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北海道総合開発計画に位置付けられた「ほっかいどう学」１
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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。

◆第８期北海道総合開発計画(平成28年3月29日閣議決定)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≫
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◆第８期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
（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、子どもから大
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。子どもたちに「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

• 第８期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していきます。
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「ほっかいどう学」の概要等について２
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◆「ほっかいどう学」の推進方針等

〔展開イメージ〕

「ほっかいどう学」は、北海道の自然や歴史、文化、
環境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
人材を発掘・育成することを目的とする。

◆「ほっかいどう学」の目的

「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するプロジェ
クトチーム（ＰＴ）において、所要の検討・活動を行う。

◆「ほっかいどう学」の推進体制

学識経験者

関係地方

公共団体等

北海道

開発局

教育関係者

ＰＴの構成

経済団体 その他団体等

◆本学の趣旨に賛同する団体・企業等

支 援 協 力

◆「ほっかいどう学」の実践イメージ

検
討
・
活
動
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◆「ほっかいどう学」学習内容のイメージ

「ほっかいどう学」の学びの焦点である「北海道の地域特性や個性」に関する学
習内容のイメージは、多面的な広がりを有しています。

そこで、具体的な学習内容については学習テーマや学ぶ側の対象に応じて設定す
ることで、豊かな学びの場を創出していくことができます。
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「ほっかいどう学」の更なる推進に向け、平成29年度は「情報発信・普及啓発」及び「教員への周知、浸透等」に重点的に取り組むこと
としています。

「情報発信・普及啓発」では、北海道開発局ホームページのトップページに、バナー「『世界の北海道を目指して』－北海道総合開発計
画－」を設置するとともに、計画の推進に係る取組として、「ほっかいどう学の展開」について紹介するページを開設

平成29年11月8日（水）、関秀志氏を講師にお招きし、「ほっかいどう学」に関するセミナーを開催（主催：株式会社ドーコン。後援：北
海道開発局）

平成30年2月1日（木）開催の地域と教育を元気にするフォーラム2018「社会の基盤と学校教育」（主催：一般社団法人北海道開発技術セ
ンター。後援：北海道開発局 他）に参加し、「ほっかいどう学」の概要等について紹介

道民・国民に対するなお一層の普及啓発を図ること等を目的として、普及啓発用リーフレット『ほっかいどう学～北の大地と先人たちが
織りなす物語～』を作成、北海道開発局ホームページに掲載（予定）

〔日時〕平成29年11月8日(水) 13:30～15:30
〔場所〕ＴＫＰ札幌駅カンファレンスセンター
〔主催〕株式会社ドーコン
〔後援〕国土交通省北海道開発局
〔参加〕約70名
〔講師〕一般財団法人北海道歴史文化財団評議員、北海

道史研究協議会副会長、登別市史編さん委員会
委員 関秀志氏

〔演題〕～ほっかいどう学の更なる推進に向けて～
近代日本と北海道－明治初期における北海道開
拓政策とその史的背景－

講師：関秀志氏

セミナーの開催

「情報発信・普及啓発」①

北海道開発局ホームページ（イメージ）

☜ click!

今後、掲載内容の
充実を図ります！

〔日時〕平成30年2月1日(木) 14:30～17:30
〔場所〕ＴＫＰ札幌駅カンファレンスセンター
〔主催〕(一社)北海道開発技術センター
〔後援〕国土交通省北海道開発局、北海道運輸局 ほか
〔参加〕約100名
〔プログラム〕

フォーラムに参加

１ 話題提供 「ほっかいどう学」の更なる展開に向けて

北海道開発局開発計画課長 竹原 勇一

２ 基調講演 小学校で社会資本整備をどう教えるか

札幌市立屯田小学校校長 新保 元康氏

３ ポスターセッション

４ 特別講演 インフラ整備と教育
京都大学大学院教授(内閣官房参与)

藤井 聡氏
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〔タイトル〕
ほっかいどう学 ～北の大地と先人たちが織りなす物語～

〔制作〕「ほっかいどう学」プロジェクトチーム
○メンバー（※順不同。敬称略）
今 尚之（国立大学法人北海道教育大学教育学部准教授、

同学校・地域教育研究支援センター生涯学習・地域連携部門長）
新保 元康（札幌市立屯田小学校校長）
原 文宏（一般社団法人北海道開発技術センター理事、地域政策研究所長）
北室 かず子（ノンフィクションライター、編集者）

○オブザーバー
北海道
北海道教育庁

「情報発信・普及啓発」②

普及啓発用リーフレットの作成

○北海道米が人気のブランド米に
○開拓の鍬を拒む大地

～北の大地と先人たちが織りなす物語～
• 北海道開拓のはじまり
• お雇い外国人がもたらした世界最先端の知識と技術
• 泥炭地開発を可能とした試験研究
• 開拓を後退させた明治31年の大洪水
• 暴れ川を治める
• ショートカット工法への転換

• 現代に受け継がれる自然主義
• 泥炭地開発事業のはじまり
• 世界銀行の資金投入
• 泥炭地開発を救った湿地ブルドーザの活躍
• 送泥客土が農地を造る
• わが国を代表する稲作地帯へと成長
• お米作りの巨大な装置、水田

～北海道の暮らしや産業を支える泥炭～
• 泥炭の利用方法
• 北の大地のウイスキーづくり

各機関や団体が主体的に展開する「ほっかいどう学」の取り組みが普及・拡充され、子どもたちから大人まで、
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の、北海道の魅力や個性について幅広く学ぶこと
ができる環境を実現することをめざします。

「ほっかいどう学」のめざす将来像

○事務局
国土交通省北海道開発局
一般財団法人北海道開発協会

普及啓発用リーフレットの構成

「ほっかいどう学」の目的 「ほっかいどう学」学習内容のイメージ

「ほっかいどう学」の学びの素材例
～泥炭地を豊穣な大地へ～
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「教員への周知、浸透等」では、8月19日(土)開催の「札幌市社会科教育連盟 夏の学習会（提案交流会）」及び11月16日(木)～17日(金)
開催の「第72回北海道社会科教育研究大会 釧路大会」に参加し、「ほっかいどう学」の概要等について紹介するとともに、当該夏の学
習会においては、ニーズに関するアンケート調査を実施

引き続きさまざまな機会を捉まえ、「ほっかいどう学」に関する「情報発信・普及啓発」を図るとともに、「教員への周知、浸透等」を
図りながら、先生方とのネットワークの構築などにも取り組んでいきます。

「教員への周知、浸透等」

〔日時〕平成29年8月19日(土)
〔場所〕札幌市立資生館小学校
〔主催〕札幌市社会科教育連盟
〔参加〕約90名

地区交流会で
「ほっかいどう学」について紹介

〔日時〕平成29年11月16日(木)～17日(金)
〔場所〕釧路市立湖畔小学校ほか
〔主催〕北海道社会科教育連盟
〔後援〕北海道教育委員会、釧路市教育委員会ほか
〔参加〕約300名

札幌市社会科教育連盟
「夏の学習会」（提案交流会）

第72回北海道社会科教育研究大会
釧 路 大 会

開会挨拶で
「ほっかいどう学」を紹介

「ほっかいどう学」について紹介 閉会挨拶で「ほっかいどう学」を紹介

「札幌市社会科教育連盟 夏の学習会（提案交流会）」に参加された先生方を対象に、「ほっかい
どう学」に関するアンケート調査についてご協力をお願いしました。
アンケート調査の結果（一部抜粋）は以下のとおりです（アンケート回収数：50）。

50.0%50.0%
大変興味・関心を

持った
ある程度興味・関心

を持った

41.2%

52.9%

5.9%

ぜひ一緒に取り組み

たい
場合によっては一緒

に取り組んでも良い
その他・回答なし

Ｑ （本日のプレゼンテーションを通して）
「ほっかいどう学」について興味・関心を
お持ちになりましたか。

Ｑ 北海道開発局と一緒に「ほっかいどう学」
に取り組んでみたいと思われますか。

ｎ＝50 ｎ＝51

 今の北海道があるのは、先人たちのたえまない努力の上にあるということを、子どもたちに伝
える必要性をつよく感じました。ぜひ学ばせていただきたいと思います。

 子どもが社会への関わり方を考えるためには、具体的な事例を通して学ぶことが不可欠だと考
えます。私たちが具体的な事例を学ぶチャンスだと考えます。

 「社会に開かれた教育課程」を考慮したとき、必要になる取組と感じる。４年生の「自然災害
から人々を守る」や「地域の発展に尽くした先人の働き」等で活用できるのではないでしょうか。

 近年多発する台風被害に対して、土木や治水等で努力する開発局の人々を取り上げた授業（自
然災害の単元と関連させて）に取り組んでみたいです。

（順不同。原文のまま掲載）

本アンケートにおける「ほっかいどう学」に関する主なご意見

（※複数回答あり）

アンケート調査結果(抄)
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各種会合等を活用した学会、大学、団体等への周知、浸透等を図
りながら、研究者等のニーズを踏まえた調査研究、論文等の作成
支援等をめざします。

•河川やダム、道路、港湾・漁港、農
業施設など、所管施設に関する写
真・データ等

学習素材の

提供

•出前講座等のスキームによる講師の
派遣

講師等の派遣

•現場見学会、職場体験等による学習
フィールドの提供

学習フィール
ドの提供

北海道の地域特性・個性

「ほっかいどう学」は、今後、「各種学会等での展開」、「カレッジ講座との連携」及び「教員への一層の周知、浸透
等」を基軸に展開していきます。

「各種学会等での展開」

道民カレッジ講座との連携を図りながら、各市民カレッジ講座等
で展開する、講師のニーズを踏まえた教材等の作成支援等をめざ
します。

「カレッジ講座との連携」

各種会合等を活用した教員への一層の周知、浸透等を図りながら、
教員のニーズを踏まえた教材等の作成支援等をめざします。

「教員への一層の周知、浸透等」

北海道開発局は、「『ほっかいどう学』プロジェクトチーム」とともに、今後とも、関
係機関等と連携を図りながら、国民・道民が分かりやすく学ぶことができる「ほっかい
どう学」の展開に向けて、取り組んでまいります。
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ご清聴ありがとうございました。
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