内航空路線の誘致促進を図るなど、戦略的な航空路線誘致を展開するとともに、国や航空

会社への要請活動や各種情報発信、台湾ほかへの共同プロモーションなど、各空港が連携して

誘客と空港の利用促進を図る。 

 

 

 

 

 

■ 羊蹄山麓・西胆振地域の連携による観光の推進や防災体制の整備 

■ 東北海道の空港連携による誘客と利用促進 
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