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地地域域のの現現状状・・課課題題  

オホーツク連携地域「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 
 

 

 

 

 

 

 

 

【産業】 

地域を支える生産空間には、第１次産業

を基幹産業とする集落が分布しています。

特に農業を基幹産業とする集落では、広大

な農地の中に住居が点在する散居集落が中

心となっており、人口減少や高齢化などの

課題が存在しています。 

オホーツク地域の強みを活かした生産空

間の維持・発展を図るための戦略的産業の

振興や、産業集積の活用等を通じて地域全

体の雇用創出力の強化が必要です。 

 人口減少・高齢化に対応したイノベーシ

○ オホーツク連携地域は３市１４町１村からなり、面積は1万 691 

㎢（全道の 12.8％）です。人口（R2 年国勢調査（速報値））は

27 万 4 千人（全道の 5.2％）で、経年でみると減少傾向にあり、

平成 27 年から令和 2 年まで 6.8％減少（全道 2.8％減）していま

す。 

  高齢者比率（H27年国勢調査）は31.6％（全道29％）で、道内

では高齢者比率の高い地域となっており、集落機能の維持・確保

や安心な暮らしづくりに向けた取組が必要となっています。 

 

○ 産業は、小麦、てん菜、馬鈴しょを基幹作物とする畑作や畜

産を主体とする農業、ホタテ、サケなどの漁業、カラマツを主体

とした林業・木材産業、地域資源を活用した食料品などの製造業、

知床世界自然遺産や流氷を生かした観光産業等が展開されてい

ます。 

 

○ 農家戸数(H27 農林業センサス）は 4 千 641 戸（全道の 10.4％）

で、平成 22 年と比べると、12％減（全道 13.3％減）となってい

ます。 

  耕地面積（R2 耕地面積調査）は、16 万 6 千 ha（全道の 14.5％）

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 農林水産業の強化及び豊富な農水

産物を活かした食関連産業の振興 

（取組） 

・農業生産基盤の整備を推進するととも

に、ＩＣＴの活用等スマート農業の推

進や地域に適した輪作体系の確立、農

業の担い手となる人材の育成・確保な

どに取り組んでいます。 

・首都圏等における一般消費者向けのオ

ホーツク産木製品に対するニーズの

把握や、道や管内市町村等が開催する
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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 
ョンによる農林水産業の振興を始め、生産

性の向上、高付加価値化・競争力強化を図

ることが必要です。 

 農林水産業・食関連産業、観光関連産業

など人口減少下にあっても、アジアを始め

世界の需要を取り込み、これら産業を戦略

的産業として育成することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  主要農作物４種※（水稲、小麦、大豆、てん菜）合計での作付

面積と収穫量（R 元作物統計調査）は 5 万 5 千 ha（全道の 17.1％）

と 189 万ｔ（全道の 35.4％）となっています。 

  地域の恵まれた土地資源を背景に、全道一の大規模なたまね

ぎ生産を始め、麦・てん菜・馬鈴しょなどの畑作と酪農を主体

とする生産性の高い農業を展開し、食糧供給基地として重要な

役割を担っています。 
 近年は、付加価値向上のため農業者自らが行う加工品の製

造・販売や、野菜・花など収益性の高い作物の導入、さらにフ

ァームイン・直売所・農業体験などによる都市住民との交流と

いった取り組みが行われています。 

  ※北海道統計書における主要農作物４種「水稲」「小麦」「大豆」「てん菜」。 

 

○ 森林面積（R 元北海道林業統計）は 77 万 ha（全道の 13.9％）

で地域総面積の約７割を占め、道内の主要な木材生産地となっ

ており、木材加工業は、製材工場をはじめ集成材工場、道内有

数の合単板工場などが立地し、道内屈指の木材加工・供給基地

となっております。 

  道内外からの木材需要の拡大を背景に、特にカラマツ人工林

は、一般民有林人工林面積（R元末オホーツク総合振興局林務課

調べ）の44％を占め、戦後植林された人工林が成熟期を迎える

一方、伐採やその後の再造林が増加し、森林資源の循環利用が進

んでいます。 
木材加工流通施設の整備を推進するとともに、オホーツク産木

材・木製品等の利用促進に取り組んでいます。 

イベント等における木製品の活用の

働きかけなど、オホーツク産木材・木

製品の利用促進を進めています。 

・ドローン画像の活用による植林のため

の補助申請事務の軽減や丸太検知シ

ステムを活用した木材流通システム

の検証などＩＣＴ等を活用した林業

イノベーションを推進しています。 

・衛生管理に配慮した漁港の整備を推進

するとともに、ホタテガイやサケのＥ

Ｕ向け輸出促進、釣りキンキやシラウ

オなどのブランド化に取り組んでい

ます。 

・産学官金の連携により、農林水産物を

活用した付加価値の高い商品の開発

に取り組んでいます。 

（課題） 

・ＩＣＴを活用した高収益で安定的な農

林水産業の生産体制整備の強化を図

る必要があります。 

・農林水産物の高付加価値化や新製品の

開発をさらに進めるとともに、国内外

への販路の拡大に取り組む必要があ

ります。 

・農林水産業の担い手の確保や人材の育
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【食料】 

「食」の高付加価値化・競争力強化を図

るためには、農林水産物・食品の安全性向

上やブランド化、産業間での連携や起業に

よる新たな価値の創造など、生産・加工・

流通の各段階での地域の主体的な取組を促

進することが必要です。 

有機農業を始め、環境保全型農業を推進

するとともに、認証制度の活用、水産物の

消費拡大に向けた加工技術や高鮮度輸送技

術の導入など生産物の付加価値向上や、農

水産業・食関連産業の成長産業化と持続的

発展を図るために、北海道のブランド力を

活かし、拡大するインバウンド観光との相

○ 漁業就業者数（H30 漁業センサス）は、3 千 1 百人（全道の

12.9％）で、平成 25 年と比べると、10％減（全道 17.8％減）と

なっています。 

  漁業生産高（R元北海道水産現勢）は、511億円（全道の 21.4 ％）

で、平成 26 年と比べると、18.0％減（全道 20.9％減）となって

います。 

 漁業生産高（金額）の魚種構成を見ると、サケ（23.3％）、ホ

タテ（56.5％）で生産高の約８割を占めています。 

 衛生管理や安定供給のための漁港整備を推進するとともに、ホ

タテやサケのＥＵ向け輸出促進などに取り組んでいます。 

 

○ 従業者数の構成比（R2 工業統計調査）でみると、食料品製造

等（食品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の計）が工業全体

の 66.1％を占めています。 

  製造品出荷額等（R2工業統計調査）は 3,656億円（全道の 6.0％）

で、平成 26 年と比べると 7.5％増（全道 9.4％減）となっていま

す。 

  製造業従業者一人あたりの付加価値額（R2 工業統計調査）は

815 万円であり、全道平均（1,025 万円）と比べると低い状況に

あります。 

    豊富な農水産資源を活用した食品工業が主要産業となってい

ますが、付加価値率は全道平均を下回っている状況にあり、地

域の素材を活用した付加価値の高い製品の開発に取り組んでい

ます。 

 

成を推進する必要があります。 

・地域の農水産物を活かした起業・創業

の促進や雇用の創出を図る必要があ

ります。 

・水産物の安定的な生産に向け、栽培漁

業を推進していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

○ オホーツクの統一イメージの形

成・発信による地域ブランドの確立 

（取組） 

・「オホーツクール」のＰＲや「流氷ト

ラスト運動」の推進、統一ロゴやご当

地キャラの活用などを通じ、オホーツ

クの地域イメージの普及や優れた環

境に対する意識の醸成を図っていま

す。 

・「オホーツク食の地域ブランド形成ネ

ットワーク」を設置するなど、関係機

関との連携に取り組んでいます。 

（課題） 
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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 
乗効果を図り、食文化の魅力発信を進め、

高品質な農水産品・食品の輸出を一層促進

し、世界市場への戦略的な展開を図る必要

があります。 
今回のコロナ感染症の影響では、外国人

労働力に依存する生産体制のリスクが顕在

化するなど、労働力不足は解消されておら

ず、農村と休業者等のマッチングなど労働

力の確保や、スマート化による省力化の促

進は急務です。経営形態の革新等、我が国

の食料安全保障を支える農林水産業のイノ

ベーションを加速化し、食料供給力の向上

を図るとともに、消費者・実需者ニーズに

応じた生産を推進し、引き続き農林水産業

の持続的発展を目指すことが必要です。 

 

【観光】 

 オホーツク地域は、世界自然遺産である

知床に代表される自然景観や流氷など、世

界に誇れる観光資源を有しています。 

 観光産業は、地域社会全体の利益につな

がる重要な分野であり、世界に評価される

「世界水準」の観光地として認知され、人々

を引きつける地域となるよう様々な取組を

戦略的産業として、これまで以上に推進し

○小売業商品販売額（H28 経済センサス（活動調査））は、3,657

億円（全道の 5.8％）で、平成 24 年と比べ 20.6％増（全道 27.7％

増）となっています。郊外型大型店の進出などにより、各都市

の中心市街地では、空洞化の進行が課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 観光入込客数（R 元北海道観光入込客数調査）は、875 万人（全

道の 6.1％）で、平成 30 年度と比べると 1.1％減（全道 1.4％減）

となっています。 

  観光消費額（H29 北海道観光産業経済効果調査）は、道外客

が 174 億円（全道の 4.1％）で、道内客が 300 億円（全道の 4.7％）

となっています。 

  外国人宿泊客数（R 元北海道観光入込客数調査）は、年間延べ

12 万人（全道の 1.6％）で、平成 30 年度と比べると 6.2％減（全

・地域内の統一イメージの形成、浸透を

さらに図るとともに、様々なプロモー

ション活動等と連携してオホーツク

地域の魅力を広くＰＲし、認知度を高

めていく必要があります。 

・「食」の地域ブランドを確立するため、

推進体制の一層の強化を図る必要が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 知床など特色ある自然を生かした

環境と調和する観光の展開 

（取組） 

・道央圏や首都圏・中部圏・関西圏での

観光ＰＲのほか、道東４振興局が連携

して「ひがし北海道周遊観光パンフレ

ット」を作成するなど、観光客の誘致

に取り組んでいます。 
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ていくことが重要です。 

今後は国内外の感染症の状況を見極めな

がら、国内旅行とインバウンドの両輪によ

る需要の早期回復を図らなければなりませ

ん。特に、来訪する外国人旅行者の満足度

を一層高め、拡大を図るためには、外国人

旅行者がストレスなく移動・滞在しやすい

環境の整備に向けた、高速交通体系の整備

を推進するとともに、交通アクセスの改善

を図るため、快適・円滑な移動のための公

共交通機関やレンタカーの利便性向上など

を推進する必要があります。 

また、外国人旅行者の地方部への誘客や

客室稼働率の季節較差の平準化のため、地

方部の資源・特性を活かした多様な観光メ

ニューをより一層充実させるとともに、観

光地域づくりを担う人材育成を行う必要が

あります。 

また、民間による創意工夫を活かした北

海道７空港一括運営を契機に、空港運営会

社、行政、商工団体、交通・観光等の関係

者が連携し、新しいモビリティの導入を含

めた２次・３次交通の強化等地方部への分

散・周遊を支える受入環境の整備を推進す

る必要があります。 

道 10.8％減）となっています。 

    世界自然遺産の知床や流氷など特色ある豊かな観光資源を活

かした、国内外からの観光客誘致に取り組んでいます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・外国人観光客向けの広域マップの作

成・配布や「オホキャラ隊」を活用し

たＰＲに取り組んでいます。 

・外国人観光客への知床における野生鳥

獣に対するマナーについて、多言語化

した看板の設置やステッカーを作成

し、関係機関と連携を図りながら普及

啓発に取組んでいます。 

（課題） 

・知床世界自然遺産・流氷をはじめと 

した優れた自然や花・食・温泉など世

界に誇る多様な観光資源を有してお

り、オホーツクＡＩ活動と連動してそ

の魅力を道内外へ効果的に発信する

とともに、ウィズコロナ・ポストコロ

ナ時代見据え、新たな旅行スタイルの

定着を推進する必要があります。 

・知床や流氷等の特色ある自然素材を活

かしつつ、食の魅力をはじめとした各

地域の観光素材を磨き上げ、新たな体

験型・滞在型観光商品の開発に取り組

む必要があります。 

・外国人観光客の受け入れ体制の整備に

取り組む必要があります。 

○ 景観、気候などの特性を生かしたオ
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【暮らし】 

 人口減少、少子高齢化が進行する中、地

方部では、高齢者の生活支援や子育て支援

などの課題が顕在化しています。 

人々が「暮らしたい」・「訪れたい」と

感じられる魅力の向上や、生産空間での定

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 人口 10 万人当たりの医師数（H29 北海道保健統計年報）は

154.0 人で、全道平均 248.7 人を下回っており、地域の医師不足

が深刻化しています。 

  地域災害拠点病院（道内 33 施設）として、北見赤十字病院、

JA 北海道厚生連網走厚生病院、広域紋別病院、JA 北海道厚生連

ホーツクらしい文化・スポーツの創造 

（取組） 

・サイクリングやマラソンなどのスポー

ツ大会の振興を図るとともに、オホー

ツクへのスポーツ合宿誘致を促進す

るため地域連携協議会を設立し、ホー

ムページの開設やＰＲリーフレット

の作成など、各種取組を推進していま

す。 

（課題） 

・合宿の誘致に向けた情報発信を強化す

る必要があります。 

・関係機関が連携し、合宿の時期や規模

に応じた文化・スポーツ施設等の有効

活用を図るなど、年間を通じた多様な

種目の合宿誘致を進める必要があり

ます。 

・モヨロ貝塚などオホーツク特有の文化

の普及を図る必要があります。 

 

○ 安心して暮らせる地域社会の形成 

（取組） 

・地域の医療提供体制の充実を図るとと

もに、地域と協働した婚活事業のサポ

ート、子育て支援などの少子化対策、
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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 
住や交流を促進するため、景観形成等に関

する地域との協働による取組や地域主体の

取組の支援を続けていくとともに、地域の

魅力向上につながる街並みの整備を続ける

ことが必要です。また、地域の活動人口の

増加、多様な人材の対流、地域づくり人材

の発掘・育成、加えて、優れた取組等を発

掘し、オホーツク地域の魅力を発信してい

く必要があります。 

 首都圏において地方移住への関心が高ま

っているこの機を捉え、この地域で働くこ

との魅力や優位性を発信するなど、企業立

地・振興の取組、雇用の維持・事業の継続

の支援を進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遠軽厚生病院が指定されています。 

  地域の医療機関における医療提供体制の充実を図り、誰もが

安心して暮らせる地域社会の形成に努めています。 

 

○ 学校数（R3 北海道教育局調べ）は、小学校（77 校）、中学校

（46 校）、義務教育学校（3 校）、高等学校（23 校）の合計で

149 校で、平成 27 年に比べ 19 校（11.3％）減少しています。 

  地域の高等教育機関には、北見工業大学、東京農業大学（オ

ホーツクキャンパス）、日本赤十字北海道看護大学があります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者・障がいのある方・生活困窮者

など社会的弱者に対する支援など、誰

もが安心して暮らせる地域社会の形

成に努めています。 

・ふるさと移住定住推進センターにおけ

る移住セミナーの実施や管外イベン

トへの参加など、管内市町村の移住関

連情報の発信に取り組んでいます。 

（課題） 

・医療従事者の確保対策など、地域医療

提供体制の充実や、出産・子育て支援

など、周産期医療や保健福祉の充実を

図る必要があります。 

・婚活事業のサポートや出産の希望がか

なう環境づくり、高齢者が安心して暮

らせる地域包括ケアシステムの充実、

障がいのある方への差別解消や生活

困窮者の自立に向けた取組を推進す

るため、関係機関との連携を図る必要

があります。 

・移住・定住のためのサポート体制の充

実やオホーツク地域のＰＲ活動の強

化が必要です。 

・地域の特色を活かしたワーケーション

などによる関係人口の創出・拡大や移
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【ネットワーク】 

 利便性・効率性・持続可能性の高い人流・

物流ネットワークの整備は、農林水産業・

食関連産業、観光関連産業、製造業等の移

輸出型産業を始め、産業振興の基盤となる

ものです。 

高規格道路を始めとする基幹的なネット

ワークは、農水産品・食料品輸送や観光等

に求められる広域的な人流・物流を支える

交通体系を強化する観点から、生産地や観

光地、空港・港湾等の交通拠点を結ぶ道路

ネットワークの整備、ミッシングリンクの

解消等を推進し、かつ既存の移動手段の維

持及び利便性の向上を図るなど、円滑な交

通体系を構築することが重要です。 

なお、地方部における安定的な人流・物

流の確保は、産業振興のみならず、人々の

暮らしを支えるために不可欠であり、交通

関連事業における担い手確保も含めた基盤

強化を促進する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

○ 北海道横断自動車道網走線は、本別ＪＣＴから足寄ＩＣの区

間が有料高速道路として供用済みです。また、陸別小利別から

北見東ＩＣの区間と、美幌高野ＩＣ（仮）から女満別空港ＩＣ

の区間が供用済みです。北見東ＩＣから美幌高野ＩＣ（仮）の

区間は、端野高野道路として事業実施中です。 

女満別空港～網走間については、概略ルート・構造の検討（計

画段階評価を進めるための調査）を実施しています。 

旭川・紋別自動車道は比布ＪＣＴから遠軽ＩＣの区間が供用

済みです。また、遠軽ＩＣから上湧別ＩＣ（仮）の区間を遠軽

上湧別道路として事業実施中です。 

  高規格道路網等の整備推進や鉄道・バスなどの交通ネットワ

ークの維持に向けた取組を進めています。 

 

○ 女満別空港は、年間 86 万人（R 元年 空港管理状況調書）の利

用客があり、道内 2 路線（千歳、丘珠）、道外 5 路線（羽田、

成田、関西、伊丹、中部）が就航しており（※R3 現在、季節運

航を含む）、オホーツク紋別空港は、年間 7 万 7 千人（R 元年 空

港管理状況調書）の利用客があり、道外 1 路線（羽田）が就航

しています。両空港の利用客総数は、平成 11 年の 118 万人をピ

ークに、年々減少し平成 23 年度にはおおよそ 72 万人まで減少

していましたが、空港の利用促進に向けた取組を進めており、

住・定住の促進に向けた取組の推進の

ため移住・定住に関する関係機関との

更なる連携強化が必要です。 

 

○暮らしや産業を支える交通・情報ネッ

トワークの形成 

（取組） 

・管内の乗合バスが期間限定で乗り放題

となる「ちびっこフリーパス」など、

シームレスな交通サービスの充実に

向けた公共交通利用促進の取組を関

係者が連携して進めています。 

・鉄道沿線の地域資源の活用や観光列車

のＰＲ及び関連イベントの実施など、

ＪＲの利用促進に向けた取組を関係

事業者が連携して進めています。 

・道内７空港の運営事業者や関係団体と

連携したＬＣＣ誘致、国内外新規路線

誘致の取組強化など、空港の利用促進

に向けた取組を推進しています。 

・北海道横断自動車道や旭川紋別自動道

の整備を進めています。 

（課題） 

・鉄道･バス･航空事業者等や地域の関係

者と連携し、公共交通の更なる利便性
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【環境】 
 オホーツク地域は、世界自然遺産の知床、

ラムサール条約湿地の濤沸湖を始め、国立

公園や国定公園、道立自然公園など、かけ

がえのない豊かな自然環境を有していま

す。 
地域の豊かな自然環境を国民共通の財産

として、自然共生社会、循環型社会、低炭

素社会の構築に向けた取組を総合的に進め

豊かな自然環境の保全、再生及び活用を図

るとともに、生物多様性を確保することに

より、恵まれた自然と共生する地域社会を

形成し、次世代に引き継ぐことが重要です。 

また、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、我が国として具体的な検討が進め

平成 24 年度から増加傾向となっています。 

 

 ○ 港湾取扱貨物量（R 元北海道港湾統計年報）は、網走港が全

道港湾の取扱貨物量の 0.2％、紋別港が 0.2％を占めています。

網走港と紋別港は、農水産物の食料供給力強化を図るなど、物

流拠点としての港湾整備に取り組み、海上輸送の安全性・安定

性の向上を図っています。 

 
 
 
○ 地域には阿寒摩周国立公園、大雪山国立公園、知床国立公園、

網走国定公園、天塩岳道立自然公園、斜里岳道立自然公園があ

り天然林を主とする森林や美しい湖沼などすぐれた自然景観を

持ち、多種多様な野生生物が生息する豊かな自然環境に恵まれ

ています。 

  １人１日あたりのごみ排出量とリサイクル率（H30 一般廃棄

物処理実態調査）は、976g/人日（全道平均 969g/人日）と、21.7％

（全道平均 23.9％）となっています。すぐれた自然環境の保全

や適正な利用を図るため、ごみ排出量削減とリサイクルの推進

に取り組んでいます。 

 

○ 地域内の主要発電所としては、瀬戸瀬発電所（水力発電所、

出力 2 万 5 千 kW）など水力や太陽光発電所などがあります。 

  大規模太陽光発電所が稼働しているほか、紋別市には平成 28

年に木質バイオマス火力発電所（国内最大級 5 万 kW）が運転を

向上に向けて取り組む必要がありま

す。 

・持続可能な公共交通の確立に向け、地

域の関係者が連携した一層の機運醸

成に取り組む必要があります。 

・ＬＣＣや国際線などの新規路線誘致を

含めた空港の機能強化について関係

者と連携して推進する必要がありま

す。 

 

○ 地域の特性を踏まえた環境重視型

社会の形成 

（取組） 

・網走川や藻琴川など河川環境の保全に

取り組んでいます。 

・有機農業ネットワークを中心としたク

リーン農業を推進するとともに、鳥獣

被害防止対策などに取り組んでいま

す。 

・木質バイオマスや畜産系バイオマスな

どの再生可能エネルギーの導入を推

進しています。 

（課題） 

・河川環境の保全に向けた取組を継続的

に進める必要があります。 
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られており、オホーツク地域の豊かな自然

や地域資源を活かし、再生可能エネルギー

の導入等の温室効果ガス排出削減対策や森

林整備等の吸収源対策に取り組む必要があ

ります。 

 

 

【防災・減災】 

 近年、降雨の局地化、集中化、激甚化や

暴風雪が発生しており、今後、地球温暖化

に伴う気候変動により、風水害、土砂災害

等が頻発することが懸念されています。 

 こうした様々な災害に対し、ハード対

策・ソフト対策の適切な組合せによる防

災・減災対策を進め、強靱な国土の形成を

図ることが重要です。 

安全・安心の確保は、経済社会活動の基

盤であり、大規模災害等に対する懸念が顕

在化する中、自然災害等による被害を最小

化するとともに、広大な土地や冷涼な気候、

高い食料供給力といった地域の優位性を活

かし、我が国全体の国土強靱化に貢献する

ことが求められています。 

今後は老朽化が進むインフラの機能維持

を図るため、事後保全から予防保全へ本格

開始し、令和元年には網走市でも 2 千 kW 級の発電所が始動し

ました。また、北部の酪農地域では、家畜排せつ物を原料とし

たバイオガス発電等が進められるなど、再生可能エネルギーの

導入を推進しています。 

 

 

 

 

○ この地域では、近年自然災害が頻発しています。平成 25 年３

月の豪雪災害や直近では平成28年８月から連続した台風や大雨

による浸水被害が発生し、道路や河川にとどまらず収穫間近の

農作物に甚大な被害をもたらしました。さらには平成 30 年北海

道胆振東部地震による全道的なブラックアウトもありました。 
地域の暮らしや産業、物流、医療等を支えるために関係する

機関が連携し、安全・安心な地域づくりに取り組んでいます。 
 

・クリーン農業などの環境保全型農業や

鳥獣被害防止対策などに引き続き取

り組む必要があります。 

・地域の資源状況に応じた新エネルギー

の導入を図っていく必要があります。 

・ゴミの排出削減やリサイクルの推進に

引き続き取り組む必要があります。 

 

○ 地域防災体制や防災施設の整備 

（取組） 

・関係機関と連携した実動・図上訓練や

地域住民との協働による防災訓練を

実施しています。 

・自主防災組織の結成や防災活動におけ

るリーダーの育成を図るとともに、市

町村における各種ハザードマップの

整備などに対する技術的な支援を行

っています。 

・砂防ダムなどの国土保全施設の整備や

土砂災害警戒区域の指定などにより、

防災体制の充実を図っています。 

（課題） 

・関係機関との情報共有を図り、新型コ

ロナウイルス感染症を含む感染症対

策を加えた防災体制の充実・強化を図
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転換するとともに、新技術の活用による点

検の高度化・効率化や施設の集約・再編等

のインフラストックの適正化等により、戦

略的なインフラ老朽化対策を推進する必要

があります。 
また、気候変動を踏まえた水災害対策と

して、北海道の流域や被害の特性を考慮し

つつ、河川、下水道の管理者等が主体とな

って行う対策に加え、国・北海道・市町村・

企業・住民等あらゆる関係者が流域全体で、

既存ダムの洪水調節機能強化や土地利用と

一体となった遊水機能の向上や土地利用・

住まい方の工夫等に取り組む「流域治水」

へ転換し、事前防災対策を推進する必要が

あります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る必要があります。 

・災害の少ないオホーツクにおける地域

住民の防災意識を高めるため、引き続

き、防災訓練等の活動に取り組む必要

があります。 

 


