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北海道のいまを知る、明日へつながる
年6回 1・3・5・7・9・11月にお届けします

エゾシカ対策の条例ができました。
北海道に住む私たちの問題として
一緒に取り組んでいきましょう。
急増したエゾシカが、道内で深刻な影響をもたらしています。
ことし4月に施行された「北海道エゾシカ対策推進条例」は、
私たちの暮らしに密接な社会問題を解決するための第一歩です。

【特集】私たちの暮らしとエゾシカ

主にヨーロッパでは、狩猟で捕獲された
シカなど野生動物の肉は高級食材。では、
こうした料理の名前は？

Ｑ.ではここで、クイズ！

ジビ○料理

知ってる？

メスが出産できるのは2歳か
ら。繁殖力が高く、4年で2倍
になるとも言われています。

エゾシカは、すぐ増える
夏と冬に体の毛が生え変わり、夏毛は赤茶
色に白い斑点の鹿の子模様。冬毛は灰褐
色で斑点はありません。

夏と冬で、色が変化

角は春になると根元から抜け
落ち、その後に新しい角が生
えてきます。

角は毎年生え変わる

答えは中面下に

エゾシカの急増は、道内共通の社会問題です。 エゾシカ対策推進条例をもとに、
総合的な取り組みを進めます。

時には路上に飛び出すことも

　人とエゾシカとの適切な関係を築き、地域社会の健全な発展に役
立てようと、道は「北海道エゾシカ対策推進条例※」を平成26年4月
に施行しました。
　この条例では、エゾシカ対策を総合的かつ計画的に進めていく
ために、エゾシカの生息状況や被害状況を把握して適正な個体数
を維持・管理していくこと、ハンターなど捕獲の担い手となる人材を
育成・確保していくこと、食や観光をはじめとするさまざまな分野
でエゾシカを有効活用することなど、主な施策として10項目を定め
ています。
　特定の野生動物を対象に総合的な対策を定めた全国初となるこ
の条例は、エゾシカと関わりの深い北海道の地域事情から生まれた
ものです。道民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

　エゾシカは、明治の初めに乱獲や大雪などの影
響で、一時は絶滅寸前になりました。しかし、その
後の保護政策などにより、ここ30年ほどでその数
は急増。平成25年度の推定生息数は、道内全体で
約56万頭となっています。
　増えすぎたエゾシカにより、畑が荒らされるなど
の深刻な農林業被害が発生するとともに、樹皮や
希少植物を食べてしまうなど、自然環境にも悪影
響を与えています。

　また、自動車や列車との衝突事故も多発しており、私たちの暮らしにさまざまな影響を
もたらしています。
　全道に広がるこうした問題を解決するには、増えすぎたエゾシカを捕獲して、数を適正
な水準で維持・管理していくことが必要です。さらに、捕獲するだけでなく、エゾシカを
固有の資源として有効活用していく
ことも大切です。そのため道では、
「北海道エゾシカ対策推進条例」を
制定しました。
　私たちとエゾシカが共存・共生で
きる社会の実現を考えることは、北
海道の自然環境を守ることにつなが
るのです。

漁港に姿を現したエゾシカ

※この条例に基づき、平成26年10月1日からは、ワシ類の鉛中毒を防
　ぐため、エゾシカを捕獲する目的での鉛弾の所持が禁止されます。

北海道 検索

■エゾシカ捕獲数と農林業被害額の推移
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　退職の強要や賃金の引き下げなど、
個々の労働者と使用者間に発生した労
働紛争の解決のため、専門のあっせん
員が問題点の整理や助言を行います。
　利用は無料で当事者のプライバシー
は厳守します。どうぞご利用ください。

平成26年第2回定例会
（6/17～7/4）

▶議会事務局政策調査課 ☎(011)204-5691▶オホーツク流氷公園管理事務所 ☎（0158）27-4560

　知事から提出された予算案１件、条例
案８件、その他の案件８件の17案件を原
案可決、人事案件他４件を同意・承認議
決、その他９件の案件について報告がな
されました。また、議員及び委員会から
提出された決議案１件、意見案13件は原
案可決、意見案２件は否決されました。
■可決された決議案
●朝鮮民主主義人民共和国のミサイル
　発射に抗議する決議
■可決された意見案
●地域包括ケアシステム構築のため地域
　の実情に応じた支援を求める意見
●地方財政の充実・強化を求める意見
●歯科技工士国家試験全国統一化に
　当たり北海道に試験地を設けることを
　求める意見
●軽油引取税の課税免除措置の継続を
　求める意見
●精神障がい者を含めた重度心身障が
　い者（児）医療費の公費負担制度の
　創設を求める意見
●新たな難病対策及び小児慢性特定疾
　病対策の円滑な施行を求める意見
●衆議院小選挙区の区割りの見直しを
　求める意見
●平成26年度北海道最低賃金改正等
　に関する意見
●ＪＲ北海道及びＪＲ貨物の安全対策
　強化と安全運行を求める意見

●林業・木材産業の成長産業化に向け
　た施策の充実・強化を求める意見
●道路の整備に関する意見
●義務教育の機会均等の確保と教育予
　算の確保・拡充を求める意見
●炭鉱技術海外移転事業の推進に関す
　る意見  

　本会議の一般質問では、22人の議員
が道政上の諸課題について活発な議論
を行いました。主な質問項目は次の通り
です。
　エネルギー政策、原発政策、道の財政
運営、地方分権、JR北海道への関与、北海
道新幹線、HAC、新千歳空港の民営化、
経済・雇用対策、人口減少・少子高齢化
対策、医療・福祉対策、地域包括ケアシス
テム、認知症対策、成年後見制度、道州
制、国家戦略特区、食の海外戦略、道営競
馬、観光振興、高校の配置計画、外国語
教育、いじめ防止基本方針　など

～ホームページをご覧ください～
　道議会ホームページでは、本会議の
審議概要や会議録など、さまざまな情
報をご覧いただけます。

～北海道議会ツイッターのご案内～
　北海道議会に関する情報を、より多
くの道民の皆さんにより早く知っていた
だくため、ホームページと連動しながら、
ツイッターを始めました。皆さんのフォ
ローをお待ちしています。

 次回定例会のお知らせ
　平成26年第３回定例会は、９月９日㈫
開会予定です。日程などの最新情報は、
ホームページなどでご確認ください。

高校生と地元企業が開発
「ニセコモンテバー」。

　石狩地域の魅力発信に活用していくため、2月に
アニメキャラクターのフランチェスカを石狩振興局
の公式PRキャラクターに任命しました。
　銘菓やポストカードといった商品とのコラボな
ど、石狩管内市町村のＰＲに活躍しているほか、北
海道の名所、縁のある人物も登場するアニメ「フラン
チェスカ」も日曜深夜に放送中です。

「フランチェスカ」
©フランチェスカ製作委員会▶地域政策課 ☎（011）204‐5815

　　　　　　　  公式PRキャラクター
「フランチェスカ」が活躍中。

後志総合振興局
しりべ しん こうし

石狩振興局
いし かり

道立オホーツク流氷公園が全面開園。

道内各地の
話題を
お届けします。

総合振興局・
振興局ニュース がいよう

定例会の概要などをお知らせします。

道議会だより道からのお知らせ

お問い合わせは▶マークの窓口、
またはホームページへ。

赤れんが
がん検診を受けましょう
クーポンをお持ちの方もぜひ受診を

農業大学校の学生募集
2年間の実践的研修教育で農業者を養成

就職相談は「みらいっぽ」へ
二つの施設で若者の就職を応援

労働トラブルの解決を支援
個別的労使紛争あっせん制度のご紹介

ご存じですか
苦情審査委員制度
道政への苦情をお受けします

　道が行った業務や制度の内容につい
て、皆さん自身の利害に関する苦情を
申し立てできる制度です。
　皆さんに代わって苦情審査委員が公
正で中立的な立場から必要な調査など
を行い、審査します。
　個人情報の保護に
も十分配慮しますの
で、お気軽にご相談
ください。

魯山人の宇宙展
道立函館美術館で開催

　がんは早期発見・早期治療で克服で
きる可能性が高くなっています。
　職場の健康診断のほか、市町村でも
肺がん・胃がん・大腸がん・乳がん・子宮
がんの検診が受けられます。
　また、道内の多くの市町村では、特定
の年齢の方に、乳がん・子宮頸がん・大
腸がんの検
診が無料に
なるクーポン
と検診手帳を
配付中。ぜひ
この機会に
受診してくだ
さい。

　書、篆刻、陶芸から美食と幅広い分野
で才能を発揮した北大路魯山人。陶磁器
等80余点や語録などを紹介します。
◎期　間／9月13日（土）～11月7日（金）
◎休館日／月曜日（9/15、10/13、11/3を除く）、
　　　　　 9/16（火）、10/14（火）
◎時　間／9時30分～17時
　　　　　 （入場は16時30分まで）
◎観覧料／一般820円、高校・大学生510円、
　　　　　 小・中学生200円

秋の全国交通安全運動
運動期間9月21日（日）～30日（火）

　「みらいっぽ」とは、若年者の就職支援
施設「ジョブカフェ北海道」と「札幌わか
ものハローワーク」の総称です。
　どちらかに登録するだけで両施設が
利用でき、就職相談や各種セミナー、職
業紹介（札幌わかものハローワークの
み）などが無料で受けられます。お気軽
にご利用ください。

▶道庁道民生活課 ☎(011)204-5219
▶道警本部交通企画課
　☎(011)251-0110（内線5062）

北海道立農業大学校 検索

ジョブカフェ北海道 検索

フランチェスカ 検索

▶商工労働観光課 ☎（0136）23-1362ニセコモンテバー 検索

北海道議会 検索

▶ジョブカフェ北海道 ☎(011) 209-4510

▶道庁道政相談センター
　☎（011）204-5523

▶北海道立農業大学校 ☎(0156)24-2122
▶道庁農業経営課 ☎(011)204-5385 ▶北海道立函館美術館 ☎(0138)56-6311

　7月に全面開園したオホーツク流氷公園は、オホーツク紋別空港の目の前に広がる
道立公園。みどりに親しむ「楽しみの場所」、ものづくり体験などができる「にぎわいと
参加の場所」、草原を散策できる「のんびりする場所」、オホーツク海の四季の風景など

を楽しむ「ながめる場所」の４つのエリアがあります。
　新しくオープンした海のサロンは、オホーツク海が
一望できる施設で、冬には室内から流氷を眺めるこ
とができます。ぜひお越しください。

後志

石狩
オホーツク

オホーツク総合振興局

オホーツク流氷公園 検索

オホーツク海を望む海のサロン

　次代の農業者を養成する北海道立
農業大学校（本別町）では、平成27年度の
学生を募集します。

　詳しくはホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。

●子どもと高齢者の交通事故防止
●夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車
　乗用中の交通事故防止
●すべての座席のシートベルト・チャ
　イルドシートの正しい着用の徹底
●飲酒運転の根絶

　みんなで、交通事故のない安全・安心
な北海道を目指しましょう。

▶道庁地域保健課 ☎（011）204-5117

●畜産経営学科・畑作園芸経営学科（合計
　60名）／稲作経営専攻コース（10名）

●農業経営研究科（10名）

願書受付 9/16（火）～26（金）
10/7 (火)入校試験

受験資格

推薦入校 一般入校

農業大学校を卒業した者、短期
大学または大学で農業に関する
課程を卒業した者（見込み含む）

願書受付 9/16（火）
～26（金）

9/29（月）
～10/10（金）

10/7 (火) 11/4（火）入校試験

受験資格
高等学校・中等教育学校もしく
はこれに準ずる学校を卒業した
者（見込み含む）

［住所］札幌市中央区北4西5 
　　　三井生命札幌共同ビル7階
※「ジョブカフェ北海道」は、函館、旭川、釧路、
　帯広、北見にも拠点を設置しています。

▶北海道労働委員会事務局
　☎（011）204-5667

九谷風鉢
(北大路魯山人作)

次のことに注意しましょう。

URL https://twitter.com/hokkaidogikai

北海道労働委員会 検索

使用者 労働者

事情を聞いてあっせん
あっせん員

紛争

商品化された「ニセコモンテバー」

　「ニセコモンテバー」は、倶知安農業
高校と地元企業が、地域の発展につな
げたいという思いから、規格外のじゃ
がいもなどを活用し、商品化したス

ナック。スポーツなどの栄養補給におすすめで、倶
知安町のまちの駅「ぷらっと」や町内のコンビニ
エンスストアなどで販売中です。
　この取り組みは、昨年度の日本学校農業クラブ
全道実績発表会で最優秀賞に輝き、同校の生徒
が北海道代表として、１０月の全国大会で発表を
行います。

私たちの暮らしとエゾシカ

適正な個体数の維持・管理と、北海道の貴重な資源としての
有効活用を進めています。 エゾシカ対策を総合的・計画的に進めていくためには、捕獲と有効活用の両方の

視点が大切です。最近の取り組みや関係者の声などを紹介します。
▶特集に関するお問い合わせは、道庁エゾシカ対策課 ☎（011）204-5988

特 集

森の中に設置したカメラでエゾシカを自動撮影

　全道のエゾシカの推定生息数は、夜間に車からライトを照らしてエゾシカの数を
カウントする「ライトセンサス法」などから算出しています。
　一方、より狭い範囲の生息密度を推定するための新たな手法の開発が、北海道立
総合研究機構 環境科学研究センターで行われています。
　「ライトセンサス法」にエゾシカまでの距離と角度
の測定などを加えた「ライントランセクト法」や、赤
外線センサー付きカメラを使って付近を通るエゾシ
カを24時間自動的に撮影する「自動撮影法」です。
　今後、これらの手法を使って森林単位でエゾシ
カの生息密度が把握できれば、森林管理と連携し
た個体数の管理を効率的に行うことができると
考えられます。

　エゾシカ肉は、天然の道産
食材で、栄養価がとても高い
ヘルシー食材。高タンパクで
低脂肪、さらに鉄分を豊富に
含んでいます。こうした魅力
から、ジビエ料理として高級
料理店のメニューに取り入れ
られる一方、小学校や自衛
隊の給食などにも活用され
ています。

　毎月第4火曜日は、4（シ）
＋火（カ）で「シカの日」で
す。道では、この日を中心に
エゾシカ肉を多くの皆さん
に食べてもらおうと、「おい
シカ！エゾシカ！」を合言葉
にPR活動を進めています。
　「シカの日」ホームページ
では、エゾシカ肉を扱う飲食店や食肉販売店を「シカの日
参加店」として紹介しています。レストランやご家庭で、おい
しいエゾシカ料理を味わってみませんか。

　増えすぎたエゾシカの個体数を管理するには、計画的な捕獲が重要です。その
中心的な担い手として貢献しているのが各地域のハンターの皆さんです。
　エゾシカの捕獲には、主に狩猟と、市町村等が被害防止のために行う有害鳥
獣捕獲があります。こうした捕獲にはハンターの皆さんの協力が不可欠で、その
結果、ここ数年の捕獲数は年間13万頭以上に増え、推定生息数も減少傾向に
あります。
　一方、重要な捕獲の担い手であるハンターは高齢化などでその数が年々減り
続け、現在は全道に約８千人。今後、エゾシカの生息数を適正に管理していくため
には、こうした担い手の確保が課題となっています。

シカの日参加店での販売の様子
　女性ハンターを中心とした活動団体
「TWIN」 （代表・松浦友紀子さん）が、「撃つ
こと（shoot）と、食べること（eat）」を2本
の柱とし、野生動物に関わるさまざまな活
動を行っています。女性が積極的に狩猟に
参加することは、狩猟者の確保にとどまら
ず、近年日本人が忘れてしまった“生活の中
での野生動物との関わり”を取り戻す機会
にもなると期待されます。
　「TWIN」の活動など詳しくはホームページ
をご覧ください。

エゾシカの生態がわかる学習館

　道は、北海道の未来を担う子どもたちに、エゾ
シカの増加に伴う農林業被害などの社会問題
や捕獲対策、地域資源としての有効活用などに
ついて学んでもらう授業「エゾシカ出前講座」
を行っています。

エゾシカ肉を使った給食メニュー
「もみじちゃんこ汁」（釧路市立芦野小学校）

エゾシカの生息密度を推定するための新たな手法の開発

捕獲の担い手としてハンターが貢献

エゾシカを見て学べる観光施設

エゾシカを題材とした環境教育・食育 毎月第4火曜日は「シカの日」

エゾシカ肉は、鉄分豊富なヘルシー食材

一般社団法人 北海道猟友会
北見支部

支部長　堀江 篤さん
グループで狩猟を行うハンター

　会社経営のかたわら、狩猟歴44年のハンターとして活動していま
す。狩猟期間は趣味としての活動ですが、それ以外はボランティア
として、北見市が行う有害鳥獣捕獲に積極的に協力しています。
　エゾシカの農林業被害は、北見地域でも深刻です。農家の
皆さんから目撃情報を集めて捕獲を進める一方、市と連携して
エゾシカの地産地消イベントを毎年行っており、私たちは捕獲
と有効活用のどちらも大切だと考えています。
　北見地域でもハンターの高齢化は避けられませんが、若手とベテランがグループを
組んで狩猟をすることで、事故防止はもちろん、狩猟技術やマナーの継承に役立ってい
ると思います。その意味でも、若手や女性のハンターがもっと増えてほしいですね。

▶㈲阿寒グリーンファーム ☎（0154）66-2755

シカの日 検索

シカの日参加店 検索
shoot & eat 検索

携帯サイトは
こちら

シカの日参加店を募集中!
詳しくはホームページをご覧ください。

　

エゾシカのさまざまな価値を有効活用 おいシカ！エゾシカ！

エゾシカ出前講座の様子

「エゾシカ出前講座」を通じて、
自然との関わり方を学びました。
　本校は、豊かな自然体験活動を取り入れて
いる私立小学校で、全児童が米やソバ、大豆
などを自校の農園で栽培しています。そのよう
に自然との関わりを大切にしている本校にとって、7月に行われたエゾシカ
出前講座は、環境教育の視点で多くの学びを子どもたちに与えてくれました。
　エゾシカの毛皮や角などを触らせてもらい、急増による社会問題などについ
て知った子どもたちは、「自分たちの身近な問題なんだ」と感じ取ったようです。
また、有効活用の話をきっかけに「食べてみたい」と興味を持った児童もいました。

　北海道の豊かな自然を守るために、自分はどう関わっていけばいいか。エゾシカ出前
講座は、そうした視点で物事を考えるためのスタートラインになったと思います。

札幌三育小学校　校長

大河原 一義さん　

★エゾシカ肉は、タタキなど
　生肉では食べず、必ず中心
　部まで加熱してください★

札幌市

エゾシカによる被害を最小限に。
捕獲と有効活用の両面で活動中。

北見市

エゾシカを適正な数で管理

　エゾシカをテーマとする授業を通じて、人と野生
動物との関わりや北海道の未来について、また、
命の大切さについて、子どもたちが主体的に考える
きっかけになればと考えています。
　エゾシカ出前講座に興味のある方は、ぜひエゾ
シカ対策課までご連絡ください。

　エゾシカを食肉だけでなく、観光や教育資源と
して活用するための動きも広がっており、捕獲した
エゾシカを一時的に飼育する道内3カ所の養鹿場
が、昨年度に観光施設として整備されました。これ
らの養鹿場では、フェンス越しにエゾシカを観察
することができます。
　その一つ、釧路市の㈲阿寒グリーンファームで
は「エゾシカ学習館」が併設されており、エゾシカ
の生態がわかる等身大模型や骨格標本などの

展示のほか、推定生息数や農林業被害などの
データを紹介してい
ます。さらに、エゾシ
カを生きたまま捕ま
える「囲いワナ」の模
型もあり、捕獲から
食肉利用までの流れ
を解説しています。

女 性 ハ ン タ ー の 活 躍

正解は「ジビエ料理」。狩猟で捕獲されたシカなどの野生動物の肉は、「ジビエ」と呼ばれ、高級食材として珍重されています。クイズの答え
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北海道庁インターネット放送局では、道内の自然、歴史、観光など、北海道の魅力を配信しています。お 知 ら せ

この印刷物は環境に優しい植物性インキと古紙配合率70％再生紙を使用して
います。本文には見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

　明治24年の創業以来、北海道の原料にこだわ
り続けている味噌・醤油メーカーの福山醸造。海
外でも「メイド・イン・北海道」の食に対する評価
が高まった5年ほど前から、味噌や醤油などの
輸出を強化。近年輸出量が増えている韓国をは
じめ、台湾やロシアなどで展示会や商談会を積
極的に行い、海外の方が試しやすいミニボトルでの販売や、現地の料理
に味噌や醤油を使ったレシピなども紹介。さらに味噌や醤油の魅力を
広めるため、北大の留学生との交流も深めています。
▶お問い合わせ　トモエ 福山醸造㈱ ☎(011)711-8181

「メイド・イン・北海道」の
味噌や醤油が海外で大好評。

　日没後すぐに暗くならず、夕焼けが茜色から
紫まで美しく変化することから、海外の船乗り
たちに「インドネシアのバリ島やフィリピンの
マニラ湾と並ぶ世界三大夕日」と称賛される釧路港の夕景。その魅力を世界に

広め、地元の誇りとして地域活性化に結びつけ
ようと、3年前から活動しているのが、市民
有志による「釧路夕焼け倶楽部」です。
　夕日や空が染まっていく映像をスマート
フォンやライブカメラで生中継。夕焼けファ
ンが集うフォーラムや夕焼け空に凧をあげる
イベントなども企画し、世代や地域を超えた
交流が広まっています。

●当選の発表は発送をもって
　かえさせていただきます。

海外に発信中の取り組みや、自慢のおもてなしをご紹介。

広報紙 ほっかいどう 2014年9月

倶楽部会員が撮影した釧路港の夕景 前浜の海産物たっぷりの浜焼き

　すべてのものを黄金色に染めつくす、ダイナ
ミックな夕日スポットで知られる留萌。地元
では浜辺や自宅の玄関先で前浜の海鮮物や

豚肉、野菜を炭火で焼き、夕日を楽しみながら食べる習慣がありました。
この食文化を観光資源に結びつけたのが
「るもい浜焼きプロジェクト」です。
　ウニ、ホタテ、甘エビなど前浜の旬を3種類
以上のせて炭火で焼くのが「浜焼き」のルー
ル。おすすめの場所は黄金岬海浜公園やゴー
ルデンビーチ。市内の商店やスーパーが食材
や炭を届けてくれたり、コンロを貸し出して
いるので気軽に楽しめます。

釧路夕焼け倶楽部
【釧路市】

るもい浜焼き
プロジェクト【留萌市】

●応募方法 ： アンケートの答え、住所、氏名、年齢、
　電話番号、本紙への意見・感想を記入の上、ハガキ、
　パソコンまたは携帯サイトでご応募ください。

●応募先

●応募期限
　9月26日（金）必着

〒０６０-８５８８（住所不要）
北海道広報広聴課
「北海道おいしいプレゼント！」係

ハガキ

パソコン

携帯サイト

広報紙「ほっかいどう」 検索

応募いただいた方の個人情報
は、当プレゼントの発送以外に
は使用いたしません。

アンケートに答えて道産品を当てよう！

北
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道
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次のアンケートにお答えください。

抽選で
30名様

ちゅう　せん

北 海 道世界 北海道

夕日 動画
配信

夕日 浜焼き

黄金色の夕日を眺めながら
留萌ならではの「浜焼き」を満喫。

ドラマチックな夕景を
世界へ広め、釧路の誇りに。

ほっかいどう
発 見 伝 ！

アイデア
きらり

おいしいおいしい

プレゼント!
おいしい

プレゼント!
トモエ 福山醸造㈱【札幌市】

と

釧路夕焼け倶楽部
代表　

芳賀 久典さん

ＮＰＯ法人
留萌観光協会事務局長

海東 剛哲さん

ひとつになろう！

　昔はニシンの群れが押し寄せると、
ウロコが夕日に反射してキラキラ黄金
色に輝いて見えた留萌の海。道内各地
で人が集まるとジンギスカン鍋を囲む

ように、夕日を眺めながら浜焼きをするのが留萌の定番
スタイル。手ぶらで遊びに来ても、旬の浜焼きが楽しめる
ので、ライダーやキャンプ場の家族連れにも大好評。
ツアーの団体観光客にも対応しています。
　夕日と浜焼きを売りに、誰もが気軽に楽しめる海を
アピールしていきたいです。
▶お問い合わせ　NPO法人留萌観光協会 ☎(0164)43-6817▶お問い合わせ　釧路夕焼け倶楽部（清水） ☎080-4338-0928

北海道ならではのチャレンジ精神で、
新しい価値を生み出す取り組みを紹介します。

しょうかい夕日編

夕焼けのベストシーズンは
空気が澄んだ秋から冬。

前浜の旬の味覚を
気軽に楽しめる海。

北海道庁インターネット放送局 検索

52円切手

貼付

　僕にとって夕焼けは、単に家に帰る合図
のようなものでした。ある日、日没後の空
の変化を見るためだけに道外から釧路を
訪れた人に出会い衝撃を受けました。

さらにアラスカのオーロラのライブ配信を見て、釧路の夕焼け
も世界に発信したいと動画配信を始めたのが4年前。空気が
澄んでくると夕焼けが美しく見えるため、秋から冬がベスト
シーズン。市内に設置されているライブカメラを増やし、いろ
いろな場所から釧路の夕焼けを広めたいです。

じ まん

札幌市

　ホクレンの北海道
米「ゆめぴりか」（平成
26年産 新米 5kg）を
プレゼント！
　ほどよい粘りと豊か
な甘み、つややかで
美しい炊きあがりです。

留萌市釧路市

釧路 夕焼け 検索

広報紙「ほっかいどう」 検索

●掲載記事の関連ページ、広報紙アンケート
　結果、広報紙のバックナンバーなどの閲覧
　は下記からアクセスできます。

次号のお知らせ

※人口は年4回公表される統計資料に基づき直近のデータを掲載しています。
もと

北海道の人口
平成26年3月末
前年同月比

総人口  　
5,416,711人
27,596減

男  　　
2,560,881人
14,185減

女  　　
2,855,830人
13,411減

11月号は11月5日（水）
から配布予定です。

えつらん

毎月第4火曜日の「シカの日」を
知っていましたか？

①知っていた　②知らなかった

海外でも販売のミニボトル
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