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国、道、市町村等が連携して「世界の北海道」、 

「輝きつづける北海道」を目指します 

～北海道内６連携地域で「地域づくり推進ビジョン」を作成～ 

 

 

 

 

 

「地域づくり推進ビジョン」（別紙参照）は、道央広域、道南、道北、オホーツク、十勝及び釧

路･根室の６つの連携地域において、地域の多様な主体と連携・協働の取組を推進するための今後

10年のビジョンです。 

今後、このビジョンを踏まえ、多様な主体の役割分担のもと、ハード・ソフトにわたる連携・協

働の取組を推進するとともに、各地域におかれている「地域づくり連携会議」において取組をフォ

ローアップします。  

 

※ 「地域づくり推進ビジョン」は、以下の北海道開発局ホームページに掲載しています。 

    http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/keikaku/tiiki-suishin.html 

 

 

 

 

北海道開発局と北海道は、市町村等とともに、新たな北海道総合開発計画及び北海道総合計画

に基づいた施策の展開に向け、６つの連携地域の「地域づくり推進ビジョン」を取りまとめまし

た。 

【問合せ先】  国土交通省 北海道開発局  電話（代表）011-709-2311 

         開発監理部 開発計画課 開発企画官  井田 泰蔵（内線 5462） 

開発監理部 開発計画課 上席開発計画専門官 佐藤  智（内線 5855） 

北海道開発局ホームページ http://www.hkd.mlit.go.jp/ 

輝きつづける北海道

北海道総合計画



地域づくり推進ビジョンの概要 
〇期間：2016年から10年間（北海道総合開発計画及び北海道総合計画の計画期間） 
〇地域づくり推進ビジョンにおける「地域のめざす姿」及び「地域プロジェクト」※と北海道総合開発計画の主要施策
との関係  ※主に北海道開発局が実施する施策・事業 

別 紙 

【北海道総合開発計画の主要施策】 

地域の 
めざす
姿 

道央 
広域 

【定住・交流環境の維持増進、強靱な国土づくりへの
貢献】 
・誰もが健康で安心して暮らせるまちづくりの推進 

【定住・交流環境の維持増進】 
・交流を支える基盤整備の促進 
【アイヌ文化の振興等】 
・地域固有の文化や歴史の継承・活用 

【農林水産業・食関連産業の振興】 
・地域の特色を活かした多種多様な農林水産業の展開 
【世界水準の観光地の形成】 
・多彩な地域資源を活用した観光の振興 

【地域の強みを活かした産業の育成】 
・本道経済をリードする産業の活性化 
【自然と共生する持続可能な地域社会の形成】 
・豊かな自然環境と調和した持続可能な社会の構築 

道南 

【定住・交流環境の維持増進】 
・北海道新幹線を活用した地域づくりの推進と総合的
な交通ネットワークの形成 

【多様な人材の確保・対流の促進、世界水準の観光地の形成】 
・地域に根ざした観光･文化の振興、スポーツによる交流人口の拡大 

【地域の強みを活かした産業の育成】 
・特色ある地域産業の持続的展開 
 

【強靱な国土づくりへの貢献】 
・快適で安心して暮らせる地域
社会の形成 

道北 

【定住・交流環境の維持増進、地域の強みを活か 
した産業の育成】          
・生活や産業を支える交通・情報ネットワークの形成 

【定住・交流環境の維持増進】 
・離島地域の振興 

【世界水準の観光地の形成】 
・多様な魅力あふれる観光の振興 
 

【地域の強みを活かした産業の育
成】 
・地域特性を活かした産業振興 

【自然と共生する持続可能な地域社会の形成、
強靱な国土づくりへの貢献】 
・豊かな自然環境と調和した、安全･安心な地
域づくり 

オホー
ツク 

【定住・交流環境の維持増進、地域の強みを活か 
した産業の育成】 
・暮らしや産業を支える交通ネットワークの形成 

【農林水産業・食関連産業の振興】  
・豊富な農水産物を活かした食関連産業
の振興 

【世界水準の観光地の形成】 
・特色ある豊かな資源を活かした
観光の展開 

【自然と共生する持続可能な地域社会の形成】 
・人と自然が共生できる環境重視型社会の形成 

【強靱な国土づくりへの貢献】 
・安心して暮らせる地域社会の
形成 

十勝 

【定住・交流環境の維持増進】 
・いきいき暮らせる地域社会の形成 
・先端技術や再生可能エネルギーなどの普及を活かした地域づくり 
・生命（いのち）と暮らしを守り我が国の食料供給と産業を支える 
 交通・情報ネットワークの形成 

【定住・交流環境の維持増進、世界水準の観光地の
形成】 
・地域資源をネットワーク化した観光振興と交流促進 
【農林水産業・食関連産業の振興】 
・たくましく力強い農林水産業の展開 

【地域の強みを活かした産業の育成】 
・創造性あふれる産業の推進 
【自然と共生する持続可能な地域社会の形成】 
・地域環境に配慮した持続的社会の形成 
 

【強靱な国土づくりへの貢献】 
・災害に強い地域づくり 

釧路･
根室 

【多様な人材の確保・対流の促進、世界水準の観光地の形成】 
・知床世界自然遺産や湿原をはじめとする自然、食・文化など恵まれた地域
資源を活かした交流人口の拡大 
【北方領土隣接地域の安定振興】 
・北方領土問題の解決に向けた世論啓発・環境整備 

【農林水産業・食関連産業の振興】 
・安全・安心で良質な農林水産物の安定的な供給体制の強化 
・豊富な農林水産資源などを活かした産業の振興と地域ブランドづくりの推進 
【地域の強みを活かした産業の育成】 
・暮らしや産業を支える交通・情報ネットワークの形成 

【自然と共生する持続可能な地域社会の形成】 
・豊かな自然環境の保全とバイオマス、石炭など地域資
源の利活用の推進 
【強靱な国土づくりへの貢献】 
・災害に強く安心して暮らせる心豊かなまちづくりの推進 

地域 
プロジェ
クト 

道央 
広域 

【定住・交流環境の維持増進】 
・「生産空間」の維持・発展と多様な人材の確保・対流を支える地域づくりプロ
ジェクト 
【定住・交流環境の維持増進、地域の強みを活かした産業の育成】 
・産業を支える人流･物流ネットワーク整備プロジェクト 

【定住・交流環境の維持増進、強靱な
国土づくりへの貢献】 
・強靱な国土づくりへの貢献と安全・
安心な社会基盤づくりプロジェクト 

【アイヌ文化の振興等】 
・アイヌ文化の振興等プロジェクト  
【農林水産業・食関連産業の振興】 
・食と農林水産業を支える地域づくりプ
ロジェクト 

【世界水準の観光地の形成】 
・世界水準の魅力ある観光地づくりプロジェクト 
【自然と共生する持続可能な地域社会の形成】 
・恵み豊かな自然と共生する持続可能な地域づくりプロ
ジェクト 

道南 
【多様な人材の確保・対流の促進、世界水準の観光地の形成】 
・人が輝く地域社会の形成プロジェクト 

【地域の強みを活かした産業の育成】 
・世界に目を向けた産業の振興プロジェクト 

【強靱な国土づくりへの貢献】 
・強靱で持続可能な国土の形成プロジェクト 

道北 

【定住・交流環境の維持増進、地域の強みを活かした産業の育成】 
・広域交通ネットワーク形成プロジェクト 
【世界水準の観光地の形成】 
・道北広域観光活性化プロジェクト 

【農林水産業・食関連産業の振興】 
・上川の農産物供給力向上プロジェクト 
・留萌･宗谷の農業・水産供給力向上プロジェクト 

【自然と共生する持続可能な地域社会の形成】 
・豊かな自然環境保全プロジェクト 
【強靱な国土づくりへの貢献】 
・安全・安心な地域づくり防災力向上プロジェクト 

オホー
ツク 

【定住・交流環境の維持増進、地域の強みを活かした産業の育成】 
・広域交通ネットワーク形成プロジェクト 
【世界水準の観光地の形成】 
・観光交流推進プロジェクト 

【農林水産業・食関連産業の振興】 
・食料供給力・競争力強化プロジェクト 
【自然と共生する持続可能な地域社会の形成】 
・オホーツク環境保全プロジェクト 

【強靱な国土づくりへの貢献】 
・安全・安心・快適な地域づくりプロジェクト 

十勝 

【定住・交流環境の維持増進、地域の強みを活かした産業の育成】 
・人流・物流ネットワーク強化プロジェクト 
【定住・交流環境の維持増進、自然と共生する持続可能な地域社会の形成】 
・先導的な「環境・エネルギー」プロジェクト 

【定住・交流環境の維持増進、世界水準の観光地の形成】 
・魅力ある観光地域プロジェクト 
【農林水産業・食関連産業の振興】 
・イノベーションを促進する「食料供給力」強化プロジェクト 

【強靱な国土づくりへの貢献】 
・強靱な社会基盤形成プロジェクト 
 

釧路･
根室 

【定住・交流環境の維持増進、地域の強みを活かした産業の育成】 
・広域交通ネットワーク形成プロジェクト 
【多様な人材の確保・対流の促進、北方領土隣接地域の安定振興】 
・地域環境整備プロジェクト 

【農林水産業・食関連産業の振興】 
・食産業高付加価値化プロジェクト 
【世界水準の観光地の形成】 
・世界水準の観光地形成プロジェクト 

【自然と共生する持続可能な地域社会の形成】 
・自然共生社会形成プロジェクト 
【強靱な国土づくりへの貢献】 
・災害に強い地域づくりプロジェクト 

地域づくり 
推進ビジョン 

北海道総合 
   開発計画 

輝きつづける北海道

北海道総合計画
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国家的・広域的な課題国家的・広域的な課題

【食・産業】

【観光・交流・文化】

【社会基盤・暮らし】

【環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ】

【北方領土】

豊かな自然を活かした産業の振興と多様な交流・連携に取り組み、人々が安心して暮らせる、活気にあふれた「釧路・根室連携地域」地
域
の
め
ざ
す
姿

釧路開発建設部
釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、

根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町

構成市町村

各
種
統
計
か
ら
見
る
地
域
の
現
状

釧路総合
振興局

根室
振興局

人口の推移 観光客入込数の推移

地
域
の
現
状
・
課
題

連携地域のこれまでの取組と課題

○安全・安心で良質な農林水産物の安定的な供給体制の強化 ○豊富な農林水産資源などを活かした産業の振興と地域ブランドづくりの推進 ○知床世界自然遺産や湿原をはじめと
する自然、食・文化など恵まれた地域資源を活かした交流人口の拡大 ○豊かな自然環境の保全とバイオマス、石炭など地域資源の利活用の推進 ○災害に強く安心して暮らせる心
豊かなまちづくりの 推進 ○北方領土問題の解決に向けた世論啓発・環境整備 ○暮らしや産業を支える交通・情報ネットワークの形成

主な施策の展開方向 （今後５年程度）

地域づくり連携会議で地域重点プロジェクトの進捗状況を確認（次ページ）

※上記グラフは検討したデータのうちの一部です。

漁業生産高（金額）の推移

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

豊富な農水産資源などを生かした産業の集積の促進

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

豊かな自然環境の保全とその利活用の推進

災害に強く安心で心豊かなまちづくりの推進

暮らしや産業を支える交通・情報ネットワークの形成

北方領土の早期返還に向けた情報発信・交流の推進

「食」の安全性向上やブランド化、グローバル化の促進

イノベーションによる農林水産業の振興と担い手の確保

広域観光周遊ルートや水のカムイ観光圏を含む各地の観光拠点

の連携・二次交通の充実とアイヌ文化の振興

自然環境の保全や再生可能エネルギーの有効活用

高規格幹線道路や国際バルク港湾等の基幹的ネットワークの整備

地震・津波・洪水・高潮等の自然災害対策

領土問題の啓発、産業振興策の推進、生活環境の整備、魅力ある

地域社会の形成
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地
域
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

項目 食・産業 観光・交流・文化 環境・エネルギー 社会基盤・暮らし 北方領土

地
域
の
め
ざ
す
姿

豊かな自然を活かした産業の振興と多様な交流・連携に取り組み、
人々が安心して暮らせる、活気にあふれた「釧路・根室連携地域」

■連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

○安全・安心で良質な農林
水産物の安定的な供給体制
の強化

○豊富な農林水産資源など
を活かした産業の振興と地
域ブランドづくりの推進

○知床世界自然遺産や湿原
をはじめとする自然、食・
文化など恵まれた地域資源
を活かした交流人口の拡大

○豊かな自然環境の保全と
バイオマス、石炭など地域
資源の利活用の推進

○災害に強く安心して暮ら
せる心豊かなまちづくりの
推進

○暮らしや産業を支える交
通・情報ネットワークの形
成

○北方領土問題の解決に
向けた世論啓発・環境
整備

地
域
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

○食産業高付加価値化プロジェ
クト

○広域交通ネットワーク形成プ
ロジェクト

●酪農や漁業など地域を支える
産業の振興プロジェクト

○世界水準の観光地形成プロ
ジェクト

○地域環境整備プロジェクト
○広域交通ネットワーク形成プ

ロジェクト（再掲）
●地域の強みを活かした交流人

口の拡大プロジェクト
●環境保全と地域資源の有効利

用推進プロジェクト

○自然共生社会形成プロジェク
ト

●環境保全と地域資源の有効利
用推進プロジェクト（再
掲）

○災害に強い地域づくりプロ
ジェクト

○食産業高付加価値化プロジェ
クト（再掲）

○広域交通ネットワーク形成プ
ロジェクト（再掲）

●酪農や漁業など地域を支える
産業の振興プロジェクト
（再掲）

●地域の強みを活かした交流人
口の拡大プロジェクト（再
掲）

●安全・安心で心豊かに暮らせ
る地域づくりプロジェクト

○地域環境整備プロジェク
ト（再掲）

●北方領土の早期返還と隣
接地域の振興プロジェク
ト

＜凡例＞

○：国主体のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

●：北海道主体のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

サービス、情報提供の高質化

交通・物流ネットワークの強化

災害に強い地域づくりプロジェクト

広域交通ネットワーク形成プロジェクト食産業高付加価値化プロジェクト

世界水準の観光地形成プロジェクト

自然共生社会形成プロジェクト
効率的な食産業構造の構築

産業を支える物流機能の充実

いのち・地域をつなぐ基盤整備

総合的な防災・減災対策の推進

（このうち、主に北海道開発局が実施する施策・事業）

北方領土隣接地域における地域整備の推進

地域環境整備プロジェクト

豊かな自然を享受できる地域づくり

アイヌ文化の振興支援

周遊観光を促進するための取組支援

農水産物・食品の安全性向上やブランド化

頻発する自然災害に備える防災対策の推進

利便性を確保するためのアクセス機能の向上

世界に目を向けた産業の振興
強靱で持続可能な国土の形成

人が輝く地域社会の形成


