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（新・北海道総合計画との関係）

・ 連携地域別政策展開方針は、平成２０年度からスタートした新・北海道総合計画 （ほ

っかいどう未来創造プラン）の推進の手立ての一つとして、地域の多様な主体が共有す

る「地域づくりの方向」を示すものであり、地域の特性や特色に応じて地域に根ざした

政策を展開するため、総合計画に示している６つの連携地域ごとに、市町村や民間の方

々などの参画を得て、振興局が主体的に策定するものです。

・ 平成２４年度をもって終了した前方針（平成２０年１０月策定）に引き続き、社会経

済情勢の変化などを踏まえ、新たに平成２５年度からスタートする連携地域別政策展開

方針を策定し、地域の多様な主体と連携・協働しながら、推進します。

（北海道地域振興条例における位置付け）

・ 連携地域別政策展開方針は、北海道地域振興条例第５条の規定に基づく、広域的な地

域の区分ごとに地域振興を効果的に推進するための「地域計画」として位置付けられる

ものです。

（政策展開方針と特定分野別計画の連携）

・ 地域においては、産業、保健・医療・福祉、環境、教育などの分野ごとの政策を推進

する特定分野別計画と政策展開方針とが相まって、地域に根ざした政策を展開します。

（構 成）

地域の現状・課題 連携地域全体や各地域における現状、課題を記述してい
ます。

地域のめざす姿 地域住民と行政が一体となって実現をめざしていく、将
来のあるべき地域の姿を記述したものです。時期は、新
・北海道総合計画の終期までを想定しています。

主な施策の展開方向 産業、暮らし、社会資本など、地域の振興に係る主な施
策展開の方向性を示しています。

地域重点プロジェクト 地域のめざす姿の実現に向けて、多様な主体が連携・協
力し、重点的に進める広域的・戦略的な取組を示してい
ます。

連携地域別政策展開方針の位置づけなど

連携地域別政策展開方針の枠組み

基本的な考え方



- 2 -

（期 間） 平成２５年４月から５年程度（新・北海道総合計画の終期まで）

（多様な主体が協働した地域づくり）

・ 新・北海道総合計画では、個性豊かで活力に満ちた持続可能な地域社会の実現に向け、

「地域の多様な主体がともに考え、行動する」ことを基本に、「連携と相互補完」の考

え方に立って地域づくりを進めることとしています。

・ こうした考え方に基づき、方針の策定・推進のため、振興局と開発建設部が共同で市

町村や地域の関係者の参画を得て、振興局所管区域ごとの「地域づくり連携会議」など

を開催し、地域づくりの方向について検討するとともに、地域重点プロジェクトの推進

に向け、多様な主体と連携・協働して地域づくりを進めます。

（地域重点プロジェクトの推進）

・ 地域重点プロジェクトに関わる各主体は、それぞれの役割に応じて自ら関連する取組

を進めるとともに、国、道、市町村等の施策や制度を活用するなどして地域重点プロジ

ェクトを推進します。

・ 地域重点プロジェクトについては、毎年度、推進状況等を把握し、必要に応じ取組内

容の見直しを行うとともに、新たな地域重点プロジェクトに取り組むこととなった場合

などには状況変化に弾力的に対応することとします。

連携地域別政策展開方針の推進

地域の現状・課題

地域のめざす姿

主な施策の展開方向

道や市町

村、国の

計画等に

よる取組

重点プロジ

ェクトとし

ての取組

ＮＰＯをはじ

め民間等によ

る取組

市町村総合計

画や個別方針

等に基づく取

組

新・北海道総

合計画をはじ

め特定分野別

計画や個別方

針等に基づく

取組

国の計画等に

基づく取組

地域重点プロジェクト

連携地域全体や

各地域における

現状、課題

○連携地域

○各地域の課題

・農林水産業
・地域産業
・観光
・保健、医療、福祉
・環境
・社会資本整備 等

の分野

（地域住民と行政が一体となって実現をめざしていく地域の姿）

（多様な主体が連携・協力し、重点的に進める

広域的・戦略的な取組）

対
応
方
向

民間等 市町村 道 国

≪具体的な取組≫

（地域の振興に係る主
な施策の展開方向）
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（道における施策等への反映）

・ 地域重点プロジェクトの推進などに向け、地域づくり連携会議などにおける意見を踏

まえて、本庁各部において対応を要する重点的な事項を振興局長が政策提案として取り

まとめ、知事を本部長とし、副知事、本庁各部長、各振興局長等で構成する「北海道地

域づくり推進本部」等において、全庁横断的な調整を行い、その実現に努めます。

・ 道においては、振興局長からの政策提案について、限られた財源の効果的な活用が図

られるよう「選択と集中」の視点に立って、毎年度、重点政策の仕組みとも連携させな

がら、政策検討や予算編成過程を通じて検討を行い、道の施策や予算等への反映を図る

とともに、地域づくり総合交付金や地域政策推進事業、市町村への職員派遣制度など、

様々な地域振興施策を効果的に活用し、地域重点プロジェクトを推進します。
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（連携地域）

○ 道南連携地域は２市 16町からなり、面積は
6千 566 km ２(全道の 7.9％)です。
人口(H22 年国勢調査)は 47 万人(全道の 8.5
％)で、経年でみると減少傾向にあり、平成 17
年と比べ 5.4 ％減(全道 2.2 ％減)となってお
り、地域コミュニティの維持が課題となって

います。

高齢者比率(H22 年国勢調査)は 28.1 ％(全
道 24.7 ％)で、道内では高齢者比率の高い地
域となっています。

○ 産業は、稲作、畑作、野菜、酪農、畜産などの農業、ホタテ、コンブ、イカ、スケト

ウダラなどの漁業、トドマツ、スギなどを主体とした林業・木材産業、水産加工業や電

子部品製造業、造船業などの製造業、歴史、文化、自然などを生かした観光産業等が展

開されています。

○ 農家戸数(H22農林業センサス)は 4千 916
戸(全道の 9.6％)で、平成 17年と比べると、
14.4％減(全道 13.4％減)となっています。
耕地面積(H23作物統計調査)は、4万 4千 ha

(全道の 3.8％)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(H23 作物統計調
査)は 1 万 ha(全道の 3.0 ％)と 5 万 4 千ｔ(全
道の 1.1％)となっています。
「北海道農業の縮図」といわれる多様な農業が展開されていますが、小規模経営農家

が多く、担い手の減少や高齢化が進んでいます。

※北海道統計書における主要農作物４種「水稲」「小麦」「大豆」「てん菜」。

○ 森林面積(H22 北海道林業統計)は 53 万 ha(全道の 9.6 ％)で地域総面積の約８割を占
め、トドマツ、スギ、ブナ、ナラを中心に製材、チップなどが生産されていますが、木

材需要や外国材の流入による木材価格の低迷などから、林業経営は厳しい状況にありま

地域の現状・課題

【年齢３階層別人口の推移】
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す。

○ 漁業就業者数(H22 国勢調査)は 8千 5百人(全
道の 24.9％)で、平成 17年と比べると、16.4％
減(全道 11.4％減)となっています。
漁業生産高(H22 北海道水産現勢)は 447億円

(全道の 17.6％)で、平成 18年と比べると、15.6
％減(全道 10.3 ％減)となっています。漁業就業
者一人あたりの生産高は平成 22 年で 523 万円
と、全道平均(738 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、コンブ

(33.4％)、ホタテ(28.9％)、スルメイカ(19.0％)
の三種で生産高の約 8割を占めています。
コンブ、ウニ、ホタテ、アワビ、ナマコ、ヒラメ、ニシンなどのつくり育てる漁業の

取組を推進していますが、経営の安定化や漁業の担い手の減少、就業者の高齢化などが

課題となっています。

○ 従業者数の構成比(H22工業統計調査)でみる
と、食料品製造等(食品製造業、飲料･たばこ･飼

料製造業の計)が工業全体の 65.2％を占めていま
す。

製造品出荷額等(H22 工業統計調査)は 3,757 億
円(全道の 6.3％)で、平成 18年と比べると 1.6％
減(全道 3.5％増)となっています。
製造業従業者一人あたりの付加価値額(H22 工

業統計調査)は 707 万円であり、全道平均(917 万
円)と比べて低い水準にあります。

函館周辺地域では、(公財)函館地域産業振興財団を中核機関とした函館マリンバイオ

クラスターの実施など、関係機関等が連携した新産業創出等への取組が行われており、

これら成果を活用した地域産業の活性化が期待されています。

○ 小売業商品販売額(H19 商業統計調査)は、5,087
億円(全道の 8.3％)で、平成 9年と比べると 19.1％
減(全道 17.8％減)となっています。
既存の小規模小売店は、顧客の郊外型大型店へ

の流出などにより売上高が減少しており、中心市

街地の空洞化が課題となっています。

【漁業生産高（金額）の推移】
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○ 観光入込客数(H23 北海道観光入込
客数調査)は、1,022 万人(全道の 8.4
％)で、平成 18 年度と比べると 14.0
％減(全道 13.0％減)となっています。
観光消費額(H22 北海道観光産業経

済効果調査)は、道外客が 635億円(全
道の 13.0％)で、道内客が 568億円(全
道の 7.8％)となっています。
外国人宿泊客数(H23 北海道観光入

込客数調査)は、年間延べ 13 万 1 千
人(全道の 7.9％)で、平成 18年度と比べると 76.4％増(全道 6.5％減)となっています。
今後は、新幹線の開業効果を最大限に高めるため、道南地域全体が連携した取組が求

められています。

【医 師 数】

○ 人口 10万人当たりの医師数 医師数 医師数 10万人 うち医療施設従事

(H22北海道保健統計年報)は （H22年末） 当たり 小児科 産科

211.6人で、全道平均 229.0人 北海道合計 12,612 229.0 12,019 618 379

を下回っており、第二次医療 道南計 994 211.6 952 52 34

圏の南檜山、北渡島檜山の地 南渡島 908 225.6 872 45 32

域ではさらに下回っています。 南檜山 34 129.4 30 1 -

第二次医療圏別の産婦人科 北渡島檜山 52 126.7 50 6 2

医師数･小児科医師数(H22医
師・歯科医師・薬剤師調査)は、南檜山･北渡島檜山で少なく、南檜山には産婦人科医が

不在であり、医師の地域偏在とともに、産科などの特定診療科の医師不足が課題となっ

ています。

地域災害拠点病院(道内 32 施設)として、市立函館病院、北海道立江差病院、八雲総
合病院が指定されています。

○ 学校数(H23学校基本調査)は、小学校
(137校)、中学校(68校)、高等学校(33校)
の合計で 238校で、平成 20年に比べ 11校
(4.4％)減少しています。
地域の高等教育機関には、公立はこだて

未来大学、函館大学、函館大谷短期大学、

函館短期大学、函館工業高等専門学校のほ

か、北海道大学水産学部、北海道教育大学

函館校、東京理科大学基礎工学部がありま

す。
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○ 北海道縦貫自動車道は、士別剣淵ＩＣから大沼公園ＩＣまでが供用済です。

道路は、そのほとんどが急峻な海岸線沿いや山間部に通じており、高波や土砂崩れな

ど自然災害による影響を受けやすいことから、都市部との移動時間の短縮のほか、代替

ルートの確保や防災対策が課題となっています。

○ 函館空港は、年間 158万人(H22空港管理状況調書）の利用客があり、平成 24年９月
現在、道内４路線(丘珠、新千歳、旭川、奥尻)、道外３路線(羽田、関西、中部)と、国

外３路線(ユジノサハリンスク(休止中)、ソウル、台北)が就航しています。奥尻空港は、

年間１万人の利用客があります。近年、地方路線の大幅な見直しにより不採算路線が休

廃止・減便となっているため、路線の維持・確保が課題となっています。

港湾取扱貨物量(H22北海道港湾統計年報)は、函館港が全道港湾の取扱貨物量の 16.6
％を占めています。函館港は、道南の物流拠点としての役割を果たすとともに、青森港、

大間港とフェリー航路で結ばれています。

北海道新幹線の新青森～新函館(仮称)間の事業費ベースの工事進捗率は 71.8 ％
(H24.6.1現在)で、平成 27年度末までの開業を目指し、建設工事が進められています。

○ 地域には大沼国定公園、檜山道立自然公園、松前矢越道立自然公園、恵山道立自然公

園、狩場茂津多道立自然公園があります。

○ 一人一日あたりのごみ排出量とリサイクル率(H22 一般廃棄物処理実態調査)は、
1,089g/人日(全道平均 1,020g/人日)と 18.0％(全道平均 22.8％)となっています。

○ 地域内の主要発電所(北海道経済産業局調べ)としては、知内発電所(火力発電所、石

油、出力 70 万 kW)があり、地熱発電を行う森発電所(地熱発電所、出力 5 万 kW)もあ
ります。江差風力発電所(出力 2 万 1 千 kW)など日本海側を中心に風力エネルギーの活
用が進められています。

(各地域の課題)

■渡島地域

・ 農水産業や観光など地域の経済活動を支え、救急医療や災害時の対応などにも寄与す

る北海道縦貫自動車道をはじめとした高規格幹線道路網などの整備が求められていま

す。

・ 大沼は道内有数の観光地ですが、水質汚濁が問題となっており、水質改善対策を推進

するとともに、観光地としての再生が求められています。

・ 常時観測火山の駒ヶ岳を有しており、火山監視体制の充実や砂防・治山事業などの防

災対策のほか、長大な海岸線を有することから、治水や海岸事業などによる国土保全対

策が必要となっています。
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■檜山地域

・ 檜山地域の農業は、担い手の減少や高齢化により、一層厳しい経営環境に置かれてい

ることから、基幹となる作物の生産体制の強化とともに、地域に適した高収益な作物の

導入が求められています。

・ 古くから林業と共に栄えてきた地域ですが、近年では木材価格の低迷など厳しい状況

にあることから、木質バイオマスの活用など森林資源を有効利用し、需要拡大に向けた

新たな取組が求められています。

・ 檜山地域を含む日本海地域の漁協組合員１人あたり漁業生産額は、全道平均と比べて

約６割、オホーツク海地域と比べると約３割程度となっており、磯焼け対策や海域の特

性にあった魚種の増養殖など栽培漁業の推進が求められています。

・ 医師不足により、地域センター病院における診療体制の縮小や診療科の休診が相次い

でおり、その機能の維持が求められています。

・ 離島や山村地域などを有する管内における救急患者の救命率向上を図るため、地域セ

ンター病院や救命救急センターなどへの患者搬送体制の充実が求められています。

・ 都市部への移動時間の短縮は、医療のほか、農林水産物の輸送や広域観光など、暮ら

しの安心・安全の確保や産業振興を推進するうえで重要な課題となっており、太平洋側

に通じる道路の整備が求められています。
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〈地域住民と行政が一体となって実現をめざしていく、将来のあるべき地域の姿〉

■ 北海道新幹線開業で地域間交流が拡大

北海道新幹線・新青森～新函館（仮称）間が開業し、道南地域のブランド化に向けた

取組や高規格幹線道路網の整備などにより、観光など様々な分野で東北・北関東をはじ

め他の地域との交流が進み、その波及効果によって地域の活力が高まっています。

札幌延伸に向けた工事が進み、新幹線を生かした地域づくりが進められています。

■ 個性豊かな「食」の地域ブランドが確立

地域の特色ある農林水産物や地域一体となった広域ブランドなど、消費者のニーズに

対応した豊かで多様な「食」が広がっています。

農産物のクリーン農業技術や、栽培漁業技術の開発などが進み、より一層安全・安心

で品質の高い農林水産物が安定して生産できる体制が確立され、日本の食料自給率の向

上に寄与しています。

生産者と食品加工業者をはじめ他産業との産業間連携や地域間連携の強化により、道

南の豊富な食資源を生かした食クラスターの形成が進んでいます。

道南の独自性･優位性を有する産品･加工品の磨き上げを進め、付加価値の向上と販路

拡大を進めています。

■ 地域の資源や新技術などを生かした食関連やものづくり産業など

新たな産業が展開

地域の豊富な資源、優秀な人材、蓄積された技術・ノウハウ、研究成果などの優位性

や潜在力を十分に生かし、産学官連携の取組や特区等の制度の活用により、新技術開発

や新産業が創出されるとともに、企業立地が進展し、特色ある産業集積が進んでいます。

北海道新幹線がむすぶ、はこぶ、ひらく。
魅力あふれる「道南」の未来。

地域のめざす姿
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■ 独自の歴史文化や食文化がつくる魅力ある観光産業が展開

多様な食材を生かした厚みのある食文化、そして道内でも特色のある縄文や中世など

の歴史・独自の伝統文化などにふれる旅が国内外の観光客をひきつけるとともに、各地

域が魅力ある旅行商品を提供することで観光客の満足度を高め、リピーターが増加する

観光エリアとなっています。

道南や近隣地域の魅力的な観光資源が結びつき、広域的な観光ルートが展開されてい

ます。

■ 誰もが安心して暮らすことのできる生活環境づくりが進展

地域全体で子育てを支える環境が充実するとともに、在宅医療や、離島をはじめ過疎

地のハンディキャップをカバーする広域的連携による在宅医療を含めた医療・福祉提供

体制の充実が図られ、高齢者をはじめ誰もが地域社会の中で健康に活躍しています。

総合的な防災体制の強化による危機管理体制の充実や国土保全施設の整備など安全で

快適な生活環境づくりが着実に進んでいます。

集落や地域コミュニティ単位においても、関係者との協働の下、地域の主体的な取組

が進んでいます。

■ 森・川・海を一体で保全する取組が着実に進展

森から川、海へとつながる清らかな水の循環が保たれ、その恵みが暮らしや産業を支

えるとともに、豊かな自然環境の保全やヒグマなど野生動物の適切な保護・管理が図ら

れ、人と自然が共生する社会づくりが進展しています。

この豊かな自然を最大限に生かすため、風力発電や間伐材の利用など、再生可能エネ

ルギーの利用に向けた取組が進められています。

■ 地域間を結ぶ交通・情報ネットワーク形成が大きく進展

北海道新幹線をはじめとする高速交通基盤が整備されたほか、地域内幹線道路をはじ

めとする総合的な交通体系や新幹線駅から周辺地域などへの二次交通、地域をつなぐ情

報通信網が整備され、地域住民や観光客などの利便性が向上しています。

保健、医療、福祉の提供体制の確立などによって、中核都市である函館市や江差町、

八雲町の地域中心都市と周辺の自治体との連携が深まるとともに、地域の特色を生かし

た個性のある地域づくりが進んでいます。
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〈今後５年程度における主な施策展開の基本方向〉

○ 北海道新幹線開業に向けた地域づくり

（早期開業に向けた取組）

・ 平成２７年度末までに予定されている北海道新幹線の新青森・新函館（仮称）間の

一日も早い開業や、札幌までの早期完成に向けた取組を積極的に推進します。

（新幹線を生かした地域づくり）

・ 北海道新幹線の開業に伴う波及効果を道南地域、北海道全体の振興発展に結びつけ

るため、開業に向けた地域づくりを地域全体で推進します。

○ 特色ある地域産業の展開

（地域ブランド力の強化）

・ 消費者ニーズに的確に対応し、安全・安心な農林水産物を提供する体制づくりなど

により付加価値を高めるとともに、米、マグロなど地域の特性を生かしたブランド力

の高い農林水産物の生産・販売を促進します。

・ 道南地域の独自性･優位性を有する産品、加工品の磨き上げを行い、付加価値の向

上と販路拡大を進め、食と観光が連携し、道南ブランド定着に向けた取組を推進しま

す。

（食クラスターの形成）

・ 生産者と食品加工業者等との連携による新商品開発を促進するとともに、市町及び

支援機関や民間などとの連携による食クラスターの展開を促進します。

（持続可能な農業の推進）

・ 農業の高齢化が加速する中、地域農業が今後も持続的に発展するため、土づくりと

輪作体系の構築により生産性と品質向上を図り、持続可能な農業を推進します。

（高収益農業の展開と道南農業を支える意欲ある人づくり）

・ 道内の中でも温暖な気候に恵まれ、集約的で多様な農業を展開しており、今後は、

クリーン農業などを一層進めるとともに、「函館育ち」など地域ブランドの確立・

強化を図ることにより高収益な農業を展開します。

・ 新規就農者の就農促進及び育成システムの充実、農業経営の法人化などにより、農

業生産や地域活動を担う多様な人材の育成･確保を推進します。

主な施策の展開方向
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（森林の整備・保全と地材地消）

・ 主要樹種であるトドマツ、スギに加え、地域特有の樹種であるヒノキアスナロ、ブ

ナなどの森林資源に恵まれており、これらの森林の有する多面的な機能を持続的に発

揮させるため、市町との連携による計画的な植林や間伐などを推進します。

・ 林業経営の安定化を図るため、林道など路網整備の促進による施業の集約化や高性

能林業機械の導入によるコスト軽減を図るとともに、「道南スギ」などの地域で産出

される木材を地域で有効利用する地材地消の取組により、木材の需要拡大を推進しま

す。

（育てる漁業・高付加価値販売と担い手づくり）

・ 魚価の低迷や資源水準の低下、さらには有害生物による漁業被害などから漁業生産

が減少傾向にあり、経営の安定化を図るため、漁業被害防止に向けた取組、広域回遊

資源であるスケトウダラの資源回復計画に沿った漁獲努力量の削減などをはじめ、磯

焼けへの対応やニシン資源の復活に向けた取組、ホタテ、コンブ、ウニ、アワビ、ナ

マコ、ヒラメ、マツカワなどのつくり育てる漁業を促進するとともに、付加価値の高

い製品開発や積極的な販路拡大に向けた取組を促進します。

・ 新規漁業者の就業促進を図るため、北海道漁業就業支援協議会と連携し、担い手確

保に向けた対策を推進します。

（建設業の経営力強化などの促進）

・ 建設業者が地域の社会資本の整備はもとより、災害時対応や除雪といった地域の安

全・安心の役割を担いながら持続・成長できるよう経営方向の明確化や新分野進出と

いった「経営力の強化」や若年労働者等の確保・育成といった「人づくりの強化」な

どの各種施策を展開することで、活力ある地域づくりを推進します。

○ 地域資源などを活用した新産業の創出

（産学官連携の推進）

・ 水産資源の高付加価値化などに取り組む函館マリンバイオクラスターをはじめとす

る産学官連携の取組を、北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区などの制度

を活用して強化･拡充し、新製品や新技術の開発を進めるとともに、新産業の創出や

産業集積を推進します。

（地域資源を活用した食品産業などの企業立地の促進）

・ 地域の豊かな資源や人材を生かし、食品産業など地域の特性に応じた企業の立地を

促進します。
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○ 地域に根ざした観光・文化の振興

（受入体制の整備）

・ 北海道新幹線の開業などを見据えながら、多様化する観光客のニーズに対応した新

たな観光資源の掘り起こしを進めるとともに、観光客へのワンストップサービスを確

立するため、観光情報の提供や着地型旅行商品の販売などを一元化して対応できる地

域の仕組みづくりを推進します。

（広域観光の推進）

・ 北海道新幹線が開業することで、多くの観光客が広範囲に移動することが期待され

ることから、青森や後志地域などを視野に入れた広域観光を推進します。

（国際的観光地づくり）

・ 増加している外国人観光客が安心して快適に観光ができる受入体制の整備など、国

際的な観光地にふさわしい地域づくりを推進します。

（歴史文化を生かしたまちづくり）

・ 道南地域固有の城や館跡などの文化遺産の保存と復元、「江差追分」、「松前神楽」

などの郷土芸能の伝承活動など、歴史と伝統を生かしたまちづくりを推進します。

・ 国指定史跡大船遺跡や鷲ノ木遺跡、垣ノ島遺跡について、胆振地域や北東北３県の

縄文遺跡とともに世界文化遺産の登録に向けた取組を推進するとともに、縄文遺跡･

縄文文化を活用した地域づくりを推進します。

○ 快適で安心して暮らせる地域社会の形成

（交通・情報ネットワークの形成などによる連携・相互補完）

・ 交通・情報ネットワークの整備などにより中核都市である函館市や江差町、八雲町

の地域中心都市と周辺の自治体との連携を強化し、医療をはじめ生活関連サービスの

提供体制の充実を促進します。

（暮らしの安心を支える医療と保健･福祉の充実）

・ 専門医や総合内科医等の確保に努め、地域の中核で高度な医療を担う地方・地域セ

ンター病院の機能や在宅医療の充実、離島医療の確保を図ります。

・ 医療機関相互の機能分担や医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目

なく提供する地域包括ケアシステムの構築に取り組みます。

・ より迅速で効率的な救急搬送体制を確保し、重篤救急患者の救命率の向上を図るた

め、ドクターヘリ導入の可能性について検討を進めるなど、救急医療の充実に努めま

す。

・ 地域全体で子育てを支援する環境の充実やライフステージにあった健康づくりの取

組、中心市街地における商業環境の向上、地域活動を支える人材育成などにより、
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少子高齢化、人口減少に対応したコミュニティづくり、地域づくりを推進します。

・ 高齢者や障がい者など、誰もが安心して暮らすことの出来る地域の実現を目指し

ます。

（防災体制の構築）

・ 東日本大震災による地震や津波などの教訓を踏まえ、市町の地域防災力の強化を目

指すとともに、これまで以上に防災関係機関の連携を強めることで、減災への体制充

実を図ります。

・ 大雨災害や駒ヶ岳火山などに対する砂防・治山事業の充実により防災体制の構築に

努めるとともに、治水や海岸事業などによる国土保全を着実に推進します。

（地域商業の活性化）

・ 景気の低迷や事業所数、販売額の減少、中心市街地の空洞化など地域商業を取り巻

く環境が厳しい状況にある中、地域の実態に即した自主的な取組の強化を図るため、

商工団体、事業者など、地域の関係者が一体となった地域商業の活性化に向けた取組

を促進します。

（集落対策の促進）

・ コミュニティ活動や生産活動の場として住民生活を支える集落について、各市町や

地域住民など幅広い関係者との協働の下、地域の主体的な取組を促すための施策を展

開します。

（離島の安心した暮らしの確保）

・ 本土との格差是正のため、離島住民にとって欠くことのできない離島交通の確保は

もとより、住民や妊産婦への交通費などの助成や本土に比較して価格差のある石油製

品の航送費助成に努めるなど暮らしやすい離島生活を推進します。

また、地域間の交流促進や定住の促進が図られるよう、雇用機会の拡充や介護サー

ビスの確保、再生可能エネルギーの利用など自立的発展を目指し、島民の生活安定を

図ります。

○ 環境と調和した地域づくり

（環境保全対策の推進と自然環境の適正利用）

・ 農山漁村での生活排水施設整備や大沼の水質改善など、総合的な環境保全対策を推

進するとともに、国定公園や道立自然公園など自然公園の適切な保護と利用、ヒグマ

や高山植物といった野生動植物の適正な保護管理対策を推進します。

・ 日本海沿岸地域一体の森づくりなど「道民との協働の森林づくり」を推進します。
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（循環型社会の形成）

・ 廃棄物などの発生抑制(Reduce)、再使用(Reuse)、リサイクル(Recycle）の３Ｒに
配慮したライフスタイルや事業活動への転換を進めるため、地域住民などの主体的な

取組の促進を行うとともに、山林、河川などへの不法投棄防止対策に取り組みます。

（再生可能エネルギーの開発･導入）

・ 風力、地熱、木質バイオマスや海洋エネルギーの活用など、地域の特性を生かした

再生可能エネルギーの開発･導入を推進するとともに、地域のエネルギー資源を身近

な生活や経済活動に活用するエネルギーの「地産地消」の促進に向けた検討を進めま

す。

○ 国内外との交流促進と交通・情報ネットワークの形成

（地域間交流と移住、二地域居住の促進）

・ 温暖な気候や優れた自然環境を生かし、行政と民間が一体となった移住や二地域居

住などの取組を促進します。

・ 道内外の様々な人々との交流を通じて、地域住民が新たな発見をし、地域活性化の

糧とするため、地域や世代を越えた交流の拡大を促進します。

（交通ネットワークの充実）

・ 物流ネットワークの形成や観光振興のための交通ネットワークの確立などに向け、

北海道縦貫自動車道、函館・江差自動車道の整備促進をはじめ、新幹線駅からの二次

交通など地域内の交通網の整備、函館空港の機能及び路線の充実、函館港の港湾の整

備などを促進します。

・ 江差線の五稜郭･木古内間については、道と沿線市町が中心となって設立する第三

セクター鉄道により、地域住民の足を確保します。また、木古内・江差間については、

木古内町と上ノ国町を結ぶ唯一の公共交通機関であることから、関係町と連携し、地

元の意向を十分に踏まえ、地域交通の確保を図ります。

（高度情報通信網の整備）

・ ブロードバンドの世帯普及率の拡大など、情報通信格差のない地域づくりを推進し

ます。
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プロジェクト名 推進エリア 頁

１ 新幹線開業を契機とした戦略的地域づくり推進 道南連携地域 17
プロジェクト

２ 道南の多様な農林水産物を生かしたブランド力 道南連携地域 20
強化プロジェクト

３ 道南の食･文化･歴史を生かした交流促進プロジェ 道南連携地域 24
クト

４ 地域で支え合う安全･安心なまちづくりプロジェ 道南連携地域 27
クト

５ 産学官連携や特区制度等の活用による地域産業 函館周辺地域 30
活性化プロジェクト

６ 日本海沿岸の豊かな森･川･海の保全･活用プロジェ 檜山地域 32
クト (八雲町を含む)

地域重点プロジェクト
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新幹線開業を契機とした戦略的地域づくり推進プロジェクト

平成 27 年度末までに予定されている北海道新幹線新青森･新函館(仮称)間の開業により、本道が本州と新幹線で結

ばれ、道南連携地域が本州との玄関口となります。

開業時には国内外から多くの方の来訪が想定されますが、より多くの方に来ていただき、道南の魅力を堪能してい

ただくため、道南地域の独自性・優位性を有する｢食｣や｢観光｣ の魅力をさらに磨き上げ、付加価値の向上を図ると

ともに、食と観光が連携した道南ブランドを定着させ、その魅力を国内外へ発信していくなど、戦略的な地域づくり

を進めていくことが必要です。

そのため、新幹線開業に向けて道南地域全体での気運醸成を図っていくほか、新幹線を生かした新たな交通ネット

ワークの整備など、開業効果を最大限享受するための地域づくりの推進、道南の独自性・優位性を生かした「食」と

「観光」との連携による道南ブランドの強化及びその魅力の発信、東北などとの連携による広域観光の推進や食・

文化・歴史を生かした交流促進など様々な取組を進め、個性と魅力あふれる地域づくりを進めます。

目 的

施策展開

新幹線開業効果を最大限に引き出す地域づくりの促進

新幹線開業を契機

とした地域づくり

の推進

道南のバラエティ豊かな食と観光のブランド化の推進

世界に誇る地域文化を生かした地域づくり

道南の魅力発信の充実強化

《 地域で考える”目標” 》

■観光入込客数（延べ人数）

［現状値 H23］ ［目標値 H29］
1,023万人 ⇒ 1,060万人

※ 現時点では、新幹線の運行本数等が未定で

あるため、新幹線開業に伴う観光入込客数の

増加分は目標値に含めておりません。

※プロジェクトに取り組む上で、関わる方々の

共通の目標となるよう地域で設定したものです。

≪推進エリア≫
道南連携地域

≪連携地域を越えた広域的な取組のエリア≫

後志地域

※関係する取組に「＊」を付しています
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主な取組 実施主体

新幹線開業効果を最 ○新幹線開業に向けた地域の気運醸成 国、道、市町村、

大限に引き出す地域 ・開業に向けた切れ目のないイベントの実施 ＊ 民間

づくりの促進

○魅力ある新幹線駅づくり 国、道、市町村、

・道南ＰＲの拠点づくりの促進 民間

・新幹線駅を起点とする二次交通網の検討

道南のバラエティ豊 ○｢食｣と｢観光｣のブランド化の推進 道、市町村、民間

かな食と観光のブラ ・道南の独自性･優位性を生かした｢食｣のブランド力強化

ンド化の推進 ・食と連携した観光の促進

・観光のワンストップサービスの確立に向けた取組 ＊

・青森県をはじめとした東北新幹線沿線や後志地域などとの広

域連携 ＊

・新幹線駅やその周辺での道南産品の販売･ＰＲの促進

・新幹線駅からの二次交通アクセス等を活かした観光ルートの

開発

世界に誇る地域文化 ○縄文遺跡･縄文文化を活用した地域づくりの推進 道、市町村、民間

を生かした地域づく ・北海道･北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録に向けた取組

り

道南の魅力発信の充 ○イベント開催等によるＰＲ 道、市町村

実強化 ・パネル展の開催

・マスコミに向けて情報提供

○ホームページによる観光情報の発信 道、市町村、民間

○観光物産展への参加やアンテナショップを活用した情報の発信 道、市町村、民間

○観光プレゼンテーションの開催など効果的な誘客活動の推進 道、市町村、民間

・プロモーションの実施 ＊

・イベントやメディア等を通じた旅行会社･マスコミ、個人に

対する観光情報の提供 ＊

○企業等と連携した観光情報等の発信 道、市町村、民間

・多様なチャンネルによるＰＲ ＊
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■関連する主な基盤整備

○北海道新幹線における新青森・新函館（仮称）間の一日も早い開業と札幌までの早期完成

・北海道新幹線(新青森･札幌間)の建設促進

・新幹線と貨物列車の共用走行区間における課題の解決

○高規格幹線道路の整備

・北海道縦貫自動車道の整備促進

・函館･江差自動車道の整備促進

○安心で快適な旅ができる交通ネットワークの整備

・地域高規格道路の整備促進

・北海道新幹線新函館(仮称)駅にアクセスする幹線道路網の整備促進

・観光拠点へのアクセス道路の整備促進

・新函館（仮称）駅・現函館駅間の鉄道アクセスの充実

○地方空港の機能向上に向けた施設の整備

・函館空港の機能充実

○国内海上輸送拠点の整備

・函館港や地方港湾の整備促進

○都市の活性化や再生に向けた都市基盤の整備

・新幹線駅周辺のまちづくり

○物流ネットワーク形成のための道路網の整備

・北海道縦貫自動車道の整備促進

・函館･江差自動車道の整備促進

・地域高規格道路の整備促進

・物流拠点へのアクセス道路の整備促進



- 20 -

道南の多様な農林水産物を生かしたブランド力強化プロジェクト

道南連携地域は、太平洋と日本海、津軽海峡に囲まれ、バラエティ豊かで特色のある農林水産物に恵まれています。

農業については、北海道農業の発祥の地として、豊かな自然条件と温暖な気候を生かし、稲作･花き･野菜･園芸･酪

農･畜産など北海道農業の縮図と称されるほど地域ごとに特色ある品目の農業生産が展開され、｢函館育ち｣といった

広域ブランド推進に向けた取組も進められていますが、経営規模が小さいことから、収益性の高い農業経営を展開し

ていくこと が必要です。

水産業については、道内の主要生産地となっており、海域ごとにホタテ、イカ、コンブ、マグロ、アワビ、エゾバ

カガイなどをはじめとして多種多様な漁業が営まれていますが、漁獲物の大半は｢生鮮｣状態で出荷され、価格が不安

定な状態にあるため、生鮮水産物の収益性を高める取組が必要となっています。

林業においては、主要樹種であるトドマツ、スギに加え、ヒノキアスナロ(ヒバ)、ブナなどの道南特有の資源に恵

まれ、多様な林業･林産業が営まれていますが、道南スギをはじめとする地域材の需要拡大が課題であることから、

原木の低コスト生産と安定供給を図るとともに、高次加工体制の整備による製品の付加価値向上と流通体制の確立、

地場消費の拡大などさらなる｢地材地消｣の促進が必要となっています。

このように、地域の基幹産業である第一次産業を取り巻く環境は厳しくなっていますが、地域の関係者が連携し、

独自性･優位性を有する多様な地場産品のブランド化を進めることで、付加価値の向上と販路拡大を進めていきます。

目 的

施策展開

地場産品のブランド化､高付加価値化の推進

道南の多様な農林

水産物を生かした

ブランド力の強化 地場産品の販路拡大

食クラスターの推進

地域資源を活用した食品産業などの企業誘致

《 地域で考える”目標” 》

■クリーン農業に取り組む生産集団数（YES!clean)
［現状値 H23］ ［目標値 H29］

２６団体 ⇒ ３７団体

■道南地域における漁業生産量

［現状値 H23］ ［目標値 H29］
17.9万トン（概数） ⇒ 19.8万トン

■製材の道内出荷量比率

［現状値 H23］ ［目標値 H29］
38%（スギ22%） ⇒ 40%（スギ25%）

■管内スーパー等と連携した物産フェアの開催数

［現状値 H23］ ［目標値 H29］
年２８回 ⇒ 年２８回

※プロジェクトに取り組む上で、関わる方々の

共通の目標となるよう地域で設定したものです。

≪推進エリア≫
道南連携地域
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主な取組 実施主体

地場産品のブランド ○クリーン農業や有機農業の導入促進 道、市町村、民間

化、高付加価値化の ・クリーン農業や有機農業の取組推進

推進

○農産物のブランド力強化 道、市町村、民間

・道産食品独自認証制度（きらりっぷ）及び道産食品登

録制度の推進

・農業生産工程管理手法(ＧＡＰ)の導入推進

・農業農村の多面的機能及び地域資源の情報発信

○地域農産物の生産･消費拡大の推進 道、市町村、民間

・地域農産物の消費拡大に向けた取組

・収益性の高い新規作物等の導入促進

○古くから生産されている黒大豆等の特産品化 道、民間

○マグロ、ヒラメ、エゾバカガイ等生鮮魚介類のブランド化 道、市町村、民間

・販促イベントや試供品による消費者へのＰＲの実施

・ヒラメ、エゾバカガイのブランド化に向けた各種取組の実施

○アワビ、ナマコ、マツカワ、コンブ、サクラマス等の資源造成 道、市町村、民間

・種苗生産等の取組促進

・アワビ､ナマコ､マツカワ、コンブ､サクラマス等の資源増大

の推進

・ニシン資源の復活に向けた取組促進

○有害生物による漁業被害の低減に向けた被害防止対策の推進 道、市町村、民間

○衛生管理や鮮度保持の強化 道、市町村

・施設整備の推進

○｢道南スギ｣の産地化、需要拡大 道、市町村、民間

・林業･木材産業の再生に向けた検討会等の開催

・ひやまの地域材需要拡大行動計画の推進

・公共建築物や住宅等での地域材活用の促進
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主な取組 実施主体

○農林水産業、食品加工業、試験研究機関が連携した加工品の開 国、道、市町村、

発促進 民間

・生産･加工･販売までの一貫した取組に向けたプロジェクトの

促進

・アグリビジネスの取組推進

・加工品開発に係る各種支援施策等の活用促進

食クラスターの推進 ○道南一体となった食クラスターの形成 道、市町村、民間

・生産者と食品加工業者等の連携による新商品開発

・市町、支援機関や民間等の連携促進

地場産品の販路拡大 ○百貨店や管内スーパーと連携した物産フェアの開催等 道、市町村、民間

・物産フェア･展示即売会の実施

・マーケティングスキル向上のためのセミナー等の開催

・バイヤーの招聘等による商談機会の提供

○インターネット、アンテナショップ等を活用した地場産品や食 道、市町村、民間

材等の紹介

・道のアンテナショップ「北海道どさんこプラザ」の活用

・地場産品のデータベース化及び情報発信

○ホームページ等によるＰＲ 道、市町村、民間

○郷土食のメニュー化など、地場食材を活用した食の魅力創造 道、民間

・地場食材の活用促進に向けた取組の実施

・檜山の郷土食を提供する旅館、飲食店に関する情報発信

地域資源を活用した ○地域資源を活用した食料品製造業等の立地促進 道、市町村、民間

食品産業などの企業 ・北海道産業振興条例の支援策活用

誘致 ・企業立地促進法の支援策活用

○様々な機会を活用した地域資源や立地条件などのＰＲ 道、市町村、民間

・地域の立地環境のＰＲ

・｢企業立地セミナー｣の活用促進等

○企業情報の発信 道、市町村、民間
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■関連する主な基盤整備

○農産物の安定生産の基盤となる農地や農業用施設の整備

・水田の整備促進

・畑の整備促進

・草地の整備促進

・農業用施設の整備促進

○農地及び農業用施設の機能回復や災害を防止するための施設の整備

○農産物流通の合理化などのための農道の整備

○健全な森林の整備と保全の推進

○水産物供給基地としての漁港･漁場づくり

・漁港の整備促進

・漁場の整備促進

○物流ネットワーク形成のための道路網の整備

・北海道縦貫自動車道の整備促進

・函館･江差自動車道の整備促進

・地域高規格道路の整備促進

・物流拠点へのアクセス道路の整備促進
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道南の食･文化･歴史を生かした交流促進プロジェクト

道南連携地域には、全国的にも有名な函館、大沼、松前、奥尻といった観光スポットや、道内最古の歴史を誇る上

ノ国、江差があり、北海道の中でも他地域とは異なる気候風土や歴史･文化をもつ観光圏域を形成しています。

大船遺跡や鷲ノ木遺跡、垣ノ島遺跡などの縄文文化遺跡や、上之国館跡や福山城跡、五稜郭跡などの文化遺産のほ

か、地域ごとに特色のある多種多様な農林水産物による食の魅力づくりも進んでおり、これらの観光資源としての活

用が期待されています。

一方で、国内外との観光地間競争が激化する中、観光入込客数は減少傾向にあり、多様化する観光客のニーズに対

応した、新たな観光資源の掘り起こしや地域の資源を生かした観光を推進し、リピーター客の確保や観光の広域化、

滞在型化、通年化を図ることが必要となっています。

そのような中、平成 27 年度末までに開業が予定されている北海道新幹線は、交流人口の大幅な拡大をもたらすこ

とが期待されており、北海道新幹線の開業を見据え、食･文化･歴史など地域の魅力の再発見と磨き上げ、新たな魅力

の発掘を進めるとともに、その効果が道南全体に波及するよう東北を含めて道南の広域観光を推進します。

目 的

施策展開

地域資源の発掘・磨き上げ
道南の食･文化･歴

史を生かした交流

促進

広域観光ルートの開発

《 地域で考える”目標” 》

■観光入込客数（延べ人数）

［現状値 H23］ ［目標値 H29］
1,023万人 ⇒ 1,060万人

※ 現時点では新幹線の運行本数等が未定で

あるため、新幹線開業に伴う観光客入込客数

の増加分は目標値に含めておりません。

■観光客平均宿泊数

［現状値 H23］ ［目標値 H29］
1.16泊 ⇒ 1.37泊

※プロジェクトに取り組む上で、関わる方々の

共通の目標となるよう地域で設定したものです。

≪推進エリア≫
道南連携地域

≪連携地域を越えた広域的な取組のエリア≫

後志地域

※関係する取組に「＊」を付しています
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主な取組 実施主体

地域資源の発掘・磨 ○縄文文化遺跡や城跡などの歴史的遺産や江差追分等伝統芸能な 道、市町村、民間

き上げ どの文化的遺産の観光資源としての活用促進と新たな観光資源

の発掘

・自然を生かした農漁業体験や森林体験メニューの開発など体

験観光プログラムの充実

・北海道･北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録に向けた取組

・地域の歴史を生かした取組の推進

○観光資源としての食の発掘・磨き上げ 道、市町村、民間

・観光資源としての農林水産物を活用した商品の開発、磨き上げ

・食と観光の連携による取組の推進

○ホスピタリティあふれる観光産業の展開 ＊ 道、市町村、民間

・ホスピタリティの向上

・観光振興の中心的役割を担う人材の育成 ＊

・外国人観光客が安心して快適に観光ができる受入体制の整備

○地域の魅力をさらに高める取組の促進 道、市町村、民間

・自然再発見の場の提供

・大沼の水環境の保全

広域観光ルートの開 ○観光客へのワンストップサービスの提供 ＊ 道、市町村、民間

発

○道南地域の広域観光ネットワークの形成 国、道、市町村、

・道南地域の官民一体となった広域観光の推進 ＊ 民間

・どうなん･追分シーニックバイウェイ指定に向けた取組の促

進

○青森や後志地域を視野に入れた広域観光ルートの開発など広域 国、道、市町村、

観光を進めるための取組の展開 民間

・新たな観光資源の発掘と広域観光ルートの磨き上げ ＊

・新幹線駅からの二次交通アクセス等を生かした観光ルートの

開発

■関連する主な基盤整備

○北海道新幹線における新青森・新函館（仮称）間の一日も早い開業と札幌までの早期完成

・北海道新幹線(新青森･札幌間)の建設促進
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○高規格幹線道路の整備

・北海道縦貫自動車道の整備促進

・函館･江差自動車道の整備促進

○安心で快適な旅ができる交通ネットワークの整備

・地域高規格道路の整備促進

・北海道新幹線新函館(仮称)駅にアクセスする幹線道路網の整備促進

・観光拠点へのアクセス道路の整備促進

○地方空港の機能向上に向けた施設の整備

・函館空港の機能充実

○国内海上輸送拠点の整備

・函館港や地方港湾の整備促進

○都市の活性化や再生に向けた都市基盤の整備

・新幹線駅周辺のまちづくり
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地域で支え合う安全・安心なまちづくりプロジェクト

道南地域は南北に長い海岸線を持ち、広域分散型の地域特性を有しており、第二次･第三次医療圏への移動に時間

を要することから、地域住民が安心して暮らせるための広域的な救急患者搬送体制の充実が課題となっています。そ

のため、迅速な初期治療や搬送時間の短縮による救命効果が期待されるドクターヘリの導入に向けた取組や救急時に

おける円滑な患者搬送のための高規格幹線道路の整備を促進していきます。

また、当地域では北海道南西沖地震や駒ヶ岳の噴火を経験していますが、東日本大震災などでも明らかなように、

災害発生時の地域における「自助」「共助」「公助」の力を発揮した迅速な対応が求められています。

そのため、地域の自主防災組織の方々や地域防災マスターなどのネットワークづくり、過去の地域の歴史から災害

を学び明日へ生かす被災経験の伝承、防災活動に関する情報提供の充実などを通じて、地域の防災体制の向上を図り

ます。

さらに、当地域内には、全道で唯一分娩できない第二次医療圏域があるなど、慢性的に医師をはじめとする医療従

事者が不足しており、地域住民の負担が増大しています。

地域の生活基盤を確立し、地域住民が安心して暮らせる環境整備を図るためには、広域救急患者搬送体制の整備を

行うことはもとより、地方・地域センター病院としての機能の充実、医師をはじめとする医療従事者の確保･定着や、

住民の健康づくりの推進を住民、民間企業･団体、医療、行政など関係機関の連携により、安全･安心なまちづくりを

進めていきます。

目 的

施策展開

広域救急患者搬送体制の整備

地域の絆で支え合

う安全・安心なま

ちづくり

誰もが心豊かに暮らすことができる集落対策の推進

地域の絆による防災体制の強化

暮らしの安全・安心を支える地域づくりの推進

自立的発展や生活の安定を促す離島振興施策の推進

《 地域で考える”目標” 》

■自主防災組織率

［現状値 H23］ ［目標値 H29］
42% ⇒ 48%

※プロジェクトに取り組む上で、関わる方々の

共通の目標となるよう地域で設定したものです。

≪推進エリア≫
道南連携地域
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主な取組 実施主体

広域救急患者搬送体 ○ドクターヘリの導入や高規格幹線道路の整備促進等を含めた救 道、市町村、民間

制の整備 急搬送体制の充実

・ドクターヘリの導入に向けた取組

・広域各幹線道路の整備促進

地域の絆による防災 ○自治会や自主防災組織等の連携促進 道、市町村

体制の強化 ・自治会や自主防災組織が実施する研修会の開催

・災害時要援護者(高齢者･障がい者等)への支援促進

○「防災文化」の発掘・継承活動の促進 道、市町村

・防災週間の各種啓発活動の実施

○防災関係機関等との連携強化 国、道、市町村

・民間企業等も含めた広域的連携体制の整備推進

暮らしの安全・安心 ○医療従事者の確保対策 道、市町村、民間

を支える地域づくり ・医師の確保･定着に向けた取組

の推進 ・看護師確保に向けた取組

○在宅医療の推進 道、市町村、民間

・在宅療養者への支援の充実

・医療機関、相談機関及びサービス機関の連携の促進

○高齢者福祉対策の推進 道、市町村

・地域包括ケアシステムの構築

・介護サービスの提供体制及び質の向上の確保等

誰もが心豊かに暮ら ○地域の主体的な取組との協働、連携 国、道、市町村

すことができる集落

対策の推進
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主な取組 実施主体

自立的発展や生活の ○交通施設の整備 道、市町村

安定を促す離島振興 ・航路、航空路の維持確保

施策の推進

○生活環境の整備 道、市町村

・家庭用プロパンガスの航路運送経費に対する助成等

○高齢者等の保健福祉の向上 国、道、市町村

・介護サービス提供体制の確保

■関連する主な基盤整備

○災害に強いまちづくり

○災害に備えた安全な道路交通環境の整備

○高規格幹線道路の整備

○冬期における安全で快適な道路交通の確保

○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

○地域のための医療施設･設備の整備

○治山施設の整備
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産学官連携や特区制度等の活用による地域産業活性化プロジェクト

道南連携地域のうち、函館周辺地域には大学等の高等教育機関や試験研究機関等が集積しており、これらの機関の

地域の企業との連携による共同研究が活発化しています。また、函館空港や函館港等の国内外に開かれた交通･物流

の拠点を有し、高速道路等の高速交通ネットワークも整備中といった強みもあります。

これら強みを生かすべく、北海道産業振興条例や北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区の制度の活用な

どにより、函館マリンバイオクラスターをはじめとする産学官連携の取組を強化･拡充し、新製品や新技術の開発を

進めるとともに、新産業の創出や産業集積を推進します。

目 的

施策展開

産学官連携や特区

制度等の活用によ

る地域産業の活性

化

新産業創出や商品開発､研究開発の推進

企業誘致の促進

《 地域で考える”目標” 》

■管内の主な大学等の共同研究数

［現状値 H23］ ［目標値 H29］
年39件 ⇒ 年39件

※プロジェクトに取り組む上で、関わる方々の

共通の目標となるよう地域で設定したものです。

≪推進エリア≫
函館周辺地域
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主な取組 実施主体

新産業創出や商品開 ○函館マリンバイオクラスターなど産学官連携の取組の成果の利 道、市町村、民間

発､研究開発の推進 活用

○各種支援制度等の活用 道、市町村、民間

・各種助成制度等の活用

・ＨＦＣ特区制度の活用

○関係機関の連携による地域ニーズへの対応 道、市町村、民間

・食品産業等の競争力強化

・試験研究機関による各種支援

○産学官連携成果品のＰＲ 道、市町村、民間

企業誘致の促進 ○地域資源を活用した各種製造業の立地促進 道、市町村、民間

・北海道産業振興条例の支援策活用

・企業立地促進法の支援策活用

・ＨＦＣ特区制度の支援策活用

○様々な機会を活用した地域資源や立地条件などのＰＲ

・地域の立地環境のＰＲ

・｢企業立地セミナー｣の活用促進等

○企業情報の発信

■関連する主な基盤整備

○国際水産・海洋総合研究センターの整備
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日本海沿岸の豊かな森･川･海の保全･活用プロジェクト

道南連携地域のうち檜山地域は、北海道の南西部、渡島半島の日本海側に位置し、山と海に挟まれ

た海岸線が南北に延び、平野部が少ないといった地理的特性を有しています。

北部には後志利別川、南部には厚沢部川と天の川が流れていることから、その流域では肥沃な農業

が行われているほか、土地総面積の 82.2 ％を占める森林では、トドマツやスギなどを中心に林業 が

行われ、また、ヒノキアスナロ(ヒバ)についてもふるさとゆかりの木としての森づくりが進められ

ています。また、檜山は古くから漁業が盛んな地域で、江戸時代後期から明治時代中期にはニシンの

豊漁で繁栄を誇り、今もスケトウダラやイカなどを主とした漁業が行われているなど、森や川、海な

ど自然の恩恵を受けながら産業が発展してきました。

しかしながら、近年は第一次産業を取り巻く環境が非常に厳しい状況にあり、働き手である若者の

管外への流出と高齢化が急速に進んでいることから、人の手が必要な森林や河川などの環境維持が難

しくなっています。

そこで、自らの産業基盤である森や川、海の環境を守りながら、森林や田畑がもつＣＯ２の吸収など

多面的な機能について考える取組を地域が一体となって推進し、自然エネルギーの活用等により、次

世代へ引き継がれる自然と人が共生した地域社会の実現を目指します。

目 的

施策展開

地域の植生に応じた住民参加による森林づくりの推進

日本海沿岸の豊か

な森･川･海の保全･

活用

森林保全の取組

環境保全の取組

《 地域で考える”目標” 》

■伐採跡地面積

［現状値 H23］ ［目標値 H29］
543ha ⇒ 443ha

※プロジェクトに取り組む上で、関わる方々の

共通の目標となるよう地域で設定したものです。

≪推進エリア≫
檜山地域（八雲町を含む）
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主な取組 実施主体

地域の植生に応じた ○檜山地域日本海グリーンベルト構想など、檜山の森づくり運動 道、市町村、民間

住民参加による森林 の展開

づくりの推進 ・自然植生を考慮した沿岸林の再生

・緑化団体相互の情報交換に係る会議の開催及びホームページ

による情報発信

・｢ヒノキアスナロ｣の資源回復を中心とした｢地域に適した樹

種｣による植樹祭の開催

森林保全の取組 ○適正な森林資源管理と低コスト化林業の推進 道

・適正な森林資源管理に向けた市町村等との連携による計画的

な森林施業の推進

・林業経営の低コスト化に向けた山林の団地化や、高性能林業

機械の導入と併せた効率的な作業システムの確立

○離島における森林整備の推進 道、市町村

環境保全の取組 ○バイオマスエネルギーの利活用の促進 道、市町村、民間

・バイオマスエネルギーの利活用促進

・自然エネルギーの活用

○環境教育の推進(ヒグマ講座、自然観察等) 道、市町村、民間

・自然観察･体験学習、海浜等の清掃活動

・自然(環境)教育の推進

■関連する主な基盤整備

○健全な森林の整備と保全の推進

○治山施設の整備

○自然豊かな水辺環境の整備・保全

・環境に配慮した河川・砂防施設などの整備促進


