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北海道交通政策総合指針 重点戦略（2021-2025）骨子案 
－ ポストコロナを見据えた新たな未来 － 

 

Ⅰ 重点戦略の策定  

【策定趣旨】 

道では、北海道新幹線札幌延伸が予定される令和 12 年度（2030 年度）を目標とした、本道の更

なる発展を支える交通ネットワークの実現に向けて、平成 30 年（2018 年）３月に「北海道交通政

策総合指針」を策定し、関係者との連携・協働により取組を進めてきた。 

 人口減少や高齢化の進行による利用者の減少、交通・物流を担う人材不足、気候変動に伴う災害

の激甚化・頻発化など、将来における公共交通の維持・確保が厳しい状況にある中、新型コロナウ

イルス感染症の拡大は、人・企業に多大な行動変容を強いるなど社会システムへの影響が大きく、

テレワークや WEB 会議の定着、情報技術を活用したライフスタイル・ビジネススタイルの変化等

により、公共交通需要が減少し、小口宅配需要が増加するなど、人流・物流にも大きな変化が見ら

れており、こうした環境変化に対応していく施策の検討・実施が喫緊の課題となっている。 

 「ポストコロナ」を見据え、「ウィズコロナ」の取組を展開しながら、指針がめざす交通ネット 

ワークを実現していくためには、交通事業者間の連携を強化した「運輸連合」に向けた検討を進め

るとともに、交通事業者、観光・経済団体、行政機関、利用者などのあらゆる関係者が新しい生活

様式「新北海道スタイル」の実践のもと、道内、国内、海外と段階的に交通需要を回復していくこ

とが必要であることから、今後集中的に進める取組を重点戦略として設定し、効果的な施策推進を

図る。 

 

【推進期間】 

令和３年度（2021 年度）から、令和７年度（2025 年度）までの５年間 

 

随時更新 

資料３ 
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【重点戦略の構成・めざす姿】 

これまで推進してきた５つの戦略に加え、新型コロナウイルス感染症対策と公共交通利

用の両立に向けて、各戦略横断的な「ウィズコロナ戦略」を新たに設定し、ポストコロナ

を見据えた取組の方向性を示す。 
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Ⅱ ポストコロナを見据えた重点戦略 

 

１ シームレス交通戦略 

【考え方】     交通モード間の強固な連携による利便性が高くストレスのない移動の実現 

各地域において、交通事業者、観光・経済団体、行政機関などで構成する連携体制を構築し、MaaS

の活用など地域に合った利便性向上に資する取組を進めるとともに、地域の多様な輸送資源を総動

員した地域の足の確保に向けた取組の検討や、公共交通の利用定着に向けた住民の意識改革、さら

には多様な交通モード間の交通結節機能の充実などを図る。 

また、人口減少に加え、新型コロナウイルス感染症の影響で減少した公共交通利用者の回復のた

めには、これまで以上に交通事業者間の連携を強化させ、利便性を高めていくことが必要なことか

ら、公共交通機関相互が連携する「運輸連合」に向けた検討を進めていくなど、利便性が高くスト

レスのない移動環境の実現をめざす。 

【現状と課題】 

・人口減少による公共交通利用者の減少 

・高齢者の運転免許返納数の増加 

 ・JR 北海道による事業範囲の見直し 

 ・乗合バスなど生活交通路線の縮小 

・地域公共交通活性化再生法の改正 

 ・AI や MaaS など技術革新の進展 

【展開イメージ】 

 ・現状・課題に対応した方向性を図示（取組の視点） 

【具体的な取組】 

 １ 連携の促進・強化 

・各地域において、交通事業者や観光・経済団体、行政機関など関係者間の連携体制を構築 

 （広域周遊観光促進事業と連携し、空港を核とした取組の検討・実施） 

・持続的な鉄道網の確立に向けた鉄道事業者、行政、住民等による一体的な取組 

 （JR 北海道の第２期集中改革期間の取組の実施・協力、鉄道の利用促進等） 

・道内交通事情を踏まえた「運輸連合」に向けた検討 

 ２ 利便性の向上 

  ・アナログ･デジタル両面で利便性向上の取組を推進 

（ダイヤ接続や案内版の改善、MaaS の活用等） 

  ・自動運転や MaaS 等の技術開発と交通インフラ整備が連動した効果促進策の検討 

   （交通インフラシステム×地域サービス×MaaS） 

  ・階層的な交通結節機能強化のあり方を検討 

（札幌駅前バスターミナルなど） 

 ３ 利用の促進 

  ・地域公共交通計画策定に向けた検討・協議 

（計画作成に向けた支援、輸送資源を総動員した地域の足の確保に向けた取組検討等） 

  ・公共交通の利用定着に向けた住民の意識改革 

   （モビリティ・マネジメント、ノーカーデー、高齢者が免許返納しやすい環境づくり等） 

  

現状と課題に関係する 

グラフ等を追加 

※赤字下線箇所は、これまでの重点戦略 

にはない新たな視点による取組 
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２ 地域を支える人・モノ輸送戦略 

【考え方】          「人」「モノ」「サービス」の一体的・効率的な仕組みの構築 

新型コロナウイルス感染症の影響で各交通事業者の経営環境が厳しい中、ポストコロナを見据え

て多様な業種間での連携を強化するとともに、自動運転やドローン輸送等の新技術の活用や脱炭素

社会の実現に向けた環境整備、輸送人材の確保・育成などに引き続き取り組むほか、感染症対策を

踏まえた、人・モノ・サービスの一体的・効率的な仕組みの構築などに取り組んでいくことで、地

域の暮らしや産業を支える安定的かつ持続的な輸送ネットワークの確保をめざす。 

【現状と課題】 

 ・人口減少と広域分散型社会 

・過疎地における脆弱な公共交通と輸送効率の低下 

・宅配便個数の増加 

・社会的距離を保つ上で生じる空間の有効活用 

・自動運転やドローン輸送等の技術革新の進展 

・農水産食品等の季節波動・片荷輸送 

・道路貨物運送業における長時間労働・取引環境の適正化 

 ・バスやトラック運転手、内航船員など交通・物流を担う労働力不足 

 ・運輸部門の CO2 排出量が全国と比較し高い 

【展開イメージ】 

 ・現状・課題に対応した方向性を図示（取組の視点） 

【具体的な取組】 

 １ 人・モノ・サービスの一体的・効率的な仕組みの構築 

・社会的距離を保つ上で生じる空間や時間の有効活用（宅配タクシー、貨客混載等） 

  ・地域における最適な交通モードの検討（輸送の取捨選択、空白エリア・デマンド交通等） 

 ２ 自動運転・ドローン輸送等の新技術の活用に向けた環境整備 

  ・自動運転に関する取組の促進（ワンストップ相談窓口による対応、実証試験の誘致等） 

  ・ドローン輸送や IoT 等新技術を活用した取組の促進（情報共有・普及啓発等） 

 ３ 事業者や地域と連携した輸送の「共同化」「効率化」の促進 

  ・幹線及びラストワンマイルでの共同輸送の実施 

  ・道の駅等を活用した地域の輸送拠点化に向けた検討 

  ・季節波動の解消に向けた取組の推進（集出荷施設や保管・冷蔵施設の集約化等） 

  ・モーダルシフトの推進（トラック輸送から鉄道輸送等） 

  ・脱炭素化に繋がるゼロエミッション車（電気自動車、燃料電池自動車等）の拡大 

 ４ サービスの担い手となる輸送人材の確保・育成 

  ・荷主と連携した生産性の向上 

   （ホワイト物流推進運動の促進、経済界や荷主等への啓発活動） 

・人材の確保・育成や働き方改革の推進 

（学校訪問、インターンシップ、説明会、講習会の実施等） 

  

現状と課題に関係する 

グラフ等を追加 
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３ インバウンド加速化戦略（段階的・多角的な誘客戦略） 

【考え方】        リスク分散と新たな需要の獲得、サービス転換による持続性の確保 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、訪日外国人をはじめとした観光客が激減している

ことから、今後は新北海道スタイルの実践のもと、段階的な観光需要の回復に向けて、新千歳空港

をはじめ、７空港の運営を担う北海道エアポート社とも連携して取り組んでいくとともに、誘客の

多角化を進め、季節的・地域的偏在を解消することで、感染リスクの分散と新たな需要の獲得に取

り組む。 

 また、量から質への転換によるサービス持続性の確保に向けて取り組むとともに、交通結節点か

らのアクセス環境の整備、バリアフリー化、案内表示等の充実を図ることで、全道各地への周遊を

促し、北海道に活力をもたらす交通ネットワークの実現をめざす。 

【現状と課題】 

 ・新型コロナウイルス感染症の影響による観光客の激減 

 ・訪日外国人の約７割が東アジア圏からの来道など、国・地域の偏り 

・約半数が夏季、道央圏に集中するなど、季節的・地域的な偏在 

 ・空港運営の民間委託を契機とした全道への観光客誘致の展開 

【展開イメージ】 

 ・現状・課題に対応した方向性を図示（取組の視点） 

【具体的な取組】 

 １ 交流人口の拡大 

・感染症の状況を踏まえた段階的な誘客（道内客から国内客、国外客へ） 

  ・誘客の多角化による国・地域（東アジア）、季節的（夏季）・地域的（道央）偏在の解消

によるリスクの分散と新たな需要の獲得 

  ・量から質への転換によるサービス持続性の確保（富裕層対応、収益構造の改善等） 

  ・質を確保するためのニーズ把握とそれに応じた持続可能な受入環境の整備 

  ・安全・安心に関する情報発信の強化（道内観光地や公共交通における感染症対策の発信） 

・航空ネットワークの充実・強化（地方空港における路線の誘致、既就航路線の維持・拡大等） 

・クルーズ船の道内港への寄港促進（プロモーション等） 

・北海道新幹線の高速走行実現等による利用促進と札幌開業に向けた取組 

 （高速化の早期実現、利用促進に向けた取組、札幌開業に向けた官民連携体制づくり等） 

・観光関連産業を中心とした海外からの投資促進（プロモーション、投資家招聘等） 

・リピーターの増加に向けた取組（SNS 等による情報発信等） 

・大都市圏における地方移住やワーケーションへの関心の高まりに対応する取組 

 （地域内の移動やコワーキングスペース、地域関係者との交流体験などのモデル構築等） 

 ２ 観光客の周遊 

  ・道内航空路線と空港間移動手段の充実 

（二次交通情報の発信、複数空港を利用した道内周遊の促進等） 

・鉄道の輸送機能等の充実（新千歳空港アクセスの増強、観光列車の運行等） 

  ・高規格幹線道路網の形成（圏域中心都市間のネットワークの強化等） 

・積極的な交通情報の提供（Wi-Fi 環境の整備、交通拠点における情報発信等） 

  ・多言語化された案内表示等の充実（交通拠点における案内等） 

・バリアフリー環境の充実（高齢者・障がいのある方の受入体制づくり等） 

  ・新たな観光資源や観光ルートの創出・活用（７空港一体協議会・空港別協議会における検討・協

議、広域観光周遊ルート、国立公園満喫プロジェクト、ウポポイ、東京オリ・パラ、ボールパーク等） 

現状と課題に関係する 

グラフ等を追加 
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４ 国際物流拡大戦略 

【考え方】          貨物の集積と航空路・航路の充実による国際物流拠点の形成 

国際航空路及び航路の拡大に向けた取組を進め、空港や港湾などの物流機能の強化、商流と物流

が一体となった輸出の拡大に取り組むとともに、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による企業

のリスク回避による国内回帰の動きを捉え、リスク分散の適地としての優位性を PR し、道内への

企業立地を促進し、本道からの輸出拡大につながる貨物量を確保するなど、世界をつなぐ国際物流

拠点形成の実現をめざす。 

【現状と課題】 

・国際航空路線の減便による航空貨物輸送能力の低下 

・地理的優位性がある北極海航路 

 ・港湾における船舶の大型化への対応 

・新型コロナウイルス感染症による貿易貨物の大幅減少、企業設備投資への影響の懸念 

【展開イメージ】 

 ・現状・課題に対応した方向性を図示（取組の視点） 

【具体的な取組】 

 １ 国際航空路及び航路の拡大 

  ・空港や港湾を活用した国際貨物の拡大 

（エアラインセールス、発着に要する経費の助成、港湾の基盤整備等の機能強化、 

ポートセールス等） 

  ・北極海航路の航行船舶の誘致と機運の醸成 

（調査研究会の開催等） 

 ２ 道内産業の活性化・高度化 

  ・リスク分散やサプライチェーン再編に合わせたものづくり産業・食関連産業等の集積促進 

   （企業立地セミナーの開催、トップセールスの実施、企業訪問等） 

  ・生鮮品輸出に対応した物流機能の強化 

   （コールドチェーンに対応した物流施設の整備、物流施設の誘致に向けた相談対応等） 

・商流と物流が一体となった本道からの輸出拡大 

   （セミナーや商談実践研修の実施、北海道地域農林水産物等輸出促進協議会の開催、 

混載輸送など効率的な輸送体制の整備促進等） 

  

現状と課題に関係する 

グラフ等を追加 
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５ 災害に強い交通戦略 

【考え方】               災害時等にも安心できる信頼性の高い交通の実現 

関係機関における連携体制の強化、ホームページや SNS 等による交通情報の発信・多言語化の推

進、気候変動などに伴い激甚化・頻発化する災害への備えとして情報伝達訓練や防災訓練などに引

き続き取り組んでいくとともに、耐災害性の強化や代替性の確保、リスク分散に向けた検討を行う

など、災害や新型コロナウイルスのような新興感染症にも揺るがない信頼性の高い交通の実現をめ

ざす。 

【現状と課題】 

 ・災害リスクの高まり 

 ・台風や大雪、地震等による大規模な交通障害の発生 

 ・災害時における関係者の連携と迅速な情報発信 

 ・災害に備えた対策準備 

 ・都市の一極集中から地方へのリスク分散意識の高まり 

【展開イメージ】 

 ・現状・課題に対応した方向性を図示（取組の視点） 

【具体的な取組】 

 １ 災害時における交通・物流関係者の連携強化 

  ・北海道交通・物流連携会議を活用した情報共有と対応強化 

 ２ 住民だけでなく、旅行者も安心できるサポート体制・情報発信の強化 

  ・大規模な交通障害発生時のみならず、感染症の拡大などにも対応する危機管理 

（旅客施設での旅行者の適切な誘導や災害時に備えた毛布・寝袋などの物資の備蓄、運行状

況等の一元的な情報発信、交通拠点における交通モード間が連携した情報提供の充実） 

 ３ 激甚化・頻発化する災害に備えた訓練の実施と防災・減災対策等の検討 

  ・大規模地震等に備えた外国人観光客への情報集約・提供方法に関するガイドラインに基づく

情報伝達訓練の実施 

・大規模自然災害を想定した防災訓練の実施 

・防災・減災対策による耐災害性の強化や代替性の確保に向けた検討 

（津波浸水や火山災害を回避したルート、暫定２車線区間の４車線化等） 

 ４ 企業等のリスク分散の動きを捉えた誘致・集積の推進 

  ・企業等のバックアップ拠点としての道内への誘致や集積に向けた取組の推進 

  

現状と課題に関係する 

グラフ等を追加 
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６ ウィズコロナ戦略 

【考え方】                      感染症対策と公共交通利用の両立 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響は、人々の健康や生活のみならず、行動・意識・価値観、

さらには、経済、社会、国際情勢にまで多方面に及んでいる。 

 この影響は、広範囲で長期にわたることが想定されるため、変化を取り入れ、多様性を活かし、

リスクに強い強靱性を高めながら、新しい生活様式「新北海道スタイル」を、行政をはじめ、道民

と事業者双方が実践しながら、感染症対策と公共交通利用の両立をめざす。 

【現状と課題】 

＜新しい生活様式「新北海道スタイル」への対応＞ 

・３密（密集・密接・密閉）の回避 

・外出の自粛や感染流行地域（から/へ）の移動を控える 

・身体的距離の確保 

・マスクの着用、こまめな換気、定期的な消毒・洗浄 

・オンラインの活用 など 

＜ライフスタイル・ビジネススタイルの変化＞ 

・テレワークや WEB 会議、事前決済など接触機会の削減に資する情報技術の活用 

・混雑回避、徒歩や自転車の利用 

・電子決済や通販の利用 

＜人流・物流の変化＞ 

・感染リスクが高まるとの懸念から、公共交通利用を回避し、輸送需要は大幅に減少 

・物流の供給途絶リスクに対応したサプライチェーンの変化 

・e コマースの拡大による小口宅配需要の増加 

【展開イメージ】 

 ・現状・課題に対応した方向性を図示（取組の視点） 

【具体的な取組】 

 １ 安全・安心の確保と取組の発信強化 

・「新北海道スタイル」の実践と取組の見える化（業界別ガイドラインの徹底等） 

・安全・安心に関する情報発信の強化 

 ・接触機会の減少・衛生環境の保全技術等の導入による感染リスクの低減と安心感の創出 

（混雑状況の見える化、換気アラート、宅配サービスの拡充等） 

  ・空港や新幹線駅等での水際対策の徹底（自動検温による対処等） 

 ２ 新たな日常を支えるデジタル化の積極的な活用 

・予約・事前決済、キャッシュレス化など、非接触型サービスの拡大による移動の質の向上 

 （MaaS、QR コード決済、バスロケーションサービス等） 

  ・IT を活用した情報連携・サービス連携によるサービスのシームレス化 

（API 連携・レコメンド機能等） ⇒ デジタルトランスフォーメーション（DX） 

 ３ 持続可能なサービスモデルへの転換 

・社会背景・住民ニーズに対応したサービス持続性の確保に向けた取組 

 （商品の高付加価値化、富裕層向け商品・サービスの充実、環境負荷の低減、社会的距離を

保つ上で生まれる空間の有効活用、新技術を活用した新たなサービスモデル及び収益構造

の改善等） 

現状と課題に関係する 

グラフ等を追加 
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Ⅲ 成果指標 

 

現重点戦略をベースに、SDGs のターゲット設定と合わせ、別途整理 

（新規施策については、関係課と要調整） 

 

 

 

Ⅳ 推進管理 

 

重点戦略の推進にあたっては、交通・物流事業者や関係機関・団体で構成する「北海道交通・物

流連携会議」における議論を踏まえ、効果的・効率的な推進を図るとともに、施策毎に成果指標を

設定し、毎年度、各施策の進捗状況を検証する。 

 なお、本道交通を取り巻く環境変化に的確に対応できるよう、PDCA サイクルのもと、 知事の附

属機関である「北海道運輸交通審議会」で審議を行いながら、計画的な推進に努めるとともに、必

要に応じて柔軟に見直しを行う。 

 

 

 

Ⅴ 附属資料 

【策定経過】 

〇委員名簿 

 （北海道運輸交通審議会、北海道交通・物流連携会議及び重点戦略検討ワーキングチーム） 

〇審議経過 

 （各会議の開催状況） 

〇パブリックコメント及び意見照会の結果 

【用語解説】 

 専門用語を中心に、用語集を整理（50 音順、英数順） 

 

 

審議会、連携会議、PDCA サイクルを図示 


