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◆北海道総合開発計画の枠組み等について 

１ 

○ 我が国は、北海道の豊富な資源や広大な国土を利用し、国全体の安定と発展に寄与することを目的として、
明治２年の開拓使設置以降、特別な開発政策の下、計画的に北海道開発を進めてきました。 

○ 特に北海道開発法（昭和25年法律第126号）の制定後は、同法に基づきこれまで８期にわたり北海道総合開
発計画を策定し、我が国経済の復興や食料の増産、人口や産業の適正配置など、その時々の国の課題の解
決に寄与することを目的に、積極的な開発を行ってきました。 

法的根拠 

 国は、国民経済の復興及び人口問題の解決に寄与するため、北海道総合開発計画を樹立し、これに基く 
  事業を…（中略）…当該事業に関する法律の規定に従い、実施するものとする。（北海道開発法第２条第１項） 

計画の推進のための措置 

 国土交通省は開発計画に基づく公共事業に関する経費の一括計上を実施。［農水省、厚労省、環境省所管事業を含む］ 

 国土交通省は開発計画に基づく事業の経費の見積り方針の調整を実施。 ［北海道アイヌ生活向上関連施策］ 

 国庫負担率や直轄事業の範囲について、他都府県と異なる北海道独自の特例制度を創設。 
 北海道局・北海道開発局という推進体制の下、効果的に事業を実施。  

新たな計画策定の背景 

 本格的な人口減少時代の到来、アジア市場を始めとしたグローバル化の更なる進展、東日本大震災など、北  
  海道開発をめぐる情勢が大きく変化。 
 「国土のグランドデザイン2050」のとりまとめ、国土形成計画（全国計画）等の見直し等。  
    北海道総合開発計画についても前倒し改定（平成28年３月29日閣議決定） 



第１節 北海道開発の経緯  
国全体の安定と発展に寄与するため、特別な開発政策の下、北海道開発を推進。    
食料品等の輸出倍増、外国人観光客数100万人突破等の成長産業の萌芽。  
他方、経済・人口は縮小傾向。ネットワーク未整備区間、地域コミュニティ維持に
係る懸念の存在。 

 

◆新たな北海道総合開発計画の構成 
第１章 計画策定の意義 

第４章 計画の主要施策 

第１節 人が輝く地域社会の形成 

（１）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 

（２）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 

（３）北方領土隣接地域の安定振興 

（４）アイヌ文化の振興等 

第２節 世界に目を向けた産業の振興 

 
 

 

（１）農林水産業・食関連産業の振興  （３）地域の強みを活かした産業の育成 

（２）世界水準の観光地の形成 

第３節 強靱で持続可能な国土の形成 

（１）恵み豊かな自然と共生する持続可能な地域社会の形成 

①環境と経済・社会の持続可能性の確保 
②環境負荷の少ないエネルギー需給構造の実現 

（２）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 

①激甚化・多様化する災害への対応 
②我が国全体の国土強靱化への貢献 
③安全・安心な社会基盤の利活用 

第１節 計画の期間  2016（平成28）～2025（平成37）年度の10年間 

第３章 計画推進の基本方針 

第３節 計画の推進方策 

（１）産学官民金連携による重層的なプラットフォームの形成 
人材育成、地域づくり等のテーマに応じて、産学官民金が連携するプラットフォームを
各地域又は北海道全体で展開し、取組を持続的にマネジメント。 

（２）イノベーションの先導的・積極的導入～「北海道イニシアティブ」の推進 
 技術の力で人口減をカバーし、地域の課題を旧弊にとらわれずイノベイティブに解決。 

（３）戦略的な社会資本整備 
社会資本のストック効果を最大限に発揮。 
戦略的なインフラメンテナンスの徹底、技術開発も活用した「賢く使う」取組の充実強化。 

（４）計画のマネジメント 
 「企画立案→実施→評価→改善」のマネジメントサイクル。おおむね５年後に総合的な
点検。 

第２節 施策の基本的な考え方 

（１）北海道型地域構造の保持・形成 
 「生産空間」「市街地」「中心都市」の３層構造で
人々の日常生活が営まれる「基礎圏域」を形成。 

札幌都市圏：集積を活かして北海道全体を牽引。 

（２）北海道の価値創造力の強化 

人口減少時代にあっては、
「人」こそが資源。 

 人材育成・活用の重点的実施とと
もに、多様な人々を引きつけ、地
域の価値創造力を向上。 

第２節 我が国を取り巻く時代の潮流 

(1) 本格的な人口 
減少時代の到来 

(2) グローバル化の更なる
進展と国際環境の変化 

(3) 大規模災害等の  
切迫 

第３節 新たな北海道総合開発計画の意義 
北海道開発の基本的意義：北海道の資源・特性を活かして、国の課題の解決に貢献。 
人口減少・高齢化の急速な進展等により、食や自然環境など北海道の強みを提供し、我が
国全体に貢献している「生産空間」の維持が困難となるおそれ。 

来たるべき10年間は、 
•「生産空間のサバイバル」「地域としての生き残り」を賭けた重要な期間。 
•また、北海道新幹線開業、高速道路網の道東延伸、2020年オリパラ等を地域の飛躍の契
機となし得る期間。 

 これらの機会の活用によって、本格的な人口減少時代にあっても活力を失うことなく人々が
豊かな暮らしを送ることのできる地域社会の先駆的形成を図る。 

(1)人が輝く地域社会 (2)世界に目を 
向けた産業 

(3)強靱で持続 
可能な国土 

キャッチフレーズ： 「世界の北海道」 

ビジョン： 2050年を見据え、「世界水準の価値創造空間」の形成 

第２章 計画の目標 
≪３つの目標≫ 

２ 



◆北海道総合開発計画における「ほっかいどう学」の位置付け 

第４章 計画の主要施策 
 第１節 人が輝く地域社会の形成 
  （２）北海道価値想像力の強化に向けた多様な人材の確保・対流の促進 
   （地域づくり人材の発掘・育成） 
    地域づくり活動に携わる人々の動機は、多くの場合、地域に対する愛着に根ざしている。より多くの人々が地域づく 
   りに関心を持つ契機を創出するため、北海道の魅力や地理、歴史、文化、産業等を「北海道学」として、子供から大人 
   まで幅広く学び、地域に関する理解と愛着を深める取組を促進する。 

北海道総合開発計画（平成２８年３月２９日閣議決定）より 

※参考 「北海道学」に関する提言 

○新保元康氏（札幌市立発寒西小学校 校長） 
 （平成２７年５月２０日 北海道価値創造パートナーシップ会議ｉｎ網走にて） 

・「人こそ資源」は大切であるが、現在の小学校では、雪や道を始め、北海道の
魅力や歴史、地理等が十分に教えられておらず、「北海道人」としての意識が
育っていない。子供たちに「北海道学」を教育できるようなカリキュラム教材等
の開発が望まれる。（人材の育成・活用についての意見として） 
  
・昔の小学生向け社会科副読本では、北海道総合開発計画を始め、地域の
話が教えられていたが、現在の教材にはそうした内容が含まれていない。また、
教員向けのインフラに関する研修も行われていた。北海道のことを学ぶ仕組
みが大切。（新たな計画に関する意見として） 

北海道価値創造パートナーシップ会議ｉｎ網走 

  ・新たな北海道総合開発計画に掲げられた「北海道学」は、北海道教育委員会が道民カレッジやネット検定などで展開 
   している「ほっかいどう学」の取組と連携して展開する。 

３ 



◆「ほっかいどう学」の推進方針（素案） 

  
 北海道の魅力や地理、産業などの分野について、北海道の地域特性や個性に焦点を当て、北海道と日本や世界
との関わり、日本や世界における北海道の役割等を学ぶことにより、北海道に対する理解と愛着を一層深めると
ともに、北海道の強みを活かして「世界の北海道」づくりに取り組む人材や、北海道の経済発展を牽引し得る人
材を発掘・育成することを目的とする。 

 

◆新計画に基づく学習の目的 

〔展開イメージ〕 

４ 



◆「ほっかいどう学」の当面の推進体制（素案） 

• 道民・国民向け周知 

• 関係者の気運醸成 

シンポジウ
ム等の開催 

• 各種学会、大学、団体等への周
知、浸透 

• 新たなＰＴメンバーの発掘 

各種学会、
大学、団体
等でのプレ
ゼン 

• 教育現場への周知、浸透 

• 教育現場のニーズ把握 

• 新たなＰＴメンバーの発掘 

教員研修、
校長会等で
のプレゼン 

◎「ほっかいどう学」の当面の推進に当たっては、学識経験者、教育関係者、関係行政機関等で構成さ 
 れるプロジェクトチーム（ＰＴ）を立ち上げ、所要の検討・活動を行う。 

関係地方公共団体 

（教育・学習振興の
一環としての取組） 

学識経験者 

教育関係者 

北海道開発局 

（新計画推進の一
環としての取組） 

５ 

オブザーバー 

◆本学の趣旨に賛同する団体・企業等 

経済団体 その他団体等 

支 援 協 力 

PTの拡充 

主な実践内容（前掲）の本格的な展開 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

【機密性２】 

    「ほっかいどう学」に関する学びの素材イメージ 

６ 



〇北海道の地域特性・個性に関する学習内容のイメージ 

 
◆全国の約２割を占め、九州地方の約２倍の面積に相当する広 
 大な面積 
◆全国の国立公園面積の約１／４を占め、６箇所ものラムサー 
 ル条約登録湿地を有する豊かな自然 
◆強震や雷の発生が全国に較べ低い自然災害リスク 
◆・・・・・ 
◆・・・・・ 

１ 自 然 

 
◆オホーツク文化や擦文文化、アイヌ文化など本州とは異なる 
 歴史文化 
◆・・・・・ 
◆・・・・・ 

 
◆全国の陸上風力の約３割、地熱発電の約６割の賦存量を占め 
 る豊富な再生可能エネルギー 
◆タンチョウやヒグマなどの北方圏地域の動物を始めとする多様 
 な野生生物の生育・生息 
◆・・・・・ 
◆・・・・・ 
 

 
◆本州とは異なる産業構造・就業構造 
◆食料自給率約２００％といった我が国の食料供給基地 
◆比較優位がある農林水産業・食関連産業、観光関連産業 
◆・・・・・ 
◆・・・・・ 

 
◆人口密度が全国の約１／５、都市間距離が全国の２～３倍と 
 いった広域分散型社会 
◆国による開発政策を背景とした急激な人口増加 
◆・・・・・ 
◆・・・・・ 

 
◆・・・・・ 
◆・・・・・ 
 

６ ○○○○○○○○ 

 
◆積雪寒冷の厳しい気象条件、土壌条件等を克服して地域を支 
 えるインフラ 
◆北海道初の新技術 
◆・・・・・ 
◆・・・・・ 
 

 インフラ 

 
◆フィンランド、アイルランドなど欧州の一国にも匹敵する規 
 模の地域経済社会 
◆・・・・・ 
◆・・・・・ 
 

 経 済 

 
◆時代の先端を切り開いた技術者 
◆・・・・・ 
◆・・・・・ 
 

 人 

７ 

２ 歴史・文化 

３ 環 境 

４ 産 業 

５ 地域づくり 



８ 

〇北海道の地域特性・個性（１ 自然 ５ 地域づくり） 

出典：国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」（H25.10時点） 
 
北海道：北海道 東北：青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 関東：茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨 
中部：長野、岐阜、静岡、愛知 北陸：新潟、富山、石川、福井 近畿：三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 
中国：鳥取、島根、岡山、広島、山口 四国：徳島、香川、愛媛、高知 九州・沖縄：福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖
縄 

北海道 
83,457.48k㎡ 

（北方領土含む） 

近畿＋中国＋四国 
83,468.81k㎡ 

北海道の面積 

北海道 

22% 
北海道

22.1%

東北

16.9%
関東

13.1%

東海

7.4%

北陸

5.5%

近畿

7.2%

中国

8.4%

四国

5.0%

九州

・沖縄
11.1%

境界未定

3.4%

北海道の大きさ 

・北海道は、全国の約２割、九州の２倍以上に相当する広大な面積を有している。このため、都市間距離が全 

 国の約２～３倍となっており、広大な地域に人口や機能が分散している。 
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2.1倍 

3.1倍 

2.3倍 

2.4倍 

※集計には離島を含まない。 
※最寄り都市までの平均道路距離とは、対象人口規模未満の都市から対象人口の都市までの道路距離の平均値 
出典：ＮＩＴＡＳ(総合交通分析システム）Ｈ２４年度Ver.2.0を用いて集計 

最寄り都市までの平均道路距離(km) 

北海道の人口密度 

343人/km2

70人/km2北 海 道

全 国

出典：国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」（H25.10時点）、総務省「平成22年度国勢調査」 
注：人口密度の算出にあたっては、北方領土の面積を除いた。 



・今から2,000年前ごろ、西日本から東北地方まで広がった「弥生文化」 
・一方、北海道では「続縄文文化」や「擦文文化」、「オホーツク文化」が見られた。 

・その後、「擦文文化」と「オホーツク文化」が融合し、「アイヌ文化」へと変わっていったと考えられている。 

〇北海道の地域特性・個性（２ 歴史・文化） 

９ 

重要文化財元江別1遺跡土壙出土品（続縄文時代） 
（写真提供：江別市教育委員会） 

火のカムイ 

ポロトコタン 

 最寄貝塚出土クマ土製品 
（写真提供：網走市立郷土博物館） 
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〇北海道の地域特性・個性（５ 地域づくり） 
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（％） （千人） 
北海道の人口の推移 

人口 対前年比 

第一次世界大戦 
（大正3年～7年） 

第二次世界大戦 
（昭和14年～20年） 

第一次ベビーブーム 
（昭和22年～24年） 

※ 第123回（平成28年）北海道統計書（北海道総合政策部情報統計局統計課発行）により作成 
※ 平成27年は、「平成27年国勢調査速報」（平成28年2月17日 北海道総合政策部情報統計局統計課発表）による。 

第二次ベビーブーム 
（昭和46年～49年） 

・北海道の人口は、戦後から９０年代までは、ほぼ一貫し 

 て増加してきた。 

・明治初期に約６万人にすぎなかった人口は、２０世紀末 

 には約５７０万人にまで達した。 
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〇北海道の地域特性・個性（インフラ） 

①一般国道５号の整備 

銭函小樽間道路（開削ノ為石山切崩ノ図） 明治１２年 

出典：明治大正期の北海道－写真と目録 

・積雪寒冷の厳しい気象条件や土壌条件の中、様々な課題を克服しながら整備された、北海道の道路、港湾、治水施設、 

 農業生産基盤などのインフラは、道民のくらしを支え、北海道の経済、産業の基盤となるとともに、我が国経済社会の発 

 展に寄与している。 

一般国道５号（張碓トンネル付近） 平成２８年 

Ｂｅｆｏｒｅ 

Ａｆｔｅｒ 

生振捷水路（平成１４年度土木学会推薦・土木遺産に認定） 
出典：札幌開発建設部ＨＰ 

②石狩川（生振捷水路）の整備 



12 

〇北海道の地域特性・個性（インフラ） 

Ｂｅｆｏｒｅ 

Ａｆｔｅｒ 

Ｂｅｆｏｒｅ 

Ａｆｔｅｒ 

苫小牧港（建設前） 昭和２６年 

所有者：株式会社志方写真工芸社 

③苫小牧港湾の整備 

苫小牧港（現在） 平成２６年 

出典：写真で綴る苫小牧建設の歩み 

④農地の整備 

石狩平野（水田整備後の篠津地域） 
出典：北海道開発局二十五年史 

人をよせつけなかったかつての篠津原野 

出典：篠津地域泥炭地開発事業誌 



〇北海道の地域特性・個性（④ 農地の整備の例解） 

人をよせつけなかったかつての篠津原野 

出典：篠津地域泥炭地開発事業誌 

篠津の泥炭土（泥炭土：湿地に集積した植物遺体の堆積物） 
出典：篠津地域泥炭地開発事業誌 

①泥炭地の開発 

13 

・北海道の水田造成は、北海道拓殖計画に基づき本格的に実施。 

・しかし、戦後の食糧増産と引揚復員者の救済という喫緊の時代の要請に応えるため、激しいぬかるみの泥炭 

 地であった篠津地域の大規模な開発・造田が行われた。 



〇北海道の地域特性・個性（④ 農地の整備の例解） 

世界銀行農業調査団による石狩泥炭地開発事業の調査 昭和２９年 

出典：北海道開発局ＨＰ 

②世界銀行農業調査団による調査 

・昭和２９年、政府が招聘した世界銀行調査団は、石狩川水域の調査の結果、篠津地域が最も開発効果の高 

 い地域として選定。 

・こうして昭和３０年、篠津地域泥炭地開発事業は、世界銀行の融資を受けて着工された。 
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〇北海道の地域特性・個性（④ 農地の整備の例解） 

ラダーエキスカベーターによる水路掘削 

出典：北海道開発局ＨＰ 

③篠津運河の掘削 

下層の砂質土と粘性土の掘削（ポンプ浚渫船により実施） 
出典：北海道開発局ＨＰ 

15 

・篠津地域泥炭地開発事業は、大規模な工事を進める上で多くの技術的な問題が発生。 

・しかし、試行を繰り返しながら、全面的な機械力の導入に踏み切り、この事業の根幹をなす篠津運河の掘削は、機械掘削  

 の方法により実施された。 
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〇北海道の地域特性・個性（④ 農地の整備の例解） 

ポンプ送泥客土 

出典：篠津地域泥炭地開発事業誌 

④篠津運河掘削土の客土利用 

・泥炭地を農地に変えるには、大量の土を運び込む客土を行う必要。 

・客土については、実施上多くの問題を解決しながら、最も経済的な方法である、ポンプ渫船による掘削客土を 

 利用した。 



〇北海道の地域特性・個性（④ 農地の整備の例解） 

篠津原野の泥炭地で作業中に自重で沈んだブルドーザ  

出典：篠津地域泥炭地開発事業誌 

篠津原野での湿地用ブルドーザ  

出典：篠津地域泥炭地開発事業誌 

⑤湿地ブルドーザの開発 

・篠津地域の開発当初は、軟弱地盤の特性に配慮した施工方法が確立されてなく、機械が沈下するような状況。 

・昭和２９年、試行錯誤の結果、三角形断面の履板を装着したブルドーザを開発し、今日の湿地用ブルドーザの基本となっ 

 た。 
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〇北海道の地域特性・個性（④ 農地の整備の例解） 

石狩平野（水田整備後の篠津地域）  

出典：北海道開発局二十五年史 

⑥石狩平野 

・篠津地域泥炭地開発事業は、11,300ｈａの水田を整備し、昭和４６年に完了。 

・この事業によって不毛の泥炭地が大規模な生産性の高い水田へと転換し、北海道を代表する稲作地帯に 

 成長。 


