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（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。

（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。

連携地域別政策展開方針の位置づけなど

連携地域別政策展開方針の枠組み

基本的な考え方
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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）

（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。

連携地域別政策展開方針の推進

地域の現状・課題

地域のめざす姿

主な施策の展開方向

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

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

連携地域全体や

各地域における

現状、課題

○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

（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）

（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）

対
応
方
向

民間等 市町村 道 国

≪具体的な取組≫

（地域の振興に係る主
な施策の展開方向）
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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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（連携地域）

○ 釧路･根室連携地域は2市10町1村からな

り、面積は1万4千532㎢（全道の17.4％）で

す。人口（H22年国勢調査）は32万8千人

（全道の6.0％）で、経年でみると減少傾向

にあり、平成17年から22年まで5.2％減少

（全道2.2％減）しています。高齢者比率

（H22年国勢調査）は24.9％（全道24.7％）

で、道内では平均的な地域となっています。

また、人口減少や高齢化の進行に伴い、

地域の集落におけるコミュニティ機能の低下

等の問題の深刻化が懸念されており、集落の維持・活性化が課題となっています。

○ 食料の安定供給に大きな役割を果たしているこの地域の産業は、酪農を中心とした農

業、サケ・マス、サンマ、タラ、スケトウダラ、シシャモ、コンブ、カニ、カキなどの

漁業、トドマツ、カラマツなどを主体とした林業、食料品、紙・紙加工品、飲料・飼料

などの製造業のほか、知床、阿寒、釧路湿原など魅力ある資源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2千901

戸（全道の5.7％）で、平成12年と比べる

と、8.3％減（全道13.4％減）となってい

ます。耕地面積（H23作物統計調査）は、

20万2千ha（全道の17.5％）となっていま

す。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304 ha（全道の0.1％）と

1万9千2百ｔ（全道の0.4％）となっていま

す。

大規模酪農・畜産が専業で行われており、生乳生産量（H23(総合)振興局調べ）は約

1,336千ｔで、平成17年と比べると0.6％増加しています。原油価格の高騰や飼料穀物の

世界的な需要ひっ迫見通しによる輸入価格の上昇などにより経営は厳しさを増してお

り、飼料自給率の向上や経営体質、担い手対策の強化が課題となっているほか、農産物

地域の現状・課題

【年齢３階層別人口の推移】
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の付加価値の向上などが求められています。

また、豊かな自然との協調による生産地イメージの向上を図るため、環境と調和した

生産基盤の整備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」。

○ エゾシカによる農林業被害額は平成８年度（被害額約22億円）をピークに減少傾向に

あったものの、平成18年度（約10億円）から再び増加し、平成22年度には約21億円（全

道の約35％）と依然として大きく、増えすぎた個体数の削減や各種対策が課題となって

います。

○ 森林面積（H22北海道林業統計）は約55万8千ha（全道の10.1％）で、北方四島を除く

地域総面積の約６割を占めています。カラマツなどの人工林資源は成熟期を迎えつつあ

りますが、輸入木製品の増加などから地域材の需要は減少しており、地域材の需要拡大

が求められています。また、木材価格の低迷などから未整備森林が増加傾向にあり、未

整備森林の解消が求められています。近年、地域住民や企業等の森林づくりに対する意

識が高揚しており、森林づくりに対する参加機会の拡大と一層の理解促進が求められて

います。

○ 漁業就業者数（H22国勢調査）は9千4百人

（全道の27.3％）で、平成17年と比べると、

9.3％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745億

円（全道の29.4％）で、平成18年と比べる

と、6.3％減（全道10.3％減）となってい

ます。漁業就業者（国勢調査）一人あたり

の生産高は平成22年で794万円と、全道平均

（738万円）に比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（24.4％）、サンマ（21.8％）、コンブ（15.1

％）の三種で生産高の約6割を占めています。

国際的な漁業規制の強化や資源水準の低下、燃油価格の高騰など依然として厳しい経

営環境にあり、資源管理型漁業や栽培漁業の推進による資源の維持増大、担い手の育成

確保などが課題となっています。

○ 近年、トド、アザラシ等の海獣による漁業被害が拡大しており、被害防止や共存して

いくための対策が課題となっています。

【漁業生産高（金額）の推移】
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○ 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・飼料製造業の計）が工業全体の

68.4％を占めています。製造品出荷額等

（H22工業統計調査）は5,372億円（全道の

9.0％）で、平成18年と比べると2.7％増

（全道3.5％増）となっています。

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1,138万円であり、

全道平均（917万円）と比べて高い水準にあります。

地域資源を活用した水産加工を主体とした食料品製造業が中心であり、これまでも安

全で良質な食品を供給するため地域ＨＡＣＣＰの推進などを行ってきましたが、さらに

付加価値の高い製品開発やこれらの商品の国内外への販路拡大などが課題となっていま

す。

○ 小売業商品販売額（H19 商業統計調査）

は、4,062億円（全道の6.6％）で、平成

9年と比べると22.2％減（全道17.8％減）

となっています。

中心市街地は消費ニーズの多様化や大規

模集客施設の郊外立地などにより、空き店

舗が増加し空洞化が課題となっています。

○ 観光入込客数（H23 北海道観光入込客

数調査）は、723万人（全道の5.9％）で、

平成18年度と比べると21.3％減（全道13.0

％減）となっています。観光消費額（H22

北海道観光産業経済効果調査）は、道外客

が210億円（全道の4.3％）で、道内客が

288億円（全道の4.0％）となっています。

外国人宿泊客数（H23 北海道観光入込客

数調査）は、年間延べ5万0千人（全道の

3.0％）で、平成18年度と比べると39.8％減（全道6.5％減）となっています。また、平

成23年3月11日に発生した東日本大震災とその後の自粛ムードの影響により平成23年度

上期の観光入込客数は大幅に落ち込みましたが、台湾からの外国人観光客などを中心に

回復傾向にあります。

知床世界自然遺産やラムサール条約登録湿地等の雄大な自然、酪農や漁業といった地

域資源を生かした産業、豊富な食資源などを活用した体験観光が盛んな地域ですが、広

域観光や教育旅行誘致の促進、受入体制の整備等が課題となっています。
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○ 知床世界自然遺産をはじめとする優れた自然の保全とこれを活用した地域づくりを進

めるため、環境と調和した産業の推進を図るとともに、湿原や河川などの水質の保全や

貴重な野生生物の保護及びこれらとの共生を図っていく必要があります。

○ 道が公表した北海道バックアップ拠点構想において、釧路・根室地域は、地域特性に

応じた拠点として、豊富な資源を生かし、食料やエネルギー供給拠点としての役割が期

待されています。

○ 国内唯一の坑内掘炭鉱を有しており、日本の優れた炭鉱技術等を海外へ移転するため

の取組が進められています。

○ 地域内の主要発電所として、音別発電所（火力発電所、軽油、出力14万８千kW）があ

るほか、風力や太陽光、木質バイオマスなどの豊富な再生可能エネルギー資源を活用し

た発電・熱利用が進められています。

○ 一人一日あたりのごみ排出量とリサイクル率（Ｈ22一般廃棄物処理実態調査）は、

1,156g/人日（全道平均1,020g/人日）と、21.8％（全道平均22.8％）となっています。

○ 福島第一原子力発電所事故を契機としたエネルギー政策の見直しが、経済・社会に大

きな影響を与えており、安全で安定、環境にも優しいエネルギー構造の再構築が重要な

課題となっていることから、地域資源を活用した再生可能エネルギーを地産地消してい

く仕組みづくりなどが求められています。

【医 師 数】

○ 人口10 万人当たりの医師数 医師数 医師数 10万人 うち医療施設従事

（H22北海道保健統計年報）は （H22年末） 当たり 小児科 産科

146.7人で、全道平均229.0人を 北海道合計 12,612 229.0 12,019 618 379

下回っており、第二次医療圏の 釧路・根室計 481 146.7 472 27 17

根室では100人以下になってい 釧路 403 162.9 396 21 13

ます。 根室 78 96.8 76 6 4

第二次医療圏別の産婦人科・小児科医師数（H22 医師・歯科医師・薬剤師調査）は、
根室で少なくなっています。

医師をはじめとする医療従事者の確保が極めて困難な状況にあります。自治体病院で

は、診療科目の休診などの影響が出ており、医師確保が喫緊の課題となっています。

地域災害拠点病院（道内32施設）として、市立釧路総合病院、市立根室病院、町立中

標津病院が指定されています。

○ 重篤救急患者の救命率の向上を目的として、釧路・根室地域において、道東ドクター

ヘリが平成21年10月から運航しています。
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○ 北海道横断自動車道の根室線は、浦幌ICまで供用済みです。道央地域などの経済活動

の中心から遠隔地にあり、また地域内においても広大で都市間距離が大きいことから、

道路は、生活の利便性や物流、救急医療搬送に重要な役割を果たしており、平成26年度

に白糠IC、平成27年度に阿寒ICが開通予定である北海道横断自動車道の根室地域までの

整備や、地域高規格道路の早急な整備が求められています。

○ 地震の多発地帯であり、特に津波発生時に被害が大きくなる可能性が高い地域である

こと、また、常時観測火山の雌阿寒岳及びアトサヌプリを有していることから、地震・

津波対策の抜本的強化や防災・減災体制の充実に向けた取組が課題となっています。

○ 釧路空港は、年間71万人（H22空港管理状況調書）の利用客があり、平成24年9月現在

では、道内2路線（新千歳、丘珠）、道外2路線（羽田、伊丹）、国際1路線（台北）が就

航しています。中標津空港は、年間17万人の利用客があり、道内1路線（新千歳）、道

外1路線（羽田）が就航しています。釧路空港と中標津空港は、札幌や東京などへの高

速交通の拠点として重要な役割を果たしており、空港設備の充実や安全性及び航空路線

の拡充を含めた機能の向上が求められています。港湾取扱貨物量（H22北海道港湾統計

年報）は、釧路港が全道港湾の取扱貨物量の7.7％を占め、根室港は0.4％を占めていま

す。国際バルク戦略港湾に選定された釧路港は、日本有数の食料基地である東北海道地

域の流通拠点港として、地域の暮らしと産業の両面において重要な役割を果たしていま

す。根室港は根室地域背後圏の地域生活基盤を担っています。

（各地域の課題）

■釧路地域

・ 釧路湿原は、国内で最初にラムサール条約に基づき登録された重要な湿地であります

が、近年、湿地の減少や植生の急激な変化が生じており、保全・再生が必要となってい

ます。

■根室地域

・ 近年、燃油価格の高騰の影響から生産コストが増加しており、漁業経営に大きな影響

を与えています。

また、当地域の漁業は、「北方四島周辺水域操業枠組協定」、「貝殻島コンブ協定」に

基づく北方四島周辺水域での漁業及び「日ソ地先沖合漁業協定」、「日ソ漁業協力協定」

に基づくロシア水域での漁業への依存が大きく、これら漁業の長期的かつ安定的な継続

が課題となっています。

さらに、漁業資源の維持・増大を図るため、資源管理型漁業や栽培漁業の推進など、

近年不振が続いている沿岸漁業の振興対策が求められています。

・ 一般病床を有する病院（精神及び療養を除く。）は自治体病院（根室市、別海町、中

標津町、標津町）のみであり、自治体病院と診療所（羅臼町）が、地域の医療体制の中
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核を担っています。

自治体病院では、医師をはじめとする医療従事者の確保が困難となっており、診療科

目の休診や分娩の休止など診療体制の縮小といった事態が生じています。

各医育大学や医療対策協議会による医師派遣の調整、地域枠学生への奨学金の貸付や

新人看護師への研修の実施など、安定的な医療従事者確保に向けた取り組みの強化が求

められています。

・ 戦前、北方領土と行政的、経済的に一体の社会経済圏を形成してきた当地域は、北方

領土問題が未解決であることから、地域社会としての発展を阻害されるなど、特殊な事

情に置かれており、地域経済、住民生活の基礎となる産業基盤、生活基盤の整備促進が

課題となっています。

また、北方領土返還要求運動の中核を担ってきた元島民の高齢化が進み、この地域か

ら運動の担い手となる後継者の育成など領土問題解決に資するための環境整備促進や北

方領土問題に関する国民世論の啓発の着実な推進が課題となっています。
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〈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〉

■ 地域資源を生かし、環境と調和した地域産業が展開

地域の特性や豊かな資源を生かした「ものづくり産業」の振興が図られているととも

に、自然環境と調和した活気あふれる農林水産業が形成されています。

■ 自然環境や恵まれた農水産物を生かした消費者から信頼される

食産業が展開

冷涼な気候など、地域の特性を生かした安全・安心で質の高い食料の生産・供給が行

われ、「食」の地域ブランドの確立が図られることにより、消費者から信頼される力強

い食産業が構築されています。

■ 地域の特性や資源を生かした観光産業が展開

食と観光の連携が強まり、豊かな自然環境などの資源を生かした体験型観光の推進が

図られています。

また、地域特性を生かした広域観光ルートが形成され、国内外の観光客の一層の誘致

が実現しています。

■ 人と自然が共生できる地域社会が形成

豊かな自然環境の適正な保全と利活用が図られており、自然環境への負荷の軽減によ

り、人と自然が共生できる持続可能な地域社会が構築されています。

地域のめざす姿

地域の人々が協力・連携しながら、地域資源を生かした
新たな発展をめざす「釧路・根室」
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■ 安全・安心で心豊かな地域社会が形成

地域の安心な暮らしを支える医療と保健・福祉や安全・安心な生活が確保され、多様

な主体が連携して身近な課題を解決できる地域社会が構築されています。

また、地域に根ざした文化の振興や多様な交流が図られることにより、個性豊かで活

力に満ちた地域社会が形成されています。

■ 北方領土の早期返還

領土返還を求める国民世論の高まりやビザなし交流を通じた相互理解の深化により、

北方領土問題の解決に進展が見られ、また、北方領土隣接地域（根室地域１市４町）の

振興も図られています。

■ 暮らしや産業を支える交通・情報ネットワークの形成

地域内の物流、医療を支える道路網が整備され、空港・港湾などの機能が充実し、道

央地域とのアクセスが確保されるなど、暮らしや安全、産業を支える交通・情報ネット

ワークが形成されています。
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〈今後５年程度における主な施策展開の基本方向〉

○ 安全・安心で良質な農水産物の供給と地域ブランドづくり

（環境と調和した活気ある農業の推進）

・ 環境と調和し、安全・安心な生乳などの安定供給を担う大規模で生産性の高い酪農

経営体を育成するため、ＴＭＲ・哺育育成センターや、労働力を補う支援体制の整備

などの地域支援システムの取組を推進します。

・ 釧路・根室地域の風土に根ざした自給飼料基盤に立脚した自然循環型の酪農を促進

するとともに、畜産の振興及びクリーン農業の取組を拡大します。

・ 家畜排せつ物の有効利用など環境にやさしい農業や地域の課題に対応するための農

業農村整備事業を進めるとともに、農村景観の向上などの取組を推進します。

・ 再生可能エネルギーを活用した農業経営の推進により、環境と調和した生産地イメ

ージの形成を図ります。

・ 認定農業者の育成や新規就農者受入体制の整備、女性や高齢者の活躍できる環境づ

くりなど、担い手の育成・確保の取組を推進します。

・ 地域の特色ある資源を生かし、アグリビジネスや農商工連携など関連産業との連携

強化による地域のブランドづくりなど農業の６次産業化を促進します。

（豊かな海を育む水産業の推進）

・ 資源管理型漁業のさらなる充実強化、増殖事業の安定化・効率化や栽培漁業の取組

を推進するとともに、「ナガコンブ」などの生産維持に向けた雑海藻駆除等への取組

を支援します。

・ 産卵礁、漁場の造成、基盤整備を推進するとともに、環境に配慮した省エネ体質の

漁業経営への転換、漁業者の計画的な経営改善を促進します。

・ 北方四島周辺水域における安全操業や、貝殻島コンブ漁業などの操業機会の確保に

向けた民間交渉を支援します。

（安全・安心な生産流通体制の確立）

・ 安全・安心な農水産物の生産流通体制を確立するため、ＨＡＣＣＰ手法や農業生産

工程管理手法（ＧＡＰ）の導入を推進します。

・ 水揚げから加工に至る品質管理や衛生管理の高度化を推進します。

（地域ブランドの確立と地域食材の域内消費の促進）

・ 農水産物の品質向上や、食クラスター活動の推進などによる、地域内の連携強化を

図り、消費者から信頼される付加価値の高いブランドの創出・定着や情報発信など国

内外の販路拡大に向けた取組を推進します。

主な施策の展開方向
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・ 食育や地産地消の活動、愛食運動などの一層の促進を図ることにより、地域食材の

域内消費を促進します。

○ 豊富な農水産資源などを生かした産業の集積の促進

（地域特性を生かした「ものづくり産業」の振興）

・ 豊富で良質な農水産資源を生かした食料品製造業や環境関連・健康関連産業などの

集積を促進するほか、優秀な人材を生かす情報関連産業の集積を促進します。

・ 試験研究機関、産業支援機関等との連携による地域企業の製品開発力などの強化を

図るとともに、地域社会を担う多様な人材や、時代の要請にこたえる産業人材の育成

・確保に向けた取組を推進します。

・ 地域の基幹産業である酪農畜産業、水産業を核とした６次産業化に向けた取組を推

進します。

・ 我が国の石炭の安定供給確保に寄与するため、国内唯一の坑内掘炭鉱を有する地域

特性を生かし、海外炭鉱技術者を受け入れ坑内実習等の研修を行うなど、引き続き優

れた炭鉱技術等の海外への移転に努めます。

（建設業の経営力強化などの促進）

・ 建設業者が地域の社会資本の整備はもとより、災害時対応や除雪といった地域の安

全・安心の役割などを担いながら持続・成長できるよう、「北海道建設産業支援プラ

ン２０１３」に基づき、「経営力の強化」や「人づくりの強化」などの施策の推進や、

「地域建設業サポートセンター」などによる各種支援施策の情報発信や相談対応等の

支援を進めてまいります。

（エゾシカの有効活用）

・ 地域の特産食材として取扱飲食店のＰＲ強化により広く観光客への周知を図るな

ど、関係機関と連携してエゾシカ肉の需要拡大を進めるとともにエゾシカ関連産業の

育成を促進します。

○ 豊かな自然環境の保全とその利活用の推進

（豊かな環境の保全・創出、環境と調和した再生可能エネルギー等の利活用の推進）

・ 海と森とをつなぐ川の環境づくり、湿原再生事業のほか、地域・家庭・企業などと

の連携による自然環境の保全と利活用の推進を図ります。また、地域資源リサイクル

の促進により、地球環境・地域環境の保全・創出を促進します。

・ 釧路・根室管内に賦存する、太陽光やバイオマスなどの再生可能エネルギー資源に

ついて、地域の自然環境に配慮した利活用や、開発・普及に向けた取組を促進します。

・ 石炭は、二酸化炭素の排出抑制が課題であることから、環境と調和した石炭の有効

活用に向けた取組を促進します。
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（エゾシカの適正管理と利活用）

・ エゾシカによる農林業被害の防止・軽減を図るため、生息数の減少に向けた個体数

調整などエゾシカの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。

(森林資源の循環利用の推進と森林利活用の促進）

・ 地域が一体となった市町村森林整備計画の実行管理や森林施業の低コスト化を図り

未整備森林の解消に努めます。

・ 「北海道地域材利用推進方針」に基づき公共建築物、住宅、畜舎の木造・木質化・

地材地消を促進します。また、木質バイオマスの利用を促進します。

・ 森の癒し効果を活用する森林セラピー、地域住民や企業等による植樹活動、森林づ

くりの取組を促進します。

○ 知床や湿原など豊かな自然環境と地域の食材を生かした観光地づくり

（自然環境を生かした体験型・滞在型観光の推進）

・ 知床世界自然遺産や湿原域など豊かな自然環境の保全と利用の推進をはじめ、自然

と共生した観光を推進するため、カヌー、湿原散策、バードウォッチング等体験観光

の一層の普及やフットパスルートの形成を図ります。また、豊かな自然環境などの

資源を生かした滞在型の観光地づくりや体験型修学旅行の誘致などの取組を促進し

ます。

・ 道外企業等に対しての会議・研修の場としての利用働きかけ（「クールサマー」の

取組など）や、長期滞在の推進など、夏季の冷涼な気候を生かした取組を推進します。

（広域観光・広域連携の促進）

・ 知床世界自然遺産及び釧路湿原、阿寒湖、摩周湖などの観光資源や、太平洋側の観

光ルートなどを活かした広域連携の取組や、「釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイ

ウェイ」の取組を促進します。

・ 釧路・根室地域のほか、オホーツクや十勝との連携を図り、「ひがし北海道」全体

での広域観光を促進します。

（地域の食材の観光地等への普及）

・ 地域の食材の観光地等への普及を図るため、一次産業と観光産業の連携による食材

の域内調達を促進します。

（ホスピタリティの向上と国内外からの観光客の誘致強化）

・ 外国語による案内板等の設置や釧路・根室地域にふさわしい景観の形成、木花の植

栽など国内外の観光客の受入環境の整備を促進します。

・ 釧路港におけるクルーズ船の寄港や釧路空港における国際旅客便の誘致に向けた取

組を促進するほか、湿原の風アリーナ釧路などを利用した大規模な会議、大会等の誘
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致を促進します。

（高速交通ネットワークの活用）

・ 北海道新幹線の新青森・新函館（仮称）間の開業や、北海道横断自動車道の延伸に

よる効果を見据え、他地域との連携も視野に入れながら、地域の個性・資源を生かし、

広域観光の推進や交流の拡大に資する効果的な魅力発信の取組などについて検討を進

めます。

○ 北方領土の早期返還に向けた情報発信・交流の推進

（早期返還に向けた取組）

・ 北方領土問題の啓発活動や四島交流（いわゆるビザなし交流）を推進するとともに、

北方領土墓参や自由訪問などの元島民等に対する援護事業を推進します。

（北方領土隣接地域の振興）

・ 北方領土問題が未解決であることにより北方領土隣接地域（根室地域１市４町）が

置かれている特殊な事情を踏まえ、国との連携の下に、この地域をより一層安定した

地域社会として形成していくため、地域の振興に関する施策を推進します。

○ 災害に強く安心で心豊かなまちづくりの推進

（東日本大震災を踏まえた防災・減災体制の強化）

・ 東日本大震災での被害や教訓を踏まえ、地震・津波対策の抜本的強化を図るため、

市町村における津波ハザードマップ・避難計画等の策定又は改訂の促進や、公共施設

等の耐震化など、災害に強いまちづくりを推進します。

・ 災害時の被害を最小化するため、自助・共助による地域防災力の育成・向上や、多

様な地域住民に配慮した避難対策、防災関係機関の連携強化を図るなど、地域の様々

な主体が連携して減災のために行動できる体制づくりを促進するとともに、震災建築

物の応急危険度判定実施体制の充実を図ります。

（風水害対策や火山対策などの各種防災対策の促進）

・ 風水害対策や、常時観測火山である雌阿寒岳やアトサヌプリ、知床硫黄山、羅臼岳

及び天頂山に係る防災対策など、地域の特性を踏まえた防災体制や国土保全施設の整

備を図ります。

（地域医療の充実）

・ 医療従事者の確保や救急搬送体制の充実を図るとともに、医療機関の広域的連携に

よる地域の包括的なケア体制の確立を推進します。

（安心して暮らせる保健・医療・福祉の確保）

・ 医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する地域包括ケア
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システムの構築を図るとともに、障がい者の自立と社会参加を促進します。

・ 企業等との連携強化により、育児と仕事が両立できる環境の整備を推進するととも

に、育児不安や負担軽減のための取組や児童虐待防止のため、関係機関と連携した一

体的な取組の推進と相談支援体制の充実、母子保健医療体制の整備を推進します。

（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。

（地域文化の次代への継承と各種交流・まちづくりの促進）

・ 阿寒湖温泉や白糠町などにおけるアイヌ文化の伝承事業等を地域づくりに生かした

取組を推進するとともに、標津遺跡群、地域の産業遺産などの次代への継承を推進し

ます。

・ お試し移住や就農希望者の受け入れ、グリーンツーリズム等の機会を捉えたプロモ

ーション活動により、地域が連携して移住者の受入を促進します。

・ 地域に根ざした芸術文化活動の活性化を図るとともに、都市と農山漁村、国内外と

の経済、文化などの交流を促進します。

（地域商業の活性化）

・ 景気の低迷や事業所数、販売額の減少、中心市街地の空洞化など地域商業を取り巻

く環境が厳しい状況にある中、地域の実態に即した自主的な取組の強化を図るため、

商工団体、事業者など、地域の関係者が一体となった地域商業の活性化や、空き店舗

の活用、商店街の魅力や快適性の向上に向けた取組を促進します。

○ 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・情報ネットワークの整備促進）

・ 地域の産業活動や暮らしを支える交通ネットワークの形成を図るため、災害時にお

ける防災・減災の観点も踏まえ、関係機関との連携の下、北海道横断自動車道や釧路

中標津道路、根室中標津道路など地域高規格道路の整備促進、地域交通の確保、冬期

における安全で快適な道路交通の確保、釧路空港、中標津空港の航空路線の拡充を含

めた機能強化、国際バルク戦略港湾に選定された釧路港や根室港などの整備を促進し

ます。

・ ＩＣＴを活用した地域づくり、暮らしの充実を図るため、情報ネットワーク基盤の

整備を促進します。
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プロジェクト名 推進エリア 頁

１ 消費者の信頼に支えられた食産業の振興プロジェクト 釧路・根室連携地域 18

２ 森・湖・湿原などを巡る釧路・根室観光の推進と移住・ 釧路・根室連携地域 22
定住の促進プロジェクト

３ エゾシカの適正管理と有効活用の推進プロジェクト 釧路・根室連携地域 25

４ 貴重な自然を引き継ぐ環境保全活動や再生可能エネ 釧路・根室連携地域 28
ルギー利活用の推進プロジェクト

５ 地域で支えあう災害に強い安全・安心のまちづくりプ 釧路・根室連携地域 31
ロジェクト

６ 森を育み、森に親しむ「釧路・根室の森林づくり」プロ 釧路・根室連携地域 34
ジェクト

７ 「ねむろアソート」プロジェクト 根室地域 36
～ねむろの魅力詰め合わせ～

８ 北方領土の早期返還と隣接地域の振興プロジェクト 根室地域 38

地域重点プロジェクト
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消費者の信頼に支えられた食産業の振興プロジェクト

釧路・根室地域では、酪農を主体とした農業が展開されており、良質な牛乳は全国から高く評価されているほか、漁

業ではサケ・マス、サンマ、スケトウダラを中心に、シシャモ、カキ、コンブ、エビなどの特色ある漁業が行われてい

ますが、近年の農業生産資材や漁船燃料の高騰、農家数の減少、担い手不足などにより、農業・漁業を取り巻く環境は

大変厳しいものとなっています。

また、当地域では、これまでにも地域の農水産物を活用した一次産品の普及ＰＲ、加工食品の製造やブランド化に向

けた取組などが進められてきましたが、今後、消費者の信頼に支えられた食産業の振興を図るためには、釧路・根室地

域の個性を生かし、競争力をもった安全・安心で質の高い農水産物づくりと地場産品の一層のブランド化が必要となっ

ています。

そのため、地域の農水産物の高付加価値化に向けた取組や地域ブランドの確立、また地場産品に対する消費者への理

解と地域内消費を促進するため、地産地消の推進や宿泊施設などにおける地元食材の利用拡大のほか、自給飼料活用型

・自然循環型酪農経営の推進や地域ＨＡＣＣＰなどの取組を促進します。

目 的

施策展開

地場産品のブランド化
消費者の信頼に支

えられた食産業の

振興プロジェクト

安全安心な農水産物の供給

《 地域で考える”目標” 》

■食品工業の付加価値率

［現状値 H23］ ［目標値 H29］
２１．１％ ⇒ ２７．０％

■クリーン農業に取り組む生産集団数（YES！clean）
［現状値 H23］ ［目標値 H29］
１６団体 ⇒ １９団体

※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≫
釧路・根室連携地域
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主な取組 実施主体

地場産品のブランド ○乳製品の高付加価値化や農産物のブランド化 道、市町村、民間

化 ・農産物の付加価値向上の促進

・生乳の地域ブランド化に向けた取組

・地域産チーズのブランド化に向けた取組

・食品加工の高付加価値化に向けた取組

○サンマ、秋サケ、ホッケ、シシャモ、コンブ、カキ、ホタテ、 道、市町村、民間

ホッカイシマエビやコンブ醤油、サケ山漬等のブランド化

・水産物や水産加工品のブランド化に向けた取組

・大手量販店等との連携によるイベント等の開催

・愛食や食育に根ざした魚食普及の促進

・食品加工の高付加価値化に向けた取組

○地場産品の地産地消や販路拡大の積極展開 道、市町村、民間

・生乳及び家畜（肉牛、馬、綿羊、豚、鶏等）の増産

・ブランド化による地場産品の加工及び販売の拡大

・地元食材の利用及び販路拡大に向けた取組

・学校給食における地産地消など愛食や食育の取組の促進

・釧路・根室地域の新しい「地域ブランドイメージ」の確立に

向けた取組

○農商工連携の促進 道、市町村、民間

・新たな産業の創出と事業化に向けた取組

○食と観光の連携による地域食材の積極的活用 道、市町村、民間

・一次産業、観光産業の連携強化による地元食材を核とした観

光地の食の魅力の向上

・食と観光の広域ブランド化に向けた情報発信基盤づくりと販

路拡大

安全安心な農水産物 ○自給飼料活用型、自然循環型酪農の推進 道、市町村、民間

の供給 ・飼料生産基盤整備の取組の拡大

・環境負荷軽減のための自然放牧型・循環型酪農経営の推進
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主な取組 実施主体

○畜産環境保全の推進 国、道、市町村、

・家畜排せつ物の有効利用 民間

・たい肥の有効活用の推進

○YES！clean の表示制度の活用 道、市町村、民間

・環境に配慮した農産物づくりの推進

○農水産物の衛生管理の強化 国、道、市町村、

・トレーサビリティシステムの普及啓発 民間

・農業生産工程管理手法（ＧＡＰ）、ＨＡＣＣＰの活用

・水揚げから加工に至る品質管理や衛生管理の高度化

○栽培漁業の推進（ニシン、マツカワ、ウニ、サケ等） 国、道、市町村、

・海域の特性に応じた資源づくりと安定的な増養殖事業の展開 民間

・計画的な漁場の整備や種苗放流事業の円滑な推進

・コンブ漁場の回復及び漁場管理体制の充実

・ハナサキガニやホッカイシマエビなど地域の特色ある水産資

源の増大と管理の推進

・近年、来遊水準が低下しているサケ資源の安定化に向けた対

策検討

○資源管理の推進（スケトウダラ、イカ、サンマ、シシャモ等） 国、道、市町村、

・適切な資源管理による安定的な生産の確保 民間

○一次産業を担う人材の育成確保 国、道、市町村、

・農業、水産業の担い手の育成・確保や女性、高齢者の活動の 民間

促進

・漁業経営の省エネ体質への転換

・次世代を担う多様な人づくり（農畜産業：新規就農・研修受

入、水産業：漁業研修の推奨）

・地域農業の持続的発展に向けた対策検討

○北方四島周辺水域等での操業機会の確保 道、民間

・日ロ間の「北方四島周辺水域操業枠組協定」、「貝殻島コンブ

協定」など民間漁業交渉の促進
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■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

○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

・草地・畑の整備促進

・農業用施設の整備促進

・農道の整備促進

○水産物の品質管理を高度化する施設の整備

○水産物供給基地としての漁港・漁場づくり

・漁港、漁場、魚礁の整備促進

○家畜排せつ物の有効利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

◯農水産物の輸送のための速達性、確実性の高い道路ネットワーク及び港湾、空港の整備
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森・湖・湿原などを巡る釧路・根室観光の推進と移住・定住の促進プロジェクト

釧路・根室地域は、世界自然遺産に登録された知床など３つの国立公園と、３つの道立自然公園、また、道内１２

ラムサール条約登録湿地のうち、６つの登録湿地を有しているなど、道内でも有数の自然環境に恵まれている地域で

あり、このような貴重な自然環境の保全を図りつつ、それを地域の観光資源として活用することが期待されています。

そのため、ワイズユースの考え方を基本に、ラムサール登録湿地間の広域的な連携をはじめ、知床世界自然遺産な

どと連携した広域観光ルートの形成、カヌー、バードウオッチングやフットパスなどの地域の特色を生かした体験型

観光の推進など、豊かな自然環境と調和した観光の確立に向けた取組を推進するとともに、地域のそれぞれの優位性

を生かした滞在型の観光地づくりの取組を推進します。

また、当地域では、これまで移住や定住の促進に向けた様々な取組が行われてきましたが、今後、一層の移住・定

住を推進するため、関係機関による情報交換や広域的な連携を図るとともに、地域が有する魅力を様々な機会を通じ

情報発信するなどの取組を促進します。

目 的

施策展開

広域観光ルートの形成森・湖・湿原など

を巡る釧路・根室

観光の推進と移住

・定住の促進プロ

ジェクト 移住・定住の促進

広域的活動の連携強化

《 地域で考える”目標” 》

■一人当たりの平均宿泊数

［現状値 H23］ ［目標値 H29］
１．１１２泊 ⇒ １．２００泊

■体験移住「ちょっと暮らし」の滞在日数

［現状値 H23］ ［目標値 H29］
７，０６０日 ⇒ ８，２００日

※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≫
釧路・根室連携地域

≪連携地域を越えた広域的な取組のエリア≫

オホーツク、十勝地域

※関連する取組に「＊」を付しています
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主な取組 実施主体

広域観光ルートの形 ○シーニックバイウェイの推進とラムサール条約登録湿地間の連 国、道、市町村、

成 携 民間

・シーニックバイウェイルートの情報発信

・ラムサール条約登録湿地間における連携強化の促進

○知床世界自然遺産と連携した広域観光ルートの形成 道、市町村、民間

・中標津空港を活用した観光ルートの形成

○オホーツクや十勝との連携による「ひがし北海道」としての広 道、市町村、民間

域観光の促進 ＊

広域的活動の連携強 ○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 道、市町村、民間

化 化

・ウインタースポーツ、トレッキング・フットパス、バードウ

オッチングなどの情報の一元化による効果的なＰＲの実施

・北海道遺産など多様な地域資源の活用と連携 ＊

・ＩＣＴ技術を活用した情報発信の充実

○体験観光事業者等の連携促進 道、市町村、民間

・情報交換会等の実施

・地方空港を活用した教育旅行の受入促進

・もてなしの心－地域あげての木花の植栽による事業の推進

・交流人口の増加をめざした地域の観光ポイント及び体験メニ

ューの策定

・次世代の観光産業を担う人材の確保

○地域の事業者、有識者等による会議の開催 道、市町村、民間

・道東地域における広域的・産業横断的連携強化 ＊

○地域資源を生かした滞在型の観光地づくり 道、市町村、民間

・長期滞在の推進

○冷涼な気候を生かした取組の推進 道、市町村、民間

・道外企業等に対しての会議・研修の場としての利用働きかけ

（「クールサマー」）

・長期滞在の推進
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主な取組 実施主体

移住・定住の促進 ○移住・定住に取り組む市町村・民間の連携 道、市町村、民間

・関係機関等による情報交換

・広域連携による体験ツアーの実施

・ちょっと暮らし（体験移住）に係る移住ワンストップ窓口の

拡大に向けた取組の推進

○様々な機会を活用したプロモーションの実施 道、市町村、民間

・物産展等と連動した情報発信

■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

・釧路港の整備促進

・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

・野外活動体験施設の整備促進

○高規格幹線道路の整備

・北海道横断自動車道（本別～釧路間）の早期完成

・北海道横断自動車道（釧路～根室間）の早期着手

・地域高規格道路の整備

○地方空港の機能向上に向けた施設の整備

・釧路空港の安全性向上などの機能の確保

・中標津空港の機能強化

○国内海上輸送拠点の整備

・港湾機能の充実に向けた整備促進
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エゾシカの適正管理と有効活用の推進プロジェクト

増えすぎたエゾシカにより、釧路・根室地域の農林業において大きな被害を受けているほか、自動車や列車との衝

突事故も多発しています。そのため、エゾシカ被害に係る総合的な対策が課題となっています。一方、民間事業者に

おいては、エゾシカを地域の資源として活用するため、一時養鹿施設や解体処理施設の整備に取り組んでいるほか、

エゾシカ肉を利用した各種製品の開発などが行われています。

このようなことを踏まえ、エゾシカ対策連絡協議会の開催や被害防止のための個体数削減など、エゾシカの適正管

理に向けた取組を推進するほか、捕獲個体の有効活用等に関する意見交換会や衛生管理講習会の開催、エゾシカ肉活

用メニューの発信などを行うとともに、エゾシカ肉の生産事業参入希望者に対し情報提供を行います。

目 的

エゾシカの適正管理
エゾシカの適正管

理と有効活用の推

進プロジェクト

捕獲個体の有効活用

《 地域で考える”目標” 》

■衛生管理講習会の開催

［現状値 H23］ ［目標値 H29］
年１回 ⇒ 年１回

■市町村被害防止計画の策定

［現状値 H23］ ［目標値 H29］
１２市町村 ⇒ １３市町村

※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≫
釧路・根室連携地域
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主な取組 実施主体

エゾシカの適正管理 ○エゾシカ対策連絡協議会の開催 国、道、市町村、

・エゾシカ対策連絡協議会の開催 民間

・狩猟者担い手対策の検討

○効果的な狩猟捕獲のための猟期設定 道、市町村、民間

・現地調査の実施及び関係者等との意見交換

○農林被害防止に向けた取組 道、市町村、民間

・市町村等による捕獲事業の実施

・狩猟期間における狩猟者による捕獲

・農用地への侵入防止施設の整備や忌避剤散布等による森林被

害防止の取組

・新たな捕獲手法の検討

・狩猟禁止地域（鳥獣保護区など）の見直し

○捕獲専門家を活用した捕獲に関する地域的取組の促進 道、市町村、民間

・熟練狩猟者の活用

○森林所有者等による捕獲の推進 国、道、市町村、

・森林施業と連携した効率的な捕獲方法の開発と普及 民間

・林道除雪など捕獲環境の整備

○農林被害抑制に対する取組 道、市町村、民間

・鳥獣被害防止特措法に基づく農林被害防止のための施策

・鳥獣害防止総合対策事業による農林水産被害の軽減

・ボランティアハンターの活用

捕獲個体の有効活用 ○有効活用、衛生管理に向けた意見交換会の開催 道、市町村、民間

・関係者等との意見交換会の開催

○料理研究会の開催等による新たなメニュー開発 道、市町村、民間

・地元メニュー発信に向けた取組

・付加価値の高い加工食品等の開発

○食肉事業者を対象とした衛生管理講習会の開催 道、市町村、民間

・エゾシカ衛生処理マニュアル等説明会の開催
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主な取組 実施主体

○新規参入希望者に対するきめ細やかな情報提供 道、市町村、民間

・出張講座の開催

○エゾシカ料理店やエゾシカ肉取扱店のＰＲ強化 道、市町村、民間

・提供料理店等のＨＰ掲載及びマップ作成

○食肉に向かないエゾシカ肉の活用 道、市町村、民間

・ペットフード化の促進
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貴重な自然を引き継ぐ環境保全活動や再生可能エネルギー利活用の推進プロジェクト

釧路・根室地域は、国内最大の湿原を有する釧路湿原国立公園、国の特別天然記念物のマリモが生育する阿寒国立

公園、世界自然遺産に登録された知床、さらには６つのラムサール条約登録湿地など、道内でも特に優れた自然環境

資源に恵まれていますが、こうした自然の恵みを将来にわたって地域の住民が享受できるよう、その素晴らしい環境

を次代へ継承していく必要があります。

また、釧路・根室地域は、広大な酪農地帯からの家畜ふん尿、豊かな森林地帯からの間伐材、林地未利用材など豊

富なバイオマス資源が賦存しているほか、国内有数の年間日照時間を背景とした太陽光、風力など再生可能エネルギ

ーの宝庫でもあります。

こうしたことから、地域に生息・生育する野生生物の保護や生息・生育環境の保全、関係団体等によるネットワー

クの形成、さらには地域特性に応じた自然利用の促進など、自然との共生を基本とした自然環境の保全とその適正な

利活用（ワイズユース）の推進を図るほか、地域の自然環境に配慮した太陽光や風力・バイオマスなどの再生可能エ

ネルギーの利活用、さらにはごみの不法投棄の防止やポイ捨て禁止を呼びかける「自然の番人宣言」の取組を促進し

ます。

目 的

施策展開

自然環境の保全と利活用（ワイズユースの推進）
貴重な自然を引き

継ぐ環境保全活動

や再生可能エネル

ギー利活用の推進

プロジェクト 環境保全・創出活動の推進

地域資源の利活用の推進

《 地域で考える”目標” 》

■自然の番人宣言の推進

［現状値 H23］ ［目標値 H29］
５４０団体 ⇒ ５９０団体

※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≫
釧路・根室連携地域
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主な取組 実施主体

自然環境の保全と利 ○知床やラムサール条約登録湿地など地域の優れた自然環境の保 国、道、市町村、

活用（ワイズユース 全と利活用の取組 民間

の推進） ・自然環境の保全と利活用の検討

○野鳥など希少な野生生物の保護 国、道、市町村、

・保護のあり方の検討等 民間

・野生生物の生息環境の保全・再生

○住民、自然ガイド、観光関係者、有識者等によるワークショッ 道、市町村、民間

プの開催

・ワークショップの開催

○地域特性に応じた自然利用の促進 道、市町村、民間

・自然利用のあり方の検討

○カヌー、バードウオッチング、フットパス等体験型観光促進 道、市町村、民間

・情報の一元化による情報発信の実施

○ワイズユースの普及啓発 道、市町村、民間

○事業者、関係団体などのネットワークの形成 道、市町村、民間

・ワークショップや交流会の開催

地域資源の利活用の ○再生可能エネルギーの利活用 道、市町村、民間

推進 ・家畜ふん尿など地域に豊富に賦存する再生可能エネルギー資

源の現状把握や立地環境ごとの利活用の検討・促進

・関係機関等による情報交換

・木質バイオマスの利活用の促進

○地域資源の再活用 道、市町村、民間

・バイオマスなど自然環境に配慮した製品開発の促進

環境保全・創出活動 ○自然の番人宣言の推進 道、市町村、民間

の推進 ・関係機関等による情報交換及び連携促進
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主な取組 実施主体

○エコ交通の取組、環境コミュニティ活動など環境保全活動との 市町村、民間

連携

・環境にやさしい観光交通体系の促進

■関連する主な基盤整備

○自然豊かな水辺環境の整備・保全

・釧路湿原における自然再生の促進

・環境に配慮した河川・砂防などの整備促進

○都市との交流に必要な林道などの整備

○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

・自然公園施設の整備促進

◯環境との調和に配慮した環境保全型農業の推進
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地域で支えあう災害に強い安全・安心のまちづくりプロジェクト

釧路・根室地域は、地震の多発地帯であり、特に沿岸地域は津波発生時には大きな被害を受ける可能性が高く、平

成23年3月11日に発生した東日本大震災の際にも、一般住宅のほか水産施設を中心に津波の被害を受けています。加

えて、低気圧による風水害、高潮被害などがたびたび発生していることや、複数の火山を抱えていることなどから、

災害発生時における地域レベルの迅速な対応が課題となっています。

そのため、市町村が実施する津波避難計画やハザードマップ策定又は改訂への支援や、地域の自主防災組織の役員

や地域防災マスター、学生ボランティアなどの防災ボランティアのネットワークづくり、それを活用した防災活動に

関する情報提供の充実・研修会の開催など、災害に強いまちづくりに向けた、地域力の向上による防災体制の強化を

図ります。

また、当地域は広域分散型の地域特性を有していることから、地域住民が安心して暮らせるための広域的な救急患

者搬送体制の充実が課題となっています。そのため、救急時における円滑な患者搬送のための高規格幹線道路の整備

促進を図るほか、平成21年に導入された、道東ドクターヘリの着実な運航を促進します。

さらに、当地域は、近隣に医育大学がないことや都市部から離れていることなどから、慢性的に医師をはじめとす

る医療従事者が不足しており、特に根室地域では、平成２２年末現在の人口１０万人に対する医師数は９６．８人（全

道２２９．０人）と道内の第二次医療圏の中で宗谷に次いで二番目に低く、全道平均の半数以下となっています。安

定的な医師確保が十分でない診療科目については、釧路市などの都市部の医療機関への通院を強いられるなど、地域

住民の負担が増大しています。

地域の生活基盤を確立し、地域住民が安心して暮らせる環境整備を図るためには、広域救急患者搬送体制の整備を

行うことはもとより、地方・地域センター病院としての機能維持、医師をはじめとする医療従事者の確保・定着や、

住民の健康づくりの推進を、住民、民間企業・団体、医療、行政の連携により促進する必要があります。

目 的

施策展開

地域で支えあう災

害に強い安全・安

心のまちづくりプ

ロジェクト

暮らしの安全・安心を支える地域の医療体制の構築

地域力向上による防災体制の強化

広域救急患者搬送体制の整備

《 地域で考える”目標” 》

■北海道企業等防災サポーターバンク登録の推進

［現状値 H23］ ［目標値 H29］
１４事業所 ⇒ ２９事業所

※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≫
釧路・根室連携地域
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主な取組 実施主体

地域力向上による防 ○市町村が策定又は改訂する津波避難計画等への協力・支援 国、道、市町村

災体制の強化

○市町村における地域防災力向上のための取組支援 道、市町村、民間

・自主防災組織等の組織率向上のための取組

○緊急時における情報伝達システムのあり方の検討 道、市町村、民間

○防災ボランティアのネットワークづくり 民間

・ネットワーク協議会等の設立の推進

○防災活動に係る情報提供の充実や研修会の開催 国、道、市町村、

・防災活動優良事例等の情報提供及び研修会の実施 民間

○自治会や自主防災組織が実施する研修会の開催 道、市町村

・救急救命、防災訓練等の推進

○災害時要援護者（高齢者、障がい者等）を支える地域の体制整 道、市町村

備促進

・自治会、自主防災組織等の連携促進

○「防災文化」の継承活動の促進 道、市町村

・防災週間における各種啓発活動の推進

○国、道、市町村などの防災関係機関、大学等の連携強化 国、道、市町村、

・広域的連携体制の整備推進 大学

暮らしの安全・安心 ○医療従事者の確保対策 道、市町村、民間

を支える地域の医療 ・関係機関との連携による医師派遣の調整など医師の確保・定

体制の構築 着に向けた取組

・看護師確保に向けた病院内保育施設への運営補助や研修等の

実施、ナースバンクの活用

・地域と医育大学との連携
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主な取組 実施主体

○医療体制の構築 道、市町村、民間

・自治体病院等広域化・連携構想に基づく取組の推進

・官民協働による医療環境構築や、医療再生・健康づくり等に

係る地域の取組の促進

広域救急患者搬送体 ○道東ドクターヘリの着実な運航や高規格幹線道路の整備促進な 道、市町村、民間

制の整備 どを含めた救急搬送体制の充実

■関連する主な基盤整備

○洪水や土砂災害等に備えた安全性の高い災害防止施設の整備

・河川・砂防などの治水施設の整備促進

・海岸の侵食、高潮対策の促進

○災害に強いまちづくり

○災害に備えた安全な道路交通環境の整備

○高規格幹線道路の整備

○冬期における安全で快適な道路交通の確保

・気象条件を踏まえた道路整備や除排雪の充実

○自然災害などによる被害を軽減する危機管理体制の充実と地域防災力の向上

・火山観測体制の整備促進

○治山施設の整備

○高齢者や障がい者のための社会福祉施設の整備

○地域のための医療施設の整備

○地方空港の機能向上に向けた施設の整備
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森を育み、森に親しむ「釧路・根室の森林づくり」プロジェクト

釧路根室地域は、阿寒山系などに広がる豊富な森林資源に恵まれ、森林面積は全道の約１０％を占めています。ま

た、地域内では、「前田一歩園財団」による阿寒湖畔周辺の森林の保護管理や自然保護の普及啓発に向けた活動や漁

場の保全や動植物の保護を目的とした漁協・酪農家・自然保護団体などによる河畔林の造成、「釧路市森林資源活用

円卓会議」による森林資源活用策の検討、地域の民有林を活用した森林セラピーツアーなど、地域レベルでの森林保

全、地材地消、森林の利活用の取組がこれまで行われてきています。

これまでの地域の活動も踏まえ、林業再生の取組を加速化させるため、「森林資源管理体制の強化」や「森林施業

低コスト化の促進」、「施設の木造化・木質化の促進」、「木質バイオマスのエネルギー利用の促進」などの森林資源の

循環利用に向けた取組を促進するとともに、森林の有する多面的な機能や森林の果たす役割などに対する地域住民の

理解と関心を一層高めるため、「森林セラピーの普及啓発」などの森林の利活用に向けた取組や「企業等による森林

づくり」や「木育の推進」などの協働による森林づくりを促進します。

目 的

施策展開

森を育み、森に親

しむ「釧路・根室

の森林づくり」プ

ロジェクト

森林利活用の促進

森林資源の循環利用の推進

協働による森林づくりの推進

《 地域で考える”目標” 》

■植樹活動の実施

［現状値 H23］ ［目標値 H29］
年５０箇所 ⇒ 年５５箇所

※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≫
釧路・根室連携地域
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主な取組 実施主体

森林資源の循環利用 ○未整備森林の解消に向けた取組 国、道、市町村、

の推進 ・地域が一体となった市町村森林整備計画の実行管理 民間

・森林施業の低コスト化

○建築業者や農業等と連携した地材地消の促進 道、市町村、民間

・公共建築物等での木造、木質化と地材地消の促進

○木質バイオマスの利活用の促進 道、市町村、民間、

試験研究機関

森林利活用の促進 ○癒し効果を活用した森林セラピーの普及啓発 道、民間

○森林とふれあう機会の提供 国、道

・巨木巡りツアー、林道ウォーキング等の開催

協働による森林づく ○阿寒湖の水源林保全に向けた森林づくり 国、市町村

りの推進 ・森林の整備の推進

○企業、ＮＰＯ法人等による協働の森林づくり 道、市町村、民間

・森林の整備の推進

・次世代の林業を担う多様な人づくり

（新規林業経営、山づくり技術伝承）

○漁協、農協、地域住民等による上流域と下流域が連携した植樹 国、道、市町村、

活動の促進 民間

・上下流域連携の促進

○小中学校と連携した「木育」、「森林環境学習」の推進 国、道、市町村、

・木育、森林環境学習の実施 民間

■関連する主な基盤整備

○健全な森林の整備と保全の推進
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「ねむろアソート」プロジェクト～ねむろの魅力詰め合わせ～

日本有数の観光資源である知床自然遺産を有し、雄大な自然と牧歌的な景観、農産物や水産物を中心とする豊かな

食が存在するなど、本道の大きな強みといえる「北海道価値」にあふれた根室管内ですが、訪れる観光入込客数は振

興局別で第１０位（平成２３年度）で、平成１４年度をピークに減少傾向にあります。また、管内の基幹産業である

酪農畜産業や水産業は、恵まれた土地資源や豊かな漁場を背景に発展し、食料供給地域として期待される一方で、原

材料供給が中心の構造にとどまっており、地域経済が生み出す付加価値が相対的に低いことが課題となっています。

これらの課題を踏まえ、地域内外の人やモノの交流を促進していくことや、ここで生産されるいろいろな産品の付

加価値を向上させることにより「ねむろ地域の魅力」をより高めていくことが求められているところです。

このため、資源を活かして地域の発展を目指す各種の取組のうち、地域の魅力を高めるための取組と、魅力を積極

的に発信する取組に焦点を当て、それらを連携して推進することにより、「ねむろ地域の魅力」をより強力にＰＲし

ていきます。

目 的

施策展開

「ねむろアソー

ト」プロジェクト

～ねむろの魅力詰

め合わせ～

ねむろ地域の魅力を高める取組の推進「ねむろ、再発見」

ねむろ地域の魅力発信「旬のねむろ、お届けします」

《 地域で考える”目標” 》

■食品工業の付加価値率（根室管内）

［現状値 H23］ ［目標値 H29］
１９．３％ ⇒ ２４．７％

■一人当たりの平均宿泊数（根室管内）

［現状値 H23］ ［目標値 H29］
１．１３９泊 ⇒ １．２００泊

※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≫
根室地域
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主な取組 実施主体

ねむろ地域の魅力を ○体験型観光の推進 道、市町村、民間

高める取組の推進 ・観光メニューの開発や磨き上げ

「ねむろ、再発見」 ・広域的な取組の促進

○中標津空港を活用した教育旅行の受入促進 道、市町村、民間

○安全・安心な農水産物の生産 国、道、市町村、

・地域ＨＡＣＣＰなど消費者の安全・安心の要望に応えられる 民間

生産体制の整備

○製品の付加価値向上 道、市町村、民間

・新・ご当地グルメの開発など地場産品のブランド化

・産学官連携による新商品の開発

・未利用資源などを活用した付加価値向上の取組の促進

ねむろ地域の魅力発 ○販路拡大・強化 道、市町村、民間

信 ・商談会やイベントを活用した生産者と事業者のマッチング支

「旬のねむろ、お届 援

けします」 ・各種ＰＲによる生産者の販路拡大の取組支援

・国内外の販路拡大に向けた取組の推進

○Ｅ北海道ねむろのくにブランド戦略による取組の推進 道、市町村、民間

・ブログポータルサイトなどを利用した旬な地域情報の発信

・ネットワークを活用した販路拡大

■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

○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

○水産物の品質管理を高度化する施設の整備

○水産物供給基地としての漁港・漁場づくり

○家畜排せつ物の有効利用など農村地域の環境保全と資源リサイクルの推進

○安全で快適な旅ができる交通ネットワークの整備

○地方空港の機能向上に向けた施設の整備

○国内海上輸送拠点の整備

○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
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北方領土の早期返還と隣接地域の振興プロジェクト

北方領土に隣接する根室市（歯舞群島の区域を除く。）、別海町、中標津町、標津町及び羅臼町の１市４町（以下「北

方領土隣接地域」という。）は、北方領土問題が未解決であることから、その望ましい地域社会としての発展を著し

く阻害されるという特殊な事情の下に置かれてきました。

また、北方領土隣接地域は、元島民が多く居住している地域であり、北方領土返還要求運動の発祥の地であると同

時に、この運動の拠点として重要な位置を占めています。

こうしたことから、昭和５８年４月には、「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」（昭和５

７年法律第８５号）が施行され、道は「北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画」を策定しなが

ら、国や市町村と連携し各種施策の総合的・計画的な推進を図ってきました。しかしながら、今なお北方領土問題は

未解決であるうえ、国際的な漁業規制の強化、地域の産業従事者の高齢化や担い手不足、さらには原油価格や農業飼

料の高騰等、様々な課題を抱え、地域の経済は依然として厳しい状況にあります。

そのため、北方領土隣接地域においては、国、地方自治体、関係団体等が連携し、北方領土返還要求運動の一層の

推進を図るほか、北方四島在住ロシア人との交流等を進め、北方領土問題解決のための環境整備に努めます。

また、元島民に対する援護等の充実や「第７期北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画」に基

づき、この地域の振興と住民生活の安定を図るための諸施策を推進します。

目 的

施策展開

北方領土の早期返

還と隣接地域の振

興プロジェクト
元島民への援護

北方領土の早期返還に向けた世論の啓発及び環境整備

北方領土隣接地域の振興等

《 地域で考える”目標” 》

■北方四島返還要求署名者数

［現状値 H23］ ［目標値 H29］
５４，０５５人 ⇒ ５７，５００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。

≪推進エリア≫
根室地域
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主な取組 実施主体

北方領土の早期返還 ○北方領土問題の啓発と返還に向けた世論喚起 道、市町村、民間

に向けた世論の啓発 ・展示会及び新聞、インターネット（デジタル展示会など）な

及び環境整備 ど広報媒体等を利用した啓発活動の実施

・根室管内住民大会など啓発行事の開催

・各種行事等における署名活動の実施

・「北方領土サミット提言事業」の実施など返還運動後継者の

育成

・北方領土学習を取り入れた修学旅行等の誘致と来訪者の受入

れのための体制の充実

○北方領土問題解決に向けた環境整備 道、市町村、民間

・元島民、返還要求運動関係者等の北方四島訪問と四島在住ロ

シア人の受入れを行う四島交流（いわゆるビザなし交流）の

実施

・関係機関の連携による環境整備の一層の推進

元島民への援護 ○北方墓参の実施 道

・元島民及びその家族による墓参のための訪問

○自由訪問の実施 民間

・元島民及びその家族によるふるさとへの訪問

北方領土隣接地域の ○北方領土隣接地域の振興等 道、市町村、民間

振興等 ・地域の基幹産業の振興と生活環境・教育、文化・厚生施設等

の整備

・北方領土隣接地域振興対策根室地域協議会による「戦略的に

取組む連携事業」の実施など関係機関の連携による地域振興

策の充実に向けた取組の推進

○北方四島周辺水域等での操業機会の確保 道、民間

・日ロ間の「北方四島周辺水域操業枠組協定」、「貝殻島コンブ

協定」など民間漁業交渉の促進

■関連する主な基盤整備

○北方領土隣接地域の振興等対策の推進

・北方領土に隣接する根室地域の振興及び住民生活の安定を図るため、基幹的な産業振興に資する事業を実施す

るとともに、教育、文化、生活環境及び厚生施設並びに交流推進に資する施設などの整備


