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地域の現状・課題 

道北連携地域「地域づくり推進ビジョン」 
 
 
 

国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
【食・産業】 
道北地域は、人口減少・高齢化率が全道

平均よりも高い割合で推移し、後継者や担

い手不足が一層顕在化している状況です。

さらに感染症の影響により外国人労働力に

依存する生産体制のリスクが顕在化してい

ます。生産空間を維持し、我が国の食料供

給基地として貢献していくためには、農地・

農業用水の確保、水産資源の回復・管理、

漁場整備、後継者・担い手の確保・育成、ス

マート農業等、我が国の食料安全保障を支

えるイノベーションの加速による農水産業

の振興、「食」の高付加価値化と総合拠点づ

くりを進め、北海道の高品質な農水産品や

食品の輸出を一層促進し、地域内で持続可

能な農水産業を構築する必要があります。

また、地域内外の交流・協働を促進し、人

口減少をカバーするとともに、多様な人材

との対流をひき起こし、効率的・利便性の

高い物流ネットワークの形成、ポストコロ

 

○ 道北連携地域は6市31町4村からなり、面積は1万8千691㎢（全

道の22.4％）。 

人口（R2年国勢調査速報）は58万7千人（全道の11.2％）で、

経年でみると減少傾向にあり、平成27年から令和2年まで5.1％

減少（全道2.8％減）しています。 

高齢者比率（R2住民基本台帳）は34.4％（全道31.4％）で、道

内では高齢者比率の高い地域となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業展開に当たっては、新型コロナ

ウイルス感染症などの新たな感染症の

拡大防止と社会経済活動を両立し、生

命・健康・暮らしを守っていくため、

感染症に強い社会を築きあげていくこ

とが必要です。 

・新規就農者を確保するため、地域や

農業を紹介する積極的なＰＲ活動を継

続的に行っていくとともに、研修会の

開催等による農業の担い手のスキルア

ップ（底上げ）を実施していくことが

必要です。 

・中小・小規模企業は人手不足や後継

者難などに直面していることから、地

域の人材確保・担い手確保を図るた

め、業界、企業、行政、教育機関等の

地域関係機関が連携した取組を更に推

進していく必要があります。 
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国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
ナを見据えた産業立地・振興を促進して、

価値創造力を強化する必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 産業は、稲作、野菜、果樹、酪農などの農業、ホタテ、サケ、

コンブ、ナマコ、エビ、ホッケなどの漁業、豊富な森林資源を背

景とした林業や製紙・製材・家具製造業、水産加工品を中心とし

た食料品製造業、自然公園などの地域資源を生かした観光産業

などが展開されています。 

 

 

 

 

 

○ 耕地面積（R2作物統計調査）は22万ha（全道の19.2％）、主要

農作物（水稲、小麦、大豆、てん菜）合計での作付面積と収穫量

（R2作物統計調査）は6万1千ha（全道の19.2％）と53万6千ｔ（全

道の10.3％）となっています。 

農家戸数(R2農林業センサス）は8,165戸（全道の21.7％）で、

平成27年と比べると16.5％減（全道15.3％減）となっています。 

このような状況の中、農業者の高齢化に伴う担い手対策、安

全・安心な農林水産物の安定供給や付加価値、労働生産性の向上

などによる経営体質の強化などが求められています。 

 

 

 

 

 

 

・食のブランド化を促進するため、地

域食材の特性を活かした商品の開発や

磨き上げ、販売拡大に向けたプロモー

ションの強化のほか、食クラスター活

動の推進及び食クラスター活動に携わ

る人材の育成が必要とされています。 

・サハリン州との物流活性化を見据え

た輸送手段の確保やサハリン州住民

への日本食・食文化の浸透による需

要創出が必要です。 

・持続可能で安定的な農業経営を図る

ため、さらなる高品質化や低コス

ト・省力化に向けて、関係機関・団

体が一体となり、各地域の条件や特

性を活かした中で、継続的な取組を

進めることが必要です。 

・持続可能な農業・農村を支えるクリ

ーン農業の安定した拡大を図るた

め、さらなる生産者へのフォローア

ップと消費者等へのＰＲが必要で

す。 

・自給飼料主体の草地型酪農等を推進

するため、良質な自給飼料の生産拡大

と、衛生的な飼養管理の徹底等による

生産性の向上が必要です。 
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国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 漁業就業者数（H30漁業センサス）は3,530人（全道の14.5％）

で、平成25年と比べ20.4％減（全道17.8％減）となっています。 

漁業生産高（H31北海道水産現勢）は546億円（全道の22.9％）

で、平成26年と比べ0.7％減（全道20.9％減）となっています。 

漁業就業者（H30漁業センサス）一人あたりの生産高は平成30

年で1,648万円と、全道平均（1,122万円）に比べ高い水準です。 

生産高（金額：H30北海道水産現勢）の魚種構成を見ると、ホ

タテ（44.9％）、ミズダコ(8.9％)、サケ（7.1％）、ナマコ（8.4％）

の四種で生産高の約7割を占めています。 

水産資源の持続的な利用に向けた適正な資源管理や栽培漁業

の推進、海獣被害対策、水産品の高付加価値化、新規就業者の確

保などが課題となっています。 

○ 森林面積（H31北海道林業統計）は142万1千ha（全道の25.7％）

で地域総面積の約8割を占めています。 

戦後植林された人工林が本格的な収穫期を迎えてきており、

今後必要となる、森林整備、路網整備及び高性能林業機械の導入

を進めて原木供給の低コスト化を図り、合板・製材などの生産コ

ストを低減する技術革新が求められています。 

○ 製造業の従業者数の構成比（H31工業統計調査）でみると、食

料品製造等（食品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の計）が全

体の47.9％を占め、次いで木材・木製品（木材・木製品製造業、

家具・装備品製造業の計）が13.1％となっています。 

製造品出荷額等（H31工業統計調査）は4,372億円（全道の

6.9％）で、平成26年と比べると7.5％増（全道5.2％減）となっ

ています。 

・水産資源の回復・増大や水域環境の

保全を図るため、水産資源の持続的な

利用に向けた適正な資源管理や栽培漁

業の推進、深刻な漁業被害をもたらし

ている海獣被害対策の強化が求められ

ています。 

 

 

 

 

 

 

・人工林資源が利用期を迎えていること

から、森林認証を活かした森林管理と、

これに伴い搬出される地域材（森林認

証材）の利用拡大など、森林資源の循

環利用を着実に進める必要がありま

す。 
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国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

製造業従業者一人あたりの付加価値額（H31工業統計調査）は

827万円であり、全道平均（1,067万円）と比べて低い水準です。 

製造業従事者一人あたりの付加価値額が下降し、全道平均と

の格差が拡大しつつあります。主要業種である食料品、製紙、製

材、家具製造業は、輸入品との競争や価格の低迷など厳しい状況

にあり、さらなる付加価値の向上や生産性の向上、販路の拡大な

どが求められています。 

○ 小売業商品販売額（H28経済センサス-活動調査）は、7,559億

円（全道の12.0％）で、平成24年と比べると23.0％増（全道27.7％

増）となっています。 

景気の回復や郊外型大型店の進出などにより、商品販売額は

増加している一方、購買層のライフスタイルや就業形態の多様

化などにより、商店街は空き店舗、空き住宅が増加するなど衰退

してきており、中心市街地の空洞化、独居老人の空き屋予備軍が

課題となっています。 

○ 令和2年度の公共工事請負額は1,440億円と、平成25年度の

1,722 億円と比較すると16.4％減少するなど建設業は厳しい経

営環境が続いています。建設業は、社会資本の整備はもとより、

災害時対応や除雪など地域において安全・安心の役割を担って

いることから、経営力の強化や人材の確保などを図ることが課

題となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・頻発する災害から地域を守る建設産

業の経営力の強化と技術をつなぐ担い

手の確保・育成を間断なく進めていく

必要があります。 
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国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
【観光・交流】 
大雪山、利尻・礼文・サロベツ国立公園、

暑寒別天売焼尻国定公園や天塩川、層雲峡、

日本海オロロンライン、富良野・美瑛など

世界に誇れる豊かな自然環境や景観、多種

多様な農水産物に恵まれた地域ですが、観

光地が広域的に分散していることから、北

海道７空港一括運営を活用し交通拠点との

連結、軌道系アクセス新設等により観光拠

点間のアクセスを向上させて観光地を周遊

しやすい環境を整備するとともに、国内外

の感染症の状況を見極め、需要を喚起しつ

つ広域的な連携を進めて、サイクルツーリ

ズム、体験・滞在型観光、一度は訪れてみ

たい「聖地」づくりなど、地域の資源・特性

を活かした多様な観光メニューの充実を図

り、国内旅行とインバウンドの両輪により、

持続可能で魅力的な世界水準の観光地域づ

くりを進める必要があります。 

また、地域に隣接するロシア連邦サハリ

ン州、東南アジアとの観光経済交流を更に

進める必要があります。 

 
 
 

 

○ 観光入込客数（H31北海道観光入込客数調査）は、2,259万人（全

道の15.7％）で、平成26年度と比べると3.4％増（全道7.8％増）

となっています。 

外国人宿泊客数（H31北海道観光入込客数調査）は、年間延べ

65万5千人（全道の11.8％）で、平成26年度と比べると42.7％増

（全道47.6％増）となっています。 

外国人宿泊客数が大幅に増加するなど観光入込客数は増加し

ているものの、入込が夏季に集中するとともに通過型観光の傾

向にあることから、雄大な自然や恵まれた農林水産資源を生か

した新たな観光資源の発掘や既存資源の有効活用、広域観光ル

ートの構築など通年・滞在型の観光の推進が求められています。 

また，本地域を訪れる外国人観光客が多国籍化していること

から、今後、食や礼拝など多文化に応じた受入環境の整備が求

められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ウィズコロナ・ポストコロナを見据

えた新たな旅行スタイルを定着させ

ていくことが必要です。 

・感染症対策などに配慮した受入体制

を確立するとともに、「安全・安心」

で選ばれる観光地づくりを推進する

ことが必要です。 

・道内外、海外の観光客や旅行会社等

に対し道北の観光情報を効果的に発信

することが必要です。 

・道内空港の民間委託を契機とした更

なる利用拡大に向けた取組が必要で

す。 
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国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
【環境】 
生物の多様性の損失や天然資源の減少、

地球温暖化の進展等、地球規模での環境問

題が深刻化する中で、道北の豊かな自然環

境を国民共通の資産として将来にわたって

継承するため、自然共生社会、循環型社会、

脱炭素社会の構築に向けた取組を総合的に

進め、持続可能な地域社会の構築を図る必

要があります。2050 年カーボンニュートラ

ル（ゼロカーボン北海道）の実現に向け、

道北地域に豊富に賦存する風力、地熱を始

め、バイオマス、水力、太陽光等の再生可

能エネルギーの導入等、温室効果ガス排出

削減対策等に取り組む必要があります。ま

た、我が国の気候変動対策及びエネルギー

安全保障強化の観点から、このような低炭

素で多様な国産エネルギー源のポテンシャ

ルを最大限に活用する必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 

 

○  地域の自然公園は、大雪山国立公園、利尻礼文サロベツ国立

公園、暑寒別天売焼尻国定公園、北オホーツク道立自然公園、朱

鞠内道立自然公園、天塩岳道立自然公園、富良野芦別道立自然公

園があり、その優れた自然の保全や活用が求められています。 

○ 地域の恵まれた自然特性を生かした新エネルギーの活用が進

められています。宗谷岬ウィンドファーム発電所（出力5万7千

kW）、苫前ウインビラ発電所（出力3万600kW）など風力発電施設

や、稚内メガソーラー発電所（出力5千20kW）の大規模太陽光発

電施設もあります。 

また、世界最大級の蓄電池システムを備えた送電網整備実証

事業が進められており、さらなる風力発電の導入拡大が期待さ

れています。 

これらのほか、上川町の地熱発電計画、地域内各地のバイオマ

スなど地域に根ざしたエネルギー導入の取組が進められていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新型コロナウイルス感染症などの新

たな感染症の拡大防止と社会経済活

動を両立し、生命・健康・暮らしを

守っていくため、感染症に強い社会

を築きあげていくことが必要です。 

・環境保全意識の維持・高揚を図るた

めには、地元の自然に親しむ機会を

創出するなど、取組を継続・実施し

ていく必要があります。また、高山

植物の盗掘を防止するためには、効

果的な監視体制を構築する必要があ

ります。 

・脱炭素型の地域づくりに向け、化石

燃料の代替による二酸化炭素の排出

を抑制するためには、木質バイオマ

スの安定的な供給や新エネルギー利

用の推進など、引き続き関係者との

情報共有や連携した取組が必要で

す。 

・賦存するエネルギーの種別や量は地

域ごとに異なり、その地域の特色を生

かした取組を進めることが必要です。

また、多様化・高度化する新エネルギ

ー導入や利用に係る相談に対応するた
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国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めには、知識の習得や情報の共有・発

信など、地域が連携した取組が必要で

す。 

・野生鳥獣や海獣による被害のさらな

る低減に向けて、担い手確保等による

捕獲体制の強化や、効果的な捕獲手法

の確立が必要です。 
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国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
【医療】 
道北地域は、広大で離島も有しており、

医療過疎・医療格差が更に拡大しています。

第１次産業を支え、観光資源を提供する生

産空間の維持を図り、地域で安心して生活

し、生産活動に従事していけるような、医

療サービスを享受できる環境（高速・バイ

パス網の整備、ドクターカー、ドクターヘ

リ、メディカルジェット、遠隔画像診断ネ

ットワーク）を整備し、また、感染症等の

危機に強い社会経済システムを構築する必

要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○ 人口10万人当たりの医師数（H28北海道保健統計年報）は275.8 

人で、全道平均248.7人を上回っていますが、宗谷、留萌地域で

は下回っています。二次医療圏別の産婦人科医師数・小児科医師

数（H30医師・歯科医師・薬剤師統計）は、上川中部を除く地域

で少なく、富良野･留萌・宗谷では産婦人科医がそれぞれ0～2名

となっています。 

医療機関や医療従事者が旭川市周辺へ集中する傾向にあり、

上川中部以外の地域では、全道平均を大きく下回っていること

など医師・看護師の確保や救急医療体制の確立などが重要な課

題となっています。 

○ 地域災害拠点病院（道内33施設）として、旭川赤十字病院、

旭川医科大学病院、名寄市立総合病院、社会福祉法人北海道社

会事業協会富良野病院、留萌市立病院、市立稚内病院が指定さ

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・２次医療圏における広域的な医療と

介護の連携や医療従事者の地域偏在

の解消が必要です。 

・新型コロナウイルス感染症の拡大を

契機に、特に都市圏で若年層を中心に

地方移住への関心が高まっていること

を踏まえ、ちょっと暮らしといった短

期的な移住、UIターンの促進、ワーケ

ーションの推進など、多様な取組を進

める必要があります 
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国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
【防災】 
近年、降雨の局地化・集中化・激甚化や

異例の降雪が発生し、風水害や土砂災害等

が多発しています。今後も気候変動に伴う

災害に耐えうる重要インフラ等の機能維

持、激甚化・頻発化する災害等対応を進め

る必要があります。道北地域は海岸線や山

間地に集落が形成され、唯一の幹線道路に

依存し、地域の生産活動が行われています。

安全安心の確保は、国民生活や経済社会の

安定を図るための前提条件であり、オホー

ツク海や日本海沿岸部の防災対策のほか、

石狩川、天塩川、留萌川等の治水対策、十

勝岳の火山泥流対策、津波や地震、冬期複

合災害等への対策、厳冬期避難体制の拡充、

冬期交通の安全性の確保、港湾や漁港等に

おける波浪対策等の防災・減災対策、国土

強靱化施策を推進し集中的に老朽化対策を

実施する必要があります。 
 一方、道北地域は、首都圏の大都市から

遠距離にあり、大規模災害発生時において

同時に被災する可能性が少ないので、国家

的規模の災害時に後方支援等のバックアッ

プ機能を発揮し、我が国全体に貢献するこ

とが必要です。 

 
○ 地震・津波等の大規模自然災害、暴風雪による冬期災害、気

候変動等による水害・土砂災害リスクへの対応を図るため、石

狩川・留萌川及び天塩川における洪水対策、日本海及びオホーツ

ク海沿岸部の地震、津波対策、十勝岳における土砂災害対策、地

吹雪などの冬期災害対策を行っています。 

○ 迅速かつ円滑な災害対応に向けた防災関係機関の連携強化やハ

ザードマップの作成支援など地域防災力向上のための取組を推進

しています。 

〇 近年増え続ける大規模自然災害等に備え、安全・安心な国土・

地域・社会経済を構築するため、各市町村で国土強靱化地域計

画を策定済みもしくは策定中です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災体制の強化等に当たっては、継

続的な関係機関の連携体制の構築や

住民間のさらなる協力体制の整備が

必要です。 
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国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
【ネットワーク】 
道北地域は、南北に広がっており、生産

空間を維持するため、交通ネットワークを

強化し、圏域内で必要な医療を受けられる

体制を整える必要があります。また、旭川

空港や稚内空港、留萌港や稚内港などの交

通拠点を整備し、連結することによりイン

バウンドを含めた観光客の増大、自給率が

高く品質の良い農林水産品の輸出や高付加

価値化を図る必要があります。同時に災害

時の緊急避難ルートを確保するために高規

格道路等のミッシングリンクを解消するな

ど交通ネットワークを早期に整備する必要

があり、地域交通の課題に応じた人流・物

流システムの構築、片荷の解消に向けた物

流の改善、保管倉庫の整備、地方部の交通

課題の解決が必要です。 
JR 北海道が厳しい経営状況の下で、列車

の減便や駅の廃止を進めており、今後の

人々の生活や経済を支える鉄路の維持、地

域の公共交通の確保・持続可能性が課題と

なっています。 
 
 
 

 

○ 広大な面積に分散する地方都市や農山漁村、離島などの地理

的条件を有する道北地域においては、交通・情報ネットワークな

どの基盤整備を図るほか、鉄道など既存の交通ネットワークの

維持・確保が大きな課題となっています。 

○ 旭川空港は年間115万人（R1空港管理状況調書）の利用客があ

り、道外3路線（羽田、中部、大阪）、国際2路線（台北、ソウル）

が就航しています。道内1路線（函館）は平成25年2月から運航休

止となっています。 

稚内空港は、年間20万人（R1空港管理状況調書）の利用客があ

り、道内1路線（新千歳）、道外1路線（羽田）が就航しています。

近年国内各空港からのチャーター便が増加している傾向にあり

ます。利尻空港は、年間4万人（R1空港管理状況調書）の利用客

があり、道内2路線（丘珠、新千歳）が就航しています。礼文空

港は平成21年4月から供用休止となっています。 

港湾取扱貨物量（H31港湾統計年報）は、稚内港は、全道港湾

の取扱貨物量の0.8 ％留萌港は0.6％を占めています。稚内港

は、道北地域における物資流通の拠点、北方漁業の基地、ロシア

連邦サハリン州との交流拠点、利尻・礼文島への連絡港として重

要な役割を果たしています。留萌港は地域の物流拠点港として

の役割を担っています。 

 

 

 

 

 

・高規格道路をはじめ、地域の生活と産

業を支える交通ネットワークの基盤整

備を図るなど、地域にとって必要な交

通ネットワークを維持・確保していく

必要があります。 

・広域分散型の地域特性を有する道北地

域においては、地域産業はもとより、

教育・防災・医療・福祉など様々な分

野においてICTやAI、ロボットなどの未

来技術を活用し、住み慣れた地域で安

全・安心でより快適かつ、一人一人に

最適化された暮らしを可能とするデジ

タル化の推進に向け、情報通信基盤の

整備を促進する必要があります。 
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国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
【離島】 
 北海道は、長い海岸線を有する北の国境

地帯として、我が国の領域及び海洋権益の

保全に重要な地域です。特に、道北地方や

離島地域といった国境周辺地域について

は、有人国境離島地域に係る関係法令等の

趣旨を踏まえ、産業の振興や生活条件の改

善を通じて、定住の促進等を図ることが重

要です。 
 離島地域については、本土への安定的な

アクセスを確保し、交流を促進するため、

離島振興計画に基づき、航路の維持及び港

湾の整備を推進するとともに、観光の推進

や産業の育成、安全・安心な定住条件の整

備強化等を支援することが必要です。 

 
○ 道北の離島地域における平成27年の国勢調査人口は8,377人
で、平成22年と比較して10.3％の減少となっています。また、

依然として若年層の流出が続く中、平成27年の離島地域の高齢

化率は36.5％と、全道平均の29.1％に比べ著しく高くなってお

り、地域の活力低下や担い手不足が懸念されています。 
○ 水産業は、地域の基幹産業として地元経済を支えています

が、近年は 周辺海域の資源の減少や輸入水産物の増大による産

地価格の低迷、漁船燃油の高騰、さらには、海獣による漁業被

害の拡大などにより、厳しい経営状況にあります。このため、

近年は高値で取引されるコンブ、ナマコなどの栽培漁業が行わ

れており、ブランド化に向けた取組が進められています。 
○ 道北地域の離島地域には無医地区は無いが、各島とも医師及

び看護師などの医療従事者の安定的な確保が課題となっていま

す。また、島外から専門医の出張診療や医療連携も行われてい

ますが、様々な疾病に対して十分な診療体制とはなっていませ

ん。救急医療体制については、ドクターヘリなどの航空機によ

る搬送体制が整備されるなど年々向上してきていますが、天候

不良等により対応ができない場合の救急医療輸送対策が課題と

なっています。また、各離島内には産婦人科医がいないため、

妊産婦は本土へ通院しなければならず、妊産婦にとって大きな

負担となっています。 
○ 観光については、近年は経済の低迷や観光ニーズの多様化な

どにより、観光客数は年々減少傾向にあります。各島とも夏季

に集中していることから、夏季以外の季節に観光客を呼び込む

 

・事業展開に当たっては、新型コロナ

ウイルス感染症などの新たな感染症

の拡大防止と社会経済活動を両立

し、生命・健康・暮らしを守ってい

くため、感染症に強い社会を築きあ

げていくことが必要です。 

・地域の関係者が連携し、漁業の繁忙

期における労働力不足への対応や新規

漁業就業者の確保に取り組む必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・離島ならではの観光資源の魅力の強

化やアドベンチャートラベルの誘客を

促進するため、広域周遊観光を意識し
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国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
ための取組を図るなど、通年型観光を推進する必要がありま

す。また、滞在交流型観光を促進するための施設整備をはじ

め、観光メニューの創設、観光ガイドの確保・養成などによる

観光客の受入体制の強化が課題となっています。また、離島の

観光については、それぞれの離島単独での観光振興には限界が

あることから、本土と離島及び離島間の連携による広域的な取

組も必要です。 
○ 離島地域における豊かな自然環境を生かした再生可能エネル

ギーの利用については、その可能性を模索する動きが顕在化し

てきています。将来的には、災害に強く、そして環境負荷の小

さい、自立したシステムの確立を目指し、太陽熱・ バイオマス

といった再生可能エネルギーの導入などの取組を図る必要があ

ります。 
○ 国土保全及び防災対策については、海岸に比較的近い低地に

居住地が存在し、また後背地が急傾斜地となって、自然災害が

発生しやすい環境にあることから、必要な治山治水対策、国土

保全施設の整備や、波浪などによる海岸侵食がみられることか

ら護岸、離岸堤などの海岸保全事業を継続実施し、あわせて、

防災面を意識したソフト・ハード両面の対策を推進していく必

要があります。 
○ 本土と離島地域を結ぶ交通については、各島にフェリーが就

航、利尻島においては、本土との間に航空機が運航されていま

すが、フェリー、航空機ともに旅客運賃及び物資輸送費が割高

な水準となっています。また、離島における生活面での格差是

正策として、家庭用プロパンガス価格の低廉化が図られていま

た地域資源の磨き上げの支援・協力が

必要です。 

・離島を訪れる外国人観光客の更なる

誘致を促進するため、利便性の向上や

受入体制の整備、海外向けの効果的な

情報発信を強化することが必要です。 
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国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
すが、さらなる支援の充実や他の石油製品などへの支援の拡大

が今後の課題です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


