
北海道開発予算要望における北海道強靱化の主な事業

－北海道強靱化計画の着実な推進に向けて－

北海道

本道では、昨年の台風等による大雨災害により全道各地でこれまでにない甚大な被

害が発生し、これらの災害から道民の生命・財産を守り、さらに、国全体の強靱化に

貢献するためには、「北海道強靱化計画」に基づく施策を着実かつ効果的に推進する

ことが必要です。

このため、北海道強靱化計画の実効性を高めるための新たな支援制度の創設など財

政支援の充実・強化と、市町村における国土強靱化地域計画の策定に対する支援など、

北海道の強靱化に向けた国の施策及び予算について、特段の御配慮を賜りますよう、

お願い申し上げます。

平成３０年度

平成29年7月
北 海 道

２０１８年は北海道１５０年

Hokkaido.Expanding Horizons.

その先の、道へ。北海道

○社会資本の老朽化対策 剣淵川（士別市など）、有明ダム（初山別村）、頓別漁

港（浜頓別町）、雄信内大橋（幌延町）、稚内港（稚内

市）

○社会資本の耐震化対策 耐震強化岸壁の整備　[羽幌港](（羽幌町）、橋梁耐震

化[紋穂内橋]（美深町）、簡易水道等施設（遠別町）

○津波等対策 稚内港海岸（稚内市）

○火山砂防対策 十勝岳（美瑛町、上富良野町）

○避難路等防災対策 国道239号霧立防災（苫前町）、東光スポーツ公園（旭

川市）

○治水対策 天塩川（天塩町など）、ペーパン川（旭川市）、サンル

ダム（下川町）、豊栄川（名寄市）

○治山事業 復旧治山事業（礼文町） 、森林環境保全整備事業（枝

幸町）、保安林整備事業（稚内市）

○土砂災害対策 四線川（富良野市）

○道路防雪等対策 東川東神楽旭川線（東神楽町）、稚内幌延線（稚内

市）

○農業農村整備 道営農業競争力強化基盤整備事業（士別市）、国営

農地再編整備事業（浜頓別町）

○水産基盤整備 水産物供給基盤機能保全事業（礼文町）、水産生産

基盤整備事業（枝幸町）、水産環境整備事業（利尻

町）

○港湾施設対策 稚内港（稚内市）

○アクセス道路整備 北海道縦貫自動車道（士別剣淵～名寄間）、深川･留

萌自動車道（留萌大和田～留萌間）、音威子府バイパ

ス（国道40号）、旭川十勝道路（旭川市・東神楽町、中

富良野町・富良野市）、国道38号富良野道路（富良野

市）、旭川東神楽道路鷹栖東神楽線（旭川市・東神楽

町）、上富良野中富良野線（中富良野町）、名寄遠別

線（遠別町）、見晴通(留萌市)、永山東光線（旭川市）

道北地域（上川、留萌、宗谷）

○社会資本の老朽化対策 新千歳空港、室蘭港（室蘭市）、新川（札幌市）、馬追

橋（長沼町・栗山町）、大麻宮町団地（江別市）、東町

団地（滝川市）

○社会資本の耐震化対策 地下トンネルの耐震補強[新千歳空港]（千歳市）、橋

梁耐震化　[仁立内大橋]（日高町）

○津波等対策 胆振海岸（苫小牧市・白老町）、虎杖浜海岸（白老

町）、苫小牧港海岸（苫小牧市）

○海岸防災林の整備 防災林造成事業（石狩市）

○火山砂防対策 樽前山（苫小牧市）、有珠山（洞爺湖町）

○避難路等防災対策 国道5号塩谷防災（小樽市）、洞爺公園洞爺線（壮瞥

町）、滝之町伊達線（伊達市・壮瞥町）、上向別浦河停

車場線（浦河町）、泊共和線（泊村・共和町）、本町通

（新ひだか町）、大岸礼文停車場線（豊浦町）

○治水対策 石狩川（札幌市など）、平取ダム（平取町）、望月寒川

（札幌市）、新桂沢ダム・三笠ぽんべつダム（三笠

市）、厚真川（厚真町）、南利根別川（岩見沢市）、厚幌

ダム（厚真町）

○治山事業 復旧治山事業（日高町、神恵内村）、森林環境保全整

備事業（むかわ町）、水源地域整備事業（むかわ町）

○土砂災害対策 太田の沢川（蘭越町）、稲積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）、飛生川

（白老町）、室蘭西小路２（室蘭市）

○道路防雪等対策 雪寒機械の整備（小樽市）、国道229号野束歩道整備

事業（岩内町）、北７条東通（倶知安町）、江別奈井江

線（新篠津村）

○農業農村整備 国営農地再編整備事業（美唄市）、国営かんがい排

水事業（むかわ町）、道営水利施設事業（岩見沢市、

美唄市）

○水産基盤整備 漁港施設機能強化事業（新ひだか町）、水産物供給

基盤機能保全事業（豊浦町）

○港湾施設対策 石狩湾新港（小樽市、石狩市）、苫小牧港（苫小牧市）

○アクセス道路整備 北海道横断自動車道（余市～小樽間）、日高自動車

道（日高厚賀～静内間）、倶知安余市道路（国道5

号）、道央圏連絡道路(千歳市、長沼町、南幌町、江別

市）、国道337号泉郷道路（千歳市・長沼町）、国道235

号安平川橋、静川橋（苫小牧市）、国道276号緑跨線

橋（苫小牧市）、国道452号盤の沢道路（芦別市・旭川

市）、小樽西インター線（小樽市）、苫小牧中央イン

ター線（仮称）（苫小牧市）、洞爺湖登別線（壮瞥町）、

美唄富良野線（美唄市・芦別市）

道央地域（空知、石狩、後志、胆振、日高）

○社会資本の老朽化対策 今金橋（今金町）、山越海岸（八雲町）、女那川線（函

館市）、慫雲橋（せたな町）、函館港（函館市）

○社会資本の耐震化対策 橋梁耐震化[五稜郭跨線橋]（函館市）、[今金橋]（今金

町）

○津波等対策 度杭崎海岸（森町）、大舟海岸（函館市）、奥尻港海岸

（奥尻町）

○火山砂防対策 北海道駒ヶ岳（森町）

○避難路等防災対策 国道227号渡島中山防災（北斗市～厚沢部町）、奥尻

島線（奥尻町）

○治水対策 小田島川（函館市）、久根別川（北斗市など）

○治山事業 緊急予防治山事業(八雲町)　、森林基盤整備事業（八

雲町、乙部町）、水源地域整備事業（長万部町）

○土砂災害対策 蒜沢川（函館市など）

○道路防雪等対策 八雲北檜山線（八雲町）

○水産基盤整備 漁港施設機能強化事業（松前町）、農山漁村地域整

備交付金（函館市）　、水産環境整備事業（せたな町、

函館市）

○アクセス道路整備 北海道縦貫自動車道（七飯～大沼公園間）、函館･江

差自動車道（北斗茂辺地～木古内間）、函館新外環

状道路（赤川～函館空港）、国道278号空港道路（函

館市）、江差木古内線（木古内町、上ノ国町）、大沼公

園鹿部線（七飯町・森町）、空港通（函館市）、放射４号

線（函館市）

道南地域（渡島・檜山）

○社会資本の老朽化対策 紋別空港

○社会資本の耐震化対策 橋梁耐震化[宇津々橋]（紋別市）

○津波等対策 紋別港海岸（紋別市）

○避難路等防災対策 網走公園線（網走市）

○治水対策 斜里川（斜里町）、芭露川（湧別町）

○治山事業 復旧治山事業（網走市）

○土砂災害対策 網走錦町4（網走市）

○道路防雪等対策 国道238号紋別防雪（湧別町・紋別市）

○農業農村整備 国営農地再編整備事業（津別町）

○水産基盤整備 水産流通基盤整備事業（興部町）

○港湾施設対策 網走港（網走市）

○アクセス道路整備 旭川･紋別自動車道（遠軽瀬戸瀬～遠軽間）、遠軽北

見道路（遠軽町）

オホーツク地域（オホーツク）

○社会資本の老朽化対策 根室港（根室市）、サーモン橋（標津町）、標津海岸

（標津町）、散布漁港（浜中町）、藻散布橋（浜中町）、

住之江団地（釧路市）

○社会資本の耐震化対策 耐震強化岸壁の整備　[羅臼漁港]　（羅臼町）

○津波等対策 海岸町海岸（羅臼町）、霧多布海岸（浜中町）、標津海

岸（標津町）、根室港海岸（根室市）

○避難路等防災対策 国道335号標津防災（標津町）

○海岸防災林の整備 防災林造成事業（釧路市）

○治水対策 別保川（釧路町など）

○治山事業 治山事業（羅臼町）

○土砂災害対策 刺牛１号川（白糠町）

○道路防雪等対策 国道44号根室防雪（根室市）、根室半島線（根室市）、

屈斜路摩周湖畔線（弟子屈町）

○農業農村整備 道営農業競争力強化基盤整備事業（別海町）

○水産基盤整備 海岸保全施設整備事業（羅臼町）、水産生産基盤整

備事業（釧路市）、水産環境整備事業（別海町）、水産

流通基盤整備事業（別海町）

○港湾施設対策 釧路港（釧路市）、　根室港（根室市）

○アクセス道路整備 北海道横断自動車道（阿寒～根室間）、釧路外環状

道路（国道44号）、根室道路（国道44号）、釧路中標津

道路（釧路町・標茶町）、国道272号上別保道路（釧路

町・標茶町）

 釧路・根室地域（釧路、根室）

○社会資本の老朽化対策 中札内橋（中札内村）、中島橋（帯広市）

○社会資本の耐震化対策 橋梁耐震化[中島橋]（帯広市）、建築物耐震化[清水

町文化センター]（清水町）

○津波等対策 大津海岸（豊頃町）

○避難路等防災対策 札内地区都市防災総合推進事業（幕別町）

○治水対策 十勝川（帯広市など）、帯広川（帯広市）、利別川（足

寄町など）、美生川（芽室町）

○治山事業 保安林整備事業（豊頃町）

○土砂災害対策 ペケレベツ川（清水町）

○道路防雪等対策 八千代帯広線（帯広市）

○農業農村整備 道営農業競争力強化基盤整備事業（清水町）

○港湾施設対策 十勝港（広尾町）

○アクセス道路整備 北海道横断自動車道（陸別町陸別～陸別町小利別

間）、帯広・広尾自動車道（忠類大樹～広尾間）、幕別

帯広芽室線（幕別町）

十勝地域（十勝）



●住宅・建築物等の耐震化対策の促進
■ホテル・旅館等大規模建築物及び
学校施設の耐震化に向けた財政支
援等の拡充

●河川改修等の治水対策
の推進

■常時観測火山への観測機器の整備拡
充と、海底地震計・ＧＰＳ波浪計の
整備など調査研究・観測体制の強化

自然災害に対する北海道自らの脆弱性を克服

社会資本ストックの老朽化対策、住宅・建築物
等の耐震化対策の推進

免震装置

治水・治山、土砂災害、暴風雪・豪雪対策の推進

地震・津波や火山噴火の警戒避難体制の整備

北海道の強靱化、全国の強靱化を支えるネットワーク整備

北海道新幹線の整備 空港、港湾施設の機能強化

●地震・津波、火山噴火の調査研究・観測機器の整備と防災・
減災対策の推進

●社会資本ストックにおける
老朽化対策の推進

●土砂災害等から国民の暮らしを守るための支援の強化

●道路施設の防災・減災対策及び除排雪等の維持管理への支援

●道内地方空港の機能強化及び航空ネットワークの確保●新千歳空港の国際拠点空港化の促進

●青函共用走行区間等に
おける新幹線高速走行
の早期実現

●札幌までの早期完成

■土砂災害防止法に基づ
く基礎調査に対する財
政支援の拡充と地形情
報の提供など技術支援
の強化

■国際拠点港湾や国際バルク戦略
港湾などの岸壁や荷役機械の整
備促進に対する支援

■新たな国際商業航路として北極
海航路を活用するための取組の
推進

●消防、警察、自衛隊などの防災関係
機関の大規模災害対応能力の強化

●経営安定対策や担い手の育成・確
保対策などの充実

●国内外を結ぶ情報通信機能の
リダンダンシーの確保

■本社機能移転における設
備投資に対する財政支援
の充実や雇用促進税制の
特例措置の要件緩和

国全体の強靱化に貢献するバックアップ機能の発揮

リスク分散のための企業立地の促進と情報通信
ネットワークの整備

道内外の大規模災害時に備えた災害対応能力の強化

食料・エネルギーの安定供給の推進

◆ホワイトデータセンター構想（美唄市）

■国の主体的な関与の下での北本連系設備をはじめとする送電
網の増強及び蓄電技術の導入促進

■地域の実情に応じた固定価格買取制度の運用
■新エネルギー利用設備等の導入に対する助成や税制特例措置
の拡充及び立地に関する規制緩和などの促進

●農業・漁業施設等の食料生産基盤
の計画的な整備

●国際的な輸送拠点となる港湾の
機能強化に向けた整備の促進

◆DMATよる救急医療活動

●高規格幹線道路ネットワークの整備促進及び機能の向上

高規格幹線道路網等の整備
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●水素や石炭などエネルギー供給源の多様化の促進

●災害対応に不可欠な建設産業
の担い手の確保・育成

●災害医療体制の強化
■日本ＤＭＡＴ隊員養成研修の充

実及びＳＣＵ（航空搬送拠点臨
時医療施設）を含むＤＭＡＴ活
動用の資機材等の整備など財政
支援の充実

●データセンターの立地促進
■データセンターの地域分散
化促進税制の適用期限の延
長及び要件緩和

■社会資本ストックの点検・診
断に向けた財政支援の拡充

■洪水浸水想定区域調査に対
する交付金制度の創設など、
総合的な治水対策に対する
財政支援の拡充

■国土を保全するための
砂防・治山事業及び適
切な森林整備事業の推
進に必要な予算の確保

■１時間当たりの発着枠拡大の着実な推進や、深夜・早朝時間
帯発着便数の拡大を踏まえた空港周辺環境対策への財政支援
や着陸料の軽減、南側誘導路の整備等の実施
■国際航空物流体制の充実・強化に対する支援

■地域航空路線の維持・確保に
向けた航空会社や自治体に対
する新たな支援制度の創設及
び離島航空路線に対する支援
制度の拡充

●本社機能や生産拠点の
移転・立地等の促進

京

都大

阪

東

京

苫

小

牧

石

狩

新

潟

北米

ヨー

ロッパ

■経営安定対策の充実とセーフティネ
ットの構築

■担い手の育成・確保に向けた新規就
農等に対する支援の充実・強化

■農業農村整備事業及び水産基盤整備
事業等の計画的な推進に必要な予算
の確保

◆鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ補強（秩父別町役場）

◆橋梁点検

◆足寄町水害（H28.8）

◆羅臼町山地災害（H28.8）

■ＣＩＱ体制の充実や空港
施設の整備、除雪に必
要な予算の確保及び地
方管理空港における空
港運営経費に対する支
援制度の創設

■救出救助用資機材やヘリコプター用
装備品、活動用特殊車両の整備や、
自衛隊の体制維持・拡充

●新エネルギー導入拡大に向けた送電網等の電力基盤の増強

■社会資本ストックの維持管理
更新等の確実な実施に向けた
財政支援の拡充と予算の確保

■北海道と北米、北海道と日本海側
を結ぶ新たな光海底ケーブル網の
整備促進

〇

〇

〇 〇

〇

〇

〇 〇〇

◆日本海側の津波断層モデル

■冬期における円滑な交通を
確保するため、除排雪等の
維持管理に必要な予算の確
保

◆北海道庁

◆自衛隊による救援活動

◆建設業PR講座

■建設企業等が行う中長期的な
担い手確保・育成に向けた取
組への支援の継続

■貸付料など幅広い観点からの
更なる建設財源の確保や財源
措置の拡充

■時間帯区分案による一日
も早い高速走行の実現

■抜本的方策による全ダイ
ヤ高速走行の実現

■東北新幹線盛岡・新青森
間の速度向上

◆再生可能エネルギーポテンシャル分布イメージ

■エネファーム、ＦＣＶ(燃料電池自動車)、水素ステーション
の導入拡大と普及促進やエネルギー関連の実証事業の集積に
向けた一層の支援の充実と規制の見直し

■クリーンコール技術の開発など道内石炭資源の活用に対する
支援の実施

◆北海道新幹線(新青森･札幌間)沿線図

◆光海底

ケーブル網

◆既存航路と北極海航路 ◆北海道の１３空港

◆基盤整備によるほ場の大規模化

◆２環状８放射 ネットワーク

◆除排雪作業状況

■津波エネルギーを減衰する海岸
防災林の計画的な整備に対する
財政支援の強化

■日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震と日本海沿岸地域の地震・
津波に対する防災対策を推進するため、「南海トラフ地震特別
措置法」と同等の法制度の整備

■「津波防災地域づくりに関する法律」
に伴う財政支援及び対象事業の拡充

■避難施設、避難路、海岸堤防など津
波対策への財政支援の拡充

■既存の高規格幹線
道路を有効活用し
利便性向上を図る
インターチェンジ
などの増設、４車
線化や追い越し
車線の追加、都
心へのアクセス
強化等の整備

■災害時におけるリダンダン
シー確保に必要な高規格
幹線道路網の早期形成

■異常気象に伴う交通障害や
老朽化が進む道路施設の計
画的な修繕・更新に必要な
予算の確保

◆海岸防災林

◆地吹雪による視程障害状況
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