
地地域域のの現現状状・・課課題題  

道央広域連携地域「地域づくり推進ビジョン」 
 
 
 
 

国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
【地域社会】 
■ 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

 

■ 道央広域連携地域は 21 市 42 町 7 村からなり、

面積は 2 万 2 千 146 ㎢（全道の 26.5％）です。 

  人口（R2 国勢調査）は 332 万 3 千人（全道の

63.6％）です。当地域内の人口は減少傾向が続

いており、平成 27 年から令和 2 年までは 1.4％
減少（全道 2.9％減）しています。 

  高齢者比率（R2 国勢調査）は 30.4％で全道平

均（31.8％）を下回っていますが、地域別に見

ると、石狩以外の地域では高い比率となってい

ます。 

■ 当地域の合計特殊出生率は 1.24（H25～H29

人口動態統計保健所・市区町村別統計より推

計）で、全道平均の 1.30、全国平均の 1.43 よ

りも低い水準にあります。とりわけ市町村別で

は、石狩地域において道内のワースト 4 を占め

ています。 

■ 人口 10 万人当たりの医師数(H30 北海道保健

統計年報)は 276.8 人で、全道平均 254.0 人を上

 

 取組  
・地域における医療連携や救急医療体制の構築などによる医療提供体

制の充実に取り組んでいます。 

・若者が希望どおり地元就業、結婚・出産・子育てができる環境づく

りの促進に取り組んでいます。 

・コンパクトなまちづくりや「生涯活躍のまち」構想の推進など、高

齢者が健康で暮らしやすい環境づくりの促進に取り組んでいます。 

・地域を支える多様な人材の育成や確保に取り組んでいます。 

・移住に関する関係団体とのネットワークの構築や移住相談、移住体

験（ちょっと暮らし等）の促進に取り組んでいます。 

 課題  
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、地域住民・事業者が連

携し、新北海道スタイルの促進など様々な対策に取り組んでいく必

要があります。 

・自治体病院・公的病院等は、少子高齢化や都市部への人口流出、さ

らには、医師の不足や地域偏在などを背景に、その経営環境は依然

として厳しい状況にあるほか、今後の感染症治療の対応も考慮し、

関係機関による連携体制の強化などに取り組んでいく必要がありま
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国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
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。 
■ 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

回っていますが、第二次医療圏の札幌以外の地

域では概ね下回っており、地域間で格差が生じ

ています。 

    第二次医療圏別の産婦人科医師数・小児科医

師数（H30 医師・歯科医師・薬剤師統計）は、

札幌を除く地域で少なく、特に北空知及び日高

では、常勤の産科・産婦人科医がいない状況と

なっています。 

  多くの自治体病院等では、少子高齢化や都市

部への人口流出、更には、医師の不足や地域偏

在などを背景に、その経営環境は依然として厳

しい状況にあります。 
■ アイヌ文化復興等に関するナショナルセン

ターとして白老町ポロト湖畔を中心とする地

域に「ウポポイ（民族共生象徴空間）」が整備

され、主要施設は、令和 2 年に一般公開を開始

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。 

・テレワークの推進など多様な働き方を推進し、若者の地元定着、結

婚・出産・子育ての希望をかなえるとともに、高齢者など誰もが健

康で安心して暮らせるまちづくりに取り組んでいく必要がありま

す。 

・集落やコミュニティの活性化と空き家の利活用、コンパクトなまち

づくりの推進、地域を支える多様な人材の育成や確保に取り組んで

いくとともに、地域の「しごと」、「住まい」、「暮らし」の情報

を一元的に提供し、移住・定住の取組を推進していく必要がありま

す。 
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国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
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。 
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国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
【食・農林水産業】 
■ 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

 

■ 農家戸数(2020 年農林業センサス）は 1 万 4

千 963 戸（全道の 39.8％）で、平成 27 年と比べ

ると 15.7％減（全道 15.4％減）となっています。 

  耕地面積（R2 作物統計調査）は、26 万 2 千

ha（全道の 23.0％）となっています。 

  主要農作物（水稲、小麦、大豆、てん菜）合

計での作付面積と収穫量（R2 作物統計調査）は

11 万 5 千 ha（全道の 36.1％）と 84 万 1 千 t（全

道の 16.1％）となっています。 

  石狩川流域の稲作をはじめ畑作、野菜・果樹、

畜産、軽種馬など多様な農業が展開されていま

すが、農産物価格の低迷や生産資材の高騰など

により厳しい経営環境にあります。 

■ 森林面積（R 元 北海道林業統計）は 156 万 7
千 ha（全道の 28.3％）で地域総面積の約 7 割を

占めており、林種別には、人工林が 36 万 ha(全

道の 24.1％)、天然林が 114 万 3 千 ha(全道の

30.1％)、無立木地が 2 万 1 千 ha(全道の 24.1％)

となっています。 

  また、林業事業体数(R 元 林業労働実態調査)

は、149 事業体(全道の 26.9％)、林業労働者数

は 905 人(全道の 23.6%)となっています。 

  林業・木材産業では、胆振東部、日高、羊蹄

山麓などを中心に製材、チップ等が生産されて

 

 取組  
・農地の大区画化や排水条件の整備、新技術の導入、法人経営の育成・

推進などによる地域農業の体質強化に取り組んでいます。 

・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化と産業間

連携の推進、国内外への販路拡大に取り組んでいます。 

・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

流の促進に取り組んでいます。 

・地産地消等の推進による地域の農産物の消費拡大に取り組んでいま

す。 

・新規就業者の育成・確保、高齢者や女性の就労に配慮した環境整備、

ＩＣＴの活用など作業の省力化に取り組んでいます。 

・エゾシカなどの鳥獣被害防止対策の推進による農業経営の安定化に

取り組んでいます。 

・海域特性に応じた効果的・効率的な栽培漁業の推進、海獣被害防止

対策の推進などによる漁業経営の安定化に取り組んでいます。 

・森林施業の低コスト化の推進と、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による、森林資源の循環利用

の確立に取り組んでいます。 

 課題  

・ＴＰＰ協定等の発効を踏まえ、国内外での競争力強化を目指し、生

産性や品質の向上に向けた農業生産基盤の整備、多様なニーズに対

応した新品種やロボットトラクターやドローン等のＩＣＴを用いた

スマート農業を積極的に推進するとともに、農林水産物やこれらの

加工品のブランド化、農水産物をベースとした６次産業化や農商工
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国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

おり、施業の集約化や路網の整備等により生産

コストの削減を進めていますが、木材需要の縮

小や木材価格の低迷により、経営は厳しい状況

にあります。 

■ 漁業就業者数（H30 漁業センサス）は 4 千 7

百人（全道の 19.3％）で、平成 25 年と比べると、

17.5％減（全道 17.8％減）となっています。 

  漁業生産高（R 元 北海道水産現勢）は 343

億円（全道の 14.3％）で、平成 26 年と比べると、

18.4％減（全道 20.9％減）となっています。漁

業就業者一人あたりの生産高は令和元年で 591

万円と、全道平均（756 万円）に比べ低い水準

にあります。 

  生産高（金額）の魚種構成を見ると、サケ

（15.7％）、コンブ（11.6％）、スケトウダラ

（9.5％）が上位三種を占めています。 

    日本海地域ではナマコやスルメイカ、太平洋

地域ではサケやコンブ漁業などが主体となっ

ていますが、資源の減少や経費の増大などによ

り経営は厳しい状況にあります。 

 

 

 

 

 

連携により付加価値の高い商品開発を進めるほか、国内販路拡大や

海外への輸出などに、より一層取り組んでいく必要があります。 

・安全・安心で高品質な農産物に対する消費者のニーズが高まってい

ることから、クリーン農業を推進するとともに、食育や農業体験な

どを通じて地域の農産物に対する理解の醸成を図り、地産地消に取

り組んでいく必要があります。 

・農林水産業の就業者が減少、高齢化していることから、担い手の育

成や確保、ＩＣＴを活用した作業の省力化により一層取り組んでい

く必要があります。 

・エゾシカやヒグマ、アライグマなどの鳥獣による農業被害の減少を

図るため、関係団体との連携により捕獲などの取組を強化していく

必要があります。 

・秋サケやサンマ、イカなど主要魚種の漁業生産が減少、低迷してい

ることに加え、トドやアザラシなどの海獣による漁業被害が発生し

ていることから、海域の特性に応じた栽培漁業の推進と海獣被害の

防止、軽減を進めていく必要があります。 

・間伐などの手入れの行き届かない森林が依然として多い状況にある

ことから、森林施業の集約化による森林整備の効率化と生産コスト

の削減を進めるとともに、木材産業の競争力強化や林地未利用材の

有効活用の促進に、より一層取り組んでいく必要があります。 
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国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
【観光】 
■ 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

 

■ 観光入込客数（R2 北海道観光入込客数調査）

は、4,272 万人（全道の 52.7 ％）で、平成 27
年度と比べると 42.4％減（全道 45.2％減）とな

っています。 

  外国人宿泊客数（R2 北海道観光入込客数調

査）は、年間延べ 1 万 9 千人（全道の 68.2％）

で、平成27年度と比べると99.5％減（全道99.4％

減）となっています。 

  新型コロナウイルス感染症の影響から観光入

込数・外国人宿泊客数ともに大幅に減少してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 取組  

・自然、食、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推進に取り組んでいます。 

・北海道新幹線の開業や国際線ＬＣＣの就航など新たな観光需要に対 

応した受入体制整備、広域観光ルートの形成、地域情報の発信、体 

験・滞在型観光の推進に取り組んでいます。 

・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 

に取り組んでいます。 

・アイヌ文化や日本遺産「炭鉄港」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に取り組んでいます。 

 課題  

・現在、新型コロナウイルス感染症により観光需要が落ち込んでいる

ものの、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

ジェクトやアドベンチャートラベル、ワーケーションへの関心の高

まりなどにより、将来的に多くの観光客の道内への入り込みが期待

されることから、地域こだわりのブランド食を提供する食観光、農

村ツーリズムによる都市と農村の交流、エコツーリズム、サイクリ

ング、ラフティング、スキー、乗馬などの体験型観光といった地域

資源を活用した、ホスピタリティの高い魅力ある観光地づくりのほ

か、地域の観光情報や魅力の発信を更に進めていく必要があります。 

  また、2030 年度末の北海道新幹線札幌開業も見据えた広域的な受

入体制を整備していく必要があります。 

・外国人観光客の誘客のため、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備などの受入体制

の充実や更なる誘客促進に取り組んでいく必要があります。 
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国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・産炭地域は、高齢化率も高く、日本遺産「炭鉄港」の歴史を後世に

語り継ぐ人材の確保に取り組んでいく必要があります。 

・炭鉱遺産を保全しながら他の産業遺産と連携した広域的な取組に発

展させ、教育学習ツアーなどにより交流人口の拡大に取り組んでい

く必要があります。 

・アイヌ文化やジオパークなど地域固有の文化や歴史などの財産を地

域振興に結びつけるため、ウポポイ（民族共生象徴空間）の開業や、

日本遺産に認定された「炭鉄港」を契機とした更なる誘客促進などに

より、交流人口の拡大に取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-7-



国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
【産業】 
■ 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。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ 製造業事業所数（2020 年工業統計調査）は、

全道の 51.6%、製造業従業者数は全道の 59.4％
を占めています。 
 当地域の製造業従業者数の構成比をみると、

食料品製造等（食品製造業、飲料・たばこ・飼

料製造業の計）が 40.1％を占めています。 

  製造品出荷額等（2020 年工業統計調査）は、

3 兆 7,566 億円（全道の 62.1％）で、平成 26 年

と比べると 17.6％減（全道 9.4％減）となってい

ます。 

■ 小売業商品販売額（H28 経済センサス-活動

調査）は、3 兆 8,077 億円（全道の 60.4％）で、

平成 26 年と比べると 11.2％増（全道 7.3％増）

となっています。 

■ 札幌市を中心にＩＣＴ関連・バイオの先端技

術産業が集積しているほか、室蘭市、苫小牧市

などを中心に鉄鋼、自動車関連産業などが集積

しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 取組  

・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・育成に取り組んでいます。 

・北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区などを活用した食 

品加工分野での高付加価値化、販路拡大に取り組んでいます。 

・地域の特性を活かしたものづくり産業人材の確保・定着の促進に取 

り組んでいます。 

 課題  

・地域の産業活性化や雇用の創出のため、地方へのリスク分散の受け

皿となる産業集積地域の形成に向けた企業誘致に積極的に取り組ん

でいく必要があります。 

・「地域のものづくり力」の向上を図るため、大学や高等専門学校、産

業支援機関などを核とした研究開発拠点の形成や企業力向上に向け

た地元企業、金融機関との連携強化、地域資源を活かした新事業・

新産業の創出などに取り組んでいく必要があります。 

・アジアを中心とした海外への新たな市場開拓や、経済波及効果の高

い成長産業分野への事業展開などに取り組んでいく必要がありま

す。 

・若年者の道外への流出や雇用のミスマッチなどによる人手不足を解

消するため、職業訓練の実施や新規学卒者の地元への就職や定着の

促進などにより、産業の担い手となる人材の育成や確保に取り組ん

でいく必要があります。 
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国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
【交通・ネットワーク】 
■ 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。 
■ 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。 
■ 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

 

■ 交通網は、札幌市を中心に北海道縦貫自動車

道、横断自動車道、高規格道路等の幹線道路や

鉄道が道内各地に向け放射線状に延びているほ

か、道内外や海外との航空路も多数開設されて

おり、道内の交通の要衝となっています。 

  北海道新幹線の新函館北斗・札幌間は、平成

24 年度に国から工事実施計画の認可を受け、令

和 12 年度末の開業が予定されています。 

■ 新千歳空港は、年間約 930 万人（R2 国土交

通省空港管理状況調書）の利用客があり、令和

3 年 8 月現在では、道内 6 路線（女満別、稚内、

利尻、中標津、釧路、函館）、道外 24 路線（羽

田、関西、中部、仙台、福岡など）と、国外 14

路線（台北、ソウル、香港、上海など）が就航

するなど、北海道の空の玄関口となっています。 

  丘珠空港は、年間約 17 万人（R2 国土交通省

空港管理状況調書）の利用客があり、道内 5 路

線（女満別、利尻、釧路、函館、奥尻）、道外

3 路線（三沢、松本、静岡）が就航しており、

道内経済の発展に重要な役割を果たしていま

す。 
  なお、両空港とも新型コロナウイルス感染症

の影響から利用客が大幅に減少しております。 
■ 国際拠点港湾の苫小牧港と室蘭港は、全道港

湾の取扱貨物量のそれぞれ 53.2％と 8.1％を占

め（港湾取扱貨物量（R 元 北海道港湾統計年

 
 取組  
・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・確保及び充実に取り組んでいます。 

 

 課題  

・既存の交通ネットワークの維持・確保を図るとともに、災害時の避

難路整備など、交通ネットワークの形成に向けた取組を進めるほか、

高規格道路へのアクセス強化に取り組んでいく必要があります。 
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国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

報））、国内外との物流や産業の物流拠点とし

て重要な役割を担っています。 

  また、日本海側拠点港に選定された石狩湾新

港と小樽港は、国際貿易や旅客運送などの面

で、重要な役割を担っているほか、災害時のバ

ックアップ拠点としての機能も期待されてい

ます。 

■ 地域内の鉄道網の大部分を担うＪＲ北海道

の路線は、石勝線「新夕張～夕張」間が平成

31 年 4 月 1 日、札沼線「北海道医療大学～新

十津川」間が令和 2 年 5 月 7 日、日高線「鵡川

～様似」間が令和 3 年 4 月 1 日に、鉄道事業が

廃止となり、新たな交通体系に移行しました。 

  平成30年 7月 27日に国がＪＲ北海道に対し

発出した監督命令に基づき、令和 3年度から令

和 5 年度までを第２期集中改革期間として、Ｊ

Ｒ北海道においては、地域の関係者と一体とな

った鉄道の利用促進の取組が進められていま

す。 
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国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
【国土・防災】 
■ 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

 

■ 当地域において、平成 23 年（2011 年）以降、

令和 2 年（2020 年）までに、24 時間降水量が

観測史上１位を更新した雨量観測所は 12 箇所

（統計期間が 15 年未満の観測所を除く。）に

及んでおり、平成 26 年 9 月 9 日～11 日の豪雨

では、石狩・空知・胆振地方において、道内初

となる大雨特別警報が発令されるなど、今後も

豪雨の頻発、激化等が懸念されています。 
 
 

 
 

■ 当地域では、現在、噴火警戒レベルが運用さ

れている有珠山、樽前山、倶多楽の３火山で監

視・観測体制の整備が進められています。 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 取組  

・防災・減災に資するインフラの整備や、自主防災組織の育成などに 

よる地域防災力の強化に取り組んでいます。 

 課題  

・近年の激甚化する自然災害や感染症などに備え、防災・減災に資す

る河川や海岸などのインフラ整備、避難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、感染症対

策を踏まえた避難所運営、避難行動要支援者対策や自主防災組織の育

成、継続的な防災訓練の実施など地域防災力を強化していく必要があ

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

 
 

 
 

■ 当地域内における国及び地方自治体が管理す

る道路橋（橋長 2m 以上）約 11,700 橋のうち、

25%に当たる約 2,900 橋が高度経済成長期（1955
年～73 年）に建築されています。また、トンネ

ルについても、186 本のうち、18%に当たる 33
本が建設されています。（R3 北海道開発局調べ）

このような状況から、建築後 50 年以上を経過

する施設が今後 10 年～20 年の間に大幅に増加

することが見込まれています。 
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国家的・広域的な課題 連携地域の現状 連携地域の取組・課題 
【環境・エネルギー】 
■ 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。 
 

 

■ 一人一日あたりのごみ排出量は、928g/人日

（全道平均 960g/人日）で、リサイクル率（R
元 一般廃棄物処理実態調査）は、24.8％（全道

平均 23.2％）となっています。 
■ 当地域は、原子力発電、火力発電や水力発電、

また、石油精製所、石油備蓄基地などエネルギ

ー関連施設が集積し、北海道のエネルギー供給

地としての役割を担ってきましたが、「再生可

能エネルギーの固定価格買取制度」の開始を契

機に、風力、太陽光、バイオマス、雪冷熱など

の再生可能エネルギー導入に向けた動きが活

発化しています。 
  また、水素エネルギーの有効活用に向けた取

組も進められています。 

 

 取組  

・再生可能エネルギー等の導入に向けた施策の促進に取り組んでいま

す。 

・廃プラスチックも含めた廃棄物の適正処理や３Ｒの推進、環境に配 

慮した生活様式の実践など、環境保全意識の醸成促進に取り組んで 

います。 

・協働による森林づくり活動の推進に取り組んでいます。 

・人と自然が共生する社会づくりの推進に取り組んでいます。 

 課題  

・首都圏等との同時被災リスクの低さなど、地域のメリットを活かし

た企業誘致を進めていく必要があります。 

・「ゼロカーボン北海道」の実現に向け、再生可能エネルギー等の導入

など脱炭素化の取組を進め、持続可能な地域づくりを推進していく

必要があります。 

・廃棄物の発生抑制や再使用、資源化を進めるとともに、事業者等に

おける廃棄物の適正処理の推進を図り、環境負荷の少ないライフス

タイルを確立していく必要があります。 

・木育の取組を通して森林づくりの関心を高めるため、裾野を広げ、

理解度やニーズに応じた木育活動、多様な主体の参画による木育活

動を推進していく必要があります。 

・豊かな自然環境を守り育てるとともに、生物多様性の保全を図るた

め、エゾシカやヒグマ、アライグマなどの野生動物や外来種対策に

取り組み、人と豊かな自然環境が共生する地域づくりを推進する必

要があります。 
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