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プロジェクト名 推進エリア 頁

１ きた☆北海道リージョナル・アクティベート・プロジェクト 道北連携地域 16

２ 道北観光の魅力発見プロジェクト 道北連携地域 18

３ 安心して暮らせるまちプロジェクト 道北連携地域 21

４ 天塩川「環境・交流」リンケージプロジェクト 上川、留萌、宗谷地域
23

（天塩川周辺地域）

５ 上川の魅力ある食のブランド力向上プロジェクト 上川地域 26

６ 大雪山「カムイミンタラ～神々の遊ぶ庭」プロジェクト 上川地域 29

７ るもい発「食・物語」 留萌地域 32

８ オロロン菜の花のネットワーク推進プロジェクト 留萌地域 36

９ るもい環境保全プロジェクト 留萌地域 38

10 留萌港再生プロジェクト 留萌地域 40

11 日本海元気づくりプロジェクト 留萌地域 42

12 「宗谷の食」ブランド力向上プロジェクト 宗谷地域 45

13 人と自然が共生する地・宗谷創造プロジェクト 宗谷地域 48

14 最北のゲートウェイ・サハリン交流推進プロジェクト 宗谷地域 50

地域重点プロジェクト
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きた☆北海道リージョナル・アクティベート・プロジェクト

きた☆北海道リージョナル・アクティベート・プロジェクト（地域活性化プロジェクト）は、北北海道地域のシン

クタンク機能の充実強化を図り、地域を活性化しようとするものです。

近年、鉄路や道路などの交通体系の発達や、インターネットの普及などによる高度情報化が進展し、人や物の交流、

道民の生活や経済活動がより広域化しています。このような社会情勢の変化を受け、国や道の組織体制や行政制度の

みならず、高等教育機関や民間経済団体などとの産学官による連携のあり方を含め、政策立案や施策の実施体制につ

いて、より広い範囲での連携の必要性が生じてきています。

また、連携の範囲が広域化することに伴い、その連携体を構成する主体や取り扱う課題などについても一層多様化

するため、連携体のめざす方向性を検討・調整するシンクタンク機能の充実強化が求められています。

しかしながら、現状ではシンクタンク機能が道央圏・札幌に集中し、北北海道地域にはシンクタンク機能が不十分

であることから、北北海道地域の実情を熟知し、地元企業や市民団体など地域づくりの担い手と共に地域の活性化を

考える、地域の地域による地域のためのシンクタンク機能の充実強化が必要です。

このため、このような地域のニーズにこたえるシンクタンク機能の充実強化を図り、地域・産業活性化プランを策

定・実施して、地域活性化（リージョナル・アクティべート）を進めていきます。

※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

シンクタンク機能の充実強化

地域・産業活性化プランの推進

きた☆北海道リー

ジョナル・アクテ

ィベート・プロジ

ェクト

地域・産業活性化プランの企画立案

《 地域で考える”目標” 》

■シンクタンク機能の整備

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
－ ⇒ １件

■産官学連携によるテーマ毎の推進チームの編成件数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
－ ⇒ ４件

■調査・企画立案・実施される施策（事業）の数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
－ ⇒ ４件

≪推進エリア≫

道北連携地域
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主な取組 実施主体

シンクタンク機能の ○推進体制の充実 国、道、市町村

充実強化 ・国、道、市町村職員からなる推進体制

○大学や民間等との協働による推進体制の強化 国、道、市町村、

・テーマ毎に適切な構成員からなる推進チームを編成 民間

地域・産業活性化プ ○広域的な課題の実態調査 国、道、市町村、

ランの企画立案 ・北北海道地域（上川・留萌・宗谷）に跨る広域的な政策課題 民間

を選定し、現状や問題点等の洗い出し

○調査の成果を生かした施策の企画立案 国、道、市町村、

・広域的な政策課題の解決や、地域の新たな付加価値の創造に 民間

資する施策（事業）の企画立案

○産学官の連携や民間団体等との意見交換によるニーズの把握 国、道、市町村、

・北北海道地域の広域連携の視点から求められる施策（事業） 民間

ニーズの的確な把握

地域・産業活性化プ ○企画立案した施策（事業）の実施 国、道、市町村、

ランの推進 ・実態調査を経て企画立案された施策（事業）について、事業 民間

内容に応じた実施主体による事業実施

○施策推進に係る PDCAサイクルの運用 国、道、市町村、

・政策展開方針に掲げるプロジェクトの進捗管理 民間

・新たな視点での広域施策（事業）の進捗管理

・既存事業（広域）の進捗管理
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道北観光の魅力発見プロジェクト

道北地域は、大雪山系、天塩山系などの山岳、石狩川や天塩川、サロベツ・クッチャロ湖などの湿原や湖沼、利尻

・礼文、天売・焼尻といった離島など、雄大な自然や優れた観光資源に恵まれていますが、近年の観光入込客数は、

旭山動物園人気などにより、上川地域においては増加傾向であるが、留萌、宗谷地域は、減少傾向で推移しています。

また、道北地域を訪れる観光客の８割以上が日帰り客となっており、夏季に集中していることから、様々な観光資

源と体験メニューを組み合わせたツアーの創出など、地域が連携した通年型・滞在型観光への転換が求められていま

す。

こうしたことから、地域の特色を生かした新たな観光資源の発掘や体験型・滞在型観光メニューの充実を図るとと

もに、地域の広域的な連携による観光ルートの開発など、道北地域の観光の魅力アップに取り組み、観光客の長期滞

在や再訪を促進します。

※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

広域観光ルートの開発、体験・滞在型観光地づくり

離島観光の推進

道北観光の魅力発

見プロジェクト
「食」の魅力を生かす連携促進、受入体制の整備

情報の発信

《 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］
２３，７７３千人 ⇒ ３４，０００千人

■外国人宿泊者数（延べ人数）

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
２１０，０６８人 ⇒ ４００，０００人

≪推進エリア≫

道北連携地域
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主な取組 実施主体

広域観光ルートの開 ○広域観光ルートの開発、情報発信 国、道、市町村、

発、体験・滞在型観 ・広域観光ルートの検討 民間

光地づくり ・シーニックバイウエイ活動団体と連携した取組の促進（大雪

・富良野ルート、宗谷ルート、萌える天北オロロンルート）

・東アジア地域等からの誘客促進

○体験・滞在型観光地づくり 道、市町村、民間

・アウトドア、農業、漁業体験等メニューの充実

・温泉や森林、食や花等を生かしたヘルスツーリズムの促進

・イベントやスポーツを通じた冬季体験観光の促進

・名水、名滝など新たな観光資源の発掘

・地域連携による誘客促進やメニュー開発

・ウォーキングコースの設定及び整備促進

離島観光の推進 ○離島観光の推進 道、市町村、民間

・離島を活用したツアーの企画促進

・海藻押し葉など地域資源を生かした文化体験の促進

・自然や食、海鳥などを生かした離島の魅力向上

・展望台や遊歩道などの整備促進

「食」の魅力を生か ○「食」の魅力を生かす生産者、観光事業者、ホテル・飲食店等 道、市町村、民間

す連携促進、受入体 の連携促進

制の整備 ・ホテルや飲食店での地産地消促進に向けた検討

・地元食材を活用したメニュー開発・提供

○受入体制の整備 道、市町村、民間

・外国人観光客受入体制の整備促進（外国人向け観光ガイドブ

ックの作成、外国人対応スタッフの充実等）

・ホスピタリティ向上のための接遇研修等の実施

・地域観光を支える人材の育成（ガイド等養成、地域学活用、

食の応援団等）
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主な取組 実施主体

情報の発信 ○情報の発信 道、市町村、民間

・観光プロモーション事業等の促進

・ＨＰ等による情報発信、ＰＲ事業の展開

■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〕

○高規格幹線道路の整備

○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

・観光拠点へのアクセス道路の整備促進

・外国語標記の道路標識の整備促進

○安全で安心な道路交通環境の整備

・安全な道路の整備促進

・歩道の整備促進

○地方空港の機能向上に向けた施設の整備

・空港の整備促進

○国内海上輸送拠点の整備

・重要港湾の機能強化のための整備促進

・港湾の整備促進

○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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安心して暮らせるまちプロジェクト

道北連携地域は少子高齢化が進んでおり、高齢化率は全道平均を上回り、医療費についても増加傾向にあります。

これからの長寿社会を心身ともにすこやかで活力ある生活を送るためには、地域住民が病気の予防をはじめ、生活

習慣の改善など自らの健康を保持・増進していくことが重要となっています。

また、各地域の自治体病院等は地域医療の確保に重要な役割を果たしておりますが、極めて厳しい経営環境に置か

れており、限られた医療資源や自治体財政環境が悪化する中で、中核的病院を中心に医療機関が役割分担と広域的な

連携を行い、地域に必要な医療機能を確保することが必要となっています。

さらに、連携地域においては面積が広大であり、搬送距離が長くなることに加えて、離島を有するという事情もあ

ることから、緊急時における救急医療体制の充実が求められています。

こうしたことから、健康で安心して暮らせる地域をめざし、住民が健康的な生活習慣を実践することによる健康寿

命の延伸と、地域間の連携による医療体制の充実を図ります。

また、留萌地域において進められようとしている、コホートピア活動の推進については、健康食品や検診ビジネス

などの健康産業の創出をめざした取組を推進します。

※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

医療体制の確立

笑顔で元気な健康のまちづくり

安心して暮らせる

まちプロジェクト

《 地域で考える”目標” 》

■市町村国保の特定健診受診率

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
－ ⇒ ６５％

≪推進エリア≫

道北連携地域
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主な取組 実施主体

医療体制の確立 ○医療連携体制等の検討・確立 道、市町村、民間

・地域における医療連携体制の構築への取組と、「自治体病院

等広域化・連携構想」の地域での検討の推進

○救急搬送体制の充実 国、道、市町村、

・ドクターヘリの導入や高規格幹線道路の整備促進等による救 民間

急搬送体制の充実

○助産師外来の充実 道、市町村、民間

・医療機関や関係団体と連携した助産師外来の活用の促進

笑顔で元気な健康の ○留萌発メタボリック対策の推進 道、市町村

まちづくり ・保健事業と連動させたメタボリック健診と対象別保健指導の

実施と技術的助言

留萌地域 ○健康の駅構想の推進 道、市町村

・地域で健康を守り、健康を発信する拠点、システムづくりと

自ら健康を守るための予防医療の推進と技術的助言

○地域の保健医療資源と連携した留萌コホートピア構想の推進 道、市町村、民間

・推進組織への参画

・住民への啓発活動への支援及び健診受診率向上等推進方策へ

の助言

・推進組織における医学研究誘致等の促進

○コホート研究と連携した健康産業の創出 道、市町村、民間

・地域の食材を生かした健康メニューづくり

・安全・安心な食と健康・観光とを結びつけたヘルスツーリズ

ムの確立

■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〕

○高規格幹線道路の整備

○安心で快適な旅ができる交通ネットワークの整備 ＊

・圏域間を結ぶ道路の整備促進

○安全で安心な道路交通環境の整備

・歩道の整備促進

○冬期における安全で快適な道路交通の確保 ＊

・堆雪スペースや防雪施設の整備促進

○都市部おける生活環境の整備

・都市部における街路の整備促進
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天塩川「環境・交流」リンケージプロジェクト

天塩川流域は、稲作、畑作、酪農を主体とする農業を基幹産業としてきましたが、農業・農村を取り巻く環境が厳

しいことなどから、地域の産業経済は厳しい現状にありますが、豊富な農林資源、恵まれた自然環境を背景に、四季

を通じたスポーツ合宿等の誘致や、カラマツ材の高付加価値化、ヤナギ材の活用などによる、新エネルギー・バイオ

マス資源の利用促進の取組がなされています。こうした地域の取組を生かしながら、環境との調和、自然との共生を

基本理念に、ホスピタリティあふれる地域づくりを進めていきます。

また、天塩川をかつての澄んだ川に戻すとともに、しじみ資源を回復しようとする漁業者の努力、河川清掃や植樹

等の住民活動も盛んであり、こうした地域の取組を生かしながら、天塩川周辺を中心に地域に残っている本物の自然

や基幹産業である農林水産業をベースに、環境や住む人にやさしい地域づくりを進めるとともに、環境をキーワード

とした交流の拡大を図ります。

※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

天塩川をまもる
天塩川「環境・交

流」リンケージプ

ロジェクト

天塩川の恵みを生かす

《 地域で考える”目標” 》

■移住体験者数（累計）

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
３４７人 ⇒ １，２００人

≪推進エリア≫

上川、留萌、宗谷地域
（天塩川周辺地域）
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主な取組 実施主体

天塩川をまもる ○環境に「やさしい」新エネルギーの活用促進 国、道、市町村、

・ヤナギ材を利用したバイオエタノールなどバイオマスの活用 民間

促進

・間伐材などの利用促進

・ペレットストーブ、木質バイオマスボイラー等の普及促進

○森林のもつ多面的な機能の活用 道、市町村、民間

・ＦＳＣ（森林管理協議会）森林認証の取得促進

・森林療法や森林環境教育の推進

○天塩川の恵みの再認識(ディスカバー ザ・‘テッシ-オ-ペッ’) 国、道、市町村、

・水質改善や河川清掃など環境保全活動の促進等 民間

・天塩川流域での共通理念「天塩川を知る(仮称)」醸成に向け

天塩川の恵みを生か た意識啓発

す

○人に「やさしい」地域づくり 道、市町村、民間

・人がいきいきと暮らすためのサービスを提供するライフウエ

ア産業の創出

・地域の活動を支えるマンパワーの育成

・移住体験ツアーの実施

・二地域居住の促進

○特色ある環境を生かした交流拡大 道、市町村、民間

・いやしや健康、文化、アウトドアなど新たな魅力の発掘

・地域連携による情報発信

・田園移住やヘルスツーリズム等の推進



- 25 -

■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〕

○高規格幹線道路の整備

○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

・高規格道路と主要地、主要施設を結ぶ道路の整備促進

・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

・空港の整備促進

○国内海上輸送拠点の整備

・港湾の整備促進

○健全な森林の整備と保全の推進 ＊

○自然豊かな水辺環境の整備・保全

○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

・砂防施設の整備促進
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上川の魅力ある食のブランド力向上プロジェクト

上川地域の農業は、恵まれた自然環境や水資源の下、比較的経営規模が小さいながらも、米や野菜を中心に多様な

農業経営が展開されています。

特に米については、全道有数の良食味米の産地であるとともに、転作等による野菜の作付面積は、全道一の生産地

帯となっています。

しかしながら、米や野菜などは、良質で安全・安心なクリーン農業の取組が行われているものの、その認知は思う

ように上がらず、流通・販売段階において十分な評価が得られていない状況にあります。

また、全国の米の消費量が長期的には減少傾向にある中、北海道米に対する実需者・消費者の評価は高まっている

ものの、価格は依然として低い水準で推移しており、さらに、昨年来の国際的な原油や生産資材、飼料価格等の高騰

から、農家は、今後一層農業経営が厳しくなるものと予想されます。

こうしたことから、有機農業や YES!clean 農産物など、安全・安心な農産物の産地拡大を図るとともに、「売れる

米づくり」など、消費者の多様なニーズに即した生産体制の整備を促進し、さらに生産者と食品加工や公設試験研究

機関等との連携により、農産物の付加価値向上を目指した商品開発を行うなどブランドの確立に向け、生産から流通

・販売まで一貫した戦略を検討・実践し、販路拡大を図る必要があります。

※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

地元食材の高付加価値化

商品企画及び販路拡大等の推進

上川の魅力ある食

のブランド力向上

プロジェクト

《 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］

６３団体 ⇒ ６９団体

■アンテナショップ等におけるテスト販売商品数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
１２５件 ⇒ ２００件

≪推進エリア≫

上川地域
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主な取組 実施主体

地元食材の高付加価 ○安定した供給体制の整備・促進 道、市町村、民間

値化 ・農村ゼミナールの開催

・農業経営の法人化の推進

・女性農業者に対するビジネス力向上研修会の開催

○有機農業や YES !clean 農産物の産地拡大 道、市町村、民間、

・消費者等へのＰＲ活動の実践 生産集団

・生産者のネットワーク会議の開催

・量販店等でのフェアの開催

○地元食材等を利用した商品開発 道、試験研究機関、

・農業と食品加工業等関連産業の連携促進 民間、市町村

・流通・販売事業者へ向けた農産物情報の提供

・農業・食品加工業と大学・公設試験研究機関等との連携促進

・地元農産物の付加価値向上を目的とする食品加工研究施設の

設置可能性の調査

○農産物の産地加工等によるブランド化の推進 道、民間

・農産物の生産・販売戦略の検討

・生産者と加工・流通業者との連携による販売の強化

商品企画及び販路拡 ○アンテナショップ等を活用した宣伝及び商品企画 民間

大等の推進 ・道のアンテナショップにおけるテスト販売及びマーケティン

グサポート催事の実施

○道内外の流通業者、飲食店等に対する PR 活動の促進 道、民間

・「北海道ビジネスプラザ」における道産品の卸斡旋や物産展

出展等の実施

・「食のサポーター」による食材の発掘・磨き上げや指導・助

言等の実施
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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〕

○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 ＊

・農業生産基盤の整備促進

○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

・農業関連加工施設の整備促進

○水資源の確保と保全のための施設整備 ＊

・河川の整備促進

○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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大雪山「カムイミンタラ～神々の遊ぶ庭」プロジェクト

上川中部地域については、全国から大雪山連峰を訪れる登山客に加え、最近では旭山動物園効果に伴い、観光入込

み数が増加の傾向にあり、従来の市町村単位、観光地や温泉地単位の観光ＰＲに加えて、より広域的な視点で地域資

源や地域イメージを発信していくことが求められています。

一方で、上川地域は冷涼な気候を利用したクリーンで豊富な食材に恵まれた道内有数の農業地帯であり、多くの食

品加工産業も集積していますが、地域イメージを生かした食のブランド化につながっていない状況にあります。

また、大雪山の豊かな自然環境を守るため、地域住民のみならず、全国的、世界的にその価値を共有し、その保全

や活用にも取り組んでいく必要があります。

こうしたことから、上川中部地域において、地域の人々が大雪の魅力を再認識するとともに、全国的に知名度の高

い「大雪山」（アイヌ語で”カムイミンタラ”（神々の遊ぶ庭））をシンボルとした地域イメージの確立を図り、地域

産業の振興に資するとともに、貴重で豊かな自然を次世代に引き継いでいきます。

※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

大雪山をシンボルとした地域イメージの確立、地域産業の振興

魅力的な自然環境の保全・活用

大雪山「カムイミ

ンタラ～神々の遊

ぶ庭」プロジェク

ト

《 地域で考える”目標” 》

■ロゴマーク（大雪山カムイミンタラ）使用届出件数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
６０件 ⇒ 累計２００件

≪推進エリア≫

上川地域



- 30 -

主な取組 実施主体

大雪山をシンボルと ○大雪山をシンボルとした地域イメージの確立 道、市町村、民間

した地域イメージの ・地域イメージ確立に向けたイベントの開催、ロゴマークの活

確立、地域産業の振 用、PR活動等

興

○大雪山の恵みを生かした地域産業の振興 道、市町村、民間

・大雪山の食の再発見・創出など

魅力的な自然環境の ○魅力的な自然環境の保全・活用 国、道、市町村、

保全・活用 ・世界自然遺産登録なども視野に入れた大雪山の優れた自然環 民間

境を次世代に引き継ぐ質の高い管理や利用のあり方の検討

・百年前の森林再生をめざす森林づくり

（参考：関連の取組 ～上川の魅力ある食のブランド力向上プロジェクト）

地元食材の高付加価 ○地元食材等を利用した商品開発 道、試験研究機関、

値化 ・農業と食品加工業等関連産業の連携促進 民間、市町村

・流通・販売事業者へ向けた農産物情報の提供

・農業・食品加工業と大学・公設試験研究機関等との連携促進

・地元農産物の付加価値向上を目的とする食品加工研究施設の

設置可能性の調査

○農産物の産地加工等によるブランド化の推進 道、民間

・農産物の生産・販売戦略の検討

・生産者と加工・流通業者との連携による販売の強化

商品企画及び販路拡 ○アンテナショップ等を活用した宣伝及び商品企画 民間

大等の推進 ・道のアンテナショップにおけるテスト販売及びマーケティン

グサポート催事の実施

○道内外の流通業者、飲食店等に対する PR 活動の促進 道、民間

・「北海道ビジネスプラザ」における道産品の卸斡旋や物産展

出展等の実施

・「食のサポーター」による食材の発掘・磨き上げや指導・助

言等の実施
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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〕

○健全な森林の整備と保全の推進 ＊

○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

○物流ネットワーク形成のための道路網の整備 ＊

○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

・観光拠点等へのアクセス道路の整備促進
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るもい発「食・物語」

留萌地域は、全道有数の品質を誇る米をはじめとする農産物や、甘エビ、タコ、ヒラメ、シジミなど食味が良質な

水産物など豊かな自然と水により多様で高品質な食材に恵まれています。また近年、タコ箱やヒラメ等、各種オーナ

ー制度のヒットなどにより、留萌の知名度も向上しつつあります。

農業については、持続的な農業生産の維持・向上を図るため、生産性の高い農業の推進や担い手の育成・確保など

が必要となっているほか、良質味米のＰＲ強化など農産物の販売力向上が求められています。

また、漁業については、後継者不足による漁業者の減少や高齢化、磯焼けによる漁場の荒廃やトド等の海獣による

漁業被害もあり漁業生産が伸び悩んでいる状況にあるため、資源づくりや漁場づくりのほか、地域ブランドの創造な

どによる積極的な販路拡大が求められています。

さらに、水産加工品を中心とした食品製造業が地域の主要業種となっているものの、知名度が低いことから、地域

ならではの食材を使った付加価値の高い商品開発や販路拡大など、地域ブランドづくりに向けた取組が課題となって

います。

こうしたことから、安全安心を基本とする農業や栽培漁業の推進等を土台に、農水産物の付加価値の向上、地域資

源を活用した商品開発、道内外への販路拡大などにより「食」の地域ブランド化を促進し、「食」をテーマとした地

域づくりに取り組みます。

※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

健康で豊かな食生活を支える農業の振興

地域ブランド創出に向けた競争力の強化

地産地消の推進

るもい発「食・物

語」

情報受発信力の強化

日本海の豊かな恵みを生かす水産業の振興

《 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 H20］ ［目標値 H24］
１８団体 ⇒ ２６団体

■うるち米の低たんぱく米生産比率

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
７０％ ⇒ ８０％

■地域団体商標登録数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
１件 ⇒ ５件

≪推進エリア≫

留萌地域
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主な取組 実施主体

健康で豊かな食生活 ○生産性の高い農業の推進 国、道、市町村、

を支える農業の振興 ・良食味米生産の推進 民間

・畑作物の収量・品質の向上

・野菜の生産振興

・果樹の生産振興

・土づくりの推進

・生産費低減に向けた取組の推進

・酪農経営における生産性向上

・肉用牛生産の効率化

○担い手の育成・確保 道、市町村、民間

・担い手の育成・確保

・農業生産法人等の設立・運営に対する支援

・農作業受委託組織など地域営農を支援する組織の整備促進

○環境と調和した農業の展開 道、市町村、民間

・減農薬・減化学肥料による栽培技術の普及推進

・有機農業の推進

○農産物の販売力強化 道、市町村、民間

・付加価値を高める取組の促進

・管内産農産物のＰＲ推進

○消費者との結び付きの強化 道、市町村、民間

・地産地消・食育の推進

・グリーンツーリズムの促進

○鳥獣害防止対策の推進 道、市町村

・鳥獣害防止対策の推進
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主な取組 実施主体

日本海の豊かな恵み ○水産資源の適切な管理及び秩序ある利用 国、道、市町村、

を生かす水産業の振 ・各種漁業管理制度の活用などによる資源管理の推進 民間

興 ・漁船漁業の資源と漁場の合理的な利用体制の構築

・密漁など違法行為の防止と取締の強化

○海域の特性に応じた栽培漁業の推進 道、市町村、民間

・海域の特性に応じた資源づくり、安定的な増養殖事業の展開

・種苗放流事業の効果的かつ円滑な推進

・計画的な沿岸漁場の整備､災害に強い漁場づくりの推進

○水産資源の育成環境の保全及び創造 国、道、市町村、

・海域や河川、湖沼の環境保全対策の推進 民間

・豊かな海と森づくり推進

○環境と調和した水産業の展開 道、市町村、民間

・漁業とトド、アザラシなどとの共存対策の促進

○漁業の担い手確保・育成 道、市町村、民間

・浜のリーダーなど人材の育成､地域グループ活動の促進

・情報の提供や地域の受入体制づくりなど新規就業者の確保の

促進

地域ブランド創出に ○地域ブランドの創造などによる水産物の積極的な販路拡大の促 道、市町村、民間

向けた競争力の強化 進

・特選ヒラメ、朝どりエビ等水産物のブランド化の取組促進

・各種オーナー制など民間主体の取組の促進

・消費者との協働による未利用資源の活用促進

○「食」の魅力向上 道、市町村、民間

・産業間の連携を深めながら、宿泊施設や飲食店などの地域食

材を活用したメニュー開発を促進

・地域の農水産物を活用した付加価値の高い商品開発の促進

・地域団体商標登録制度等の活用促進

・道内外への販路拡大の促進
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主な取組 実施主体

地産地消の推進 ○生産者と消費者の結びつきの強化 道、市町村、民間

・地産地消、食育の推進【再掲】

○地域住民の取組促進 道、市町村、民間

・地産地消を進める各種団体の取組の促進

・るもい食の駅（仮称）づくりの促進

・地域住民等の相互連携意識の醸成及び人材育成

○地元食材を活用した商品・メニュー開発 道、市町村、民間

・産業間の連携を深めながら、宿泊施設や飲食店などの地域

食材を活用したメニュー開発を促進【再掲】

・地域の農水産物を活用した付加価値の高い商品開発の促進

【再掲】

情報受発信力の強化 ○地域住民による情報受発信の取組促進 道、市町村、民間

・ポータルサイト等を通じた情報受発信

・各種オーナー制度と連携した情報受発信機能の強化

○管外での留萌のＰＲ 道、市町村、民間

・道内外への販路拡大の促進【再掲】

・民間企業等と連携したＰＲの実施

■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〕

○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

・高規格道路と主要地、主要施設を結ぶ道路の整備促進

○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 ＊

○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

・農業用施設、農用地の整備促進

○農産物流通の合理化などのための農道の整備

○水産物供給基地としての漁港・漁場つくり

・漁港の整備促進

・漁場の整備促進

○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 ＊

・海岸保全施設の整備促進

・河川の整備促進

・砂防施設の整備促進

○国内海上輸送拠点の整備

・港湾の整備促進
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オロロン菜の花ネットワーク推進プロジェクト

化石燃料の高騰が進む中、バイオマス燃料を化石燃料に代替することが二酸化炭素の発生量を抑制し、地球温暖化

対策の有効な手段とされています。

BDF（バイオディーゼル燃料）は、廃食用油等から作られるバイオマス由来燃料として、近年多くの企業や自治体

が製造、販売、利用を進めており、その取組は環境にやさしい燃料として注目されています。

留萌地域においても、民間団体を中心とする新たな地域づくりの取組として、廃食用油を使用したバイオマスエネ

ルギー利活用の取組が始まっており、これに地域で菜の花栽培を行うことで、栽培から収穫・搾油、油の活用と廃油

回収までを一貫した取組とすることができます。

本プロジェクトでは、菜の花栽培による景観形成といった新たな観光資源の創造をめざすとともに、菜種油の製造

・販売、廃食用油の回収、ＢＤＦ燃料の製造といった地域の資源循環サイクルの確立をめざします。

※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

プロジェクトの実施体制構築

資源循環モデル事業の実施

オロロン菜の花ネ

ットワーク推進プ

ロジェクト

《 地域で考える”目標” 》

■バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）原料となる「菜の花」の栽培面積

［現状値 H20］ ［目標値 H24］
－ ⇒ １００ha

≪推進エリア≫

留萌地域
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主な取組 実施主体

プロジェクトの実施 ○官民共同のプロジェクトチームの設置及び総合的な支援の実施 道、市町村、民間

体制構築 ・支庁内に組織横断的な「オロロン菜の花プロジェクト推進チ

ーム」を設置

・官民から構成される「オロロン菜の花協議会」を設立

・各種ネットワークを通じた情報収集

資源循環モデル事業 ○菜の花の有効活用の推進 道、市町村、民間

の実施 ・農山漁村地域力発掘支援モデル事業（農林水産省）を活用し

た取組の推進

・関係者の連携によるノウハウの蓄積

○廃油回収からＢＤＦ製造の促進 道、市町村、民間

・実施体制の検討・構築

・道立工業試験場による技術支援

■関連する主な基盤整備

○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

・高規格道路と主要地、主要施設を結ぶ道路の整備促進

○安心で快適な旅ができる交通ネットワークの整備

・観光拠点へのアクセス道路の整備促進



- 38 -

るもい環境保全プロジェクト

留萌地域は、天売・焼尻島やサロベツ原野などの優れた自然を有し、美しい景観を楽しんだり、貴重な動植物など

が観察できます。

特に、天売島はウミガラス（オロロン鳥）をはじめとして、ウミネコ、ウミウ、ウトウなど８種の海鳥繁殖地とし

て、また、焼尻の自然林はミズナラ、イタヤカエデ、オンコ（イチイ）など約５０種、約５万本の樹木で構成されて

おり、いずれも国の天然記念物に指定されています。

さらに、全道一のシェアを誇る風力発電などの新エネルギーの活用を進めており、エネルギー面でも環境負荷に配

慮した取組を進めているところです。

こうした地域特性を踏まえて、環境教育や環境保護活動に加えて海鳥保護活動、さらにはバイオマスエネルギーの

活用等も視野に入れ、自然環境の保全・再生、資源の循環的利用の促進を図り、自然と共生する地域づくりに取り組

みます。また、森林資源の適正な管理に基づく森林整備を推進するとともに、地域住民と行政が一体となった緑化運

動に取り組みます。

※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

自然環境の持続的利用と保全、再生の促進

地域の自然や産業に根ざしたエネルギーの活用

るもい環境保全プ

ロジェクト

《 地域で考える”目標” 》

■廃食油によるバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の精製量

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
－ ⇒ １，０００リットル／月

■自然公園利用者数（年間）

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
１５３千人 ⇒ １５３千人

≪推進エリア≫

留萌地域
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主な取組 実施主体

自然環境の持続的利 ○環境教育の推進 国、道、市町村

用と保全、再生の促 ・自然教室の開催

進 ・環境学習機会の提供に関する情報発信

○環境保全活動の推進 国、道、市町村、

・自発的な環境保全活動の推進(海岸等の清掃活動など) 海岸管理者、

市民団体、ＮＰＯ

○自然にやさしいツーリズムの推進 道、市町村、民間

・天売・焼尻やサロベツ原野などの優れた自然を体験するため

のウォーキングコースの設定

・展望台や遊歩道などの整備促進【再掲】

○森づくりの実施 道、市町村、民間

・市町村、ボランティア団体等と連携した植樹活動及び枝打

ち・間伐などの育林活動

・森林資源の適正な管理に基づく森林整備の推進

○海鳥の保護活動 国、道、市町村

・生息状況等の監視・把握及び生息環境の維持・改善

・普及啓発の推進

地域の自然や産業に ○風力発電など新エネルギーの取組の促進 道、市町村、民間

根ざしたエネルギー ・風力発電の立地、実証試験等の誘致促進

の活用 ・風力発電以外の未利用新エネルギー資源の掘り起こし

○バイオマスエネルギーの利用の促進 道、市町村、民間

・牛糞、籾殻やホタテ貝殻等を利用した堆肥製造など、有機質

資源循環の取組促進

・間伐材や林地残材等の木質バイオマスの利用促進

・ＢＤＦの精製、利活用推進

■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〕

○健全な森林の整備と保全の促進 ＊

○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

・砂防施設の整備促進

・海岸保全施設の整備促進
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留萌港再生プロジェクト

留萌港は重要港湾として、港の発展とともに地域も発展してきましたが、留萌港における貨物取扱量は国内石炭産

業の衰退に波長を合わせて激減、さらには極東ロシア等から輸入されていたカニ等の海産物、北洋材等の輸入貨物取

扱量も、近年の中国経済の拡大・ロシアの貿易政策等により減少し、留萌港の後背地の活用も停滞している現状にあ

ります。

これまで、台湾への輸出実験やサハリンにおける留萌地域企業の商品ＰＲ、留萌港発サハリンクルーズ、ロシア貨

客船誘致など対岸をターゲットとした交流などにより、新たな貿易の可能性につながるよう、港湾利用の活性化に向

けた様々な取組が展開されてきました。

また、留萌港と道北・道央地域を結ぶ広域交通体系の整備が着実に進展する中で、地域の産業、生活を支える物流

拠点として、より一層の重要な役割が期待されています。

本プロジェクトにおいては、貿易・物流に関する諸体制確立のために、留萌港の背後圏内の行政・経済界等の連携

を強化し、技術・知識・人・モノのつながりをコーディネートし、物流システムを構築しながら、雇用の創出、消費

拡大、地域経済の活性化をめざします。

また、留萌港の背後圏全体で、物流の根幹となるものづくり産業の育成強化、企業誘致を促進し、留萌港からの移

出をめざし、地域の重要資源である港を生かした地域の再生をめざします。

※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

海外との交流推進

港の有効活用

留萌港再生プロジ

ェクト

《 地域で考える”目標” 》

■留萌港取扱貨物量（年間）

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
１３６．３万t ⇒ １４３．０万t

■留萌港に魅力や親しみを感じる市民の割合

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
０．２２１ ⇒ ０．３

≪推進エリア≫

留萌地域
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主な取組 実施主体

海外との交流推進 ○極東や東アジアとの技術交流や経済交流などの推進 市町村、民間

・農業・漁業・経済交流の推進

港の有効活用 ○航路開設や背後圏の経済活性化の促進 国、道、市町村、

・留萌港の背後圏における物流基地構想及び留萌港からの移出 民間

の検討

・物流施設の高度化支援等

・留萌港利活用推進連絡協議会を通じた検討支援

・国際交流都市の実現に向けた検討

○親水機能の充実 国、市町村、民間

・港を活用したイベントの推進

・観光面での留萌港活用推進

■関連する主な基盤整備

○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

・高規格道路と留萌港を結ぶ道路の整備促進

○国内海上輸送拠点の整備

・港湾の整備促進
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日本海元気づくりプロジェクト

留萌地域においては、急速な人口減少、少子高齢化の進行に加え、モータリゼーションの進展に伴う周辺都市への

購買力の流出などにより、中心市街地の商店街利用は大幅に減少しています。

また、人口流出による商店の後継者不足と、地域コミュニティのリーダー的人材の不足がマチの賑わい低下に拍車

をかけています。

公共事業の大幅な減少に伴う、建設業の経営不振も深刻であり、本業の強化や新分野進出等のソフトランディング

対策に対するサポートを進めることと平行して、地域の基幹産業としてのものづくり産業の育成、さらには新産業の

創造が急務の課題となっています。

近年、地域にＩターン・移住するケースが現れ始めており、こうした外部の新しい発想をもつ人材を積極的に受け

入れ、地域の活性化につなげていくことが求められています。

これらの状況を踏まえ、日本海の地域資源を生かしたまちづくり、産業づくり、人材誘致・交流を進め、活力の低

下している地域の再生をめざします。

※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

まちなか賑わいの復活

ものづくり産業の再生と新産業の芽づくり
日本海元気づくり

プロジェクト

移住・交流

《 地域で考える”目標” 》

■建設業分野進出サポートチームによるサポート企業数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
－ ⇒ １０社

■移住者数（累計）

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
５人 ⇒ ２５人

≪推進エリア≫

留萌地域
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主な取組 実施主体

まちなか賑わいの復 ○特色あるイベント等の実施 市町村、民間

活 ・フラワーロードなどまちの演出

・定期的なイベント開催などを通じた賑わいコミュニティ形成

の推進

・文化・芸術活動等の促進

○中心市街地のネットワーク化 市町村、民間

・道路、港、公園をリンクさせた中心市街地ネットワーク化

○地域づくりを担う人材の育成 市町村、民間

・リーダー養成研修の実施促進

・各種コミュニティ活動やボランティア活動等を通じた、地域

づくり人材の裾野拡大

ものづくり産業の再 ○技術力の向上や商品開発の促進 国、道、市町村、

生と新産業の芽づく ・産業支援機関、公設試験研究機関等の技術支援及び連携によ 民間

り る商品開発の取組の促進

・産学官連携の推進

・地域の農水産物を活用した付加価値の高い商品開発の促進

【再掲】

○建設業の新分野進出等の促進 道、市町村

・地域の関係機関の連携による建設事業者の新分野進出、新事

業展開の取組の促進

・建設業等新分野進出サポートチーム（支庁等）の設置による

取組促進

・建設業経営効率化の促進及び技術力の向上

○健康産業の創出 道、市町村、民間

・地域の食材を生かした健康メニューづくり【再掲】

・安全・安心な食と健康・観光とを結びつけたヘルスツーリズ

ムの確立【再掲】
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主な取組 実施主体

移住・交流 ○移住体験等の促進 道、市町村、民間

・農業・漁業体験と連携した移住体験の推進

・移住者に対する受け皿の整備推進

・各種移住フェアを通じたプロモーションの実施

○地域の特色等を生かした交流促進 道、市町村、民間

・地域の特色を生かした体験メニューの開発

・海をテーマとした集客促進

・スポーツ合宿の誘致

■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〕

○高規格幹線道路の整備

○安心で快適な旅ができる交通ネットワークの整備

・圏域間を結ぶ道路の整備促進

○災害に備えた安全な道路交通環境の整備 ＊

・災害時の代替路の整備促進

・危険箇所などの早期解消

○都市の活性化や再生に向けた都市基盤の整備

・都市部における街路の整備促進
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「宗谷の食」ブランド力向上プロジェクト

宗谷地域は、広大な土地を背景にした酪農業、日本海とオホーツク海の２つの海を漁場とした漁業を基幹産業にし

ています。

近年の配合飼料等の価格高騰が、酪農家の経営収支を圧迫している状況にあります。また、乳用牛飼養頭数や農家

戸数は年々減少していますが、１戸当たりの乳用牛飼養頭数は着実に増加し、規模拡大が図られているものの高齢化

や担い手不足により労働が過重となっている状況です。

漁業は沿岸・沖合ともに資源が減少し、漁業就業者についても、特に離島地域(利尻・礼文)では過去 10 年間で３

割近くも減少し、60歳以上の割合が６割以上を占め高齢化が進行しています。

こうしたことから、酪農業については、豊かな草地資源を最大限活用した自給飼料主体の放牧型酪農を営農支援組

織の育成などを図りながら推進を図ります。

漁業については、海域の特性に応じた栽培漁業の推進や、ナマコなど新たな魚種の栽培技術の開発を推進し、離島

漁業就業者の確保については、広く新規就業者を確保するとともに、定着率の向上を図る取組を進めます。

農水産物がもつ素材の可能性をさらに引き出すなど、加工食品の高付加価値化を図り、宗谷産食品のブランド化を

促進します。

※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

地域特性を生かした宗谷酪農の推進

活力ある宗谷漁業の構築

宗谷産農水産物の付加価値向上と消費拡大

「宗谷の食」ブラン

ド力向上プロジェク

ト

農水産業の担い手対策の推進

《 地域で考える”目標” 》

■営農支援組織数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
１８組織 ⇒ ２５組織

■道産食品登録制度に係る登録数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
４件 ⇒ ７件

■離島漁業新規就業者数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
－ ⇒ 年１０名

≪推進エリア≫

宗谷地域
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主な取組 実施主体

地域特性を生かした ○ 豊富な草地資源を背景とした放牧の推進 道、民間

宗谷酪農の推進 ・地域の土地・自然条件に適応した放牧の推進

○ 良質な自給飼料の生産拡大と生産性の向上 市町村、民間

・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

拡大の検討

・営農支援組織の育成とそれを核とした協業化システムの推進

活力ある宗谷漁業の ○ 栽培漁業の推進 道、市町村、民間

構築 ・海域の特性に応じた栽培漁業の推進やナマコなど新たな魚種

の栽培技術の開発

○ 環境と調和した漁業の展開 道、市町村、民間

・トドによる漁業被害を軽減する漁具や忌避システムの開発、

導入

○ 水産資源の生育環境の保全及び創造 道、市町村、民間

・豊かな海と森づくりの推進

・漁場の生産力向上に関する取組の推進

宗谷産農水産物の付 ○ オオナゴなど、地域資源を活用した特色ある食づくり 民間

加価値向上と消費拡 ・付加価値を高める加工や販売の促進

大 ・特色ある料理や特産品の開発の促進

○ 信頼される食づくり 道、市町村、民間

・水産物の衛生管理や鮮度保持の強化

・地域独自認証制度の創設など、地域特産品のブランド化の促

進と情報発信

農水産業の担い手対 ○ 担い手の育成確保や女性・高齢者の活動の促進 道、市町村、民間

策の推進 ・多様な担い手を確保する環境づくり

・女性や高齢者が活躍できる環境づくり

・離島漁業就業者の確保対策の推進
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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〕

○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

・高規格幹線道路や物流拠点へのアクセス道路の整備促進

○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

○農産物流通の合理化などのための農道の整備

○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

・農業用施設、農用地の整備促進

・海岸を浸食から守る施設の整備促進

○水産物供給基地としての漁港・漁場づくり ＊

・漁港の整備促進

・漁場の整備促進

○生活環境の向上など快適で住みよい農山漁村づくり

・農・漁業集落排水施設等の整備促進

・施設の適正管理等促進

○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

・砂防施設の整備促進

・海岸保全施設の整備促進

・土砂災害防止施設の整備促進
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人と自然が共生する地・宗谷創造プロジェクト

宗谷地域は、「利尻礼文サロベツ国立公園」、「北オホーツク道立自然公園」の２つの自然公園を有し、水鳥の生息

地として国際的に重要なラムサール条約登録湿地に平成元年にクッチャロ湖が、さらに平成 17 年にはサロベツ原野

が登録され、こうした豊かで優れた自然環境を将来に引き継いでいくためには、地域に暮らす一人一人が環境に関心

をもち、自発的に環境保全に取り組むことが重要です。

また、環境への関心の高まりなどから、環境保全活動に取り組む民間団体が設立されており、今後も民間団体によ

る自発的な環境保全活動を促進するとともに、地域の各主体が連携して活動に取り組むことが重要です。

サロベツ原野では、周辺の土地利用の変化に伴う湿原の乾燥化等により、湿地面積が 1956 年から 40 年あまりで約

６割減少しており、このため、農業と湿原の共生をめざし、自然再生の取組が進められています。

地域の森林面積は、288千 haで総土地面積の 71％を占めており、そのうち一般民有林(市町村有林、私有林)は 126ha

で、無立木地の割合が９％(全道平均５％)と高いことが特徴となっています。

稚内市は、平成 11 年、宗谷地域で最初に地域新エネルギービジョンを策定し、新エネルギーの導入に努めており

風力発電のほか、大規模太陽光発電に関する実証研究が平成 18年度から平成 22年度までの予定で行われています。

こうしたことから、環境教育の推進などにより環境に配慮した地域づくりを進めるとともに、自然再生事業や、計

画的な森林整備を推進し、あわせて、地域の自然や産業に根ざしたエネルギーの活用を促進し、人と自然が共生する

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

環境に配慮した地域づくり

自然環境の持続的利用と保全、再生の促進

地域の自然や産業に根ざしたエネルギーの活用

人と自然が共生す

る地・宗谷創造プ

ロジェクト

《 地域で考える”目標” 》

■自然公園利用者数（年間）

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
１３８万人 ⇒ １３８万人

≪推進エリア≫

宗谷地域
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主な取組 実施主体

環境に配慮した地域 ○ 環境に配慮する人づくり 道、市町村、民間

づくり ・環境教育の推進

・民間団体等の自発的な環境保全活動の促進

○ 資源の循環的利用の促進 道、市町村、民間

・ホタテ貝殻の公共事業(暗渠疎水材等)などへの活用など

再生利用の促進

・オガ粉の家畜敷料、高級割り箸など間伐材の有効利用の促進

自然環境の持続的利 ○ 自然とのふれあいの推進 国、道、市町村、

用と保全、再生の促 ・自然観察会等の開催 民間

進

○ 自然環境の保全、再生の促進 国、道、市町村、

・自然再生事業の推進 民間

・高山植物保護対策の推進

○ 地域の特性に応じた森林づくり 国、道、市町村、

・植樹活動の実施 民間

・無立木地への造林の推進

地域の自然や産業に ○ 太陽光発電など新エネルギーの取組の促進 市町村、民間

根ざしたエネルギー

の活用 ○ 農林水産廃棄物など未利用バイオマスエネルギーの利用の促 市町村

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〕

○健全な森林の整備と保全の推進 ＊

・森林及び林道の整備促進

○治山施設の整備

・保安林の整備促進

○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

・砂防施設の整備促進

・海岸保全施設の整備促進

・土砂災害防止施設の整備促進

○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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最北のゲートウェイ・サハリン交流推進プロジェクト

宗谷地域は、歴史的・地理的条件を背景にロシア連邦サハリン州との交流が盛んであり、中でも稚内市は、サハリ

ン州の３都市(ネベリスク市、コルサコフ市、ユジノサハリンスク市)との間で友好都市提携を締結し、行政及び民間

団体で様々な交流を行っています。また、稚内市とコルサコフ間には日本の民間会社による定期フェリー航路が運航

され、平成 20 年度は 76 便(38 往復)が予定され、５月 12 日の運航開始時には新しい国際フェリーターミナルビルが

供用開始し、一層の交流の推進が期待されています。

近年のサハリン州の経済発展に伴う所得向上を背景に、安全・安心なイメージが定着している日本製食品に対する

ニーズは高く、稚内市の一部業者が食料品の輸出を行っていますが、輸出の際に必要なロシア国家商品認証の取得は、

品目により多様に異なる手順、多岐にわたる申請機関、サンプルの送付等煩雑な事務、取得コスト等の問題から、取

得ノウハウが未確立であり、販路の拡大の大きな課題となっています。

こうしたことことから、必要な書類、手続き、商品の輸入許可等の貿易情報の提供などへの支援や、定期フェリー

航路の利用を含めた効率的な物流方法などについて、企業、行政が一体となり取り組む必要があります。

また、平成 18 年から実施している観光客の誘致についても、引き続き州政府や旅行業者に対するプロモーション

活動や意見交換を実施するなど交流の拡大に努めます。

※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

友好交流の推進

経済交流の推進

観光交流の推進

最北のゲートウェ

イ・サハリン交流

推進プロジェクト

《 地域で考えた”目標” 》

■定期フェリー航路年間利用者数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
４，６９５人 ⇒ ４，７００人

≪推進エリア≫

宗谷地域
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主な取組 実施主体

友好交流の推進 ○ 人的ネットワークの強化 市町村、民間

・友好都市との行政職員交流の実施

・企業研修生の受入の促進

○ 相互理解の促進 市町村、民間

・市民交流団など友好都市との相互交流の実施

経済交流の推進 ○ 物的ネットワークの強化 道、市町村、民間

・効率的な物流方法などに関する検討

○ 交流環境の整備 道、市町村、民間

・交流拡大を図るための会議の開催

・定期フェリー航路活用の促進

・サハリン事務所等を活用した現地情報の収集・提供

観光交流の推進 ○ 観光客の誘致促進 道、市町村、民間

・サハリン州への観光プロモーション活動の実施や受入の促進

・ホームページなどによる地域情報の発信

○ 受入体制の整備 道、民間

・ガイドブックなどの作成、配布

■関連する主な基盤整備

○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

・高規格幹線道路や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


