
《主な施策》

●洪⽔や⼟砂災害、⽕⼭噴⽕や⼤規模地震、津波などに備えた安全性の⾼い

災害防⽌施設の整備

・総合的な治⽔・利⽔対策の推進
【⽯狩川（札幌市など）、⼗勝川（帯広市など）、天塩川（天塩町など）、

平取ダム（平取町）、新桂沢ダム・三笠ぽんべつダム（三笠市）、
⾬⻯第1・第2ダム（幌加内町）、佐幌ダム（新得町）、厚沢部川（厚沢部町）、
南利根別川（岩⾒沢市）、豊栄川（名寄市）、クサンル川（稚内市）、
芭露川（湧別町）、利別川（⾜寄町など）、ピウカ川（芽室町）、

ペーパン川（旭川市）、別保川（釧路町など）、標津川（中標津町）など】
・海岸の⾼潮・浸⾷・津波対策施設などの整備
【胆振海岸（⽩⽼町）、度杭崎（どくいざき）海岸（森町）、海岸町海岸（羅⾅町）、

⼤津海岸（豊頃町）、霧多布海岸（浜中町）、⼤⾈海岸（函館市）、
⻁杖浜海岸（⽩⽼町）、標津海岸（標津町）、苫⼩牧港海岸（苫⼩牧市）、
稚内港海岸（稚内市）、紋別港海岸（紋別市）、根室港海岸（根室市）、

霧多布港海岸（浜中町）、奥尻港海岸（奥尻町）など】
・津波被害の軽減を図る海岸防災林の整備 【防災林造成事業（⽯狩市、釧路市など）】
・病院、⽼⼈ホーム、幼稚園などの要配慮者利⽤施設を守る⼟砂災害対策の推進
【網⾛錦町4地区（網⾛市）、太⽥の沢川（蘭越町）、稲穂1の沢川（札幌市）、

旭1号の沢川（芦別市）、豊⾥第三地区（⾚平市）など】
・市街地を流れる河川の浸⽔対策の推進

【望⽉寒川（札幌市）、帯広川（帯広市）、⼩⽥島川（函館市）など】
・粘り強い構造の堤防の整備〜危機管理型ハード対策

【ペーパン川（旭川市）、斜⾥川（斜⾥町）など】
・⽕⼭砂防施設や⼟砂災害対策施設の整備
【樽前⼭（苫⼩牧市）、⼗勝岳（美瑛町、上富良野町）、北海道駒ヶ岳（森町）、

ペケレベツ川（清⽔町）、⾶⽣（とびう）川（⽩⽼町）、
刺⽜（さしうし）1号川（⽩糠町）など】

・⽕⼭噴⽕緊急減災施設対策の推進
【有珠⼭（洞爺湖町など）、北海道駒ヶ岳（森町など）など】

●治⼭施設の整備

・⼭地災害の予防や荒廃⼭地等の復旧・整備、防災機能を有する森林の整備を⾏う
治⼭事業の推進

【復旧治⼭事業（⽇⾼町、礼⽂町、網⾛市、浦幌町など）、⼭地災害重点地域総合対策
（函館市など）、治⼭事業（農⼭漁村整備交付⾦）（羅⾅町など）など】

⾃然災害に対する北海道⾃らの脆弱性を克服

重点項⽬ ○防災・減災対策の推進（P38）
○北海道の強靱化と社会資本の⽼朽化対策等の推進（P39）
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6 強靱な北海道づくりとバックアップ機能の発揮

⼟砂流出状況

復旧治⼭事業（⽇⾼町）

JR⽇⾼線

国道235号

⼟砂災害の被害状況
〜ペケレベツ川（清⽔町）

南利根別川

利別川

⾜寄川

浸⽔被害の状況
〜利別川・⾜寄川（⾜寄町）

◆近年の⼤⾬等災害による被害



《主な施策》

●⾃然災害などによる被害を軽減する危機管理体制の充実と地域防災⼒の向上

・砂防情報基盤の整備 【札幌市、利尻町】
・⼟砂災害警戒区域等指定のための基礎調査の推進 【道内全域】

●災害に備えた安全な道路交通環境の整備

・避難路や緊急輸送道路、危険箇所の防災対策などの整備
【国道227号渡島中⼭防災（北⽃市・厚沢部町）、国道239号霧⽴防災（苫前町）、

国道5号塩⾕防災（⼩樽市）、国道335号標津防災（標津町）、
泊共和線（泊村・共和町）、滝之町伊達線（伊達市・壮瞥町）、
⼤岸礼⽂停⾞場線（豊浦町）、奥尻島線（奥尻町）、上向別浦河停⾞場線（浦河町）、

網⾛公園線（網⾛市）、本町通（新ひだか町）など】

●災害に強いまちづくり

・耐震診断や耐震改修に係る財政⽀援の拡充など、住宅や建築物の耐震化の促進
【岩⾒沢市庁舎（岩⾒沢市）など】

・災害時の避難、防災活動に寄与する公園等の整備
【東光スポーツ公園（旭川市）、みどり公園（稚内市）、

札内地区都市防災総合推進事業（幕別町）など】
・浸⽔被害から都市機能を守るための下⽔道の整備

【旭川市、帯広市、苫⼩牧市、千歳市など】
・地震などの災害に強い⽔道施設の整備

【簡易⽔道等施設（北⻯町など）、⽣活基盤施設耐震化等施設（稚内市、江別市など）】
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重点項⽬ ○防災・減災対策の推進（P38）
○北海道の強靱化と社会資本の⽼朽化対策等の推進（P39）
○原⼦⼒発電所の安全対策及び原⼦⼒防災対策の徹底（P41）

◆⼟砂災害警戒区域等指定のための
基礎調査実施状況と区域指定状況

洞爺公園洞爺線（壮瞥町）
（H30完成予定）

◆有珠⼭噴⽕に備えた新たな迂回ルート

◆防災公園の整備

滝之町伊達線
（伊達市・壮瞥町）

東光スポーツ公園（旭川市）

（平成30年3⽉末時点）

基礎調査対象箇所（a） 11,800 箇所

基礎調査完了箇所（b） 7,999 箇所

実施率（b/a） 約 68 %

⼟砂災害警戒区域等指定箇所（c） 5,240 箇所

指定率（c/a） 約 44 %



《主な施策》

●⾼規格幹線道路等の整備（再掲） ……………………………… P 1 

【⾼速⾃動⾞国道の整備】
【⼀般国道⾃動⾞専⽤道路の整備】
【⾼速⾃動⾞国道に並⾏する⼀般国道⾃動⾞専⽤道路の整備】
【⾼規格幹線道路の機能向上】
【地域⾼規格道路の整備】

●北海道新幹線の整備促進（再掲） ……………………………… P 3

●物流ネットワークの形成のための道路網の整備（再掲） ……… P 7

北海道の強靱化、全国の強靱化を⽀えるネットワークの整備

重点項⽬ ○⾼規格幹線道路網等の整備促進（P23）
○北海道新幹線の整備促進（P25）
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◆被災地への物資の搬送、⼈の移動に不可⽋な⾼規格幹線道路



《主な施策》

●新千歳空港の機能強化（再掲） …………………………………………… P 5 

●地⽅空港の機能向上に向けた整備（再掲） …………………………… P 5 

●国際的な海上輸送拠点の整備（再掲） ………………………… P 7 

●国内海上交通ネットワークの整備（再掲） …………………… P 7 
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■⾃衛隊による災害活動

重点項⽬ ○新千歳空港等の機能強化（P27）
○航空ネットワークの維持・拡充及び利便性向上のための施策の推進（P28）
○本道の経済活動を⽀える物流機能等の充実・強化（P30）
○北海道の強靱化と社会資本の⽼朽化対策等の推進（P39）

◆道内地⽅空港の機能強化及び航空ネットワークの確保

◆⼤災害時の⽀援拠点としての役割を担う本道の空港・港湾

平成30年7⽉現在



◆ 道が管理する主な施設の⽼朽化の状況

《主な施策》

●社会資本の⽼朽化対策、⻑寿命化の取組や既存ストックの有効活⽤の推進
・空港施設 【新千歳空港（千歳市）、⼥満別空港（⼤空町）、帯広空港（帯広市）など】
・港湾施設 【室蘭港（室蘭市）、根室港（根室市）など】
・道路施設 【霧⽴橋（羅⾅町）、平成⼤橋（旭川市）、今⾦橋（今⾦町）など】
・治⽔施設 【新川（札幌市）、剣淵川（⼠別市など）、有明ダム（初⼭別村）など】
・公園施設 【北海道⼦どもの国（砂川市）など】
・下⽔道施設 【⽯狩川流域（滝川市ほか）、函館市、⼩樽市など】
・公営住宅 【⽇吉町A団地（函館市）、⿃取団地（釧路市）など】
・農業⽔利施設 【道営⽔利施設等保全⾼度化事業（岩⾒沢市、美唄市︓⼤富地区）など】
・海岸施設 【標津海岸（標津町）、⼭越海岸（⼋雲町）など】
・漁港施設 【散布（ちりっぷ）漁港（浜中町）、頓別漁港（浜頓別町）など】
・治⼭施設 【調査点検（知内町︓⼩⾕⽯地区）など】
・林道施設 【炭鉱厚真川線（厚真町）など】

社会資本の戦略的な維持管理・更新、耐震化の推進

重点項⽬ ○北海道の強靱化と社会資本の⽼朽化対策等の推進（P39）

主な施設 施設数 

建設後 50 年を 

経過する施設の割合 備 考 

現在 10 年後 20 年後 

道路橋梁 
（２ｍ以上） 

5,292 橋 ６% 27% 51%  

下水道管路等 358km ０% ０% 35%  

樋門などの 
河川管理施設 

5,223 基 １% 10% 41%  

治水ダム 17 基 ０% ６% 41%  

砂防えん堤 1,146 基 ６% 33% 55%  

農地防災 
（海岸保全施設） 

40 箇所 ３% 44% 53%  

林道橋梁 707 橋 10% 62% 91%  

治山ダム 24,560 基 ８% 34% 53%  

漁港 282 箇所 82% 88% 97%  

漁港海岸 
（堤防・護岸） 

183 箇所 18% 68% 89%  

庁舎等 
1,966 棟 

80 万㎡ 
４% 27% 49% ※施設数欄下段

は延べ床面積 

 

※施設の割合は

延べ床面積によ

る 

学校施設 
267 校 

247 万㎡ 
１% ４% 42% 

道営住宅 
2,336 棟 

190 万㎡ 
１% ３% 36% 

◆ 施設点検の状況

※北海道インフラ⻑寿命化計画（⾏動計画）平成26年3⽉末現在
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橋梁の⽼朽化（H30.4︓通⾏⽌め）
道道熊⽜御影線 ⼗勝橋（清⽔町）

港湾の⽼朽化

下水道管の老朽化

農業⽤⽔利施設の⽼朽化

下⽔道管の⽼朽化

漁港の⽼朽化 公営住宅の⽼朽化

空港の⽼朽化（帯広空港）



《主な施策》

●社会資本や住宅・建築物等の耐震化の推進

・空港施設 【地下トンネルの耐震補強など（新千歳空港など）】
・農業施設 【ため池の耐震化（岩⾒沢市、美唄市、三笠市）】
・漁港・港湾施設 【耐震強化岸壁の整備（⽻幌港、羅⾅漁港など）】
・道路施設
【橋梁の耐震化︓仁⽴内⼤橋（⽇⾼町）、五稜郭跨線橋（函館市）、

宇津々橋（紋別市）、紋穂内（もんぽない）橋（美深町）など】
・⽔道施設 【稚内市、江別市など】
・ホテル・旅館等⼤規模建築物をはじめ、公共建築物や住宅

【岩⾒沢市庁舎（岩⾒沢市）など】
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重点項⽬ ○防災・減災対策の推進（P38）
○北海道の強靱化と社会資本の⽼朽化対策等の推進（P39）

◆農業施設の耐震化

鉄⾻ブレース補強（秩⽗別町役場）

◆⽔道施設の耐震化

◆橋梁の耐震化

ロッキング橋脚の挙動（図︓国交省HPから引⽤）

地震動
（⽔平⼒）

平常時 地震発⽣ 脱落・転倒
ロッキング橋脚の被災

（H28熊本地震︓国交省HPより）

現状

現在の橋脚を撤去

対策イメージ

新たに橋脚を設置

◆公共建築物の耐震化

2号ため池（美唄市）

五稜郭跨線橋（函館市）

⽔道配⽔本管の漏⽔事例（稚内市）


