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プロジェクト名 推進エリア 頁

１ 道南の食・文化・歴史を生かした交流促進 道南連携地域 １４

２ 道南の多様な農林水産物を生かしたブランド力の強化 道南連携地域 １７

３ 産学官連携による地域産業の活性化 函館周辺地域 ２１

４ 日本海沿岸の豊かな森・川・海の保全・活用 檜山地域（八雲町を含む） ２２

地域重点プロジェクト
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道南の食・文化・歴史を生かした交流促進

全国的にも有名な函館、大沼、松前、奥尻といった観光スポットや、道内最古の歴史を誇る上ノ国、江差があり、

北海道の中でも他地域とは異なる気候風土や歴史・文化をもつ観光圏を形成しています。

北海道では最も早く道外から渡ってきた人たちにより開かれた地域でもあり、史跡や文化財が数多く存在していま

す。著保内野遺跡から出土した土偶（国宝）や鷲ノ木遺跡の環状列石（国指定史跡）など縄文文化遺産の保存と活

用、五稜郭跡や上之国館跡、福山城跡などの文化遺産の保存と復元、江差追分、松前神楽などの郷土芸能の伝承活

動など、歴史と伝統を生かしたまちづくりが進んでいます。また、鷲ノ木遺跡、大船遺跡は、北東北３県の縄文遺

跡とともに、世界文化遺産の登録に向けた取組が進んでいます。これら多様な地域の観光資源のほか、地域ごとに

多種多様な農林水産物が生産されており、食の魅力づくりも進んでいます。

一方で、国内外との観光地間競争が激化する中、観光入込客数は減少傾向にあり、多様化する観光客のニーズに対

応した、新たな観光資源の掘り起こしや地域の資源を生かした観光を推進し、リピーター客の確保や観光の広域化、

滞在型化、通年化を図ることが必要となっています。

そのような中、平成２７年度末までに完成が予定されている北海道新幹線は、交流人口の大幅な拡大をもたらすこ

とが期待されており、北海道新幹線の開業を見据え、その効果が道南全体に波及するよう、東北を含めた道南の広

域観光を推進します。このため、食・文化・歴史など地域の魅力の再発見と磨き上げ、新たな魅力の発掘を進め、

道南の魅力を情報発信します。

※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

地域資源の磨き上げ・発掘

広域観光ルートの開発

道南の魅力の情報発信

道南の食・文化・

歴史を生かした交

流促進

《 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］
１，１７７万人 ⇒ １，２３５万人

■観光客平均宿泊数

※観光客平均宿泊数は、北海道観光入込客数調にお

ける「宿泊客延数」を「宿泊客数」で除した数値。

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
１．３４泊 ⇒ １．４３泊

≪推進エリア≫

道南連携地域
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主な取組 実施主体

地域資源の磨き上げ・ ○縄文文化遺跡や城跡などの歴史的遺産や江差追分等伝統芸能などの 道、市町村、民間

発掘 文化的遺産の観光資源としての活用促進と新たな観光資源の発掘

・資源の活用方策の検討

・自然を生かした農漁業体験や森林体験メニューの開発など体験

観光プログラムの充実

・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

○郷土食のメニュー化など、地場食材を活用した食の魅力創造 道、民間

・地場食材の活用促進に向けた取組の実施

・檜山の郷土食を提供する旅館、飲食店に関する情報発信

○ホスピタリティあふれる観光産業の展開 道、市町村、民間

・ホスピタリティの向上

・観光振興の中心的役割を担う人材の育成

○地域の魅力をさらに高める取組の促進 道、市町村、民間

・自然再発見の場の提供

・大沼の水環境の保全

・水源の森林づくりに向けた取組

・禁煙・分煙の施設の登録推進

広域観光ルートの開発 ○道南地域の広域観光ネットワークの形成 国、道、市町村、

・道南地域の官民一体となった広域観光の推進 民間

・どうなん・追分シーニックバイウェイ指定に向けた取組の促進

○青函広域観光ルートの開発など広域観光を進めるための取組の 道、市町村、民間

展開

・広域観光ルート開発の検討

・交通アクセス等の課題解決に向けた検討

道南の魅力の情報発信 ○イベント開催等によるＰＲ 道、市町村、民間

・イベントの開催

・パネル展の開催

・マスコミに向けた情報提供
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主な取組 実施主体

○ホームページによる観光情報の発信 道、市町村、民間

○観光物産展への参加やアンテナショップを活用した情報の発信 道、市町村、民間

○観光プレゼンテーションの開催など効果的な誘客活動の推進 道、市町村、民間

・プロモーションの実施

・イベントやメディア等を通じた旅行会社・マスコミ、個人に対

する観光情報の提供

○企業等と連携した観光情報等の発信 道、市町村、民間

・多様なチャンネルによるＰＲ

■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〕

○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

・北海道縦貫自動車道の整備促進

・函館・江差自動車道の整備促進

○安心で快適な旅ができる交通ネットワークの整備

・地域高規格道路の整備促進

・北海道新幹線新函館（仮称）駅にアクセスする幹線道路網の整備促進

・観光拠点へのアクセス道路の整備促進

○地方空港の機能向上に向けた施設の整備

・函館空港の機能充実

○国内海上輸送拠点の整備

・函館港や地方港湾の整備促進

○都市の活性化や再生に向けた都市基盤の整備

・新幹線駅周辺のまちづくり

○自然体験型観光のための施設の整備

○健全な森林の整備と保全の推進 ＊

○洪水や土砂災害に備えた安全性の高い災害防止施設の整備 ＊

・河川の整備促進

・海岸保全対策の促進

○治山施設の整備
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道南の多様な農林水産物を生かしたブランド力の強化

農業については、北海道農業の発祥の地として、豊かな自然条件と温暖な気候を生かし、稲作・花き・野菜・園芸

・酪農・畜産など北海道農業の縮図と称されるほど地域ごとに特色ある品目の農業生産が展開され、「函館育ち」と

いった広域ブランドの取組も進められていますが、経営規模が小さいことから、収益性の高い農業経営を展開して

いくことが必要です。

水産業については、道内の主要生産地となっており、海域ごとにホタテ、イカ、コンブ、マグロ、アワビ、エゾバ

カガイなどをはじめとして多種多様な漁業が営まれていますが、漁獲物の大半は「生鮮」状態で出荷され、価格が

不安定な状態にあるため、生鮮水産物の収益性を高める取組が必要となっています。

林業においては、主要樹種であるトドマツ、スギに加え、ヒノキアスナロ（ヒバ）、ブナなどの道南特有の資源に

恵まれ、多様な林業・林産業が営まれていますが、道南スギをはじめとする地域材の需要拡大が課題であることか

ら、原木の低コスト生産と安定供給を図るとともに、高次加工体制の整備による製品の付加価値向上と流通体制の

確立、地場消費の拡大などさらなる「地材地消」の促進が必要となっています。

このように地域の基幹産業である一次産業を取り巻く環境は厳しくなっていますが、地域の関係者が連携し、道南

地域独特の多様な農林水産物のブランド化や食品の高次加工などにより収益性を高めるとともに販路拡大に向けた

情報発信を積極的に行います。

※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

地場産品のブランド化、

高付加価値化の推進

地場産品の販路拡大

地域資源を活用した

食品産業などの企業誘致

道南の多様な

農林水産物を

生かしたブラ

ンド力の強化

《 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］

２２団体 ⇒ ２７団体

■ナマコ種苗生産数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
－ ⇒ 年６２．４万尾

■製材の道内出荷量比率

［現状値 H18］ ［目標値 H24］
３７％ ⇒ ４０％

（スギ１７％） （スギ２０％）

■管内スーパー等と連携した物産フェアの開催数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
年４回 ⇒ 年４回

≪推進エリア≫

道南連携地域
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主な取組 実施主体

地場産品のブランド化、 ○クリーン農業や有機農業の導入促進 道、市町村、民間

高付加価値化の推進 ・クリーン農業や有機農業の取組推進

○「函館育ち」、「北の華（ニラ）」等の農産物のブランド力強化 道、市町村、民間

・農業生産工程管理手法（ＧＡＰ）の導入促進

・農業農村の多面的機能及び地域資源の情報発信

○アスパラガスやブロッコリー、いちご、花き、畜産など高収益作 道、市町村、民間

目の生産促進

・収益性の高い新規作物等の導入促進

○「ふっくりんこ」「タマフクラ」等の地域特産品の生産・消費拡大 道、市町村、民間

・「ふっくりんこ」の消費拡大に向けた取組

・「タマフクラ」の生産・消費拡大に向けた取組

○古くから生産されている黒大豆等の特産品化 道、市町村、民間

○マグロ、ヒラメ、エゾバカガイ等生鮮魚介類のブランド化 道、市町村、民間

・販促イベントや試供品による消費者へのＰＲの実施

・ヒラメ、エゾバカガイのブランド化に向けた各種取組の実施

○アワビ、ナマコ、マツカワ、サクラマスなどの資源造成 道、市町村、民間

・種苗生産等の取組促進

・アワビ、ナマコ、コンブ、サクラマス資源増大の推進

・ニシン資源の復活に向けた気運の醸成

○衛生管理や鮮度保持の強化 道

・施設整備の推進

○「道南スギ」の産地化、需要拡大 道、市町村、民間

・林業・木材産業の再生に向けた検討会等の開催

・地域材活用による家づくりの促進
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主な取組 実施主体

○農林水産業、食品加工業、試験研究機関が連携した加工品の開発 道、市町村、民間

促進

・生産・加工・販売までの一貫した取組に向けたプロジェクトの

促進

・アグリビジネスの取組推進

・加工品開発に係る各種支援施策等の活用促進

地場産品の販路拡大 ○百貨店等と連携した物産フェアの開催等 道、市町村、民間

・物産フェア・展示即売会の実施

・マーケティングスキル向上にかかるセミナー等の開催

・バイヤーの招聘等による商談機会の提供

○インターネット、アンテナショップ等を活用した地場特産品や食 道、市町村、民間

材等の紹介

・道のアンテナショップ「北海道どさんこプラザ」の活用

・特産品のデータベース化及び情報発信

・ホームページ等によるＰＲ

地域資源を活用した食 ○地域資源を活用した食料品製造業等の立地促進 道

品産業などの企業誘致 ・北海道産業振興条例の支援策活用

○様々な機会を活用した地域資源や立地条件などのＰＲ 道、市町村、民間

・企業立地促進法の活用

・地域の立地環境のＰＲ

・「企業立地セミナー」の活用促進等

・企業情報の発信
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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 ＊

・水田の整備促進

・草地の整備促進

・ほ場や農業用用排水の整備促進

・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

○農産物流通の合理化などのための農道の整備

○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

○健全な森林の整備と保全の推進 ＊

○物流ネットワーク形成のための道路網の整備

・北海道縦貫自動車道の整備促進

・函館・江差自動車道の整備促進

・地域高規格道路の整備促進

・物流拠点へのアクセス道路の整備促進
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産学官連携による地域産業の活性化

地域には大学等の高等教育機関や試験研究機関等が集積しており、これらの機関の地域の企業との連携による共同

研究が活発化しています。また、函館空港や函館港等の国内外に開かれた交通・物流の拠点を有し、高速道路等の

高速交通ネットワークも整備中といった強みもあります。

これら強みを生かすべく、都市エリア産学官連携促進事業の成果を活用した新技術や新製品の事業化により地域産

業の活性化を図るとともに、各種支援制度の活用等による研究開発の促進に、関係機関等が連携して取り組みます。

（都市エリア産学官連携促進事業から誕生した製品群）

主な取組 実施主体

新産業創出や商品開発、 ○海藻成分、イカ墨の「食」、「医」等の分野への高度利用など都市 道、市町村、民間

研究開発の促進 エリア事業の成果の利活用

○各種支援制度等の活用 道、市町村、民間

○関係機関の連携による地域ニーズへの対応 道、市町村、民間

・食品産業の競争力強化

・公の試験研究機関による各種支援

○産学官連携成果品のＰＲ 道、市町村、民間

※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

新産業創出や商品開発、研究開発の促進産学官連携による

地域産業の活性化

《 地域で考える”目標” 》

■管内の主な大学等の共同研究数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
年３４件 ⇒ 年３８件

≪推進エリア≫

函館周辺地域
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日本海沿岸の豊かな森・川・海の保全・活用

檜山は、北海道の南西部、渡島半島の日本海側に位置し、山と海に挟まれた海岸線が南北に延びる平野部の少ない

地域です。

北部には後志利別川、南部には厚沢部川と天の川が流れ、その流域では肥沃な農業が行われており、土地総面積の

８２．２％を占める森林では、トドマツやスギなどを中心に林業が行われ、また、ヒノキアスナロ（ヒバ）につい

てもふるさとゆかりの木としての森づくりが進められています。また、檜山は古くから漁業が盛んな地域で、江戸

時代後期から明治時代中期にはニシンの豊漁で繁栄を誇り、今もスケトウダラやイカなどを主とした漁業が行われ

ているなど、森や川、海など自然の恩恵を受けながら産業が発展してきました。

しかしながら、近年は第一次産業を取り巻く環境が非常に厳しい状況にあり、働き手である若者の管外への流出と

高齢化が急速に進んでいることから、人の手が必要な森林や河川などの環境維持が難しくなっています。

そこで、自らの産業基盤である森や川、海の環境を守りながら、森林や田畑がもつＣＯ２の吸収など多面的な機能

について考える取組を地域が一体となって推進し、環境の保全と産業の振興とのバランスを図りながら人と自然が

共生する地域社会の実現をめざします。

（檜山の森づくり植樹祭）

※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

磯焼け等への対応

地域の植生に応じた住民参加による森林づくりの推進

森林保全の取組

日本海沿岸の豊か

な、森・川・海の

保全・活用

環境保全の取組

《 地域で考える”目標” 》

■木育活動に主体的に取り組む民間団体数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
－ ⇒ ２団体

■地球の環境教育「自然教室」を実施する管内小学校数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
１７校 ⇒ ３４校

≪推進エリア≫

檜山地域
（八雲町を含む）
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主な取組 実施主体

磯焼け等への対応 ○イカ内臓の有効活用試験の推進 民間

・沿海各町前浜におけるイカ内臓有効活用試験実施への技術的支

援

地域の植生に応じた住 ○檜山地域日本海グリーンベルト構想など、檜山の森づくり運動の 道、市町村、民間

民参加による森林づく 展開

りの推進 ・自然植生を考慮した沿岸林の再生

・インターネットを通じた緑化団体相互の情報交換

・「ヒノキアスナロ」の資源回復を中心とした植樹祭の開催

○「木育」運動など森林とのふれあいの機会の充実 道、市町村、民間

・「木育」地域活動のネットワーク化の推進

森林保全の取組 ○適正な森林資源管理と低コスト化林業の推進 道、市町村、民間

・適正な森林資源管理に向けた市町村等との連携による

造林未済地増加防止、計画的植林の推進

・林業経営の低コスト化のための山林の団地化、高性能林業機械

導入の推進

環境保全の取組 ○バイオマスエネルギーの利活用の促進 道、民間

・木質バイオマス利用促進に向けた情報提供及び意見交換会の実

施

・バイオマスエネルギー利活用施設の整備促進

○環境教育の推進（ヒグマ講座、自然観察等） 道、市町村、民間

・自然観察・体験学習、海浜等の清掃活動

・自然（環境）教育の推進

■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〕

○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

○健全な森林の整備と保全の推進

○洪水や土砂災害に備えた安全性の高い災害防止施設の整備 ＊

・河川の整備促進

・海岸保全対策の促進


