Outline of Okhotsk 2019

管内１８市町村の紹介
－INTRODUCTION OF MUNICIPALTIES－
管内は３市14町１村の18市町村で構成され、それぞれのまちに魅力あふれる観光名所があり、ユニークなイベ
ントや地域の特色を生かした特産品づくりなど、知恵と工夫をこらした取り組みが活発に行われています。
管内全体の人口、世帯数：281,160人 142,428世帯
（人口、世帯数：各市町村調（平成30年12月31日現在）

北見市

人 口 35,701人
世帯数 18,239世帯
面 積 471.00 km２

網走市

人 口 117,352人
世帯数 61,240世帯
面 積 1,427.41 km２

http://www.city.kitami.lg.jp/

管内の総面積：10,690.52㎢
面積： 国土地理院「平成30年全国都道府県市区町村別面積調」）

http://www.city.abashiri.hokkaido.jp/

石北峠からオホーツク海に至る広大な面積を誇り、温泉や
オホーツクの味覚など、さまざまな魅力にあふれる海あり山
ありの自然豊かなまちです。

知床連山とオホーツク海を眼下に望む名勝「天都山」、オ
ホーツク文化の起源「モヨロ貝塚」、オホーツクの冬を代
表する「流氷」など自然と歴史文化にあふれたオホーツク
の中心都市です。

■主な観光スポット

■主な観光スポット

山の水族館、ハッカ記念館
ピアソン記念館、ワッカ原生花園
ところ遺跡の森、カーリングホール

オホーツク流氷館、博物館網走監獄、
能取岬、流氷観光砕氷船おーろら、
モヨロ貝塚館
山の水族館

■特産品

■特産品

北見焼肉・ハッカ製品・玉ねぎ・オニオンスープ
オホーツクビール・ホタテ・カキ・白花豆加工品

美幌町

人 口 22,041人
世帯数 11,929世帯
面 積 830.67 km２

紋別市

「流氷観光砕氷船
おーろら」と「流氷」

釣きんき・網走ビール・ニポポ人形
オホーツクサーモン
あぶらがに・しじみ貝

人 口 19,579人
世帯数 9,546世帯
面 積 438.41 km２

http://mombetsu.jp/

http://www.town.bihoro.hokkaido.jp

ホタテ、カニなどの魚介類が美味しく、流氷砕氷船「ガ
リンコ号Ⅱ」でオホーツク海を探検できる自然豊かなまち
です。

美幌町への旅は、美幌峠から。眼下に広がる屈斜路湖、遠
くには世界遺産の知床連山、また、阿寒摩周国立公園の
山々を一望できる大きな感動が待っています。

■主な観光スポット

■主な観光スポット

美幌峠

ガリンコ号Ⅱ、
オホーツクタワー

■特産品
美幌豚醤まるまんま・
オホーツク焼「美幌窯」
おかず味噌・じゃがいも・
小麦・ビート

■特産品
ズワイガニ・毛がに・ホタテ

「ガリンコ号Ⅱ」と
オホーツクタワー

津別町

天下の絶景「美幌峠」

斜里町

人 口 4,712人
世帯数 2,338世帯
面 積 716.80 km２

http://www.town.shari.hokkaido.jp/

http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp

津別峠展望台（標高947ｍ）からの眺望は道東一と言われ、
遠くに知床連山を望み、眼下には屈斜路湖が広がります。な
かでも津別峠で見られる雲海は、その絶景に言葉を失います。

■主な観光スポット

人 口 11,610人
世帯数 5,583世帯
面 積 737.13 km２

原生の大自然と多種多様な生物が生息する「世界自然遺産・知
床」を抱えるまちです。

■主な観光スポット
知床五湖、プユニ岬、オロンコ岩
オシンコシンの滝、知床峠
カムイワッカ湯の滝、フレぺの滝

チミケップ湖、最上・双葉のミズナラ
ノンノの森（上里町民の森自然公園）
シゲチャンランド、つべつ木材工芸館

■特産品

■特産品
木工芸品・ビート・小麦・クマヤキ
津別峠の雲海（昼）
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知床しゃりブランド品、
じゃがいも、ビート
小麦、人参、鮭、鱒、
ホッケ、たこ

知床五湖高架木道
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清里町

管内の総面積：10,690.52㎢
面積： 国土地理院「平成30年全国都道府県市区町村別面積調」）

小清水町

人 口 4,110人
世帯数 1,776世帯
面 積 402.76 km２

人 口 4,897人
世帯数 2,123世帯
面 積 286.89 km２

http://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/

http://www.town.koshimizu.hokkaido.jp

日本百名山「斜里岳」の大自然に抱かれ、広大な美しい農村風
景・清流と豊かな緑がいっぱいのまちです。

世界中のゆり100万本が13ヘクタールの敷地一面に咲き
乱れる、ゆりの郷こしみず「リリーパーク」。7月下旬から
が見頃です。

■主な観光スポット

■主な観光スポット

パパスランドさっつる、緑の湯
男鹿の滝、清里焼酎醸造所
斜里岳、神の子池
裏摩周展望台、さくらの滝

ゆりの郷こしみずリリーパーク
小清水原生花園
ハイランド小清水725
濤沸湖

■特産品

■特産品

じゃがいも焼酎「北海道 清里」、
じゃがいも、小麦、清里うどん、
長いも

訓子府町

神の子池

人 口 4,998人
世帯数 2,094世帯
面 積 190.95 km２

人 口 2,921人
世帯数 1,452世帯
面 積 527.27 km２

置戸町

http://www.town.oketo.hokkaido.jp/

http://www.town.kunneppu.hokkaido.jp/

大雪山の東端に接し、周囲を山に囲まれた常呂川最上流域に
位置しています。丘陵地や平地では酪農、畑作が盛んです。

オホーツクブルーの空が広がる町、訓子府。全国各地へ安
全で安心な農畜産物をお届けするオホーツク・エコ・あぐり
のまちです。

■主な観光スポット
市街地から約13km上流にあ
る「鹿の子沢」では、虹の滝や
三本桂など自然と親しむハイキ
ングコースがあります。

■主な観光スポット
レクリエーション公園
KAPPAプール

■特産品

■特産品
たまねぎ・じゃがいも・メロン

リリーパーク

じゃがいも・小麦
ゆり（切り花、球根）

木の器「オケクラフト」
おけとワイン・ヤーコン

レクリエーション公園

人 口 5,205人
世帯数 2,476世帯
面 積 404.94km２

佐呂間町

遠軽町

虹の滝

人 口 19,984人
世帯数 10,310世帯
面 積 1,332.45 km２

http://engaru.jp/
http://www.town.saroma.hokkaido.jp/

オホーツクの玄関口に位置する交通の要衝。2019年度中に
高規格道路が延伸し、インターチェンジの隣にスキー場ロッジ
を併設した道の駅（申請中）がオープンします。

雄大なサロマ湖と緑豊かな大地。そこで育ったおいしい味
覚。サロマは海と大地の恵みであふれています。

■主な観光スポット

■主な観光スポット

太陽の丘えんがる公園、がんぼう岩
白滝ジオパーク、埋蔵文化財センター
森林公園いこいの森、大平高原、
山彦の滝、ロックバレースキー場、
ちゃちゃワールド

道内最大の湖の全貌を見渡せる
唯一の展望台「サロマ湖展望台」

■特産品
ホタテ・カキ・かぼちゃ
ホッカイシマエビ

■特産品

遠軽 森のオホーツク
（イメージ図）
アスパラ、じゃがいも、
じゅんさい、カボチャ、ブロッコリー、木芸品

サロマ湖展望台からの
パノラマ
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湧別町

人 口 8,861人
世帯数 4,150世帯
面 積 505.79 km２

管内の総面積：10,690.52㎢
面積： 国土地理院「平成30年全国都道府県市区町村別面積調」）

滝上町

人 口 2,603人
世帯数 1,417世帯
面 積 766.89 km２

http://www.town.yubetsu.lg.jp
http://www.town.takinoue.hokkaido.jp

およそ200品種のチューリップが咲き誇るチューリップ
公園や、オホーツク海とサロマ湖で獲れる海の味覚が楽し
めるまちです。

５月中旬から６月上旬にかけて芝ざくら滝上公園に芝ざく
らが咲き誇り、10万㎡の大群落をみることができます。

■主な観光スポット

■主な観光スポット

チューリップ公園
ファミリー愛ランドYOU（道の駅）
かみゆうべつ温泉チューリップの湯
（道の駅）、龍宮台展望公園

陽殖園
芝ざくら滝上公園
滝上渓谷「錦仙峡」
香りの里ハーブガーデン

■特産品

チューリップ公園

■特産品
七面鳥・ハッカ等のハーブ
じゃがいも・かぼちゃ

毛がに・ホタテ・カキ・たまねぎ・ブロッコリー
・かぼちゃ

興部町

芝ざくら滝上公園

人 口 3,815人
世帯数 1,793世帯
面 積 362.54 km２

西興部村

人 口 1,114人
世帯数 678世帯
面 積 308.08 km２

http://www.town.okoppe.lg.jp/
http://www.vill.nishiokoppe.hokkaido.jp/

酪農におけるバイオマス資源を有効活用し、新たな産業
づくりと雇用を生み出す「バイオマス産業都市」を推進し
ています。

豊かな緑に映えるオレンジの建築物が建ち並ぶ西興部。夢施
設「木夢（こむ）」、「花夢（かむ）」、「森夢（リム）」
でゆっくりとした時間を過ごしませんか。

■主な観光スポット

■主な観光スポット

モーモー城周辺の酪農景観、
沙留海水浴場、
道の駅周辺の憩いエリア

森の美術館「木夢（こむ）」・
フラワーパーク
「花夢（かむ）」（道の駅）

■特産品

■特産品

興部北興
牛乳・帆立貝柱・ハム・ソーセージ
バイオガスプラント
チーズ・はまなすジャム・毛がに

雄武町

森の美術館「木夢」(こむ)
鹿肉・山菜
まつたけラーメン・まつたけ焼酎

人 口 4,422人
世帯数 2,218世帯
面 積 636.89 km２

大空町

http://www.town.oumu.hokkaido.jp/

http://www.town.ozora.hokkaido.jp/

海浜公園、キャンプ場、温泉、展望台のある「日の出岬」
は、四季を通じ雄大なオホーツクの大自然を満喫できる観光
スポットです。

■主な観光スポット

メルヘンの丘、東藻琴芝桜公園などの雄大な自然、しじみ採
り、農畜産加工体験などの体験を四季に合わせて楽しめる町で
す。

■主な観光スポット

日の出岬（海浜公園、キャンプ場）
オホーツクオムイ温泉
（ホテル日の出岬）
日の出岬展望台「ラ・ルーナ」

藻琴山、メルヘンの丘
朝日ヶ丘公園、東藻琴芝桜公園

■特産品

■特産品
毛がに・メジカ・ダッタンそば・
ダッタンそば焼酎

人 口 7,235人
世帯数 3,066世帯
面 積 343.66 km２

満点みそ・チーズ・
長いも・しじ美醤油

日の出岬展望台
「ラ・ルーナ」
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朝日ヶ丘公園と
ひまわり畑

