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新型コロナウイルス感染症による道の施策及び計画への影響 
令和２年 11月 17日 

北 海 道 

１ 総合計画を推進する施策等への影響 

 （１） 集計結果 

項  目 全体数 影響あり 影響なし 

施  策 １０５ ５６（53.3％） ４９（46.7％） 

事務事業 ２，２７６ １３２（5.8％） ２，１４４（94.2％） 
 

（２） 影響の傾向 

   ① 内 容 

・ 行事・イベント・研修会の中止等 
行事・イベントや会議・研修会の延期、中止や参加人数の制限・規模縮小などの影響が生じた。 

【施策の例】 ・北方領土復帰対策等の推進(北方墓参)  

・世界で活躍するトップアスリートの育成(東京オリパラ) 

・道産食品の販路拡大(商談会) ・多様な人材の就業促進(就職・再就職支援）  

・森林資源の循環利用の推進による林業及び木材産業等の振興(育樹祭)  など 

・ 外国間の渡航制限等の影響 
外国間の渡航制限の影響により、貿易や国際交流に関する事業等の延期、中止などの影響が生じた。 

【施策の例】 ・国際会議等の誘致推進（国際会議等の誘致） 

・グローバル人財等の育成（北海道未来チャレンジ基金による留学生の募集） 

・世界の中の北海道を意識した海外市場の開拓（海外拠点を活用した企業支援等） など 

・ 教育・子どもの環境への影響 
休校による学校教育の影響等や子どもが家庭で過ごす時間が増えたことから家庭環境におけるリスクが懸念 

されるなどの影響が生じた。 

【施策の例】 ・地域全体で子ども見守り育てる社会づくり（子育てに悩む道民のための相談窓口の周知） 

・確かな学力を育む教育の推進（教育指導者の育成、学校や家庭における学習支援）など 

・ 医療関係への影響 
     感染症対応のため必要な医療体制や医療従事者確保等に影響が生じた。 

【施策の例】 ・小児・周産期医療体制の確保（助産師出向支援）  

・地域医療の確保（看護職の求人）など 

・ 移動制限による観光への影響 
国内の移動制限、外出自粛要請等の影響により、観光事業などに影響が生じた。 

【施策の例】 ・滞在交流型観光地づくりの推進（観光関連）  

・誘客活動の推進（各種プロモーション）など 

 

   ② 分 析 
・ 最も影響を受けたのは、それぞれの施策における国内外へのプロモーションやセミナー等の 

事業、技術力や能力向上などの人材育成を目的とした研修などの「行事・イベント・研修の中 

止等」となっている。  

・ 「その他」の内容としては、立入制限による監査や検査の一部中止、博物館等の施設運営、 

補助金やふるさと納税制度などを活用した支援などとなっている。 

資料２ 

0

20

40

60

(施策数) 
（※一つの施策で複数の影響が見られるものも含む） 

イベント

研修等 
外国間の 
渡航制限 

教育・子育 

てへの影響 

医療関係 
への影響 

移動制限に  

よる影響 その他 

52施策 

16施策 

6施策 7施策 

17施策 

8施策 



- 2 - 

 

２ 特定分野別計画等への反映 

（１）集計結果 

計画数※１ 見直す 検討中 
見直さないが 

別の手法で対応 
見直さない 

１８４ １８ １５ ９ １４２※２ 

（100.0％） （9.8%） （8.1％） （4.9%） （77.2％） 

 

※１ 計画の区分 

  ・重点戦略計画（重点） ：喫緊の課題等を踏まえて重点的・分野横断的に推進する計画 

   ・特定分野別計画（特定）：特定の分野毎の具体的な政策を推進する計画 

   ・施策別計画（施策）  ：特定分野別計画が示す方向等に基づき策定する計画 

・地域計画（地域）   ：北海道地域振興条例の規定により、地域振興を効果的に推進するため、北海道総合

計画が示す政策の基本的な方向に沿って広域的な連携地域毎に策定する計画 

   ・管理計画（管理）   ：行政の組織内部で共有することを主な目的とした計画 

 

※２ 「見直さない」（142計画）の内訳 

・計画の性質上、影響がない（ほとんどない）もの          78計画 

・計画の方向性を変更するまでの影響はなく、見直す必要がないもの  64計画 

 

（２）見直しの方向性 

①計画を見直す（18計画） 
区分 計画名 対応の方向性 見直し時期 

特定 

(9) 

北海道地域防災計画 避難所における感染症対策や感染症流行下における原

子力災害時の防護対策に関する内容を盛り込む必要があ

る。 

R2.11 

 北海道 ICT利活用推進

計画 

「北海道 Society5.0構想」を受け、現行計画の見直

しは当初から予定していたが、新型コロナウイルスの影

響により、ICT、AI、ロボットなどの未来技術の実装が

急速に進んでいるため、感染症拡大防止に向けた取組の

観点も考慮した上で改定作業を進めている。 

R3. 3 

 北海道自転車利活用推

進計画 

計画期間が令和２年度で満了するため、新型コロナウ

イルスの影響を含む社会情勢の変化による自転車の果た

す役割の高まりを踏まえ、次期計画を策定する。 

R3. 3 

 北海道交通政策総合指

針 

指針の重点戦略については、推進期間が令和２年度で

満了するため、新型コロナウイルス拡大の影響による公

共交通需要の減少や小口宅配需要の増加など環境変化を

踏まえ、新しい重点戦略を策定する。 

R3. 3 

 北海道環境基本計画

[第２次計画]改定版 

計画期間が令和２年度で満了するため、新型コロナウ

イルス流行に伴う社会経済への影響や感染症流行を契機

とした新しいライフスタイルの導入に関する記載を追加

する形で、新しい計画を策定する。 

R3. 3 

 北海道観光のくにづく

り行動計画 

現行計画の計画期間が令和２年度で満了するため、イ

ンバウンドを含む観光客の激減といった新型コロナウイ

ルスの影響も踏まえて、新しい計画を策定する。 

検討中 

 北海道省エネルギー・

新エネルギー促進行動

計画 

新型コロナウイルス感染症の影響で、一部事業の実施

時期などに影響があったものの、計画の推進には滞りな

く進んでいる。一方、計画期間が令和２年度で満了する

ため次期計画を策定する。 

R2年度中 

 第５期北海道農業・農

村振興推進計画 

現行計画の計画期間が令和２年度で満了するため、新

型コロナウイルス感染症の拡大とそれに伴う経済環境の

悪化により、農産物においても需要減少などの課題に直

面したことを踏まえて、新しい計画を策定する。 

R3. 3 
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区分 計画名 対応の方向性 見直し時期 

特定 北海道病院事業改革推

進プラン 

計画期間が令和２年度で満了することや現計画に新型

コロナウイルスなどの感染症が流行した場合の対応につ

いて記載がないことから、各道立病院の機能に応じた取

組等を記載の上、新しい計画を策定する。 

R3. 3 

施策 

(2) 

北海道地球温暖化対策

推進計画 

計画期間が令和２年度で満了するため、コロナ禍から

のグリーンリカバリーや新型コロナウイルスを踏まえた

ライフスタイルについて意識しながら、計画の策定を行

う。 

R3. 3 

 北海道アウトドア活動

振興推進計画 

現行計画の計画期間が令和２年度で満了するため、イ

ンバウンドを含む観光客の激減といった新型コロナウイ

ルスの影響も踏まえて、新しい計画を策定する。 

検討中 

地域 

(6) 

道央広域連携地域政策

展開方針 

新型コロナウイルスは地域の政策展開に影響を及ぼし

ており、今後は、そうした影響を十分に踏まえたものと

していく必要がある。 

その一方で、政策展開方針は総合計画が示す政策の基

本的な方向に沿って策定する必要があることから、総合

計画の見直し検討の議論を踏まえ、新たな方針を策定す

る。 

総合計画の

見直し検討

の議論を踏

まえ策定 

 道南連携地域政策展開

方針 

 道北連携地域政策展開

方針 

 オホーツク連携地域政

策展開方針 

 十勝連携地域政策展開

方針 

 釧路・根室連携地域政

策展開方針 

管理 

(1) 

Smart道庁のすすめ方 人と人との接触を減らす観点から、時間や空間に制約

されないテレワーク環境の整備と道民の利便性の向上に

向けた公金収納のキャッシュレス化の取組を加速するこ

とを踏まえ、工程表の見直しを行う。 

R3.3 

 

②見直しを検討中（15計画） 
区分 計画名 対応の方向性 

重点 

(1) 

第２期北海道創生総合

戦略 

各分野の個別計画における感染症の影響による点検結果などを踏ま

え、創生総合戦略への反映を検討する。 

特定 

(11) 

北海道グローバル戦略  中間年である 2021年をめどに、本道を取り巻く世界情勢の変化等

を踏まえ、適宜見直しを行うこととしており、コロナ禍の影響を鑑

み、必要な見直しについて検討を行う。 

 青函圏交流・連携ビジ

ョン 

 現行ビジョンについては今年度が終期なことから、新ビジョン策定

に向けて見直しを進めている。新型コロナウイルスの影響について

は、現時点で判断が難しいことから、引き続き状況を注視していく。 

 北海道離島振興計画 現時点においては、新型コロナウイルスが本計画にどのような影響

を与えるか判断が難しいことから、見直しの検討も含め、状況を注視

する。 

 半島振興計画（渡島地

域・積丹地域） 

 現時点においては、新型コロナウイルスが本計画にどのような影響

を与えるか判断が難しいことから、見直しの検討も含め、状況を注視

する。 

 北海道山村振興基本方

針 

 現時点においては、新型コロナウイルスが本計画にどのような影響

を与えるか判断が難しいことから、見直しの検討も含め、状況を注視

する。 

 北海道過疎地域自立促

進方針 

 現行過疎法が今年度末で終期を迎えることから、来年度見直す予定

である。新型コロナウイルスの影響については、現時点で判断が難し

いことから、引き続き状況を注視していく。 
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区分 計画名 対応の方向性 

特定 

 

北海道協働推進基本指

針 

 新型コロナウイルスがどのような影響を与えるか現時点で判断が難

しいことから、引き続き、見直しの検討も含め状況を注視する。 

 北海道人権施策推進基

本方針 

新型コロナウイルスによる影響をどのように方針に反映させるかは

検討中である。 

 北海道医療計画 計画の中間見直しの年であるため、新型コロナウイルスの影響を踏

まえ、医療計画のうち感染症に係る部分についての見直しを検討中。 

 北海道感染症予防計画 今般の新型コロナウイルス対策の検証や、国での基本指針の改正の

動きを踏まえる必要があり、現段階では見直しが必要かどうか判断で

きない状況。 

 北海道アルコール健康

障害対策推進計画 

第２期計画策定年度であり、現計画には、新型コロナウイルスなど

の感染症の流行等が発生した場合の対応策について記載がないため、

国の推進基本計画の検討状況を踏まえながら、今後に備えた対策を追

加することを検討している。 

施策 

(3) 

北海道過疎地域自立促

進計画 

 現行過疎法が今年度末で終期を迎えることから、来年度見直す予定

である。新型コロナウイルスの影響については、現時点で判断が難し

いことから、引き続き状況を注視していく。 

 北海道障がい福祉計画

（第５期） 

今年度は、第６期計画策定年であることから、審議会等へ協議を図

っている中で、各委員から新型コロナウイルスなどの感染症対策につ

いて計画に新たに盛り込む必要があるとの意見があることから、追記

することを検討している。 

 北海道高齢者保健福祉

計画・介護保険事業支

援計画（第７期） 

今年度、第８期計画を策定しており、国から示された指針に感染症

対策について記載されていたこと、計画検討協議会において構成員か

ら御意見いただいたことを踏まえ、感染症対策について追加すること

を検討している。 

 

③見直さないが別の手法で対応（９計画） 
区分 計画名 対応の方向性 

重点 

(1) 

北海道強靱化計画 新型コロナウイルスへの具体の対策については、必要に応じて、毎

年策定するアクションプランに反映する。 

特定 

(7) 

北海道食の輸出拡大戦

略＜第Ⅱ期＞ 

当面の施策のあり方、進め方については、経済部所管の特定分野別

計画等を横断的にまとめている「本道経済の活性化に向けた基本方

針」の見直しをもって対応する。 

 北海道地域商業活性化

方策 

 北海道小規模企業振興

方策 

 北海道科学技術振興計

画 

 北海道雇用・人材対策

基本計画 

 北海道職業能力開発計

画（第 10次） 

 北海道水産業・漁村振

興推進計画（第４期） 

新型コロナウイルスの影響を緩和するため、推進計画に包含される

「北海道水産業の緊急対策」を取りまとめ、漁業経営の安定化や道産

水産物の消費拡大などの取組を加速化する。 

施策 

(1) 

石狩湾新港地域土地利

用計画 

当面の施策のあり方、進め方については、経済部所管の特定分野別

計画等を横断的にまとめている「本道経済の活性化に向けた基本方

針」の見直しをもって対応する。 

 


