
（１） 新規事業 【８事業】

横展開

Ｒ２～Ｒ４

　首都圏住民を対象とした釧路地域への誘客
促進や企業向けのワーケーション推進に向け
た取組、都内観光・移住相談窓口の設置等
　【釧路総合振興局コラボ事業】

横展開

12 4 2

横展開

204

（単位：百万円）

24 10 5広域（札幌市ほか
石狩管内４市）

Ｒ２～Ｒ４

7
あらゆる世代の働き手と地域
中小企業を繋ぐ!!旭川圏トライ
アルワーク連携プロジェクト

　就労体験（トライアルワーク）による旭川圏域
の中小企業と求職者とのマッチング、中小企
業の人材確保に向けた支援等の取組
　【上川総合振興局コラボ事業】

横展開

39

単独

小　計（新規 ８事業） 1,250 535

広域（管内８市町村
・東京都荒川区）

6
いしかり・ライフstyle魅力発信・
若者地元定着促進事業

36 12

13

令和２年度 地方創生推進交付金 活用事業一覧 （道事業分）

38

Ｒ２～Ｒ４

2

　ウポポイの誘客促進に向けた情報発信やイ
ベント開催、アイヌ舞踊の活動機会の創出、
アイヌ工芸品の認知度向上のための商品開
発や担い手の育成・確保等の取組

横展開

509 187 93

Ｒ２～Ｒ４

1

　関係人口の創出・拡大に向けた道内外での
イベント開催、北海道型ワーケーションの普
及・展開、副業・兼業等による仕事を通じた地
域と関わる人材創出等の取組

横展開

147 69単独

事業タイプ

64

Ｒ２～Ｒ４

4

　一次産業の持続的発展と担い手の確保に
向けたスマート農林業、ＩＣＴを活用したコンブ
生産、農業・工業高校での遠隔授業の実践、
交通空白エリアの実証実験等の取組

横展開

279 112 56

Ｒ２～Ｒ４

3

　青森県との連携による両道県共通の地域
資源である歴史・文化コンテンツ情報の発
信、共通の交通インフラである北海道新幹線
を起点とした周遊観光促進等の取組

5

　宇宙関連産業におけるオール北海道の産
学官連携による推進体制の構築、道内での
宇宙ビジネスの創出等による本道の宇宙関
連産業の成長産業化に向けた取組

横展開

単独

単独

6

270

6

Ｒ２～Ｒ４

8
北海道くしろ地域と東京特別
区による関係醸成プロジェクト

単独・広域

事業期間

№ 事　業　名 事　業　概　要 総事業費 Ｒ２事業費 Ｒ２国費

広域（旭川市）

Ｒ２～Ｒ４

128広域(青森県)

北海道らしい「関係人口」の創出・
拡大プロジェクト

アイヌ文化・工芸等の魅力を活か
した新たな価値創出事業

埋もれている優れた観光コンテン
ツにより観光の地域偏在を解消す
る青函一体となったエコツーリズム
創出事業

先端技術で支える持続可能な一
次産業・暮らし維持・発展事業

北海道未来実装「地方・宇宙ビジ
ネス」創生事業

振
興
局
コ
ラ
ボ
事
業

　石狩管内の大学生等に向けた、地元理解
の促進や就農・起業に関する情報発信、企業
のワークライフバランス推進に向けた取組
　【石狩振興局コラボ事業】

報告資料３－２



（２） 継続事業 【12事業】

№ 事　業　概　要 総事業費

小　計（継続 12事業） 4,621 1,222 620

合　計（新規・継続 20事業） 5,871 1,757 890

12 748 106 64

　東京圏からのＵＩＪターンによる就業促進に向
けたマッチングサイトを通じた移住支援金支
給、起業予定者支援、女性・高齢者等の新
規就業支援などの取組

移住・就業・起業
（わくわく地方生活実

現政策ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）

Ｒ１～Ｒ６

ＵＩＪターン新規就業支援事業・地
域課題解決型起業支援事業・潜
在人材就業支援事業

Ｒ１～Ｒ３

　外国人観光客向けの情報発信や観光コン
テンツづくりの推進、海外でのプロモーション活
動を実施によるインバウンドの滞在日数と観光
消費需要の拡大に向けた取組

広域(上川町・
美瑛町・東川町)

北海道の自然・食・文化を活かし
たコンテンツ創出×外国人の活躍
～稼ぐ観光の実現～

10

横展開

205 71 35

Ｒ１～Ｒ３

　食関連産業のスマート化に向けた、産学官
による推進体制の構築や事業化に向けた基
盤整備、道内大学等によるIoT・ロボット等の
導入による生産性向上に向けた取組

単独
北海道型Society5.0イノベーショ
ン・エコシステムによる近未来技術
社会実装プロジェクト

11

横展開

368 152 76

9

横展開

133 52 26

Ｒ１～Ｒ３

　大学生など若年人材を道内に呼び込むた
め、官民一体となった求人・生活環境等の情
報発信のほか、サテライトオフィスや研究開発
拠点の誘致に向けた取組

単独
若年人材の還流促進と新たな仕
事・働き方創出事業

8

横展開

322 114 57

Ｒ１～Ｒ３

　外国人材の誘致・確保に向けた就労環境
等の整備、海外から北海道への投資促進や
道内企業の海外展開等に向けたグローバルビ
ジネスの拡大促進に向けた取組

広域(札幌市)
外国人の活躍×グローバルビジネ
ス拡大プロジェクト

7

横展開

199 73 36

Ｒ１～Ｒ３

　ワイン産地として国内外に通用するブランド
形成に向けた醸造用ぶどう生産拡大、栽培・
醸造技術やマーケティングに至るまでの総合
的な人材育成・確保に向けた取組

単独
ワイン産地「HOKKAIDO」形成プロ
ジェクト

6

横展開

425 172 86

Ｒ１～Ｒ３

5

横展開

350 73 36

Ｈ30～Ｒ２

　歴史・文化などのテーマを中心とした観光地
間のネットワーク化の推進、広域連携による観
光客の来訪促進や、道内周遊を促進するた
めの仕組みづくりに向けた取組

単独

　北海道の「食」の高付加価値化・競争力強
化に向けた食品加工等の商品開発・販路拡
大に取り組む専門人材の育成、商品の磨き
上げやブランド化に向けた取組

単独

歴史文化資源を活用した回遊性
ある観光地づくり

北海道の美味しい農林水産物で
つくるハイグレードな食・創造ビジネ
スモデル拡大事業

4

横展開

295 42 21

Ｈ30～Ｒ２

　食・観光・文化など海外における北海道ブラ
ンドの付加価値向上や、道産品の輸出拡大・
インバウンド促進に向けた取組

単独
海外における北海道ブランドの魅
力拡大・経済交流推進事業

3

横展開

266 111 55

Ｈ30～Ｒ２

　マーケティング分析に基づく海外展開戦略
の構築・展開や、輸出事業者の裾野拡大など
環境変化に対応した推進体制づくりによる道
産食品の輸出拡大に向けた取組

単独
環境の変化に対応したマーケティ
ング力強化による食の輸出拡大

横展開

45 12 6

Ｈ30～Ｒ２

1

先　駆

1,265 244 122

Ｈ28～Ｒ２

　広域連携ＤＭＯや地域ＤＭＯの形成促進、
全道のＤＭＯの重層的な連携等による地域や
季節に偏りがないインバウンド等の受入環境づ
くり推進に向けた取組

　札幌市との連携による企業等の働き方改革
を推進する仕組みづくり、女性の活躍促進に
向けた潜在労働力の掘り起こし、就労支援等
の取組

広域(釧路市)

広域(札幌市)

北海道ＤＭＯを核としたインバウン
ド等の受入環境づくり事業

道市連携による「働き方改革・女
性活躍」加速化事業

2

事業タイプ

Ｒ２事業費単独・広域
Ｒ２国費

事業期間

（単位：百万円）

事　業　名


