
令和４年１月 

地域の多様な主体による連携･協働の取組 



「地域づくり推進ビジョン」について 
  
「北海道総合開発計画」(H28.3.29閣議決定) 
 の概要 
  
「地域づくり推進ビジョン」（各圏域） 
 
   道央広域連携地域 
   道南連携地域 
   道北連携地域 
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※ 本資料は、各連携地域で「地域づくり推進ビジョン」が合意された時点での内容



各地域での展開

（多様な主体の参画による地域づくり検討の場の設置）

「地域づくり連携会議」(総合振興局・振興局単位)、「地域づくり連携会議・合同会議」(連携地域単位)を設置

（構成員～開発建設部長、総合振興局長・振興局長、市町村長、民間（商工会議所、農協、漁協、観光連盟等））

（多様な主体の参画による地域づくり検討の場の設置）

「地域づくり連携会議」(総合振興局・振興局単位)、「地域づくり連携会議・合同会議」(連携地域単位)を設置

（構成員～開発建設部長、総合振興局長・振興局長、市町村長、民間（商工会議所、農協、漁協、観光連盟等））

「多様な主体の連携・協働による地域づくり」
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地 域 の 現 状 ・ 課 題

地 域 の め ざ す 姿 （１０年）

地域重点プロジェクト（５年）

「地域づくり推進ビジョン」

「地域づくり推進ビジョン」について ～北海道開発局における新たな北海道総合開発計画の地域展開～

食 環境 安全･安心観光 産業 社会基盤 等

平成２０年度から国の「地球環境時代を先導する新たな北海道総合開発計画」、北海道の「新・北海道総合計画」がともに
スタートしたことを受け、両計画の地域展開を図るため、北海道開発局と北海道は、市町村、地域の経済団体等とともに
「地域づくり連携会議」を道内各地で開催し、平成２０年１０月末までに「地域づくりの方向」を合意。平成２１年度以降は、同
会議でプロジェクトの進捗状況等を確認しフォローアップを実施。

平成２８年３月に国の「北海道総合開発計画」、北海道の「北海道総合計画」が新たに策定されたことに伴い、地域づくりの
推進について議論することを明確にするため、「地域づくり推進ビジョン」（以下、「ビジョン」という。）に名称変更。平成２９年
３月末までに道内各地の「地域づくり連携会議」で合意。

「ビジョン」は、「地域づくりの方向」と同様に今後１０年の各地域の方向性を示すものであり、「地域の現状・課題」、「地域の
めざす姿（１０年）」、「地域重点プロジェクト（５年）」から構成され、地域の多様な主体が連携・協働の取組を進めていくため
の共有ビジョンとなるもの。

この「ビジョン」を踏まえ、地域の多様な主体が役割分担をし、ハード・ソフトの連携・協働の取組を推進。平成２９年度以降
は引き続き、同会議でプロジェクトの進捗状況等を確認しフォローアップを実施。

令和３年度、北海道総合開発計画の中間点検結果、北海道総合計画の見直しを踏まえ、「ビジョン」の見直しを実施。 ※6連携地域毎に作成

北海道開発局

北 海 道 市町村・民間

○地域振興の施策等に活用

○地域の特性や特色に応じて地域に
根ざした政策を展開する観点
○総合振興局・振興局、市町村等の
ソフト中心の取組等

○国の課題解決や地域の活力ある発展に資する観点
○地域のソフトの取組を支える基盤整備等

-1-



北海道総合開発計画の概要（平成２８年３月２９日閣議決定）

-2-



道央広域連携地域    ──   ５ 

道南連携地域        ── ２４ 

道北連携地域        ── ３３ 

オホーツク連携地域  ── ４１ 

十勝連携地域        ── ４９ 

釧路・根室連携地域  ── ５６ 

地域づくり推進ビジョン地域づくり推進ビジョン  
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地
域
の
現
状
・
課
題

国家的・広域的な課題

医療提供体制の充実、移住・定住の促進、新北海道スタイルの促進

農地の大区画化や新技術の導入、６次産業化による付加価値向上
地産地消等の推進、担い手育成・確保、ＩＣＴ活用による省力化

新たな観光需要に対応した受入体制整備、広域観光ルート形成、
地域情報の発信、体験・滞在型観光の推進、交流人口の拡大、
地域固有の文化や歴史、産業などを活かした観光促進

産業の集積や創出・育成、人材の確保・定着の促進、販路拡大

生活・産業・観光を支える交通ネットワークの維持・確保・充実

再生可能エネルギー等の導入、人と自然が共生する社会づくり、
ゼロカーボン北海道の実現に向けた脱炭素化の取組

防災・減災に資するインフラ整備、地域防災力の強化

【 地 域 社 会 】

【食・農林水産業】

【観 光】

【産 業】

【交通・ﾈｯﾄﾜｰｸ】

【 国 土 ・ 防 災 】

【環境・ｴﾈﾙｷﾞー 】

定住人口確保、生産空間の維持発展、情報通信基盤等の環境整備

農林水産業の持続的発展、スマート農業などイノベーションの導入、
食料供給力の強化、国内外への販路拡大

コロナ禍の影響からの回復、長期的視点での世界水準の観光地形成

地域における産業の活性化、雇用機会の創出、新分野への事業展開

国内外一体となった円滑な交通体系の構築、
地域の公共交通を持続可能なものとしていくための在り方の検討

頻発・激甚化する災害への備え、インフラ老朽化対策の推進

豊かな自然環境継承、環境負荷の少ないエネルギー需給構造実現、
2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取組

■本道経済をリードする産業の活性化 ■

豊かな自然環境と調和した持続可能な社会の構築 ■ 地域の特色を活かした多種多様な農林水産業の展開

主な施策の方向（今後５年程度）

誰もが健康で安心して暮らせるまちづくりの推進

■ 交通基盤整備の促進

■

多彩な地域資源を活用した観光の振興

■

地域固有の文化や歴史の継承・活用

地
域
のめ

ざ
す
姿

１０年程度を展望した地域のめざす姿

構 成 市 町 村

札幌開発建設部 小樽開発建設部 室蘭開発建設部室蘭開発建設部空知総合振興局空知総合振興局 石狩振興局石狩振興局 後志総合振興局後志総合振興局

胆振総合振興局胆振総合振興局 日高振興局日高振興局

札幌市、小樽市、室蘭市、夕張市、岩見沢市、苫小牧市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、登別市、恵庭市、
伊達市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、

神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、

雨竜町、北竜町、沼田町、豊浦町、壮瞥町、白老町、厚真町、洞爺湖町、安平町、むかわ町、日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町

各
種
統
計
か
ら
見
る
地
域
の
現
状

人口の推移 製造品出荷額等の推移

※ 上記グラフは検討したデータのうちの一部です。
※  H22以降の空知管内のデータには幌加内町が含まれていません。

文化・歴史を受け継ぎながら、本道をリードする中核エリアとして、次の世代を見据えた持続可能な発展をめざす「道央広域連携地域」

■

連携地域のこれまでの取組と課題

地域づくり連携会議で地域重点プロジェクトの進捗状況を確認（次ページ）

【 地 域 社 会 】

【食・農林水産業】

【観 光】

【産 業】

【交通・ﾈｯﾄﾜｰｸ】

【 国 土 ・ 防 災 】

【環境・ｴﾈﾙｷﾞー 】

観光客入込数の推移
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地
域
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

項目 暮らし・安心 環境・人と自然の共生 地域を支える産業 交流、歴史・文化 基盤づくり

誰もが健康で安心して
暮らせるまちづくりの
推進

豊かな自然環境と調和
した持続可能な社会の
構築

地域の特色を活かし
た多種多様な農林水
産業の展開

本道経済をリードする
産業の活性化

多彩な地域資源を活
用した観光の振興

地域固有の文化や歴
史の継承・活用

交通基盤整備の促進

地
域
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「生産空間」の維持・発
展 と 多 様 な 人 材 の 確
保・対流を支える地域
づくりプロジェクト
強靱な国土づくりへの
貢献と安全・安心な社
会基盤づくりプロジェク
ト
空知と多様な形で関わ
りを持つ人材創出プロ
ジェクト
安心して子どもを生み
育てられる“いしかり”
環境づくり促進プロジェ
クト
石狩の若者の地元定
着促進と道外からの人
の呼び込みプロジェクト
自然環境と調和した 誰
もが安心して暮らせる
“いしかり”まちづくりプ
ロジェクト
ShiriBeshi 多 文 化 共 生
の「まち・ひと・しごと」づ
くりプロジェクト
住みたい・訪れたい「い
ぶり」地域づくりプロジェ
クト
「ひだか」の産業を支え
る人材確保・育成プロ
ジェクト

恵み豊かな自然と共生
する持続可能な地域づく
りプロジェクト
未来技術の導入などに
よる産業振興・担い手確
保プロジェクト
自然環境と調和した 誰
もが安心して暮らせる
“いしかり”まちづくりプロ
ジェクト（再掲）
脱炭素社会を創造する
「いぶり」産業展開プロ
ジェクト

食と農林水産業を支え
る地域づくりプロジェク
ト
未来技術の導入などに
よる産業振興・担い手
確保プロジェクト（再掲）
石狩の若者の地元定
着促進と道外からの人
の呼び込みプロジェクト
（再掲）
農林水産業の持続的
発展・ブランド化推進プ
ロジェクト
「ひだか」産品のブラン
ド力向上と消費拡大プ
ロジェクト

産業を支える人流・物
流ネットワーク整備プロ
ジェクト
脱炭素社会を創造する
「いぶり」産業展開プロ
ジェクト（再掲）

世界水準の魅力ある観
光地づくりプロジェクト
アイヌ文化等の地域資
源を活かした日胆地域
活性化プロジェクト
地域の歴史や資源を
活かした空知の魅力発
信プロジェクト
石狩観光スタイルと石
狩の食の魅力ブランド
化推進プロジェクト
国際観光リゾートエリア
としての持続可能な観
光地づくりと広域観光
展開プロジェクト
住みたい・訪れたい「い
ぶ り 」 地 域 づ く り プ ロ
ジェクト（再掲）
「ひだか」の魅力発信と
観光の振興プロジェクト

アイヌ文化の振興等プ
ロジェクト
日本遺産「炭鉄港」を活
用した交流人口拡大プ
ロジェクト
道内ジオパークの連携
による地域力向上プロ
ジェクト
縄文遺跡群を活用した
魅力発信と誘客促進プ
ロジェクト

「生産空間」の維持・発
展 と 多 様な 人 材の 確
保・対流を支える地域
づくりプロジェクト（再
掲）
産業を支える人流・物
流ネットワーク整備プロ
ジェクト（再掲）
強靱な国土づくりへの
貢献と安全・安心な社
会基盤づくりプロジェク
ト（再掲）

道央広域連携地域

地
域
の

め
ざ
す
姿

活力ある地域を支援する交通ネットワークの構築

（このうち、主に北海道開発局が実施する施策・事業）

｢生産空間｣の維持・発展と
多様な人材の確保・対流を支える地域づくりプロジェクト

恵み豊かな自然と共生する

食と農林水産業を支える地域づくりプロジェクト

産業を支える人流・物流ネットワーク整備プロジェクト

世界水準の魅力ある観光地づくりプロジェクト

アイヌ文化の振興等プロジェクト

強靱な国土づくりへの貢献と
安全・安心な社会基盤づくりプロジェクト

持続可能な地域づくりプロジェクト

地域資源を活用した生産空間の活性化

多様な地域づくり人材の発掘・育成の支援

災害等に対応した道路環境の整備

ハード・ソフトと一体となった総合的な防災・減災対策
及び復旧・復興対策の推進

食料の安定生産と品質向上等に向けた農業用水の確保

水産基盤・港湾の整備による食料供給力の強化と自給率
の向上

自然と共生する水環境の形成
地域との協働などによる植樹活動の推進

内外との交流基盤の整備

国際競争力のある観光地づくりと地域間の連携等
を通じたまちづくり

将来へ向けたアイヌ文化の継承及び新たなアイヌ
文化の創造発展

基幹ネットワーク道路の整備推進

ほか

ほか ほかほか

ほか

ほか

食料の効率的な生産に向けたほ場の整備

脱炭素化の推進
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「生産空間」の維持・発展と多様な人材の確保・対流を支える地域づくりプロジェクト
〔道央広域連携地域〕

■ 北海道は人口減少・高齢化が全国を上回るスピードで進展しており、経済
活力の著しい低下や、地域そのものの衰退が懸念されています。雇用創出や
少子化対策などによる定住人口の確保や地域づくり人材の発掘・育成を推進
することが重要であるとともに人口構造の変化に対応した持続的・安定的経
済の確立が課題となっています。

■ 広大な北海道は、国内他地域とはスケールの異なる広域分散型社会を形成
しており、人口の３分の１以上が札幌市に集中する一方、第１次産業の生産
の場であり観光の場である「生産空間」は地方部に広域に分散して存在して
います。人口減少・高齢化が急速に進展する中、札幌都市圏、地方部、それ
ぞれが都市機能・生活機能の重層的な機能分担を図りつつ、定住・交流環境
を確保し、「生産空間」を維持・発展させていくことが重要です。
そのためには、コンパクトなまちづくりの推進と地域交通の再編・整備と

の連携や定住促進、労働力確保に向けた情報通信基盤の整備等が必要となっ
ています。

■ 新型コロナウイルス感染症拡大により、東京一極集中のリスクが認識され、
また、テレワーク等リモートサービスの活用・定着が進み始め地方移住への
関心が高まっており、テレワーク、サテライトオフィス、ワーケーション等
の環境整備が必要です。

■ 人口減少に伴う医療・商業・教育等の都市機能の喪失が地方部にとって大
きな問題となっていることから、地方部の市街地、圏域中心都市を結ぶ交通・
情報ネットワークの整備を推進する必要があります。

■ ＪＲ北海道が厳しい経営状況の下で鉄道事業の見直しを表明し､今後､人々
の生活や経済を支える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。地域の実情に応じ、鉄道やバスを始めとする地域の公共交通を持続可
能なものとしていくための在り方の検討や取組を進めていく必要があります。

地域のめざす姿（令和７年の地域の将来像）

プロジェクトの概要

国家的・広域的な課題

■ 文化・歴史を受け継ぎながら、本道をリードする中核エリアとして、
次の世代を見据えた持続可能な発展をめざす「道央広域連携地域」

人口減少・高齢化が急速に進展する中、地方部における定住環境を確保し、「生産空間」から都市部に至るまで人々が長期にわたって住み続けられる北海道型地域構造の
保持形成のため、地方部の市街地、圏域中心都市を結ぶ交通・情報ネットワークを構築し、生活機能の維持・確保を図ります。
また、地域の価値創造力の向上のため、多様な人々の交流やコミュニケーションを促進し、地域づくり人材の発掘・育成を進めます。

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

■ 誰もが健康で安心して暮らせるまちづくりの推進
・新型コロナウイルス感染症拡大防止に向け、地域住民と事業者が連携した「新北
海道スタイル」の促進

・今後の感染症治療の対応も考慮した地域における医療連携や救急医療体制の充実
などによる医療提供体制のより一層の充実

・新規学卒者等の地元就職・定住の促進
・若者の地元定着や出産・子育てをしながら働き続けられる環境づくり等に向けた
テレワークをはじめとした多様で柔軟な働き方の推進

・買い物支援、交通ネットワークの充実に向けた検討など、若者や子育て世代だけ
でなく、高齢者も健康で暮らしやすい環境づくりの促進

・国際感覚やコミュニケーション能力を備えたグローバル人材やシビックプライド
の醸成などを通じた地域に根ざした食育の推進による次世代リーダー等、地域を
支える多様な人材の育成や確保

・首都圏で生活する幅広い世代に向けて地域の魅力の発信や移住に関する関係団体
とのネットワークの構築、移住相談、移住体験（ちょっと暮らし等）やワーケー
ションなどによる関係人口の創出・拡大、移住・定住の促進

■ 交通基盤整備の促進
・地域生活や産業及び快適な広域観光を支える交通ネットワークの維持・確保及び充実

暮らし・安心関連プロジェクト・基盤づくり関連プロジェクト
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札幌開発建設部
【道路】
・道央圏連絡道路（中樹林道路、長沼南幌道路）
・一般国道５号 創成川通
・一般国道12号 峰延道路
・一般国道230号 定山渓拡幅
・一般国道275号 江別北道路
・一般国道452号 盤の沢道路
・交通安全対策事業の実施
・協働型道路マネジメントの実施

小樽開発建設部
【道路】
・高規格道路の整備
（倶知安余市道路(倶知安～共和）、倶知安余市道路（共和～余市））

・一般国道５号 塩谷防災
・一般国道229号 島牧防災
・一般国道５号 朝里交差点改良
・一般国道229号 余市地区交差点改良
・一般国道230号 喜茂別事故対策
・一般国道393号 真栄交差点改良
・一般国道337号 銭函運河交差点改良
・一般国道５号 春香歩道整備
・一般国道230号 三ノ原中央帯整備
・安全で円滑な冬期道路交通確保を図るため、気象状況や交通状況等を踏まえて、
適切なタイミングで除排雪等を実施

・優れた景観を確保するための協働型道路マネジメントの実施
【地域振興】
・地域パートナーシップ活動

○ 活力ある地域を支援する交通ネットワークの構築
・生産空間、市街地、基礎圏域中心都市を結ぶ高規格道路等の広域交通ネットワー
クの整備

・住民の日常生活に必要な医療、買物、教育等の生活サービスにアクセスするため
の幹線道路の整備推進

・国道通行不能区間（ミッシングリンク）の解消
・交差点の右折だまりといった交通安全施設の整備等による交通事故対策の推進

○ 冬期交通の移動性及び信頼性向上
・雪国の生活を支える幹線道路交通の安全の確保
・冬期間における高齢者の安全な暮らしを支える道路管理の推進

○ 地域資源を活用した生産空間の活性化
・道の駅等を活用した生産空間の利便性向上、地域コミュニティ創出や他地域との
交流促進等を支援

○ 散居形態を成す生産空間における生活機能を維持
・利用者負担や運営コスト、担い手確保等の点で持続可能な人流・物流システムの
構築

・通院、買物、通学等の交通需要に対応する地域公共交通の導入・維持・再編

○ 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
・地域の魅力・課題に精通した地元住民等と協働して、道路の機能・役割を最大限
発揮させることを目指す「協働型道路マネジメント」の推進

○ 多様な地域づくり人材の発掘・育成の支援
・地域づくりに取り組む多様な人材の発掘と地域間交流の促進を目的としたフォー
ラムや勉強会の開催等により、地域づくりの担い手育成や確保の支援を行う「地
域パートナーシップ活動」の推進

主な取組 令和３年度の具体的な施策内容
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令和７年度（５年後）の目標

札幌開発建設部
【道路】
・道央圏連絡道路 中樹林道路

R6年度 全線開通予定
・一般国道12号 峰延道路
・一般国道230号 定山渓拡幅

R4年度 全線開通予定
・一般国道275号 江別北道路

R5年度 全線開通予定
・一般国道452号 盤の沢道路
・交通安全対策事業の実施
・協働型道路マネジメントの実施

室蘭開発建設部
【道路】
・日高自動車道 厚賀静内道路
（日高厚賀IC～新冠IC【仮称】（R7年度開通予定））

・一般国道276号 苫小牧新中野電線共同溝
・一般国道274号 清瀬防災
・一般国道453号 蟠渓道路

R3年度 部分開通予定、R7年度 全線開通予定
・交通安全対策事業の実施
・協働型道路マネジメントの実施
・自治体が管理する道路施設の直轄修繕代行（白老橋）
の実施

【地域振興】
・縄文文化を通じた国際的な価値創造に向けた取組
・白鳥大橋を活用したインフラツーリズム

室蘭開発建設部
【道路】
・日高自動車道 厚賀静内道路
・一般国道453号 蟠渓道路
・一般国道36号 双葉町交差点改良
・一般国道36号 大和交差点改良
・一般国道37号 東有珠路肩改良
・一般国道234号 安平歩道整備
・一般国道235号 富川交差点改良
・一般国道235号 静内入船交差点改良
・一般国道235号 荻伏交差点改良
・一般国道235号 東栄事故対策
・一般国道237号 振内歩道整備
・一般国道274号 清瀬防災事業
・一般国道276号 泉町交差点改良
・一般国道336号 西幌別歩道整備
・安全で円滑な冬期道路交通確保を図るため、気象状況や交通状況等を踏まえて、
適切なタイミングで除排雪等を実施

・優れた景観を確保するための協働型道路マネジメントの実施
【地域振興】
・縄文文化を通じた国際的な価値創造に向けた取組
・白鳥大橋を活用したインフラツーリズム

小樽開発建設部
【道路】
・倶知安余市道路（倶知安～共和）
・倶知安余市道路（共和～余市）

R6年度（仮称）仁木IC～余市IC開通予定
・一般国道229号 島牧防災
・交通安全対策事業の実施
・協働型道路マネジメントの実施

【地域振興】

・地域パートナーシップ活動
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強靱な国土づくりへの貢献と安全・安心な社会基盤づくりプロジェクト〔道央広域連携地域〕

■ 近年、北海道では異例の降雨や降雪が発生しており、今後も気候変動による水害・
土砂災害の頻発・激甚化や、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等による津波、火
山噴火等による被害が懸念されていることから、自然災害に対してハード対策とソ
フト対策を効果的に組み合わせて効率的な防災・減災対策を進め、安全・安心な国
土を構築する必要があります。

■ 災害による被害や社会的影響を最小限に抑えるため、代替性確保のための高規格
道路や緊急輸送道路などの安全で確実な交通ネットワークの整備を推進するととも
に、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」
の推進、関係機関の連携による防災訓練の実施やタイムライン等に基づく迅速な行
動の確保、リエゾン、TEC-FORCEの派遣、災害対策用機械の貸与等による地域への支
援、防災情報体制の整備、ハザードマップの充実などの対策が必要となっています。

■ 北海道内の社会資本は、高度経済成長期以降に集中的に整備されたため、老朽化
が急速に進展することが確実となっており、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・効率化等による戦略的な施設の老朽化対策を進めることが求
められています。

地域のめざす姿（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

■ 文化・歴史を受け継ぎながら、本道をリードする中核エリアと
して、次の世代を見据えた持続可能な発展をめざす「道央広域連
携地域」

気候変動等に伴う異例の水害・土砂災害の局地化・集中化・激甚化や、地震、津波、火山噴火等による被害に対応するため、ハード・ソフト対策を効果的に組み合わせて
効率的な防災・減災対策を推進します。

また、国家的規模の災害時における後方支援等のバックアップ機能の確保を推進するとともに、交通基盤等の整備と併せて、今後急速に進むインフラの老朽化対策への戦
略的な取組を推進します。

○ 道央圏の産業と安全で活力ある地域づくりを支える治水事業の推進
・石狩川本支川の丘陵堤等堤防整備、河道掘削の推進
・北村遊水地の整備推進
・近年発生した災害を踏まえた緊急的治水対策の推進（幌向地区、鵡川、沙流川）
・尻別川における治水対策の推進
・流域治水協議会において、流域のあらゆる関係者が協働してハード・ソフト一
体の水防災対策「流域治水」の推進（流域治水プロジェクトの推進）

・千歳川流域治水対策協議会において内水対策等の対応方針について確認
・気候変動を踏まえた河川整備計画の見直しに向けた検討実施
・雨竜川ダム再生事業の実施計画調査の実施、雨竜川河川整備計画の見直しに向
けた検討実施

・減災対策協議会において水防災意識社会再構築の取組推進
・関係自治体水害タイムライン作成支援
・洪水ハザードマップ作成の支援

札幌開発建設部
【治水】
・石狩川本支川の堤防整備及び河道掘削の実施
・北村遊水地の用地補償、囲ぎょう堤、周囲堤盛土、補償工事等の実施
・幌向川地区の堤防整備等や橋梁架け替えに向けた調査検討、工事実施
・千歳川の堤防整備、堤防整備に伴う補償工事・附帯工事の実施
・豊平川及びその支川の河道掘削、河道整正等の実施、
・豊平川の砂防堰堤整備等の実施
・幾春別川総合開発事業の新桂沢ダム本体工事、付替道路工事等の実施

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

■ 誰もが健康で安心して暮らせるまちづくりの推進
・防災・減災、国土強靱化に資するインフラの整備や、地域防災マスター
や自主防災組織の育成、感染症対策を踏まえた避難所運営などによる地
域防災力の強化

■ 交通基盤整備の促進
・地域生活や産業及び快適な広域観光を支える交通ネットワークの維持・
確保及び充実

令和３年度の具体的な施策内容

暮らし・安心関連プロジェクト・基盤づくり関連プロジェクト
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○ 頻発する自然災害に対応する千歳川流域の治水対策の推進
・千歳川流域の治水対策の推進
・遊水地群の整備促進
・千歳川流域治水対策協議会など関係機関と一体となった内水対策・流域対策
の推進

○ 道都札幌の都市機能を守る防災対策の推進（豊平川）
・壊滅的な被害を防止するための治水対策の推進
・集中豪雨等による土砂災害対策の推進
・札幌市と協働・連携した防災・減災対策の推進

○ 洪水調節とともに、安全で良質な水を安定確保する施設整備の推進
・幾春別川総合開発事業の推進
・沙流川総合開発事業の推進
・関係機関等と連携・協働した既存ダムの活用

○ 海岸浸食に伴う波浪災害対策
・海岸浸食や越波被害を軽減するための胆振海岸保全事業の推進

○ 災害等に対応した道路環境の整備
・代替性確保のための高規格道路等の整備
・国道通行不能区間（ミッシングリンク）の解消
・安全・安心な道路交通の確保のための効率的な防災・減災対策の推進
・橋梁、トンネル等の道路施設の老朽化対策の推進
・避難道路・避難場所の確保
・冬季の安全な道路通行を確保するために、豪雪・雪崩対策や地吹雪等による
視程障害を防止する対策を推進

○ 港湾施設の戦略的な維持管理・更新
・港湾施設の老朽化対策

○ 北国の歴史的構造物の改良
・土木学会選奨土木遺産・北海道遺産である歴史的防波堤等の機能を確保しつつ、
次世代への継承を図る（小樽港）

○ 大規模地震及び津波等に対する防災対策
・緊急輸送道路の耐震性能を向上させるために、橋梁の架替や耐震補強を推進
・緊急輸送道路における無電柱化の推進
・地震発生時の緊急輸送拠点機能の確保と航空ネットワークの維持、北海道内
における経済活動の継続性確保に必要となる空港施設の耐震対策の強化

・耐震強化岸壁を配置した臨海部等防災拠点の整備の推進
・地震・津波等の自然災害に対する防災拠点、物流機能維持としての施設の整備
・波浪・高潮等の自然災害に対する物流機能維持のための施設の整備

【道路】
・道央圏連絡道路（中樹林道路、長沼南幌道路）
・一般国道452号 盤の沢道路
・電線共同溝事業の実施
・防災・減災対策の実施
・メンテナンスサイクルに基づく道路施設の定期点検の実施
・橋梁、トンネル補修の実施
・自治体等と連携した「北海道道路メンテナンス札幌地方会議」を開催
・自治体職員の技術力向上等を目的とした「道路メンテナンス講習会（橋梁）」
の開催

【空港】
・新千歳空港 滑走路の液状化対策、地下構造物の耐震補強
【防災】
・TEC-FORCE、リエゾンの早期派遣の実施及び積極的な情報提供
・自治体等へ排水ポンプ車、照明車、無人施工機械の操作訓練見学会の実施
・自治体等との防災情報交換の実施
【農業】
・農業農村災害緊急派遣隊の早期派遣の実施

小樽開発建設部
【治水】
・豊国地区河道掘削（尻別川）
【道路】
・高規格道路の整備
（倶知安余市道路(倶知安～共和）、倶知安余市道路（共和～余市））

・一般国道５号 塩谷防災
・一般国道５号 ニセコ電線共同溝
・一般国道229号 島牧防災
・一般国道５号 倶知安地区電線共同溝
・一般国道５号 小樽花園電線共同溝
・一般国道229号 余市駅前電線共同溝
・メンテナンスサイクルに基づく道路施設の定期点検の実施
・橋梁、トンネル補修の実施
・自治体等と連携した「北海道道路メンテナンス後志地方会議」の開催
・自治体職員の技術力向上等を目的とした「道路メンテナンス講習会（橋梁）」
の開催

【港湾】
・小樽港本港地区防波堤整備事業
・岩内港老朽化対策事業
【防災】
・TEC-FORCE、リエゾンの早期派遣の実施及び積極的な情報提供
・自治体等へ排水ポンプ車、照明車の操作訓練の実施
・自治体等へ定期的に防災情報（TEC-FORCE活動、各種訓練情報など）を配信
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○ 火山の噴火や地震、気象を起因とする土砂災害対策
・火山泥流等による災害を防止するための樽前山火山砂防事業の推進
・大規模土砂災害に対する緊急管理体制の強化

○ ハード・ソフトと一体となった総合的な防災・減災対策及び復旧・
復興対策の推進

・防災情報を迅速かつ確実に伝達・共有するための情報・通信手段の整備
・ハザードマップ作成の支援及び自治体等を対象とした防災訓練等の実施
・緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）及び現地情報連絡員（リエゾン）の派遣等
による広域支援体制の強化

・港湾物流の代替性確保のための広域連携体制の強化
・災害直後からの応急対策や復旧・復興拠点となる施設の整備
・大規模災害発生時の広域支援体制の強化
・災害対策機械の関係機関操作訓練の実施
・防災情報インフォメーションの配信による防災意識向上の取組の推進

室蘭開発建設部
【治水】
・旭岡地区河道掘削（鵡川）
・富川地区河道掘削、堤防整備（沙流川）
・平取ダムの建設（R3年度完成予定）
・樽前山直轄火山砂防事業
・厚真川水系直轄砂防事業
・防災拠点等の検討（鵡川、沙流川）
【道路】
・日高自動車道 厚賀静内道路
・一般国道276号 苫小牧新中野町電線共同溝
・一般国道274号 清瀬防災
・一般国道453号 蟠渓道路
・斜面対策の実施
・メンテナンスサイクルに基づく道路施設の定期点検の実施
・橋梁、トンネル補修の実施
・自治体等と連携した「北海道道路メンテナンス室蘭地方会議」を開催
・自治体職員の技術力向上等を目的とした「道路メンテナンス講習会（橋梁）」
の開催

・雪崩対策
・自治体が管理する道路施設の直轄修繕代行（白老橋）の実施
【港湾】
・地域住民の安全・安心な生活を確保する臨海部防災拠点の整備（苫小牧港）
・港湾利用の安全性と効率性を確保する防波堤の整備（白老港、浦河港）
・道央圏港湾ＢＣＰ、太平洋側港湾ＢＣＰの推進
・港湾機能の維持を図るための防波堤等の延命化対策
（室蘭港、苫小牧港、えりも港）

【海岸】
・白老人工リーフ整備
【防災】
・TEC-FORCE、リエゾンの早期派遣の実施及び積極的な情報提供
・自治体、関係防災機関等との情報交換及び情報共有
・各種防災訓練への積極的な参加及び協力
・自治体への災害対策用機械、防災資機材の貸与
・広域防災フロートの活用
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【道路】
・道央圏連絡道路 中樹林道路

R6年度 全線開通予定
・一般国道452号 盤の沢道路
・電線共同溝事業の実施
・防災・減災対策の実施
・メンテナンスサイクルに基づく道路施設の定期点検の実施
・橋梁、トンネル補修の実施
【空港】
・新千歳空港 滑走路端安全区域拡張
【防災】
・TEC-FORCE、リエゾンの早期派遣の実施及び積極的な情報提供
・自治体等へ排水ポンプ車、照明車、無人施工機械の操作訓練見学会の実施
・自治体等との防災情報交換の実施
【農業】
・農業農村災害緊急派遣隊の早期派遣の実施

令和７年度（５年後）の目標
札幌開発建設部
【治水】
・石狩川（下流）水系外流域治水協議会において、流域のあらゆる関係者が
協働してハード･ソフト一体の水防災対策「流域治水」の推進

・気候変動を踏まえた河川整備計画の見直しに向けた検討実施
・石狩川本支川の堤防整備及び河道掘削の実施
・北村遊水地の用地補償、囲ぎょう堤、周囲堤盛土、補償工事等の実施
・幌向川地区の堤防整備等や橋梁架け替えに向けた調査検討の実施
・千歳川の堤防整備、堤防整備に伴う補償工事･附帯工事の実施
・千歳川流域治水対策協議会において内水対策等の対応方針について確認
・豊平川及びその支川の河道掘削、河道整正等の実施
・豊平川の砂防堰堤整備等の実施
・幾春別川総合開発事業の三笠ぽんべつダム本体工事､付替道路工事等の実
施

・雨竜川ダム再生事業の本体工事
・石狩川下流域減災対策協議会において水防災意識社会再構築の取組推進
・関係自治体タイムライン作成の支援
・洪水ハザードマップ作成の支援

室蘭開発建設部
【治水】
・洪水氾濫を未然に防ぐ対策、危機管理型ハード対策の整備（鵡川、沙流川）
・砂防設備の整備（樽前山直轄火山砂防）
・流域治水の推進
・ハザードマップの作成支援
【道路】
・日高自動車道 厚賀静内道路
（日高厚賀IC～新冠IC【仮称】（R7年度開通予定））

・一般国道274号 清瀬防災
・一般国道453号 蟠渓道路

R3年度 部分開通予定、R7年度 全線開通予定
・電線共同溝事業の実施
・防災・減災対策の実施
・メンテナンスサイクルに基づく道路施設の定期点検の実施
・橋梁、トンネル補修の実施
【港湾】
・地域住民の安全・安心な生活を確保する臨海部防災拠点の整備
（苫小牧港）

・港湾利用の安全性と効率性を確保する防波堤の整備
（白老港、浦河港）

・道央圏港湾ＢＣＰ，太平洋側港湾ＢＣＰの推進
・港湾機能の維持を図るための防波堤等の延命化対策
（室蘭港、苫小牧港、えりも港）

【海岸】
・白老人工リーフ整備
【防災】
・広域防災フロートの活用
・防災力向上に向けた各種取組の推進

小樽開発建設部
【治水】
・洪水氾濫を未然に防ぐ対策（尻別川）
・流域治水の推進
【道路】
・倶知安余市道路（倶知安～共和）
・倶知安余市道路（共和～余市）

R6年度（仮称）仁木IC～余市IC開通予定
・一般国道229号 島牧防災
・電線共同溝事業の実施
・防災・減災対策の実施
・メンテナンスサイクルに基づく道路施設の定期点検の実施
・橋梁、トンネル補修の実施
【港湾】
・小樽港本港地区防波堤整備事業の推進
・岩内港老朽化対策事業の推進
【防災】
・TEC-FORCE、リエゾンの早期派遣の実施及び積極的な情報提供
・自治体等へ排水ポンプ車、照明車の操作訓練の実施
・自治体等との防災情報交換の実施
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恵み豊かな自然と共生する持続可能な地域づくりプロジェクト〔道央広域連携地域〕

■ 地球規模での環境問題が深刻化する中、北海道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、循環型社会及
び脱炭素社会の構築に向けた取組を総合的に推進する必要があります。

■ 地球温暖化問題に対し、温室効果ガスの大幅な排出削減を図るため、再生
可能エネルギーの導入や水素技術の活用等により、環境負荷の少ないエネル
ギー需給構造の実現が課題となっています。

■ 2050年カーボンニュートラル（ゼロカーボン北海道）を実現するために、
温室効果ガス排出削減対策や吸収源対策に、地域の住民、企業、行政が連携
して取り組む必要があります。

地域のめざす姿（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

■ 文化・歴史を受け継ぎながら、本道をリードする中核エリアとして、
次の世代を見据えた持続可能な発展をめざす「道央広域連携地域」

北海道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、生態系ネットワーク形成の視点に立ち、湿地の保全・再生、森林の適切な整備等、循環型
社会の形成、脱炭素化及び健全な水循環の維持・回復等に取り組みます。
また、再生可能エネルギーの導入や水素技術の活用等による環境負荷の少ないエネルギー需給構造の実現に向けて取り組みます。

○ 自然と共生する水環境の形成
・石狩川下流における自然再生事業の推進
・鵡川河口干潟の保全・再生
・多自然川づくりの推進（石狩川、尻別川、鵡川、沙流川）
・舞鶴遊水地を軸とした生態系ネットワークの形成を推進
・海岸保全施設の整備による海洋生物の生息環境の向上（胆振海岸）

○ 地域との協働による水環境対策の推進
・茨戸川清流ルネッサンスⅡによる水環境改善の推進

○ 地域との協働などによる植樹活動の推進
・「石狩川流域３００万本植樹運動」等の推進

○ 地域との協働による道路植樹の維持管理活動の推進
・地域の魅力・課題に精通した地元住民等と協働して、道路の植樹の維持管理
を推進

札幌開発建設部
【治水】
・幌向地区の湿地環境保全対策のモニタリング及び検証
・石狩川下流旧川群の保全、再生、利活用に向けた検討実施
・多自然川づくり整備箇所のモニタリング及び検証（石狩川）
・茨戸川清流ルネッサンスⅡのモニタリング及び検証
・石狩川流域３００万本植樹運動の推進（道・市町村・市民団体等と連携）
・千歳川流域における生態系ネットワークの形成
【道路】
・道央圏連絡道路（中樹林道路、長沼南幌道路）
・一般国道５号 創成川通
・一般国道12号 峰延道路
・一般国道230号 定山渓拡幅
・一般国道275号 江別北道路
・札幌都市圏渋滞対策連携会議の実施
・協働型道路マネジメントの推進
・自転車走行環境の整備促進

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

■ 豊かな自然環境と調和した持続可能な社会の構築
・雪氷冷熱や良質な農産物など地域の特性を活かした企業や研究機関等の誘致
に向けた取組の促進

・「ゼロカーボン北海道」の実現に向け、木質バイオマスをはじめとした再生
可能エネルギーの導入など脱炭素化の取組の促進

・廃棄物の発生抑制や再使用、資源化の推進、環境保全意識の醸成等、循環型
社会の実現に向けた取組の促進

・多様な主体の参画による木育活動の推進
・希少野生動植物等の保護や外来種対策など、生物多様性の保全と持続可能な
利用を図るため、人と自然が共生する地域づくりの推進

令和３年度の具体的な施策内容

環境・人と自然の共生関連プロジェクト
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令和７年度（５年後）の目標

小樽開発建設部
【治水】
・多自然川づくり整備箇所のモニタリング及び検証（尻別川）
【道路】
・高規格道路の整備
（倶知安余市道路（倶知安～共和）、倶知安余市道路（共和～余市））

・北海道渋滞対策協議会による渋滞対策検討
・協働型道路マネジメントの推進

室蘭開発建設部
【治水】
・鵡川河口干潟の保全・再生の検討
・多自然川づくり整備箇所のモニタリング及び検証（鵡川、沙流川）
【海岸】
・白老人工リーフ整備
【道路】
・優れた景観を確保するための協働型道路マネジメントの実施
・北海道渋滞対策協議会による渋滞対策検討
・日高自動車道 厚賀静内道路
【港湾】
・複合一貫輸送機能の維持・強化（苫小牧港）

札幌開発建設部
【治水】
・幌向地区の湿地環境保全対策のモニタリング及び検証
・石狩川下流旧川群の保全、再生、利活用に向けた検討
実施

・多自然川づくり整備箇所のモニタリング及び検証
（石狩川）

・茨戸川清流ルネッサンスⅡのモニタリング及び検証
・石狩川流域３００万本植樹運動の推進（道・市町村・
市民団体等と連携）

・千歳川流域における生態系ネットワークの形成
【道路】
・道央圏連絡道路 中樹林道路

R6年度 全線開通予定
・一般国道12号 峰延道路
・一般国道230号 定山渓拡幅

R4年度 全線開通予定
・一般国道275号 江別北道路

R5年度 全線開通予定
・北海道渋滞対策協議会による渋滞対策検討
・協働型道路マネジメントの推進

○ 脱炭素化の推進
・環境負荷が少ない交通体系の構築
・渋滞対策の推進
・自転車走行環境の整備促進
・各種インフラ施設における再生可能エネルギーの生産・利活用
・海岸保全施設の整備によるブルーカーボン生態系の創出（胆振海岸）
・グリーンインフラを活用した自然共生地域づくり

室蘭開発建設部
【治水】
・鵡川河口干潟の保全・再生の検討
・多自然川づくり整備箇所のモニタリング及び検証
（鵡川、沙流川）

【海岸】
・白老人工リーフ整備
【道路】
・日高自動車道 厚賀静内道路
（日高厚賀IC～新冠IC【仮称】（R7年度開通予定））
・北海道渋滞対策協議会による渋滞対策検討
・協働型道路マネジメントの推進
【港湾】
･複合一貫輸送機能の維持・強化
（苫小牧港）

小樽開発建設部
【治水】
・多自然川づくり整備箇所のモニタリング及び検証
（尻別川）

【道路】
・倶知安余市道路（倶知安～共和）
・倶知安余市道路（共和～余市）

R6年度（仮称）仁木IC～余市IC開通予定
・北海道渋滞対策協議会による渋滞対策検討
・協働型道路マネジメントの推進
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地域のめざす姿（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

■ 文化・歴史を受け継ぎながら、本道をリードする中核エリアとして、
次の世代を見据えた持続可能な発展をめざす「道央広域連携地域」

食料供給力の向上を図るとともに、担い手の確保や収益性の向上など農林水産業の
持続的発展のため、良好な営農条件を備えた農地・農業用水の確保や漁港の整備、国
内及び海外への販路拡大に向けた取組を推進します。

○ 食料の安定生産と品質向上等に向けた農業用水の確保
・農業用水利施設の更新・整備を行い、食料の安定生産に向けた用水確保
・良質米生産や畑作等の用水需要に即した、用水利用期間などの検討

○ 食料の生産性向上と多様な農業展開に向けた排水網の整備
・地域の排水網の点検・整備を行い、排水被害の解消等による生産性や品質の向上
・水田の畑利用時の小麦、大豆などの単位当たり収量の増加等により多様な農業展
開に向けた条件を整備

○ 食料の効率的な生産に向けたほ場の整備
・ほ場の大区画化やほ場と一体的な用排水網の整備を行い、営農作業の効率化や高
付加価値化に向けた環境整備に寄与

・ほ場整備と併せて、換地や担い手への農地集積を行うことにより、新規就農者や
農業生産法人など地域の多様な担い手確保及び営農の継続に必要な幅広い経営安
定に向けた環境整備に寄与

札幌開発建設部
【農業】
・国営かんがい排水事業
北海地区・幌加内地区・江別南幌地区・幌向川二期地区

・国営施設応急対策事業
新雨竜二期地区・篠津青山地区・お茶の水地区

・国営農地再編整備事業
南長沼地区・美唄茶志内地区

・国営緊急農地再編整備事業
美唄地区・雨竜暑寒地区・岩見沢北村地区・岩見沢大願地区

・国営総合農地防災事業
雨竜川下流地区

・「わが村は美しく－北海道」運動
（「地域資源」を見つけ「いいもの」を多くの人に伝えるコンクールの開催、

多くの人に伝えるためのパンフレットの配布、パネル展の開催など）

令和３年度の具体的な施策内容

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

■ 地域の特色を活かした多種多様な農林水産業の展開
・生産性向上に向けた農業生産基盤の整備、ロボット、ドローンなどＩＣＴ・
ＡＩなどを活用したスマート農業の導入、法人経営の育成・推進などによる
地域農業の体質強化

・地域の特色ある農林水産物やこれらの加工品のブランド力の強化と農水産物
をベースとした６次産業化や農商工の連携の推進、国内外への販路拡大

・食・滞在・体験等を提供する農村ツーリズムを通じた都市・農村交流の促進
・地産地消等の推進による地域の農産物の消費拡大
・新規就業者の育成・確保、高齢者や女性、農福連携など障がいのある方の就
労に配慮した環境整備、ＩＣＴを活用した作業の省力化

・エゾシカやヒグマ、アライグマなどの鳥獣被害防止に関し、広域的に連携し
た対策による農業経営の安定化

・秋サケやホタテガイ、ウニ、ナマコ、コンブなどの栽培漁業の一層の推進と
適切な資源管理の促進

・生産性向上などによる漁業経営の収益性向上や地域を主体とした新規就業者
の受入体制づくり

・鮮度保持施設の整備などの安全で良質な道産水産物の安定供給と各種イベン
トをはじめとした消費拡大の取組の推進

・地域の特性に応じた森づくりの推進と、森林整備に伴い産出される道産木材
の高付加価値化及び有効活用の促進、地材地消の推進などによる森林資源の
循環利用の確立

食と農林水産業を支える地域づくりプロジェクト〔道央広域連携地域〕
地域を支える産業関連プロジェクト

■ 我が国の食料自給率の向上に向けて、北海道は食の供給基地としての役割を
担っているため、引き続き、食料供給力の確保・向上及び農林水産業の持続的
発展を図ることが求められています。

■ 農林水産業従事者は、高齢化の進展や後継者不足などにより減少しているこ
とから、労働力の脆弱化等へ対応するため新規就業者や外国人労働者の育成・
確保並びにスマート農業を始めとしたイノベーションの積極的な導入を推進す
るとともに生産基盤の整備や農水産物の高付加価値化などの取組により食料供
給力や競争力を向上させていく必要があります。
また、農林水産物の安全性向上やブランド化、６次産業化、商工業との連携

による商品開発の取組を進めるほか、国内及び海外への販路拡大とともに品目
の多様化などにより、輸出の増加に取り組んでいく必要があります。

■ 水産資源の回復、海域の生産力向上及び生産・出荷の安定化のため、水産環
境整備や漁港水域を増養殖場として利用する漁港機能の集約化や有効活用等を
推進する必要があります。
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令和７年度（５年後）の目標

小樽開発建設部
【農業】
・国営緊急農地再編整備事業（ニセコ地区）
・国営かんがい排水事業（中後志地区）
・「わが村は美しく－北海道」運動
（「地域資源」を見つけ「いいもの」を多くの人に伝えるコンクールの開催、
多くの人に伝えるためのパンフレットの配布、パネル展の開催など）

【水産】
・直轄特定漁港漁場整備事業（古平・美国・寿都地区）

室蘭開発建設部
【農業】
・国営かんがい排水事業
（勇払東部（二期）地区・新鵡川地区・大原二期地区・美河地区）

・国営緊急農地再編整備事業（伊達地区）
・直轄災害復旧事業（勇払東部地区・早来地区）
・「わが村は美しく－北海道」運動
（「地域資源」を見つけ「いいもの」を多くの人に伝えるコンクールの開催、
多くの人に伝えるためのパンフレットの配布、パネル展の開催など）

【港湾】
・水産物流の効率化を図る小型船だまり等の整備等の整備
（苫小牧港、浦河港）

・北海道国際輸送プラットホーム（ＨＯＰ）の推進
【水産】
・直轄特定漁港漁場整備事業
（追直・登別・三石・様似・庶野地区）

札幌開発建設部
【農業】
・国営かんがい排水事業
北海地区・幌加内地区・江別南幌地区・幌向川二期地区

・国営施設応急対策事業
新雨竜二期地区・篠津青山地区・お茶の水地区

・国営農地再編整備事業
南長沼地区・美唄茶志内地区

・国営緊急農地再編整備事業
美唄地区・雨竜暑寒地区・岩見沢北村地区・岩見沢大願
地区

・国営総合農地防災事業
雨竜川下流地区

・「わが村は美しく－北海道」運動
（「地域資源」を見つけ「いいもの」を多くの人に伝え
るコンクールの開催、多くの人に伝えるためのパンフ
レットの配布、パネル展の開催など）

室蘭開発建設部
【農業】
・国営かんがい排水事業
（勇払東部（二期）地区・新鵡川地区・大原二期地区・
美河地区）

・国営緊急農地再編整備事業（伊達地区）
・直轄災害復旧事業（勇払東部地区・早来地区）
・「わが村は美しく－北海道」運動
（「地域資源」を見つけ「いいもの」を多くの人に伝え
るコンクールの開催、多くの人に伝えるためのパンフ
レットの配布、パネル展の開催など）

【港湾】
・水産物流の効率化を図る小型船だまり等の整備
（苫小牧港、浦河港）

・北海道国際輸送プラットホーム（HOP）の推進
【水産】
・直轄特定漁港漁場整備事業
（追直・登別・三石・様似・庶野地区）

○ 水産基盤・港湾の整備による食料供給力の強化と自給率の向上
・漁港・港湾整備等による水産物の競争力強化
・水産物の安定的な供給を確保するためのつくり育てる漁業を支援する漁港の整備
・安全で安心な水産物供給体制を確保するための衛生管理型漁港の整備
・地域マリンビジョンにおける水産物のブランド化や担い手確保対策等の支援

○ 農水産物等の移輸出拡大に向けた取組の推進
・「北海道国際輸送プラットホーム」（小口混載貨物輸送）の推進

小樽開発建設部
【農業】
・国営緊急農地再編整備事業（ニセコ地区）
・国営かんがい排水事業（中後志地区）
・「わが村は美しく－北海道」運動
（「地域資源」を見つけ「いいもの」を
多くの人に伝えるコンクールの開催、
多くの人に伝えるためのパンフレット
の配布、パネル展の開催など）

【水産】

・直轄特定漁港漁場整備事業の推進

（古平・美国・寿都地区）
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産業を支える人流・物流ネットワーク整備プロジェクト〔道央広域連携地域〕

■ 地域における産業の活性化と雇用機会の創出を図るため、創造的なものづくり
等にチャレンジする起業家の育成を始め、地域の優位性や既存産業の集積の活用
による企業誘致や新分野への事業展開に取り組む必要があります。

■ 首都圏からの遠隔性、大規模自然災害によるリスクの低さ、冷涼な気候等の地
域の強みを活かし、本社機能や生産拠点の移転・分散化を図る企業の誘致、デー
タセンターなどＩＣＴ産業の立地促進に取り組んでいく必要があります。

■ 農林水産業、食関連産業、観光関連産業、製造業等の産業を支えるためには、
利便性・効率性・持続可能性の高い人流・物流ネットワークの整備が必要である
ため、高規格道路を始めとする基幹的ネットワークの整備を推進するとともに、
新幹線、鉄道、空港及び港湾の国内外と一体となった円滑な交通体系を構築する
必要があります。

地域のめざす姿（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

■ 文化・歴史を受け継ぎながら、本道をリードする中核エリアとして、
次の世代を見据えた持続可能な発展をめざす「道央広域連携地域」

産業の活性化として、農水産品、食料品の輸送や観光等に求められる広域的な人流・物流を支える交通体系を強化するため、生産地や観光地、消費地、空港･港湾を結ぶ道
路ネットワークの整備、ミッシングリンクの解消等、高規格道路を始めとする基幹的なネットワークの整備を推進するとともに、新幹線、空港及び港湾の国内外と一体とな
った円滑な交通体系の構築を目指します。

○ 内外との交流基盤の整備
・国内外の航空ネットワークを強化するための空港整備を実施

・国際物流の機能強化や安定性の確保を図るため、国際物流ターミナルの整備を推進
・基幹的ネットワークの整備
・内外との物流基盤の整備
・物流機能の強化や地域の産業競争力を強化する施設整備を推進
・北極海航路活用のための取組

○ 規格の高い道路ネットワークの整備
・生産地や観光地、消費地、空港・港湾等の交通拠点を結ぶ高規格道路等の広域交通
ネットワークの整備

○ 基幹ネットワーク道路の整備推進
・生産拠点、物流拠点等と高規格道路等を結ぶ幹線道路の整備推進
・国道通行不能区間（ミッシングリンク）の解消

○ 既存高速道路ネットワークの有効活用・機能強化
・スマートインターチェンジの整備促進

○ 渋滞対策の推進
・北海道渋滞対策協議会において特定された主要渋滞箇所について検討・対策の実施

札幌開発建設部
【道路】
・道央圏連絡道路（中樹林道路、長沼南幌道路）
・一般国道５号 創成川通
・一般国道12号 峰延道路
・一般国道230号 定山渓拡幅
・一般国道275号 江別北道路
・一般国道452号 盤の沢道路
・札幌都市圏渋滞対策連携会議の実施
【空港】
・新千歳空港 誘導路複線化事業

小樽開発建設部
【道路】
・高規格道路の整備
（倶知安余市道路（倶知安～共和）、倶知安余市道路（共和～余市））

・一般国道５号 塩谷防災
・一般国道229号 島牧防災
【港湾】
・石狩湾新港西地区国際物流ターミナル整備事業
・石狩湾新港東地区国際物流ターミナル整備事業
・小樽港中央地区予防保全事業

令和３年度の具体的な施策内容

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

■ 本道経済をリードする産業の活性化
・ものづくり産業や食関連産業等の集積の促進や産学官金連携等による産業の
創出・育成

・北海道食品機能性表示制度（愛称：ヘルシーDo）などを活用した食品加工
分野での高付加価値化、販路拡大

・地域の特性を活かしたものづくり産業人材の確保・定着の促進

■ 交通基盤整備の促進
・地域生活や産業及び快適な広域観光を支える交通ネットワークの維持・確保
及び充実

地域を支える産業関連プロジェクト・基盤づくり関連プロジェクト
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令和７年度（５年後）の目標

○ 観光産業基盤の形成

・「サイクルツーリズム」など観光地域づくりの取組を「観光地経営」の視点に立っ
て進めるため、地域の観光振興を戦略的に推進する活動を支援

室蘭開発建設部
【道路】
・日高自動車道 厚賀静内道路
・一般国道274号 清瀬防災
・一般国道453号 蟠渓道路
・北海道渋滞対策協議会による渋滞対策検討
【港湾】
・複合一貫輸送機能の維持・強化（苫小牧港）
・安定的・効率的な国際海上コンテナ輸送網の形成の促進（苫小牧港、室蘭港）
・物流機能を強化する物流ターミナルの整備（室蘭港）
・物流機能の安定性を強化するための防波堤の整備（白老港・浦河港）
・予防保全事業（室蘭港・苫小牧港）
・北極海航路の航行実態の把握

札幌開発建設部
【道路】
・道央圏連絡道路 中樹林道路

R6年度 全線開通予定
・一般国道12号 峰延道路
・一般国道230号 定山渓拡幅

R4年度 全線開通予定
・一般国道275号 江別北道路

R5年度 全線開通予定
・一般国道452号 盤の沢道路
・北海道渋滞対策協議会による渋滞対策検討
【空港】
・新千歳空港 誘導路複線化事業

小樽開発建設部
【道路】
・倶知安余市道路（倶知安～共和）
・倶知安余市道路（共和～余市）

R6年度（仮称）仁木IC～余市IC開通予定
・一般国道229号 島牧防災
・北海道渋滞対策協議会による渋滞対策検討
【港湾】
・石狩湾新港西地区国際物流ターミナル整備事業の推進
・石狩湾新港東地区国際物流ターミナル整備事業の推進
・小樽港中央地区予防保全事業の推進

室蘭開発建設部
【道路】
・日高自動車道 厚賀静内道路
（日高厚賀IC～新冠IC【仮称】（R7年度開通予定））

・一般国道274号 清瀬防災
・一般国道453号 蟠渓道路

R3年度 部分開通予定、R7年度 全線開通予定
・北海道渋滞対策協議会による渋滞対策検討
【港湾】
・複合一貫輸送機能の維持・強化（苫小牧港）
・安定的・効率的な国際海上コンテナ輸送網の形成の促進
（苫小牧港、室蘭港）

・物流機能を強化する物流ターミナルの整備
（苫小牧港、室蘭港）

・物流機能の安定性を強化するための防波堤の整備
（白老港、浦河港）

・北極海航路の航路実態の把握
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世界水準の魅力ある観光地づくりプロジェクト〔道央広域連携地域〕

■ 新型コロナウイルス感染拡大の影響による落ち込みからの回復、そして、北
海道が世界に評価され、将来にわたって人々を引きつける地域となるよう、長
期的な視点に立って引き続き「世界水準の観光地の形成」を推進していく必要
があります。

■ 北海道新幹線の開業やＬＣＣの就航などにより、多くの観光客が訪れること
が期待されており、アイヌ文化、世界文化遺産である縄文遺跡群、ジオパーク、
産業遺産、日本遺産など地域固有の歴史・文化を活かした交流人口の拡大､サ
イクリング､スキーなど体験型観光の推進、広域的な観光資源のネットワーク
の形成など地域資源・特性を活かした世界に通用する魅力ある観光地づくりを
進めていく必要があります。また、アイヌ文化の発信・文化復興としての「ウ
ポポイ（民族共生象徴空間）」の更なる利活用が必要です。

■ グランピングやワーケーションなど、ポスト・コロナ、ウィズ・コロナを見
据えた観光メニューの充実を図りつつ、国内外の新たな観光需要を取り込み、
満足度を一層高め、その拡大を図るため受入環境の整備が必要であるとともに、
北海道新幹線の札幌延伸による、観光圏の拡大を見据えた取組を進める必要が
あります。また、北海道７空港一括運営を生かし、地方部への分散・周遊を支
える移動環境の整備が必要です。

地域のめざす姿（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

■ 文化・歴史を受け継ぎながら、本道をリードする中核エリアとして、
次の世代を見据えた持続可能な発展をめざす「道央広域連携地域」

道央広域連携地域の魅力的な自然、景観、食、文化等の観光資源を活かし、世界水準の魅力ある観光地づくりを進めるため、広域的な連携による観光地のネットワーク化、
広域的な観光周遊ルートの形成、国内外の旅行者の受入環境の整備等による観光関連産業の促進を図ります。

○ 国際競争力のある観光地づくりと地域間の連携等を通じたまちづくり
・増加する外国人観光客が安心して自由に旅行ができる道路標識や観光案内板等の多
言語表記

・冬季の快適な歩行空間の確保や移動性の向上などのバリアフリー化や多様な観光客
が安心できるユニバーサルデザインの推進

・シーニックバイウェイ活動団体と連携した美しい景観づくり、魅力ある観光空間づ
くりの支援

・水産資源を活用した漁業体験学習等、地域マリンビジョンの推進
・新鮮な地元食材を活用した「食」と「観光」の一体化による魅力ある観光地づくり
・観光拠点間相互の連携強化と広域周遊及び体験・長期滞在型観光の形成
・「道の駅」の機能と魅力の向上
・地域の特性や観光資源を生かした観光交流の促進
・地域と連携した札幌の雪道の歩き方についての情報発信
・みなとオアシス等と連携したみなとを活用した交流拠点の形成
・外国人旅行者の受入環境整備によるゲートウェイ機能の強化
・石狩川流域におけるインバウンドを中心とした長距離サイクリングルートの形成
・各種インフラ施設を活用したインフラツーリズムの推進

札幌開発建設部
【治水】
・石狩川流域における広域サイクリングネットワークの形成
・「かわたびほっかいどうプロジェクト」の実施
【道路】
・自転車ネットワーク整備の更なる強化やサイクルルート情報の充実化
【空港】
・新千歳空港 誘導路複線化事業
【農業】
・「わが村は美しく－北海道」運動
（「地域資源」を見つけ「いいもの」を多くの人に伝えるコンクールの開催、
多くの人に伝えるためのパンフレットの配布、パネル展の開催など）

【その他】
・「北海道”みりょく”発信プロジェクト」の実施

令和３年度の具体的な施策内容

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

■ 多彩な地域資源を活用した観光の振興
・感染症対策にも配慮し、自然、食、スポーツ、温泉、産業遺産、ジオパークな
ど地域資源を活かした魅力ある観光地づくりのより一層の推進

・アドベンチャートラベルやワーケーションの推進、北海道ボールパークの開業
など切れ目なく続くビッグプロジェクトを契機とした新たな観光需要に対応し
た受入体制整備、広域観光の促進、メディアやＳＮＳなどを活用した地域の観
光情報や魅力の発信、体験・滞在・通年型観光の推進

・観光ビジネス人材の育成や、標記の多言語化など外国人向けの観光メニューづ
くりと外国人観光客の受入体制の整備

交流、歴史・文化関連プロジェクト
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小樽開発建設部
【治水】
・「かわたびほっかいどうプロジェクト」の推進
【道路】
・高規格道路の整備
（倶知安余市道路（倶知安～共和）倶知安余市道路（共和～余市））

・交差点地点名表示の改善
・道路情報板を活用した多言語（日本語、英語）による道路情報等の提供
・砂詰めペットボトルによる安全な冬道歩行の支援
・優れた景観を確保するための協働型道路マネジメントの実施
・サイクルルート情報を発信することによるサイクルツーリズムの推進
・「道の駅」への整備支援
・しりべし快適走行プロジェクト
・世界の後志を目指して
・たるどう・ファイブ❤
・まっかりフラワーロード
【港湾】
・小樽港中央地区予防保全事業（クルーズ客船）
【水産】
・直轄特定漁港漁場整備事業（古平・美国・寿都地区）
【農業】
・「わが村は美しく－北海道」運動
（「地域資源」を見つけ「いいもの」を多くの人に伝えるコンクールの開催、
多くの人に伝えるためのパンフレットの配布、パネル展の開催など）

室蘭開発建設部
【治水】
・「かわたびほっかいどうプロジェクト」の推進
【道路】
・日高自動車道 厚賀静内道路
・交差点地点名表示の改善
・道路情報板を活用した多言語（日本語、英語）による道路情報等の提供
・一般国道336号 西幌別歩道整備
・「ヒヤリ・ハットマップ」の作成配布
・シーニックバイウェイ北海道 支笏洞爺ニセコルートにおける地域主体での景観
向上、観光推進

・サイクルツーリズムの推進
【港湾】
・みなとオアシスの活動支援（室蘭港・苫小牧港）
・大型クルーズ船の受入環境の整備（室蘭港）
【農業】
・「わが村は美しく－北海道」運動
（「地域資源」を見つけ「いいもの」を多くの人に伝えるコンクールの開催、
多くの人に伝えるためのパンフレットの配布、パネル展の開催など）

【水産】
・直轄特定漁港漁場整備事業（追直・登別・三石・様似・庶野地区）
【地域振興】
・地域の観光振興に資する活動に対する魅力ある公的施設・インフラの開放
・白鳥大橋を活用したインフラツーリズム
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令和７年度（５年後）の目標

札幌開発建設部
【治水】
・石狩川流域における広域サイクリングネットワークの形成
・「かわたびほっかいどうプロジェクト」の推進
【道路】
・道央圏連絡道路 中樹林道路

R6年度 全線開通予定
・自転車ネットワーク整備の更なる強化やサイクルルート情報の充実化
【空港】
・新千歳空港 滑走路端安全区域拡張
【農業】
・「わが村は美しく－北海道」運動の実施
（「地域資源」を見つけ「いいもの」を多くの人に伝えるコンクールの
開催、多くの人に伝えるためのパンフレットの配布、パネル展の開催
など）

【その他】
・「北海道”みりょく”発信プロジェクト」の実施

小樽開発建設部
【治水】
・「かわたびほっかいどうプロジェクト」の推進
【道路】
・倶知安余市道路（倶知安～共和）
・倶知安余市道路（共和～余市）

R6年度（仮称）仁木IC～余市IC開通予定
【港湾】
・小樽港中央地区予防保全事業(クルーズ客船）の推進
【水産】
・直轄特定漁港漁場整備事業（古平・美国・寿都地区）の推進
【農業】
・「わが村は美しく－北海道」運動
（「地域資源」を見つけ「いいもの」を多くの人に伝えるコンクールの
開催、多くの人に伝えるためのパンフレットの配布、パネル展の開催
など）

室蘭開発建設部
【治水】
・「かわたびほっかいどうプロジェクト」の推進
【道路】
・日高自動車道 厚賀静内道路
（日高厚賀IC～新冠IC【仮称】（R7年度開通予定））

【港湾】
・みなとオアシスの活動支援（苫小牧港、室蘭港）
・大型クルーズ船の受入環境の整備（室蘭港）
・予防保全事業（室蘭港・苫小牧港）
【水産】
・直轄特定漁港漁場整備事業
（追直・登別・三石・様似・庶野地区）

【農業】
・「わが村は美しく－北海道」運動
（「地域資源」を見つけ「いいもの」を多くの人に伝えるコンクールの
開催、多くの人に伝えるためのパンフレットの配布、パネル展の開催
など）

【地域振興】
・地域の観光振興に資する活動に対する魅力ある公的施設・インフラの開放
・白鳥大橋を活用したインフラツーリズム
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アイヌ文化の振興等プロジェクト〔道央広域連携地域〕

■ 多様な価値観が共生し活力ある社会を形成する共生社会の実現に
資するため、アイヌの歴史、文化等に関する国民各層の幅広い理解
を促進し、将来へ向けたアイヌ文化の継承及び新たなアイヌ文化の
創造発展を図る必要があり、アイヌ文化の発信・文化復興施設とし
ての「ウポポイ（民族共生象徴空間）」の更なる利活用が必要です。

地域のめざす姿（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

■ 文化・歴史を受け継ぎながら、本道をリードする中核エリアとして、
次の世代を見据えた持続可能な発展をめざす「道央広域連携地域」

アイヌの歴史、文化等に関する国民各層の幅広い理解を促進するとともに、将来へ向けたアイヌ文化の継承及び新たなアイヌ文化の創造発展を図り、
「ウポポイ（民族共生象徴空間）」を含むアイヌ文化の復興等に関する全道的なネットワークの構築を図るとともに、アイヌの伝統的工芸品産業の振興等
やアイヌに関する総合的かつ実践的な研究を支援します。

○ 将来へ向けたアイヌ文化の継承及び新たなアイヌ文化の創造発展
○ アイヌ文化の復興等に関する全道的なネットワークの構築
○ アイヌに関する総合的かつ実践的な研究支援
・アイヌ文化の復興等に関するナショナルセンター「ウポポイ（民族共生象徴空間）」
の整備管理運営に関する取組の推進

・アイヌ文化の振興
・アイヌの伝統的生活空間（イオル）の再生

室蘭開発建設部
【河川】
・平取ダム地域文化保全対策検討会の開催
・沙流川総合水系環境整備事業「平取町かわまちづくり」に対する支援

令和３年度の具体的な施策内容

令和７年度（５年後）の目標

北海道開発局
【地域振興】
・ウポポイ（民族共生象徴空間）への誘客支援によるアイヌの歴史・文化等の理解促進

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

室蘭開発建設部
【河川】
・アイヌ文化の伝承に資する河川空間の整備を継続

■ 地域固有の文化や歴史の継承・活用
・ウポポイ（民族共生象徴空間）や日本遺産に認定された「炭鉄港」をはじめ、
アイヌ文化や産業遺産などの地域固有の文化、歴史、産業などを活かした取
組の推進と理解の促進

交流、歴史・文化関連プロジェクト
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・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
・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推進
・地域におけるSociety5.0やＤＸの推進
・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
・ポストコロナを見据えた観光の活性化
・世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」に関連した地域振興
・高規格道路のミッシングリンク解消等による拠点間の人流・物流の連携の確保
・北海道７空港一括運営を活かした観光客の地方部への分散・周遊の取組推進
・安定的な食料供給力の確保・向上
・農林水産業の振興及び競争力の強化のための生産・社会基盤整備
・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拡大
・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た防災・減災
・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」への転換
・地域と連携した防災・減災、国土強靱化のハード・ソフト対策の推進
・戦略的なインフラ老朽化対策としての予防保全への本格転換、新技術活用による点検の高度化・効率化の推進
・データとデジタル技術の活用による安全・安心に暮らせる社会基盤の確立
・2050年カーボンニュートラル（ゼロカーボン北海道）を実現するための再生可能エネルギーの利活用促進

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」地
域
の
め
ざ
す
姿

函館開発建設部函館開発建設部
函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町、

江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町

構成市町

各
種
統
計
か
ら
見
る
地
域
の
現
状

渡島総合
振興局

檜山
振興局

漁業生産高（金額）の推移 観光客入込数の推移

地
域
の
課
題

連携地域の課題

主な施策の展開方向

概ね２０２５年度を展望した地域のめざす姿

各連携地域の「地域づくり推進ビジョン」概要

地域づくり連携会議で地域重点プロジェクトの進捗状況を確認（次ページ）

人口の推移

（万人） （万人）（億円）

・安心して子育てできる環境の整備
・新型コロナウイルス感染症の影響により減少した観光客の回復
・縄文文化の理解促進・地域振興
・ガイド人材育成や新たな観光資源の掘り起こし
・物流や交通のネットワーク充実や救急患者の迅速な搬送にも寄
与する高規格道路の整備
・未来技術も活用した地域交通の維持
・医療・福祉従事者の確保・離職防止
・ＩＣＴ等を活用したスマート農林水産業の推進
・栽培漁業の推進による経営の回復・安定化
・交流物流の拠点等の地域特性を活かした企業誘致の促進
・感染症に対応した避難所運営の体制確立支援
・吸収源対策としての森林の適正管理や大沼の水質改善など環境
保全
・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
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○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 ○縄文遺跡群を活かした地域振興 ○地域経済の活性化と雇用の創出

○安心して暮らせる地域社会の維持 ○持続可能な農林水産業の確立 ○「ゼロカーボン北海道」の実現に向けた取組の推進
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世界に目を向けた産業の振興プロジェクト

■ 農林水産業・食関連産業の振興とスマート化の
推進

■ 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

強靱で持続可能な国土の形成プロジェクト

■ 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

■ 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

■ 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

地
域
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

項目 観光・交流・社会基盤 食 産業・雇用 暮らし 環 境

地
域
の
め
ざ
す
姿

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（概ね２０２５年度を展望）

○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

○安心して暮らせる地域社会の
維持

○縄文遺跡群を活かした地域
振興

○持続可能な農林水産業の
確立
○地域経済の活性化と雇用の
創出

○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］
○持続可能な農林水産業の
確立［再掲］
○地域経済の活性化と雇用
の創出［再掲］

○安心して暮らせる地域社
会の維持［再掲］

○「ゼロカーボン北海道」の
実現に向けた取組の推進

地
域
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

○人が輝く地域社会の形成プロ
ジェクト
○北海道新幹線の札幌開業を
見据えた交流･定住促進プロ
ジェクト
○暮らしの安全･安心を支える
まちづくりプロジェクト
○縄文遺跡群を活用した魅力
発信と誘客促進プロジェクト

○世界に目を向けた産業の振
興プロジェクト
○地域に根ざした農林水産業
の持続的発展プロジェクト
○地域の強みを活かした産業
活性化・雇用創出プロジェク
ト

○世界に目を向けた産業の
振興プロジェクト［再掲］
○北海道新幹線の札幌開業
を見据えた交流･定住促進
プロジェクト［再掲］
○地域に根ざした農林水産
業の持続的発展プロジェ
クト［再掲］
○地域の強みを活かした産
業活性化・雇用創出プロ
ジェクト［再掲］

○強靱で持続可能な国土
の形成プロジェクト
○暮らしの安全･安心を支
えるまちづくりプロジェクト
［再掲］

○強靱で持続可能な国土
の形成プロジェクト［再掲］
○道南の優位性を活かした
カーボンニュートラルへの
挑戦プロジェクト

■ 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

■ 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

■ 新たな観光需要を取り込む世界水準の観光地
の形成

人が輝く地域社会の形成プロジェクト

各連携地域の「地域づくり推進ビジョン」概要

（このうち、主に北海道開発局が実施する施策・事業）

-25-



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
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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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国家的・広域的な課題

上川総合振興局

地
域
の
現
状
・
課
題

【食 料】

広大な土地や特色のある自然環境、多様な資源を活
かした産業が展開し、心豊かで安心して暮らせる地域

■地域特性を活かした産業振興 ■多様な魅力あふれる観光の振興
■

離島地域の振興■
豊かな自然環境と調和した、安全・安心な地域づくり ■生活や産業を支える交通・情報ネットワークの形成

地
域
の
め
ざ
す
姿

旭川開発建設部

旭川市、留萌市、稚内市、士別市、名寄市、富良野市、 鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、
南富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町、
幌延町、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町

留萌振興局

構 成 市 町 村

各
種
統
計
か
ら
見
る
地
域
の
現
状※ 上記グラフは検討したデータのうちの一部です。

※ H22以降は幌加内町を上川に加え、幌延町を留萌から宗谷へ入れ替えています。

人口の推移 漁業生産高（金額）の推移

地域づくり推進ビジョン 概 版要

連携地域の現状・課題

（万人） （億円）観光入込客数の推移（千人）

宗谷総合振興局 留萌開発建設部 稚内開発建設部

地域づくり連携会議で
地域の現状・課題を検討

【ﾈｯﾄﾜｰｸ】

【観 光】

【環 境】

【医 療】

【防 災】

【離 島】

【農 業】

【水 産 業】

【林 業】

【ものづくり】

【建 設 業】

【商 業】

【観 光】

【ｴﾈﾙｷﾞｰ】
【環 境】
【人 口】

【医 療】

【交通情報】

【港 湾】

付加価値・生産性の向上、販路の拡大、人材育成

農産物の安定供給・付加価値向上、新規就農者確保、担い手のスキルアップ（底上げ）

合板・製材などの生産コスト低減、地域材の利用拡大、森林資源の循環利用
資源管理や栽培漁業の推進、海獣被害対策の強化、新規就業者の確保

災害から地域を守る建設業の経営力強化、技術をつなぐ担い手確保・育成
空き店舗、空き住宅の増加、中心市街地の空洞化、独居老人の空き家予備軍、中小企業等の事業
承継対策

脱炭素型の地域づくり、地域の恵まれた特性を活かした新エネルギーの活用・推進

人口減少・高齢化、若年層の定住、ＵＩターン、ちょっと暮らし、ワーケーションの促進
医療従事者の確保、救急医療体制の充実
広大な面積に分散する地方都市や農山漁村、離島などの地理的な格差を解消するための交通情報
ネットワークの整備と鉄道など既存交通ネットワークの維持
地域の流通拠点港（留萌港）、ロシア連邦サハリン州との経済交流拠点、利尻・礼文への連絡港
（稚内港）としてのさらなる活用

環境保全意識向上、優れた自然の保全や活用、野生鳥獣の捕獲体制強化、適正な保護管理

地域資源を活かした滞在型観光等の推進、感染症対策に配慮した受入体制の確立、観光情報の効
果的な発信

概ね２０２５年度の地域のめざす姿を示しています

地域づくり連携会議で
地域のめざす姿を検討

地域づくり連携会議で
地域重点プロジェクトを検討

（次ページ）

生産空間を維持し、食料供給力を強化
イノベーションの加速による農水産業の振興、高付加価値化

国内外の需要を喚起、多様な観光メニューの充実
魅力ある世界水準の観光地域づくり

サハリン州、東南アジア等との観光・経済交流拡大

医療サービスを享受できる環境の整備
感染症等危機に強い社会経済システムの構築

脱炭素社会、2050年カーボンニュートラルの実現、再生可能エネルギーの活用

産業の振興や生活条件の改善を通じた定住の促進

治水・火山泥流・津波・地震・冬期複合災害等の防災対策の推進、老朽化対策
高規格道路のミッシングリンク解消等の交通ネットワークの整備
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◯ 農産物の安定供給の推進

◯ 水産物の品質向上

◯ 物流ネットワークの充実

◯ 農産物の生産性向上

◯ 農産物・食品輸送の効率化推進

◯ 広域周遊型観光の促進

◯ 観光資源の保護、育成

◯ 観光振興に配慮した基盤整備

◯ 住民と連携した観光振興

◯ 交通ネットワークの強化

◯ 物流ネットワークの強化

◯ 広域分散型社会に対応した地域交通の形成

◯ 石狩川・留萌川及び天塩川の洪水に対する安全性向上
◯ 地震、津波等に対する安全性向上
◯ 土砂災害に対する安全性向上
◯ 地吹雪対策などによる冬期交通の安全性等向上
◯ 地域防災力向上の取組推進
◯ 災害時の支援体制の充実

項
目 食 観 光 環境・地域づくり・暮らし 離 島 社会基盤

地域特性を活かした
産業振興

多様な魅力あふれる
観光の振興

豊かな自然環境と調和した、
安全・安心な地域づくり

離島地域の振興
生活や産業を支える

交通・情報ネットワークの形成

地

域

重

点

プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト

○上川の農産物供給力向上
プロジェクト

○留萌・宗谷の農業・水産
供給力向上プロジェクト

○上川の地域産業を支える担い
手育成・確保プロジェクト

○上川地域の強みを活かした
農林業振興プロジェクト

○るもいの豊かな地域資源活用
プロジェクト

○るもい地域を支える多様な人
材の育成・確保プロジェクト

○活力ある宗谷の１次産業推進
プロジェクト

○ロシア極東との交流推進
プロジェクト

○地域の多様な人材が未来を創
る「宗谷ＬＩＦＥ」プロジェクト

○道北広域観光活性化
プロジェクト

○魅力ある地域資源を活かした
「きた北海道」への来訪促進
プロジェクト

○るもいの豊かな地域資源活用
プロジェクト（再掲）

○ロシア極東との交流推進
プロジェクト（再掲）

○天塩川ブランド力向上
プロジェクト

○人と自然をつなぐ大雪山魅力
発信プロジェクト

○豊かな自然環境保全
プロジェクト

○安全・安心な地域づくり
防災力向上プロジェクト

○安全・安心な地域づくり
プロジェクト

○新エネルギー導入・活用推進
プロジェクト

○天塩川ブランド力向上
プロジェクト（再掲）

○人と自然をつなぐ大雪山魅力
発信プロジェクト（再掲）

○るもいの豊かな地域資源活用
プロジェクト（再掲）

○人と自然が共生する地・宗谷
創造プロジェクト

○道北広域観光活性化
プロジェクト（再掲）

○留萌・宗谷の農業・水産供給
力向上プロジェクト（再掲）

○魅力ある地域資源を活かした
「きた北海道」への来訪促進
プロジェクト（再掲）

○るもいの豊かな地域資源活用
プロジェクト（再掲）

○るもい地域を支える多様な人
材の育成・確保プロジェクト
（再掲）

○活力ある宗谷の１次産業
推進プロジェクト（再掲）

○安全・安心な地域づくり
プロジェクト（再掲）

○新エネルギー導入・活用推進
プロジェクト（再掲）

○地域の多様な人材が未来を創
る「宗谷ＬＩＦＥ」プロジェクト
（再掲）

○広域交通ネットワーク形成
プロジェクト

○るもいの豊かな地域資源活用
プロジェクト（再掲）

○地域の多様な人材が未来を創
る「宗谷ＬＩＦＥ」プロジェクト
（再掲）

地
域
の

安全・安心な地域づくり防災力向上プロジェクト安全・安心な地域づくり防災力向上プロジェクト

地
域
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

地
域
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（このうち、主に北海道開発局が実施する施策・事業）

地域づくり推進ビジョン 概 版要道 北 連 携 地 域

め
ざ
す
姿

◯ 河川周辺の環境の保全
◯ 北海道遺産である天塩川における環境整備の推進

◯ 環境に配慮した整備の促進
◯ 農業とサロベツ湿原の共生に向けた整備
◯ 環境負荷の少ないエネルギー需給構造の実現

広域交通ネットワーク形成プロジェクト広域交通ネットワーク形成プロジェクト

道北広域観光活性化プロジェクト道北広域観光活性化プロジェクト

豊かな自然環境保全プロジェクト豊かな自然環境保全プロジェクト

上川の農作物供給力向上プロジェクト上川の農作物供給力向上プロジェクト

留萌・宗谷の農業・水産供給力向上プロジェクト留萌・宗谷の農業・水産供給力向上プロジェクト
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■ 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。

上川の農産物供給力向上プロジェクト 〔上川地域〕

地域のめざす姿（令和７年の地域の将来像）

プロジェクトの概要

国家的・広域的な課題

上川地域は水稲や野菜類を主体に多様な作物が栽培され、全国的に流通しています。しかし、上川地域の農業経営は、ほ場の区画が比較的小さいことや泥炭地に代表される排水不良、水利施設の
老朽化により生産性が低く、更に担い手不足問題などにより安定的なものとはなっていません。 このことから、ほ場の大区画化と併せ農地利用集積や水利施設のストックマネジメント、イノベーシ
ョンの活用等によって農業経営の安定化と生産性の向上を図り、米や野菜等食料供給力の向上、産地加工を推進し、持続可能な力強い農業の実現を目指します。

■地域特性を活かした産業振興

○ 農産物の生産性向上
・GPS自動走行システム等、ICT技術を活用した大型農作業機械の導入するスマート農業を
推進することにより、生産コストの低減、高品質生産、担い手への農地の利用集積を促
進します。

・土壌改良と排水不良を改善し、農地の有効活用のための汎用化、土地生産性の向上、農
業生産額の拡大を図ります。

・基幹的な農業水利施設の戦略的な保全管理を進め、施設の長寿命化やライフサイクルコ
スト低減を図ります。

・ほ場の大区画化や水路のパイプライン化、地下水位制御システム等の技術を導入し、作
業効率の向上や水管理の省力化を通じて、維持管理労力の低減につなげます。

○ 農産物・食品輸送の効率化推進
・スピーディーな物流を実現させ、農産物の産地加工を促進する高速交通ネットワーク整
備の推進

・安全・確実に農産物を供給するための道路整備の推進
・物流システム構築に向けた取組の推進（名寄周辺モデル地域）

主な取組

【農業】・国営かんがい排水事業（当麻永山用水地区、共栄近文二期地区、幌加内地区(札幌開建)）
・国営農地再編整備事業（上士別地区）
・国営施設機能保全事業（風連地区）

・国営緊急農地再編整備事業（北野地区、愛別地区、大雪東川第一地区、旭東東神楽地区、
大雪東川第二地区、旭東地区)

・国営施設応急対策事業（てしおがわ剣和地区、鳥沼宇文地区）
〔期待される効果〕
農業用水の安定供給と維持管理の軽減を図り、生産性の高い農業基盤を確保するとともに、
ほ場の大区画化により集落営農等による効果的な農業経営が期待されます。

【道路】・北海道縦貫自動車道（士別剣淵～名寄）
・旭川十勝道路（富良野北道路）
・国道40号音威子府バイパス
・「道の駅」を活用した物流効率化の取組
〔期待される効果〕
輸送の効率化及び定時制が保たれ、農作物の安定的供給が確保されることが期待されます。

令和３年度の具体的な施策内容（旭川開発建設部管内）

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

・基幹産業である農林水産業における生産基盤の強化と安定供給、より効率的で高品質な生産の推進
・地域産業における多様な担い手と人材が活躍できる環境づくり
・地域の特色ある農林水産物のブランド力の強化や６次産業化など産業間連携の展開、国内外への
販路拡大
・産学官金の連携による産業の創出・育成
・地域資源を活かした企業立地の促進
・ロシア極東との経済・文化交流の推進
・建設産業の経営力強化などの促進

令和７年度（５年後）の目標

【道路】・北海道縦貫自動車道（士別剣淵～名寄）の推進
・旭川十勝道路（富良野北道路）の推進
・国道40号音威子府バイパスの推進（R7全線開通予定）
・「道の駅」を活用した物流効率化の取組の推進

【農業】・国営かんがい排水事業（当麻永山用水地区、幌加内地区）の完了と（共栄近文二期地区）の
実施、国営農地再編整備事業（上士別地区）の完了、国営施設機能保全事業（風連地区）の完
了、国営施設応急対策事業（てしおがわ剣和地区）の完了と（鳥沼宇文地区）の実施、国営緊
急農地再編整備事業（北野地区）の完了と（愛別地区、大雪東川第一地区、旭東東神楽地区、
大雪東川第二地区、旭東地区）の実施により、生産性の高い農業基盤の確保と、効率的な農業
経営の維持を図ります。

食関連プロジェクト
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地域のめざす姿（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

■ 地域特性を活かした産業振興

■ 離島地域の振興

令和３年度の具体的な施策内容

令和７年度（５年後）の目標

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

・基幹産業である農林水産業における生産基盤の強化と安定供給、より効率的で高品質な生産の推進
・地域産業における多様な担い手と人材が活躍できる環境づくり
・地域の特色ある農林水産物のブランド力の強化や６次産業化など産業間連携の展開、国内外への販路拡大
・産学官金の連携による産業の創出・育成 ・地域資源を活かした企業立地の促進
・ロシア極東との経済・文化交流の推進 ・建設産業の経営力強化などの促進
・領海や排他的経済水域の保全など、国家的な役割を踏まえた離島地域社会の維持
・基幹産業である水産業や観光産業の振興
・医療体制や交通・情報通信基盤の整備など安全・安心な離島生活の確保

留萌・宗谷の農業・水産供給力向上プロジェクト〔留萌・宗谷地域〕

【農業】
・国営総合農地防災事業(産士地区・ポロ沼地区・勇知地区・幌延地区）の推進
・国営農地再編整備事業（東宗谷地区）の推進 ・農業用基幹水利施設の長寿命化のための機能診断

【港湾】
・港湾物流の効率化及び安全性向上のための防波堤等の整備の推進（留萌港、増毛港（小型船だまり整備はR3完了）、天塩港）
・農水産物輸出促進のための屋根付き岸壁の整備（増毛港（R3完了）、枝幸港）
・小型船溜まり整備の推進（羽幌港） ・第一副港地区岸壁老朽化対策事業及び北防波堤ドーム予防保全事業の推進（稚内港）
・物揚場整備事業の推進（宗谷港） ・防波堤及び物揚場老朽化対策事業の推進（枝幸港）
・物揚場老朽化対策事業の推進（鴛泊港） ・防波堤整備事業の推進（香深港）

【漁港】
・漁船航行の安全性向上のため防波堤等の整備推進（苫前漁港・遠別漁港・雄冬漁港）
・岸壁（衛生管理型）の整備推進（東浦漁港） ・防波堤の整備推進（R4完了予定）（抜海漁港）
・防波堤、岸壁の整備推進（礼文西漁港）
・防波堤、護岸の長寿命化対策のための補修工事の推進（仙法志漁港）

【道路】

・国道40号天塩防災の推進（R5部分開通予定）・国道232号小平防災の推進 ・国道232号高砂橋架替の推進（R5全線
開通予定）・国道239号霧立防災の推進（R4部分開通予定） ・国道238号浜猿防災の推進（R4､R6部分開通予定）

・国道238号幌別橋架替の推進

■ 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。
■ 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。

○ 農産物の安定供給の推進
・泥炭土に起因する地盤沈下の進行による湛水被害の解消等により、安全・安心な牛乳や畜産
物の安定供給に向け、省力化や低コスト化を図ります。

・農地の大区画化及び排水不良等の解消により、良好な営農条件を備えた農地の確保と農作業
効率の向上を目指すとともに、農地の集積集団化や営農の組織化、先端技術を活用したスマ
ート農業の導入により、地域ぐるみで収益性を向上させる取組を促進します。

・老朽化が進行する農業水利施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図るため、農業
水利施設の戦略的な保全管理を推進します。

・集中豪雨の増加や大規模災害の発生等、災害リスクの高まりに対応するため、農業水利施設
の耐震化や「流域治水」の考え方に基づき事前防災対策（流域治水プロジェクトの推進）等
を推進します。

○ 水産物の品質向上
・衛生管理対策や流通機能の高度化・効率化に資する施設の整備を進め、安全・安心な水産物
の安定供給及び輸出促進を図ります。

・離島漁港等の整備を推進し、離島水産業の振興により地域活性化を図ります。
・海からの強風を遮る防風施設を整備し、荷揚げの安全性向上と水産物の品質向上を図ります。
・産学官連携による留萌管内のナマコ資源活性化の取組を進めます(ナマコ資源活性化PF)。

○ 物流ネットワークの充実
・安定及び定時性が確保された輸送により、高鮮度の食材提供を図るため、高規格道路等のア
クセスの強化、物流拠点である港湾、空港の機能強化と、これらを結ぶ広域的な物流ネット
ワークの整備を推進します。

人口減少による後継者や担い手不足が一層顕在化する中、我が国の食料安全保障及び地域の主要産業である農林水産業や食関連産業を営む「生産空間」の維持発展に向けて、広大な土地
を活かした農業と多種多様で恵まれた水産資源を活かし、さらにロボット、ＡＩ、ＩｏＴ等の活用によるイノベーションを加速させ、良好な営農条件を備えた農地・農業用水の確保、水産
資源生産力の向上、ポスト・コロナを見据えた産業振興を促進する物流ネットワークの強化等を図ることにより、高品質で安全・安心な食料供給力の強化を目指します。

【農業】・国営総合農地防災事業（機能低下が生じた農業用排水路及び農用地の機能回復）
（産士地区・勇知地区・ポロ沼地区・幌延地区）

・国営農地再編事業（ほ場の大区画化と排水不良解消）（東宗谷地区）
・農業用基幹水利施設の長寿命化のための機能診断

【漁港】・漁船航行の安全性向上のための航路・泊地の水深確保、防波堤・防風柵等の整備
（苫前・遠別・東浦・抜海・礼文西漁港）

・漁獲物の品質向上及び衛生管理のための岸壁等の整備（東浦漁港）
・漁港施設の長寿命化のための岸壁・防波堤の補修（東浦・抜海・仙法志漁港）
・漁港内での稚ナマコ中間育成の実用化に向けた調査の実施（苫前漁港）

【港湾】・港湾物流の効率化及び安全性向上のための防波堤・物揚場・岸壁等の整備
（留萌港・増毛港・羽幌港・天塩港・稚内港・宗谷港・枝幸港・鴛泊港・沓形港・香深港）
・水産物流の効率化のための小型船だまりの整備（増毛港・羽幌港）
・農水産物輸出促進のための屋根付き岸壁の整備（増毛港、枝幸港）

【道路】・物流ネットワークの安定及び定時性確保のための基幹的ネットワークの整備
（国道40号天塩防災、国道232号小平防災、国道232号高砂橋架替、国道239号霧立防災、
国道238号浜猿防災、国道238号幌別橋架替）

食関連・離島関連プロジェクト
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道北広域観光活性化プロジェクト 〔道北連携地域〕

地域のめざす姿（令和７年の地域の将来像）国家的・広域的な課題

地域の交流及び関係人口を更に増やし地域の活性化を図るため、北海道横断自動車道に繋がる道北地域の幹線道路ネットワーク整備等の推進及び地域内のアクセス性の向上を図るとともに、道北地域一帯を巡
る観光ルートの開発に繋がる観光振興に配慮した基盤整備を行い、地域資源を最大限活用して、地域全体が広域的に連携した魅力と競争力ある観光地づくりを進め、国内外の新たな観光需要を取り込み、リピー
ターを増やし、観光客を北へ誘導する仕組みづくりを促進します。

主な取組

■多様な魅力あふれる観光の振興
■離島地域の振興

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

・雄大で美しい自然環境や多彩な食などの地域資源を活かした通年・滞在型観光地づくりや広域観光の推進

・外国人観光客の受入体制の整備・促進
・広域的なスポーツ、アウトドアイベントの開催やスポーツ・音楽合宿の誘致等
・これまでの広域連携を踏まえた空港を核とした観光客誘致の推進
・領海や排他的経済水域の保全など、国家的な役割を踏まえた離島地域社会の維持
・基幹産業である水産業や観光産業の振興
・医療体制や交通・情報通信基盤の整備など安全・安心な離島生活の確保

令和３年度の具体的な施策内容

令和７年度（５年後）の目標

プロジェクトの概要

■ 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。
■ 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。

○ 広域周遊型観光の促進
・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、サハリン州
との交流促進のための空港機能、ネットワーク（高規格道路網等）機能の強化や整備

○ 観光資源の保護、育成
・世界的に価値ある自然資源としてのサロベツ原野の保全、再生
・北海道遺産である天塩川における環境整備の推進

○ 観光振興に配慮した基盤整備
・景観に配慮した道路整備の推進・河川空間の利用者に配慮した河川整備の推進 ・食のブランド力向上のための、

農漁村環境・景観に配慮した生産基盤整備の推進
・移動を含めて楽しむドライブ観光やサイクルツーリズム、河川空間やインフラを活用したツーリズム、自然体
験等を含むアドベンチャートラベル等、地域資源を活用した観光振興に向けた環境の創出

・広域観光周遊ルート形成に向けた観光地点間の連携強化と外国人観光客の文化習慣に配慮した受入環境や観光
案内の充実 ・無電柱化、交通安全対策の推進

・外国人客4,000万人時代に向けたインフラ整備
・人が集まる魅力的な場となる複合交流拠点づくりの推進

○ 住民と連携した観光振興
・ シーニックバイウェイ活動団体と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
・ 地域の価値創造力を高める多様な人材の広域的・横断的な支援・協働体制として、地域パートナー シップ活動を展開
・ 水産業と観光の連携など水産業を核とした地域振興方針であるマリンビジョンの推進
・ 地域住民とともに、みなとを活用した交流拠点を形成し、地域の賑わい創出を図る北海道みなとオアシスの促進
・ 地域の景観、交流など地域住民主体の地域活性化活動を支援する「わが村は美しく－北海道」の推進
・ まちづくりと一体となった 魅力ある水辺空間の創出及び「かわたびほっかいどう」プロジェクトの推進

【河川】・かわまちづくりの推進（天塩川、名寄川地区）
・自然再生事業の推進（天塩川） ・かわたびほっかいどうの推進

【道路】・北海道縦貫自動車道（士別剣淵～名寄） ・旭川十勝道路（富良野北道路）
・国道40号音威子府バイパス ・国道452号五稜道路 ・国道39号比布大橋架替

・国道40号天塩防災 ・国道232小平防災 ・国道232号高砂橋架替 ・国道239号霧立防災
・国道238号浜猿防災 ・国道40号稚内中央電線共同溝 ・国道238号幌別橋架替
・シーニックバイウェイの推進

【港湾】・観光地へのアクセス向上に資する航路の整備（留萌港）
・船舶の安全航行を確保し、ゲートウェイ機能を強化する防波堤等の整備（沓形港、香深港）
・「みなとオアシス」の展開等、地域住民との協働による観光振興の取組の推進（稚内港、香深港、鴛泊港、
沓形港、留萌港）

・大型クルーズ船の受入環境改善、北防波堤ドーム老朽化対策（稚内港）
・「沓形港クルーズ船見送り隊」の取組の推進（沓形港）

【空港】・空港施設の改良・更新（稚内空港）

【漁港】・マリンビジョンの推進
【農業】 ・国営農地再編整備事業（富良野盆地地区、上士別地区、東宗谷地区）の推進 ・国営緊急農地再編整備事業

（北野地区、愛別地区、大雪東川第一地区、旭東東神楽地区、大雪東川第二地区、旭東地区）の推進
・国営総合農地防災事業（産士地区･勇知地区･ポロ沼地区･幌延地区）の推進
・「わが村は美しく－北海道」の推進

【共通】・地域パートナーシップ活動の展開 ・インフラツーリズムの推進

【道路】・北海道縦貫自動車道（士別剣淵～名寄）の推進） ・旭川十勝道路（富良野北道路）の推進
・国道40号音威子府バイパスの推進（R7全線開通予定） ・国道452号五稜道路の推進
・国道39号比布大橋架替の推進 ・国道40号天塩防災の推進（R5部分開通予定）
・国道232号小平防災の推進 ・国道232号高砂橋架替の推進（R5全線開通予定）
・国道239号霧立防災の推進（R4部分開通予定） ・国道238号浜猿防災の推進（R4､R6部分
開通予定） ・国道40号稚内中央電線共同溝の推進 ・国道238号幌別橋架替の推進

・シーニックバイウェイの推進

【港湾】・観光地へのアクセス向上に資する航路整備の推進（留萌港） ・防波堤整備事業の推進(沓形港)
・大型クルーズ船の受入環境改善、北防波堤ドームの予防保全事業の推進(稚内港)

【農業】・国営農地再編整備事業（上士別地区、東宗谷地区）の推進
・国営緊急農地再編整備事業（愛別地区、大雪東川第一地区、旭東東神楽地区、大雪東川第二地区、
旭東地区）の推進

・国営総合農地防災事業（産士地区、勇知地区、ポロ沼地区、幌延地区）の推進
・「わが村は美しく－北海道」の推進

【河川】・かわまちづくりの推進（天塩川、名寄川地区）
・自然再生事業の推進（天塩川） ・かわたびほっかいどうの推進

【空港】・空港施設の改良・更新の完了（R4完了予定）(稚内空港）

観光関連・離島関連プロジェクト
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・脱炭素型の地域づくりの実現に向け、自然特性を活かした風力、太陽光、雪氷、地熱、木質バイオマスなど
を活用した新エネルギーなどの導入や普及を推進

・野生鳥獣の適正な保護管理・利活用のための取組の推進

■ 豊かな自然環境と調和した、安全・安心な地域づくり

プロジェクトの概要

主な取組

国家的・広域的な課題

令和３年度の具体的な施策内容

令和７年度（５年後）の目標

豊かな自然環境保全プロジェクト 〔道北連携地域〕

地域のめざす姿（令和７年の地域の将来像）

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

○ 河川周辺の環境の保全
・河川・ダム湖等の水辺周辺の緑の保全を図るとともに、多様な生物種の生息・生育環境
の確保を図るため多自然川づくりを推進します。

・多様な動植物の生息環境を確保するため、汽水環境の再生を図ります。
・河川を身近な自然体験の場として活用するため、良好な水辺環境を整備します。
○ 北海道遺産である天塩川における環境整備の推進
・魚類の連続性確保（魚類等の移動の連続性確保に向けた調査・検討）
・下流汽水域の環境保全整備
・旧川（河川改修等により水が流れていない昔の河道）の環境整備
○ 環境に配慮した整備の促進
・水生生物の生息環境に配慮した構造の防波堤などの整備を図ります。
・水路の自然護岸化、魚道の設置など生物の移動経路を確保した農業用用排水施設の整備
を図ります。

・動植物の生息環境に配慮した道路整備を図ります。
・河川の水質に配慮した排水施設の整備を図ります。
○ 農業とサロベツ湿原の共生に向けた整備
・農業と湿原の共生に向けた関係機関との連携をもとに、緩衝帯や沈砂池を設置します。
○ 環境負荷の少ないエネルギー需給構造の実現
・再生可能エネルギーの導入や地域分散型エネルギーシステムの導入の促進。

■ 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。

サロベツ原野に代表される地域の自然環境の保全に配慮し、農地、河川、湖沼、海域が保全する環境保全機能の維持回復を図ることで、豊かな生態系との共生や循環型社会の形成、脱炭
素社会や2050年カーボンニュートラル（ゼロカーボン北海道）の実現に向けた取組を推進します。また、風力を始めとする豊富な再生可能エネルギー源を活用して、エネルギーの地産地消
を進めるなど北のエネルギー拠点を目指します。

【河川】・魚類等の生息・産卵環境の復元に配慮した河床洗掘対策（石狩川上流 南永山
地区）の推進

・水際の多様化に配慮した河道掘削と河岸保護（石狩川上流辺別川地区、天塩川
上流美深地区）の推進

・サンルダム湖周辺環境保全の推進
・魚類等の移動の連続性確保に向けた調査・検討の推進 （天塩川流域）
・魚類等の生息環境の保全・改善、魚類の移動の連続性確保
・まちづくりと一体となった水辺整備を推進（天塩川）
・汽水環境の整備（天塩川）
・魚類等の移動の連続性及び生息環境の保全（天塩川）

【道路】・国道40号天塩防災
・国道238号浜猿防災

【農業】・国営かんがい排水事業（当麻永山用水地区（小水力発電））
・天塩川の水質に配慮した暗渠排水疎水材（石灰石）を使用した整備（産士地区）

【河川】
・魚類等の生息・産卵環境の復元に配慮した河床洗掘対策（石狩川上流 南永山地区）の推進
・水際の多様化に配慮した河道掘削と河岸保護（石狩川上流、天塩川上流 ）の推進
・サンルダム湖周辺環境保全の推進
・魚類等の移動の連続性確保に向けた調査・検討の推進 （天塩川流域）
・天塩川中上流地区における自然再生事業の推進
・魚類等の移動の連続性及び生息環境の保全の推進（天塩川）
・まちづくりと一体となった水辺整備の推進（天塩川）
・汽水域等の環境整備の推進（天塩川）

【道路】
・国道40号天塩防災の推進（R5部分開通予定）
・国道238号浜猿防災の推進（R4､R6部分開通予定）

【農業】
・国営かんがい排水事業（当麻永山用水地区（小水力発電））
・国営総合農地防災事業(産士地区）の推進

環境・地域づくり・暮らし関連プロジェクト
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地域のめざす姿（令和７年の地域の将来像）

プロジェクトの概要

国家的・広域的な課題

■ 豊かな自然環境と調和した、安全・安心な地域づくり

令和３年度の具体的な施策内容

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

【港湾】・港湾物流の効率化及び安全性向上のための防波堤等の整備の推進
（留萌港、増毛港（小型船だまり整備はR3完了）、羽幌港、天塩港・稚内港・
香深港・沓形港）

安全・安心な地域づくり防災力向上プロジェクト〔道北連携地域〕

【道路】・北海道縦貫自動車道（士別剣淵～名寄） ・国道40号音威子府バイパス
・旭川十勝道路（富良野北道路）・国道39号比布大橋架替
・国道232号小平防災 ・国道40号天塩防災 ・国道232号高砂橋架替
・国道239号霧立防災
・国道238号浜猿防災 ・国道40号稚内中央電線共同溝 ・国道238号幌別橋架替
・地方道路防災連絡協議会の開催

【農業】・国営総合農地防災事業（産士地区・ポロ沼地区・勇知地区・幌延地区）の推進

【漁港】・漁船航行の安全性向上のための防波堤等の整備の推進（遠別漁港・苫前漁港・
雄冬漁港・抜海漁港（R4完了予定）・礼文西漁港）

主な取組

令和７年度（５年後）の目標
【河川】・石狩川上流河川改修事業の促進（河床洗掘対策（南永山地区））

・火山砂防事業（美瑛川堰堤部掘削）の推進 ・水系砂防事業（層雲峡地区遊砂地工、白川砂防堰堤）の推進
・天塩川上流河川改修事業の促進（河道掘削及び堤防整備（美深地区））
・天塩川下流での河川改修（河道掘削、樹木伐採、築堤、天端保護）の推進
・留萌川での河川改修（河道掘削、導流堤改築、排水機場耐水化、法尻補強、築堤）の推進

【農業】・国営総合農地防災事業（機能低下が生じた 農業用排水路及び農用地の機能回復）
（産士地区・勇知地区・ポロ沼地区・幌延地区）

【港湾】・港湾物流の効率化及び安全性向上のための防波堤・物揚場・岸壁等の整備
（留萌港・増毛港・羽幌港・天塩港・稚内港・宗谷港・枝幸港・鴛泊港・沓形港・香深港）

・大規模排出油事故対策訓練の実施（稚内港）

【漁港】・漁船航行の安全性向上のための防波堤等の 整備
（苫前漁港・遠別漁港・抜海漁港・礼文西漁港・仙法志漁港）

【共通】・災害時における現地情報連絡員(リエゾン)、緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）、
水土里（みどり）災害派遣隊等の派遣、除雪機械や災害対策用資機材の貸与等

・地域医療と保健・福祉の充実、少子化対策に向けた取組の推進
・感染症に強い地域を目指し、必要な検査及び医療を迅速かつ適切に提供するなど、安全・安心な社会経済活動に向けた
取組の推進 ・災害に強いインフラの整備と防災・減災体制の充実・強化
・コンパクトなまちづくりや高齢者が暮らしやすい環境づくりの推進
・地域を支える多様な人材の育成・確保と移住・定住の促進やワーケーションの推進など関係人口の創出・拡大に向けた取組
の推進

【道路】・北海道縦貫自動車道（士別剣淵～名寄）の推進 ・旭川十勝道路（富良野北道路）の推進 ・国道40号音威子府バイパスの推進
（R7全線開通予定） ・国道39号比布大橋架替の推進 ・国道40号天塩防災の推進（R5部分開通予定） ・国道231号小平防災の推進
・国道232号高砂橋架替の推進（R5全線開通予定） ・国道239号霧立防災の推進（R4部分開通予定）
・国道238号浜猿防災の推進（R4､R6部分開通予定） ・国道40号稚内中央電線共同溝の推進 ・国道238号幌別橋架替の推進

■ 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。

道北地域では、近年、特に石狩川や留萌川、天塩川等の洪水被害や、地震・津波による被害、大雨や冬期間の地吹雪等の影響による通行止めが発生しています。今後も気候変動により、
災害が更に頻発、激甚化することが懸念されており、洪水・地震・津波・火山対策、土砂災害や冬期複合災害等に備えるハード、ソフト一体となった防災・減災、国土強靱化対策を加速化
し、重点的かつ集中的に対策を講じることにより、多様な主体と連携した地域防災力の高い安全・安心な地域づくりを目指します。

○ 石狩川・留萌川及び天塩川の洪水に対する安全性向上
・近年被災した河川における再度災害を防止する対策等の推進
・「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく取組の推進
・水害等から人命と財産を守る河川改修、ダム等の整備促進
・災害時における水防活動や災害復旧のための拠点の整備
・農業用ダムや頭首工改修等による農地の洪水災害の未然防止
・流域のあらゆる関係者が協働して行う「流域治水プロジェクト」の推進

○ 地震、津波等に対する安全性向上
・法面対策、耐震補強、豪雨対策、越波対策、予防保全事業等による安全快適な道づくりの推進
・船舶を波浪から守る防波堤などの外郭施設の整備 ・道路の防災、老朽化対策、無電柱化、代替性確保のため
の道路ネットワーク整備の推進

○ 土砂災害に対する安全性向上
・十勝岳の火山泥流対策として、砂防施設の整備促進
・土石流から下流域の安全度を向上させるための砂防事業の推進

○ 地吹雪対策などによる冬期交通の安全性等向上
・冬期間の猛烈な地吹雪などによる通行止め解消や交通事故防止のため、効率的な除排雪の実施や、雪崩防止施
設、防雪林等の整備

・冬期間における稚内空港の信頼性向上に資する就航率改善対策
○ 地域防災力向上の取組推進
・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
・空知川幾寅地区における水位周知河川等への指定、浸水想定区域図の公表、避難勧告等発令に着目したタイム
ラインの作成など、住民避難を促すためのソフト対策を推進

・ハザードマップ作成･普及支援や講習会実施等地方公共団体の防災力向上推進
・防災教育・指導者養成支援や防災訓練実施等地域との協働による減災・防災対策の取組
・十勝岳の観測監視体制の充実 ・防災関係機関が連携した災害対策を支援するための防災情報共有化推進
・サハリンプロジェクト関連等の油流出事故に対応し、北海道北部沿岸域における油防除対策機能の検討
・「道の駅」の防災機能強化の推進

○ 災害時の支援体制の充実
・現地情報連絡員（リエゾン）、緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）、水土里（みどり）災害派遣隊等の
派遣、除雪機械や災害対策用資機材の貸与等、きめ細やかな地域支援やバックアップ体制の強化

環境・地域づくり・暮らし関連プロジェクト

【河川】・石狩川上流河川改修事業の促進（河床洗掘対策（南永山地区）、辺別川堤防整備、支川の合流点
整備（近文地区） ・火山砂防事業（美瑛川堰堤部掘削）の推進

・水系砂防事業（層雲峡地区遊砂地工、白川砂防堰堤）の推進
・天塩川上流河川改修事業の促進（河道掘削及び堤防整備（美深地区）
・治水安全度向上のための河川改修（堤防整備、法尻補強、天端保護、樹木伐採、導流堤改築等）
（天塩川下流・留萌川）

・水防連絡協議会の開催（天塩川・留萌川） ・減災対策協議会の開催（天塩川・留萌川）
・水防技術講習会の実施（天塩川・留萌川）
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地域のめざす姿（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

■ 生活や産業を支える交通・情報ネットワークの形成

令和３年度の具体的な施策内容

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

・地域の生活と産業を支える交通ネットワークの維持・確保及び充実、高度情報

通信網の整備

広域交通ネットワーク形成プロジェクト 〔道北連携地域〕

○ 交通ネットワークの強化
・旭川と他の地域とのアクセス強化を図るため、高規格道路を始めとする基幹的なネット
ワークの整備を推進します。

・道央地域と連絡する高速交通ネットワークの整備を推進します。
・多様な連携を推進するため、交流拠点である港湾や空港の整備を推進します。

○ 物流ネットワークの強化
・地域の産業や生活を支えるため、港湾の物流機能の強化、効率化を推進します。
・港湾、空港や物流拠点・生産拠点と高規格道路とのアクセスを強化します。
・物流システム構築に向けた取組を推進します（名寄周辺モデル地域）。

○ 広域分散型社会に対応した地域交通の形成
・渋滞解消に向けた道路整備など都心部へのアクセスの改善を推進します。
・救急医療機関へのアクセス時間を短縮する道路整備を推進します。

【道路】
・北海道縦貫自動車道（士別剣淵～名寄） ・旭川十勝道路（富良野北道路） ・国道40号音威子府バイパス
・国道452号五稜道路 ・国道40号天塩防災 ・国道232号小平防災 ・国道232号高砂橋架替
・国道239号霧立防災 ・国道238号浜猿防災 ・国道40号稚内中央電線共同溝 ・国道238号幌別橋架替
・「道の駅」を活用した物流効率化の取組

【港湾】
・港湾物流の効率化及び安全性向上のための防波堤・物揚場・岸壁等の整備
（留萌港・増毛港・天塩港）
・水産物流の効率化のための小型船だまりの整備（羽幌港）
・港湾物流の円滑化、港内静穏渡の確保等、港湾の効率的な利用を図るための物揚場、岸壁、防波堤等
の整備（宗谷港、枝幸港、鴛泊港、沓形港、香深港）

【空港】
・排水機能強化による浸水対策（稚内空港）

【道路】
・北海道縦貫自動車道（士別剣淵～名寄）の推進 ・旭川十勝道路（富良野北道路）の推進
・国道40号音威子府バイパスの推進（R7全線開通予定）
・国道452号五稜道路の推進 ・国道40号天塩防災の推進（R5部分開通予定）
・国道232号小平防災の推進 ・国道232号高砂橋架替の推進（R5全線開通予定）
・国道239号霧立防災の推進（R4部分開通予定）
・国道238号浜猿防災の推進（R4､R6部分開通予定）
・国道40号稚内中央電線共同溝の推進 ・国道238号幌別橋架替の推進
・「道の駅」を活用した物流効率化の取組の推進

【港湾】
・港湾物流の効率化及び安全性向上のための防波堤等の整備の推進（留萌港、増毛港
（小型船だまり整備はR3完了）、天塩港）
・小型船溜まり整備の推進（羽幌港）

令和７年度（５年後）の目標

■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。

■ 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。

広域分散型社会を形成する道北地域は、南北に広がっており、高規格道路等のミッシングリンクを解消するなど高次医療を始めとする高次都市機能が集中する旭川と他の地域とのアク
セス機能を強化します。また、地域の多様な主体が、隣接する道央地域を始めとする内外の諸地域と交流し、多様な連携・協働を推進するために必要な交通ネットワークの整備を図りま
す。ポストコロナを見据え、地域産業の更なる育成や工場建設・企業立地の促進など地域のポテンシャルを十分発揮させるため、基盤整備を含めた物流機能の強化を推進します。

【空港】
・空港施設の改良・更新の完了（R4完了予定）（稚内空港）

・岸壁老朽化対策事業の推進(稚内港）・物揚場整備事業の推進（宗谷港）
・防波堤老朽化対策事業の推進（鴛泊港） ・岸壁老朽化対策事業の推進（沓形港）
・防波堤整備事業の推進（香深港）・防波堤及び物揚場老朽化対策事業の推進（枝幸港）

社会基盤関連プロジェクト
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国家的・広域的な課題国家的・広域的な課題

【食 料】

【観 光】

【ﾈｯﾄﾜｰｸ】

【防 災】

イノベーションによる農業・水産業の振興

地域の様々な主体が連携した、受入環境の改善を推進

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

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

豊かな地域資源を活かし、自然と共生する快適な暮らしが広がる「オホーツク連携地域」地
域
の
め
ざ
す
姿

網走開発建設部
構 成 市 町 村

各
種
統
計
か
ら
見
る
地
域
の
現
状

オホーツク総合振興局

人口の推移
漁業生産高（金額）の推移

※ 上記グラフは検討したデータのうちの一部です。

地
域
の
現
状
・
課
題

連携地域のこれまでの取組と課題

【農林水産業】 ・農林水産業の強化
・豊富な農水産物を活かした食関連産業の振興

【観光・文化】 ・オホーツク統一イメージの形成・発信
・特色ある豊かな資源を活かした観光の展開
・オホーツクの特性を活かした文化・スポーツの振興

【 暮 ら し 】 ・安心して暮らせる地域社会の形成
・人と自然が共生できる環境重視型社会の形成

【ネットワーク】 ・暮らしや産業を支える交通ネットワークの形成

○オホーツクメージの効果的な発信 ○農林水産業の強化 ○豊富な農水産物を活かした食関連産業の振興 ○特色ある豊かな資源を活かした観光の展開
○人と自然が共生できる環境重視型社会の形成 ○オホーツクの特性を活かした文化・スポーツの振興 ○安心して暮らせる地域社会の形成
○暮らしや産業を支える交通ネットワークの形成 ○オホーツク地域への人口定着の推進

主な施策の展開方向 （今後５年程度）

オホーツク連携地域の「地域づくり推進ビジョン」概要

地域づくり連携会議で地域重点プロジェクトの進捗状況を確認（次ページ）

北見市、網走市、紋別市、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、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、大空町

観光客入込数の推移

食の高付加価値化・競争力強化、労働力不足の解消

海外市場への戦略的な展開

世界に通用する魅力ある観光地域づくりの推進

コロナ後の需要の早期回復のための戦略的な取組の推進

【環 境】恵み豊かな自然と共生する持続可能な地域社会の形成
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カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現
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項目
地 域
イメージ

一次産業 食関連産業 観 光 環 境 文 化 暮らし 社会基盤

地
域
の
め
ざ
す
姿

豊かな地域資源を活かし、自然と共生する快適な暮らしが広がる「オホーツク連携地域」

■連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

○オホーツクイ
メージの効果
的な発信

○ 農 林 水 産 業
の強化

○ 豊 富 な 農 水
産物を活かし
た食関連産業
の振興

○特色ある豊か
な資源を活か
した観光の展
開

○人と自然が共
生できる環境
重視型社会の
形成

○オホーツクの
特性を活かし
た 文 化 ･ ス
ポーツの振興

○安心して暮ら
せる地域社会
の形成

○オホーツク
地 域 へ の 人
口 定 着 の 推
進 【新規】

○暮らしや産
業を支える交
通ネット ワー
クの形成

地
域
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

○省力的・効率的
な生産体制の
整備などによ
る農林水産業
の 強 化 プ ロ
ジェクト

◎食料供給力・競
争力強化プロ
ジェクト

○豊富な農水産
物 を 活 か し た
食関連産業の
振興プロジェク
ト

◎観光交流推進
プロジェクト

○多様な地域資
源 を 活 か し た
オ ホ ー ツ ク 地
域への来訪促
進プロジェクト

◎オホーツク環境
保全プロジェク
ト

○豊かで優れた
自然と共生す
る脱炭素型の
地域づくり推進
プ ロ ジ ェ ク ト
【新規】

◎安全・安心・快
適な地域づくり
プロジェクト

○オホーツク地
域への人口
定着の推進
プロジェクト
【新規】

◎ 広 域 交 通
ネットワーク
形 成 プ ロ
ジェクト

オホーツク連携地域の「地域づくり推進ビジョン」概要

注） 地域重点プロジェクトのうち、
青字（〇印）は総合振興局、
黒字（◎印）は開発建設部 が推進主体のプロジェクト
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食関連産業プロジェクト 食料供給力・競争力強化プロジェクト〔オホーツク連携地域〕

■「食」の高付加価値化・競争力強化を図るためには、農林水産物・食品の安全性向上やブラン
ド化、産業間での連携や起業による新たな価値の創造など、生産・加工・流通の各段階での地域
の主体的な取組を促進することが必要です。
有機農業を始め、環境保全型農業を推進するとともに、認証制度の活用、水産物の消費拡大に向
けた加工技術や高鮮度輸送技術の導入など生産物の付加価値向上や、農水産業・食関連産業の成
長産業化と持続的発展を図るために、北海道のブランド力を活かし、拡大するインバウンド観光
との相乗効果を図り、食文化の魅力発信を進め、高品質な農水産品・食品の輸出を一層促進し、
世界市場への戦略的な展開を図る必要があります。
今回のコロナ感染症の影響では、外国人労働力に依存する生産体制のリスクが顕在化するなど、
労働力不足は解消されておらず、農村と休業者等のマッチングなど労働力の確保や、スマート化
による省力化の促進は急務です。経営形態の革新等、我が国の食料安全保障を支える農林水産業
のイノベーションを加速化し、食料供給力の向上を図るとともに、消費者・実需者ニーズに応じ
た生産を推進し、引き続き農林水産業の持続的発展を目指すことが必要です。

地域のめざす姿（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

■ 豊かな地域資源を活かし、自然と共生する快適な暮らしが広がる「オホーツク連携地域」

令和３年度の具体的な施策内容

令和７年度（５年後）の目標

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

■ 豊富な農水産物を活かした食関連産業の振興

○多様な主体の連携による付加価値の高い商品の開発や起業・創業の促進、雇用の創出

○食の地域ブランドの形成・発信や国内外への販路の拡大

基盤整備を始め、有機農業や環境保全型農業等を推進するとともに、認証制度の活用、水産物の消費拡大に向けた加工技術や高鮮度輸送技術の導入など生産物の付加価値向上や、
農水産業・食関連産業の成長産業化と持続的発展を図るために、北海道のブランド力を活かし、拡大するインバウンド観光との相乗効果を図り、食文化の魅力発信を進め、高品質な
農水産品・食品の輸出を一層促進し、世界市場への戦略的な展開を図ります。

農水産物の輸送を支える物流ネットワークの強化
・高規格道路等の整備
・港湾の整備

水産物の供給力強化
・ホタテ等つくり育てる漁業を支援する施設の整備
・漁業活動を支える施設の整備
・土砂流木等による漁業被害を軽減する流域対策

○食料供給力の強化
農産物の供給力強化
・農業水利施設等の機能保全・整備
・ほ場の大区画化・農地の利用集積化
・排水改良・用水改良・畑地かんがい施設の整備
･農地の冠水による農業被害を軽減する河川整備

・国土強靱化のため、河道掘削等を実施（網走川）
・国土強靱化のため、河道掘削等を実施（常呂川）
・国土強靱化のため、堤防強化対策等を実施（湧別川）
・国土強靱化のため、河道掘削等を実施（渚滑川）

安全で良質な水産物の供給力強化
・高度衛生管理に資する施設の整備

○安全で良質な農水産物の供給力強化

・多様な輸送モードを活用した効率的な輸送体系の構築のため、高規格道路（ 北海道横断自動車道、旭川・紋別自動車道、
遠軽北見道路）等の整備を推進

・高規格道路（北海道横断自動車道、旭川・紋別自動車道、遠軽北見道路）等の整備推
進により、多様な輸送モードを活用した効率的な輸送体系を構築

・大空地区において、治水安全度の向上を図る（網走川）
・日吉・福山地区において、治水安全度の向上を図る（常呂川）
・遠軽地区左岸において、治水安全度の向上を図る（湧別川）
・紋別市市街地区において、治水安全度の向上を図る（渚滑川）

・網走港新港地区 港内静穏度確保のため防波堤改良の実施
・紋別港港町地区 老朽化対策・輸出促進に向けた屋根付き岸壁の整備

・網走港新港地区南防波堤改良の実施により、安定した荷役のための静穏度確保
・網走港川筋地区小型船だまりの完了により、係留場所の確保や賑わい創出
・紋別港港町地区老朽化対策の推進により、船舶の安全な係留、水産物の輸出競争力強化

・ウトロ地区新港地区の事業(推進)により、漁業活動の効率化と安全性を確保
・サロマ湖地区第2湖口の事業(推進)により、漁船航行の安全性を確保
・元稲府地区の事業(推進)により、漁船航行の安全性確保

・静穏度確保のためウトロ漁港新港地区の外郭施設等の整備推進
・湖口航路確保のためサロマ湖漁港第２湖口地区の水域施設等の整備推進
・静穏度確保のため元稲府漁港の外郭施設等の整備推進

・排水路の機能保全・整備のため、国営施設応急対策事業の推進【八十士地区】、国営施設機能保全事業の推進【宇遠別川地区】
・ほ場の大区画化・農地の利用集積化のため、国営農地再編整備事業の推進【津別地区】、
国営緊急農地再編整備事業の推進 【雄武丘陵地区】
・畑地かんがい施設・用排水改良の整備のため、国営かんがい排水事業の推進【網走川中央地区】【北見二期地区】
【常呂川下流地区】

・八十士地区及び宇遠別川地区の実施により、排水機能の維持及び維持管理の費用と労力の軽減
・津別地区の実施により、ほ場の大区画化・利用集積で農産物の生産と経営の安定化
・雄武丘陵地区の実施により、ほ場の大区画化・利用集積で耕作放棄地の発生の防止、
ほ場作業の委託による労働力の軽減
・網走川中央地区、北見二期地区の実施により、用水施設の整備を行い、農業用水の安定供給の確保
・常呂川下流地区の実施により、排水施設の整備を行い、湛水被害の解消の確保
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観光関連プロジェクト 観光交流推進プロジェクト 〔オホーツク連携地域〕

■観光産業は、地域社会全体の利益につながる重要な分野であり、世界に評価される「世
界水準」の観光地として認知され、人々を引きつける地域となるよう様々な取組を戦略的
産業として、これまで以上に推進していくことが重要です。今後は国内外の感染症の状況
を見極めながら、国内旅行とインバウンドの両輪による需要の早期回復を図らなければな
りません。特に、来訪する外国人旅行者の満足度を一層高め、拡大を図るためには、外国
人旅行者がストレスなく移動・滞在しやすい環境の整備に向けた、高速交通体系の整備を
推進するとともに、交通アクセスの改善を図るため、快適・円滑な移動のための公共交通
機関やレンタカーの利便性向上などを推進する必要があります。また、外国人旅行者の地
方部への誘客や客室稼働率の季節較差の平準化のため、地方部の資源・特性を活かした多
様な観光メニューをより一層充実させるとともに、観光地域づくりを担う人材育成を行う
必要があります。
また、民間による創意工夫を活かした北海道７空港一括運営を契機に、空港運営会社、行
政、商工団体、交通・観光等の関係者が連携し、新しいモビリティの導入を含めた２次・
３次交通の強化等地方部への分散・周遊を支える受入環境の整備を推進する必要がありま
す。

地域のめざす姿（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

■ 豊かな地域資源を活かし、自然と共生する快適な暮らしが広がる「オホーツク連携地域」

令和３年度の具体的な施策内容

令和７年度（５年後）の目標

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

■ 特色ある豊かな資源を活かした観光の展開
○知床世界自然遺産、流氷や季節を彩る花など、オホーツクの有する魅力の効果的な発信
・豊かな自然環境や農林水産業、スポーツ・文化などを取り入れた体験型・滞在型観光の推進
○外国人観光客に対する受入体制の整備

■ オホーツクの特性を活かした文化・スポーツの振興
○古代遺跡群を体験する機会の創出などによるオホーツク文化の普及
・広域的なスポーツイベントの推進や幅広いスポーツ合宿の誘致

世界自然遺産である知床に代表される自然景観や流氷など、世界に誇れる観光資源を活かし、世界に評価される「世界水準」の観光地として認知され、
人々を引きつける地域となるよう観光を戦略的産業とした取組を推進します。
交通アクセスの改善を図るため、高規格道路等の整備を推進します。

住民との連携によるオホーツクの魅力の向上
・シーニックバイウェイ活動団体と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
・かわとまちが一体となった観光振興や親水空間の創出
・北海道みなとオアシスの推進
・地域マリンビジョンの推進

観光基盤整備の推進
・高規格道路等の整備
・親水空間を形成する港湾の整備
・観光と漁業の接点となる漁港の整備

○個性的で魅力ある地域づくり

・観光地や主要な空港・港湾等へのアクセス強化を図るため、高規格道路（北海道横断自動車道、旭川・紋別自動車道、
遠軽北見道道路）等の整備を推進

・高規格道路（北海道横断自動車道、旭川・紋別自動車道、遠軽北見道道路）等の整備推進により、観光地や主要な空港・港湾等へのアクセス強化

・河川利用促進のため、管理用道路等の整備を実施

・管理用道路等の整備により、橋梁部の上下流アクセス等を改善

・網走港川筋地区小型船だまりの完了により、係留場所の確保や賑わい創出

・静穏度確保のためウトロ漁港新港地区の外郭施設等の整備推進
・湖口航路確保のためサロマ湖漁港第２湖口地区の水域施設等の整備推進
・静穏度確保のため元稲府漁港の外郭施設等の整備推進

・ウトロ地区新港地区の事業(推進)により、漁業活動の効率化と安全性を確保
・サロマ湖地区第2湖口の事業(推進)により、漁船航行の安全性を確保
・元稲府地区の事業(推進)により、漁船航行の安全性確保
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環境関連プロジェクト オホーツク環境保全プロジェクト 〔オホーツク連携地域〕

■オホーツク地域は、世界自然遺産の知床、ラムサール条約湿地の濤沸湖を始め、国立公
園や国定公園、道立自然公園など、かけがえのない豊かな自然環境を有しています。
地域の豊かな自然環境を国民共通の財産として、自然共生社会、循環型社会、低炭素社会
の構築に向けた取組を総合的に進め、豊かな自然環境の保全、再生及び活用を図るととも
に、生物多様性を確保することにより、恵まれた自然と共生する地域社会を形成し、次世
代に引き継ぐことが重要です。
また、2050年カーボンニュートラル（ゼロカーボン北海道）、脱炭素社会の実現に向けて、
我が国として具体的な検討が進められており、オホーツク地域の豊かな自然や地域資源を
活かし、再生可能エネルギーの導入等の温室効果ガス排出削減対策や森林整備等の吸収源

対策に取り組む必要があります。

地域のめざす姿（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

■ 豊かな地域資源を活かし、自然と共生する快適な暮らしが広がる「オホーツク連携地域」

令和３年度の具体的な施策内容

令和７年度（５年後）の目標

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

■ 人と自然が共生できる環境重視型社会の形成
・鳥獣被害の防止に向けた取組の推進
・北海道知床世界自然遺産条例に基づく知床の保全や適正な利用の推進
・林地未利用材や家畜排せつ物など、地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入促進

地球温暖化の進展など、地球規模の環境問題が深刻化するなか、環境保全の積極的な取組が求められています。
オホーツクの豊かな自然環境の保全や再生及び活用を図ることにより、恵み豊かな自然と共生する持続可能な地域社会の構築を図ります。

生態系との共存をめざした社会資本整備の推進
・多自然川づくりの推進
・緑化・緑地対策の推進

○環境の保全と調和をめざした地域づくり

総合的な流域の保全
・湖沼・河川の水質浄化対策の推進
・環境保全型農業の推進
・伐採跡地の森林整備
・土砂・流木対策
・森林認証の拡大と認証材の利用拡大

・知床世界自然遺産へのエントランスにふさわしい景観を創出するため、地域協働による
自生種に配慮した道路の法面緑化「北浜法面原生花園化“きたはなプロジェクト”」を実施

・「北浜法面原生花園化“きたはなプロジェクト”」の実施により、原生花園のような道路景観を創出

・網走湖水環境の改善のため､大曲堰の運用等を実施
・魚類の産卵環境等の保全のため、多自然川づくりを推進（網走川）

・大曲堰の運用等により、網走湖の水質を保全
・多自然川づくりにより、多様な生物の生息環境等を保全
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暮らし関連プロジェクト 安全・安心・快適な地域づくりプロジェクト 〔オホーツク連携地域〕

■近年、降雨の局地化、集中化、激甚化や暴風雪が発生しており、今後、地球温暖化に
伴う気候変動により、風水害、土砂災害等が頻発することが懸念されています。
こうした様々な災害に対し、ハード対策・ソフト対策の適切な組合せによる防災・減災
対策を進め、強靱な国土の形成を図ることが重要です。
安全・安心の確保は、経済社会活動の基盤であり、大規模災害等に対する懸念が顕在化
する中、自然災害等による被害を最小化するとともに、広大な土地や冷涼な気候、高い
食料供給力といった地域の優位性を活かし、我が国全体の国土強靱化に貢献することが
求められています。
今後は老朽化が進むインフラの機能維持を図るため、事後保全から予防保全へ本格転換
するとともに、新技術の活用による点検の高度化・効率化や施設の集約・再編等のイン
フラストックの適正化等により、戦略的なインフラ老朽化対策を推進する必要がありま
す。
また、気候変動を踏まえた水災害対策として、北海道の流域や被害の特性を考慮しつつ、
河川、下水道の管理者等が主体となって行う対策に加え、国・北海道・市町村・企業・
住民等あらゆる関係者が流域全体で、既存ダムの洪水調節機能強化や土地利用と一体と
なった遊水機能の向上や土地利用・住まい方の工夫等に取り組む「流域治水」へ転換し、
事前防災対策を推進する必要があります。

■人口減少、少子高齢化が進行する中、地方部では、高齢者の生活支援や子育て支援な
どの課題が顕在化しています。
人々が「暮らしたい」・「訪れたい」と感じられる魅力の向上や、生産空間での定住や
交流を促進するため、景観形成等に関する地域との協働による取組や地域主体の取組の
支援を続けていくとともに、地域の魅力向上につながる街並みの整備を続けることが必
要です。また、地域の活動人口の増加、多様な人材の対流、地域づくり人材の発掘・育
成、加えて、優れた取組等を発掘し、オホーツク地域の魅力を発信していく必要があり
ます。
首都圏において地方移住への関心が高まっているこの機を捉え、この地域で働くことの
魅力や優位性を発信するなど、企業立地・振興の取組、雇用の維持・事業の継続の支援
を進める必要があります。

地域のめざす姿（令和７年の地域の将来像）国家的・広域的な課題

■ 豊かな地域資源を活かし、自然と共生する快適な暮らしが広がる「オホーツク連携地域」

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

■ 安心して暮らせる地域社会の形成
・医療従事者の確保や新型コロナウイルス感染症など、新興・再興感染症の発生に対応した
地域医療提供体制の充実
・出産・子育て支援など、周産期医療や保健福祉の充実
・高齢化社会に対応した地域包括ケアシステムの構築
○防災関係機関や住民などの協働による災害に強い地域づくりの推進

プロジェクトの概要

洪水、雪害、地震等、頻発する自然災害に備えて、地域と連携・協働し、ハード・ソフト対策の適切な組合せによる防災・減災対策を推進し、安全・安心な地域づくりをめざします。
安全な道路交通環境の整備を行い、激甚化する冬期災害等に備えた人命を守るための各種対策を推進します。
老朽化が進むインフラの機能維持を図るため、事後保全から予防保全へ本格転換するとともに、新技術の活用による点検の高度化・効率化や施設の集約・再編等のインフラストック
の適正化等により、戦略的なインフラ老朽化対策を推進します。
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暮らし関連プロジェクト 安全・安心・快適な地域づくりプロジェクト 〔オホーツク連携地域〕

令和７年度（５年後）の目標

・一般国道２３８号 紋別防雪事業（令和６年度全線開通予定）等の整備
推進により、災害に強いｌ国土幹線道路ネットワークの機能を確保
・一般国道３９号電線共同溝の整備推進により、道路防災性の向上、
安全で快適な通行区間の確保、良好な景観の形成を図る
・一般国道３９号交通安全対策等の推進により、安全・安心な移動・生活
空間を確保

・大空地区において、治水安全度の向上を図る（網走川）
・日吉・福山地区において、治水安全度の向上を図る（常呂川）
・遠軽地区左岸において、治水安全度の向上を図る（湧別川）
・紋別市市街地区において、治水安全度の向上を図る（渚滑川）
・減災協議会の開催により、防災関係機関の連携を強化

・網走港新港地区南防波堤改良の実施により、安定した荷役のための静穏度確保

・ウトロ地区新港地区の事業(推進)により、漁業活動の効率化と安全性を確保
・サロマ湖地区第2湖口の事業(推進)により、漁船航行の安全性を確保
・元稲府地区の事業(推進)により、漁船航行の安全性確保
・ウトロ地区、能取地区、サロマ湖地区、元稲府地区の事業(推進)により、漁港施設の
安全性を確保

・静穏度確保のためウトロ漁港新港地区の外郭施設等の整備推進
・湖口航路確保のためサロマ湖漁港第2湖口地区の水域施設等の
整備推進
・静穏度確保のため元稲府漁港の外郭施設等の整備推進
・漁港施設の安全性確保のためウトロ漁港、能取漁港、サロマ湖漁港、
元稲府漁港の長寿命化対策の推進

・災害に強い国土幹線道路ネットワークの機能を確保するため、
一般国道２３８号 紋別防雪事業等を推進
・市街地等の電柱倒壊による道路閉塞等の被害を防止するため、
一般国道３９号電線共同溝の無電柱化対策を推進
・安全・安心な移動・生活空間を確保するため、一般国道３９号
交通安全対策等の交通安全対策の推進

令和３年度の具体的な施策内容主な取組

安全・安心な基盤整備の強化
・流域治水プロジェクトの推進
・災害に強い国土幹線道路ネットワークの機能強化対策
・道路施設の老朽化対策
・渡河部の橋梁や河川に隣接する道路構造物の流出対策
・道路の高架区間等を活用した津波や洪水からの浸水避難対策
・道路の法面・盛土の土砂災害防止対策
・市街地等の緊急輸送道路における無電柱化対策
・ＩＴを活用した道路管理体制の強化対策
・地吹雪等の冬期交通障害を解消するため防雪対策の推進
・大雨等による通行規制区間を解消するため防災対策の推進
・交通安全対策の推進
・効率的な道路維持・管理体制の構築
・橋梁の耐震補強対策の推進
・高波・高潮・津波対策の推進

地域防災力向上の推進
・防災関係機関の連携強化
・地方公共団体の防災力向上
・地域との協働による防災対策の取組
災害に備えた機能分散や体制の整備
・救援物資や災害対策機械の提供
・広域的な支援体制の確立
・緊急輸送ルートになる道路網等の整備

住民との連携による景観向上に向けた取組の推進
・シーニックバイウェイ活動団体と連携した美しい景観づくり
・ボランティア・サポート・プログラムの推進
・ 「わが村は美しくー北海道」運動の推進による景観の向上

○自然災害に備える防災対策の推進

○美しく暮らしにうるおいのある地域づくり

・国土強靱化のため、河道掘削等を実施（網走川）
・国土強靱化のため、河道掘削等を実施（常呂川）
・国土強靱化のため、堤防強化対策等を実施（湧別川）
・国土強靱化のため、河道掘削等を実施（渚滑川）
・水害による「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の最小化」を
実現するため、減災協議会を開催

・網走港新港地区 港内静穏度確保のための防波堤改良を実施

・港湾における老朽化対策の推進
・漁港における高波対策の推進
・安全・安心な漁業活動を支える基盤整備
・漁港における長寿命化対策の推進
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社会基盤関連プロジェクト 広域交通ネットワーク形成プロジェクト 〔オホーツク連携地域〕

■利便性・効率性・持続可能性の高い人流・物流ネットワークの整備は、農林水産業・食
関連産業、観光関連産業、製造業等の移輸出型産業を始め、産業振興の基盤となるもので
す。
高規格道路を始めとする基幹的なネットワークは、農水産品・食料品輸送や観光等に求め
られる広域的な人流・物流を支える交通体系を強化する観点から、生産地や観光地、空
港・港湾等の交通拠点を結ぶ道路ネットワークの整備、ミッシングリンクの解消等を推進
し、かつ既存の移動手段の維持及び利便性の向上を図るなど、円滑な交通体系を構築する
ことが重要です。
なお、地方部における安定的な人流・物流の確保は、産業振興のみならず、人々の暮らし
を支えるために不可欠であり、交通関連事業における担い手確保も含めた基盤強化を促進
する必要があります。

地域のめざす姿（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

■ 豊かな地域資源を活かし、自然と共生する快適な暮らしが広がる「オホーツク連携地域」

令和３年度の具体的な施策内容

令和７年度（５年後）の目標

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

■ 暮らしや産業を支える交通ネットワークの形成

・公共交通の利用促進や維持・確保に向けた取組の推進

○観光や物流、地域間交流を支えるための道路網や港湾等の整備推進

オホーツク地域の多様な主体が、内外の諸地域と交流し、多様な連携・協働を推進するために必要な交通・情報ネットワークの整備を図ります。
農水産品・食料品輸送や観光等に求められる広域的な人流・物流を支えるため、生産地や観光地、空港・港湾等の交通拠点を結ぶ道路ネットワークの整備、
ミッシングリンクの解消等を推進し、円滑な交通体系を構築します。

交通・物流・情報ネットワークの整備
・物流・観光・生活・医療を支える交通ネットワークの整備
・情報通信体系の整備と利活用の推進
・物流拠点である網走港、紋別港等の整備

安全で信頼性の高い道路整備等の推進
・地吹雪等の冬期交通障害を解消するため防雪対策の推
進
・大雨等による通行規制区間を解消するため防災対策の
推進
・渋滞対策・交通安全対策の推進
・効率的な道路維持・管理体制の構築

○内外の交流を支えるネットワークの向上 ・物流・観光・生活・医療を支える交通ネットワークの形成を図るため、高規格道路
（北海道横断自動車道、旭川・紋別自動車道、遠軽北見道道路） 等の整備を推進

・高規格道路（北海道横断自動車道、旭川・紋別自動車道、遠軽北見道道路）等の整備推進により、物流・観光・生活・医療を支える交通ネットワークを形成

・網走港新港地区 港内静穏度確保のため防波堤改良事業を実施
・紋別港港町地区 老朽化対策・輸出促進に向けた屋根付き岸壁の推進

・網走港新港地区南防波堤改良の実施により、安定した荷役のための静穏度確保
・網走港川筋地区小型船だまりの完了により、係留場所の確保や賑わい創出
・紋別港港町地区の整備により、船舶の安全な係留、水産物の輸出競争力強化
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地
域
の
現
状
・
課
題

国家的・広域的な課題 連携地域のこれまでの取組と課題

【農 業】
【林 業】
【水産業】

【産業振興】
【観光・交流】
【地域社会】
【環境保全】

【エネルギー】
【防 災】

【ネットワーク】

【農林水産業】
【食関連産業】

【産 業】
【観 光】

【地域社会】
【環境保全】

【エネルギー】
【防 災】

【ネットワーク】

イノベーションによる農林水産業の振興
「食」の高付加価値化と総合拠点づくり、「食」の海外展開

北の優位性の活用
世界に通用する魅力ある観光地域づくり、外国人旅行者の受入環境整備

北海道型地域構造の保持・形成、多様な人材の確保・対流の促進
環境と経済・社会の持続可能性の確保

環境負荷の少ないエネルギー需給構造の実現
激甚化・多様化する災害への対応、「流域治水」の推進

高規格道路等の基幹的ネットワークの整備、物流・交通基盤の整備

■ たくましく力強い農林水産業の展開

■ 創造性あふれる産業の推進

■ 地域資源を活かした観光振興と交流推進

■ 地球環境に配慮した地域の脱炭素化の推進と未来技術を活かした地域づくり

■ 生命（いのち）と暮らしを守り、安全・安心にいきいき暮らせる地域社会の形成

地
域
の
め
ざ
す
姿

帯広開発建設部

帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、

大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町

構 成 市 町 村

十勝総合振興局

各
種
統
計
か
ら
見
る
地
域
の
現
状

※ 上記グラフは検討したデータのうちの一部です。

人口の推移 農業産出額の推移 観光客入込数の推移

「食」を中心とした関連産業等の展開により、多様な主体が輝く、魅力ある道東の拠点「十勝」

概ね２０２５年度を展望した地域のめざす姿

地域づくり推進ビジョン 概 版要

地域づくり連携会議で地域重点プロジェクトの進捗状況を確認（次ページ）

十 勝
連 携 地 域

1,224 1,156 1,225 1,409 
948 

1,392 1,269 1,401 1,308 
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S50 S55 S60 H 2 H 7 H12 H17 H22 H27 R2

（千人）
（千人）

10,42010,326

※R2は速報値

R2

333

生産基盤の整備や農業技術の普及、担い手の育成・確保、クリーン農業の推進
森林認証の推進や登録林業事業体の育成、地域材の活用
種苗放流などの資源添加や養殖漁業など、栽培漁業の推進・強化
地域ブランドの確立、十勝産品の販路拡大、先進分野の産業活性化
ポストコロナにおける需要拡大、滞在型観光の拡大、通年の入込客数の確保
福祉サービスの充実、移住・定住政策の推進
ゼロカーボン北海道の実現に向けた環境保全、森林整備の推進
バイオマス資源などを活用した再生可能エネルギーの導入促進
災害に強い地域づくり、防災教育の普及啓発、防災・減災体制の充実・強化
高規格道路網の整備促進、接続可能な地域公共交通の維持・確保
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地
域
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

項目 農林水産業 産 業 観 光 地域社会 環 境 エネルギー 安全・安心 ネットワーク

地

域

の

め

ざ

す

姿

■たくましく力強
い農林水産業
の展開

■創造性あふれる
産業の推進

■地域資源を活か
した観光振興
と交流推進

■生命（いのち）
と暮らしを守
り、安全・安
心にいきいき
暮らせる地域
社会の形成

■地球環境に配慮
した地域の脱
炭素化の推進
と未来技術を
活かした地域
づくり

■地球環境に配慮
した地域の脱
炭素化の推進
と未来技術を
活かした地域
づくり
（再掲）

■生命（いのち）
と暮らしを守
り、安全・安
心にいきいき
暮らせる地域
社会の形成
（再掲）

■生命（いのち）
と暮らしを守り、
安全・安心にい
きいき暮らせる
地域社会の形成
（再掲）

■地域資源を活か
した観光振興と
交流推進
（再掲）

地

域

重

点

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

○イノベーション
を促進する「食
料供給力」強化
プロジェクト

◇とかち「食の拠
点 」 確 立 プ ロ
ジェクト

◇未来につなげる
環境･先進分野十
勝プロジェクト

○人流・物流ネッ
トワーク強化プ
ロジェクト

◇とかち「食の拠
点 」 確 立 プ ロ
ジェクト
（再掲）

◇未来につなげる
環境･先進分野十
勝プロジェクト
（再掲）

○魅力ある観光地
域プロジェクト

◇十勝の魅力を活
かした滞在型･周
遊観光推進プロ
ジェクト

○人流・物流ネッ
トワーク強化プ
ロジェクト
（再掲）

◇十勝の未来を担
う人づくり･地域
づくりプロジェ
クト

○ 先 導 的 な 「 環
境 ・ エ ネ ル
ギー」プロジェ
クト

◇未来につなげる
環境･先進分野十
勝プロジェクト
（再掲）

○ 先 導 的 な 「 環
境 ・ エ ネ ル
ギー」プロジェ
クト
（再掲）

◇未来につなげる
環境･先進分野十
勝プロジェクト
（再掲）

○強靱な社会基盤
形成プロジェク
ト

◇十勝の未来を担
う人づくり･地域
づくりプロジェ
クト
（再掲）

○人流・物流ネット
ワーク強化プロ
ジェクト
（再掲）

◇十勝の魅力を活か
した滞在型･周遊
観光推進プロジェ
クト
（再掲）

◇十勝の未来を担う
人づくり･地域づ
くりプロジェクト
（再掲）

（このうち、主に帯広開発建設部が実施する施策・事業）

人流・物流ネットワーク強化プロジェクト 魅力ある観光地域プロジェクト

先導的な「環境・エネルギー」プロジェクト

イノベーションを促進する「食料供給力」強化プロジェクト

強靱な社会基盤形成プロジェクト

交通・物流ネットワークの強化

安全・安心で計画的な道路管理

交通ネットワークの強化

多様な主体の連携による観光振興

自然共生社会の形成

低炭素社会の形成

循環型社会の形成

農水産物の供給力強化

安全・安心な食の供給

国際競争力の強化・輸出促進

地震・津波対策

防災・減災対策

地域防災力の向上

十 勝 連 携 地 域

○ 帯広開発建設部が推進するプロジェクト
◇ 十勝総合振興局が推進するプロジェクト

地域づくり推進ビジョン 概 版要
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イノベーションを促進する「食料供給力」強化プロジェクト

■新技術や新たな経営形態等のイノベーションの積極的な導入により、食料供給力や競争力を向上させ、構造改革に資する生産基盤の整備、施設整備及び長寿命化対策等を推進する。
また、農水産物・食品の安全性向上やブランド化、新たな価値の創造などにより、生産物の付加価値向上を図り、輸出促進、グローバル市場獲得を推進する。

〔十勝連携地域〕

主な取組

国家的・広域的な課題

プロジェクトの概要

■就農者の高齢化や担い手不足が深刻化する中、北海道の持つ食料を生産する高いポテンシャルを活かす
ため、新技術の活用や経営形態の革新等のイノベーションを積極的に導入することが必要である。

■「食」の高付加価値化・競争力強化を図るためには、農林水産物・食品の安全性向上やブランド化、産
業間での連携や起業による新たな価値の創造など、生産・加工・流通の各段階での地域の主体的な取組
を促進する必要がある。

■十勝地域ではかんがい用水の確保及び農地の排水対策、十勝港に立地する道内最大級の飼料コンビナー
トの効果を活かした十勝の酪農振興や、輸出成功事例の「長いも」を始めとした東アジア等への農産物
の輸出拡大などが求められている。

■水産資源の回復、海域の生産力向上及び生産・出荷の安定化に向けて、水産環境整備と漁港水域を増養
殖場として利用する漁港機能の集約化や有効活用等が必要である。

○農水産物の供給力強化

・十勝農業の生産力の根幹をなす排水性の維持・向上及びかんがい施設の活用・保全の

ための農業水利施設等の計画的な更新整備

・流域治水プロジェクトの推進

・洪水から農地を守るための根幹的な治水施設としての堤防、河道及び砂防施設整備の

推進

・農業の持続的発展に関するワーキングチーム取組

・水産物の安定的な供給を確保するための漁港の整備（地域マリンビジョンの推進）

・十勝港に立地する飼料コンビナートに対応するための港湾や幹線道路ネットワークの

整備

○安全・安心な食の供給

・安全で高品質な農産物の生産を可能にするための畑地かんがい、排水改良の実施

・安全で安心な水産物の安定的な供給を図る港湾・漁港の整備

○国際競争力の強化・輸出促進

・輸出戦略作物である「長いも」などの深根性作物の生育に対応した排水改良の実施

・物流拠点・生産拠点へのアクセス強化のための幹線道路ネットワークの整備

・道路の機能を保全するための適切な維持管理と交通安全対策の実施

・アジアの食と農林漁業の集積拠点形成に向けた「フードバレーとかち」の推進

【農業】
●国営かんがい排水事業

（実施地区：上士幌北地区、富秋士幌川下流地区、
芽室川西地区）

●直轄明渠排水事業
（実施地区：新川二期地区）

●国営施設応急対策事業（実施地区：札内川地区）

【期待される効果】
・地下水位の低下を図ることで長いもなどの深根性
作物の導入が可能となる

・主要作物（小麦、甜菜、馬鈴薯、豆類、牧草等）の
安定生産が期待される

●農業の持続的発展に関するワーキングチーム取組

【漁港】
●大津漁港の整備 （防波堤、岸壁、用地、用地（改

良））

【期待される効果】 安定的な水産物の出荷体制の
確保

【港湾】
●十勝港の国際物流ターミナル整備事業

（航路（水深13m）、航路（水深14m）、物揚場 ）
【期待される効果】 輸送コスト削減による競争力強化に寄与

【治水】
●十勝川等の堤防整備、河道掘削の推進

（帯広市街地近郊、統内地区、利別地区）
●戸蔦別川砂防施設の整備

【期待される効果】 根幹的な治水施設整備を計画的に推進す
ることで、自然災害による被害の防止・軽減を図る

【道路】

●高規格道路の整備
・北海道横断自動車道 足寄～北見

・帯広・広尾自動車道
（忠類大樹IC～豊似ＩＣ（仮称））

【期待される効果】 重要港湾十勝港、とかち帯広空港等への
物流の効率化を支援

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

■「食」を中心とした関連産業等の展開により、多様な主体が輝く、魅力ある
道東の拠点「十勝」

地域のめざす姿（令和７年の地域の将来像）

令和３年度の具体的な施策内容

農林水産業関連プロジェクト

令和７年度（５年後）の目標
【農業】・国営かんがい排水事業（上士幌北地区、富秋士幌川下流地区）の完了、（芽室川西

地区）の着実な推進
・直轄明渠排水事業（新川二期地区）の着実な推進
・国営施設応急対策事業（札内川地区）の完了

【漁港】・特定漁港漁場整備事業（大津地区）の着実な推進
【港湾】・十勝港国際物流ターミナル整備事業の着実な推進

（航路暫定水深から計画水深への増深）

【治水】・十勝川の河道掘削を実施

・利別川下流部の河道掘削を実施

・急流河川（音更川、札内川）の堤防保護対策等と河岸浸食対策の着実な推進

・戸蔦別川砂防施設整備の着実な推進

【道路】・北海道横断自動車道（足寄IC～陸別小利別）の着実な推進

・帯広・広尾自動車道（忠類大樹IC～豊似IC （仮称））の着実な推進

■たくましく力強い農林水産業の展開
○担い手の育成・確保及び定着と生産基盤の強化に向けた効果的な取組の促進
○農水産物の加工や輸出など農林水産業における６次産業化の促進
・生産性の高い土地基盤等に合わせたICTやロボットなどのスマート農業技術の導入促進
・安定的な生産体制の創出に向けた海面養殖業の新たな取組の支援
・適切な森林の整備や地域材の利用拡大による森林資源の循環利用
・林業イノベーションによる更なる低コスト化･生産性向上
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人流・物流ネットワーク強化プロジェクト

■十勝地域は、広域分散型社会を形成しており、自動車交通に大きく依存しているため、産業・観光・生活を支える基盤と
しての高規格道路網の整備を進める。また、安全・安心で信頼性の高い道路ネットワークを維持するための計画的な道
路管理を実施する。

〔十勝連携地域〕

主な取組 令和３年度の具体的な施策内容

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

国家的・広域的な課題

プロジェクトの概要

■創造性あふれる産業の推進
・産学官金や関連産業の連携による十勝産品のブランド力強化
・国内外での販路拡大に向けた取組の促進
○ものづくり産業など経済波及効果の高い企業立地や新事業創出の促進

■生命（いのち）と暮らしを守り、安全・安心にいきいき暮らせる地
域社会の形成
・地域医療と保健・福祉の提供体制の確保・充実、少子化対策に向けた取組
の促進

・高齢者・障がいのある方など誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる環
境づくり、男女平等参画の取組の促進

・新たな感染症に対する医療提供体制の確保
・地震津波や感染症などの各種災害に備えた防災・減災体制の強化
○災害に対応した設備の充実及び物資の備蓄
・地域防災意識向上に向けた取組の促進

■地域資源を活かした観光振興と交流推進
○地域の生活と産業を支える交通ネットワークの確保及び充実

○交通・物流ネットワークの強化

・物流拠点・生産拠点へのアクセスを強化するための幹
線道路ネットワークの整備

・高次医療機関へのアクセス強化など、緊急医療体制を
支える幹線道路ネットワークの整備

・地域交通の利便性向上に関するワーキングチーム取組
・十勝港を拠点とした海上物流ネットワークの整備
・流域治水プロジェクトの推進
・幹線道路ネットワークや市街地の洪水に対する安全度

向上のための根幹的な治水施設としての堤防、河道及
び砂防施設整備の推進

○安全・安心で計画的な道路管理
・橋梁等の道路ストックの計画的な補修・更新による長

寿命化の推進
・地方公共団体が管理する橋梁の保全に関する技術支援
・道路の機能を保全するための適切な維持管理と交通安

全対策の実施

○交通・物流ネットワークの強化
【道路】
●高規格道路の整備

・北海道横断自動車道 足寄～北見
道東地域と道央地域を結び、地域の産業、経済、文化の発展等に不可欠な高
速ネットワークを形成する路線

【期待される効果】
・十勝圏域と北見圏域及び道央方面との近接化による市場圏の拡大
・観光ネットワーク形成及び日帰り圏の拡大による交流人口の増

・帯広・広尾自動車道（忠類大樹IC～豊似ＩＣ（仮称） ）
高速交通ネットワークの拡充による近隣主要都市間、重要港湾十勝港、帯広
空港等への物流の効率化を支援し、地域の自立発展を支えることを目的とし
た路線

※全線開通すると帯広～広尾間は一般道利用に比べ約４６分短縮
【期待される効果】
・とかち帯広空港と南十勝地域のアクセス強化
・十勝港を利用した物流の効率化
・南十勝地域から帯広への緊急搬送時の安全・確実性の確保

●地域交通の利便性向上に関するワーキングチーム取組

【港湾】
●十勝港の国際物流ターミナル整備

大型貨物船の入港を効率的にする港湾機能の強化（航路（水深13m）、
航路（水深14m） 、物揚場）

【期待される効果】
・輸送コスト削減による競争力強化に寄与

【治水】
●十勝川等の堤防整備、河道掘削の推進
（帯広市街地近郊、統内地区、利別地区）
●戸蔦別川砂防施設の整備

【期待される効果】
・根幹的な治水施設整備を計画的に推進することで、自然災害によ
る被害の防止・軽減を図る

■「食」を中心とした関連産業等の展開により、多様な主体が輝く、魅
力ある道東の拠点「十勝」

地域のめざす姿（令和７年の地域の将来像）

令和７年度（５年後）の目標

【道路】・北海道横断自動車道（足寄IC ～陸別小利別）の着実な推進

・帯広・広尾自動車道（忠類大樹IC～豊似IC （仮称））の着実な推進

・予防保全型の道路管理、交通安全対策の着実な推進

・道路ストック長寿命化の着実な推進

【港湾】・十勝港国際物流ターミナルの着実な推進（航路暫定水深から計画水深への増深）

【治水】・十勝川の河道掘削を実施

・利別川下流部の河道掘削を実施

・急流河川（音更川、札内川）の堤防保護対策と河岸侵食対策の着実な推進

・戸蔦別川砂防施設整備の着実な推進

産業関連プロジェクト、地域社会形成プロジェクト、ネットワーク関連プロジェクト

■地域の経済発展を牽引し得る農林水産業・食関連産業、観光関連産業などの戦略的産業を成長の核とし、その地域特
性に合った産業の振興と雇用機会の創出を図り、移輸出型産業と地域消費型産業とが、バランス良く成長していくこ
とが必要である。

■北海道の地理的・気候的条件を広い視野から「北の優位性」と捉え直し、戦略的な産業立地・振興につなげいくこと
が必要である。

■新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、首都圏において地方移住への関心が高まっているこの機を捉え、北海
道で働くことの魅力や優位性を発信する等、更なる企業立地・振興に向けた取組の促進が求められる。

■人口減少・高齢化の進行による集落機能の低下、生活交通の確保、高齢者の生活支援等の課題が顕在化しつつある。
北海道の強みである第１次産業を支え、観光資源を提供する生産空間の維持・発展を図るためには、地域の基幹産業
の振興を通じた所得・雇用の確保、日常的な生活サービスへの交通アクセスの確保等による生活機能・集落機能の維
持、及び定住・交流促進につながる地域の魅力向上の取組を三位一体で進めることが必要である。

■高規格道路を始めとする基幹的なネットワークは、農水産品・食料品の輸送や観光等に求められる広域的な人流・物
流を支える交通体系を強化する観点から、生産地や観光地、消費地、空港・港湾等の交通拠点を結ぶ道路ネットワー
クの整備に求められるミッシングリンクの解消等を推進する必要がある。

■道央圏や物流拠点である重要港湾十勝港までの移動距離が長いことから、物流効率化、交流人口の増大に資する物
流・交通基盤の整備を進める必要がある。
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魅力ある観光地域プロジェクト

■各地域が魅力ある観光地づくりを進め、旅行者を各地域に分散・周遊させるため、アクセスの強化、高速交通ネットワークの整備を推進する。また、広域的な観光周遊ルートの形成を促進し、特に「アジアの
宝 悠久の自然美への道ひがし北・海・道」に基づく地域の取り組みを支援する。

〔十勝連携地域〕

主な取組 令和３年度の具体的な施策内容

連携地域の主な施策（今後５年程度）

国家的・広域的な課題

プロジェクトの概要

■インフラや人材等の受入環境の整備、季節間の旅行需要の平準化、インバウンド観光によ
る経済効果の地方部への波及などが課題。

■各地域がそれぞれの地域資源を活かして「世界標準」の魅力ある観光地域づくりを進め、
観光消費を一層拡大させ、それが地域内に循環する仕組みを構築するとともに、旅行者を
北海道内各地域に分散・周遊させることが必要である。

■国内外の感染症の状況を見極めつつ、国内旅行とインバウンドの両輪により、オール北海
道で世界水準の観光地を目指す必要がある。

■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・周遊を支える受入環境の整備を推進する必要がある。

■地域資源を活かした観光振興と交流推進
○豊富な地域観光資源の磨き上げとネットワーク化による魅力ある通年・滞在型観光地づくりの促進
・ポストコロナにおける海外に向けた情報発信の強化と外国人観光客の受入体制の整備
・ポストコロナにおける航空、鉄道、バスなどの各交通モードの連携強化により更なる利便性向上に

向けた取組の促進
○地域の生活と産業を支える交通ネットワークの確保及び充実
・移住施策の推進や関係人口の創出・拡大に向けた受入体制の整備促進

○ 交通ネットワークの強化 ○ 十勝シーニックバイウェイ

「十勝」の魅力向上と発信のため「食」と「癒し」を基本に個性溢れ
る３つのルートが連携。

地域住民の発案の下、地域と行政が連携し、十勝の地域資源の
保全・活用による「美しい景観づくり」「活力ある地域づくり」「魅力あ
る観光空間づくり」に取り組んでいる。

●高規格道路の整備

・北海道横断自動車道
足寄～北見

・帯広・広尾自動車道
（忠類大樹IC～豊似ＩＣ（仮称） ）

【期待される効果】
観光拠点間のアクセス向上の
ための幹線道路ネットワーク
の整備

【指定ルート】

●十勝平野・山麓ルート
豊かな森・眺望・アウトドア

平成21年5月13日指定ルート登録

【指定ルート】

●トカプチ雄大空間
十勝人のルーツ・十勝のスイーツ

平成22年5月17日指定ルート登録

【指定ルート】

●南十勝夢街道

日高山脈・太平洋
平成23年7月29日指定ルート登録

■「食」を中心とした関連産業等の展開により、多様な主体が輝く、魅力ある道東の
拠点「十勝」

地域のめざす姿（令和７年の地域の将来像）

令和７年度（５年後）の目標

【道路】・北海道横断自動車道（足寄IC ～陸別小利別）の着
実な推進

・帯広・広尾自動車道（忠類大樹IC～豊似IC （仮
称））の着実な推進

・予防保全型の道路管理、交通安全対策の着実な推進
・道路ストック長寿命化の着実な推進

【治水】・札内川環境整備の着実な推進

・かわまちづくりの推進（帯広地区、十勝川中流
域地区）

観光関連プロジェクト

○交通ネットワークの強化

・観光拠点間のアクセス向上のための幹線道路ネットワー
クの整備

・道路の機能を保全するための適切な維持管理と交通安全
対策の実施

○多様な主体の連携による観光振興

・「わが村は美しく－北海道運動」、「ロングトレイル」
「シーニックバイウェイ」などの活動団体と連携した美
しい景観づくり、魅力ある観光空間づくりの促進

・十勝港を活用したイベントや、大型クルーズ船（旅客
船）寄港時の歓迎セレモニーの実施

・札内川の川づくり活動団体（札内川懇談会）と連携・協
働した望ましい川づくり、札内川という観光資源を活用
した地域活性化の促進

・かわまちづくり支援制度、かわたびほっかいどう、都
市・地域再生等利用区域の指定等、河川空間を活用した
地域の魅力向上に向けた取組

・ナショナルサイクルルート「トカプチ400」の取り組み
を通じた、新たな観光価値の創造と地域創生の促進

・地域交通の利便性向上に関するワーキングチーム取組
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【治水】
●礫河原再生に向けた川づくり（札内川）

・試験区における流路の一部掘削、既設ダムを利用した試験及びモニ
タリングの実施

【期待される効果】
・札内川特有の河川環境である礫河原の再生
● 自治体と連携した伐採木等の有効活用

・公共工事で発生した伐採木を自治体と連携しバイオマス燃料等とし
て活用

・十勝川の流木を授産施設の工芸品等の材料として活用

【農業】
●国営かんがい排水事業（実施地区：上士幌北地区、富秋士幌川

下流地区、芽室川西地区）
【期待される効果】

・環境配慮型工法による生物の生息・生育環境の保全

【道路】

●高規格道路の整備

・北海道横断自動車道 足寄～北見

・帯広・広尾自動車道
(忠類大樹IC～豊似ＩＣ（仮称）)

【期待される効果】
・走行性の高い道路整備による燃費向上に伴うCO2排出削
減

・コウモリ等の野生動物の移動経路の分断・孤立化に配慮し
た道路整備

●道路照明へのLEDの電球導入
・道路照明LED更新

●一般国道241号音更大通事故対策

先導的な「環境・エネルギー」プロジェクト

国家的・広域的な課題

■美しい十勝を次世代に継承するため、自然環境に配慮した社会資本整備を推進する。また、持続可能な社会を構築するため、省エネルギーや地域資源利活用の取組を進める。

主な取組

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

〔十勝連携地域〕

令和３年度の具体的な施策内容

プロジェクトの概要

■「食」を中心とした関連産業等の展開により、多様な主体が輝く、
魅力ある道東の拠点「十勝」

地域のめざす姿（令和７年の地域の将来像）

令和７年度（５年後）の目標

【治水】・礫河原再生に向けた川づくりによる河川環境の回復（札内川）
【農業】・国営かんがい排水事業（上士幌北地区、富秋士幌川下流地区）の完了、（芽室

川西地区）の着実な推進
・農業用用排水施設における小水力発電の普及

【道路】・北海道横断自動車道（足寄IC～陸別小利別）の着実な推進
・帯広・広尾自動車道（忠類大樹IC～豊似IC （仮称））の着実な推進
・道路照明へのLED電球の導入による消費電力の削減（直轄国道）

【共通】・土砂バンク・刈草バンクによる地域内資源有効活用の推進

■北海道の豊かな自然環境の保全、再生及び活用を図るとともに、生物多様性を確保することにより、恵まれ
た自然と共生する地域社会を形成し、次世代に引き継ぐことが重要である。

■地域で循環可能な資源はなるべく地域で循環させる重層的な循環型の地域づくりの推進（地域循環圏の構
築）等、循環型社会の形成に向けた取組を加速することが必要である。

■持続可能な低炭素社会の実現に向けて、国内における温室効果ガスの排出削減対策や吸収源対策を積極的に
推進するとともに、今後中長期的に避けられない気候変動の影響への適応策を進めることが不可欠である。

■地球温暖化問題に対し、温室効果ガスの大幅な排出削減を図るため、省エネルギーやエネルギーの低炭素化
を強力に推進することが必要である。

■2050年カーボンニュートラル（ゼロカーボン北海道）、スマートシティの構築を目指し、再生可能エネル
ギー等の利用促進を図りつつ、強靱な地域分散型エネルギーシステムの構築に向けた取組等を総合的に進め、
経済と環境の好循環と持続可能な地域社会の構築を図ることが必要である。

■各地域に賦存する再生可能エネルギー源の有効活用、地域産業・雇用の創出を通じた地域経済の活性化、強
靱化等の観点からも、水素等を活用しつつ、コスト面でもバランスのとれた地域分散型のエネルギーシステ
ムを構築し、これをネットワーク化することが重要である。

■地球環境に配慮した地域の脱炭素化の推進と未来技術を活かした地域

づくり
・ゼロカーボン北海道の実現に向けた市町村のゼロカーボンシティ宣言等の促進

・脱炭素型のライフスタイル・ビジネススタイルへの転換に向けた意識や行動

の改革

・3Rの取組による持続可能な資源利用の促進

・地球温暖化防止や生物多様性に資する森林などの整備や自然環境の保全

○バイオマス等を活用した再生可能エネルギーの普及促進

・管内における更なる宇宙産業の促進

○自然共生社会の形成

・多様な生物の生息・生育環境の再生を目的とした礫河原再生の取組の
推進

・水路の自然護岸化、魚道の設置など生物の移動経路を確保した農業用
用排水施設の整備

・野生動物の移動経路を確保した道路の整備
○低炭素社会の形成
・ＣＯ2排出量の削減
・農業用用排水施設における小水力発電の推進
○循環型社会の形成
・建設工事から発生する土砂を地域内で有効活用するための土砂バンク

の推進
・河川堤防の除草により発生する刈草を地域内で有効活用するための刈

草バンクの推進

環境関連プロジェクト、エネルギープロジェクト
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強靱な社会基盤形成プロジェクト

■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る。このため、関係者による災害発生時に
備えた連携体制の整備を推進し、気候変動による風水害、土砂災害、冬期災害リスクへの対応、地震・津波対策及び防
災・減災対策を推進する。

■平成２８年８月に台風が相次いで北海道に上陸・接近し、十勝地方の河川、道路、農業用施設等に甚大な被害がもたら
された。今後も気候変動により、災害がさらに頻発、激甚化することが懸念されており、多様な主体との連携により、
ハード対策とソフト対策を効果的に組み合わせて効率的な防災・減災対策を推進する。

〔十勝連携地域〕

主な取組

令和３年度の具体的な施策内容

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

国家的・広域的な課題

プロジェクトの概要

■生命（いのち）と暮らしを守り、安全・安心にいきいき暮らせる地域社会の形成
・地域医療と保健・福祉の提供体制の確保・充実、少子化対策に向けた取組の促進

・高齢者・障がいのある方など誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる環境づくり、男女平等参画の取組の促進
・新たな感染症に対する医療提供体制の確保
○地震津波や感染症などの各種災害に備えた防災・減災体制の強化
・災害に対応した設備の充実及び物資の備蓄

○地域防災意識向上に向けた取組の促進

○地震・津波対策
・橋梁や河川管理施設の耐震対策の実施
・河川管理施設の津波対策の実施
・漁港における地震・津波被害の軽減に資する施設の整備
○防災・減災対策
・流域治水プロジェクトの推進
・洪水から市街地や農地を守るための根幹的な治水施設としての堤防整備、河道

整備、急流河川対策及び砂防施設整備の推進
・安全・円滑で確実な道路交通確保のための土石流対策、斜面対策、雪崩対策等

の道路防災事業の実施
・高波から港湾・漁港関連施設の安全を確保する施設の整備
○地域防災力の向上
・道路情報板、河川情報板、道の駅での電光掲示板付き自動販売機等を活用した

災害情報の迅速な提供
・災害発生時におけるライフラインの確保、救助、復旧作業を速やかに実施する

ための防災資機材整備
・洪水時の地域における水防活動を支援するための拠点整備
・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
・市町村のハザードマップの作成への支援や、地域住民も参加した防災訓練等に

よる防災意識の向上
・大規模土砂災害に対応した、調査体制の構築及び防災関係機関との連携強化

○防災・減災対策
【道路】
●一般国道236号野塚防災
【期待される効果】

雪崩等による危険箇所の解消を図り、道路の安全な
通行を確保する

●一般国道38号外 橋梁補修・耐震補強

【漁港】
●大津漁港の整備
（防波堤、岸壁、用地、用地（改良））

【期待される効果】
高波や津波による冠水被害、施設及び漁船等への被

害軽減

【治水】
●十勝川等の堤防整備、河道掘削、堤防天端の保護

堤防整備：十勝川、札内川、音更川
河道掘削：十勝川、札内川、音更川、利別川
天端保護：十勝川、札内川、音更川、利別川、途別川、

浦幌川、浦幌十勝川

●戸蔦別川砂防施設整備の推進
戸蔦別川砂防堰堤の整備

【期待される効果】
根幹的な治水施設整備を計画的に推進することで、自

然災害による被害の防止・軽減を図る

■ 「食」を中心とした関連産業等の展開により、多様な主体が輝く、魅力ある道東の拠点「十勝」

地域のめざす姿（令和７年の地域の将来像）

令和７年度（５年後）の目標

【道路】

・一般国道３８号等幹線道路の橋梁耐震補強の着実な推進

・道路防災事業の着実な推進

【治水】

・十勝川中流部、十勝川下流部、利別川下流部の河道掘削及び堤防整備
による治水安全度の向上

・急流河川（音更川、札内川）の堤防保護対策と河岸侵食対策の着実な
推進

・戸蔦別川砂防施設整備の着実な推進

【漁港】

・漁船保管施設用地の改良（嵩上げ）による津波被害の軽減。
・防波堤改良による港内静穏度の向上。
・地震時における水産業の早期再開を目的とした岸壁及び道路の改
良（耐震性能強化等）の着実な推進

安全・安心関連プロジェクト

■人口減少・高齢化の進行による集落機能の低下、生活交通の確保、高齢者の
生活支援等の課題が顕在化しつつある。北海道の強みである第１次産業を支
え、観光資源を提供する生産空間の維持・発展を図るためには、地域の基幹
産業の振興を通じた所得・雇用の確保、日常的な生活サービスへの交通アク
セスの確保等による生活機能・集落機能の維持、及び定住・交流促進につな
がる地域の魅力向上の取組を三位一体で進めることが必要である。

■気候変動による風水害、土砂災害の激甚化や冬期災害の発生、さらに地震・
津波、火山噴火等の被害も懸念される等、多様化する災害リスクに対応する
ため、関係機関と連携し、ハード対策とソフト対策を効果的に組み合わせた
効率的な防災・減災対策を進め、国土の強靱化を推進し、災害に強くしなや
かな国土を構築する必要がある。

■河川、下水道の管理者等が主体となって行う対策に加え、あらゆる関係者が
流域全体で取り組む「流域治水」を推進する必要がある。

■事後保全から予防保全へ本格転換するとともに、新技術の活用による点検の
高度化・効率化等により、戦略的なインフラ老朽化対策を推進する必要があ
る。
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国家的・広域的な課題国家的・広域的な課題

【食・産業】

【観光・交流・文化】

【社会基盤・暮らし】

【環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ】

【北方領土】

豊かな自然を活かした産業の振興と多様な交流・連携に取り組み、人々が安心して暮らせる、活気にあふれた「釧路・根室連携地域」地
域
の
め
ざ
す
姿

釧路開発建設部
釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、

根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町

構成市町村

各
種
統
計
か
ら
見
る
地
域
の
現
状

釧路総合
振興局

根室
振興局

人口の推移 観光客入込数の推移

地
域
の
現
状
・
課
題

連携地域のこれまでの取組と課題

○基幹産業である農林水産業の持続的な成長 ○農林水産資源などを活かした地域産業の振興 ○世界遺産や国立・国定公園などの地域資源を活かした交流・関係人口の創出・拡大
○豊かな自然環境を次世代に残す環境負荷を最小限に抑えた持続可能な社会の構築 ○災害に強く安心して暮らせる心豊かなまちづくりの推進
○北方領土問題の解決に向けた世論啓発・環境整備 ○暮らしや産業を支える交通・情報ネットワークの形成

主な施策の展開方向 （今後５年程度）

釧路・根室連携地域「地域づくり推進ビジョン」概要版

地域づくり連携会議で地域重点プロジェクトの進捗状況を確認（次ページ）

※上記グラフは検討したデータのうちの一部です。

漁業生産高（金額）の推移

安全・安心かつ良質な農林水産物の安定供給と地域ブランドづくり

豊富な農林水産資源などを生かした地域産業の振興

豊かな自然環境などの地域資源を活かした交流・関係人口の創出・拡大

豊かな自然環境の保全とその利活用の推進と環境負荷を抑えた持続可能な社会の

構築

災害に強く安心で心豊かなまちづくりの推進

暮らしや産業を支える交通・情報ネットワークの形成

北方領土の早期返還に向けた情報発信・交流の推進

「食」の安全性向上やブランド化、グローバル化の促進

スマート化やイノベーションによる農林水産業の振興と担い手の確保

広域観光周遊ルートや水のカムイ観光圏を含む各地の観光拠点の連携、７空港一括

運営を契機とした二次交通の充実、アイヌ文化の振興、地域づくり人材の育成・支援の

強化、ワーケーション等の推進

自然環境の保全や2050年カーボンニュートラル（ゼロカーボン北海道）の実現

高規格道路や国際バルク港湾等の基幹的ネットワークの整備による物流の強化

地震・津波・洪水・高潮等の自然災害対策、流域治水への転換、冬期複合災害への対策

領土問題の啓発、産業振興策の推進、生活環境の整備、魅力ある地域社会の形成
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地
域
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

項目 食・産業 観光・交流・文化 環境・エネルギー 社会基盤・暮らし 北方領土

地
域
の
め
ざ
す
姿

豊かな自然を活かした産業の振興と多様な交流・連携に取り組み、
人々が安心して暮らせる、活気にあふれた「釧路・根室連携地域」

■連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

○基幹産業である農林水産
業の持続的な成長
○農林水産資源などを活かし
た地域産業の振興

○世界遺産や国立・国定公園
などの地域資源を活かした
交流・関係人口の創出・拡大

○豊かな自然環境を次世代
に残す環境負荷を最小限に
抑えた持続可能な社会の構
築

○災害に強く安心して暮らせ
る心豊かなまちづくりの推進
○暮らしや産業を支える交通・
情報ネットワークの形成

○北方領土問題の解決に
向けた世論啓発・環境整
備

地
域
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

○食産業高付加価値化プロジェ
クト

○広域交通ネットワーク形成プロ
ジェクト

●農林水産業をはじめとした地域
を支える産業の振興プロジェク
ト

○世界水準の観光地形成プロ
ジェクト

○地域環境整備プロジェクト
○広域交通ネットワーク形成プロ
ジェクト（再掲）

●地域の強みを活かした交流・関
係人口の創出・拡大プロジェク
ト

○自然共生社会形成プロジェクト
●「ゼロカーボン北海道」への貢
献プロジェクト

○災害に強い地域づくりプロジェ
クト

○食産業高付加価値化プロジェ
クト（再掲）

○広域交通ネットワーク形成プロ
ジェクト（再掲）

●農林水産業をはじめとした地域
を支える産業の振興プロジェク
ト（再掲）

●地域の強みを活かした交流・関
係人口の創出・拡大プロジェク
ト（再掲）

●安全・安心で心豊かに暮らせる
地域づくりプロジェクト

○地域環境整備プロジェクト
（再掲）

●北方領土の早期返還と隣
接地域の振興プロジェクト

＜凡例＞

○：国主体のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
●：北海道主体のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

サービス、情報提供の高質化

交通・物流ネットワークの強化

災害に強い地域づくりプロジェクト

広域交通ネットワーク形成プロジェクト食産業高付加価値化プロジェクト

世界水準の観光地形成プロジェクト

自然共生社会形成プロジェクト
効率的な食産業構造の構築

産業を支える物流機能の充実

いのち・地域をつなぐ基盤整備

総合的な防災・減災対策の推進

（このうち、主に北海道開発局が実施する施策・事業）

北方領土隣接地域における地域整備の推進

地域環境整備プロジェクト

豊かな自然を享受できる地域づくり

アイヌ文化の振興支援

周遊観光を促進するための取組支援

農水産物・食品の安全性向上やブランド化

頻発する自然災害に備える防災対策の推進

利便性を確保するためのアクセス機能の向上

世界に目を向けた産業の振興
強靱で持続可能な国土の形成

人が輝く地域社会の形成
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食料安全保障の観点から、国民に安全で安心な食の供給を確保し、国内の食料自給率
向上のため、釧路・根室地方の多様な農水産物の生産力を安定、強化する必要がありま
す。そのためには、市場のグローバル化に対応し、スマート化やイノベーションによる農林
水産業の振興や担い手の確保を促進するとともに、効率的な輸送体系の構築、「食」の安
全性向上やブランド化を図る必要があります。

地域のめざす姿（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

■豊かな自然を活かした産業の振興と多様な交流・連携に取り組み、人々が安心して
暮らせる、活気にあふれた「釧路・根室連携地域」

令和７年度（５年後）の目標

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

○ 基幹産業である農林水産業の持続的な成長
・安全・安心かつ良質な農林水産物の安定供給に向けた体質強化
・担い手の育成・確保に向けた取組の促進やICTなどの新たな技術の導入推進による生産力の向上

○ 農林水産資源などを活かした地域産業の振興
・豊富で良質な農林水産資源などを活かした食関連事業者の支援など食のブランド化に向けた
取組の展開
・農林水産物を活用した６次産業化や高付加価値化、販路拡大への支援
・エゾシカ生息数の適正管理及び捕獲個体の有効活用
・地域の経済・雇用を支える中小・小規模企業の振興

【道路】・物流機能を支える道路網の整備
北海道横断自動車道本別～釧路（L＝約65ｋｍのうち本別IC～阿寒IC L=48km 2/4開通済み。

阿寒IC～釧路西IC L=約17km 2/4整備促進）
国道38号釧路新道 （L＝約8.8kmのうち、L=約4.7km 4/4、L=約4.1km 2/4開通済み。

L=4.1ｋｍ 4/4整備促進）
国道44号尾幌糸魚沢道路 （L=約24.7km 2/2整備促進）
国道44号根室防雪 （L＝約12.2ｋｍ 2/2整備促進）
国道272号上春別防雪 （L＝約9.2 ｋｍ 2/2整備促進）
国道335号標津防災 （L＝約3.8ｋｍ 2/2整備促進）

【港湾】 ・大型船舶に対応した港湾の整備
釧路港の整備（西港地区：水深14m泊地）
・効率的かつ安全な利用を実現するための港湾の整備
釧路港の整備（島防波堤、西防波堤改良）
根室港の整備（水深5.5m岸壁改良、水深6m岸壁改良）
霧多布港の整備（北防波堤改良）

【漁港】・安全で安心な水産物を食卓に提供するための「衛生管理型漁港づくり」
衛生管理型岸壁等の整備（厚岸漁港、落石漁港、歯舞漁港、羅臼漁港）

【農業】・生産性を向上と農作業の効率化により、農業経営の安定を図るための事業
国営環境保全型かんがい排水事業（別海北部地区、根室地区）
国営緊急農地再編整備事業（阿寒地区）

【道路】 ・北海道横断自動車道（阿寒IC～釧路西IC）のR6年度開通 ・釧路新道のR6年度4/4開通 ・根室防雪のR7年度開通 ・標津防災のR4年度開通
【港湾】 ・釧路港の整備 ・根室港の整備 ・霧多布港の整備
【漁港】 ・厚岸漁港の整備 ・落石漁港の整備 ・歯舞漁港の整備 ・羅臼漁港の整備 ・地域マリンビジョンによる水産物のブランド化
【農業】 ・根室地区の整備完了 ・別海北部地区の整備 ・阿寒地区の整備

今後とも進展が予想される人口減少、少子高齢化に伴う担い手不足に対応するためには、農業・水産
業における生産性の向上や作業の効率化、担い手の育成・確保を図る必要があります。
また、恵まれた自然環境を背景に、地域の特長でもある安全・安心な「食」の生産をさらに推進し、自
然環境と調和した持続可能な産業構造や多用な輸送モードを活用した効率的な輸送体系の構築によっ
て、最終的には食の高付加価値化・ブランド化の推進につなげる必要があります。

○ 効率的な食産業構造の構築
・農業用排水路及び農地を保全整備し、農地等の機能回復による農作業の効率化と収量の増加
・家畜ふん尿の効率的で適正な農地還元と排水性の改良による生産性の向上と農作業の効率化
・ほ場の大区画化と排水改善（乾畑化）による、生産性の向上と農作業の効率化
・漁港での屋根付き岸壁等の整備による就労環境の改善

○ 農水産物・食品の安全性向上やブランド化
・家畜ふん尿を資源として適切に農地に還元するなど、環境に配慮した資源循環型農業の実現
・農業用排水路の水質改善など、環境負荷物質の軽減を図る環境保全型農業の推進
・漁港での屋根付き岸壁や低温清浄海水取水設備の整備による衛生管理型の漁業の推進
・「道の駅」、「みなとオアシス」、「マリンビジョン」、「『わが村は美しく－北海道』運動」など、地域と
行政が連携した魅力ある地域づくりや農水産業の発展を核とした地域振興の推進

○ 産業を支える物流機能の充実
・幹線道路網の整備による物流の拠点箇所へのアクセス時間の改善
・輸送時間を短縮し、天候に左右されにくい安定的な陸上物流機能の充実
・大型船舶に対応した港湾施設を整備し、海上物流の効率化
・港内静穏度の確保など、効率的かつ安全な港湾利用の実現
・漁獲から運送・加工に至るまでの衛生管理の徹底

令和３年度の具体的な施策内容

食産業高付加価値化プロジェクト 〔釧路・根室連携地域〕

食・産業関連プロジェクト、社会基盤・暮らし関連プロジェクト
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知床や阿寒・摩周、釧路湿原、厚岸霧多布昆布森等の雄大な自然や温泉、食、アイヌ
文化、地域の歴史・文化など、豊富な観光資源を有する地域です。広域観光周遊ルート
や阿寒摩周国立公園満喫プロジェクト、水のカムイ観光圏等での連携や、７空港の一括
運営を契機に二次交通の充実を図るとともに、国内はもとより、海外からの観光客にとっ
て魅力のある世界水準の観光地を形成する必要があります。また、活動人口の増加に資
する地域づくり人材の育成・支援の強化やワーケーション等を推進する必要があります。

地域のめざす姿（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

■豊かな自然を活かした産業の振興と多様な交流・連携に取り組み、人々が安心して
暮らせる、活気にあふれた「釧路・根室連携地域」

令和３年度の具体的な施策内容

令和７年度（５年後）の目標

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

○ 世界遺産や国立・国定公園などの地域資源を活かした交流・関係人口の創出・拡大
・自然、食・温泉・アイヌ文化など、地域が有する観光資源の連結・融合やシーニックバイウェイ、
日本遺産などの広域的な取組を活かした着地型・滞在型の観光地づくりの推進
・ＡＴＷＳを契機としたアドベンチャーツーリズムの推進と外国人観光客受入体制の整備
・北海道横断自動車道の延伸や新たな航空路線の就航を踏まえた広域観光の推進
・冷涼、少雪好天な気候特性を活かした長期滞在やワーケーション、移住・定住の推進

北海道の雄大な景観の中での移動そのものも楽しむドライブ観光やサイクルツーリズム等の振興、テ
ーマ性・ストーリー性を持った一連の魅力ある観光地のネットワーク化、複数空港の一体的な運営の推
進等により、広域的な観光周遊ルートの形成を促進します。
また、地域と行政が連携し、地域資源を活用した地域づくり等の担い手の発掘・育成を促進します。

○ サービス、情報提供の高質化
・外国人観光客などが個人でも円滑に移動できるよう情報提供の高度化
・新たな観光サービスの創出環境の整備
・交通結節点など観光拠点となる施設の安全性や利便性向上

○ 周遊観光を促進するための取組支援
・広域に点在する観光資源の連携を支える交通網の構築
・港湾・空港などのアクセス向上による観光拠点づくり
・クルージングなど新たな観光ニーズへの対応
・美しい自然景観や活力ある生産風景などの魅力を引き出す施設整備
・「かわたび北海道」、「道の駅」、「シーニックバイウェイ」、「サイクルツーリ
ズム」、「みなとオアシス」、「『わが村は美しく－北海道』運動」など地域と
行政が連携した美しい景観づくり、魅力ある観光空間づくりの推進

【河川】・釧路湿原の自然再生
幌呂地区湿原再生、ヌマオロ地区旧川復元
・地域と連携した河川空間づくり
釧路川河川改修（弟子屈地区 河道整備）

【道路】・広域観光を支える道路網の整備
北海道横断自動車道本別～釧路（L＝約65ｋｍのうち本別IC～阿寒IC L=48km 2/4開通済み。

阿寒IC～釧路西IC L=約17km 2/4整備促進）
国道38号釧路新道 （L＝約8.8kmのうち、L=約4.7km 4/4、L=約4.1km 2/4開通済み。

L=4.1ｋｍ 4/4整備促進）
国道44号尾幌糸魚沢道路 （L=約24.7km 2/2整備促進）
国道44号根室防雪 （L＝約12.2ｋｍ 2/2整備促進）
国道272号上春別防雪 （L＝約9.2 ｋｍ 2/2整備促進）
国道335号標津防災 （L＝約3.8ｋｍ 2/2整備促進）

【空港】・空港機能を適切に発揮させるための空港の整備
釧路空港の整備(進入灯橋梁改良、滑走路端安全区域(RESA))

【河川】 ・釧路川河川改修事業の弟子屈地区完了 ・釧路湿原自然再生事業の継続
【道路】 ・北海道横断自動車道（阿寒IC～釧路西IC）のR6年度開通 ・釧路新道のR6年度4/4開通 ・根室防雪のR7年度開通 ・標津防災のR4年度開通

・地域の魅力を道でつなぐｼｰﾆｯｸﾊﾞｲｳｪｲ活動の促進
【漁港】 ・地域マリンビジョンに基づく水産業と観光の連携
【空港】 ・釧路空港の整備（R3年度 滑走路端安全区域(RESA)の完成、R4年度 進入灯橋梁改良の完成）
【農業】 ・「わが村は美しく－北海道」運動の推進 ・わが村は美しく運動による魅力ある空間づくり

世界水準の観光地形成プロジェクト 〔釧路・根室連携地域〕

観光・交流・文化関連プロジェクト
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北海道は、美しく雄大な自然環境を有するとともに、再生可能エネルギー源が豊富に賦
存しており、豊かな自然環境の保全、再生及び活用を図るとともに、我が国における2050
年カーボンニュートラル（ゼロカーボン北海道）、脱炭素社会の実現に向けて、取組を推進
します。

地域のめざす姿（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

■豊かな自然を活かした産業の振興と多様な交流・連携に取り組み、人々が安心して
暮らせる、活気にあふれた「釧路・根室連携地域」

令和３年度の具体的な施策内容

令和７年度（５年後）の目標

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

○ 豊かな自然環境を次世代に残す環境負荷を最小限に抑えた持続可能な社会の構築
・知床世界自然遺産や国立・国定公園など特色ある豊かな自然環境の保全と利用の促進
・地域の特性を活かしたバイオマス、太陽光、地熱など再生可能エネルギーの導入促進と
エネルギーの地産地消の推進
・国内唯一の坑内掘炭鉱の保安の確保とCO２坑内埋め戻し技術の確立、その活用による産炭国
への炭鉱技術の移転
・森林資源の循環利用及び木育の推進

多自然川づくり、良好な都市環境を提供する公園緑地の整備を始め、社会資本整備や土地利用にお
いて、生物の生息・生育の場の提供、良好な景観形成など、自然環境が有する多様な機能を積極的に
活用するグリーンインフラの取組を推進します。
また、管内には再生可能エネルギー源が豊富に賦存しており、今後はこうした地域に根ざしたエネル
ギー開発や関連する産業の育成を推進します。

○ 豊かな自然を享受できる地域づくり
・湿原環境、河川環境の回復
・水生生物の生息環境の保全と創造
・野生動物に配慮した道路の整備
・資源循環や環境保全に配慮した農業の推進
・再生可能エネルギーの開発・普及・利活用の支援

【河川】・釧路湿原の自然再生
幌呂地区湿原再生、ヌマオロ地区旧川復元
・地域と連携した河川空間づくり
釧路川河川改修（弟子屈地区 河道整備）

【道路】・野生動物に配慮した道路の整備
北海道横断自動車道本別～釧路（L＝約65ｋｍのうち本別IC～阿寒IC L=48km 2/4開通済み。

阿寒IC～釧路西IC L=約17km 2/4整備促進）
国道38号釧路新道 （L＝約8.8kmのうち、L=約4.7km 4/4、L=約4.1km 2/4開通済み。

L=4.1ｋｍ 4/4整備促進）
国道44号尾幌糸魚沢道路 （L=約24.7km 2/2整備促進）
国道44号根室防雪 （L＝約12.2ｋｍ 2/2整備促進）

【港湾】・水性生物の生息環境の保全と創造に配慮した港湾の整備
釧路港の整備（浚渫土砂を活用した環境共生型防波堤）

【農業】・環境に配慮した農業農村整備事業
国営環境保全型かんがい排水事業（別海北部地区、根室地区）

【河川】 ・釧路川河川改修事業の弟子屈地区完了 ・釧路湿原自然再生事業の継続
【道路】 ・北海道横断自動車道（阿寒IC～釧路西IC）のR6年度開通 ・釧路新道のR6年度4/4開通 ・根室防雪のR7年度開通
【港湾】 ・釧路港の整備
【農業】 ・根室地区の整備完了 ・別海北部地区の整備

自然共生社会形成プロジェクト 〔釧路・根室連携地域〕

環境・エネルギー関連プロジェクト
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広域分散型社会を形成している地域であり、都市部と地域を結ぶ高規格道路や国際バ
ルク戦略港湾を始めとする基幹的ネットワークの整備を進め、基盤整備を含めた物流の
強化を図る必要があります。

地域のめざす姿（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

■豊かな自然を活かした産業の振興と多様な交流・連携に取り組み、人々が安心して
暮らせる、活気にあふれた「釧路・根室連携地域」

令和３年度の具体的な施策内容

令和７年度（５年後）の目標

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

○ 暮らしや産業を支える交通・情報ネットワークの形成
・鉄道やバス、高規格道路や国際物流ターミナルなど、地域の生活と産業を支える
交通ネットワークの維持・確保及び充実、高度情報通信網の整備

農水産品・食料品の輸送や観光等に求められる広域的な人流・物流を支える交通体系を強化する
観点から、生産地や観光地、消費地、空港・港湾等の交通拠点を結ぶ道路ネットワークの整備を推進し
ます。
また、国際バルク戦略港湾を始め、海上輸送網の拠点となる港湾の機能強化やＲＯＲＯ船等に対応し
た複合一貫輸送機能の維持・強化を推進します。

【道路】・地域の生活を支える道路網の整備
北海道横断自動車道本別～釧路（L＝約65ｋｍのうち本別IC～阿寒IC L=48km 2/4開通済み。

阿寒IC～釧路西IC L=約17km 2/4整備促進）
国道38号釧路新道 （L＝約8.8kmのうち、L=約4.7km 4/4、L=約4.1km 2/4開通済み。

L=4.1ｋｍ 4/4整備促進）
国道44号尾幌糸魚沢道路 （L=約24.7km 2/2整備促進）

【港湾】・内外との物流基盤の整備
釧路港の整備（島防波堤、水深14m泊地の整備）

【空港】・内外との人流基盤の整備
釧路空港(進入灯橋梁改良、滑走路端安全区域(RESA))

○ 交通・物流ネットワークの強化
・高規格道路を始めとする基幹的ネットワークの整備
・内外との人流・物流基盤である港湾・空港機能の強化

【道路】 ・北海道横断自動車道（阿寒IC～釧路西IC）のR6年度開通 ・釧路新道のR6年度4/4開通
【港湾】 ・釧路港の整備
【空港】 ・釧路空港の整備（Ｒ3年度 滑走路端安全区域(RESA)の完成、R4年度 進入灯橋梁改良の完成）

○ 利便性を確保するためのアクセス機能の向上
・釧路都市圏における交通渋滞の解消
・交通事故死者率の減少
・地域間連携による医療・福祉機能の確保を支える速達性・確実性の高い
道路交通の確保

広域交通ネットワーク形成プロジェクト 〔釧路・根室連携地域〕

食・産業関連プロジェクト、観光・交流・文化関連プロジェクト、社会基盤・暮らし関連プロジェクト
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切迫する日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震・津波、洪水、高潮等の災害から国民の
生命や財産を守り、冬期複合災害への備えを進めるとともに、流域治水への転換、国土
強靱化のハード・ソフト対策、インフラ老朽化対策としての予防保全への本格転換等にも
取り組む必要があります。また、医療、子育て支援に向けた安全・安心なまちづくりを構築
する必要があります。

地域のめざす姿（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

■豊かな自然を活かした産業の振興と多様な交流・連携に取り組み、人々が安心して
暮らせる、活気にあふれた「釧路・根室連携地域」

令和３年度の具体的な施策内容

令和７年度（５年後）の目標

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

○ 災害に強く安心して暮らせる心豊かなまちづくりの推進
・地震や津波、火山、大雨などに対する防災体制及び施設の充実・強化
・森林保全や山地災害防止等のための地域環境に配慮した治山事業の推進
・地域医療と保健・福祉の充実、妊娠・出産、子育てなど各ライフ・ステージにおける支援の推進
・若者、女性、高齢者・障がい者など誰もが暮らしやすい地域づくりの推進

平成28年8月に台風が相次いで北海道に上陸・接近し、道内各地の河川、道路、農業用施設等に甚
大な被害がもたらされました。今後も気候変動により、災害が更に頻発、激甚化することが懸念されて
おり、多様な主体との連携によりハード対策とソフト対策を効果的に組み合わせ、効率的な防災・減災
対策を進めます。

○ いのち・地域をつなぐ基盤整備
・広域連携を可能とする緊急輸送ルートの確保
・各交通手段における代替機能確保による多重化
・インフラの老朽化対策

○ 頻発する自然災害に備える防災対策の推進
・冬期視程障害による交通障害の防止
・災害時におけるライフラインや住民避難場所の確保
・防災関係機関との連携強化
・地震・津波・洪水・高潮時における被害低減及び避難経路の確保
・流域治水プロジェクトの推進
・道の駅の防災機能強化の推進
・空港機能確保のための空港施設の適切な更新改良
・災害時における農水産物流通機能の確保

○ 総合的な防災・減災対策の推進
・防災意識を高める啓発活動、防災訓練の実施
・現地情報連絡員（リエゾン）、緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）、水土里(みど
り)災害派遣隊等の派遣、災害対策用資機材の貸与等、きめ細やかな地域支援
の実施

【河川】・釧路川の治水安全度の向上、減災対策
釧路川河川改修（弟子屈地区 河道整備）
釧路川河川改修（標茶地区 堤防整備）

【道路】・災害に強い道路網の整備
北海道横断自動車道本別～釧路（L＝約65ｋｍのうち本別IC～阿寒IC L=48km 2/4開通済み。

阿寒IC～釧路西IC L=約17km 2/4整備促進）
国道44号尾幌糸魚沢道路 （L=約24.7km 2/2整備促進）
国道44号根室防雪 （L＝約12.2ｋｍ 2/2整備促進）
国道44号雪裡橋架替 （L=0.2km 4/4整備促進）
国道272号上春別防雪 （L＝約9.2 ｋｍ 2/2整備促進）
国道335号標津防災 （L＝約3.8ｋｍ 2/2整備促進）
国道44号釧路末広町電線共同溝（L=1.6km整備促進）
国道38号釧路橋北地区電線共同溝（L＝3.4kｍ整備促進）

【港湾】・効率的かつ安全な利用を実現するための港湾の整備
釧路港の整備（島防波堤、水深14m泊地の整備）
霧多布港の整備（北防波堤改良）

【空港】・空港施設の整備
釧路空港 (進入灯橋梁改良)

【漁港】・災害に強い漁港の整備
厚岸漁港、落石漁港、歯舞漁港、羅臼漁港

【河川】 ・釧路川河川改修事業の弟子屈地区完了
【道路】 ・北海道横断自動車道（阿寒IC～釧路西IC）のR6年度開通 ・根室防雪のR7年度開通 ・標津防災のR4年度開通
【港湾】 ・釧路港の整備、霧多布港の整備
【空港】 ・釧路空港の整備（R4年度進入灯橋梁改良の完成）
【漁港】 ・厚岸漁港の整備 ・落石漁港の整備 ・歯舞漁港の整備 ・羅臼漁港の整備
【防災】 ・各種防災会議、防災訓練の実施 ・津波防災地域づくり法支援
【共通】 ・施設の有効活用による避難対策 ・広域防災体制の整備

災害に強い地域づくりプロジェクト 〔釧路・根室連携地域〕

社会基盤・暮らし関連プロジェクト
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北方領土問題の解決は、領土という国の主権に関わる戦後我が国に残された重要課題
であり、北方領土問題を巡る外交交渉を後押しする啓発活動の展開や北方四島在住ロシ
ア人との交流など問題解決のための環境整備に努める必要があります。
また、北方領土隣接地域（根室管内１市４町）が置かれている特殊な地域事情に鑑み、
安定した地域社会を形成する必要があります。

地域のめざす姿（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

■豊かな自然を活かした産業の振興と多様な交流・連携に取り組み、人々が安心して
暮らせる、活気にあふれた「釧路・根室連携地域」

令和３年度の具体的な施策内容

令和７年度（５年後）の目標

連携地域の主な施策の方向（今後５年程度）

○ 北方領土問題の解決に向けた世論啓発・環境整備
・北方領土問題の啓発活動や北方四島交流などの推進
・北方領土隣接地域の振興

魅力ある地域づくりを実現させるためには、安心して暮らせる住環境と必要な利便性を確保した上で、
豊かな自然環境をこれからも享受できるような地域である必要があります。
北方領土返還要求運動の拠点である北方領土隣接地域では、地域活力の低下が見られることから、
この地域での活力維持発展を図るため、重点的・効率的な安定振興策を推進します。
また、北海道の先住民族であるアイヌの人々の生活環境等の向上を図るため、道路網等の環境整備
を促進します。

○ 北方領土隣接地域における地域整備の推進
・隣接地域の振興と安定した魅力ある地域社会の形成を図るための農水産物の
高付加価値化、周遊観光の構築、四島交流拠点の整備、地域医療の支援、
地震・津波・洪水・高潮対策等、ハード・ソフト一体となった取組の重点化
・流域治水プロジェクトの推進

【河川】・釧路湿原の自然再生
幌呂地区湿原再生、ヌマオロ地区旧川復元

・地域と連携した河川空間づくり
釧路川河川改修（弟子屈地区 河道整備）

【道路】・地域環境を踏まえた道路網の整備
北海道横断自動車道本別～釧路（L＝約65ｋｍのうち本別IC～阿寒IC L=48km 2/4開通済み。

阿寒IC～釧路西IC L=約17km 2/4整備促進）
国道44号根室防雪 （L＝約12.2ｋｍ 2/2整備促進）
国道272号上春別防雪 （L＝約9.2 ｋｍ 2/2整備促進）
国道335号標津防災 （L＝約3.8ｋｍ 2/2整備促進）

【港湾】・根室港における港湾機能の充実
根室港の整備（水深5.5ｍ岸壁改良、水深6ｍ岸壁改良）

【漁港】・水産物の高付加価値化に資するための「衛生管理型漁港づくり」
衛生管理型岸壁等の整備（厚岸漁港、落石漁港、歯舞漁港、羅臼漁港）

【農業】・生産性の向上と農作業の効率化により、農業経営の安定を図るための事業
国営環境保全型かんがい排水事業（別海北部地区、根室地区）

【河川】 ・釧路川河川改修事業の弟子屈地区完了 ・釧路湿原自然再生事業の継続
【道路】 ・北海道横断自動車道（阿寒IC～釧路西IC）のR6年度開通 ・根室防雪のR7年度開通 ・標津防災のR4年度開通
【港湾】 ・根室港の整備
【漁港】 ・厚岸漁港の整備 ・落石漁港の整備 ・歯舞漁港の整備 ・羅臼漁港の整備
【農業】 ・根室地区の整備完了 ・別海北部地区の整備

○ アイヌ文化の振興支援
・地域資源であるアイヌ文化を活かした広域観光のための環境整備の促進

地域環境整備プロジェクト 〔釧路・根室連携地域〕

北方領土関連プロジェクト
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