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プロジェクト名 推進エリア 頁

１ とかち「農」ブランドパワーUPプロジェクト 十勝連携地域 １５

２ 「食の王国とかち」観光プロジェクト 十勝連携地域 １８

３ 美しくエコな とかちづくりプロジェクト 十勝連携地域 ２１

地域重点プロジェクト
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とかち「農」ブランドパワーＵＰプロジェクト

十勝の農業は、安全・安心で良質な食の安定供給をはじめ、国土や環境の保全、美しい景

観の形成などの多面的な機能の発揮を通して私たちの暮らしを支えるとともに、食品加工や

観光などの幅広い産業と結び付き、地域の基幹産業として極めて重要な役割を担っています。

しかし、近年、使用基準を大幅に超える農薬が混入した食品の輸入問題や食品表示の偽装

問題など、「食」の信頼を大きく揺るがす出来事が相次いで発生し、消費者の「食」

の安全に対する意識が一層高まりを見せていることから、消費者と生産者との信頼

関係を基本とした「食」の構築が求められています。

また、今後、ＷＴＯ（世界貿易機関）やＥＰＡ（経済連携協定）における国際的

な農業交渉の進展などにより、市場競争の激化や農産物価格の低迷が予想されてお

り、原料供給型の生産構造という課題克服に向けて、農産物や加工食品の付加価値を高めていくことが極めて重要となっ

ています。

こうしたことから、農業産出額が全道の４分の１を占めるなど北海道はもとより我が国における農業王国としての地

位を確立している十勝の優位性を生かし、「食」の安全・安心に対する消費者

のニーズにこたえた高品質な農産物の生産を基本としながら、農業者と加工

・流通業者等の連携による生産から加工、販売までの一貫した取組を促進す

ることにより、農産物の付加価値を向上させるとともに、産学官連携による

高機能性新素材・食品の開発を進め、個性豊かで自立した十勝農業・農村の

発展をめざすとともに、国際競争に打ち克つ、強いブランド力をもった食産

業を構築していきます。

※プロジェクトに取り組む上で、関わる方々の

共通の目標となるよう地域で設定したものです。

目 的

施策展開

十勝産農産物のブランド化の促進

付加価値の高い加工食品づくり

効果的な情報発信と販路拡大

とかち「農」ブランド

パワーＵＰプロジェクト

《 地域で考える”目標” 》

■クリーン農業に取り組む生産集団数（YES!clean）
［現状値 H19］ ［目標値 H24］
３１団体 ⇒ ４５団体

■ＧＡＰ（農業生産工程管理）導入産地の割合

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
２２％ ⇒ ８０％

■地域の認証・登録制度の認証・登録品目数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
１７４品目 ⇒ ２３０品目

≪推進エリア≫

十勝連携地域
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主な取組 実施主体

十勝産農産物のブラ ○安全・安心な食の提供に向けた取組の促進 道、市町村、民間

ンド化の促進 ・有機農業セミナーの開催等による有機農業の普及促進

・家畜排泄物の利活用や自給飼料の増産など、十勝らしい耕畜

連携の推進

・クリーン農業技術導入の認証制度である「ＹＥＳ！

ｃｌｅａｎ表示制度」の登録生産集団数の拡大

・食の安全・安心を推進するための情報共有体制の整備

・農業生産工程管理手法（ＧＡＰ）の導入促進

・生産履歴を明らかにするトレーサビリティシステムの普及促

進

・環境負荷低減のための先進的営農活動の推進

○十勝ブランドの確立に向けた取組の促進 道、市町村、民間

・生産流通の実態を把握し、ブランド化に向け、食品産業や観

光産業が連携し、「十勝ブランド」を強化

・商標制度や認証制度の活用による農産物のブランド化

・雪氷エネルギーの活用により農産物を保存

付加価値の高い加工 ○付加価値を生み出す仕組みの構築の促進 国、道、市町村、

食品づくり ・地域特産の農産物を活用した加工品づくりへの助成など農業 民間

者と加工・流通業者等との連携による取組

・農産物付加価値向上セミナーの開催

・北海道名誉フードアドバイザーの現地指導や専門家の派遣

・産学官連携による新素材・食品の開発、事業化に向けた取組

・農林水産業界と商工業界の連携による生産から加工・流通ま

での一貫した取組の促進

○食関連企業の立地促進 道、市町村

○商品のプレミアム感の構築 民間

・ナチュラルチーズやパンなどの十勝ブランド認証制度の活用

・地域独自の認証制度やロゴマークの活用などによる地域特産

物のブランド化
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主な取組 実施主体

効果的な情報発信と ○地域の農産物の情報発信 道、市町村、民間

販路拡大 ・アンテナショップや物産展を利用したＰＲの実施

・地産地消の「食」にこだわった飲食店・宿泊施設等を登録し、

情報発信

・北の屋台や農水産物直売所など生産者の顔が見える場の活

用、拡大

○十勝の農産物の消費拡大に向けた取組 道、市町村、民間

・長期輸送に適した長いもの乾物率向上に向けた調査・実証な

どによる販路拡大

・インターネット商店街での農産物の直売などによる販路拡大

・「地産地消」や「食育」、十勝に合った「スローフード運動」

などを総合的に推進する愛食運動の積極的な展開

■関連する主な基盤整備 〔＊：道州制北海道地域連携モデル事業を含む施策〕

○農産物の安定生産の基盤となる農地や農業用施設の整備 ＊

・畑・草地の整備促進

・農業用施設の整備促進

○農地及び農業用施設の機能回復や災害を防止するための施設整備

○高規格幹線道路の整備

・北海道横断自動車道の整備促進

・帯広・広尾自動車道の整備促進

○物流ネットワーク形成のための道路網の整備 ＊

・地域高規格道路の整備促進

・物流拠点へのアクセス道路の整備促進

○国内海上輸送拠点の整備

・十勝港の整備促進



- 18 -

「食の王国とかち」観光プロジェクト

十勝圏は、大雪山系や日高山脈、阿寒国立公園といった雄大な山岳景観をはじめ、広大な田園風景や神秘的な湖沼、

清流、さらには個性豊かな温泉など、美しく豊かな大自然に恵まれ、最も北海道らしい景観を有する地域です。

平成１９年度は、約９００万人の観光客の入り込みがあったものの、その多

くが「日帰り型」・「通過型」・「夏期集中

型」の観光スタイルとなっていることか

ら、広域分散型といわれる観光資源のネッ

トワーク化を進めることで、四季を通じ

て十勝でくつろいでいただける観光の仕

組み作りが求められています。

このため、平成２３年度に開通する北海道横断自動車道により道央圏と接続

することや、旅行形態が団体旅行から個人・グループ旅行にシフトしているこ

となどを踏まえ、農林水産業と観光産業との連携を図り、食材王国十勝の安全

・安心な「食」を核として、地域に点在する自然景観・北海道遺産・ファーム

インなどを利用したグリーンツーリズム・温泉・アウトドアフィールドといっ

た観光資源を組み合わせた広域型観光地づくりを進めるとともに、ホスピタリ

ティの向上を進めながら、十勝の魅力を積極的に売り込んでいきます。

※プロジェクトに取り組む上で、関わる方々の

共通の目標となるよう地域で設定したものです。

目 的

施策展開

食材王国十勝の「食」を生かした観光メニューづくり

十勝の風土や美しい景観・人とのふれあい観光の充実

観光客誘致キャンペーン

「食の王国とかち」

観光プロジェクト

《 地域で考える”目標” 》

■観光入込客数（延べ人数）

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
８９９万人 ⇒ １，０００万人

うち道外客 ２４９万人 ⇒ ２６０万人

うち道内客 ６５０万人 ⇒ ７４０万人

■北のめぐみ愛食レストラン認定数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
１１店 ⇒ ３０店

■グリーンツーリズム関連施設数

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
１７３施設 ⇒ ２１０施設

≪推進エリア≫

十勝連携地域
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主な取組 実施主体

食材王国十勝の「食」 ○「食の王国」の確立に向けた戦略構築と気運醸成 道、市町村、民間

を生かした観光メ ・飲食店、お菓子、チーズ、直売所など食関係業界の連携強化

ニューづくり と協議会を設置し、戦略の検討・構築

・観光関係者、飲食店代表などによるフォーラムの開催

・農業団体、商工団体等の連携によるイベントの開催

○十勝らしい「食」メニューの開発、磨きあげ 道、市町村、民間

・豆類、小麦、野菜、チーズ、シシャモ、秋鮭など豊富な食材

を活用した新たな地産地消メニューの開発

・豚丼、そば、焼肉、お菓子など十勝らしい既存メニューの磨

きあげ

・「食」の観光資源をつないだモデルル－ト等の開発

・札幌圏を対象とした「食観光」に関するアンケートによるニー

ズの把握と戦略への活用

○十勝らしい地産地消の飲食店や直売所の拡大と観光資源化 民間、市町村

・地産地消の「食」にこだわった飲食店・宿泊施設等の拡大

・北の屋台や農水産物直売所など生産者の顔が見える場の拡大

・お菓子工場、チーズ工房、農産物集出荷施設など生産現場や

食品産業施設等の観光資源化

十勝の風土や美しい ○十勝の魅力あふれる観光メニューの連携 国、道、市町村、

景観・人とのふれあ ・ばんえい競馬やモール温泉など北海道遺産との連携 民間

い観光の充実 ・十勝の農業や自然を生かした農業体験、牧場体験のできるグ

リーンツーリズムの推進

・南十勝夢街道、十勝平野山麓、トカプチ雄大空間といったシー

ニックバイウェイ候補ルートの相互連携

・然別湖などのアウトドアフィールドやしばれフェスティバル

など十勝の自然環境・気象条件を生かした特色あるイベント

の充実とツアー化

・スギ花粉疎開ツアーやガン検診を組み込んだツアーなど健康

を意識したツアーの充実

・パークゴルフやゲートボールなど十勝発祥のスポーツを生か

したイベントの充実とツアー化

○ホスピタリティの向上に向けた取組 道、市町村、民間

・ホスピタリティ研修会などの開催

・十勝の観光文化検定試験などを活用したガイドの育成
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主な取組 実施主体

観光客誘致キャン ○十勝に訪れ周遊させるための情報発信 道、市町村、民間

ペーン ・食関連業界の連携によるマップ等の作成

・お菓子や道の駅などのスタンプラリーの実施

・観光施設などの案内板や多彩な観光メニューを紹介する情報

提供機能の充実

○十勝の魅力あふれる食観光のプロモーション 道、市町村、民間

・観光商品化に向け、旅行代理店等への売り込み、招聘事業等

の実施

・特色ある体験型観光メニューを生かした修学旅行などの誘致

■関連する主な基盤整備 〔＊：道州制北海道地域連携モデル事業を含む施策〕

○高規格幹線道路の整備

・北海道横断自動車道の整備促進

・帯広・広尾自動車道の整備促進

○安心で快適な旅ができる交通ネットワークの整備 ＊

・地域高規格道路の整備促進

・観光拠点へのアクセス道路の整備促進

○農産物の安定生産の基盤となる農地や農業用施設の整備 ＊

・農業用施設の整備促進

・畑・草地の整備促進

○農地及び農業用施設の機能回復や災害を防止するための施設整備

○水産物供給基地としての漁港づくり

・漁港施設の整備促進

○水産資源の増大等に向けた施設づくり

・魚礁施設、増殖施設の整備促進
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美しくエコな とかちづくりプロジェクト

十勝圏は、多様な地形や四季の変化に富んだ豊かな大自然を有し、こうした

自然環境は、私たちの生活に安らぎと潤いを与え、十勝の発展の基礎ともなっ

ています。

しかし、大量生産・大量消費・大量廃棄型という社会経済活動の拡大や生活様式の

定着を背景に、身近な自然環境の悪化や生態系への影響、地球温暖化など、地域レベ

ルから地球規模にわたる様々な環境問題が顕在化しており、豊かな自然環境を将来に

わたり受け繋いでいくことが極めて重大な課

題としてクローズアップされています。

今日の環境問題は、私たちの日常生活や事

業活動に起因するものが多く、その解決に当たっては、私たち一人一人がこれ

までのライフスタイルや社会経済活動を見直していくことが求められています。

こうしたことから、我が国有数の農業地帯・酪農地帯であり、バイオマス資

源が豊富に存在し事業化の可能性や優位性が高いという十勝の地域特性を生か

し、バイオマス資源の利活用を促進するとともに、産学官連携の下、バイオマ

スに関連した新たな産業の創出を促進していきます。

また、温暖化など地球規模での環境問題の解決に向け、住民が容易に参加す

ることができる身近なエコ活動を促進することで、住民の主体的な環境保全活

動を地域に定着させるとともに、二酸化炭素吸吸源となる森林づくりを進めま

す。

※プロジェクトに取り組む上で、関わる方々の

共通の目標となるよう地域で設定したものです。

目 的

施策展開

豊富なバイオマス資源の利活用の促進

十勝流エコライフの定着・促進

森林づくりを通じた地球温暖化防止への貢献

美しくエコな

とかちづくり

プロジェクト

《 地域で考える”目標” 》

■レジ袋辞退率

［現状値 H20］ ［目標値 H24］
１８．５％ ⇒ ８０．０％

■廃食用油の回収量

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
５３千ℓ ⇒ ７０千ℓ

■森林造成による炭素貯蔵量

［現状値 H19］ ［目標値 H24］
９万t-C ⇒ １３万t-C

≪推進エリア≫

十勝連携地域
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主な取組 実施主体

豊富なバイオマス資 ○基幹産業である農業の強化とＣＯ２排出削減に向けた利活用の 国、道、市町村、

源の利活用の促進 促進 民間

・産学官連携によるバイオエタノール製造の事業化に向けた取

組の促進

・バイオエタノール混合燃料による実証走行試験の実施

・農産物収穫残渣など未活用資源の肥料化・燃料化など有効活

用の促進

・家畜ふん尿の有効活用に向けたバイオガスプラントの整備促

進

・バイオガス燃料の利活用の促進

・廃食用油を活用したＢＤＦや農業と連携したＢＤＦ普及の取

組促進

・ペレットストーブやペレットボイラーの普及促進

○「バイオマスリファイナリー産業」の創出に向けた取組の促進 国、道、市町村、

・十勝バイオマス利活用促進会議の活動促進 民間

・バイオマス利活用の融合促進

・バイオマス資源の循環・多段階利用の促進

十勝流エコライフの ○もっとエコなとかちづくりの促進 国、道、市町村、

定着・促進 ・セミナーなどによる十勝型エコドライブの普及促進 民間

・環境にやさしい自転車の利用によるエコサイクリングの普及

促進

・ノーレジ袋運動の促進とレジ袋辞退率の調査、公表などレジ

袋削減の取組

・一斉清掃、花植の実施

・資源リサイクルの推進

○地域主体の河川流域における環境保全の取組 国、道、市町村、

・地域が主体となった「森」と「川」を守る環境保全活動の推 民間

進

○未来を担う子どもたちへの環境教育 道、市町村、民間

・環境をテーマとした課外学習などを通して、学校や家庭での

エコライフの実践を促進
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主な取組 実施主体

森林づくりを通じた ○森林づくりに向けた取組 道、市町村、民間

地球温暖化防止への ・「地域のネットワーク組織」の活動促進

貢献 ・植樹祭や植林の実施

・地域の森林づくり活動の促進

・伐採跡地への植栽の促進

○森林づくりに向けた環境学習などの推進 道、市町村、民間

・とかちの木の「学びの場」を提供し、地域の木材を使用した製品

を体感してもらい、森林づくりの意義を啓発

・親子で森林づくりの大切さを学ぶ場の提供

・「植える→育てる→使う」という森林資源の循環をテーマと

した森林体感プログラムの実施

■関連する主な基盤整備 〔＊：道州制北海道地域連携モデル事業を含む施策〕

○健全な森林の整備と保全の推進 ＊

・森林の整備・保全の推進

・林道の整備

○治山施設の整備

・治山ダム設置や森林の造成などによる保安林の整備

○自然豊かな水辺環境の整備・保全 ＊

・自然に配慮した河川の整備促進


