
 

地地域域のの現現状状・・課課題題  

釧路・根室連携地域「地域づくり推進ビジョン」 
 
 
 

国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
◎面積・人口 

 

 

 

 

【食・産業】 

食料安全保障の観点から、国民に安全で

安心な食の供給を確保し、国内の食料自給

率向上のため、釧路・根室地方の多様な農

水産物の生産力を安定、強化する必要があ

ります。 

そのためには、市場のグローバル化に対

応し、スマート化やイノベーションによる

農林水産業の振興や担い手の確保を促進す

るとともに、効率的な輸送体系の構築、「食」

の安全性向上やブランド化を図る必要があ

ります。 

 

 

 

○ 釧路･根室連携地域は2市10町1村からなり、面積は1万4千498

㎢（全道の17.4％）です。人口は29万4千人（全道の5.6％）で、

年々減少傾向にあり、平成27年と比べ6.0%減（全道2.9%減）と

なっており、地域コミュニティの維持が課題となっています。 

（出典：令和２年国勢調査） 

 

○ 産業は、酪農を中心とした農業、マイワシ、サケ・マス、サ

ンマ、スケトウダラ、ホタテ、コンブなどの漁業、トドマツ、カ

ラマツなどの林業、食料品やパルプ・紙、飲料・飼料などの製造

業、自然や食、アイヌ文化などの地域資源を生かした観光産業等

が展開されています。 

農業経営体数は2,462戸（全道の7.1％）で、平成27年と比べ

10.7％減（全道14.2％減）となっています。また、耕地面積は、

19万ha（全道の18.9%）、乳用牛飼養頭数は、29万7千頭（全道の

36.6%）となっています。近年、ヒグマの出没が相次いでおり、

乳牛が襲われる被害が発生しています。 

漁業生産高（金額）は621億円（全道の26.0％）で、平成27年

と比べ27.6％減となっています。近年は単価の低いマイワシの漁

獲量は増加していますが、サケの不漁、サンマの記録的な不漁と

厳しい状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

○食 

・食のブランド化に向けた取組の方向性

を検討し、事業者への支援や販路開拓

などを一体的に展開していく必要が

あります。 

・新たに漁獲量が急増している水産物の

消費拡大やブランド化に取り組む必

要があります。 

・小・中学校などと連携し、食育・地産

地消に取り組む必要があります。 

○産業 

・良質な粗飼料の確保や営農支援組織の

育成・強化、スマート農業技術の導入、

和牛の生産振興等による安定した農
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森林整備状況は、カラマツ、トドマツなどの人工林資源の60％

が利用期を迎えていることから、主伐（伐採）が増加しています。

また、道産木材の利用状況は、道内の住宅着工戸数が減少傾向で

推移しており、今後、木材需要の大幅な増加は見込めない状況で

す。 

（出典：2020年農林業センサス、令和元年北海道水産現勢、令和

元年北海道林業統計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業経営の確立に取り組む必要があり

ます。 

・伐採後の再造林を進めるため、造林分

野における作業の省力化、低コスト化

の推進に取り組む必要があります。 

・道産木材の利用を拡大するため、公共

建築物や民間建築物などにおける木

材の需要拡大に取り組む必要があり

ます。 

・国際漁業交渉の影響を受けにくい漁業

経営体質への転換と関連産業の経営

安定化に取り組む必要があります。 

・つくり育てる漁業の推進と水産資源の

適切な管理に取り組む必要がありま

す。 

・地域資源を活用した６次産業化により

一層取り組む必要があります。 

・中小・小規模企業の持続的発展や地域

商業の活性化のための人材の育成・確

保等に取り組む必要があります。 
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【観光・交流・文化】 

知床や阿寒・摩周、釧路湿原、厚岸霧多

布昆布森等の雄大な自然や温泉、食、アイ

ヌ文化、地域の歴史・文化など、豊富な観

光資源を有する地域です。広域観光周遊ル

ートや阿寒摩周国立公園満喫プロジェク

ト、水のカムイ観光圏等での連携や、７空

港の一括運営を契機に二次交通の充実を図

るとともに、国内はもとより、海外からの

観光客にとって魅力ある世界水準の観光地

を形成する必要があります。また、活動人

口の増加に資する地域づくり人材の育成・

支援の強化やワーケーション等を推進する

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 令和元年度の観光入込客数は 1,011 万人で、年々増加傾向に

あり、平成 27年度に比べ 10.1％増となっています。また、外国

人宿泊客数は 15 万人で、平成 27 年度と比べ 3.1％減となってお

り、台湾、中国、香港が全体の約７割を占めています。 

  令和２年度の観光入込客数は 537 万人で、令和元年度に比べ

46.9％減となっており、新型コロナウイルス感染症拡大の影響

で前年度より大きく減少しています。 

 （出典：R2観光入込客数調査振興局調べ） 

○ 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、カヌー、トレッキングなどのアク

ティビテイが盛んな地域であり、アドベンチャートラベルコン

テンツ、広域観光モデルコースや wi-fi、多言語看板など、国内

旅行とインバウンドの回復に向けた受入体制の整備が進んでい

ます。 
○ 令和２年６月に『「鮭の聖地」の物語～根室海峡一万年の道程

～』が日本遺産に認定され、令和３年３月には、厚岸霧多布昆

布森国定公園が指定されています。 
 

 

 

 

 

 

 

○観光・交流 

・地域資源を活かした滞在型観光への転

換に向けて取り組む必要があります。 

・道東エリアの魅力を活かした広域観光

周遊ルートの構築、シーニックバイウ

ェイの取組を継続する必要がありま

す。 

・地域の自然環境や気候特性を活かした

エコツーリズムなどに取り組む必要

があります。 

・厚岸霧多布昆布森国定公園の誕生を契

機に豊かな自然や文化などの魅力を

発信し、アドベンチャーツーリズムを

さらに推進するとともに、新たな人の

流れを創出する取組を進める必要が

あります。 

・外国人観光客の受入環境整備に取り組

む必要があります。 

・移住・定住や関係人口の創出・拡大に

取り組む必要があります。 

○文化 

・アイヌの歴史・文化等の情報発信や関

連施設の利用促進に取り組む必要が

あります。 
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【環境・エネルギー】 

北海道は、美しく雄大な自然環境を有す

るとともに、再生可能エネルギー源が豊富

に賦存しており、豊かな自然環境の保全、

再生及び活用を図るとともに、我が国にお

ける 2050 年カーボンニュートラル（ゼロカ

ーボン北海道）、脱炭素社会の実現に向け

て、取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  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

物と共生を図っていく必要があります。 

○  バイオマスや太陽光、地熱など、地域優位性のある再生可能

エネルギー導入への取組が進められている一方、広域、寒冷と

いった地域特性もあり、施設整備に多額のコストと長期間の工

期がかかることから、再生可能エネルギー導入を拡大する上で

重要な、基幹系統や地域間連系線など送電網の整備が進まず、

系統制約が顕在化しています。 

○ 我が国の優れた炭鉱技術を海外に移転する取組として、平成

14年度から海外産炭国への炭鉱技術研修事業を実施していま

す。 

○ 2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指す「ゼロカーボ

ンシティ宣言」を管内の自治体でも表明しています。 

 

 

・令和２年６月に日本遺産に認定された

『「鮭の聖地」の物語～根室海峡一万

年の道程～』について、これまでの鮭

に関わる文化財の紹介など地域の取

組と連携しながら、広く情報発信する

ことで観光客を呼び込む必要があり

ます。 

 

○環境 

・ＣＯ2の吸収など森林の持つ機能を持続

的に発揮するため、森林情報の的確な

把握や伐採後の植林等への支援など、

着実な再造林に取り組む必要があり

ます。 

・国立・国定公園や道立自然公園の適正

利用と自然環境保全に取り組む必要

があります。 

○地域資源の利活用 

・再生可能エネルギーの導入拡大のため

の電力基盤の増強と既存送電線の有

効活用など、制度改革を働きかける必

要があります。 

・炭鉱技術の海外移転事業を継続させる

とともに、対象国のニーズ等を踏まえ

た研修メニューの充実に取り組む必
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【社会基盤・暮らし】 

広域分散型社会を形成している地域であ

り、都市部と地域を結ぶ高規格道路や国際

バルク戦略港湾を始めとする基幹的ネット

ワークの整備を進め、基盤整備を含めた物

流の強化を図る必要があります。また、持

続可能な地域交通網の維持・確保をしてい

く必要があります。 

それに加え、切迫する日本海溝・千島海

溝沿いの巨大地震・津波、洪水、高潮等の

災害から国民の生命や財産を守り、冬期複

合災害への備えを進めるとともに、流域治

水への転換、国土強靱化のハード・ソフト

対策、インフラ老朽化対策としての予防保

全への本格転換等にも取り組む必要があり

ます。また、医療、子育て支援に向けた安

全・安心なまちづくりを構築する必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 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28年3月に開通した北海道横断自動車道阿寒IC 

以東の整備や、高規格道路の早急な整備が求められています。

鉄道については、生活だけではなく広域観光や北方四島におけ

る共同経済活動等の観点から、その役割を十分考慮し、検討し

ていく必要があります。 

また、国際バルク戦略港湾である釧路港は、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。 

○ 切迫する日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震・津波を始め、

洪水や高潮、暴風雪、火山噴火等に対する総合的な防災・減災

体制の強化に向けた取組、冬期の巨大地震・津波等、冬期複合

災害発生時の被害を最小限に抑える対策の推進が課題になって

います。北海道は、7 月 19 日に太平洋沿岸で「最大クラスの津

波」が発生した場合の津波浸水想定を作成し、公表しています。 
○ 医師を始めとする医療従事者の確保が喫緊の課題となってい

ます。また、重篤救急患者の救命率の向上を目的として、道東

ドクターヘリが平成21年10月から運航しています。 

要があります。 

・森林・木材利用に対する理解醸成に取

り組む必要があります。 

・エゾシカの適正管理と、エゾシカ肉の

一層の流通拡大に取り組む必要があ

ります。 

 

○交通ネットワーク 

・地域の生活と産業を支える道路網の整

備、空港・港湾などの機能強化や鉄

道・バスなど交通ネットワークの維

持・確保に取り組む必要があります。 

○防災 

・防災教育の推進など、地域防災力の向

上に取り組む必要があります。 

・個々の市町村による対応が困難な場合

を想定し、人員の派遣や物資の融通な

ど適切な避難所運営が可能となるよ

う取り組む必要があります。 

○医療 

・医療従事者の確保や救急医療などの医

療提供体制の維持に取り組む必要が

あります。 

・地方・地域センター病院の医療機能を

高めるとともに、医療機関の広域的な
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【北方領土】 

北方領土問題の解決は、領土という国の

主権に関わる戦後我が国に残された重要課

題であり、北方領土問題を巡る外交交渉を

後押しする啓発活動の展開や北方四島在住

ロシア人との交流など問題解決のための環

境整備に努める必要があります。 

また、北方領土隣接地域（根室管内１市

４町）が置かれている特殊な地域事情に鑑

み、安定した地域社会を形成する必要があ

ります。 

平成28年12月の日露首脳会談の結果、平

和条約交渉の枠の中で北方四島における共

同経済活動や元島民等の北方領土への墓参

の制度改善等が合意されたことから、日露

両国間の信頼関係を醸成し、早期の北方領

土問題解決に向けて、迅速に平和条約締結

の協議をする必要があります。 

 

 

 

○ 北方領土問題が未解決なまま、戦後７５年以上の年月が経過

しており、北方領土返還要求運動の中心的役割を担う元島民の

平均年齢は８６歳を超えています。 

○ 北方領土隣接地域は、北方領土問題が未解決であるため、そ

の望ましい地域社会の発展を著しく阻害されていることから、

「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」に基づき各種事業を実施していますが、地域の基幹産業で

ある漁業や酪農を巡っては、近年の国際的な情勢変化や人口減

少に伴う地域産業の担い手の減少などにより地域経済は一層厳

しい局面を迎えています。 

○ このような状況の中、日露首脳会談で合意された北方墓参の

改善や共同経済活動については、平和条約締結、北方領土の返

還に向けた重要な一歩となり得るものであり、合意内容が速や

かに実施されるよう、強力な外交交渉の展開が期待されます。 

○ 新型コロナウイルス感染症拡大により、四島交流等事業の実

施が見送られており、日露政府及び双方の実施団体が実施に向

けて協議を続けられています。 

 

連携体制の構築に取り組む必要があ

ります。 

 

○北方領土問題の解決に向けた世論啓

発・環境整備 

・北方領土問題が未解決な状態で75年以

上の年月が経過しており、国の外交交

渉を支える国民世論高揚のために、引

き続き返還要求運動の認知度の向上

に取り組む必要があります。 

・北方領土返還要求運動の中心である元

島民の平均年齢が86歳を超えている

ことから、より一層の裾野拡大、新た

な世代への継承に取り組む必要があ

ります。 

・北方領土隣接地域（根室管内１市４町）

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の発展を

著しく阻害されているため、地域振興

や住民生活の安定に取り組む必要が

あります。 
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