
人が輝く地域社会の形成プロジェクト 〔道南連携地域〕

プロジェクトの概要

主な取組

分散型の国土づくりを先導していくため、自然環境が有する多様な機能を活用し、強靱かつ自立的な生産空間を構築します。安心して暮らせる地域社会を維持しながら、都市
部からの移住者や長期滞在者等の受入れを強化するため、地域主体で地方部での暮らしの魅力向上を図ります。またウイズコロナ・ポストコロナを見据えた国内外の新たな観
光需要を取り込むことにより観光の活性化を図ります。

■ 分散型の国土づくりを先導する北海道型地域構造の保持・
形成に向けた定住・交流環境の維持増進を推進する必要が
ある。
■ ポストコロナや北海道新幹線の札幌開業を見据えた対流促
進、散居型生活機能の維持などの取組の推進が必要である。
■ テレワーク等など働き方の見直しにより地方移住を前向き
に考える機運があるなか、地域におけるSociety5.0やＤＸの推
進に取り組む必要がある。
■ 情報通信による新たな暮らしの構築のため地域で誰もが情
報通信サービスを問題なく利用できる環境づくりが必要である。
■ 道南が持つ魅力ある観光資源を活かしながら、ポストコロ
ナを見据えた新たな旅行スタイルの国内外の需要を取り込み
観光の活性化を図る必要がある。
■ 「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録を地域振
興に繋げる必要がある。
■ 高規格道路のミッシングリンク解消により拠点間の人流・物
流の連携を確保する必要がある。
■ 北海道７空港一括運営を活かし、関係者が連携した２次・３
次交通の強化等による観光客の地方部への分散・周遊の取
組を推進する必要がある。

地域のめざす姿（概ね令和７年の地域の将来像）国家的・広域的な課題

■個性豊かな歴史や文化、食や自然の魅力を高め、環境と経済が調和しながら成長し続ける
北の懸け橋 「道南連携地域」

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

・住民の移動手段である公共交通の維持
・医療ニーズに対応した医療提供体制の確保
・少子高齢化の進行に対応した福祉の充実、取組の
推進

○ 安心して暮らせる地域社会の維持

・防災、減災体制の充実・強化
・離島地域における安心して暮らせるまちづくりの推
進

・北海道新幹線の札幌開業による交流人口の拡大に
向けた広域観光の促進
・新型コロナの影響で減少した観光需要の回復
・東北・北関東との交流の充実
・新幹線駅や空港をはじめとした交通拠点からの二
次交通の利便性向上
・新たな旅行スタイルを踏まえた観光商品の開発
・歴史・文化・第一次産業など地域固有の資源を活用
した誘客の促進

○ 北海道新幹線の札幌開業やポストコロナを見据えた交流・定住の促進
・観光受入体制の強化
・関係機関と連携した情報発信による認知度の向上
・短期就農体験などの担い手対策と連動した移住・定
住体験の推進
・移住イベント等を活用した道南の魅力発信
・コワーキングスペースなど、ワーケーションに必要な
施設等の整備の推進
・ワーケーションの余暇を充実させるための観光メニ
ューの造成

・縄文文化の魅力発信と次世代への継承の推進

○ 縄文遺跡群を活かした地域振興

・遺産を活用した誘客促進

・人口低密度地域と函館圏とのアクセス強化を図るため、高規格幹線道路を始めとする
基幹的なネットワークの整備の推進
・都市機能及び生活機能の維持・強化
・道央地域と連絡する高速交通ネットワークの整備の推進

・道南地域のゲートウェイとしての函館港、函館空港の整備の推進と高規格道路とのア
クセスの強化
・国道の維持管理の推進
・交通基盤、物流基盤及び生活基盤としての離島航路の機能強化の推進
・港湾物流機能強化の推進

○ 分散型の国土づくりを先導する北海道型地域構造の保持・形成に向けた定住・交流環境の維持増進

観光・交流・社会基盤関連プロジェクト
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令和３年度の具体的な施策内容

【治水事業】
○ 美利河ダムと地域との連携の推進
・住民組織（マザーピリカ等）による体験活動等の取組
支援

【道路事業】
○ 高規格幹線道路網等の整備
・北海道縦貫自動車道
・函館・江差自動車道
・函館新外環状道路
○ 無電柱化の推進
○ 冬期の道路交通の安全性・信頼性の確保
○ シーニックバイウェイ活動団体との連携
○ 「道の駅」の休憩・情報発信・地域連携等の機能・魅
力の向上
○ 旅行客をやさしく出迎える道づくりの推進

【港湾整備事業】
○ 魅力ある観光地づくりに寄与する｢函館国際水産・海
洋都市構想｣の中核施設を担う岸壁の整備
・函館港
○離島航路の機能強化のための整備
・江差港
○ 物流機能を強化する国内物流ターミナルの整備
・函館港、江差港、瀬棚港
○ みなとを活用した交流拠点の形成
・みなとオアシス函館、みなとオアシス江差
○ クルーズ船受け入れ環境の整備
・函館港
○函館湾岸価値創造プロジェクトへの活動支援

【空港整備事業】
○ ゲートウェイ機能を確保するための施設整備促進
・函館空港

【水産基盤整備事業】
○ 地域マリンビジョンの推進
・地域マリンビジョンによる水産業及び漁村地域の活性
化の推進

主な取組（つづき）

・ダムを活かした地域連携による自立的・持続的な活性化の推進（再掲）
・観光地へのアクセスや観光地間の周遊の利便性向上のためのゲートウェイ（空港、港
湾）機能、ネットワーク（高規格道路網等）機能の強化や整備（再掲）
・シーニックバイウェイ活動団体やＶＳＰによる連携した美しい景観づくり、魅力ある観光
空間づくりの促進（再掲）
・ 「道の駅」の休憩・情報発信・地域連携等の機能・魅力の向上（再掲）
・インバウンド観光も含む旅行者への案内の充実（再掲）
・青函圏におけるサイクリング観光の推進（再掲）
・旅行客にわかりやすい道路案内の推進（再掲）

・交差点名称プロジェクトの推進（再掲）
・「シーニックバイウェイ」の推進（再掲）
・「シーニックバイウェイ『秀逸な道』」の推進（再掲）
・青函地域の一層の連携のためのフェリーターミナルの整備
・水産資源を活用した観光振興等、地域マリンビジョンの推進（再掲）
・北海道みなとオアシス等による、みなとを活用した交流拠点の形成
・函館湾岸価値創造プロジェクトへの活動支援

○ 新たな観光需要を取り込む世界水準の観光地の形成

○ 北海道の価値創造力の強化に向けた多様な人材の確保・対流の促進

・交差点名称プロジェクトの推進
・「シーニックバイウェイ」の推進
・「シーニックバイウェイ『秀逸な道』」の推進
・多様な人材の緩やかな「つながり」とコミュニケーションの「ひろがり」を促進し、地域づく
りの人材の広域的・横断的な支援・協働の拡大・充実
・「美しい景観の形成」（風物）、「地域特産物づくりをめざした農業振興」（産物）及び「人
の交流」（人物）の３物の育成を合い言葉に展開している「わが村は美しく－北海道」運
動の推進
・水産資源を活用した観光振興等、地域マリンビジョンの推進

・ダムを活かした地域連携による自立的・持続的な活性化の推進
・観光地へのアクセスや観光地間の周遊の利便性向上のためのゲートウェイ（空港、港
湾）機能、ネットワーク（高規格道路網等）機能の強化や整備
・シーニックバイウェイ活動団体やＶＳＰによる連携した美しい景観づくり、魅力ある観光
空間づくりの促進
・ 「道の駅」の休憩・情報発信・地域連携等の機能・魅力の向上
・インバウンド観光も含む旅行者への案内の充実
・青函圏におけるサイクリング観光の推進
・旅行客にわかりやすい道路案内の推進

【農業農村整備事業】
○ 「わが村は美しく－北海道」運動の推進
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令和７年度（５年後）の目標

【治水事業】
地域との連携を推進し、ダムや湖面を活用したイベントの支援による地域の賑わい場の創出や環境学習の機会を提供する。

【道路事業】
函館・江差自動車道茂辺地木古内道路（令和３年度全線開通）と函館新外環状道路空港道路の開通により、高速ネットワークの拡充による近隣都市間の連絡機能の強化が図られ、地域間交流の活性
化、重要港湾函館港及び拠点空港函館空港等への物流の効率化等を支援する。また、函館市内の交通混雑、交通事故の低減による道路交通の定時性、安全性が向上する。
小沼中央帯整備事業の整備により、中央帯及び付加車線の設置等を行い、事故の発生を防止するとともに、円滑な走行及び安全・安心な通行を確保する。
鉛川事故対策事業の整備により、視距改良及び路肩拡幅等を行い、事故の発生を防止するとともに、円滑な走行及び安全・安心な通行を確保する。
北海道5号電線共同溝（赤松街道電線共同溝）と北海道278号電線共同溝(函館駅前通電線共同溝)の整備により、災害時における緊急輸送道路の確保並びに安全で快適な歩行空間の確保する。また、
良好な都市景観の形成に向けたまちづくりを支援する。

【港湾整備事業】
函館港万代・中央ふ頭地区、江差港本港地区、瀬棚港本港地区の実施（完了）により、背後圏の貨物需要に対応した係留施設を確保し、物流コストや業務コストの縮減を図る。
函館港弁天地区の実施（完了）により、慢性的な岸壁不足を解消し、業務コストの削減、港湾機能と一体となった水産・海洋研究ゾーンの形成を図る。
函館港若松地区の実施（完了）により、観光地へのアクセスを向上させ、 魅力ある観光地づくりの推進を図る。
江差港本港地区の実施（完了）により、奥尻島にとって唯一のフェリー航路を維持し、特定有人国境離島の地域生活の支援の確保を図る。

【空港整備事業】
釧路空港の滑走路端安全区域および浸水対策の実施（完了）により、安定的かつ持続的な運航を図り、ゲートウェイ機能を確保する。

【水産基盤整備事業】
砂原漁港岸壁整備の実施（完了）により、衛生的・効率的な陸揚げ・荷さばき環境を確保する。
青苗漁港及び江良漁港の防波堤整備の実施（完了）により、利用漁船の安全な陸揚げ・係留等の作業環境を確保する。
臼尻漁港臨港道路整備の実施（完了）により、大型車両の輸送路を確保し、水産物輸送の効率化を図る。

【農業農村整備事業】
「わが村は美しく－北海道」運動の推進により、農山漁村地域の魅力と活力を高めようとする地元住民の活動が活性化され地域の発展につながる。
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世界に目を向けた産業の振興プロジェクト 〔道南連携地域〕

プロジェクトの概要

主な取組

・一般社団法人 北海道国際流通機構（略称：HIDO）との連携・協力による北海道産品の輸出促進（道南の 
自治体会員：函館市、森町）（再掲） 

・海藻活用調査検討プロジェクトへの活動支援 

 

我が国の食料供給基地である北海道の安定的な食料供給力の確保・向上並びに生産空間の基幹産業としての農林水産業の振興及び競争力の強化を図るとともに、
ポストコロナに対応し人々を引きつける地域となるよう様々な取組を戦略的に展開します。

■ 北海道は我が国の食料供給基地であり、
安定的な食料供給力の確保・向上を図る必
要がある。
■ 生産空間の基幹産業としての農林水産
業の振興及び競争力の強化のため、生産・
社会基盤の整備が必要である。
■ 農林水産業のスマート化、産品のブラン
ド化などによる付加価値向上、ポストコロナ
に対応した販路の拡大を図る必要がある。

国家的・広域的な課題 地域のめざす姿（概ね令和７年の地域の将来像）

■個性豊かな歴史や文化、食や自然の魅力を高め、環境と経済が調和しながら成長し続ける
北の懸け橋 「道南連携地域」

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

・ＩＣＴ等を活用したスマート農林水産業の推進
・農業生産を支える基盤整備の計画的な推進
・適正な資源管理や栽培漁業の推進などによる持続可能な生産体
制の整備

○ 持続可能な農林水産業の確立

・産業間連携の展開や国内外への販路拡大の推進
・地域の特色ある農林水産物のブランド化など付加価値向上の
取組の推進
・基幹産業である農林水産業を支える担い手の育成・確保

・産学官金の連携による地域産業の育成、活性化、起業の促進
・豊かな地域資源や地域特性を活用した企業誘致の促進

○ 地域経済の活性化と雇用の創出
・地域産業を支える多様な人材の育成・確保、移住・定住の
取組による外部からの人材確保
・若年層の就業支援と就業環境の整備

・北海道新幹線の札幌開業による交流人口の拡大に向けた広域
観光の促進
・新型コロナの影響で減少した観光需要の回復
・東北・北関東との交流の充実
・新幹線駅や空港をはじめとした交通拠点からの二次交通の利便
性向上
・新たな旅行スタイルを踏まえた観光商品の開発
・歴史・文化・第一次産業など地域固有の資源を活用した誘客の
促進

○ 北海道新幹線の札幌開業やポストコロナを見据えた交流・定住の促進［再掲］

・観光受入体制の強化
・関係機関と連携した情報発信による認知度の向上
・短期就農体験などの担い手対策と連動した移住・定住体験
の推進
・移住イベント等を活用した道南の魅力発信
・コワーキングスペースなど、ワーケーションに必要な施設等
の整備の推進
・ワーケーションの余暇を充実させるための観光メニューの造成

・ 「道の駅」の休憩・情報発信・地域連携等の機能・魅力の向上
・農水産物供給のための物流機能の充実
・安定的な漁業活動を確保する施設整備の推進
・離島水産業を支える施設整備の推進
・「北海道国際輸送プラットホーム」の推進
・一般社団法人北海道国際流通機構（略称：HIDO）との連携・協力による北海道産品の輸出促進（道南の
自治体会員：函館市、森町）

・地域の風土に適し、安全で安心な食料供給の確保と生産力を安定、強化するための農業生
産基盤整備の推進
・「美しい景観の形成」（風物）、「地域特産物づくりをめざした農業振興」（産物）及び「人の交
流」（人物）の３物の育成を合い言葉に展開している「わが村は美しく－北海道」運動の推進
・安全・安心で良質な水産物を安定供給するための衛生管理型漁港整備の推進

○ 農林水産業・食関連産業の振興とスマート化の推進

・地域マリンビジョンにおける水産物のブランド化等の推進
・「北海道国際輸送プラットホーム」の推進（再掲）

○ ポストコロナに対応する地域の強みを活かした産業の育成

食関連プロジェクト、産業・雇用関連プロジェクト

4



令和３年度の具体的な施策内容

【道路事業】
○ 高規格幹線道路網等の整備
・北海道縦貫自動車道
・函館・江差自動車道
・函館新外環状道路
○ 冬期の道路交通の安全性・信頼性の確保
○ 「道の駅」の休憩・情報発信・地域連携等の機能・魅
力の向上

【港湾整備事業】
○ 食料流通機能を強化する臨港道路の整備
・森港
○ 水産物流の効率化を図る小型船だまりの整備
・森港、椴法華港、江差港、奥尻港
○ 魅力ある観光地づくりに寄与する｢函館国際水産・海
洋都市構想｣の中核施設を担う岸壁の整備
・函館港
○ 物流機能を強化する国内物流ターミナルの整備
・函館港、江差港、瀬棚港
○ 北海道産品の輸出促進（道南の自治体会員：函館
市、森町）

【農業農村整備事業】
○ 国営緊急農地再編整備事業
・今金南地区、今金北地区
○ 「わが村は美しく－北海道」運動の推進

【水産基盤整備事業】
○ 水産物輸送の効率化を図る臨港道路の整備
・臼尻漁港
○ 水産物の衛生管理対策に資する岸壁等の整備
・砂原漁港
○ 港内静穏度向上を図る防波堤等の整備
・青苗漁港、江良漁港
○ 地域マリンビジョンによる水産業及び漁村地域の活
性化の推進

令和７年度（５年後）の目標

【空港整備事業】
○ ゲートウェイ機能を確保するための施設整備促進
・函館空港

【農業農村整備事業】
今金南地区、今金北地区の実施により、ほ場の大区画化と農地集積が図られ、農産物の品質向上と安定した生産が実現する。
「わが村は美しく－北海道」運動の推進により、農山漁村地域の魅力と活力を高めようとする地元住民の活動が活性化され地域の発展につながる。

【道路事業】
函館・江差自動車道茂辺地木古内道路（令和３年度全線開通）と函館新外環状道路空港道路の開通により、高速ネットワークの拡充による近隣都市間の連絡機能の強化が図られ、地域間交流の
活性化、重要港湾函館港及び拠点空港函館空港等への物流の効率化等を支援する。また、函館市内の交通混雑、交通事故の低減による道路交通の定時性、安全性が向上する。
小沼中央帯整備事業の整備により、中央帯及び付加車線の設置等を行い、事故の発生を防止するとともに、円滑な走行及び安全・安心な通行を確保する。
鉛川事故対策事業の整備により、視距改良及び路肩拡幅等を行い、事故の発生を防止するとともに、円滑な走行及び安全・安心な通行を確保する。

【港湾整備事業】
森港本港地区の臨港道路整備の実施（完了）により、車両の輸送路を確保し、水産物輸送の効率化を図る。
森港本港地区、椴法華港本港地区、江差港本港地区、奥尻港本港地区の実施（完了）により、小型船の混雑解消と水産活動の効率化を図る。
函館港弁天地区の実施（完了）により、慢性的な岸壁不足を解消し、業務コストの削減、港湾機能と一体となった水産・海洋研究ゾーンの形成を図る。
函館港万代・中央ふ頭地区、江差港本港地区、瀬棚港本港地区の実施（完了）により、背後圏の貨物需要に対応した係留施設を確保し、物流コストや業務コストの縮減を図る。

【水産基盤整備事業】
砂原漁港岸壁整備の実施（完了）により、衛生的・効率的な陸揚げ・荷さばき環境を確保する。
青苗漁港及び江良漁港の防波堤整備の実施（完了）により、利用漁船の安全な陸揚げ・係留等の作業環境を確保する。
臼尻漁港臨港道路整備の実施（完了）により、大型車両の輸送路を確保し、水産物輸送の効率化を図る。

【空港整備事業】
釧路空港の滑走路端安全区域および浸水対策の実施（完了）により、安定的かつ持続的な運航を図り、ゲートウェイ機能を確保する。
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強靱で持続可能な国土の形成プロジェクト 〔道南連携地域〕

■ 激甚化・頻発化する災害の懸念や積雪寒冷地特有の課
題も踏まえながら国民の命と暮らしを守るため、防災・減災
の取り組みが必要である。
■ 河川管理者等の対策に加え、あらゆる関係者が流域全体
で取り組む「流域治水」の転換が必要である。
■ 防災・減災、国土強靱化のハード・ソフト対策を地域と連携
して推進する必要がある。
■ 戦略的なインフラ老朽化対策として、予防保全への本格
転換、新技術の活用による点検の高度化・効率化を推進す
る必要がある。
■ データとデジタル技術の活用を推進しながら安全・安心に
暮らせる社会基盤の確立を図る必要がある。
■2050年カーボンニュートラル（ゼロ カーボン北海道）を実現
するため、国、地方公共団体、企業等が連携して取り組み、
再生可能エネルギーの利活用を 促進する必要がある

地域のめざす姿（概ね令和７年の地域の将来像）

プロジェクトの概要

主な取組

国家的・広域的な課題

■個性豊かな歴史や文化、食や自然の魅力を高め、環境と経済が調和しながら成長し続ける
北の懸け橋 「道南連携地域」

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

激甚化・頻発化する災害の懸念や積雪寒冷地特有の課題も踏まえ安全・安心に暮らせる社会基盤の確立を図るとともに、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、再生可能エネルギーの利活用を促進します。またインフラ分野におけるデータとデジタル技術活用を推進します。

○ インフラ分野におけるデータとデジタル技術活用の推進

○ 2050年カーボンニュートラル（ゼロカーボン北海道）の実現に向けた建設施工におけるCO2削減推進

・あらゆる機関が協働して取り組む流域治水の推進
・水害や大規模土砂災害に強い地域づくりの推進
・インフラ老朽化対策の推進
・雪国の生活を支える幹線道路交通の安全の確保
・橋梁、トンネル等の点検及び補修
・国道の防災対策の推進
・常時観測対象火山である駒ヶ岳噴火時の迂回路・避難路の確保
・「道の駅」の防災拠点化の推進

・地震・津波等の自然災害に対する防災拠点としての港湾整備の推進
・船舶の安全航行確保のための港湾整備の推進
・航空輸送の定時性･安定性の確保
・空港の浸水対策の推進
・漁港施設の防災・減災対策の推進
・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ、リエゾンの更なる体制強化の推進
・防災訓練実施など地域との協働による防災対策の取組
・地域や道路利用者との連携を強化する地域防災パートナーシップの構築

○ 激甚化等する災害の懸念や積雪寒冷地特有の課題も踏まえた強靱な国土づくりへの貢献と安全・安心な社会基盤の形成

・住民の移動手段である公共交通の維持
・医療ニーズに対応した医療提供体制の確保
・少子高齢化の進行に対応した福祉の充実、取組の
推進

○ 安心して暮らせる地域社会の維持

・防災、減災体制の充実・強化
・離島地域における安心して暮らせるまちづくりの
推進

・「ゼロカーボン北海道」の実現に向けた取組の推進
・地域の特性を活かした再生可能エネルギーの利活
用推進
・地域の環境保全の推進

○ 「ゼロカーボン北海道」の実現に向けた取組の推進
・自然公園の適切な管理と利用、野生動植物の
適正な保護管理の推進

・建設施工における温室効果ガス排出削減対策の促進

・非接触・リモート型の働き方への転換と建設現場の生産性向上を図るためのインフラ分野のＤＸ推進

暮らし関連プロジェクト、環境関連プロジェクト
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【水産基盤整備事業】 
臼尻漁港臨港道路整備の実施（完了）により、津波災害時において地域住民の速やかな避難が可能となる避難路を確保する。 
砂原漁港岸壁整備の実施（完了）により、岸壁の耐震性能を確保し、災害発生後における水産業の早期再開を図るための流通機能を確保する。 

 

令和３年度の具体的な施策内容

【治水事業】
○ ハード・ソフト一体の事前防災対策の推進
・後志利別川水系流域治水プロジェクト
○ 地域の小学校への防災教育支援や自治会タイムラ
イン支援
○ 河川管理施設の長寿命化対策

【道路事業】
○ 高規格道路網等の整備
・北海道縦貫自動車道
・函館・江差自動車道
・函館新外環状道路
○ 駒ヶ岳噴火時の迂回路・避難路の確保
・渡島中山防災(国道227号)
・美谷防災(国道229号)
・尾札部道路（国道278号）
○ 無電柱化の推進
○ 冬期の道路交通の安全性・信頼性の確保
○ 一般国道の防災対策（斜面防災）
○ 一般国道の除排雪等、冬期路面管理
○ 社会資本ストックの長寿命化対策
○ 橋梁、トンネル等の点検及び補修

【港湾整備事業】
○ 地域防災力の向上
・函館港港湾事業継続連絡協議会
○ 船舶の安全航行や地域住民の安全・安心な生活を
確保する防波堤の整備
・奥尻港、瀬棚港

【空港整備事業】
○ 安定的な航空輸送を確保する施設整備
・函館空港
○ 排水機能強化による浸水対策
・函館空港

【防災関係】
○ TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の充実
○ リエゾン（現地情報連絡員）の充実
○ 危機管理体制の充実
○ 「道の駅」の防災拠点化

【水産基盤整備事業】
○ 津波災害時における避難経路の確保
・臼尻漁港
○ 災害発生後における水産業の早期再開を図る岸壁
等の整備
・砂原漁港

令和７年度（５年後）の目標

【技術管理関係】
◯ CO2削減を把握するための環境家計簿の実施
◯ ICT施工導入によるCO2削減
◯ インフラＤＸ・i-Construction先導事務所の設置（函館
道路事務所)
◯ ICT技術を活用した建設現場の遠隔臨場等による非
接触・リモートの取組推進
◯ i-Conの普及促進のための「北海道開発局i-Con奨励
賞」の創設周知
◯ ICT現場見学会の実施

【治水事業】
流域治水の推進により、気候変動の影響により激甚化・頻発化する水害に対応する「防災・減災」が主流となる地域社会の構築を目指す。
河道整備の実施により、流域で甚大な被害が発生した戦後最大の昭和37年8月洪水と同規模の洪水を安全に流下させられる河道断面を確保する。
津波遡上区間における樋門の自動化・遠隔化を完了させ、安全かつ確実な樋門操作を実現する。
河川管理の効率化・高度化により、予防保全型の維持管理へ転換する。
地域防災力の向上と河川管理者からの適切な情報提供により、水害からの「逃げ遅れゼロ」を実現する。

【道路事業】
函館・江差自動車道茂辺地木古内道路（令和３年度全線開通）と函館新外環状道路空港道路の開通により、高速ネットワークの拡充による近隣都市間の連絡機能の強化が図られ、地域間交流の活性化、重要港湾函館港及び拠点空
港函館空港等への物流の効率化等を支援する。また、函館市内の交通混雑、交通事故の低減による道路交通の定時性、安全性が向上する。
一般国道227号渡島中山防災（令和５年度全線開通）の整備により、地すべり等による危険箇所及び現道隘路区間の解消を図り、道路の安全な通行の確保する。
一般国道229号美谷防災の整備により、岩盤崩壊等による危険箇所の解消を図り、災害発生時における沿線集落の孤立化の解消及び道路の安全な通行を確保する。
小沼中央帯整備事業の整備により、中央帯及び付加車線の設置等を行い、事故の発生を防止するとともに、円滑な走行及び安全・安心な通行を確保する。
鉛川事故対策事業の整備により、視距改良及び路肩拡幅等を行い、事故の発生を防止するとともに、円滑な走行及び安全・安心な通行を確保する。
北海道5号電線共同溝（赤松街道電線共同溝）と北海道278号電線共同溝(函館駅前通電線共同溝)の整備により、災害時における緊急輸送道路の確保並びに安全で快適な歩行空間の確保する。また、良好な都市景観の形成に向け
たまちづくりを支援する。

【港湾整備事業】
奥尻港本港地区、瀬棚港本港地区の防波堤整備の実施（完了）により、利用船舶の安全な荷役・陸揚げおよび係留等の作業環境の向上を図る。

【空港整備事業】
釧路空港の滑走路端安全区域および浸水対策の実施（完了）により、安定的かつ持続的な運航を図り、排水機能強化による浸水対策の向上を図るなどゲートウェイ機能を確保する。
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