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北海道が認定したオホーツク総合振興局管内の地域産業資源 
 

名  称 地域産業資源に係る地域 

アスパラ オホーツク総合振興局管内 

小豆 オホーツク総合振興局管内 

いなきび オホーツク総合振興局管内 

大麦 オホーツク総合振興局管内 

かぼちゃ オホーツク総合振興局管内 

小麦 オホーツク総合振興局管内 

しそ オホーツク総合振興局管内 

スイートコーン オホーツク総合振興局管内 

そば オホーツク総合振興局管内 

大豆 オホーツク総合振興局管内 

てん菜 オホーツク総合振興局管内 

ハマナス オホーツク総合振興局管内 

馬鈴しょ オホーツク総合振興局管内 

タマネギ 
北見市、網走市、大空町、美幌町、津別町、斜里
町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂
間町、遠軽町、湧別町 

ゴボウ 
北見市、網走市、小清水町、斜里町、清里町、   

大空町 

コメ 北見市、美幌町、訓子府町、津別町、大空町 

長いも 網走市、小清水町、斜里町、清里町、大空町 



2 
 

名  称 地域産業資源に係る地域 

ハーブ 北見市、遠軽町、滝上町 

ハッカ 北見市、遠軽町、滝上町 

メロン 北見市、訓子府町 

ヤーコン 置戸町、北見市 

サクランボ 北見市、網走市 

山ワサビ 北見市、網走市 

産業用大麻、亜麻 北見市 

白花豆 北見市 

チコリ 北見市 

ハバネロ 北見市 

ぶどう 北見市 

紫花豆 北見市 

ニンニク 北見市 

リンゴ 北見市 

イチゴ 網走市 

マタタビ 網走市 

行者菜 網走市 

ゴボウ 美幌町 

長いも 美幌町 
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名  称 地域産業資源に係る地域 

ホオズキ 美幌町 

枝豆 遠軽町 

じゅんさい 遠軽町 

エゾシカ オホーツク総合振興局管内 

牛乳 オホーツク総合振興局管内 

肉用牛 オホーツク総合振興局管内 

ハチミツ オホーツク総合振興局管内 

豚 オホーツク総合振興局管内 

オホーツクはまなす牛 紋別市、滝上町 

エミュー 網走市 

オホーツクあばしり和牛 網走市 

赤豚 斜里町 

エゾマツ オホーツク総合振興局管内 

カラマツ オホーツク総合振興局管内 

トドマツ オホーツク総合振興局管内 

紋別地域のエゾマツ 紋別市、興部町、西興部村 

紋別地域のカラマツ 紋別市、興部町、西興部村 

紋別地域のトドマツ 紋別市、興部町、西興部村 

網走産漆 網走市 
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名  称 地域産業資源に係る地域 

美幌町の FSC認証林 美幌町 

置戸町の SGEC認証林 置戸町 

サケ 
北見市、網走市、紋別市、小清水町、斜里町、     

佐呂間町、湧別町、興部町、雄武町 

ホタテガイ 
北見市、網走市、紋別市、小清水町、斜里町、     

佐呂間町、湧別町、興部町、雄武町 

ホッケ 
北見市、網走市、紋別市、小清水町、斜里町、     

佐呂間町、湧別町、興部町、雄武町 

マス 
北見市、網走市、紋別市、小清水町、斜里町、     

佐呂間町、湧別町、興部町、雄武町 

カニ 
北見市、網走市、紋別市、小清水町、斜里町、     

佐呂間町、湧別町、興部町、雄武町 

カキ 北見市、佐呂間町、湧別町 

シジミ 網走市、大空町 

シラウオ 網走市、大空町 

ワカサギ 網走市、大空町 

アブラガニ 網走市 

カラフトマス 網走市 

キンキ 網走市 

クジラ 網走市 

スケトウダラ 網走市 

北海エビ 網走市 

キンキ 斜里町 
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名  称 地域産業資源に係る地域 

鮭児 斜里町 

ヤマベ 遠軽町 

メジカ 雄武町 

雄宝（サケ） 雄武町 

ウッドクラフト オホーツク総合振興局管内 

オニオンタッパー オホーツク総合振興局管内 

オホーツクの間伐材 オホーツク総合振興局管内 

オホーツクの焼酎 オホーツク総合振興局管内 

オホーツクの日本酒 オホーツク総合振興局管内 

オホーツクの地ビール オホーツク総合振興局管内 

チーズ オホーツク総合振興局管内 

農水産業機械 オホーツク総合振興局管内 

ＢＤＦ オホーツク総合振興局管内 

木質バイオマス オホーツク総合振興局管内 

経木（きょうぎ） 北見市、津別町、遠軽町 

オホーツクサーモンの山漬け 網走市、小清水町、斜里町 

オホーツク北見塩やきそば 北見市 

オホーツクビール 北見市 
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名  称 地域産業資源に係る地域 

オホーツク流氷焼き 北見市 

北見の焼肉 北見市 

牛尿バイオ活性液 北見市 

魚卵加工品 北見市 

スケトウダラ加工品 北見市 

しばれ焼き 北見市 

リサイクル無機水銀 北見市 

オホーツク干貝柱塩ラーメン 北見市 

網走モヨロ鍋 網走市 

オホーツク網走ザンギ丼 網走市 

魚醤油 網走市 

黒糖 網走市 

魚肉すり身 網走市 

発泡酒 網走市 

オホーツク紋別ホワイトカレー 紋別市 

魚肉すり身 紋別市 

米菓子 美幌町 

美幌豚バーガー 美幌町 
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名  称 地域産業資源に係る地域 

おかず味噌 美幌町 

木工工作キット 津別町 

飲用酢 清里町 

馬鈴しょコナフブキでん粉 清里町 

オホーツクの塩 湧別町 

オホーツク木のプラザ オホーツク総合振興局管内 

オホーツクの流氷 
北見市、網走市、紋別市、斜里町、小清水町、     

佐呂間町、湧別町、興部町、雄武町 

網走国定公園 
網走市、大空町、斜里町、小清水町、佐呂間町、    

北見市、湧別町 

サロマ湖 北見市、佐呂間町、湧別町 

貝塚 北見市、網走市 

網走湖 網走市、大空町 

網走湖畔温泉郷 網走市、大空町 

斜里岳 清里町、斜里町 

渚滑川 紋別市、滝上町 

世界自然遺産 知床 斜里町、羅臼町 

濤沸湖 網走市、小清水町 

おんね湯温泉 北見市 

網走市の流氷観光砕氷船 網走市 
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名  称 地域産業資源に係る地域 

網走市の流氷観光列車 網走市 

大曲湖畔園地 網走市 

能取岬 網走市 

能取湖のさんご草繁茂地 網走市 

フラワーガーデン「はな・てんと」 網走市 

流氷硝子館 網走市 

名勝天都山 網走市 

クリオネ 網走市 

旧上藻別駅逓所 紋別市 

紋別市の流氷砕氷船 紋別市 

美幌温泉 美幌町 

美幌峠 美幌町 

みどりの村 美幌町 

遠軽町の黒曜石 遠軽町 

太陽の丘えんがる公園 遠軽町 

森林鉄道蒸気機関車「雨宮 21号」 遠軽町 

岩尾別温泉 斜里町 

ウトロ温泉 斜里町 
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名  称 地域産業資源に係る地域 

オシンコシンの滝 斜里町 

オロンコ岩 斜里町 

カムイワッカ湯の滝 斜里町 

知床五湖 斜里町 

知床峠 斜里町 

遠音別川 斜里町 

プユニ岬 斜里町 

フレペの滝 斜里町 

夕陽台 斜里町 

神の子池 清里町 

かみゆうべつ温泉 湧別町 

上湧別チューリップ公園 湧別町 

勝山温泉 ゆぅゆ 置戸町 

鹿の子沢 置戸町 

鹿ノ子ダム（おけと湖） 置戸町 

森林工芸館 置戸町 

おけとパークゴルフ場 置戸町 

常呂川源流 置戸町 

 


