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遠別地域マリンビジョン計画書 

北海道開発局長 殿 

                           遠別町長 笹 川 洸 志 

１．地域の概要 
 

地 域 名   遠別地域 漁 港 名 第４種遠別漁港 

  

地域の概況  

(1) 立地概要 

1) 遠別町は北海道北部の日本海に面し、留萌市の北 95km 程に位置する。北側は天塩町、東

側は中川町・幌加内町、南側は羽幌町・初山別村に接する。 

2) 町域は東部の天塩山地と日本海の間に南北に長く、面積は 590.86 ㎢である。南東の天塩

山地の主峰ピッシリ岳(1,031ｍ)を源流とする遠別川が町域中央部を北西に流れ、その河口

部に遠別市街地、遠別漁港が立地する。 

3) 遠別川の下流域は肥沃な土地が広がり、北限の稲作をはじめとする農業地帯となっている。 

4) 日本海の北西方向 60km 程には利尻島、南西方向 45km 程には天売島・焼尻島を望むことが

でき、西方沖の日本海有数の好漁場である武蔵堆の最短距離に位置する。 

5) 広域的な交通は沿岸各地を結ぶ国道 232 号(日本海オロロンライン)に依存している。公共

交通機関は路線バスのみであり、留萌、札幌方面に 16 便、天塩、豊富方面に 16 便運行され

ている。所要時間は留萌市まで 2 時間 20 分、札幌市まで 4 時間 30 分、豊富町まで 1 時間 30

分である。 

6) 気候は対馬暖流の影響を受け、内陸地域よりは温和であるが夏の一時期を除いて風が強

く、特に季節風の吹く冬季風浪時には出漁機会が限られ、過酷な労働環境になる。 

 

(2) 社会経済特性 

1) 遠別町の人口は昭和 30 年の 8,804 人(国調)をピークに減少傾向が継続しており、平成 25

年 3 月末現在 3,008 人(住民基本台帳)である。現在も 5 年毎に 5～10％ずつ減少が続くなか、

65 歳以上人口は増加傾向で推移しており、比率は 34.8％まで上昇している。男女比は男

48.9％、女 51.1％と、若干女性の数が上回っている。 

2) 平成７年から 17 年にかけての年齢 5 歳階層別の変化をみると、出生年齢が男で－34％、女

で－12％と減少しており、人口が回復しない要因となっている。また、男女とも、20 歳代に

なる際に急激な流出傾向がみられる。特に 20～24 歳層に移行する段階で、男は－49％、女は

－61％と大きく減少している。一部、就学で離町することも多い。 

3) 世帯数は、昭和 40 年の 1,712 世帯をピークに緩やかな減少傾向で推移しており、平成 25

年 3 月末現在 1,404 世帯である。人口より減少率が小さいため、１世帯当り人員は小さくな

り、2.14 人である。全道平均の 2.21 人、留萌支庁平均の 2.23 人より若干大きく、世帯分離

の余地がある。 
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図 1.1  遠別町の性別・年齢別人口構の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 遠別町の産業は農業が基幹産業になっており、平成 22 年の就業人口比率は 20.7％（国勢調

査）を占める。ほかに漁業(8.8%)、林業(2.4%)、それに伴う若干の加工・製造業、暮らしを支

える商業が地場産業となっている。この他に生産基盤整備等に関わる建設業(15.2%)への依存度

が高いことが特徴になっている。人口減少に伴い、農林業や製造業の就業者は減少しているが

漁業は横ばいで推移しており、相対的に重要性が高まっている。 

5) 第一次産業は水産業、林業と、農業では稲作、野菜等の耕種のほか酪農、肉牛等の畜産があ

り、北海道を特徴づける多種多彩な食の分野が立地している。就業者は減少しているものの、

メロンやアスパラガスなど高い評価を受ける銘柄品が生産されている。また、ＨＡＣＣＰ方式

の衛生管理を行う畜産農家や農産加工品をつくる農家グループ、道の駅での日曜朝市実施グル

ープ、特産品の売り込みを図るＮＰＯ法人の設立など、新たな取り組みが始められている。 

6) 商業は住民数の割に店舗数は多いものの、零細商店主体であり、道路交通網の充実により品

揃えの豊富な羽幌町、留萌市、稚内市などに購買力が流出している。 

7) 観光は年間入り込み客数が 7～8万人程度で、日帰り客が 9割以上を占める。しかし、道の駅

富士見、とんがりかん、みなくるびーちなど富士見ケ丘周辺での交流基盤の整備が進み、宿泊

可能な旭温泉もリニューアルし、新たなステップに入る段階を迎えている。道の駅全体での入

り込み客数は 7～8月への集中率が一番大きく、5～6月がそれに続き、冬季間は極端に少ない。

町内の宿泊施設は旭温泉のほか、市街地に小規模な旅館やビジネスホテルが７軒あり、収容力

は 200人余りである。 

8) イベントは 5 月の富士見ヶ丘公園開き(山菜と料理の試食)、７月の「みなくるびーち」オー

プン記念ビーチバレーボール大会、８月の商工夏祭り、10月のエンベツふれあいマラソン大会、

10年間
流出入率

0～4歳  72 2.0% 62 2.0% 86.1%
5～9歳  81 2.2% 65 2.1% 80.2%

10～14歳  99 2.7% 75 2.4% 75.8% 104.2%
15～19歳  93 2.5% 68 2.2% 73.1% 84.0%
20～24歳  77 2.1% 31 1.0% 40.3% 31.3%
25～29歳  107 2.9% 57 1.8% 53.3% 61.3%
30～34歳  91 2.5% 76 2.5% 83.5% 98.7%
35～39歳  102 2.8% 85 2.8% 83.3% 79.4%
40～44歳  128 3.5% 78 2.5% 60.9% 85.7%
45～49歳  156 4.2% 92 3.0% 59.0% 90.2%
50～54歳  129 3.5% 117 3.8% 90.7% 91.4%
55～59歳  116 3.1% 139 4.5% 119.8% 89.1%
60～64歳  141 3.8% 111 3.6% 78.7% 86.0%
65～69歳  153 4.2% 85 2.8% 55.6% 73.3%
70～74歳  129 3.5% 112 3.6% 86.8% 79.4%
75～79歳  68 1.8% 117 3.8% 172.1% 76.5%
80歳以上  82 2.2%  140 4.5% 170.7% 108.5%

小計  1,824 49.5%  1,510 49.0% 82.8%
10年間

流出入率
0～4歳  73 2.0% 50 1.6% 68.5%
5～9歳  77 2.1% 57 1.8% 74.0%

10～14歳  87 2.4% 62 2.0% 71.3% 84.9%
15～19歳  96 2.6% 57 1.8% 59.4% 74.0%
20～24歳  60 1.6% 33 1.1% 55.0% 37.9%
25～29歳  84 2.3% 40 1.3% 47.6% 41.7%
30～34歳  89 2.4% 63 2.0% 70.8% 105.0%
35～39歳  105 2.9% 82 2.7% 78.1% 97.6%
40～44歳  96 2.6% 74 2.4% 77.1% 83.1%
45～49歳  146 4.0% 106 3.4% 72.6% 101.0%
50～54歳  133 3.6% 88 2.9% 66.2% 91.7%
55～59歳  140 3.8% 131 4.2% 93.6% 89.7%
60～64歳  158 4.3% 128 4.2% 81.0% 96.2%
65～69歳  146 4.0% 128 4.2% 87.7% 91.4%
70～74歳  127 3.4% 142 4.6% 111.8% 89.9%
75～79歳  92 2.5% 120 3.9% 130.4% 82.2%
80歳以上  150 4.1%  213 6.9% 142.0% 167.7%

小計  1,859 50.5%  1,574 51.0% 84.7%

 3,683 100.0%  3,084 100.0% 83.7%

資料：国勢調査

H12/H22

H12/H22

平成22年
2000年 2010年

総計

平成12年 平成22年
2010年2000年

平成12年

男

女

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200
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2月のえんべつ冬祭等が行われ、町外からの来訪者も多い。 

9) 町の特産品としてはもち米（はくちょうもち）、もち米 100％の純米酒（北吹雪）、トマトジ

ュース、グリーンメロン、グリーンアスパラ等の農産物及び加工品、煮ダコ、ホタテ貝柱、サ

ケとば、タコ珍味等の水産加工品、古くからの伝統的お菓子類がある。 

10) 小学校の総合学習として地びき網体験やホタテ養殖漁業の授業が実施されている。また、カ

ナダのキャッスルガー市との姉妹都市交流事業として、ホームステイを基本とした小中学生に

よる相互往来研修が行われている。 

 

(3) 漁業の概要 

1) 遠別町の漁業はホタテの稚貝養殖を中心に、ホタテ成貝養殖、タコ函、サケ定置網、底建網・

小型定置網、刺網、ヒラメ一本釣が営まれている。漁協は遠別漁業協同組合があり、１町１漁

協である。組合員数 24人、25経営体(H23港勢調査)が着業している。 

2) 漁業生産額は若干の増加傾向で推移しており、平均 674百万円（H14～H23十カ年平均）であ

る。近年 3カ年平均では 719百万円、平成 23年は 831百万円である。 

3) 他の魚種ではタコ、サケ、ヒラメ、カレイ類が重要魚種であり、タコ、ヒラメは減少傾向、

サケ、カレイは増加傾向で推移している。 

4) 漁業生産量はここ 10年では生鮮食用向けは横ばいで推移しているものの、ホタテ稚貝養殖の

増産により、全体としては増加傾向で推移している。最近 3 カ年平均では 3,028 ﾄﾝ、平成 23

年は 3,551 ﾄﾝである。平成 23 年生産量のうち、ホタテが 90％を占める。総額の動向にはホタ

テの生産動向が強く反映されている。 
 

表 1.1 魚種別漁獲量の推移（港勢調査より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5) 主要魚種のうち、生鮮食用向けではサケは増加傾向で推移しているもののタコ・ヒラメ・カ

レイ類は減少傾向で推移している。また、近年 10年間、ホッキ貝が安定して水揚げされている。 

6) ホタテの価格は上昇傾向で推移している。生鮮食用向けは魚種によって年変動は異なるが、

全体的に横ばいに推移し、サケは上昇傾向である。全体平均単価は平成 24年が 219円/kgで 1

0年前の平成 15年（205円/kg）と同水準になっている。 

7) 水揚げは全て遠別漁港で行われ、生鮮食用向けの半数近くは活魚蓄養して出荷している。鮮

魚品は岸壁敷で選別→計量→容器詰めをし、荷捌所に搬入し保管している。漁港での販売は地

元消費向け鮮魚の僅かな量だけであり、その他の鮮魚は札幌市場等へ出荷委託、活魚は週に１

回ずつ出荷会社と協議値決めを行っている。 

（トン）
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H14 H21 H14～H23

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ～H23 ～H23 年平均

構成比 平均 平均 増減率

総数 2,566 2,740 2,123 2,465 2,467 2,542 2,556 2,318 3,216 3,551 100% 2,654 3,028 4.9%

さけ類 281 278 76 227 180 86 45 119 82 142 4% 152 114 23.0%

ひらめ 15 25 40 33 35 29 55 29 35 45 1% 34 36 21.1%

かれい類 56 69 47 44 61 50 78 47 83 34 1% 57 55 4.5%

ほっけ 88 88 53 21 19 39 33 44 77 32 1% 49 51 3.6%

ほたてがい 1,859 2,028 1,750 2,003 2,048 2,184 2,226 1,915 2,818 3,199 90% 2,203 2,644 7.5%

うばがい（ほっきがい） 33 30 21 18 20 21 25 47 33 28 1% 28 36 2.9%

いか類 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0% 1 1 458.3%

たこ類 116 214 130 115 96 126 88 112 80 61 2% 114 84 -0.8%

そい 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 0% 1 2 23.7%

その他 118 7 6 4 6 4 3 4 6 4 0% 16 5 -11.5%

資料：港勢調査

H23

2011
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8) ホタテ養殖は出荷時のほか、分散・容器入れ換え作業を岸壁敷で行う。作業時には大量の良

好な海水が必要になる。 

9) 営漁タイプとしてはホタテ養殖を主としてタコ函や小型定置網を営むタイプが 10経営体、タ

コ函を中心に小型定置網・底建網・刺網等を営むタイプが 3 経営体と大きく 2つのタイプで捉

えることができる。 

表 1.2  営漁タイプ別の着業漁業種類 

 

 

 

 

 
 

10) ホタテ養殖を主とするタイプは水揚げ金額が 4,000～9,000 万円、専従従事者 2～3 人の 1 人

当り所得は 450～600 万円程度となっている。経費率は約 80％を占め、この中には陸上の分散

作業等での多数のパート従事者の雇用費が含まれる。タコ函を主とするタイプは 800～1,000万

円を水揚げし、専従従事者 1～3 人の 1 人当り所得は 100～400 万円と経営体によってかなり差

がある。経費率は平均では約 90％であるが、各経営体の差が大きい特徴がみられる。 

表 1.3  営漁タイプ別の経営体の所得概況(平成 24年) 

 

 

 

 

 

 

11) 漁業生産拡大支援施策として、過去にはサクラマス稚魚の放流が行われていたが、ウイルス

発生や停電などの要因から、近年は放流が行われていない。現在では、サケ稚魚の放流を実施

しているとともに、ホッキが異常発生した際は移植を行う等、資源管理を推進している。 

12) 遠別町の漁業経営体 13経営体のうち、個人経営は 7経営体、法人あるいは共同経営が 6経営

体である。個人経営体のうち、専業は 3 経営体と少ないが、兼業経営体の兼業種類は漁業共同

経営への出資か漁業雇われの人が殆どである。漁業を主として農業兼業が 4経営体ある。 

13) 漁業センサスによる漁業従事者は平成 20年現在 35人である。女性の海上作業従事者は 15～

39歳・40～64歳に各 1人ずつ、男性は 20～74歳までの各 5歳層に 1～9人ずつおり、バランス

のよい年齢構成になっている。以前と比較するとホタテ地蒔き漁業から撤退した平成 5 年にか

けて 18人に減った後、20歳代～40歳代の加入があり、近年は増加傾向で推移している。 

14) 遠別漁協と北海道では平成 11年以降、ＵＩターン漁業者就業促進事業の地域漁業体験交流活

動支援事業として、ホタテ稚貝養殖やサケ定置網、遠別川でのサケ捕獲作業の体験、漁業者と

の意見交換会を実施している。町では漁業担い手育成支援事業に取組み、その成果として計 12

名が支援を受け、うち 3名が組合員となっている。 

 

 

 

 

漁業種類

営漁タイプ

ホタテ養殖主体型 ◎ ○ ○

タコ函主体型 ◎ △ ○ △ ○ △

タコ函
ホタテ
養殖

◎：主として営んでいる漁業　　○：第2漁業として営んでいる漁業　　△：営むことがある漁業

サケ定置
底建網
小定置

小型
底ひき

刺網
ヒラメ

一本釣り

金額単位：百万円

ホタテ養殖主＋タコ函＋小定置 10 25 2.5 600.0 60.0 24.0 91.0 9.1 3.6 15.2% 84.8%

タコ函主＋小型定置＋底建網＋刺網 3 6 2.0 40.0 13.3 6.7 3.0 1.0 0.5 7.5% 92.5%

合　　　　　　　　　　計 13 31 2.4 640.0 49.2 20.6 94.0 7.2 3.0 14.7% 85.3%

人/経
営体

専従漁
業者数

経営
体数

営漁タイプ
漁　業　収　入 漁　業　所　得

経費率所得率
1人当り

１経営
体当り

総数1人当り
１経営
体当り

総数
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表 1.4  遠別町の年齢階層別漁業就業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2  遠別町の年齢階層別漁業就業者数の推移 

 

(4) 水産物流通加工の概要 

1) 遠別町で水揚げされる漁獲物は全て漁協販売事業の中で取り扱われている。 

2) 活魚は宮城県を本拠地とする専門業者に週に１回の協議で単価を値決めし、販売している。

平成 14 年に完成した漁港の蓄養施設に保管し、業者の手配した運搬車で搬出している。その

他の鮮魚品は漁協が運送業者に委託して共同出荷している。魚種により札幌・函館(ホッキ貝)

の卸売市場や漁協系統(サケ･ホタテ成貝)に出荷している。また、地元向けには自営加工場の

原魚としてタコ、ホタテ、サケが向けられるほか、町内の小売店や宿泊施設が漁協から直接購

入するものが少量ある。 

3) 水産加工場は漁協の直営加工場が 1箇所のみである。常勤従事者 7人と 4月～11月の季節従

事者 25人、状況に応じて臨時パート 5人程で稼働している。製品は煮ダコ、ホタテ干し貝柱、

サケのドレス品、フィレー品、新巻き、とば等を製造している。原魚は町外からも仕入れてお

り、出荷高は 8億円程度である。 

4) 道の駅富士見の特産品直売所では自営加工品及び外注品を中心に 1,600 万円程度を販売して

いる。生鮮品販売高は 50万円前後になっている。 

(5) 漁港の状況 

1988年 構成比 1993年 構成比 1998年 構成比 2003年 構成比 2008年 構成比 H20/H5 H20/H15
15～19歳 1 3.2% 1 5.3% 1 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 0.0%
20～24歳 1 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 2 7.7% 3 8.6%  150.0%
25～29歳 3 9.7% 0 0.0% 0 0.0% 2 7.7% 6 17.1%  300.0%
30～34歳 5 16.1% 2 10.5% 2 11.1% 1 3.8% 0 0.0% 0.0% 0.0%
35～39歳 4 12.9% 2 10.5% 2 11.1% 2 7.7% 3 8.6% 150.0% 150.0%
40～44歳 3 9.7% 2 10.5% 2 11.1% 3 11.5% 5 14.3% 250.0% 166.7%
45～49歳 3 9.7% 4 21.1% 4 22.2% 4 15.4% 4 11.4% 100.0% 100.0%
50～54歳 4 12.9% 2 10.5% 2 11.1% 4 15.4% 2 5.7% 100.0% 50.0%
55～59歳 3 9.7% 2 10.5% 2 11.1% 2 7.7% 4 11.4% 200.0% 200.0%
60～64歳 2 6.5% 3 15.8% 3 16.7% 3 11.5% 5 14.3% 166.7% 166.7%
65～69歳 1 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 2 7.7% 0 0.0%  0.0%
70～74歳 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8% 1 2.9%  100.0%
75歳以上 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%  
小計 30 96.8% 18 94.7% 18 100.0% 26 100.0% 33 94.3% 183.3% 126.9%

1988年 構成比 1993年 構成比 1998年 構成比 2003年 構成比 2008年 構成比 H20/H5 H20/H15
15～39歳 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.9%
40～64歳 1 3.2% 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.9% 100.0%
65歳以上 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
小計 1 3.2% 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0% 2 5.7% 200.0%

31 100.0% 19 100.0% 18 100.0% 26 100.0% 35 100.0% 54.3% 134.6%

資料：漁業センサス
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1) 遠別町内の漁港は第４種遠別漁港のみである。南隣の第１種豊岬漁港までは 18km程、北隣の

天塩港まで 20km程の距離にあり、武蔵堆をはじめ前面好漁場への前進基地・避難港として第 4

種漁港に位置づけられている。 

2) 遠別漁港の港勢(H23港勢調査)は次の通りである。 

   登録漁船数：32隻    平均 5.1 トン    外来利用漁船数： 2隻    平均 5.7 トン 

   属人漁獲量：3,545.9 トン          水揚量：3,551.3 トン          水揚金額：831百万円 

3) 登録漁船、利用漁船ともこの 10年程は減少傾向で推移している。しかし、生産高は横ばい傾

向であり、1隻当りや漁船 1 トン当りの生産性は向上している。 

4) 外来漁船の利用は小型漁船によるヒラメ一本釣が盛んで 50 隻以上の利用も以前はみられた

が、近年は前浜海域での操業漁船が減少したことにより、利用隻数が少なくなっている。 

5) 漁船以外の船舶の利用は平成 12年にプレジャーボート開放漁港となって以来、遊漁目的利用

者が多くなっている。係留場所が１バース、船揚場(トレーラー駐車場)が最大 20隻利用できる

ようになっている。平成 24年の利用実績は町内船 6隻、町外船 12隻の計 18隻であった。札幌、

旭川、滝川市からの利用申請者が多い。 

6) 漁港施設の充足状況はけい船岸壁全体で 58％である。漁船用は主に 5～10 ﾄﾝ船に対応する－

3.0ｍ階層のけい船岸が 180ｍ余り不足している。漁港施設用地はホタテ養殖の資材置き場が不

足しており、養殖資材の洗浄場所が無いため、各経営体とも漁港外の離れた場所に用地を確保

し作業を行っている。 

7) 漁港施設の機能面では経過年数が 20 年を超えた矢板式けい船岸壁に矢板の腐食孔と裏埋め

土の吸い出しが確認されており、補修対策が必要になっている。また、漁獲物の水揚げと同時

に選別、計量、容器詰め作業を岸壁上で行っており、野天のため衛生管理上の問題が懸念され

ている。ホタテ養殖の分散作業も岸壁で行うが、稚貝の活力保持のため仮設の上屋をかけて作

業を行っており、健全種苗の生産を支援する作業環境整備が望まれている。 

 

(6) 生活環境の状況 

1) 遠別市街地はゆとりのある平坦地に形成されており、道路体系、防災安全面、公共施設等で

の問題は特にない。また、下水道の整備もほぼ完了している。 

2) 今後は商店街の賑わいづくり、魅力的な景観育成、冬季間の雪対策、バリアフリーの拡大等、

より市街地の魅力を高める施策が期待される。現在進められている遠別町総合計画の策定では

そうした取り組みが定住促進に結びつくような若い人たちのアイデアを活かしたり街づくりに

ついて、住民参加型で計画づくりが進められている。 



 7 

 

位 置 図  
 

  

 
 



 8 

地 域 資 源  
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２．地域の課題と目指す姿 

 

地域の課題  

 

(1) 漁場環境の保全・改善と循環型社会への対応における問題点・課題 

1) 現状の特色・問題点及び取組み状況 

遠別地域は広大なエリアで人口密度が小さく、下水道整備も進み、生活系の排水や廃棄物

による環境への負荷は少ない。 

基幹産業である農業では農薬使用量が道内平均の 1/2、全国平均の 1/4 と少なく、環境へ

の影響が抑えられている。畜産のふん尿も有機堆肥づくりが進められており、環境にやさし

い農業が志向されている。 

一方、漁業ではホタテ養殖資材の洗浄排水および付着廃棄物が発生するが、現在は漁港の

用地不足もあり、経営体個々で漁港外に作業場を確保し、沈殿桝で簡易な処理を行っている。

稚貝の分散作業に伴う使用済海水は、現在は港内泊地に直接流出しており、港外への排出が

望まれる。 

漁港周辺は漂砂が問題となる反面、砂浜海岸が浄化作用を果たしていると考えられる。し

かし、漁場としては活用しておらず、二枚貝の増殖や耕耘による浄化機能向上が期待される。 

遠別町の森林は、大径の広葉樹も広がる多様性に富んだ林分構成になっており、遠別川等

を通じて豊かな海洋生態系の形成に寄与している。また、これまでの針葉樹に変わり広葉樹

の植林を進めており、魚が育つ森づくりに配慮している。 
 

2) 地域の課題 

① 漁場に流出する汚濁負荷の削減 

② 自然の浄化機能・再生機能の保全 

③ 農林水産分野全体でのクリーンな産地づくりの推進 

 

(2) つくり育てる漁業の推進における問題点・課題 

1) 現状の特色・問題点及び取組み状況 

遠別地域では基幹漁業であるホタテ養殖をはじめ、サケ・マス増殖事業、ヒラメ稚魚放流

が行われている。このうちホタテ養殖、サケ・マス増殖事業については明確な効果が見られ

るが、ヒラメ稚魚放流については効果が定かでなく、資源調査の実施が必要である。漁獲が

伸びない原因は、営む漁業者が少ないことも起因していると考えられ、近年では、タコの資

源も低調が続いており、海面漁業を拡大することも必要である。また、ヒラメ・カレイの資

源状態は安定しているものの、単価が低く、活魚出荷や活締めといった付加価値化による効

果も低い状況にある。ホッキ・ナマコ等の沿岸資源についても、漂砂の影響を受けており、

周辺海域全体での対策が望まれている。 

ホタテ養殖の中心となっている稚貝生産は健苗であることが重要であり、日射や乾燥、雨

水が品質を落とすことにつながる。岸壁への屋根整備によって、鮮度保持・異物混入の防止

が図られ、出荷先での評価も高い。今後においても、更なる品質管理の向上と、作業効率や

就労環境の改善を目的とした対策の継続が望まれている。 
 

2) 地域の課題        

① ホタテ養殖作業環境の更なる向上 

② サケ定置網以外の海面漁業の拡大 
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(3) 資源管理型漁業の推進と沿岸域利用秩序の確立における問題点・課題 

1) 現状の特色・問題点及び取組み状況 

遠別地域ではホタテ養殖をはじめ栽培型漁業への依存度が高く、天然資源を損なうほどの漁

獲努力量は投入されていない。また、ホタテ養殖を行う漁業者は営むことができる漁業種類が

限定されている。しかし、近年では漂砂による沿岸資源の減少や、海域一体でのトドによる被

害等が発生しており、資源管理型漁業の推進を図っていく必要がある。また、町内での就業機

会拡大方策としても海面漁業の展開は有効であり、適切な資源管理と効率のよい漁獲体制での

操業確立が大切である。 

また、平成 12年にプレジャーボート開放漁港となり、ゲストバース及び斜路、駐車場を設定

し、緑地、トイレも整備したことから、遊漁など漁業以外の海域利用者も少しずつ増えている。

今後においては、漁業と遊漁の利用場所を区分することで輻輳を防ぎ、環境の改善や作業効率

化を図っていく必要がある。また、トラブルが常在化する前に利用秩序を確立しておくことが

重要であり、お互いが利用しやすい関係・ルールづくりが必要である。 
 

2) 地域の課題 

① サケ定置網以外の海面漁業の拡大と資源状態把握体制の確立 

② 漁業以外の海域利用者の適正利用をはかる環境整備 

 

(4) 水産物の付加価値向上と供給体制及び他産業との連携における問題点・課題 

1) 現状の特色・問題点及び取組み状況 

遠別漁港は全国展開していた大手の活魚業者が基地にしていたこともあり、道内では早くか

ら活魚出荷に取り組んできた。また、平成 14年には新しい蓄養施設が完成し、市況の動向によ

り取扱量には年変動があるもの安定している。また、漁協では直営加工事業を展開しており、

漁業生産額に並ぶ出荷額を上げている。地産地消の推進において、通年での安定した生産が求

められることから、今後も蓄養や加工の取組みが担う役割は非常に大きいと考えられる。一方、

日本海有数の好漁場である武蔵堆と至近ながらここでの地元船の操業はなく、外来漁船の陸揚

げ利用もごく僅かに停まっている。 

水産物の出荷ルートは留萌市経由か天塩町経由に限定されているが、直接内陸に向かう道々

名寄・遠別線の整備が進められており、延伸整備が進められている道央自動車道とアクセスす

ることにより、出荷時間は大幅に短縮される見込みである。 

しかし、販売は中間の流通業者に殆どを委ねており、地場での消費は少なく、地域への波及

効果は十分に広がっておらず、ブランド品として消費者の評価を得られるまでには至っていな

い。また、域内で地元の魚が食べられる・買える場所が無く、旅館でも地場産品の利用が限ら

れている。今後は衛生管理をはじめとした品質管理をより強化し、こうした取り組みが評価向

上につながるような戦略と、農業等の展開と連携しながら、地域の新鮮な農水産物の魅力を域

内外へ伝えることで地産地消の推進を図る必要がある。 
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現在、道の駅では「えんべつ B級グルメコンテスト」でグランプリを獲った「まるごと遠別

コロッケ」や農協女性部のフレッシュ市場「花菜夢」による農産物等の販売を行っており、大

勢の来訪がみられ更なる展開の可能性が確認されている。今後は、農林水商の連携を強化し、

地場産品の販売や PRの強化を図っていく必要がある。 

都市との交流活動としては、「ヒラメ底建網オーナーin 遠別」といった特徴あるイベントを

実施しているが、今後においては農協や商工等との連携強化を図り、地域一体で取り組んでい

く必要がある。一方、観光についても通過型の立地を活かした「町内に人が立ち寄り・滞在す

る観光」へのシフトが課題として挙げられている。 
 

2) 地域の課題 

① 衛生管理の強化による安全性と品質評価の向上 

② 外来漁船の利用性の向上と陸揚げの拡大 

③ 地産地消を拡大する販売スタイルの確立とＰＲ戦略の展開 

④ 特産品・提供サービス等の持続的な開発体制の確立 

⑤ 都市交流の促進 

 

(5) 漁村の活性化と人づくりにおける問題点・課題 

1) 現状の特色・問題点及び取組み状況 

遠別地域は広大な自然環境を背景とした第 1次産業を基幹産業とする地域である。しかし、

若年人口の流出による人口の減少とそれに伴う出生数の減少による過疎化・高齢化が現在も急

速に進行している。 

そうした中、漁業は比較的順調に推移しており、農業分野でも先進的な新しいスタイルの農

業や産物の開発、地産地消戦略にとりくみ始めている。しかし地域の過疎化・高齢化をカバー

するような状況にはなっていない。 

人口密度が低いこと、隣の市街地と距離があり連携できることが限られること等により、賑

わいの創出が難しいことが強く意識され、定住環境としてのその他の魅力を住民が自覚しにく

い条件になっているが、視点を変えると低利用の陸域・海域が広がり、良好な自然環境が保た

れ、展開の余地が大きいということでもある。また、遠別地域の規模・範囲であれば、産業間

の連携や、教育・文化、福祉活動と産業活動との重ね合わせ、幅広い世代が一緒になった取り

組みも行い易いという優位性をもっているが、様々な知恵を注げる場面が考えられるものの、

それを実際の取り組みにしていくためにはハードルは高い。 

現在の若年人口の流出は、中学・高校の学卒直後ではなく、親世代から独立する際に勤め先

や嫁ぎ先となる都市部に転出していることが主要因とみられる。そのため、地場産業の展開に

よる町内での就業機会拡大とともに、子供の時期から地元の魅力を発見する機会やその親世代

自らが地元の魅力を確認できる機会を拡大し、持続的に工夫を生み出していく仕組みづくりが

重要になっている。 

東日本大震災を契機に、防災に対する地域住民の関心が高まっており、避難場所や経路とい

った避難の安全性確保を図る必要がある。また、漁港背後が平坦な地形になっていることや孤

立化の危険性が考えられる点に留意する。地域防災計画との連携のもと、地域一体となって地

震・津波に強い安全な地域づくりを進めていくことが重要な課題である。 

また、災害時における水産物流通の機能を確保するとともに、主要漁業であるホタテ養殖漁

業の維持管理機能を確保する必要がある。さらに、ホタテ養殖漁業は多くの漁具・機材を使用

するため、背後用地及び泊地への漂流物化の防止を図ることも課題として挙げられる。 
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2) 地域の課題 

① 農林漁業分野の連携によるクリーンな産地イメージの確立 

② 農林水産物の付加価値化やツーリズムを展開する関連産業の育成 

③ 学校・社会教育融合事業等による地元理解と地域資源発見活動の強化 

④ 産業展開の種となる地域資源を効果的に育て、展開していく体制の整備 

⑤ 地域活性化の取り組みを集積し視覚化する街の魅力・にぎわいづくり 

⑥ 農林漁業への若い世代の着業誘導 

⑦ 地震・津波への対応 
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目指す姿  

(1) テーマ 

豊かな自然環境に恵まれた遠別地域は全国に農林水産物を供給している北海道の特色を象

徴するような多種多彩な第一次産業が立地している。遠別地域マリンビジョンではこの特色

を活かして次の３つの実現を目指す。 

○ 農林水産業一体の環境保全とクリーンな産地づくりで国民に安全・安心な食を提供 

○ 農林水商連携による多彩な食の融合と地域産業の育成・展開 

○ 地元学と防災対策の推進による創造的で安全な地域づくりと担い手の育成 

 

テーマ：「海と大地の恵みが奏でる元気な食のクリーン産地」 
 

(2) 将来の目標数値指標 

遠別地域マリンビジョンが目指す将来像として、目標とする概ね 10年後の数値指標は次

表の通りである。 

表 2.1  遠別地域の将来の目標数値指標の総括表 

  現在(H25) 目標値(H32) 増減 

町総人口 3,008 人 2,479 人 82% 

漁業生産量 3,834 ﾄﾝ 3,556 ﾄﾝ 93% 

漁業生産金額 918 百万円 850 百万円 93% 

漁業所得率 14.7 % 20.0 % 136% 

総漁業所得 135 百万円 170 百万円 126% 

漁業就業者数 35 人 37 人 106% 

1人当り漁業生産額 2,623 万円 2,297 万円 88% 

1人当り漁業所得 386 万円 459 万円 119% 

 

各指標設定の考え方の概要は以下の通り。 

 

1)  目標とする町の人口および年齢構成の想定 

遠別町の人口は、20～30歳代の流出とそれに伴う出産数の減少により、現状のまま推移す

ると 10年後には 2,500 人程度まで減少すると推計される。 

マリンビジョン計画では水産関連業をはじめ、20～30歳代の就業機会の拡大や遠別での暮

らしの魅力の向上を図ることにより、2,900人程を維持する目標とする。 

表 2.2  遠別町総人口の将来目標の想定(住民基本台帳データによる) 
 

 
 町総人口   14 歳以下人口   15～64歳人口   65 歳以上人口 

  

 平 25年 3月末実績値  3,008人(100%)   323人(10.7%)  1,604人(53.3%)  1,059 人(35.2%) 

 平 32 年単純推計値 

 平 32 年想定値 

 2,479人(100%) 

 2,900 人(100%) 

  243人(9.8%) 

  300人(10.3%) 

 1,232 人(49.7%) 

 1,550 人(53.4%) 

 1,004 人(40.5%) 

 1,050 人(36.2%) 

 想定値－推計値 

 想定値／H25.3末 

  +421 人 

  -7.1% 

   +57 人 

   -3.4% 

  +318 人 

  -0.8% 

   +46 人 

   -3.6%  
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2) 将来の水産業の目標数値指標の設定 

遠別町の漁業生産高はホタテ稚貝養殖を中心に比較的安定している。しかし、就業機会の拡

大や地産地消拡大に向けた水産物供給体制の強化が必要であり、安定的な生産量･生産金額の維

持を図る目標とする。 

そこで、次の考え方で将来目標を想定した。 

・生産金額については、漁協の将来目標値である 8.5億円を目標とする。 

・平均魚価は、近年の魚価安の傾向を踏まえ、衛生管理向上を中心とした品質の向上及びＰ

Ｒ・ブランド化と販売多角化による効果を加味し、現状価格が維持されるものと想定する。 

総生産量は平成 24年の 3,834 ﾄﾝに対し、目標は 3,556 ﾄﾝとほぼ横ばいの目標である。 

生産金額は平成 24年の 918百万円に対し、850百万円と、生産量と同様にほぼ横ばいの推移

を見込む。 

平均単価は高級魚の増大と価格対策の相乗効果により、全魚種平均で平成 24 年の 239 円/kg

が維持されるとの目標である。 

 

表 2.3 遠別地域の漁業生産目標総括表 

  
数 量 単 価 金  額 

 

平成 24年実績 

平成 35年目標生産高 

 3,834 トン(100.0%) 

 3,556 トン( 92.6%) 

 239円/kg(100.0%) 

 239 円/kg(100.0%) 

  918百万円(100.0%) 

  850百万円( 92.6%) 

 
目標値－平成 24年   - 278 ﾄﾝ   ± 0円/kg   - 68 百万円 

 

 

地元の後継者確保・新規着業に関する取組みの効果を加味し、海面漁業への着業が拡大され

ることで、若い世代を 5年で 3～4人ずつ確保する目標とした。10年後の算定結果は 35人とわ

ずか 2 人の増加であるが、長期的には各 5 歳階層が 4～5 人ずつとなり、40 人前後で安定する

目標である。 

漁業就業者の最新統計としては平成 20年漁業センサスの数値を採用する。 

表 2.4  遠別地域の将来の目標漁業就業者数 

 
 総 数 男 15～39歳 男 40～64歳 男 65歳以上 女 

 

平成 20年実績 

平成 35年目標値 

35 (100%) 

37 (100%) 

12(26.9%) 

17(42.9%) 

20(61.5%) 

17(46.4%) 

1(11.5%) 

1(10.7%) 

2 

2 

目標値－平成 24年 + 2 名 + 5 名 - 3 名 ± 0 名 ± 0 名 

 
 

 上記の目標を実現すると漁業者１人当りの平均漁業生産額は現在の 2,623万円から 2,297万

円へと若干の減少がみられるが、より効率的な漁業の水深により平均漁業所得は経費率の改善

も図ることにより（14.7％→20.0%）、現在の 386万円から 459万円へと 19％上昇する。 
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(3) 水産業及び関連産業の将来像 

1) 漁場環境の保全・改善と循環型社会への対応の姿 

遠別地域は天塩山地に連なる森林の多様な植生が保全されているとともに、環境への配慮か

ら広葉樹の植林が進められており、遠別川を通じて豊かな腐葉成分が漁場に供給されている。

また、畜産のふん尿処理施設も全農家に普及し、農地では低農薬作物、有機栽培作物が育って

いる。 

漁港にはホタテ養殖作業基地が整備され、洗浄排水、廃棄物が適切に処理されている。 

周辺の砂浜や海域では二枚貝の放流・採捕やサケの中間育成等が行われ、高齢漁業者や漁家

の子弟が副収入を得るとともに、貝の浄化機能により良好な水質が保持されている。 

学校の総合学習として砂浜の観察や潮干狩りが行われ、海の環境に詳しい子供が増えている。 

遠別は環境にやさしいクリーンな産地としてイメージが定着するとともに、安心安全な地場

産品が域内外に供給されている。 

 

2) つくり育てる漁業の姿 

ホタテ養殖作業基地の岸壁には屋根がかかり、良好な海水をふんだんに使い、種苗の活力を

損なわない分散作業、陸揚げ出荷作業を行っている。こうした健康なホタテ種苗生産を通じて、

地域内のみならずオホーツク等の地まきホタテ産地や三陸の成貝養殖産地でのつくり育てる漁

業を支えている。 

海面漁業は秋サケやサクラマスの増殖漁業やタコ産卵礁による資源増大に加え、砂浜海岸で

はアサリ等二枚貝の地まき漁業が少しずつ拡大している。また、漂砂対策が実施された結果、

ホッキやナマコを始めとした磯根資源の漁場が守られ、漁獲量も増大している。高齢者も体力

に合わせて漁業を続け、漁家の婦人や子弟をはじめ多くの人が漁業に関わるきっかけになって

いる。 

こうして、本格的に着業する漁業者数も少しずつ増え、種苗放流を続けているヒラメ等が漁

獲成果として確認できるようになっている。 

 

3) 資源管理型漁業と沿岸域利用の姿 

漁業資源の管理は漁業調整や行使規則による獲り過ぎ防止に加え、生産性向上と資源管理を

両立させるため、ＩＴ(情報技術)を活用した共同での漁獲情報の集積・分析体制が整い、漁獲

数量を直接管理する方式も導入している。漁獲情報の集積・分析は留萌管内等の周辺地域との

連携が広がり、年々精度･効果が向上している。また、定期的な資源量調査の実施及び結果の公

開によって、各種放流事業や産卵礁の設置による効果も確認され、生産の増大に寄与している。 

情報技術活用は増大する漁業者以外の海面利用者へ海面での禁止事項や有用情報を伝達する

方法としても利用され、周辺地域との連携も広がっている。 

また、情報技術だけでなく、漁港での交通案内の設置や新たな斜路・上架施設の整備に伴い

漁業作業とのゾーニングが図られ、来訪者による漁港や海面利用と漁労活動とが共存している。 

漁業者以外の人も対象にした情報・サービスの提供は留萌管内全体で実施されるようになり、

ヒラメやサクラマス等の遊漁はライセンスを発行するシステムになり、漁業者とともに資源管

理に参加するようになっている。 

 

4) 水産物の付加価値向上と供給体制及び他産業との連携の姿 

道道名寄・遠別線が道央自動車道に接続しており、オホーツク方面に出荷されるホタテ稚貝

や三陸方面に出荷される半成貝の輸送時間が短縮され、貝の活力が保たれ、より品質評価が高
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まっている。 

漁港では陸揚げ岸壁の屋根や清浄海水施設が整備され、衛生管理マニュアルに基づいた確実

な品質管理が行われている。農産物も含めた環境にやさしいクリーンな産地としての高い評価

を得ている。 

良質な水産物の水揚げ港としての評価が高まるにつれ、武蔵堆で操業する漁船が増え、遠別

漁港での外来船の陸揚げも拡大している。地産地消の取組みと連動して従来の出荷型販売には

向かなかった少量魚種の漁獲も行われるようになり、品揃えが豊富になっている。 

また、市街地の商店や道の駅特産品販売所での町民による地場水産物の購入も拡大し、来訪

者も食事や土産品に水産物を求める人が増えている。旅館においても四季それぞれの旬な地場

産品が積極的に提供され、観光客にも高い評価を受けている。そうした状況に対応して、鮮魚

のほか特産加工品の品揃えも充実している。 

特産加工品や飲食メニュー等の開発にあたっては女性や高齢者が中心となった伝統的な食の

知恵や新たなメニューづくりの創意工夫がサークル活動として受け継がれるようになってお

り、遠別の生活文化として蓄積されるようになっている。 

都市との交流においても、これまでの取組みに加え、各産業の連携強化によって以前に開催

していた合同のイベントが復活する等、地域一体としての取組みが実現している。その結果、

新鮮な食や遠別ならではの取組みを求める観光客が増加し、滞在型の観光へシフトが図られる

とともに、遠別町としての知名度も向上している。 

 

5) 漁村の活性化と人づくりの姿 

農林漁業とも一定の後継者世代が加入し、クリーンな産地を継承できるようになっており、

法人型経営(勤務型)が拡大している。 

産物の評価の向上や地産地消の拡大により農林水産物の生産だけではなく、加工を行う人、

販売や飲食提供を行う人、宿泊や産業体験機会を提供する人など、様々な関連産業が広がって

おり 6 次産業化が振興している。また、その担い手として後継者やＵＩターン者、女性、高齢

者の役割が拡大している。 

地域資源を活かす知恵は学校教育と生涯学習の融合事業や地域福祉活動の一環として推進し

ている「地元学」のワークショップ、サークル活動等から持続的に生み出されるようになって

いる。事業展開の可能性のある地域資源活用アイデアについては特産品開発グループ等から成

る連絡会議に諮られ、具体化方策が検討されるようになっている。 

こうした地域資源を発見し活用する展開は産業振興面のほか、文化活動や交流活動等の分野

にも広がり、町民の多くが直接町づくりに関わることが地域の伝統になっている。さらに、地

元の魅力を域外に向けて情報発信することで、地産地消や滞在型観光の推進にも寄与している。 

地域防災の面では、遠別町の地域防災計画との連携によって、安全な避難場所・経路が確保

されているとともに、双方向通信を活用した災害時の情報伝達体制も確立している。また、避

難行動のルール化や、避難訓練や緊急物資の備蓄といった事前の取組みも強化されている。 

さらに、耐震強化岸壁の整備によって、災害時における水産物の流通機能が確保されている

とともに、ホタテ養殖漁業の維持管理作業も可能な体制が整っている。また、陸路が遮断され

た場合においても、海路を利用した緊急物資やけが人の輸送が可能となり、総合的な防災機能

が確保されている。 

※ 地元学：地元の特色や魅力を発見し学ぶ取組み 
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(4) 遠別地域マリンビジョン構想 

将来像の実現に向け、次の３つの構想を展開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 農林水産業一体のクリーン産地形成 

① 遠別町全体でのクリーン産地としての体制づくりと町民意識の育成 

・ 町民のクリーン産地づくりへの参加機会の拡大 

・ 地元農業高校等の連携の強化 

・ 農薬の少ない農業等の環境へ優しい産業の推進 

② 水産物の確実な安全・品質管理体制及びクリーンな作業環境整備 

・ 衛生管理マニュアル(ガイドライン)に基づく荷捌き体制の確立 

・ 衛生管理型漁港整備 

・ ホタテ養殖資材等の洗浄、廃棄物適正処理作業基地の整備 

・ 各地のホタテ成貝産地に健康な稚貝を提供する健苗出荷基地の整備 

・ 従業員の作業環境の改善 

・ 自然エネルギーの活用によるエコ化の進展 

・ 活魚出荷の継続や蓄養施設の有効活用による付加価値化の推進 

・ 蓄養や加工品の開発による通年通した水産物の供給 

③ 林業の持続によるバランスのとれた森林環境の保全 

・ 森林組合や町を中心とした林業振興対策の推進 

・ 森林環境教育の促進による町民全体での支援意識の醸成 

④ 砂浜海域を活用した二枚貝の栽培漁業の検討 

・ 可能性の高い貝の栽培漁業の活用・実施 

・ 砂浜周辺及び周辺海域を活用した栽培漁業の検討 

・ 資源調査やトド対策の実施による資源管理の強化 

⑤ ＩＴ活用による水産体制の確立と漁業者及び消費者への情報提供 

・ 操業データの共有・集積・分析・活用体制の整備 

・ 事故や災害などに対応したシステムの検討及び整備 

・ 消費者への情報提供 

・ 双方向通信を活用した災害時の情報伝達体制の強化 

 

 

 

 

 

 

① 農林水産業一体のクリーン産地形成 

② 農林水商の相互連携と産業の育成 

③ 地元学と防災対策の推進による 

創造的で安全な地域づくりと担い手の育成 

テーマ 

 

海と大地の恵みが奏でる 
元気な 

食のクリーン産地 
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2) 農林水商の相互の連携と産業の育成構想 

① 良質な産物の融合による特産品開発の推進 

・ 食材の組合せと調理の工夫による特産品の開発 

・ 食事メニューとして組み合わせ方の工夫 

・ 食器や用品との組合せの工夫による魅力的な食スタイルの提案開発 

・ 「ヒラメの町えんべつ」としての町内外への情報発信の強化 

・ 各産業が連携した地場産品の積極的な提供 

② クリーン産地のトータルイメージの育成とＰＲの強化 

・ 資源から商品、流通、販売までの安心安全イメージのシンボル等の設定 

・ 積極的なＰＲ戦略の展開と広報等を通じた町民全体での意識共有 

・ 農薬の少ない環境へ配慮した農業の継続、ＰＲ 

・ 山・海・川が立地する豊かな自然とその中で育った地場産品のＰＲ 

③ 地産地消拡充戦略の展開 

・ 産物の地場販売枠の設定と安定供給のための高品質保管体制の充実 

・ 地場で消費されやすい販売ロット、商品姿の工夫 

・ 名物料理等の開発による小売店、飲食施設、宿泊施設での取り扱い拡大 

・ 行政、町民、農林水商及び各学校等の連携による地域一体となった特産品のＰＲ 

・ 既存の取組みやイベントの継続と強化 

・ 未利用資源の有効活用 

・ 6次産業化への取組み 

④ 農林漁業関連産業の育成 

・ 高品質流通の拡大を担う輸送・保管業の育成 

・ クリーン産地の評判を活かした体験メニュー産業の育成、受け入れ体制の強化 

⑤ 都市との交流活動の推進 

・ 既存の地域資源を活かした滞在型観光へのシフト 

・ 通過型の立地を活かした町内に人が立ち寄り・滞在する仕組みづくり 
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3) 地元学と交流活動の推進による創造的地域づくりと担い手の育成 

① 学校の総合学習、生涯学習のテーマ、高齢者等の生き甲斐づくりの一環として「地元 

学」の推進 

・ 生涯学習指導者バンクリストの方々との協力による「地元学」の具体的テーマ検討 

・ 地元学への参加促進とサポートの充実 

・ 地元学の情報交換機会、成果発表機会の整備 

・ 子供たちが海を知る・触れる機会の増加 

・ 域外に向けた地元の魅力に関する情報発信 

② 地域起こし活動の組織・団体の連携・協議体制の確立 

・ 相互の協力体制の確立、連携、事業の展開 

・ 双方向通信を活用したイベントや漁業に関する情報の発信 

③ 農林漁業担い手育成支援の継続 

・ 新規着業者の支援及び受け入れ体制の充実 

・ 担い手の継続的な資質研鑽機会の充実 

・ 法人型漁業経営の拡大による勤務型着業機会の拡大 

・ 受け入れ体制の検討・強化 

④ 交流支援機能の整備 

・ プレジャーボート上下架エリアの整備（遊漁と漁業の利用エリアの区分） 

・ 案内設備、休憩や飲食提供施設、水産物等販売施設の充実を図る 

⑤ 災害に強い地域づくり 

・ 安全な避難体制の確立 

・ 災害時における水産物流通機能並びにホタテ養殖業の維持管理機能の確保 
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３．構想実現に向けての取組み 

 

取組みの内容  

 

(1) 構想実現に向けての取組み 

取り組みの全体像 

遠別町では以前から畑作は低農薬の推進、酪農は堆肥舎の推進、林業では植樹などの活動

を進めてきた。また、漁業では魚の取り扱いに対するマニュアル作りやホタテ貝・魚の鮮度

を保持するため岸壁への屋根架け整備を進め、安心・安全な食の提供に向け取り組んできた。 

今後、遠別町全体でのクリーン産地づくりの強化に向け、山や森林を綺麗にし、川の水に

栄養を蓄え、海を豊かにする生態系の循環を保全し、そこに生息する資源をより安全な形で

提供していくことに取り組む。生産から商品づくり、流通まで含め総合的な取組みにするこ

とにより、口にした町民の健康増進、遠別町のクリーンなイメージを高め「クリーンブラン

ド遠別」の確立を図る。 

さらに、水産業をはじめとした地域産業に関連するイベントの実施や、新鮮な四季ごとの

地場産品を提供することで、知名度の向上、更には域外から訪れる来訪者の増加を図る。 

 

1) 農林水産業一体のクリーン産地形成 

構  想 構想実現に向けての取組み 
実施時期 

実施主体 
短期 中期 長期 

①遠別町全体でのクリ

ーン産地としての体

制づくりと町民意識

の育成 

・町内各団体連携によるクリーン作戦の継

続実施 

・地元農業高校等の体験活動との連携 

（農業高校のニーズの把握と受け入れ団体

の調査） 

・農薬の少ない農業の継続による河川への

負荷の低減 

○ 

 

○ 

 

 

○ 

  町、各団体 

 

町、農業高校 

 

 

農協 

②水産物の確実な安

全・品質管理体制及び

クリーンな作業環境

整備 

・作業方法の確認、改善方策検討とマニュ

アル改訂及び検証 

・取扱い段階毎のチェック・記帳のＩＴシ

ステム構築 

・衛生管理型漁港の整備 

（良好・清浄海水供給施設の整備、ホタテ

養殖作業等の作業導線やトラックの入出

経路の検討等） 

・漁港付近でのホタテ養殖洗浄用地の確保

及び排水・廃棄物処理施設整備 

・漁港内で釣を楽しむ人へのごみ捨て禁止

の啓発 

（危険箇所の周知を含めた看板等の設置） 

・従業員の環境整備 

（駐車場整備による従業員と出荷トラック

の住み分け等） 

・太陽光発電施設の整備による自然エネル

ギーの活用 

・ヒラメ等の活魚出荷や蓄養施設の活用に

よる更なる付加価値化 

・蓄養や加工品の開発による通年通した水

産物の提供 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

町、漁協 

 

 〃 

 

開発局 

 

 

 

町、漁協 

 

 〃 

 

 

開発局 

 

 

 〃 

 

町、漁協 

 

 〃 
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③林業の持続によるバ

ランスのとれた森林

環境の保全 

・漁協と森林組合の相互協力のもと植林活

動、クリーン作戦等を実施 

・広葉樹の植樹による海が育つ森づくりの継

続 

○ 

 

○ 

  森林組合 

 

 〃 

 

④砂浜海域等を活用し

た栽培漁業の検討 

・漁協の指導事業の一環として現状の二枚

貝育成状況の観察 

・試験研究機関に相談しながら可能性を探

求 

（サケ稚魚の海中飼育など砂浜周辺及び周

辺海域の活用方策の検討） 

・資源調査の実施及び結果の公開による放

流事業やタコ産卵礁の効果検証 

・海域全体でのトド対策の実施 

○ 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

○ 

漁協、漁業者 

 

 〃 

 

 

 

町、北海道 

 

漁協、北海道 

⑤ＩＴ活用による水産

体制の確立と漁業者

及び消費者への情報

提 

・携帯電話等で利用できるシステム開発 

・地元漁船・船舶の漁港出入港自動確認シ

ステムの検討・整備 

・事故や災害が起きた場合の自動通報シス

テムなどの検討・整備 

・品質管理の作業チェックの実施と個別ロ

ット管理によるトレーサビリティの確立 

・双方向告知通信システム「知らせますケ

ン」の導入による緊急時の災害情報の自

動伝達やメール送信の継続実施 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

漁協 

 〃 

 

 〃 

 

 〃 

 

町 

※ 短期：３年未満、 中期：３年～５年、 長期：５年～10 年 

 

2) 農林水商の相互連携と産業の育成 

 

構  想 構想実現に向けての取組み 
実施時期 

実施主体 
短期 中期 長期 

①良質な産物の融合に

よる特産品開発の推

進 

・農業高校の実習への食材・加工品の提供 

・実習成果の発表の場及び商品販売の場の

提供 

（道の駅などの場の提供、都市部での物産

展での展示販売） 

・農協や漁協による給食への地場産品の提

供の継続 

・ヒラメの町えんべつとして「ヒラメブラ

ンド化研究会」等と連携した町内外への

情報発信 

（特産品開発の支援、ＨＰでの情報発信と

フリーペーパーへの掲載） 

○ 

 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

各女性部、サ

ークル、団体 

 〃 

 

 

漁協、農協 

 

町、漁協、サ

ークル、団体 

②クリーン産地のトー

タルイメージの育成

とＰＲの強化 

・クリ－ン産地検討委員会の設立 

・統一ロゴマークやキャッチフレーズの設

定 

・ロゴマークの、包装紙、容器、ホームペ

ージ等デザインへの積極的取り入れ 

（デザイン研修会の実施） 

・公報やホームページでの取組み情報の発

信 

（ＨＰでの情報発信、ＭＶ通信の発行） 

・農薬の少ない環境へ優しい農業の継続と

ＰＲの強化 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

 

 

 町、商工会、

事業者 

 

町、商工会、

事業者 

 

 〃 

 

 

町、農協 

 

③地産地消拡充戦略の

展開 

・直販及び地元消費向けに一定の販売枠を

優先的に確保 

 

 

○ 

 

 

 

町、関係機関 
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（双方向通信などを利用した町内に向け

たＰＲ） 

・安定供給のため蓄養施設に加え高性能冷

蔵施設を確保 

・転入者等対象の望ましい分量や容器の要

望調査、販売施設などで実践試験 

・地域の食文化や産物を見直す特産品開発

の協議会、ワークショップ開催 

（遠別産ヒラメブランド化研究会による町

内飲食店でのヒラメ創作料理の提供） 

・伝統的料理や家庭食の知見の収集と飲食

施設等でのメニュー化 

・料理等の定期的な競技会を開催し、質の

切磋琢磨と町内外にＰＲ 

（近隣町村へのヒラメ創作料理提供のＰ

Ｒ） 

・数年毎、季節別に新たなメニューを加え

「食の王国」として展開 

・行政、町民、農林水商及び各学校等の連

携による地域一体となった特産品のＰＲ 

（物産展への参加といった既存の取組みの

継続、各種イベントの参加に向けた各団

体調整の継続） 

・町全体としての B級グルメの取組み継続 

（遠別まるごとコロッケの更なる販売・PR

の支援・場の提供、水産物と農産物がコ

ラボした新たな商品の開発） 

・域内消費の拡大に向けた取組み 

（漁協との連携強化による町内飲食店や旅

館での地場産品の積極的な提供、学校給

食や病院での地場産品の活用等） 

・カワガレイ等の未利用資源の活用 

（地元で美味と評判のカワガレイの PR、旅

館さらには飲食店での提供） 

・6次産業化への取組み 

（既存施設を活用した漁業者が加工に携れ

る体制の整備、通年販売可能な加工品の

開発） 

・農業まつり等の既存イベントにおける水

産物の販売・PR 強化 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

 〃 

 

 〃 

 

 〃 

 

 

 

 〃 

 

 〃 

 

 

 

 〃 

 

町全体 

 

 

 

 

 〃 

 

 

 

 〃 

 

 

 

漁協、商工会、

旅館、飲食店 

 

町全体 

 

 

 

町、商工会、

漁協、農協 

④農林漁業関連産業の

育成 

・姉妹都市交流でのホームステイ経験を活

かした農漁業体験メニューの提供業、民

宿業等の育成 

（移住交流支援センター「ぴーぷる」を活

用した体験メニューの実施・支援） 

・遠別産業体験プログラムの企画・提供、

受け入れ体制の強化 

（底建網のオーナー制度の共催としての企

画の考案） 

 

 

 

 

 

○ 

○  町全体 

 

 

 

 

 〃 

 

⑤都市との交流活動の

推進 

・既存の地域資源の組み合わせによる滞在

型観光の推進 

（恰好の釣りポイントと秘湯のイメージの

ある旭温泉の組み合わせ等） 

・通過型の立地を活かした、町内に人が立

ち寄り・滞在する仕組みづくり 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 町、商工会、

観光協会、マ

リンクラブ 

 

町、商工会 
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（国道沿いへ駐車スペースの確保等） 

・ヒラメオーナー制度の取組み強化 

（漁業と商工の連携強化による人手不足の

解消、地元の子供が参加できる体制づく

り等） 

・漁協、農協、商工が連携した新たなイベ

ントの開催 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 

町、漁協、漁

業者、商工会 

 

 

町、漁協、商

工会、農協 

※ 短期：３年未満、 中期：３年～５年、 長期：５年～10 年 

 

3) 地元学と交流活動の推進による創造的地域づくりと地域の担い手の育成 

構  想 構想実現に向けての取組み 
実施時期 

実施主体 
短期 中期 長期 

①学校の総合学習、生

涯学習のテーマ、高

齢者等の生き甲斐づ

くりの一環として

「地元学」の推進 

・「地元学」の具体的テーマの検討 

（海、川、山等の自然環境特性、伝統的食

事・家庭料理・塩蔵・発酵加工技術など

食生活の知見、藁製品等の生活民芸品、

日用品等製作の知見、歴史事象、特色あ

る人物伝、民話等の収集、手書きマップ

の活用等） 

・学校行事や町民文化祭等での成果発表会

の開催 

（高校や関係機関との連携による講習会及

び実演の開催） 

（小学生による和太鼓などの学習成果を学

習発表会や町民文化祭で発表） 

・漁港周辺の砂浜部分を利用した潮干狩り

などの体験学習の場の提供 

（水産技術普及指導所との協同によるアサ

リの調査） 

・子供たちが海を知る・触れる機会を増や

せる学校教育の実施 

（一次産業の大切さや地元の水産業や魚に

関する情報の提供、安全性に配慮した漁

業体験活動の実施等） 

・異業種連携による生涯学習センター「マ

ナピィ 21」を拠点とした体制づくり 

・域外に向けた地元学（魅力）の SNS 等を

利用した情報発信 

・地元ならではの料理法をヒントにした漁

師メシの開発 

○  

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

町、各団体、

サークル 

 

 

 

 

 

町、教育機関 

 

 

 

 

 

町、漁協、関

係機関 

 

 

町、教育機関、

漁協、農協 

 

 

 

町 

 

 〃 

 

町、商工会、

漁協、農協 

②地域起こし活動の組

織・団体の連携・協

議体制の確立 

・既存の開発・販売組織・グループによる

連絡・協議機会の設立 

（遠別産ヒラメブランド化研究会の取組み

継続、各関係機関や事業者、地域おこし

隊との実施への模索検討） 

・新たなグループ等が参画しやすい仕組み

及び窓口体制の整備 

（地域おこし隊との連携継続） 

・事業化可能性の高い成果についてワーキ

ンググループ等実現体制の設置 

・遠別産品の各産業 1 ブランド化を目標と

した特産品ブランド化を推進 

（遠別産ヒラメのブランド化推進の継続、

ミニトマトジュース（赤いしずく）のブ

○ 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 町、各団体、

サークル 

 

 

 

 〃 

 

 

 〃 

 

町、漁協、農

協、商工会 
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ランド化推進、B 級グルメの継続的な PR

の支援） 

・双方向通信を活用したイベントや漁業に

関する情報の発信 

 

 

○ 

 

 

町 

 

③農林漁業担い手育成

支援の継続 

・漁業担い手育成事業等着業体験の継続 

（漁協内に設立された協議会による新規就

業、経営移譲等に対応した柔軟な体制づ

くり、婚活といった担い手対策の取組み

継続、各産業体験を地元小中高校生が体

験する機会の検討及び実施） 

・新規就業時の事業開始資金制度の検討 

（振興基金を使用した資金貸し出し制度の

継続実施、漁業生産基盤強化対策委員会

による取組みの継続） 

・先進地視察や技術研修の実施 

（衛生管理先進地や新魚種の養殖等の先進

地への視察支援、受け入れ体制の検討） 

・青年部等の組織活動の活性化 

（出前授業やヒラメオーナー事業などの活

動支援） 

・移住交流支援センター「ぴーぷる」を拠

点とした体制づくり 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

町、漁協 

 

 

 

 

 

 〃 

 

 

 

 〃 

 

 

 〃 

 

 

町 

 

④交流支援機能の整備 ・案内設備、休憩や飲食提供施設、水産物

等販売施設の充実を図る 

・新たな上下架エリアの整備による遊漁と

漁業の利用エリアの区分 

  ○ 

 

○ 

町、漁協 

 

開発局、北海

道、漁協 

⑤災害に強い地域づく

り 

・避難場所までの距離に応じたエリア設定

や、エリア毎の避難経路・手段といった

陸上避難のルール化 

・安全な水深帯への距離に応じた人命確保

を優先した海上避難のルール化 

・想定される浸水範囲や津波の高さ等の正

確な情報の提供 

・災害時の流通機能、孤立化、主力漁業で

あるホタテ養殖の維持管理に配慮した耐

震強化岸壁の整備 

・災害発生時における外にいる町民すべて

への情報伝達の確立及びそれを活用した

災害訓練の実施 

・漂流物対策によるホタテ養殖資材等の流

入出の防止 

・防波堤の耐震化による津波被害の軽減化 

・監視カメラの設置による災害時の安全性

確保 

  ○ 

 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

町 

 

 

町、漁協 

 

町 

 

開発局 

 

 

町 

 

 

開発局 

 

 〃 

 

道、町 

※ 短期：３年未満、 中期：３年～５年、 長期：５年～10 年 

 

 

(2) 遠別漁港整備 

① 流通拠点機能 

・ 上記の機能・役割を高い水準で図るため、衛生管理・品質管理を確実に行う水揚げ・出荷

基地として整備を図る。 

・ 武蔵堆海域での操業情報や漁獲情報を集積し、分析結果を操業支援情報として提供する機
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能の整備を図る。 

・ 水域の必要水深を確保し、避難港として機能を確保する。 

・ 災害時においても流通機能を確保するため、外郭施設及び係留施設の耐震化並びに漂流物

対策を実施する。 

・ 自然エネルギーの活用等、漁港のエコ化の進展を目的とした整備を図る。 

② 増養殖支援機能 

・ 増養殖漁業支援拠点として漁港施設の規模・性能の充実を図る。 

③ 交流支援機能 

・ 地域の産業を見学・体験できる場として、また船舶への乗降の場として、利用しやすい案

内や休息場所を提供すると同時に、漁港漁場の利用秩序を保つための情報提供の機能整

備を図っていく。 

・ 交流支援サービス機能の集約化を図り、飲食・販売等の地産地消拡大につなげていく。 

・ ホタテ養殖作業や陸揚げ出荷作業と輻輳しないプレジャーボート上下架エリアを整備す

る。 

・ 案内設備、休憩や飲食提供施設、水産物等販売施設の充実を図る。 
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４．フォローアップ計画 

フォローアップ  

(1) 実現に向けた取組みのフォローアップの方法と追跡項目 

構想の実現に向けた取組みを確実に実施し検証するとともに、状況変化に的確に対応していく

ため『遠別地域マリンビジョンフォローアップ委員会』を組織する。以下の項目について定期的

に取組み状況・進捗状況を確認し、必要に応じて補足する推進策や変更施策を検討していく。ま

た、フォローアップ委員会では連携機能はあるが実際の施策や事業を展開する上で、各産業の「参

事」を集めた産業経済連携会議を発足し、連携した事業展開の調整や情報交換を目的とし遠別町

が中心となり進めていく。町民へのビジョンの浸透を促進するため、フォローアップ委員会が中

心となり、マリンビジョン通信の発行や、そのたＨＰでの情報発信等を積極的・継続的に進めて

いく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 農林水産業一体のクリーン産地形成に向けての追跡項目 

① 遠別町全体でのクリーン産地としての体制づくり 

協議・検討組織の設立状況と活動状況を確認 

② 町内の各種団体の連携によるクリーン作戦の強化 

クリーン作戦の実施状況を確認 

③ 水産物取扱いの作業方法の確認、改善方策検討とマニュアルの改訂 

衛生管理の主要実施事項、講習会実施状況、マニュアルの運用状況を確認 

④ 衛生管理型漁港の整備、ホタテ養殖作業用地の確保及び排水・廃棄物処理施設整備 

漁港整備の進捗状況を確認 

用地取得の進捗状況と養殖業者の意向集約状況を確認 

⑤ 漁港内で釣を楽しむ人へのごみ捨て禁止の啓発 

啓発活動の実施状況を確認 

⑥ 畜産のふん尿処理施設を全戸で整備 

処理施設の普及戸数を確認 

⑦ 砂浜等を活用した栽培漁業の検討 

漁協の指導事業での試行状況と成果を確認 

⑧ ＩＴ活用による水産体制の確立と漁業者及び消費者への情報提供 

漁協の機器の更新状況、システムの導入・活用状況を確認 
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2) 農林水商の相互連携と産業の育成に向けての追跡項目 

① 地元農業高校の実習と連携した商品開発、販売活動 

体験活動の実施状況を確認 

② クリーン産地のトータルイメージの育成とＰＲの強化 

統一ロゴマーク等の検討・実現状況を確認 

ＰＲ戦略の実施記録を集積 

③ 産物の地場販売枠の設定と安定供給のための高品質保管体制の充実 

販売枠の考え方と地場供給先・供給実績を確認 

④ 地場で消費されやすい販売ロット、商品姿の工夫 

実行したロットサイズ、商品姿及び成果を記録・集積 

⑤ 名物料理等の開発による小売店、飲食施設、宿泊施設での取り扱い拡大 

開発した料理等の提供形態と成果の記録・集積状況を確認 

⑥ クリーン産地の評判を活かした体験メニュー提供産業の育成 

体験メニュー提供への取組み母体、サービス提供者のリストを作成 

体験メニューの検討記録の集積状況を確認 

 

3) 地元学と交流活動の推進による創造的地域づくりと担い手の育成に向けての追跡項目 

① 生涯学習指導者バンクリストの方々との協力による「地元学」の具体的テーマの検討 

協議・検討組織の設立状況とテーマ案リストアップ状況を確認 

② 地元学への参加促進とサポートの充実 

学校や社会学習等での取組み母体のリストを作成し、文化協会等のサポート状況を確認

情報交換、成果発表の開催状況を確認 

協議・検討組織の設立状況と活動状況を確認 

③ 子供達の体験活動への砂浜漁場開発の活用 

漁協と学校等との協議・検討状況と活動実績を確認 

④ 既存の地域起こし組織・グループによる連絡・協議機会の設立 

協議・検討組織の設立状況と活動状況を確認 

⑤ 新たなグループ等が参画しやすい仕組み及び窓口体制の整備 

各活動のとりまとめ窓口の設立状況と活動状況を確認 

⑥ 事業化可能性の高い成果についてワーキンググループ等実現体制の設置 

検討成果の確認と実現体制の準備状況を確認 

⑦ 新規着業者の支援及び受け入れ体制の充実 

漁業担い手育成事業等着業体験提供の実施成果を確認 

新規就業者をフォローアップする相談窓口設置状況、利用状況を確認 

新規就業時の事業開始資金制度の検討状況の確認 

⑧ 担い手の継続的な資質研鑽機会の充実 

先進地視察や技術研修の実施状況を確認 

青年部等の組織活動の状況を確認 

⑨ 法人型漁業経営の拡大による勤務型着業機会の拡大 

法人型経営体設立参加者の募集窓口設置状況及び窓口の利用状況を確認 

⑩ 地域防災計画との連携を図った防災対策の実施 

地域防災計画の改訂や、日本海沿岸における想定津波の公表といった最新の情報を確認 

その他の情勢の変化等にも留意することもに、防災対策の進捗状況を確認 
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(2) アウトカム数値指標のフォローアップの方法 

地域の人口、年齢構成、漁業生産量、平均魚価、漁業経営体数、漁業就業者数、所得率等の数

値指標についても『遠別地域マリンビジョンフォローアップ委員会(仮称)』が、委員会事務局が

中心となり各産業の代表者に協力を得て毎年、計画年の目標値に近づいているかどうか確認する。 

大きな相違が見られる場合には、その要因を明らかにし、必要に応じて目標値の修正を行う。 
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参考資料  

 

参考資料-1 遠別地域マリンビジョン協議会構成表 

参考資料-2 遠別地域マリンビジョン協議会・検討会の議論の経緯 

参考資料-3 地場産品の提供に向けた PR資料 

参考資料-4 未利用資源有効活用のための PR資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.その他参考資料 
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参考資料-1 遠別地域マリンビジョン協議会構成表 

役員名 団体名 役職名 氏名 

委員 遠別町 町長 笹 川 洸 志 

〃 遠別町教育委員会 教育長 長 田  昭 

〃 遠別町漁業協同組合 代表理事組合長 千 葉 光 悦 

〃 オロロン農業協同組合 代表理事副組合長 北 島 次 幸 

〃 遠別商工会 会長 穀 蔵 悦 生 

〃 遠別初山別森林組合 代表理事組合長 鈴 木 幸 治 

〃 遠別町議会産業厚生常任委員会 委員長 小 林 一 之 

〃 遠別小学校 校長 大 水 隆 司 

〃 遠別中学校 校長 小 澤 洋 一 

〃 遠別農業高等学校 校長 近 野  仁 

〃 遠別漁業協同組合漁港利用委員会 委員長 大 村 隆 徳 

〃 遠別漁業協同組合青年部 部長 相 内 隆 志 

〃 遠別漁業協同組合女性部 部長 守屋美津子 

〃 遠別観光協会 会長 堀 江 昭 一 

〃 遠別マリンクラブ 代表 浦 山 裕 司 

オブザーバー 留萌開発建設部築港課 課長 上 川 功 一 

〃 留萌開発建設部留萌港湾事務所 所長 森  信 幸 

〃 留萌振興局産業振興部水産課 課長 谷 内 和 人 

〃 留萌建設管理部事業室治水課 課長 鈴 木 政 輝 

〃 留萌開発建設部築港課 港湾調査専門官 藤 澤  誠 

〃 留萌開発建設部築港課 漁港係長 見 上 謙 二 

〃 留萌開発建設部留萌港湾事務所 第 2工事課 課長 金 子 敏 志 

〃 留萌開発建設部留萌港湾事務所 第 2工事課 計画係長 落 野 憲 人 

〃 留萌振興局産業振興部水産課 主査 磯 野 克 由 

〃 留萌振興局産業振興部水産課 水産振興係 主任 三 浦 寛 之 

〃 留萌建設管理部事業室治水課 漁港係長 三 高 広 幸 

〃 留萌建設管理部事業室事業課 主査 工 藤 高 志 

事務局長 遠別町役場 経済課 課長 佐 藤 光 一 

事務局次長 遠別漁業協同組合 参事 濱 野 将 年 

事務局員 遠別役場 経済課 商工水産係 係長 緒 方  章 

〃 遠別役場 経済課 商工水産係 主事 鈴 木 慎 斗 
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 参考資料-2 遠別地域マリンビジョン協議会・検討会の議論の経緯 

 

遠別地区地域マリンビジョン 関係者ヒアリング 

第一回関係者ヒアリング 議事要旨 

 

１.日時  平成 25年 8月 5日（月） 15：00～17：00 

２.会場  遠別漁業協同組合 3階会議室 

３.参加者 

所属 役職 氏名 

遠別漁業協同組合 組合長 千葉 光悦 

参事 濱野 将年 

女性部 部長 守屋 美津子 

青年部 部長 相内 隆志 

ホタテ部会 部会長 守屋 久美 

底建部会 部会長 大村 則明 

たこかれい部会 部会長 大村 隆徳 

遠別町 経済課 商工水産係 主任 緒方 章 

総務課 企画振興係 係長 佐藤 克久 

留萌開発建設部 築港課 漁港対策官 藤澤 誠 

築港課 漁港係長 見上 謙二 

留萌港湾事務所 第 2 工務課 課長 金子 敏志 

留萌港湾事務所 第 2 工務課 計画係長 小鶴 真由美 

留萌港湾事務所 第 2 工務課 工務係長 落野 憲人 

株式会社アルファ水工

コンサルタンツ 

執行役員 鎌田 昌弘 

技術部 主任 澤村 圭 

技術部 技師 山下 拓矢 
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【遠別地区地域マリンビジョンの取組状況】 

 底建オーナーに関して漁業者はボランティアで対応している状況。 

 B 級グルメや地産地消に関する取り組みは、飲食店が中心となって実施している。漁業者は

多忙なこともあり関われていない状況。 

 人員確保が課題として挙げられ、現状では携わる人が限られている。 

 

【漁場に関する現状と課題】 

 カレイについては高齢化もあって着業する人が少ないせいか、以前よりは沿岸の資源量は以

前より安定している。しかし、資源が増えたのか漁獲圧が減ったのかは分からない。 

 タコについて、資源状態はしばらく低調である。産卵礁設置による効果も少ない（無いとは

言わないが、明確な効果は見られない）。以前は、陸上水槽を利用して活発に蓄養をしていた

が時期もあったが、最近は資源・漁獲量が少なく、効果も得られないのでやっていない。 

 ヒラメといった底建網の資源状態は極端に悪くはないが、魚価が低く割に合わない（以前と

比べると 1/3 程度）。稚魚放流による資源量の増大によって値段は下がり、遠別としてはメリ

ットを感じない。単価向上のため、活魚出荷もしているが明確な価格差は生じていない。 

 ホタテに関して、ここ 10 年近く採苗稚貝の付着が順調にきているので、生産量が増えている。

屋根付き岸壁の整備後は作業の短縮化も図られ、品質面においてもオホーツクなどの出荷先

のから良い評価を得ている。また、寒さや強風の影響も緩和されていると思う。 

 ホタテの漁場としては、特に問題は無いが、可能であれば広くしたい。しかし、区画漁業権

との兼ね合いがあることと、北海道としては増やさない考えとの事。遠別沖の漁場（水深：

22m～27m）は、日本海北部の中でも一番いい採苗の稚貝が採れる。 

 養殖施設は老朽化が進んでおり（古いもので 30 数年経っている）、入れ替えが必要な時期か

もしれない。 

 ホタテに関して一番重視しているのは直射日光、風、雨。シートを架けたりして少しでも風

や直射日光が当たらないよう配慮している。 

 ホッキ・ナマコ等の沿岸資源は、漁港建設による漂砂の影響を受けて低調が続いている。漁

港の北側は、砂が無くなり低質が砂利やヘドロと化している。一方、南側は北側に比べれば

まだましな状況。 

 産卵礁の設置等、各地で資源増殖のための取り組みが実施されているものの、これらの効果

が分からない。果たして、対策後の調査が行われているのかも不明な状況である。水温の関

係等、要因はよく解らないが、資源が年々減っていることは事実。 

 

【漁港に関する現状と課題】 

 全体的に、漁港の水深が浅い。特に、港口の水深が浅く、漁場では操業可能な天候において

も出港できないため、出漁をあきらめるケースがある。また、稚貝運搬時等で、船底と海底

が接触することがある（幸い、漁船損傷等の被害は発生していない）。 

 ホタテの洗浄場所が必要である。場所的には選ばないがフォークリフトで運搬できる範囲に、

籠を洗浄するスペースと水があればよい。洗浄水は、真水が必要である。 

 漁港の海側は風が強く、ホタテ洗浄施設としては向かない。洗浄を行うのは時化の時期が多

く、防風対策がないと作業ができない。現状では自宅などへ内陸の方へ運搬し洗浄している。 
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 春先の資材洗浄の際に、泥を含む排水を旧港に一方的に流している状態で、泥が沈殿して浅

くなっており問題である。処理するのにお金はかかるが、衛生管理型の漁港である以上、対

策が必要（分散させる、場合によっては港外へ）。 

 底建網に関しては網をあげるのにユニック車を使用しており、屋根付き岸壁では作業できな

い。 

 屋根付き岸壁の背後地が舗装されておらず、砂や砂利などが屋根下に入り、清掃作業を強い

らている。この点は、道路の舗装整備で改善されると思うが。 

 背後用地の区画割り（真ん中の道路）の都合が悪い。稚貝の積み込みを、各自の場所ででき

るなど分散する形がベストである。 

 上架施設の老朽化が進行しており、ひどく危険な状況にある。鉄板が抜けるなど転落の危険

がある。また、漁船の大型化に対応できていない（上架施設は町の施設）。 

 照明が少なく（屋根周辺には照明はあるが暗い）、早朝や夜間の移動時に危険である。半数が

自転車（一部、徒歩）を利用しており、防犯の面を考えても何かしらの対策が必要。 

 屋根の照明は保安用で、作業用ではないことを了承いただきたい。今後の整備の中で、駐車

場へは照明をつけるが、道路については対応策を今後考えていきたい。 

 

【漁村(地域防災)に関する現状と課題】 

 漁業者としては、地震・津波が発生すれば沖出しする。50m の避難水深の目安があることは

知らなかった。 

 陸上の避難に関しては、高齢者が多いこともあり、車での避難が現実的である。 

 漁港に限って言えば、津波対策として防潮堤等のハード対策が考えられるが、漁港機能はか

なり不便になる。そのことを考慮した上でどのような対策をとるかが重要である。また、当

漁港では川からの遡上も想定され、考慮すべき要因の一つである。 

 遠別町としては、場所・職種に応じて、手段（徒歩・車両）や避難の経路・場所の区分けを

行う予定とのこと（現状では区分けされていない）。また、まずは逃げること、次に、いち早

く復興することが重要と考える。復旧については、漂流物対策等も効果的と考える。 

 漁港からの避難路としては町中心部方向へ 3 本、北側に 1 本あるが、いずれも海抜的には高

くない。とんがり館、富士見は標高的に高いが、遠別川があり現実的でない。そういう土地

であることを把握しなければならない。 

 漁業者等、実際の利用者の意見を元に検討を進めたい。こういった機会を有効に活用し、だ

れが整備するか等はさておき、どのような要望があるか、そして何ができるか。 

 

【今後のスケジュール】 

 今回頂いた意見を元に、現状の課題及び対応方策について再整理する。 

 漁業者サイドで、もう一度ヒアリングを開催させて頂き、まずは漁港のイメージを固める（実

施時期は 8 月末から 9 月初旬を想定）。 

 その後、商工会等の町場の関係者を含めて地元懇談会を行う。参集範囲や開催時期等の詳細

については、二回目のヒアリングで調整する。 

以上 
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遠別地区地域マリンビジョン 関係者ヒアリング 

第二回関係者ヒアリング 議事要旨 

 

１.日時  平成 25年 10月 2日（水） 15：00～17：00 

２.会場  遠別漁業協同組合 

３.参加者 

所属 役職 氏名 

遠別漁業協同組合 参事 濱野 将年 

定置部会 部会長 大村 則明 

養殖部会 部会長 守屋 久美 

青年部 部長 相内 隆志 

遠別町 経済課 商工水産係 主任 緒方 章 

総務課 企画振興係 主事 野村 達宏 

留萌開発建設部 築港課 漁港対策官 藤澤 誠 

築港課 漁港係長 見上 謙二 

留萌港湾事務所 第 2 工務課 課長 金子 敏志 

留萌港湾事務所 第 2 工務課 計画係長 小鶴 真由美 

留萌港湾事務所 第 2 工務課 工務係長 落野 憲人 

株式会社アルファ水工

コンサルタンツ 

執行役員 鎌田 昌弘 

技術部 主任 澤村 圭 

技術部 技師 山下 拓矢 
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【遠別地区の課題・対策案】 

①漁港・漁場に関して 

(漁場に関して) 

 漁港周辺での漁場整備は、冬を越えると砂の堆積により埋没するため現実的では無いと考え

られる。 

 漁港北側のホッキ貝の漁場が減少してる問題についても、砂を移設しても時化により無くな

るため根本的な対策とはならないと考えられる。 

 底質がヘドロ化しており水質が悪化している箇所がある。 

(漁港に関して) 

 防波堤や突堤の整備により、漁港内への砂の堆積は約 10 年前からかなり少なくなった。広め

に浚渫すれば問題無い。 

 防風柵が必要な場所は上架施設の西側である。北西の風により港内に砂が入ってくる。南側

の防風柵は必要ない。 

 北護岸の西側の突堤を撤去して欲しい要望がある。矢板が劣化しており穴が開いており、波

が入ってきている。また、間口が狭く夜間出入りする際危険である。静穏度に関しても南防

波堤の突堤によりかなり改善されており、撤去しても影響ないと思われるが、影響が不明な

ので半分撤去して様子を見るのがよいと考えられる。 

 ※計画上では、90m のうち 30m は撤去し、残りの 60m は補修の予定である。 

 旧港側への排水により、水深が浅くなっている。排水は廃棄物が混ざっているだけであるの

で沈殿槽を通せば十分きれいになるため、定期的に浚渫すれば問題無い。 

 埠頭側の屋根付き岸壁には係船環の間隔が長く使用に支障がある。 

 上架施設は劣化しており、漁船の大型化に対応できていない。上架施設の移設新設の場合、

形式は現状と同じリフト式がよい。 

 プレジャーボート利用エリアや上架施設、斜路を旧港側に移して、新港は衛生管理エリアと

して分離できれば理想的である。遠別漁港ではプレジャーボードのクレーンでの上下架を禁

止してるため、斜路の移設が必要であるが、既設斜路は劣化していないため取り壊すとなる

と理由付が難しいと考えられる。 

 斜路の旧港部の移転先として想定している箇所は、海側であるが南防波堤の突堤により静穏

度が確保されており問題は無い。 

 太陽光発電や風力発電など自然エネルギーの活用は良いと考える。漁港使用電力を少しでも

補えれば良い。 

(ホタテかご洗浄用地に関して) 

 ホタテかご洗浄用地は、上架施設から旧加工所のあたりで確保できば理想的である。旧加工

所は真水の地下水を使用しており、このエリアでは真水の確保も問題無いと思われる。また、

水道の本管があり水道水の利用も可能であるが、費用負担が大きくなる点に留意する。 

 洗浄用地に設置する防風柵は飛砂を防ぐため、穴の開いていないポリカーボネート製のよう

なものが望ましい。また、洗浄は時化の時に行うことが多いため、雨天時でも使用できるよ

う上屋があればよい。 

 洗浄用地の規模は 5 経営体が同時に使える規模で十分である。広すぎると無秩序な利用状況

になるため、洗う分だけ置ける用地があればよい。洗浄後のかごは各自倉庫へ持ち帰る利用
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が想定される。 

 洗浄用地の排水は、沈殿槽を通して、ポンプにより漁港北側へ排水する案が現実的と考えら

れる（町の下水道範囲外のため）。その際、定期的なポンプの維持管理や水質検査の実施が必

要となる点に留意する。 

 

②町づくり・地域活性化に関して 

 遠別町へヒラメなどを求めてくる観光客は、士別・名寄などの道北地区が多いと思われる。

毎年名寄圏内のフリーペーパーに掲載しており、効果があると考えている。 

 ヒラメを始めとした遠別産の食材提供に旭温泉と旅館 2 軒に協力してもらっているが、一部

の地元品の利用に留まっている。遠別漁港に市場が無いことより、積極的に遠別産の水産物

を利用してるとは言えない状況である。 

 旭温泉は秘湯の雰囲気がありリピーターがいる。遠別産の食事を全面的に打ち出すことで付

加価値化が図れると考えられる。 

 温泉に関して、秘湯感を求める宿泊が多い観光客と食事や清潔感を求める地元利用客のニー

ズが相反しており、双方を満足させるのに苦慮している。 

 遠別町では、昔より水産物や農産物の物々交換の風習があり、特に高齢者ほど魚を買って食

べる習慣が無い。また、市場がないこともあり前浜の水産物を買える状況にない。地元の習

慣を変えることは難しく、地域外の人にどうアピールするするかが重要である。 

 未利用の資源としてカワガレイ（ヌマガレイ）が挙げられる。量はある程度取れるが、売れ

ないため捨てている現状である。地元では食感がよくヒラメよりおいしいとの評判で、付加

価値を付けて売れないか。 

 

【地域防災：避難シミュレーションの試行結果】 

 現在、地域防災計画の見直しを進めており、エリア毎（漁港エリアなど）に対象者を分けて

避難経路を設定するなどより詳細な計画とするべく検討中である。 

 避難経路について、迅速な避難ができるよう混雑するボトルネックについて検討が必要と考

えている。 

 車での避難に関しては、不確定要素が多いため混乱しないよう明確なルール化を目指して検

討する予定である。 

 災害があった後に港の機能をいかに早く復旧できるかという点について検討中である。ホタ

テ養殖かごが多いため、漂流物となった場合は復旧に支障となる可能性が高い。災害時に漂

流物対策として有効でかつ通常時に例えば倉庫として利用できる施設が整備できないか。 

 風や砂対策として防風柵は有効であるが、冬場の雪の堆積や排雪について影響がある可能性

がある。 

 

以上 
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遠別地区地域マリンビジョン 関係者ヒアリング 

第三回関係者ヒアリング 議事要旨 

 

１.日時  平成 25年 11月 28日（木） 19：00～21：00 

２.会場  生涯学習センターマナピィ 21 2F会議室 

３.参加者 

所属 役職 氏名 

地域おこし協力隊  山下 悟 

 佐々木 伸宏 

 原田 啓介 

 塩見 記正 

フレッシュ市場 花菜夢 会長 松澤 米子 

 石田 真理子 

遠別町観光協会 会長 堀江 昭一 

事務局 平栗 正徳 

遠別商工会青年部 部長 浅田 武司 

副部長 坂川 大介 

遠別町役場 経済課 商工水産係 主任 緒方 章 

留萌開発建設部 築港課 漁港対策官 藤澤 誠 

築港課 漁港係長 見上 謙二 

留萌港湾事務所 第 2 工務課 課長 金子 敏志 

留萌港湾事務所 第 2 工務課 工務係長 落野 憲人 

株式会社アルファ水工コ

ンサルタンツ 

執行役員 鎌田 昌弘 

技術部 主任 澤村 圭 

技術部 技師 山下 拓矢 
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１．現 MV計画の概要、北海道 MV21の改訂概要 

地域おこし隊： 十勝産直市場で遠別海産物コーナーを設置し、加工品をメインに販売してい

る（タコ等）。売れ行きも良く、遠別産の水産品のポテンシャルを感じてお

り、今後も品質の良さを売りに継続的に取り組んでいきたい。また、B 級グ

ルメコンテストにも出展している。 

商工会青年部： 漁業と商工の連携について、ひらめオーナーを始めた当初は見られたものの、

今ではほとんど無い状況。屋根の整備等、漁港はきれいになっているが、関

係者以外の利用はみられない。植樹活動についても、重要な取組みだと考え、

各組織の連携を強化して積極的に取り組んでいきたい。 

花菜夢： マリンビジョン通信は見ている。花菜夢として、旭川食べマルシェに出店し

たが知名度の低さを感じた。花菜夢は農作物が主で、水産物との連携は無い。 

観光協会： B 級グルメコンテストの「まるごと遠別コロッケ」は、町内・札幌・旭川な

どで試食・販売しており、昨年度は 2,000 個売れた。商工会女性部が精力的

に取り組んでおり、来年も継続する予定。 

 

２．漁業サイドのヒアリング結果 

資料説明 

 

３．町づくりに関する課題と対策案 

①農業・観光業での取組み及び産業間の連携 

地域おこし隊： 多種多様な産業があるのは強みだが、買える場所・食べる場所が無い。産業

間の連携については、どことどこが連携するか具体的に考える必要がある。

弱みとしての通過点も、考え様によっては立ち寄る場所としての強みとなる。 

道の駅のソフトクリームなど好評のものはあるが、遠別町としての取組みに

は結びついていない。近隣町村と同じであるが、知名度の低さが問題である。 

商工会青年部： いろんな産業があるが、横の連携がない。強みであるが弱みでもある。 

花菜夢： 多種多様な産業があるが、これといったものが無い。遠別町は虫が少ないこ

ともあるが、農薬の使用量を減らす取組みを行っている。 

遠別町： 遠別町には、市場や製造業が無いことが課題である。本来、「まるごと遠別

コロッケ」も町内の製造業で対応したいが、現状は商工会女性部で作ってい

る。 

観光協会： 8 年前まで、9 月に 3 団体（商工会、農協、漁協）で大きなイベントを河川

公園でやっていた。5 回ほどで終了し、その後は個別でやっている。売りた

いものの時期が合わないといった事が、イベント中止の理由の様である。か

なり盛り上がっていたイベントで、再度、町が一体となって復活させたい。 

遠別町： 農業祭りでも漁協青年部がホッケを売っている等、全く連携が無いわけでは

ないが、具体的に進めていく必要がある。 

地域おこし隊： 駐車スペースが少ないのが問題の一つと考えられる。町外の人は目的の品を

買ってすぐ帰るイメージ。物は売れているが、会場に人が少なく活気が無い。 

観光協会： 新たな商品開発というより、まずは「まるごと遠別コロッケ」を更に PR し
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て、遠別町を知ってもらうことが重要と考える。 

 

 

②地産地消、③地域活性化 

海の幸マップについて 

地域おこし隊： 海の幸マップは良いと思うが、常に食べられるわけではないので注意書きが

必要（例えば、花菜夢は日曜のみ、飲食店も定休日がある等）。 

商工会青年部： 欲しい時に買える様な体制にしなければいけないと思うが、まずは知っても

らうことが大事。地域内よりも域外にとって魅力を PR することが必要であ

る。 

観光協会： タコは加工所があるので道の駅で買えるが、ヒラメ・カレイは売っている店

が無い。 

地域おこし隊： ヒラメ以外は取り扱いがない。飲食店・旅館等に地元の魚を使ってもらえる

様な働きかけが必要となる。 

商工会青年部： 店の情報を載せることと、本当に食べられるかの確証が課題。漁業にこだわ

らず、農産物含めた MAP にしてみてはどうか。また、四季ごとの整理とす

れば、食べれる時期とリンクしてくると思う。 

事務局： 頂いた意見をもとに、四季別の遠別の味覚 MAP を作成する（魚以外も掲載）。 

カワガレイについて 

花菜夢： 刺身はヒラメよりおいしいと思うが、生臭さが欠点である。 

観光協会： 干してフライ、煮付けにしてもおいしい。 

商工会青年部： 昔から魚はもらって食べる習慣である（買わない）。当たり前の魚のイメー

ジで、言われるまで気にしたことが無かった。 

花菜夢： 臭いをとるための処理方法は、漁協の婦人部等に聞くのが一番である。 

商工会青年部： カワガレイに着目した取組みは、どこでもやっていないと思う。付加価値を

付けて売れるなら面白い取組である。 

遠別町： 実際にカワガレイを食べられるようになるには、「漁協が獲ってくれる」、「旅

館・飲食店が売ってくれる」ことが必要で、時間はかかるかもしれない。 

商工会青年部： まずは、パンフレットを作成し PR することが重要である。 

観光協会： その次の手として、居酒屋でお通しとして出す、ヒラメオーナー等のイベン

トで提供するなど、食べてもらう事も大事。 

事務局： 料理法・処理方法を追加し、パンフレットを修正する（役場通じて情報収集）。 

その他 

観光協会： 地域活性化に関して、新たな取り組みは考えていない。修学旅行の受入につ

いても、実際に受け入れてくれる施設（人手）がない。 

花菜夢： 学校給食に野菜（きゅうり、じゃがいも、にんじんなど）を提供しており、

給食便りには生産者（花菜夢）と情報は載せられている。 

遠別町： 漁協でも、学校給食にサケ等を無償提供している。 
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４．地域防災に関する課題と対策案 

地域おこし隊： 平らな地形で、津波が来たら危険との認識はあった。住宅も多く、車での一

斉避難は難しいと思う。いかに初動を早くし、連携を深めるかが重要となる。 

商工会青年部： 地震が少ない地域なのであまり危機意識は無かった。避難 MAP にあったよ

うな情報は今回初めて聞いた。 

観光協会： 町内の人、観光客すべてに知らせるにはサイレン・防災無線しかない。IP 電

話は各戸にあるが、常に屋内にいるとは限らない。 

 町の防災グッズは徐々に浸透しており、危機意識は高まっていると思う。 

 観光客への対応を含めて、連絡体制を整えることは大事である。 

商工会青年部： 漂流物防止柵は初めて聞いたが、有効だと思う。 

 施設の整備も大事かもしれないが、逃げるのが一番重要である。 

 

以上 
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第 1 回遠別地域マリンビジョンフォローアップ委員会 議事要旨 
 

１.日時  平成 26年 1月 9日（木） 13：30～15：30 

２.会場  遠別町役場 1F会議室 

３.参加者 

協議会委員 

団体名 役職 氏名 

遠別町 町長 笹川 洸志 

遠別町教育委員会 教育長 長田 昭 

遠別漁業協同組合 代表理事組合長 千葉 光悦 

漁港利用委員会長 大村 隆徳 

青年部長 相内 隆志 

女性部長 守屋 美津子 

オロロン農業協同組合 代表理事副組合長 北島 次幸 

遠別商工会 事務局長 緒方 通記 

遠別初山別森林組合 代表理事組合長 鈴木 幸治 

遠別小学校 校長 大水 隆司 

遠別中学校 校長 小澤 洋一 

遠別町観光協会 会長 堀江 昭一 

遠別マリンクラブ 代表 浦山 裕司 

オブザーバー 

団体名 役職 氏名 

留萌開発建設部 築港課漁港係長 見上 謙二 

留萌港湾事務所第 2 工務課長 金子 敏志 

留萌港湾事務所第 2 工務課計画係長 落野 憲人 

留萌振興局産業振興部 水産課主査 磯野 克由 

水産課水産振興係主任 三浦 寛之 

事務局   

団体名 役職 氏名 

遠別町役場 経済課長 佐藤 光一 

経済課商工水産係長 緒方 章 

経済課商工水産係主事 鈴木 慎斗 

遠別漁業協同組合 参事 濱野 将年 

株式会社アルファ水工コンサルタンツ 執行役員 鎌田 昌弘 

主任 澤村 圭 
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１． 開 会 

 

２． 委員長挨拶 

 

３． 遠別地域マリンビジョンの改訂 

（１）「北海道マリンビジョン２１」の改訂概要 

 ～資料説明～ 

 

（２）改訂に向けた検討の経緯 

 ～資料説明～ 

 

（３）遠別地域 MVの改訂に向けて 

基盤：水産物の安定供給基盤の確保 

 ～資料説明～ 

教育委員会： 担い手の確保に関して、なかなか上手くいっていない。すぐに具体的な取組

みは思いつかないが、学校で協力できることはしていきたい。 

遠別小学校： 3、4 年生を対象に社会科の授業で漁業を取り扱っており、漁港見学に行って

いる。ただの見学ではなく、関心を高めるような取組みにつなげていければ

と良いと考えている。 

 ヒラメオーナーの取組みについて、一般町民の方を含め呼びかけていると認

識しているが、オーナー以外の子供たちにも学ぶ場として PR を強化出来た

らいいと思う。色々な企画も合せて、子供たちが漁業に触れ合うことが出来

る活動に広げていきたい。 

漁協： 人口も減っていて、漁業者の担い手確保は難しい状況にある。以前、“遠別”

は札幌圏では知名度が低かったが、ヒラメオーナーの開催後、知名度は上が

ったと認識している。ただ、当取組みは域外での評価は良いものの、地元の

人の関心・評価はあまり高くないと思われる。開発局のサポートも受けてお

り、地元の人も積極的に参加し、地域一体となって盛り上げていきたい。 

また、最近では保護者から海が危険だと言われることで子供たちはほとんど

海に来ない。川や海での事故が多い地区ではあるが、学校教育と連携して、

浜を知って、浜で育つことが、担い手確保につながるものと考える。 

遠別中学校： 近年、本校の卒業生は 100%進学している。職業教育の一環で色々な職種体

験をしているが、漁業は天候や安全面の問題で体験は実施していない。大事

な経験であると思うが、安全性等の課題をどう解決するかが課題である。 

 カワガレイの話もあった様に、学校給食の中に地元の食材が増えればよいと

考える。子供たちが地元の食材を口にする機会を増やしていくことが大事。

食育はやっているが、主に健康面の内容となっており、地場の水産に関する

知識等には触れられていない。 

漁協： まずは、地元の人に食べてもらって、その美味しさを域外に伝えていきたい

と思う。学校や病院などに地元の魚を使ってもらう様に言ったこともあるが、



 50 

骨があるから等の理由で、積極的には使ってもらえてない実態がある。 

 直売所といったいつでも魚が買える施設があるに越したことは無いが、人口

が少ないため商売としては成り立たない可能性が高い。また、遠別の強みに

あった通過点について、最近では通過する人も減ってきている状況である。 

農協： 後継者について、酪農は割と育っているが、農業は確保できていない。昨年

に婚活イベントを開催したりと、若い人を呼び込もうと取組んでいるところ

であるが、なかなか結果が出ないのが現状である。遠別の町づくりにおいて、

若い人材を育てることが重要であると思う。子供時代は浜との交流があり、

地引網を体験するなど学校も親も子も地域一体で触れ合う機会があったが、

今は危険と言われなくなってしまった。そういった体験も必要であると思う。 

漁協女性部： 親から強いることはなかったが、進学していた息子が戻ってきて漁業を継く

ごとになった。理由は明確には分からないが、親の仕事を小さい頃から見て

いたことだと思う。域外の人が就くのは難しいと思う。中高生くらいで手伝

いや体験などから興味を持ってもらえればいい。 

町長： 漁業は食や健康に結びつき、最近はテレビ等で「漁師メシ」が取り上げられ

ている。当地域で代表的なものはニシンを使った三平汁がある。こういった

ものが漁家の中で伝わっているものがあれば、うまく活用できればと思う。 

担い手は漁業も農業も世襲でずっときている。最近は世代間同居が少なくな

った。大学への進学は増え、親の背中を見て職に就く人が減っているのかも

しれない。人を新たに引き込み育てる事が重要となる。 

マリンクラブ： 遠別は山も海も川もあり、自然が満喫できる地域である。釣りに関しても良

い漁場であり、もっと PR して釣り客を引き込めたらよいと考えている。釣

り大会を開催して、旭温泉に泊ってもらって地元の魚を提供するといった取

組みも効果的であると思う（実際、過去に2～3回釣り大会を開催している）。 

地元の人が、地元の魚を買える場所がないのも課題の一つ。イベントの開催

や、PR などで手伝えることがあれば是非協力したい。 

漁協： 後継者確保について、まず必要となるのは生活環境を整えること。そして、

技術を学んだ後に、着業するための資金を確保すること。漁協や漁業者だけ

では限界があり、これからは行政と連携して、一体で取り組んでいかないと

厳しい。農業は代々土地を受け継いでいくのに対して、漁業は漁業権の問題

が受け入れる際にネックとなる場合がある。 

 

環境：環境保全と循環型社会の構築 

森林組合： 魚は森で育つので、川の水を綺麗にしたい気持ちはある。以前は針葉樹の植

林が中心だったが、今は広葉樹に変化しつつある。こういった点では水環境

を守るには良い方向にある。環境にはどういった樹木が良いのか勉強をしな

がら、魚が育つ森づくりを意識していきたい。 

商工会： 後継者の不足や、地元消費の低迷等、問題は多々ある。地域活性化に向けた

取組みついても、利益や資金の問題があり対応方針を模索している状況。 

 町の助成を受け、平成 24 年に B 級グルメコンテストを開催、更には札幌「ど
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さんこ感謝デー」・旭川「食べマルシェ」・留萌「寄り道の駅」で PR する等

の取組みを行ってきた。ホタテやタコといった遠別の食材のアピールにもつ

ながっていると認識している。遠別コロッケも、去年は 5～10 月と限定した

期間での販売であったが道の駅で 3400 個売った。今年も継続的に販売する

予定であるが、人手・運営・資金等の課題は残る。 

 何かしらの取り組みをやるからには利益を追求する必要はあり、人口が減少

する中、第 3 セクターや直営といった雇用を増やす取り組みが重要である。

6 次産業化の視点も踏まえ、人口を増やしていけるような町づくり必要であ

る。 

 カワガレイは確かに美味いが、どれくらいの量が獲れるのか疑問である。 

漁協： 年中まとまった量が獲れる訳ではない。漁場・漁法の都合上、カレイ以外も

新鮮な魚が採れる時期は限られる。これも町内に魚を買う場所が無い一つの

要因かもしれない。カワガレイの商品化も獲れる量次第である。 

観光協会： カワガレイの試食に関しては、飲食店よりも旅館のほうが PR しやすいと思

う。 

漁協青年部： ヒラメやカワガレイが採れる時期 5～7 月である。ただ、カワガレイの資源

量も減っているので、どれだけ付加価値化できるかが課題である。 

町長： 5 月に植樹をやっているが、針葉樹は川や海への栄養分の供給源にならない

のに対し、広葉樹が多いとプランクトンが増えるので、今後も広葉樹の植樹

に取り組んでいきたい。山が元気になると川や海も元気になり、最終的に自

分たちの命に跳ね返ってくるという大事な自然のサイクルなので大事にし

ていかなければならない。 

 

体制：水産物の安定供給体制の確保 

利用委員会： 釣り人を呼び込む話があったが、漁業者にとって遊漁船は中にはマナーが悪

い人もおりある意味では迷惑となる。ただし、せっかく遠別まで来て嫌な思

いはさせるよりは、良いイメージを持ってもらいたいと思う。協力・連携を

図ることで、町のイメージアップにつながるかもしれない。 

 また、実は漁師より釣り人の方が時期や場所に敏感なケースもあり、良い関

係をつくっていければと思う。ただ、高齢化もあり釣り人口も減っているの

で、何かしらの PR は必要である。 

商工会： ヒラメは漁期が短いので、加工品や瓶ものなどの賞味期限が長いものをどう

ブランド化していくかが重要。ただし、町内に製造業がないのが課題となる。 

町長： 行政の手助けも必要だが、域外から人が来て「遠別は働く場所がない」「住

むところがない」という話を耳にする。しかし、本当に仕事をやる気があれ

ば、行政の支援に関わらず、自分で行動するはずであり、そういう意欲をも

っと持って欲しい。その上で行政の協力が必要であれば積極的に支援したい。

年々子供も少なくなっており、自ら働く場所を見つける意欲は大事なことで

ある。 

後継者問題も、婚活の取組みを始め、何とか解決できる方向に持って行きた



 52 

い。水産物の安定供給体制も、人が集まれば整っていくものと考える。 

 

振興：漁村・地域の総合的な振興 

遠別小学校： 震度 5 以上の地震が起きた場合は、スキー場へ避難することとしている。去

年に訓練をしたが、急ぎ歩きで 18 分程度であった。 

遠別中学校： 小学校と同様に大きな地震の際は、スキー場に避難する。毎年津波を想定し

た訓練をしているが走っても 13 分かかる。シミュレーションでは中学校は

浸水区域に入っていないが、遠別川に近いため心配である。 

教育委員会： スキー場への避難訓練はやっている。低学年と高学年とでは違うので、低学

年の子供たちが実際に避難できるのかは心配である。 

利用委員会： 漂流物に対応する施設があれば、効果もあると思われ、ありがたいと思う。 

漁協： 東日本大震災で、避難マニュアルは慣れや安心から役に立たなかったと話を

聞いた。被害を軽減できる施設整備は有効であるし、風・雪・砂などの被害

低減等、多目的に使えればなお良い。 

観光協会： 遠別まるごとコロッケは販売・PR に力を入れてきているので、マップにも

載せてみてはどうか。 

農協： 出せばきりがないが、農産品としては特産であるメロン・しゃがいも・かぼ

ちゃなどが載っていれば良いと思う。 

商工会： 野菜等の写真を直接載せるより、トマトジュースや花菜夢のジャムなど、遠

別の特徴がより伝わる写真にした方が良い。 

教育委員会： マップのどこかにゆるキャラ（モモちん）を入れてみてはどうか。 

町長： カレイにしてもスナガレイやカワガレイ等の種類があるように、かぼちゃや

トマトにも様々な形や色がある。一言で表現するのは難しいが、いろいろな

種類があり味や特徴も違うといったこともアピールできれば良いと思う。 

利用委員会： 観光客の中には、夏の間だけ遠別で畑を作りたいと言っている人がいる。 

町長： 遊休農地や中学校裏の町民農園を利用することも可能かもしれない。 

漁協： 獲った物に付加価値を付けることは大事だが、実際にやってみないと分から

ない苦労もあり、やり続けるには根気も必要となる。そういった部分も PR

して、商品化につなげていければと思う。 

一次産業は決して悪い仕事ではないが、残念ながら資源減少といった背景の

中で良いイメージは無い。日本の食を支える貴重な役割を担っており、学校

教育の中で、一次産業は素晴らしいものであり、人材がないと守れない産業

であるということを子供たちに伝えてもらえたら嬉しく思う。 

（４）まとめ 

 

４． その他 

 

５． 閉 会 
 

以上 
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第 2 回遠別地域マリンビジョンフォローアップ委員会 議事要旨 

 

１.日時  平成 26年 2月 28日（金） 10：00～ 

２.会場  遠別町生涯学習センターマナピィ 21 

３.参加者 

協議会委員 

団体名 役職 氏名 

遠別町 町長 笹川 洸志 

遠別町教育委員会 教育長 長田 昭 

遠別漁業協同組合 代表理事組合長 千葉 光悦 

漁港利用委員会長 大村 隆徳 

青年部長 太田 智樹 

女性部長 守屋 美津子 

オロロン農業協同組合 代表理事副組合長 北島 次幸 

遠別商工会 経営指導員（代理） 家入 行男 

遠別中学校 校長 小澤 洋一 

遠別マリンクラブ 代表 浦山 裕司 

オブザーバー 

団体名 役職 氏名 

留萌開発建設部留萌港湾事務所 所長 小路 邦夫 

留萌開発建設部築港課 港湾調査専門官 藤澤 誠 

事務局   

団体名 役職 氏名 

遠別町役場 経済課長 佐藤 光一 

経済課商工水産係長 緒方 章 

経済課商工水産係主事 鈴木 慎斗 

遠別漁業協同組合 参事 濱野 将年 

株式会社アルファ水工コンサルタンツ 執行役員 鎌田 昌弘 

主任 澤村 圭 
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１． 開 会 

 

２． 委員長挨拶 

 

３． 遠別地域マリンビジョンの変更改訂 

（1）これまでの検討経緯のおさらい 

  ～資料説明～ 

 

（2）遠別地域マリンビジョンの改定案の提示 （下線部：計画書へ反映の必要な箇所） 

農林水産業一体のクリーン産地形成 

  ～資料説明～ 

漁協利用委員 屋根付き岸壁の整備によって、作業効率や環境が改善され、品質管理の面でも効

果が見られる。ただ、漁協事務所から岸壁の様子が見にくくなり、安全性の確認

が難しくなった点が課題として挙げられる。カメラを設置して、安全面の確認が

できる体制が望ましい。津波が発生した際にも効果的であると考えられる。また、

漁業の操業状況を動画で情報発信するのも有効かもしれない。 

農協 海の資源を守るためには森林が大事である。山への植林だけではなく、海に近い

空き地や荒廃地に植林をすることも重要である。農業も酪農も従事者は年々減少

しており、若者を増やしたいのは共通の課題である。 

遠別町長 一次産業を元気にするためには仲間が必要である。仕事は上手くいっていても、

結婚が出来ないため域外へ移るといった話しも聞く。仲間を増やし、地域一体と

なって改善に向けて良い方向に向っていきたい。 

 

農林水商の相互連携と産業の育成 

  ～資料説明～ 

商工会 取り組み内容や将来像について、提示あった内容は良い。色々課題が出ているの

で、今すぐという訳にはいかないが、今ある取組みを継続に加えて新たな取組み

を模索していきたい。合同イベントについては、各団体の商品の時期が合わない

ことが課題である。 

漁協 合同イベントは 5年くらい実施した。漁業・農業・商工が協力したイベントとし

ては、管内全体でも始めての取組みだったと記憶している。結果的に知名度は上

がり成果はあったが、各商品の旬が合わずに中止せざるを得なかった。物産にと

らわれず、地場産品を食べるイベントなど、各団体が一丸となって取り組んでい

くことは重要である。 

農協 合同イベントが中止となった別の要因として、海上と駐車場が離れていた点も上

げられる。買物をした後に車まで運ぶのが大変だったと話しを聞いた。当時は町

のサポートもあり歌手を呼ぶなど力を入れていた。 

 計画書には、単純に合同イベントの復活ではなく、各産業が連携した取組みの実

施といったように表現には工夫する必要があると思う。 
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マリンクラブ 将来的に遠別の知名度を上げていくには、漁協さんは大変だと思うが遊漁船を増

やして、旭温泉に泊って釣りを体験してもらうのが良いと思う。遊漁船の連絡先

や釣りの情報を書いた紙を旭温泉に置くなど、宿泊施設の連携も有効である。 

 また、遠別は港の街なので、小中学生に釣りを一度は体験してもらいたい。小さ

い頃の思い出は結構残るものなので、域外で就職した人の口コミで遠別の魅力の

PRにも繋がると思う。 

漁協 遠別は他港と比べ早くにプレジャーボートの誘致に取り組んできた。また、第 4

種漁港としての機能を保つには生産量や組合員数が足りない。 

 今回提示を受けた内容は理想論としては素晴らしく、計画書に目標として載せる

べき内容は理想論とせざるを得ない。問題は、現状との差をどうやって埋めるか。 

漁協利用委員 遊漁船としては 3隻の登録がされている。課題としては、釣り客の来るタイミン

グと、漁業者の暇な時期が合わないことである。春や夏に来る釣り人が多いが、

ホタテ・ヒラメの漁期が 5～7月と合わない。 

漁協 大半の漁協は加工場を持っていたが、近年は上手く経営が続いている地域は少な

い。その中で、遠別の加工業は順調であり、今後においても漁業とともに加工は

重要な役割がある。他の地域との比較ではなく、独自化を目指していきたい。 

教育委員会 せっかく話しが出てきたカワガレイなので、ヒラメに続く遠別の魚となるように

取組んでいくべきと思う。 

遠別中学校 学校の立場だと、農林水産業を広く教える必要がある。釣り体験といった取組み

も実施したいが、時間が限られる中、授業としての実施は難しい。単発な取組み

ではなく、小中学校合せて 9年間のサイクルの中で、子供の発達段階に応じたカ

リキュラムや指導計画を立てて、段階的に体験させていくことが必要となる。 

漁協女性部 子供たちに漁業に関する体験をしてもらうことは重要で、女性部としても何か出

来ないかと考えているところである。既に取り組んでいるホタテ釣りに加えて、

魚でもやってみたいが、人手不足であり女性部以外の協力が必要である。 

漁協利用委員 ホタテの現状視察を目的に若い人たちを中心に韓国に行った。農協等でも独自に

視察をしていると聞くが、出来れば漁業・農業・商工が連携して、視察に行った

り親睦会を開いたりと、今後のまちづくりを支える若者を中心に情報交換して、

一体となった体制を作れればよい。 

遠別町長 各組織に青年部があるが、集まる機会は年に数回のイベントくらいしかない。今

後の遠別町について、先ほどあった共同で視察や話をすることは、視野を広げる

にも非常に大事なので、前向きに検討したい。 

 また、婚活についても、町としてサポートできる部分には限界があるが、事業化

に向けた検討を進めている。男女の出会い以外にも、今後の町づくりをどうする

のか語り合える機会にもなれば良いと思っている。 

漁協青年部 域外へ就職するケースが多いが、地元の高校生に向けた就職活動で漁業に関する

体験を取り入れられればと思う。 

 

地元学と防災対策の実施による地域づくり 

  ～資料説明～ 
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遠別中学校 長期的な指導計画を立てる必要があり、単発的な体験をして身に付くものではな

い。また、1度実施したら翌年には発展させる必要があり、同じことを何年も続

けることはできない。義務教育である 9年間の指導計画を立て、子供たちに何を

伝えるべきなのかを明確にして、今後の対応を考えていきたい。 

農協 提案のあった将来像が築ければ最高だが、必ずしも上手く行かない。将来像を見

据えた上で、この計画を地域全体で進めていく必要がある。 

教育委員会 学校給食への地場産品の提供について、平成 24年度は花菜夢さんをはじめ農産

物は継続的に提供している。魚については、骨があるといったことで積極的な提

供はされていない。 

漁協 学校教育で限られた時間の中でこれまで以外の教育を取り入れるのは難しいと

分かっている。行政・教育機関が主体になって、話し合いの場を設けて理解を深

めていかないと何も進まない。 

 最近では、骨のある魚を買う人が減っている。食育を考えると、加工していない

骨のあるままで給食に出すことも本来は必要である。こういった取組みは都会で

実施していると聞いたこともあり、遠別で出来ない理由は無いはずである。 

遠別町長 「地元学」について、社会教育が弱くなってきている。子供たちにとっては魚に

は骨が無いのが当たり前になっているが、こういった点まで学校の先生が教える

のには無理があり、これは家庭での教育の役割である。若い人が魚を捌けない等

核家族化が進み、お年寄りの知恵が若者に伝わっていないのが問題。どうやって

改善するか、一朝一夕とはならないが改めて社会教育を考え直す必要があると考

えている。地域の教育力を上げることが、「地元学」に結びつく。 

 

漁港整備について 

  ～資料説明～ 

漁協 旧港側の上架エリアを交流機能と示しているが、PBの利用に加え、漁船の上下架

機能も追加して欲しい。 

マリンクラブ ホタテ養殖でクレーンを使用する時期は、PBも波を立てないように気を使って利

用している。安全面を考え、事故が起こる前に早めに船揚場を作って欲しい。 

 

（3）まとめ 

遠別町長 漁業だけでなく幅広い視野が大事となる。マリンビジョンが遠別地域の大きな振

興へとつなげるために、構想を具体化するように関係機関と共に進めていきたい。 

漁協利用委員 知らない土地に行ったら、まず漁港をみる。全ての人に共通するかは分からない

が、港の印象を良くして、町全体のイメージアップを図りたい。 

漁協青年部 地元学について、青年部長の活動としても、出前事業といった体験学習に取り組

んでいく。提案のあった内容を参考として、活動へ盛り込んでいきたい。 

漁協女性部 カワガレイの PR資料について、流通に乗らず捨てられるのではなく、売られず

に食べられているのとでは意味合いが違う。表現を工夫して欲しい。 

マリンクラブ 漁港を利用する者として、漁協をはじめ関連機関と協力しながらマリンビジョン

の実現に向かって取り組んでいきたい。 
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遠別中学校 子供の健全な育成には、自分の生まれた地域を知ること考えることが非常に大事

である。学校でも工夫をしながら、職場体験等を設けているので、今後も積極的

に取り組んでいきたい。 

教育委員会 マリンビジョンは町づくりの一環であり、関連する色々な人の意見を出し合って

いくことが大事であることが、当協議会に参加することで分かり、良い機会とな

った。 

商工会 提案のあった内容は素晴らしい。ビジョンの実現に向けて、継続的に取り組んで

いく必要がある。良い方向に行くはずである。 

組合 限られた人口の中で、一次産業のみならずマリンビジョンの将来構想を、現実に

することが重要となる。組合員数が少ない状況の中で、避難拠点として国による

漁港整備が進められているとい状況は、当たり前の話しではない。開発局などを

始め関係機関の努力があって、これまでの対応がされてきた部分がある。今後も、

地域一体となった取組みを続けていきたい。 

 

 

４． その他 

 

５． 閉 会 
 

以上 
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参考資料-3 地場産品の提供に向けた PR資料（遠別旬の味覚） 
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参考資料-4 未利用資源有効活用のための PR資料（遠別の隠れた味覚 カワガレイ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




