
追加 地域変更 名称変更 廃止

市 町 村 資 源 区 分

渡島総合振興局管内 農林水産物 道南スギ

鉱工業品 プレス加工品と関連加工技術 産業用機械と関連加工技術 鋳造品と関連加工技術 電子部品と関連加工技術

函館市 農林水産物 辛み大根 アカザラ アワビ イカ ウニ 海藻 ガゴメ

クジラ ゴッコ タコ ドンコ ナマコ ババガレイ マグロ

マダラ 王鰈（マツカワ） ホタテガイ スィートコーン ホッケ サケ マコンブ

スケトウダラ

鉱工業品 船舶 函館塩ラーメン

観光資源 市民創作「函館野外劇」 中空土偶と縄文遺跡 特別史跡五稜郭跡 はこだてクリスマスファンタジー
函館西部地区の街並みと歴

史的建造物群
函館山からの夜景 湯の川温泉

恵山 香雪園 函館ひかりの屋台「大門横丁」 函館山の要塞跡

北斗市 農林水産物 イチゴ ウド カーネーション キク きゅうり コメ だいこん

デルフィニューム トマト 長ねぎ にんじん はくさい リンゴ（ヒメリンゴ） ほうれん草

マルメロ ゆり レタス ワレモコウ 鶏卵 牛乳 アサリ

アワビ イカ イワシ ウニ カキ コンブ サケ

ツブ貝 ナマコ フノリ ホタテガイ ホッキガイ ホヤ マス

ワカメ スィートコーン

観光資源 せせらぎ温泉 きじひき高原 松前藩戸切地陣屋跡 トラピスト修道院 桜回廊 北斗市観光交流センター 北斗市観光交流センター別館

松前町 農林水産物 松前本まぐろ ニラ カキ マコガレイ

鉱工業品 するめ 松前するめ 松前漬

観光資源 松前公園のさくら 北前船 福山波止場 松前城（福山城）

福島町 農林水産物 養殖真昆布 千軒そば ニラ 山菜 ホッケ

鉱工業品 するめ

観光資源 矢越海岸 殿様街道

知内町 農林水産物 ニラ カキ マコガレイ ホタテガイ

観光資源 矢越海岸 知内温泉

市町村別地域産業資源の内容（北海道）

（平成３０年１１月１２日施行）

地　　域　　産　　業　　資　　源　　名
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市 町 村 資 源 区 分 地　　域　　産　　業　　資　　源　　名

木古内町 農林水産物 はこだて和牛 ニラ カキ マコガレイ ホタテガイ

観光資源 咸臨丸 寒中みそぎ 薬師山 サラキ岬

七飯町 農林水産物 カーネーション 長ネギ りんご だいこん にんじん 馬鈴しょ 肉用牛

牛乳 きのこ

鉱工業品 横津岳の水

観光資源 赤松並木 大沼国定公園 七重官園 横津岳 駒ヶ岳

鹿部町 農林水産物 スケトウダラ ホタテガイ

鉱工業品 ホタテ貝殻粉末 たらこ

観光資源 駒ヶ岳 間歇泉

森町 農林水産物 きゅうり トマト 馬鈴しょ ブルーベリー プルーン 都かぼちゃ 木炭

アカガレイ イカ 毛ガニ サケ スケトウダラ タコ ホタテガイ

ボタンエビ 豚 カラマツ トドマツ 昆布

鉱工業品 木製品 森らいす

観光資源 青葉ヶ丘公園のさくら 茅部の栗林 駒ヶ岳 鳥崎八景 濁川温泉郷 フラワーロード 鷲ノ木遺跡の環状列石

八雲町 農林水産物 イチゴ かすみ草 スターチス トマト 軟白ねぎ 馬鈴しょ もち米

牛乳 肉用牛 豚 エゾアワビ エビ カレイ 毛ガニ

サケ スケトウダラ コンブ ハタハタ ホタテガイ ホッキガイ ホッケ

マス

鉱工業品 熊石海洋深層水 貝化石 ほおずき大福 二海カレー

観光資源
道立公園「噴火湾パノラマパー

ク」
八雲山車行列

長万部町 農林水産物 ホタテガイ ホッキガイ カレイ 毛ガニ サケ

観光資源 長万部温泉郷 二股ラヂウム温泉

江差町 農林水産物 うるち米 立茎アスパラガス 馬鈴しょ ブロッコリー 道南スギ ヒノキアスナロ イカ

ナマコ ベニズワイガニ ホッケ にしん

鉱工業品 ホッケ焼きかまぼこ

観光資源 いにしえ街道 江差追分 姥神大神宮渡御祭 開陽丸 かもめ島
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市 町 村 資 源 区 分 地　　域　　産　　業　　資　　源　　名

上ノ国町 農林水産物 アワビ ナマコ 道南スギ ヒラメ ウニ ホッケ イカ

鉱工業品 ブラックシリカ

観光資源 国指定史跡「勝山館跡」

厚沢部町 農林水産物 さつまいも（黄金千貫） 光黒大豆 メークイン やまごぼう 道南スギ

乙部町 農林水産物 イカ 釣りたら子 道南スギ ゆり根

奥尻町 農林水産物 ハマナス アスパラ コメ アワビ ウニ ホッケ イカ

鉱工業品 ワイン

観光資源 奥尻島の漁村 なべつる岩 丁字頭勾玉 青苗言代主神社
旧幌内硫黄鉱山・幌内温泉

跡

今金町 農林水産物 今金男爵 鶴の子大豆 軟白長ネギ 黒毛和牛

観光資源 後志利別川

せたな町 農林水産物 サフォークラム肉 豚肉 スルメイカ

観光資源 三本杉岩 浮島公園 太田神社 玉川公園 後志利別川

石狩振興局管内 農林水産物 アロニア 小麦 コメ 札幌圏の大豆 ダッタンそば 馬鈴しょ 牛乳

鶏卵

鉱工業品 プレス加工品と関連加工技術 電子部品と関連加工技術 産業用機械と関連加工技術
サッポロバレーにおけるＩＴ製

品と関連技術

農林水産資源を活用した健

康飲料と関連技術

農林水産資源を活用したサプリ

メントと関連技術

プラスティック成形品と関連加

工技術

鋳造品と関連加工技術 化粧品と関連技術 ハム

札幌市 農林水産物 亜麻 札幌イチゴ 札幌タマネギ サケ

鉱工業品 さっぽろスイーツ 札幌ラーメン スープカレー

観光資源 サッポロ・シティ・ジャズ さっぽろライラックまつり 札幌芸術の森 札幌市円山動物園
サッポロリゾートウェディングス

ポット

江別市 農林水産物 江別の小麦(ハルユタカ)

鉱工業品 レンガ 江別小麦めん

　 観光資源 えべつやきもの市

千歳市 農林水産物
支笏湖チップ（支笏湖産ヒメ

マス）

鉱工業品 千歳バーガー

観光資源 支笏湖温泉 パレットの丘 ハーベストルート 支笏湖スカイロード

恵庭市 農林水産物 花卉 かぼちゃ トマト

観光資源 えこりん村 道と川の駅「花ロードえにわ」 恵庭渓谷
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市 町 村 資 源 区 分 地　　域　　産　　業　　資　　源　　名

石狩市 農林水産物 サケ

鉱工業品 いしかり丼 石狩鍋

観光資源 浜益温泉
恋人の聖地「厚田公園展望

台」

北広島市 農林水産物 赤毛米

観光資源 観光果樹園群

当別町 農林水産物 亜麻 花卉 SPF豚

観光資源
伊達記念館

文学碑「石狩川」
北欧の風　道の駅とうべつ

新篠津村 観光資源 しんしのつ温泉

後志総合振興局管内 鉱工業品 プレス加工品と関連加工技術 産業用機械と関連加工技術
プラスティック成形品と関連加

工技術
鋳造品と関連加工技術

小樽市 農林水産物 イチゴ コメ トマト ぶどう メロン 小樽地鶏 しゃこ

にしん ホッケ

鉱工業品 小樽ガラス 小樽の日本酒 小樽のビール 小樽のワイン 小樽あんかけ焼そば 小樽のゴム製品

観光資源 小樽の産業遺産 小樽雪あかりの路 おたる水族館 朝里川温泉郷 ニセコ積丹小樽海岸国定公園

島牧村 農林水産物 コメ ぶどう ウニ ホッケ

観光資源 賀老の滝

寿都町 農林水産物 シラス ホッケ 寿カキ

観光資源 寿都温泉ゆべつのゆ

黒松内町 農林水産物 コメ 馬鈴しょ ぶどう

観光資源 歌才ブナ林

蘭越町 農林水産物 イチゴ メロン らんこし米 コメ 馬鈴しょ ぶどう トマト

かぼちゃ

観光資源 尻別川 ニセコ温泉郷 羊蹄山

ニセコ町 農林水産物 イチゴ コメ トマト 馬鈴しょ ぶどう メロン

観光資源 尻別川 ニセコ温泉郷 羊蹄山
ニセコ地域のパウダースノーとニ

セコ連峰

真狩村 農林水産物 ゆり 馬鈴しょ

鉱工業品 羊蹄のふきだし湧水

観光資源 尻別川 羊蹄山 羊蹄の湧水口
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市 町 村 資 源 区 分 地　　域　　産　　業　　資　　源　　名

留寿都村 農林水産物 大根 馬鈴しょ 豚

観光資源 尻別川 羊蹄山

喜茂別町 農林水産物 馬鈴しょ

観光資源 尻別川 羊蹄山 中山峠

京極町 農林水産物 馬鈴しょ

鉱工業品 羊蹄のふきだし湧水

観光資源 尻別川 羊蹄山 羊蹄の湧水口

倶知安町 農林水産物 イチゴ コメ 馬鈴しょ ぶどう メロン

観光資源 尻別川 ニセコ温泉郷 羊蹄山
ニセコ地域のパウダースノーとニ

セコ連峰
羊蹄の湧水口

共和町 農林水産物 イチゴ コメ トマト ぶどう メロン スイカ スイートコーン

観光資源 神仙沼

岩内町 農林水産物 釣りたらこ

鉱工業品 岩内海洋深層水 たちかま たら関連キャラクター製品 身欠きニシン 数の子

観光資源 岩内温泉 岩内の夜景 雷電・刀掛岩に沈む夕日 岩内岳

泊村 観光資源 積丹半島と神威岬

神恵内村 観光資源 積丹半島と神威岬

積丹町 農林水産物 アスパラ かぼちゃ 馬鈴しょ ウニ ホッケ

観光資源 積丹半島と神威岬 島武意海岸 積丹のニシン文化遺産と遺構

古平町 観光資源 積丹半島と神威岬

仁木町 農林水産物 プラム ブルーベリー プルーン もも トマト おうとう なし

りんご イチゴ コメ ぶどう メロン

鉱工業品 仁木産ゼオライト

観光資源 観光農園

余市町 農林水産物 イチゴ おうとう なし ぶどう プラム ブルーベリー プルーン

メロン もも りんご コメ トマト にしん

鉱工業品 ワイン

観光資源 観光農園 ヴィンヤード

赤井川村 農林水産物 イチゴ ブルーベリー メロン コメ トマト 牛乳 南瓜
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市 町 村 資 源 区 分 地　　域　　産　　業　　資　　源　　名

空知総合振興局管内 農林水産物 小麦 コメ そば 大豆 ぶどう メロン りんご

エゾシカ

鉱工業品 空知スイーツ 鋳造品と関連加工技術 電子部品と関連加工技術 ハム
プラスティック成形品と関連加

工技術
プレス加工品と関連加工技術 雪氷冷熱装置

ワイン

夕張市 農林水産物 夕張メロン　　※北海道全域 キハダ オホノキ 夕張はちみつ 夕張の薬木

観光資源 空知に残る炭鉱関連遺産

岩見沢市 農林水産物 タマネギ ハスカップ バラ キジ

鉱工業品 美唄焼き鳥

観光資源 空知に残る炭鉱関連遺産

美唄市 農林水産物 ハスカップ アスパラガス コメ(おぼろづき)

鉱工業品 美唄焼き鳥 米粉 とりめし
美唄の雪冷熱エネルギー利活

用技術

観光資源 空知に残る炭鉱関連遺産 アルテピアッツァ美唄 宮島沼

芦別市 鉱工業品 ガタタン 木質バイオマス資源

観光資源 空知に残る炭鉱関連遺産 芦別温泉 芦別健夏山笠

赤平市 農林水産物 小麦（ハルユタカ） 菜の花 羊 あいがも

観光資源 空知に残る炭鉱関連遺産

三笠市 農林水産物 梅 タマネギ きゅうり スイカ 三笠メロン 八列とうきび わかさぎ

鉱工業品 鶏醤

観光資源 空知に残る炭鉱関連遺産 桂沢国設スキー場 桂沢湖 ファミリーランドみかさ遊園 みかさ梅まつり みかさ桂沢紅葉まつり 三笠ジオパーク

三笠鉄道村 三笠北海盆踊り

滝川市 農林水産物 小麦（ハルユタカ） 菜の花 酒造米「吟風」 ハスカップ 羊 あいがも

鉱工業品 ジンギスカン

観光資源 空知に残る炭鉱関連遺産

砂川市 農林水産物 トマト

鉱工業品 すながわスイーツ 砂川ポークチャップ

観光資源 北海道子どもの国

歌志内市 観光資源 空知に残る炭鉱関連遺産 かもい岳の雲海
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市 町 村 資 源 区 分 地　　域　　産　　業　　資　　源　　名

深川市 農林水産物 ねばり長芋 黒米

鉱工業品 ふかがわシードル

観光資源 アップルランド山の駅おとえ 道の駅「ライスランドふかがわ」

南幌町 農林水産物 たもぎ茸

奈井江町 農林水産物 ハスカップ ゆり根

上砂川町 観光資源 空知に残る炭鉱関連遺産

由仁町 観光資源 ゆにガーデン

長沼町 鉱工業品 ジンギスカン

観光資源 長沼の農村

栗山町 農林水産物 タマネギ（さらさらレッド）

鉱工業品 栗山町の地酒（日本酒）

観光資源 空知に残る炭鉱関連遺産

月形町 観光資源 月形樺戸博物館

新十津川町 農林水産物 酒造米「吟風」

鉱工業品 ジンギスカン
新十津川町の地酒（日本

酒）

秩父別町 農林水産物 ブロッコリー

鉱工業品 ちっぷべつ綠のナポリタン

観光資源 ローズガーデンちっぷべつ

北竜町 農林水産物 黒千石大豆

観光資源 ひまわり畑

沼田町 農林水産物 イチゴ

鉱工業品 沼田の雪氷冷熱装置

観光資源 ほろしん温泉ほたる館 萌の丘 夜高あんどん祭り

胆振総合振興局管内 農林水産物 小豆 いんげん豆 小麦 コメ 大豆 てん菜 馬齢しょ

エゾシカ 牛乳 肉用牛 豚 きのこ 木炭

ウニ 毛ガニ サケ スケトウダラ ホタテガイ ホッキガイ 王鰈（マツカワ）

鉱工業品 産業用機械と関連加工技術 木質ペレット プレス加工品と関連加工技術
プラスティック成形品と関連加

工技術
鋳造品と関連加工技術

観光資源 洞爺湖
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市 町 村 資 源 区 分 地　　域　　産　　業　　資　　源　　名

室蘭市 農林水産物 のぼりべつ牛乳 クロソイ うずらの卵 コンブ うずら

鉱工業品 金型 ボルト人形『ボルタ』 室蘭カレーラーメン
室蘭の「鉄鋼」と関連加工技

術
室蘭やきとり

観光資源
室蘭周辺海域のイルカ・鯨生

息地
地球岬 白鳥大橋

東蝦夷地南部藩陣屋跡モロ

ラン陣屋跡
室蘭の夜景 旧室蘭駅舎 宮蘭航路

苫小牧市 農林水産物 ハスカップ イチゴ トマト 苫小牧産ほっき貝

観光資源 ウトナイ湖 樽前山 苫小牧工場夜景

登別市 農林水産物 のぼりべつ牛乳 ワサビ たらこ

鉱工業品 オロフレ山渓の天然水 登別閻魔やきそば

観光資源 登別温泉 倶多楽湖 カルルス温泉 鬼像 閻魔堂 登別温泉地獄谷

伊達市 農林水産物 かぼちゃ キャベツ トマト アロニア 奥洞爺牛

鉱工業品 カムイミンタルの塩 チップタイ 藍染
植物エキス発酵飲料と関連加

工技術
刀鍛冶工房

観光資源 有珠山 有珠善光寺 北黄金貝塚 北湯沢温泉 旧三戸部家住宅

豊浦町 農林水産物 豊浦イチゴ かぼちゃ キャベツ トマト アワビ

鉱工業品 カムイミンタルの塩 チップタイ

観光資源 世界ホタテ釣り選手権

壮瞥町 農林水産物 かぼちゃ キャベツ トマト ぶどう おうとう りんご 奥洞爺牛

鉱工業品 カムイミンタルの塩 チップタイ

観光資源 有珠山 昭和新山

白老町 農林水産物 ハスカップ 白老牛 たらこ

鉱工業品 虎杖浜たらこ

観光資源 アイヌ民族博物館 倶多楽湖 虎杖浜温泉 白老仙台藩陣屋跡

厚真町 農林水産物 ハスカップ

洞爺湖町 農林水産物 かぼちゃ キャベツ トマト ぶどう しそ セルリー 長いも

にんじん とうや湖あか毛和牛 カレイ ヒメマス ワカサギ

鉱工業品 カムイミンタルの塩 チップタイ

観光資源 有珠山 入江・高砂貝塚 洞爺湖温泉 洞爺湖ロングラン花火大会

安平町 農林水産物 ハスカップ アサヒメロン グリーンアスパラガス 黒大豆 とうもろこし 菜の花 ホワイトアスパラガス

あんがす牛

鉱工業品 チーズ
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市 町 村 資 源 区 分 地　　域　　産　　業　　資　　源　　名

むかわ町 農林水産物 ハスカップ 鵡川ししゃも 長いも ほべつメロン シーベリー

観光資源 鵡川盛土墳墓群 むかわ町立穂別博物館 道の駅「むかわ四季の館」

日高振興局管内 農林水産物 日高産アオダモ

鉱工業品 エゾシカ関連加工品

観光資源 軽種馬の生産地 門別競馬場

日高町 農林水産物 ピーマン 軟白長ネギ イカ 銀聖（サケ） 毛ガニ シシャモ タコ

ツブ貝 日高昆布 王鰈（マツカワ） ヤマベ

鉱工業品 乳製品

観光資源 優駿浪漫街道 沙流川 沙流川源流原始林 日高国際スキー場 ひだか樹魂まつり 門別ししゃもまつり

平取町 農林水産物 びらとりトマト びらとり和牛 コメ

鉱工業品 びらとりトマト加工品 二風谷アットゥシ 二風谷イタ

観光資源 沙流川 幌尻岳 萱野茂二風谷アイヌ資料館 すずらん観賞会 すずらん群生地 全道PKグランプリ チプサンケ

ニセウエコランド 二風谷アイヌ文化博物館 二風谷ファミリーランド びらとり温泉 びらとり沙流川まつり 振内鉄道記念館 幌尻まつり

　 マンロー博士記念館 義経神社 義経神社初午祭 義経神社例大祭

新冠町 農林水産物 アスパラ ピーマン 牛乳 鶏卵 みついし牛 イカ 銀聖（サケ）

毛ガニ シシャモ タコ ツブ貝 日高昆布 王鰈（マツカワ）

鉱工業品
日高の水力発電施設を活用

した熟成食品
岩清水の湧水

観光資源 日高の水力発電施設 優駿浪漫街道 幌尻岳 大狩部駅 泥火山 新冠温泉 にいかっぷふるさとまつり

道の駅「サラブレッドロード新

冠」
レ・コード館

浦河町 農林水産物 夏いちご みついし牛 イカ 銀聖（サケ） 毛ガニ シシャモ タコ

ツブ貝 日高昆布 王鰈（マツカワ）

観光資源 優駿浪漫街道

様似町 農林水産物 夏いちご みついし牛 イカ 銀聖（サケ） 毛ガニ タコ ツブ貝

日高昆布 王鰈（マツカワ）

鉱工業品 カンラン岩

観光資源 アポイ岳ジオパーク
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市 町 村 資 源 区 分 地　　域　　産　　業　　資　　源　　名

えりも町 農林水産物 えりも短角牛 みついし牛 イカ 銀聖（サケ） 毛ガニ シシャモ タコ

ツブ貝 日高昆布 王鰈（マツカワ）

観光資源 襟裳岬 襟裳岬「風の館」 えりも岬国有林緑化事業地 猿留山道 豊似湖 百人浜

新ひだか町 農林水産物 アスパラ ミニトマト 豚 みついし牛 イカ 銀聖（サケ） 毛ガニ

シシャモ タコ ツブ貝 日高昆布 王鰈（マツカワ）

鉱工業品
日高の水力発電施設を活用

した熟成食品

観光資源 しずない桜まつり 新ひだか夏まつり 二十間道路の桜並木 日高の水力発電施設 三石海浜公園 みついし蓬莱山まつり 優駿浪漫街道

上川総合振興局管内 農林水産物 カラマツ トドマツ

鉱工業品 プレス加工品と関連加工技術
プラスティック成形品と関連加

工技術

観光資源 北の恵み　食べマルシェ

旭川市 農林水産物 アロニア 江丹別そば おうとう 黒米 小麦 コメ 大豆

黒大豆 ダッタンソバ トマト にんにく 花ユリ メロン りんご

牛乳 爆裂種トウモロコシ

鉱工業品 ＩＴ製品と関連技術 旭川クラフト 旭川しょうゆ焼きそば 旭川の機械金属製品 旭川の日本酒 旭川のビール 上川スイーツ

木彫 極寒冷地のＢＤＦ
炭化・燃焼・ボイラ装置と関連

製造技術

断熱コンクリートと関連設計施

工技術
チーズ 陶磁器製品 豚肉加工品

木製家具・建具 塩ホルモン あったか旭川まん 旭川ラーメン

観光資源 旭川市科学館（サイパル） 旭川２１世紀の森 旭川冬まつり 旭川雪あかり
旭川ラーメン・あさひかわラーメ

ン村
旭橋 旭山動物園

江丹別若者の郷 上川地域の雪
上川中部地区の健康保養施

設
神居古潭 北の嵐山 蔵囲夢 とみはら自然の森

中原悌二郎記念旭川市彫刻

美術館
北鎮記念館 雪の美術館 北海道ガーデン街道 三浦綾子記念文学館

士別市 農林水産物 コメ 大豆 サフォークめん羊 てん菜 小麦 馬鈴しょ

鉱工業品 ビートオリゴ 羊肉製品

観光資源 天塩川 天塩岳 岩尾内湖 羊と雲の丘

名寄市 農林水産物 アスパラ もち米 大豆 ひまわり

鉱工業品 名寄の土 煮込みジンギスカン

観光資源 天塩川 ひまわり畑 名寄市の星 名寄市の雪
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市 町 村 資 源 区 分 地　　域　　産　　業　　資　　源　　名

富良野市 農林水産物 小麦 富良野のYES!clean米 富良野のスイカ 富良野のタマネギ 富良野のにんじん 富良野の馬鈴しょ 富良野のメロン

アスパラ スイートコーン ミニトマト ふらの牛乳 ふらの和牛 ふらの大地和牛

鉱工業品 ふらのスイーツ ふらのワイン
富良野カレー（富良野オムカ

レー）
ふらの天然水原始の泉 チーズ

観光資源 ドラマ「北の国から」ロケ地 富良野演劇工場 富良野スキー場 富良野地域のラベンダー園 北海道ガーデン街道 北海へそ祭り 原始ヶ原

北の峰ゴンドラ

幌加内町 農林水産物 幌加内そば

観光資源 朱鞠内湖

鷹栖町 農林水産物 鷹栖牛 エゾ鹿肉 鷹栖町産米 トマト

鉱工業品 トマトジュース 上川スイーツ
炭化・燃焼・ボイラ装置と関連

製造技術

断熱コンクリートと関連設計施

工技術
旭川の機械金属製品 陶磁器製品

観光資源 旭川雪あかり 上川地域の雪
上川中部地区の健康保養施

設
パレットヒルズ

東神楽町 農林水産物 小麦（キタノカオリ） 黒米

鉱工業品 上川スイーツ
炭化・燃焼・ボイラ装置と関連

製造技術

断熱コンクリートと関連設計施

工技術
旭川の機械金属製品 旭川クラフト 木製家具・建具 木彫

観光資源 旭川雪あかり 上川地域の雪
上川中部地区の健康保養施

設
ひがしかぐら森林公園

当麻町 鉱工業品 上川スイーツ
炭化・燃焼・ボイラ装置と関連

製造技術

断熱コンクリートと関連設計施

工技術
旭川の機械金属製品

観光資源 旭川雪あかり 上川地域の雪
上川中部地区の健康保養施

設
北海道ガーデン街道

比布町 鉱工業品 上川スイーツ
炭化・燃焼・ボイラ装置と関連

製造技術

断熱コンクリートと関連設計施

工技術

観光資源 旭川雪あかり 上川地域の雪
上川中部地区の健康保養施

設
北海道ガーデン街道

愛別町 農林水産物 きのこ

鉱工業品 上川スイーツ
炭化・燃焼・ボイラ装置と関連

製造技術

断熱コンクリートと関連設計施

工技術

観光資源 旭川雪あかり 上川地域の雪
上川中部地区の健康保養施

設
北海道ガーデン街道

上川町 農林水産物 大雪そば 大雪高原牛 豚肉 ニジマス ヤマベ

鉱工業品 上川スイーツ
炭化・燃焼・ボイラ装置と関連

製造技術

断熱コンクリートと関連設計施

工技術
アイスクリーム

観光資源 愛山渓温泉 旭川雪あかり 浮島湿原 大函 上川地域の雪 上川中部地区の健康保養施設 上川町のアンガスの郷

上川町の層雲峡氷瀑まつり 層雲峡温泉 層雲峡渓谷火まつり 大雪山高原温泉 大雪の紅葉 北海道ガーデン街道 流星・銀河の滝

大雪森のガーデン

11



市 町 村 資 源 区 分 地　　域　　産　　業　　資　　源　　名

東川町 農林水産物 東川米

鉱工業品 上川スイーツ
炭化・燃焼・ボイラ装置と関連

製造技術

断熱コンクリートと関連設計施

工技術
旭川の機械金属製品 陶磁器製品 旭川クラフト 木製家具・建具

大雪旭岳源水

観光資源 旭川雪あかり 上川地域の雪
上川中部地区の健康保養施

設
旭岳源水の湧出口

写真の町東川の文化ギャラ

リー
旭岳温泉 天人峡温泉

旭岳

美瑛町 農林水産物 アスパラ 小麦 トマト 馬鈴しょ 美瑛牛乳 美瑛米 ゆり根

牛

鉱工業品 上川スイーツ
炭化・燃焼・ボイラ装置と関連

製造技術

断熱コンクリートと関連設計施

工技術
陶磁器製品 美瑛カレーうどん ビエイティフル美しいトマトジュース

観光資源 旭川雪あかり 上川地域の雪
上川中部地区の健康保養施

設
白金温泉 白髭の滝 拓真館 天人峡温泉

美瑛・上富良野の農村風景 美瑛の青い池 北海道ガーデン街道

上富良野町 農林水産物 かみふらのポーク 豚さがり ふらの和牛

観光資源 千望峠 土の博物館「土の館」 十勝岳 十勝岳温泉 十勝岳ラベンダーロード 吹上温泉 富良野地域のラベンダー園

美瑛・上富良野の農村風景 北海道ガーデン街道 深山峠

中富良野町 農林水産物 メロン 中富良野のぶどう ラベンダー ふらの大地和牛

鉱工業品 中富良野のスイーツ 中富良野のチコリ加工品 中富良野のパン 中富良野の野菜ドレッシング 中富良野のワイン 中富良野のラベンダー等加工品

観光資源 富良野地域のラベンダー園 北海道ガーデン街道 北星山リフト 北星山

南富良野町 農林水産物 富良野のにんじん 富良野の馬鈴しょ もち米 エゾシカ

観光資源 かなやま湖 富良野地域のラベンダー園 北海道ガーデン街道 「鉄道員」ロケセット 道の駅「南ふらの」

占冠村 農林水産物 カエデ樹液

鉱工業品 メープルシロップ

和寒町 農林水産物 越冬キャベツ かぼちゃ
ペポカボチャ

（ストライプペポ）
小麦 大豆

観光資源 塩狩峠

剣淵町 農林水産物 大豆
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市 町 村 資 源 区 分 地　　域　　産　　業　　資　　源　　名

下川町 農林水産物 エミュー 小麦 フルーツトマト 下川町のアカエゾマツ 下川町のイタヤ楓 下川町のＦＳＣ認証林 下川町のエンジュ

下川町のオンコ 下川町のカツラ 下川町のカバ 下川町のカラマツ 下川町のグイマツ 下川町のサクラ 下川町のシナ

下川町のストローブマツ 下川町のセンノキ 下川町のタモ 下川町のトーヒ 下川町の特用林産物 下川町のトドマツ 下川町のドロノキ

下川町のナナカマド 下川町のナラ 下川町のニレ 下川町のホウノキ 下川町のヤナギ 下川町のハーブ 酵素卵

鉱工業品 乳製品 手延べ麺

観光資源 五味温泉 下川町のアイスキャンドル

美深町 農林水産物 白樺樹液 チョウザメ 小麦(ハルユタカ) 南瓜

鉱工業品 羊乳製品

観光資源 天塩川 森林公園びふかアイランド トロッコ王国 仁宇布自然の森 函岳

音威子府村 農林水産物 音威子府のそば

観光資源 天塩川 天塩川温泉 エコミュージアムおさしま センター 北海道命名之地碑

中川町 農林水産物 ハスカップ

観光資源 天塩川 エコミュージアムセンター

留萌振興局管内 農林水産物 クマザサ エビ カレイ サケ タコ ニシン ヒラメ

ホタテガイ

観光資源 留萌ニシン街道 留萌の夕日 北の恵み　食べマルシェ

留萌市 農林水産物 コメ イカ なまこ うに

鉱工業品 塩数の子 ルルロッソのパスタ

観光資源 ゴールデンビーチ留萌 礼受牧場

増毛町 農林水産物 コメ うめ おうとう なし ぶどう りんご イカ

なまこ プルーン

鉱工業品 増毛の地酒（日本酒） 塩数の子 増毛のシードル タコザンギ

観光資源
旧増毛小学校と増毛駅前歴

史建造物
暑寒別岳 増毛春の味まつり 増毛駅前観光案内所 雄冬岬展望台

小平町 農林水産物 コメ 小平牛 なまこ

鉱工業品 タコの燻製

観光資源 旧花田家番屋
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市 町 村 資 源 区 分 地　　域　　産　　業　　資　　源　　名

苫前町 農林水産物 小麦「春よ恋」 コメ 大豆 ミニトマト「愛果」 メロン イカ なまこ

鉱工業品 塩数の子

観光資源 風力発電施設群 三毛別羆事件現場

羽幌町 農林水産物 アスパラ コメ 焼尻産サフォーク イカ なまこ

鉱工業品 塩数の子

観光資源 天売島と焼尻島 はぼろバラ園

初山別村 農林水産物 コメ もち米 ハスカップ イカ なまこ

観光資源 しょさんべつ天文台 金比羅神社

遠別町 農林水産物 コメ もち米 赤きゃべつ 赤しそ 赤大根

観光資源 旭温泉 金浦原生花園 富士見ヶ丘公園

天塩町 農林水産物 牛乳 シジミ

観光資源 厳島神社 てしお温泉夕映 天塩川 川口遺跡 天塩川歴史資料館

宗谷総合振興局 観光資源 北の恵み　食べマルシェ

稚内市 農林水産物 銀杏草 勇知いも 宗谷黒牛 カスベ軟骨 アイナメ イカ ウニ

オオナゴ カニ カレイ コマイ コンブ サケ サメ

スケトウダラ ソイ タコ ツブ貝 ナマコ ニシン ヒラメ

ブリ ホタテガイ ホッカイシマエビ ホッキガイ ホッケ マス マダラ

モズク

鉱工業品 稚内珪藻土

観光資源 北防波堤ドーム 宗谷丘陵

猿払村 農林水産物 エゾシカ ホタテガイ 鮭

浜頓別町 農林水産物 牛乳 イカ ウニ カレイ 毛ガニ サケ サンマ

タコ ナマコ ホタテガイ ホッキガイ マス ワカサギ

観光資源 ウソタンナイ砂金採掘公園 クッチャロ湖

中頓別町 農林水産物 牛乳 ハチミツ

鉱工業品 貝化石

観光資源 中頓別鍾乳洞と山村
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市 町 村 資 源 区 分 地　　域　　産　　業　　資　　源　　名

枝幸町 農林水産物 枝幸産の毛ガニ 枝幸産のサケ 枝幸産のホタテガイ 枝幸産のナマコ

観光資源 オホーツク枝幸の流氷

豊富町 農林水産物 エゾシカ 牛乳 ホッキガイ

鉱工業品 珪藻土

観光資源 サロベツ原野 豊富温泉

礼文町 農林水産物 利尻昆布 礼文島産ホッケ

観光資源 レブンアツモリソウ群生地
礼文島桃岩附近一帯の野生

植物
礼文島温泉

利尻町 農林水産物 ウニ ナマコ ホッケ 利尻昆布

鉱工業品 麗峰湧水 海藻おしば

観光資源 利尻富士 利尻島の旧商家 利尻ふれあい温泉

利尻富士町 農林水産物 利尻昆布

鉱工業品 利尻の伏流水

観光資源 利尻富士 利尻富士温泉

幌延町 農林水産物 牛乳 トナカイ 合鴨

鉱工業品 珪藻土

観光資源 サロベツ原野

オホーツク総合振興局

管内
農林水産物 アスパラ 小豆 いなきび 大麦 かぼちゃ 小麦 しそ

スイートコーン そば 大豆 てん菜 ハマナス 馬鈴しょ エゾシカ

牛乳 肉用牛 ハチミツ 豚 エゾマツ カラマツ トドマツ

鉱工業品 ウッドクラフト オニオンタッパー オホーツクの間伐材 オホーツクの焼酎 オホーツクの日本酒 オホーツクの地ビール チーズ

農水産業機械 ＢＤＦ 木質バイオマス

観光資源 オホーツク木のプラザ

15



市 町 村 資 源 区 分 地　　域　　産　　業　　資　　源　　名

北見市 農林水産物 ゴボウ コメ 産業用大麻、亜麻 白花豆 タマネギ チコリ ハーブ

ハッカ ハバネロ ぶどう 紫花豆 メロン 山ワサビ カキ

カニ サケ ホタテガイ ホッケ マス ヤーコン ニンニク

サクランボ リンゴ

鉱工業品 経木（きょうぎ） 魚卵加工品 スケトウダラ加工品 オホーツクビール オホーツク流氷焼き 牛尿バイオ活性液 しばれ焼き

リサイクル無機水銀 北見の焼肉 オホーツク北見塩やきそば オホーツク干貝柱料理

観光資源 オホーツクの流氷 網走国定公園 サロマ湖 貝塚 おんね湯温泉

網走市 農林水産物 イチゴ 行者菜 ゴボウ サクランボ タマネギ 長いも マタタビ

山ワサビ エミュー オホーツクあばしり和牛 網走産漆 アブラガニ カニ カラフトマス

キンキ クジラ サケ シジミ シラウオ スケトウダラ ホタテガイ

北海エビ ホッケ マス ワカサギ

鉱工業品 オホーツクサーモンの山漬け 魚醤油 黒糖 魚肉すり身 網走モヨロ鍋 オホーツク網走サンギ丼 発泡酒

観光資源 オホーツクの流氷 網走国定公園 貝塚 濤沸湖 網走湖 能取湖のさんご草繁茂地 網走湖畔温泉郷

能取岬 フラワーガーデン「はな・てんと」 名勝天都山 網走市の流氷観光砕氷船 網走市の流氷観光列車 大曲湖畔園地 流氷硝子館

クリオネ

紋別市 農林水産物 オホーツクはまなす牛 紋別地域のエゾマツ 紋別地域のカラマツ 紋別地域のトドマツ サケ ホタテガイ ホッケ

マス カニ たこ

鉱工業品 魚肉すり身 オホーツク紋別ホワイトカレー

観光資源 オホーツクの流氷 渚滑川 旧上藻別駅逓所 紋別市の流氷砕氷船

美幌町 農林水産物 ゴボウ コメ タマネギ 長いも ホオズキ 美幌町のFSC認証林 キャベツ

トマト 人参

鉱工業品 米菓子 美幌豚バーガー おかず味噌 FSC認証コアドライ材

観光資源 美幌温泉 美幌峠 みどりの村

津別町 農林水産物 コメ タマネギ

鉱工業品 経木（きょうぎ） 木工品
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市 町 村 資 源 区 分 地　　域　　産　　業　　資　　源　　名

斜里町 農林水産物 ゴボウ タマネギ 長いも 赤豚 サケ ホッケ マス

カニ キンキ 鮭児 ホタテガイ

鉱工業品 オホーツクサーモンの山漬け

観光資源 オホーツクの流氷 網走国定公園 世界自然遺産　知床 斜里岳 岩尾別温泉 ウトロ温泉 オシンコシンの滝

オロンコ岩 カムイワッカ湯の滝 知床五湖 知床峠 遠音別川 プユニ岬 フレペの滝

夕陽台

清里町 農林水産物 タマネギ 長いも ゴボウ

鉱工業品 飲用酢 馬鈴しょコナフブキでん粉

観光資源 裏摩周 斜里岳 神の子池

小清水町 農林水産物 タマネギ ゴボウ 長いも サケ ホタテガイ ホッケ マス

カニ

鉱工業品 オホーツクサーモンの山漬け

観光資源 網走国定公園 オホーツクの流氷 濤沸湖

訓子府町 農林水産物 コメ タマネギ メロン

置戸町 農林水産物 タマネギ ヤーコン 置戸町のSGEC認証林

観光資源 おけとパークゴルフ場 勝山温泉　ゆぅゆ 鹿の子沢 鹿ノ子ダム（おけと湖） 森林工芸館 常呂川源流

佐呂間町 農林水産物 タマネギ サケ ホタテガイ ホッケ マス カキ カニ

観光資源 網走国定公園 サロマ湖 オホーツクの流氷

遠軽町 農林水産物 枝豆 じゅんさい タマネギ ハーブ ハッカ ヤマベ

鉱工業品 経木（きょうぎ）

観光資源 遠軽町の黒曜石 太陽の丘えんがる公園
森林鉄道蒸気機関車「雨宮

２１号」

湧別町 農林水産物 タマネギ サケ ホタテガイ ホッケ マス カニ カキ

鉱工業品 オホーツクの塩

観光資源 オホーツクの流氷 網走国定公園 サロマ湖
かみゆうべつ温泉チューリップの

湯
かみゆうべつチューリップ公園

滝上町 農林水産物 ハーブ ハッカ オホーツクはまなす牛

観光資源 渚滑川 芝ざくら
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市 町 村 資 源 区 分 地　　域　　産　　業　　資　　源　　名

興部町 農林水産物 紋別地域のエゾマツ 紋別地域のカラマツ 紋別地域のトドマツ サケ ホタテガイ ホッケ マス

カニ

観光資源 オホーツクの流氷

西興部村 農林水産物 紋別地域のエゾマツ 紋別地域のカラマツ 紋別地域のトドマツ

雄武町 農林水産物 メジカ サケ ホタテガイ ホッケ マス カニ 雄宝（サケ）

観光資源 オホーツクの流氷

大空町 農林水産物 コメ ゴボウ タマネギ 長いも シジミ シラウオ ワカサギ

観光資源 網走国定公園 網走湖 網走湖畔温泉郷

十勝総合振興局管内 農林水産物 小豆 アスパラ いんげん豆 枝豆 かぼちゃ 行者ニンニク 小麦

そば だいこん 大豆 てん菜 馬鈴しょ ゆり根 和稔じょ

長いも ヤーコン 山ワサビ エゾシカ 牛乳 肉牛 乳牛

豚 北海地鶏 カラマツ 国後陽紅[チシマザクラ] シラカバ サケ ニンニク

なたね油

鉱工業品 アイスシェルターと関連技術 エコフィード 札内川の伏流水 ジンギスカン 十勝ワイン 土壌改良剤 ナチュラルチーズ

肉骨粉 農業機械 バイオエタノール バイオガス バイオディーゼル燃料 ばんえい競馬関連製品 ヒートパイプと関連技術

豚丼 ライムケーキ 牛とろ 十勝スイーツ 乳製品 燃料ペレット ビートオリゴ

木質ペレット

観光資源 アイヌ古式舞踏 十勝地域の耕地防風林 シラカバ並木 十勝開催のＷＲＣ 十勝地域の花火大会 十勝地域のパークゴルフ場 十勝平野

ばんえい競馬 日高山脈 日勝峠 東大雪山

帯広市 農林水産物 さつまいも 有機野菜の赤ビーツ 有機野菜のえだ豆 有機野菜のおくら 有機野菜のかぶ 有機野菜のかぼちゃ 有機野菜のキャベツ

有機野菜のきゅうり 有機野菜のグリーンアスパラ 有機野菜の黒豆 有機野菜のケール 有機野菜のさつまいも 有機野菜のししとう 有機野菜のスイートコーン

有機野菜のズッキーニ 有機野菜のだいこん 有機野菜のタマネギ 有機野菜のトマト 有機野菜のなす 有機野菜のなんばん 有機野菜のにんじん

有機野菜のにんにく 有機野菜のネギ 有機野菜のハーブ 有機野菜の不断草 有機野菜のブロッコリー 有機野菜のほうれん草 有機野菜のメークイン

有機野菜の芽キャベツ 有機野菜のメロン 有機野菜のレタス ホエー豚 マッシュルーム

鉱工業品 深層地熱水 「帯広の味銀行」登録料理 帯広の森の間伐材 車載リレー 豚とろろ丼 八千代牧場のハム・ソーセージ 食酢

観光資源 おびひろ菊まつり おびひろ氷まつり 帯広の森スピードスケート場 おびひろ平原まつり 北の屋台 旧国鉄愛国・幸福駅 旧農家住宅川原邸

グリーンパーク フードバレーとかちマラソン 北海道ガーデン街道 モール温泉 八千代牧場
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市 町 村 資 源 区 分 地　　域　　産　　業　　資　　源　　名

音更町 農林水産物 音更大袖振大豆 いなきび にんじん ブロッコリー マンゴー リーキ 音更町すずらん和牛

十勝川モール温泉豚

鉱工業品 深層地熱水

観光資源 モール温泉 十勝が丘展望台 十勝川白鳥まつり「彩凜華」 十勝牧場展望台 十勝牧場の白樺並木 音更メロディーライン

士幌町 鉱工業品 深層地熱水

観光資源 モール温泉

上士幌町 観光資源 イムノリゾート上士幌
旧国鉄士幌線ｺﾝｸﾘｰﾄｱｰﾁ橋

梁群
ナイタイ高原牧場 ぬかびら源泉郷

鹿追町 農林水産物 鹿追そば オショロコマ

観光資源 神田日勝記念美術館 然別湖 然別コタン 白蛇姫まつり とかち鹿追ジオパーク

新得町 農林水産物 新得のそば 新得地鶏

鉱工業品 そば焼酎 木工製品

観光資源 北海道ガーデン街道 狩勝高原 旧狩勝線 しんとく新そば祭り トムラウシ温泉

清水町 農林水産物 十勝クリーン大豆 十勝清水の牛乳 十勝若牛

鉱工業品 北海道ガーデン街道 山羊のチーズ

芽室町 農林水産物 スィートコーン ニジマス めむろごぼう めむろメークイン

鉱工業品 深層地熱水

観光資源 帯広の森スピードスケート場 新嵐山スカイパーク 花菖蒲園 北海道ガーデン街道 芽室公園 芽室町のゲートボール場

中札内村 農林水産物 ブロイラー 中札内の枝豆

観光資源 札内川園地ピョウタンの滝 北海道ガーデン街道 花畑牧場

更別村 農林水産物 すもも

鉱工業品 つぶつぶでんぷん

観光資源 国際トラクターＢＡＭＢＡ
更別村どんぐり公園プラムカント

リーパークゴルフ場

大樹町 農林水産物 ホエー豚 秋鮭 シジミ

観光資源 晩成温泉 大樹町多目的航空公園

広尾町 農林水産物 シシャモ

観光資源 広尾サンタランド
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市 町 村 資 源 区 分 地　　域　　産　　業　　資　　源　　名

幕別町 農林水産物 幕別のアスパラ 幕別のかぼちゃ 幕別のキャベツ 幕別のきゅうり 幕別のゴボウ 幕別のスイートコーン 幕別のだいこん

幕別のにんじん 幕別のはくさい 幕別のレタス

鉱工業品 ナウマン象関連製品 深層地熱水 パークゴルフ関連製品

観光資源 北海道ガーデン街道 幕別のナウマン象の化石 モール温泉

池田町 農林水産物 清見（ブドウ） 清舞（ブドウ） 山幸（ブドウ） 蓋派山ワサビ ツクネイモ 根張星（ネバリスター） いけだ牛

鉱工業品 いきがい焼き 十勝備長炭 十勝ブランデー ワイン

観光資源 千代田堰堤 ワイン城 ワイン祭り

本別町 農林水産物 本別のいんげん豆 本別の小豆 本別の大豆 本別のカラマツ

鉱工業品 キレイマメ 本別の豆加工品

観光資源 義経の里本別公園
本別きらめきタウンフェスティバ

ル

足寄町 農林水産物 螺湾ブキ ササ 足寄のいちご

観光資源 オンネトー

陸別町 観光資源
オールジャパンパッチ選手権大

会
オフロードレース 銀河の森天文台 しばれフェスティバル ふるさと銀河線りくべつ鉄道 ふるさと銀河線りくべつ鉄道まつり

浦幌町 農林水産物 ラズベリー ハマナス

観光資源 昆布刈石展望台 ふるさとのみのり祭り 道の駅うらほろ うらほろ留真温泉 うらほろ森林公園

釧路総合振興局管内 農林水産物 牛 エゾシカ カラマツ

鉱工業品 チーズ

釧路市 農林水産物 イチゴ キクイモ 釧路そば ハマナス ふき パプリカ 阿寒のポーク

エミュー コンブ サケ サンマ ツブ貝 サバ シシャモ

イワシ ウニ カレイ クジラ 毛ガニ スケトウダラ スルメイカ

タコ ヒメマス ホッキガイ
レイクロブスター（ウチダザリガ

ニ）
ワカサギ

鉱工業品 釧路ラーメン 太平洋海底炭 阿寒湖のマリモ関連商品 阿寒の木彫品 釧路の地酒 ガレット

観光資源 釧路湿原 阿寒湖 釧路臨港鉄道 あいすランド阿寒 阿寒のアイヌ古式舞踊 阿寒異国の森 阿寒湖アイヌコタン

阿寒湖温泉
阿寒湖氷上フェスティバル

ICE・愛す・阿寒「冬華美」
イオマンテの火まつり 雄阿寒岳 まりも祭り 雌阿寒岳 釧路の夕日

タンチョウ生息地
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市 町 村 資 源 区 分 地　　域　　産　　業　　資　　源　　名

釧路町 農林水産物 大根 白かぶ カキ コンブ サケ サンマ ツブ貝

鉱工業品 ガレット

観光資源 釧路湿原 タンチョウ生息地

厚岸町 農林水産物 カキ アサリ コンブ サケ サンマ ツブ貝

鉱工業品 ウイスキー

浜中町 農林水産物 豚 アサリ カキ コンブ サケ サンマ ツブ貝

鉱工業品 ガレット

観光資源 霧多布湿原 タンチョウ生息地

標茶町 農林水産物 羊

鉱工業品 ガレット

観光資源 釧路湿原 コッタロ湿原 シラルトロ湖 多和平 塘路湖 虹別酪農地帯 根釧台地の格子状防風林

釧路集治監 塘路駅逓 タンチョウ生息地

弟子屈町 農林水産物 摩周そば 摩周メロン マンゴー 摩周和牛 アカエゾマツ

鉱工業品 ワイン ガレット

観光資源 屈斜路湖 摩周湖 硫黄山 川湯温泉 釧路川源流域 屈斜路湖の雲海 タンチョウ生息地

鶴居村 鉱工業品 ガレット ワイン

観光資源 釧路湿原 タンチョウ生息地
鶴居たんちょうプラザ「つるぼー

の家」
鶴居村ふるさとまつり タンチョウフェスティバル

白糠町 農林水産物 しそ 羊 柳だこ コンブ サケ サンマ サバ

シシャモ ブルーベリー ツブ貝 ベビーリーフ ゴボウ

鉱工業品 ガレット

観光資源 道の駅しらぬか恋問「恋問館」 タンチョウ生息地

根室振興局管内 農林水産物 エゾシカ

観光資源 根室地域の野鳥渡来地
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市 町 村 資 源 区 分 地　　域　　産　　業　　資　　源　　名

根室市 農林水産物 牛乳 しいたけ アサリ イカ ウニ エビ 海藻

カキ カニ カレイ コマイ コンブ サケ スケトウダラ

タコ チカ ナマコ ニシン 根室産サンマ ホタテガイ ホッキガイ

ホッケ マス マイワシ

観光資源 エトピリカの生息地 オオワシの飛来地 車石 根室かに祭り 根室さんま祭り ねむろバードランドフェスティバル 根室半島チャシ群跡

根室フットパス 納沙布岬 春国岱 風蓮湖

別海町 農林水産物 牛乳 アサリ ウニ エビ 海藻 カキ カニ

コンブ サケ スケトウダラ タコ ホタテガイ ホッキガイ マス

コマイ 肉用牛 カレイ ニシン チカ

鉱工業品 乳製品 別海ジャンボホタテバーガー

観光資源 根釧台地の格子状防風林 野付半島と打瀬舟 風蓮湖 旧奥行臼駅逓所 別海町あきあじまつり 別海町尾岱沼えびまつり 別海町産業祭

別海町パイロットマラソン大会

中標津町 農林水産物 そば だいこん 馬鈴しょ ブロッコリー 牛乳 しれとこヤギミルク ハチミツ

豚 しいたけ

鉱工業品 乳製品

観光資源 根釧台地の格子状防風林 裏摩周 開陽台 クテクンの滝 標津岳、武佐岳 養老牛温泉 中標津の農村

標津町 農林水産物 アサリ ウニ エビ 海藻 カキ カニ コンブ

サケ スケトウダラ タコ ホタテガイ ホッキガイ マス

鉱工業品 鮭節

観光資源 根釧台地の格子状防風林 標津の漁村 標津の農村 野付半島と打瀬舟

羅臼町 農林水産物 アサリ ウニ エビ 海藻 カキ カニ コンブ

サケ スケトウダラ タコ ホタテガイ ホッキガイ マス

鉱工業品 羅臼海洋深層水 鮭節

観光資源 世界自然遺産　知床 根室海峡での観光船クルーズ
北海道松法川北岸遺跡出土

品
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