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地域プロジェクト一覧 

市町村名 
プロジェクト名 

及び事業主体 
計 画 概 要 

釧路市  1.釧路フィシャーマンズワーフ構想 

〔釧路市、釧路河畔開発公社、民間〕
【目 的】 

道東の中核拠点都市である水産基地釧路市

の資源とウォーターフロントの特性を最大

限に活用し、観光、水産などの地域産業の振

興と雇用の拡大をはかり、広域拠点都市とし

て地域経済活性化の先導的役割を担う。 

【計画年度】 

昭和 63 年度から 

【計画内容】 

寒冷地型緑地(EGG)、旅客ターミナル

(MOO)(魚市場、レストラン、プール等)、水

族園計画(水際文化施設、観光国際交流施設

等)、計画面積 10.0ha 

 2.釧路大規模運動公園整備事業 

〔釧路市〕 

【目 的】 

運動公園の整備充実を通して、レクリエーシ

ョン、スポーツの普及による健康の推進、青

少年の健全育成及び防犯を図り、併せて都市

の緑化を推進し、快適環境の整備を図る。 

【計画年度】 

昭和 54 年度から平成 12 年度 

今後、見直しの可能性あり 

【計画内容】 

市民球場、サッカー場、陸上競技場、池広場、

子供の広場等、計画面積 104.4ha 

 釧路川流域の地域プロジェクトは以下に示すとおり 14 事業で、その内、河川事業に関連するもの

(※印)は 5事業となる。 

 流域内地域プロジェクト 
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地域プロジェクト一覧 

市町村名 
プロジェクト名 

及び事業主体 
計 画 概 要 

3.釧路マリノベーション構想 

〔北海道、釧路市、漁業共同組合〕 

【目 的】 

北洋漁業の縮減により、経済的に低迷状況に

ある当市にとって、北洋漁業依存体質から転

換し、沿岸、沖合域の開発を中心とした総合

的な地域活性化構想を推進し、新しい環境に

適合した水産業の実現と定住機能を充実し

地域経済全体の回復を目指す。 

【計画年度】 

昭和 63 年度から平成 17 年度 

【計画内容】 

ウニ増殖事業、サーモン養殖事業等 

釧路市  

4.民間区画整理事業プロジェクト 

〔土地区画整理組合〕 

【目 的】 

道路、公園、下水道と住宅の計画的な整備に

より、住環境の向上と健全な市街地の形成を

図る。 

【計画年度】 

平成 2 年度から平成 17 年度 

【計画内容】 

文苑地区(43.5ha)、昭和地区(83.5ha)、文苑

第 2地区(50.3ha)、計画面積 177.3ha 

※ 

 

 

 

 

 

5.リバーサイド整備構想 

〔釧路市〕 

【目 的】 

都市部を流れる釧路川について、釧路フィッ

シャーマンズワーフ地区とも結合連携し、水

辺に広場やプロムナード(散策路)を配した、

緑豊かな市民の憩いの場を創出する。 

【計画年度】 

平成 10 年度から平成 17 年度 

【計画内容】 

リバーサイドパーク、計画面積 26.0ha 
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地域プロジェクト一覧 

市町村名 
プロジェクト名 

及び事業主体 
計 画 概 要 

釧路市 ※ 6.釧路川緑地整備事業 

〔釧路市〕 

【目 的】 

釧路湿原に隣接し、釧路の中心部を流れている

釧路川の下流域の広大な高水敷を利用して、親

水性豊かな自然度の高い野外レクリエーショ

ン施設を整備する。 

【計画年度】 

昭和 54 年度から平成 12 年度 

今後、見直しの可能性あり 

【計画内容】 

芝生広場、カヌー広場、治水記念公園、パーク

ゴルフ場等、計画面積 30.6ha 

 7.食料備蓄供給基地構想 

〔未 定〕 

【目 的】 

冷涼な気候特性を生かして、食料の安全保障、

副次的な流通の調節的役割を担うことを目的

とし、食料を備蓄する機能として、国内の自然

的、人為的災害を含む緊急事態に備えること

と、通常の食料需要の急激な変動の緩和と国外

への緊急援助にも備える。 

【計画年度及び計画内容】 

未 定 

 8.幸町地区都市拠点整備計画 

(釧路シビックコア) 

〔国(北海道開発局)、釧路市、民間〕

【目 的】 

21 世紀を展望した活力ある豊かな都市社会の

実現を目指すため、道東の広域拠点都市として

ふさわしい賑わいのある複合的な機能を有す

る新たな地区環境の創出を推進する。 

【計画年度】 

平成 5年度から 

【計画内容】 

釧路地方合同庁舎、行政施設、民間業務施設等
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地域プロジェクト一覧 

市町村名 
プロジェクト名 

及び事業主体 
計 画 概 要 

釧路町 ※ 9.釧路湿原周辺整備計画 

〔国、道、釧路町〕 

 

 

【目 的】 

世界的に注目を集める釧路湿原において、貴重

な自然を保存しつつ、多くの人々に大自然との

ふれあいの場を提供し、感動を供与するため整

備を推進し、新時代の圏域観光ネットワーク

化、さらには長期滞在型、大自然体験型観光基

地の形成を図る。 

【計画年度】 

昭和 63 年度から平成 14 年度 

今後、見直しの可能性あり 

【計画内容】 

達古武地域リゾート整備事業(キャンプ場)、細

岡園地周辺整備(ビジターラウンジ)等、計画面

積 920.0ha 

標茶町 ※ 10.釧路川標茶緑地公園 

〔標茶町〕 

【目 的】 

町民のレクリエーション及び憩いの広場とし

て、健全で有効な都市公園施設の整備改善と利

用増進を図る。 

【計画年度】 

昭和 53 年度から平成 12 年度 

今後、見直しの可能性あり 

【計画内容】 

憩の広場、パークゴルフ場、修景広場、モトク

ロスコース等、計画面積 26.4ha 

弟子屈町※ 

 

 

 

11.弟子屈複合リゾート構想 

〔民間〕 
【目 的】 

屈斜路湖周辺の通年滞在型リゾート開発をし、

地域の観光産業の発展と雇用の創出と活性化

を図る。 

【計画年度】 

未 定 

【計画内容】 

弟子屈複合リゾート、計画面積 206.8ha 
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地域プロジェクト一覧 

市町村名 
プロジェクト名 

及び事業主体 
計 画 概 要 

弟子屈町 

 

 

 

12.弟子屈地区森林空間総合整備事

業(ヒューマングリーンプラン) 

〔民間〕 

【目 的】 

国有林を活用しウィンタースポーツ、冬期レク

リエーション施設の充実を図るため、グレード

の高い施設を整備し、観光振興等により町の活

性化を図るものである。 

【計画年度】 

未 定 

【計画内容】 

スキー場(2 箇所)、ボブスレー、リュージュコ

ース、ラグビー場、サッカー場等、計画面積

670.9ha 

 13.駅前周辺市街地整備計画 

〔道、弟子屈町、民間〕 

【目 的】 

町の活性化を図るため、老朽化の進んだ商店街

の木造住宅、店舗併用住宅等の再編整備を図

り、駅前広場の整備、緑化を取り入れた快適で

魅力ある街づくりを進める。 

【計画年度】 

平成 7年度から平成 20 年度 

【計画内容】 

駅前周辺市街地整備基本計画、駅前広場計画、

計画面積 2.5ha 

鶴居村 14.下幌呂地区宅地分譲地第 2 期造

成事業 

〔鶴居村〕 

【目 的】 

自然条件に恵まれ、釧路市への通勤圏である下

幌路地区を宅地造成することで、若年層をはじ

めとする人口流出に歯止めをかけるとともに、

定住促進対策を進め、地域の活性化を図る。 

【計画年度】 

平成 14 年度から平成 15 年度 

【計画内容】 

宅地 28 区画、照明、公園、調整地、周辺緑地、

計画面積 3.0ha 
 
出典：北海道の地域プロジェクト’97 

編集：(財)北海道地域総合振興機構 

実態：各市町村聞き取り 
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