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Ⅰ 推進計画の位置づけ 

 

 「平成２７年度推進計画」は、「第３期北海道雇用創出基本計画」（平成２４年３月策定、以下「基本
計画」という。）の実効性を高め、的確な施策の展開を図るため、平成２７年度における取組内容や具体
的な事業等を示すもので、これらの取組に係る実績把握を行い、基本計画の適切な推進管理を図ります。 
 

【第３期北海道雇用創出基本計画】の概要 
 
◆計画期間 
   平成２４年度から２７年度までの４年間。 
◆計画の指標 
   雇用創出数：計画期間の４年間で１０万人の雇用創出をめざす。 
◆計画のめざす姿と推進力 
  (1)計画のめざす姿 
       「すべての人の参加による、たくましい産業経済と働きがいに満ちた地域づくり」をめざす。 
 (2)計画の推進力 
    ①事業者と働く人々の意欲と挑戦 
    ②地域の創意に満ちた取組 
    ③産業施策と雇用施策の一体的展開 
    ④横断的な連携・協働と現場主義の徹底等 
◆雇用創出に向けた課題への対応 

現下の雇用情勢等への機動的な対応とともに、産業構造の変化や本格的な人口減少社会に対する適切
な対応が必要。施策の効果的な展開を図る上で、客観的な指標などを的確に把握・分析し、施策の点検・
改善を行っていくことも重要な課題。 

◆雇用創出の取組 

    

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆計画の推進管理 
  (1)推進体制 
       「北海道経済・雇用対策推進本部」の開催などにより、幅広い産業分野の施策と連携。 
 (2)推進計画の策定 
    毎年度、推進計画を策定し、取組結果を公表。 
  (3)点検評価システムの整備 
        計画の効果的な推進を図るための点検項目を設定し、年齢層や性別などに応じた課題などを明ら

かにするとともに、必要に応じ産業別や地域別の比較分析を加えながら、施策の点検評価を実施。 

１ 雇用のセーフティネットの整備 

（１）雇 用 の 維 持 と 離 職 者 の 早 期 再 就 職 支 援  

（２）東 日 本 大 震 災 の 被 災 者 へ の 就 業 支 援  

２ 雇 用 の 受 け 皿 づ く り 

（１）中 小 企 業 等 の 育 成 強 化  

（２）ものづくり産業の振興と立地環境を活かした企業誘致の推進 

（３）地 域 に お け る 産 業 の 活 性 化  

（４）本 道 経 済 の 成 長 力 強 化 に 向 け た 取 組 の 推 進  

（５）地 域 の 創 意 に 満 ち た 雇 用 創 出 の 取 組 促 進  
 

３ 就 業 の 促 進 

（１）社 会 を 支 え る 多 様 な 働 き 手 の 就 業 支 援  
 

 （２）働 き や す い 環 境 の 整 備  
 

 （３）地 域 産 業 を 担 う 人 材 育 成 と 就 業 促 進  
 

 （４）人手不足分野における労働力の確保と就業の促進  
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Ⅱ 本道の雇用情勢 

【概況】 

  本道の雇用情勢は、平成２０年秋のリーマンショックを契機とした全国的な景気後退以降、平成２２年 
前半を底として、その後は回復基調が続き、有効求人倍率は平成２７年４月で０．８５倍（全国０．９８倍）
と６３ヶ月連続で前年同月を上回る水準で推移し、また、完全失業率も平成２６年平均で４．１％（全国 
３．６％）と、前年より０．５ポイントの低下となりましたが、若年者の完全失業率は、他の年齢層に比べ
依然として高い水準となっています。 

  このような改善傾向にある雇用情勢にあって、福祉・介護や医療・看護、建設業のほか、宿泊・飲食の 
サービスなど幅広い分野において、雇用のミスマッチや職場定着が進まないことなどにより、人手不足の状
態が続いています。 

   また、東日本大震災による道内への被災避難者数は、２，５２４人（平成２７年６月１１日現在）で、こ
のうち有効求職者数は、１８人（平成２７年５月末現在）となっていますが、潜在的な求職者の存在も考え
られ、ニーズに応じた生活と就労の一体的な支援が、引き続き必要となっています。  

 

 
 

 
【新規学卒者の就職状況】 

  平成２７年３月新規高校卒業者の就職内定率は、平成２７年３月末現在で９６．８％と前年同期を１．４
ポイント上回り、改善してきていますが、全国の９８．８％に比べ２．０ポイント低く、全国では沖縄県、
高知県に次いで下から３番目となっています。 

   また、平成２７年３月大学卒業予定者の就職内定率については、平成２７年４月１日現在で、北海道・東
北地区は９５．３％と前年同期比で２．５ポイント上回っているが、全国の９６．７％に比べ１．４ポイン
ト下回る状況となっています。 
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【就業率等の状況】 

   平成２６年における道内の就業率について、１５歳以上は５３．１％、若年者(１５～３４歳)は６０．０％、
中高年(３５～５９歳)は７９．２％、高齢者(６０歳以上)が２６．２％、女性は４２．９％となっており、
また、障がい者の実雇用率(民間企業)は、平成２６年６月１日現在で１．９０％となっています。 

これに対し、全国では、１５歳以上は５７．３％、若年者は６２．２％、中高年は８１．７％、高齢者は
２９．５％、女性は４７．６％、障がい者の実雇用率は１．８２％となっており、障がい者の実雇用率を除
き、いずれも全国を下回る状況となっています。 
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Ⅲ 平成２７年度推進計画の考え方 

 
１ 取組方針 

 
 
全国的な雇用情勢の改善傾向の中で、本道の雇用情勢も改善の動きが継続していますが、依然と

して全国の水準を下回る状況が続いています。 
こうした状況を踏まえ、平成２４年度から２７年度までの４年間で１０万人の雇用創出をめざす 

「第３期北海道雇用創出基本計画」の実効性を確保し、的確な施策展開を図るため、「雇用のセー
フティネットの整備」、「雇用の受け皿づくり」及び「就業の促進」という３つの柱のもと、平成
２７年度における取組内容や具体的事業を推進計画として取りまとめ、雇用の創出、維持・安定に
向けて、産業施策と雇用対策の一体的な展開に取り組みます。 
 
【主な取組】 
◆ 雇用のセーフティネットの整備 
○ 離職者に対する職業訓練の実施などにより早期の再就職を支援します。 
○ 東日本大震災の被災者に対する関係機関と連携した支援施策の情報提供に取り組みます。 

 
◆ 雇用の受け皿づくり 
○ 安定的で良質な雇用の場の創出に向け、国の「戦略産業雇用創造プロジェクト」の活用によ
るものづくり産業や食関連産業の産業振興と雇用創出の一体的な取組を進めていきます。 

○ 農林水産業、商業、魅力ある観光地づくりなど地域における産業の活性化に取り組みます。 
○ 地域の様々な関係者と連携しながら、地域の雇用創出の取組を支援します。 

 
◆ 就業の促進 
○ 北海道労働局との雇用対策協定に基づき、若年及び中高年層に対する就業支援の一体的な実
施に取り組みます。 

○ 国の「戦略産業雇用創造プロジェクト」を活用し、若年求職者をはじめとする地域の求職者
のものづくり産業や食関連産業への就業支援に取り組みます。 

○ 非正規労働者の処遇改善など働きやすい職場づくりの促進や、北海道労働局と連携した障が
い者の就業支援などを通じた多様な働き手の就業促進、地域産業を担う人材の育成に取り組み
ます。 

 

 
 
【平成２７年度推進計画の取組の柱】 

 
 
 

(１)  雇用の維持と離職者の早期再就職支援 
(２)  東日本大震災の被災者への就業支援 

 
 
 

(１)  中小企業等の育成強化 
(２)  ものづくり産業の振興と立地環境を活かした企業誘致の推進 
(３)  地域における産業の活性化 
(４)  本道経済の成長力強化に向けた取組の推進 
(５)  地域の創意に満ちた雇用創出の取組促進 

 
 
 

(１)  社会を支える多様な働き手の就業支援 
(２)  働きやすい環境の整備 
(３)  地域産業を担う人材育成と就業促進 
(４)  人手不足分野における労働力の確保と就業の促進 

 
 
 
 
 
 

１ 雇用のセーフティネットの整備 

２ 雇 用 の 受 け 皿 づ く り 

３ 就 業 の 促 進 
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 ２ 点検評価の反映 
     本道の雇用情勢に係る平成２５年「本道の雇用情勢に関する点検評価」を踏まえ、平成２７年度推

進計画の取組を進めていきます。 
 
 （１） 雇用の受け皿拡大に向けた取組 
    ・ 安定的で良質な雇用の場の創出に向け、食やものづくり分野等の一層の産業育成とともに、人材

育成と就業支援を行う戦略産業雇用創造プロジェクト事業を推進していきます。 
 
 （２） 若年及び中高年男性への就業支援 
    ・ 学卒未就職者等の若年求職者を対象に、社会人基礎力の習得及び就業体験を通じた知識・技能の

習得とともに、食やものづくり分野を中心とする合同企業説明会を開催し、ミスマッチの解消など
に向け、若年者の早期就職を促進していきます。（戦略産業雇用創造プロジェクト事業「若年求職
者技能習得支援事業」、「若年求職者等産業別就職支援事業」） 

    ・ 就職支援事業が十分に行き届いていない地域の求職者に対し、ジョブカフェ・ジョブサロンによ
る研修会の開催や、地元企業を中心とした地域別の「食・ものづくり」企業説明会を開催するなど、
地域求職者の「食・ものづくり」産業への早期就職を支援していきます。（戦略産業雇用創造プロ
ジェクト事業『地域求職者「食・ものづくり産業」就業促進事業』 

・ 北海道雇用対策協定に基づき、ジョブカフェ北海道と札幌わかものハローワーク・札幌新卒応援
ハローワークが行う若年者支援施策の一体的実施や、ジョブカフェ・ジョブサロン地方拠点におけ
るハローワークと一体となった求職者支援など、道と北海道労働局相互の連携による若年及び中高
年層に対する就業を支援していきます。 

 
 （３） 女性の就業促進 
    ・  ものづくり産業への女性の参画促進を図るため、職場見学ツアーや高校等での出前授業、ものづ

くりの魅力のPR等を地域で展開していきます。（「ものづくりなでしこ応援プロジェクト」地域
展開事業） 

    ・ 仕事と家庭が両立できる職場環境の整備や、非正規労働者の労働条件改善の促進などにより、働
きやすい職場づくりを促進するため、企業に対しアドバイザーを派遣し、改善策のアドバイスを実
施していきます。（誰もが働きやすい職場環境づくり事業） 

・ 両立支援に係る各種支援施策制度について、北海道労働局と連携して、企業に対する普及啓発を
実施していきます。 

 
 （４） 障がい者雇用の推進 
    ・ 北海道雇用対策協定に基づき、特別支援学校とハローワークのチーム支援方式による企業開拓か

ら職場定着までの一体的実施や、企業や業種別団体等に対する北海道労働局と協働した障がい者雇
用に関する求人要請を実施していきます。 

 
（５） 非正規労働への対応など 

    ・ 国の平成２6年度補正予算で措置された「地方創生先行型交付金」を活用し、若者や女性等の就
業促進のほか、非正規社員の正社員転換を支援します。 

・ また、平成２5年度補正予算で措置された「地域人づくり事業」を活用し、労働条件の改善に向
け、在職者の賃金引き上げ等の処遇改善に向け、引き続き取り組みます。 

 
＜参考＞平成２５年「本道の雇用情勢に関する点検評価」の内容 

３ 計画の推進に当たって 

（１） 横断的連携・協働 
      推進に当たっては、道及び国、経済・労働団体等からなる「北海道雇用創出推進会議」や、    

（総合）振興局ごとに地域の関係機関で構成する「地域労働関係会議」を活用し、産業界、労働界、
行政、有識者などとの横断的な連携・協働を図るとともに、地域における関係者の主体的な雇用確
保の取組を支援し、雇用創出に向けた取組を進めていきます。 

 
（２） 北海道雇用対策協定に基づく連携の強化 

      平成２４年１２月４日に北海道と北海道労働局が締結した北海道雇用対策協定に基づき、北海道
の雇用情勢の改善を目的として、相互に連携し、それぞれの施策を円滑かつ効果的・一体的に実施
していきます。 

区 分 課   題 

若年及び中高年男性 ・雇用の受け皿づくりと就業支援の強化(ミスマッチの解消や職場定着への支援) 

女     性 ・働きやすい職場環境づくりによる就業率の改善 

障 が い 者 ・障がい者の実雇用率向上に向けた取組 

非 正 規 ・働き方のニーズに応じた労働条件の改善や正社員への転換促進 
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Ⅳ 雇用創出数 
 

１ 雇用創出関連事業 

 産業施策と雇用対策の一体的展開を図り、事業者と働く人々の意欲と挑戦、関係者の取組を支援する
ことにより、雇用創出、維持・安定につながる事業を、『雇用創出関連事業』としています。 

    基本計画において、北海道労働局及び北海道経済産業局との連携を強化し、個別のケースに合わせた、
施策の積極的な相互活用を図ることとしており、雇用創出関連事業には、道が所管する事業のほか、基
本計画の推進に当たって、積極的に活用する北海道労働局及び北海道経済産業局の事業も含めています。 

 
 
 
平成２７年度事業数 

２９１事業 

［所管別内訳］ 
北海道      ２５２事業   経済部    １４６事業 

その他    １０６事業 
北海道経済産業局   ９事業 
北海道労働局    ３０事業 

 
※ 「雇用創出、維持・安定につながる事業」とは、基本計画における「施策の方向性」や「主な取
組」に合致する事業で、雇用創出が直ちに見込まれる事業のほか、産業振興による将来の雇用創出
が見込まれる事業、雇用の維持・安定に資する事業、機運醸成や環境整備などにより雇用創出に向
けた間接的な支援を行う事業などです。 

※ 雇用創出関連事業は、「Ⅴ 雇用創出の取組」の項目ごとに一覧表で記載しています。 
 

２ 平成２７年度目標数 

          ２５，５００ 人 
 

【雇用創出のための取組ごとの目安】 

 
 

３ 雇用創出数の把握 

 雇用創出関連事業のうち、対象となる事業主又は労働者が特定でき、雇用創出人数の確認が可能なも
のについて、「事業主を対象とした施策」の利用によって新たに雇用された人数及び「労働者個人を対
象とした施策」の利用によって就職に結びついた人数のうち、常用労働者を対象にカウントすることと
しています。 

    なお、常用労働者とは、『「雇用期間の定めのない仕事、又は４ヶ月以上の雇用期間が定められてい
る仕事」に従事している労働者』としています。 

    また、常用労働者であっても、雇用期間終了後に雇用契約が更新されないことが明らかな場合は、カ
ウントの対象から除外しています。 

雇用のセーフティネット

の整備 

 

雇用の受け皿づくり 

 

 

 

 

 

 

就業の促進 

 
 

 

 
 

３，０００ 人 

雇用の維持と離職者の早期再就職支援    ２，８４０ 人 

東日本大震災の被災者への就業支援       １６０ 人 

４，９００ 人 

中小企業等の育成強化           １，６３０ 人 

ものづくり産業の振興と            ７２０ 人 

立地環境を活かした企業誘致の推進 

地域における産業の活性化           ５３０ 人 

本道経済の成長力強化に向けた取組の推進     ９０ 人 

地域の創意に満ちた雇用創出の取組促進   １．９３０ 人 

１７．６００ 人 

社会を支える多様な働き手の就業支援   １３，６６０ 人 

働きやすい環境の整備             ２４０ 人 
地域産業を担う人材育成と就業促進       ３８０ 人 
人手不足分野における労働力の確保と    ３，３２０ 人 

就業の促進 

合   計 ２５，５００ 人 
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Ⅴ 雇用創出の取組 

 

 

 

 

（１）雇用の維持と離職者の早期再就職支援 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

◆ 離職者の再就職にあたり、職業能力開発を必要とする求職者が増加していることから、幅広い教育
訓練資源を有する民間機関を活用することで、多様な職業訓練機会の創出を図り、離職者の再就職を
促進します。 

 
◆ 雇用情勢の悪化による失業者の大幅な増加や地域経済の中心を担う企業の倒産・大規模なリストラ
等による大量離職者の発生など、地域レベルでの雇用危機の発生に迅速に対応するため、「緊急雇用
対策プログラム」を機動的に実施し、ハローワーク等の関係機関と連携して、総合相談会や求人要請
・開拓、職業訓練などを実施することで、離職者等の早期再就職を支援します。 

 
◆ 求職中の貧困・困窮者が安心して生活を送れるよう、住宅支援給付などにより、求職者に対する生
活・就労支援を推進します。 

 
◆ 失業期間中の労働者の生活の安定を図るため、医療や教育などに要する生活資金を融資するほか、
経済的な理由により修学が困難な者に対する私立高校の授業料軽減制度や公立・私立高校生の奨学資
金貸付制度の円滑な運用に努めます。 

 

 

 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
  移動中小企業経営相談事業 

119  

経済部 

地域経済局 

中小企業課 

 中小企業の経営安定と金融の円滑化を図るため、道の融資制度、経営指導の周知を図るとともに、金融

・経営相談を実施する。 

  勤労者福祉資金貸付金       

貸付金 

199,043 
 中小企業従業員等及び離職者の生活安定と福祉の向上を図るため、必要な生活資金を貸し付ける。 

 

 
  原料等高騰対策特別資金等信用保証料補助金【新規】 

70,000  
 コストアップの影響を受け、保証付きで道の融資制度を利用する中小企業者に対し、信用保証料の一部

を補助し、融資を受けることによって生じる保証料負担の軽減を図る。 

雇用危機対策推進費 

893  
経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 地域の雇用情勢の悪化による失業者の大幅な増加や、地域経済の中心を担う企業の倒産やリストラなど

による大量解雇に対して予めプログラム化した対策を実施し、離職者等の再就職を支援する。 

 

 

 

１ 雇用のセーフティネットの整備 

 地域の雇用の受け皿として大きな役割を担う企業の倒産などは、労働者自身の生活はもとよ
り、関連企業、地域経済への影響も大きいものとなります。 

 このため、倒産などを可能な限り未然に防止するとともに、雇用の維持に向けた一体的なサポ
ートを行います。また、離職者が発生した場合には、求職者の生活の安定を図るとともに、早期
に再就職できるよう支援します。  
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 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
緊急再就職訓練費 

1,832,818 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 
 

 
雇用情勢が厳しい状況の中で、離職者の再就職に当たり、職業能力開発を必要とする求職者が増加して

いることから、幅広い教育訓練資源を有する民間機関を最大限活用することで、職業訓練受講機会の拡

大を図るとともに、多様な訓練受講機会を創出することで、再就職の促進を図る。 
デュアルシステム推進事業費 

 

117,701 

  

 職業能力形成機会に恵まれなかった一般求職者等に対し、訓練施設での座学と企業での実習を組み合わ

せた職業訓練により、実践的な職業能力開発を行い、安定就労への円滑な移行を図る。 

就職支援委託訓練費 
 

54,911  

  

 

 
産業界の景気動向等、雇用失業情勢により発生する離職者や、産業構造の転換等に伴う労働力のミスマ

ッチに対応するため職業訓練を実施し、再就職の促進を図る。 

  私立高等学校授業料軽減補助金 
 

796,468  

  

総務部 

法務・法人局 

学事課 

 学校法人が行う私立高等学校授業料軽減事業に対する助成を行い、経済的理由により修学困難な生徒の

教育機会の確保と、修学上の経済的負担の軽減を図る。 

  私立高等学校等生徒奨学事業 
 

13,257,245 

  

 私立高等学校等に在学する生徒のうち、経済的理由により修学困難な者に対し、奨学金を貸し付けるこ

とにより修学を奨励する。 

  私立専門学校生経済的支援等事業【新規】 

20,558  国の専門学校生への効果的な経済的支援のあり方に関する実証研究事業を活用し、経済的に修学

困難な道内専門学校生に対して支援するもの。 

 離職者の安心生活支援事業費 

39,425 
保健福祉部 

福祉局 

福祉援護課 

 求職中の貧困・困窮者等が雇用や就業機会の確保に向けて安心して生活が送れるよう、住宅支援給付を

行う。 

  生活福祉資金貸付事業費補助金 
 

16,991  

  

 低所得者世帯等の経済的自立と生活意欲の助長を図ることを目的とし、（社）北海道社会福祉協議会が

実施する生活福祉資金貸付事業に対し補助することにより、失業者世帯の生活の安定を図る。 

  公立高等学校奨学資金貸付事業 
 

6,882,885  

  

教育庁 

学校教育局 

高校教育課 

 公立高等学校等に在学する生徒のうち、経済的理由により修学困難な者に対し、奨学金を貸し付けるこ

とにより修学を奨励する。 

 中小企業総合振興資金貸付金 〔再掲〕 
貸付金 

125,164,000 

経済部 

地域経済局 

中小企業課 

 中小企業者等の経営基盤の強化、事業の活性化を図り本道経済の発展に資するため、金融機関に原資を

預託して、中小企業者等に対する融資を促進する。 

【経営環境変化対応貸付】【再生支援貸付】 

  緊急雇用創出事業臨時特例対策推進費〔再掲〕 

1,487,191  
経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 北海道緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用し、地域社会や地域の産業ニーズに応じた人材育成、就業

支援を行う事業並びに賃金の上昇等の在職者の処遇を改善する事業を実施する。 

 
  養成・転職職業訓練費（実習費、指導体制強化費）〔再掲〕 

70,073  
経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 道立高等技術専門学院（８校）において、若年者や離転職者等に対し、職業に必要な技能・知識を付与

するための訓練を行うことにより、就職を容易にし、職業生活の安定を図る。 

 

 

 

 〔北海道経済産業局予算事業〕                                                             

事 業 名 ・ 概  要            
 中小企業再生支援協議会事業 
 道内の主要商工会議所、中小企業支援機関、金融機関等を構成員とする「北海道中小企業再生支援協議会」を設置し、金融支援、事業

の見直し等について、弁護士、中小企業診断士等の専門家による相談対応や再生計画策定支援等を実施する。また、事業引継ぎ、事業

承継等について、相談対応や仲介業者への橋渡しを実施する。 
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〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事 業 名 ・ 概  要            
労働移動支援助成金 

 ■再就職支援奨励金 

 

 

再就職援助計画を作成した事業主が、事業規模の縮小に伴い離職を余儀なくされる労働者に対して、民間の職業紹介事業者（再就職

支援会社）を活用して再就職支援の取組を行う場合に助成する。 

■受け入れ人材育成支援奨励金 

 

 

事業規模の縮小に伴い、離職を余儀なくされた再就職援助計画対象労働者等の労働者を、早期に受け入れた場合、または受け入れと

訓練を行った場合に助成する。 

  雇用調整助成金 
 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等（休業及び教育訓練）又は出向を行

った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的としている。 

職場適応訓練費 
 雇用保険の受給資格者等に職業訓練等を受講させた事業主へ給付金を支給する。 

 
 

 求職者支援制度 
 雇用保険（失業給付）を受給できない求職者に対し、無料の職業訓練を受講する機会を確保するとともに、一定の要件を満たす場合、

訓練期間中に生活を支援するための給付金を支給する。 

 
  長期失業者等総合支援事業 
 離職後１年以上の長期失業者及び長期失業に至る可能性の高い求職者に対して、再就職支援の充実・強化を図るため、公共職業安定所

による職業紹介に加えて、民間職業紹介事業者委託によるキャリア・コンサルティング、就職セミナー、職場定着支援などの就職支援

を総合的に実施する。 
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（２）東日本大震災の被災者への就業支援 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

◆ 本道へ避難している被災者が安心して生活が送れるよう、住宅手当の支給や就職活動の支援を行う
など、被災者の生活・就労支援に取り組むほか、国などの関係機関とも連携しながら、被災者が必要
とする情報の提供を行っていきます。 

 
◆ 事業主に対し、被災者雇用開発助成金などの国の支援措置の積極的な活用を図ることにより、企業
における被災離職者等の雇い入れを促進するほか、東日本大震災の影響を受けた企業に対し、国や道
の支援施策などに関する情報提供を行うことで、地域における雇用が維持されるようきめ細かな相談
対応に取り組みます。 

 

◆ 道内での就農や農業法人への就職などを希望される方への相談窓口である（公財）北海道農業公社
の機能を活用して、東日本大震災で被災した方々からの相談に応じます。 

 

 

 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
  緊急雇用創出事業臨時特例対策推進費 〔再掲〕 

 

1,487,191 

  

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 北海道緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用し、地域社会や地域の産業ニーズに応じた人材育成、就業

支援を行う事業並びに賃金の上昇等の在職者の処遇を改善する事業を実施する。 

 
  緊急再就職訓練費 〔再掲〕 

 1,832,818 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 

 
雇用情勢が厳しい状況の中で、離職者の再就職に当たり、職業能力開発を必要とする求職者が増加して

いることから、幅広い教育訓練資源を有する民間機関を最大限活用することで、職業訓練受講機会の拡

大を図るとともに、多様な訓練受講機会を創出することで、再就職の促進を図る。 
  デュアルシステム推進事業費 〔再掲〕 

117,701   職業能力形成機会に恵まれなかった一般求職者等に対し、訓練施設での座学と企業での実習を組み合わ

せた職業訓練により、実践的な職業能力開発を行い、安定就労への円滑な移行を図る。 

 
  就職支援委託訓練費 〔再掲〕 

 

54,911  

  

 

 
産業界の景気動向等、雇用失業情勢により発生する離職者や、産業構造の転換等に伴う労働力のミスマ

ッチに対応するため職業訓練を実施し、再就職の促進を図る。 

  養成・転職職業訓練費（実習費、指導体制強化費）〔再掲〕 
 

70,073 

  

 道立高等技術専門学院（８校）において、若年者や離転職者等に対し、職業に必要な技能・知識を付与

するための訓練を行うことにより、就職を容易にし、職業生活の安定を図る。 

 

  離職者の安心生活支援事業費 〔再掲〕 
 

39,425 

  保健福祉部 

福祉局 

福祉援護課 

 求職中の貧困・困窮者等が雇用や就業機会の確保に向けて安心して生活が送れるよう、住宅支援給付を

行う。 

  生活福祉資金貸付事業費補助金 〔再掲〕 

16,991  低所得者世帯等の経済的自立と生活意欲の助長を図ることを目的とし、（社）北海道社会福祉協議会が

実施する生活福祉資金貸付事業に対し補助することにより、失業者世帯の生活の安定を図る。 

 

 東日本大震災の被災者の生活の安定のためには早期の就職が望まれますが、避難先での不安定
な生活に加え、母子のみでの避難により二重生活を余儀なくされるケースもみられることなどか
ら、被災者に対する支援には特別な配慮が必要です。 
 このため、被災者の雇用の場となる新たな就業機会の創出に努めるとともに、国などの関係機
関とも連携しながら、生活の安定にも配慮した総合的な就業支援に取り組みます。 
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 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
  母子父子寡婦福祉資金貸付金 〔再掲〕 

47,873 

保健福祉部 

子ども未来 

推進局 

子ども子育

て支援課 

 配偶者のない者で現に児童を扶養している者等に対し、その経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわ

せてその扶養している児童の福祉を増進するために資金を貸し付ける。 

  

 

〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事 業 名 ・ 概  要            
 特定求職者雇用開発助成金（被災者雇用開発助成金） 
 事業主が、被災離職者及び被災地域居住者をハローワークや職業紹介事業者の紹介で雇い入れ、１年以上継続雇用する場合に賃金の一

部を助成する。 

 

 長期失業者等総合支援事業〔再掲〕 
 離職後１年以上の長期失業者及び長期失業に至る可能性の高い求職者に対して、再就職支援の充実・強化を図るため、公共職業安定所

による職業紹介に加えて、民間職業紹介事業者委託によるキャリア・コンサルティング、就職セミナー、職場定着支援などの就職支援

を総合的に実施する。 
  雇用調整助成金 〔再掲〕 
 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等（休業及び教育訓練）又は出向を行

った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的としている。 
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（１）中小企業等の育成強化 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

◆ 中小企業への専門家の派遣等による経営力向上への支援、受発注情報の収集・提供等による取引拡
大への支援を行うとともに、中小企業総合振興資金による中小企業への融資の促進を通じて、中小企
業の経営の安定化を図っていきます。 

 
◆ 北海道産業振興条例や北海道中小企業応援ファンドの助成措置により、中小企業が新分野・新市場
進出等のために取り組むマーケティングや製品開発、人材育成、研究開発等を支援することで、中小
企業の競争力強化を図ります。 

 
◆ 経営相談などの各種経営面での支援と「北海道ビジネスサポート・ハローワーク」における雇用面
での支援を一体的に実施することにより、中小企業者に対する産業施策と雇用施策に係る支援をワン
ストップで実施します。 

 
◆ 「北海道創業促進連携会議」など創業を支援する関係機関等との連携を図るほか、本庁及び各（総
合）振興局に開設している「創業サポート相談室」において、創業希望者からの幅広い相談にきめ細
かく対応します。 

 

 

 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
中小企業経営資源強化対策事業費 

25,015  

経済部 

地域経済局 

中小企業課 

 (公財)北海道中小企業総合支援センターを核に地域プラットフォームを形成することによって、新事業

支援機能を有機的・効果的に発揮する環境を整備し、中小企業者等の事業の発展段階に応じた支援を実

施し新事業創出を促進するとともに、中小企業の経営資源の確保を支援するために専門家派遣事業、受

発注拡大支援事業等を実施する。 
中小企業総合振興資金貸付金   

貸付金 

125,164,000 

  

 中小企業者等の経営基盤の強化、事業の活性化を図り本道経済の発展に資するため、金融機関に原資を

預託して、中小企業者等に対する融資を促進する。 

【創業貸付】【ステップアップ貸付】 
高度化資金貸付事業費 

701,900 
 中小企業者が設立した協同組合等に対し、中小企業構造の高度化（工場・店舗等の集団化、事業の共同

化、協業化、経営形態の近代化、事業の転換など）を図るために必要な施設の設置資金等を北海道が長

期・低利（または無利子）で直接貸し付ける。 
 中小・小規模企業 地域プロジェクト推進支援事業【新規】 

9,286 
 地域企業、市町村、商工団体が行う地域特性を活かした各種計画策定を支援し、道内地域企業等の販路

拡大、新商品開発、創業等を促進するモデルを創出する。 

高度化資金貸付事業費（設備貸与資金貸付金）【新規】 

貸付金 

1,198,968 

 小規模企業者等の創業及び経営の革新に必要な設備の導入を支援するため、（公財）北海道中小企業総

合支援センターが行う設備貸与事業に必要な資金を貸し付ける。 

２ 雇用の受け皿づくり 

 道内の中小企業は､幅広い業種で様々な事業を展開しており、企業数の 99.8％、常用雇用者・
従業者数の 83.3％を占めるなど、地域の経済と雇用の主要な担い手として北海道経済の活性化
に大きな役割を果たしています。 

 このため、関係する支援機関と連携しながら、各種中小企業支援策を活用し、中小企業の経営
基盤の強化や新事業展開など経営革新等の促進に取り組むとともに、創業の各段階に応じた総合
的な支援を行うことにより、創業の量的拡大を図ります。 
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 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
 地域応援！女性・若者起業家育成支援事業【新規】 

16,492 

経済部 

地域経済局

中小企業課 

 道内における人口減少問題に対する地域経済対策として、道内の各地域において新たに起業（創業）な

どを行おうとする女性や若者への支援を通じて、地域経済の活性化を図る。 

中小企業競争力強化促進事業費 
 

28,228  

 経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 

 

 

産業構造の高度化による自立した経済構造への転換に資するよう、中小企業の競争力の強化を促進する

ため、「北海道産業振興条例」に基づき、(公財)北海道中小企業総合支援センターが行う製品開発、マ

ーケティング、アドバイザー等招へい、産業人材育成、産学連携等研究開発などに係る事業に必要な資

金を措置する。 
中小企業応援ファンド貸付金 

－  地域産業の芽を見い出し、新たな産業の創出を図るとともに道内中小企業等の競争力の強化や経営革新

による事業化、産業クラスター形成などの取組を加速させるため、国や道内経済界との協力のもと支援

ファンドを組成し、地域経済の自立的・継続的発展を促進する。 
 北海道における産業施策と雇用施策の一体的実施事業(北海道ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ・ﾊﾛｰﾜｰｸ)  

－  
経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 北海道が従前から（公財）北海道中小企業総合支援センターを通じて実施してきた中小企業者に対する

各種経営面での支援と、「北海道ビジネスサポート・ハローワーク」における雇用面での支援を一体的

に実施することにより、中小企業者をワンストップで支援する。 
 人材確保促進事業費 

329   中小企業が行う雇用管理の改善に係る措置を促進することにより、中小企業の振興及びその労働者の就

業の安定その他福祉の増進を図る。 

高度技術産業集積活性化事業費 

192,059  

経済部 

産業振興局 

科学技術振

興室 

 高度技術産学連携地域である函館地域における中小企業等の技術力の向上及び新製品開発等の促進の

ため、技術指導や研究開発等を支援する。  

 リサーチ＆ビジネスパーク整備推進事業費 

12,983  産学官の連携により、研究開発から事業化までの一貫したシステムの構築を目指す「リサーチ＆ビジネ

スパーク」構想の推進に向け、北大連携型起業家育成施設（北大ビジネス・スプリング）の入居企業へ

の支援などにより新事業・新産業の創出を図る。 
  科学技術振興戦略推進費（知的財産戦略推進費） 

954   知的財産を適切に保護し積極的に活用する「知的創造サイクル」を本道において確立し、新技術の創造

と新産業の創出を図るため、知的財産戦略本部の運営や知的財産に関する普及啓発などを行う。  

 知的所有権センター事業費 
 

7,500  

 

 道内中小企業等における特許等の産業財産権を活用した事業展開を支援するため、北海道知的所有権セ

ンターにおいて、特許等の流通、情報検索及び活用への支援などを行い、企業等の開放特許や道有特許

等の活用を促進する。 
 移動中小企業経営相談事業 〔再掲〕 

119  
経済部 

地域経済局 

中小企業課 

 中小企業の経営安定と金融の円滑化を図るため、道の融資制度、経営指導の周知を図るとともに、金融

・経営相談を実施する。 

 農商工連携ファンド貸付金 〔再掲〕 

－  
経済部 

食関連産業

室 

 農林漁業者と中小企業者の互いの経営資源を活用した「農商工連携」による新商品・新サービスの開発

の取組を促進するため、国や道内経済界との協力のもと農商工連携ファンドを組成し、地域経済の自立

的・継続的発展を促進する。 
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 〔北海道経済産業局予算事業〕                                                             

事 業 名 ・ 概  要            
商業・サービス競争力強化連携支援事業（新連携支援事業） 

 中小企業・小規模事業者が、産学官で連携し、また異業種分野の事業者との連携を通じて行う新しいサービスモデルの開発等のうち、

地域経済を支えるサービス産業の競争力強化に資すると認められる取組みの支援を行う。 

地域中小企業・小規模事業者人材確保等支援事業（人材バンク事業） 
 地域の中小企業・小規模事業者のニーズを把握して、地域内外の若者・女性・シニア等の多様な人材から地域事業者が即戦力として必

要とする人材を発掘し、地域事業者への紹介・定着までを一貫支援する。また、人材を発掘し、地域事業者とのマッチングを行う民間

企業等の能力向上を図る。 

ふるさと名物応援事業（消費者志向型地域産業資源活用新商品開発等支援事業） 
 地域の「強み」である地域産業資源（地域の農林水産品、産地の技術、観光資源等）を活用して、新規性の高い商品や新サービスを開

発・市場化する中小企業者等の取組に対し、補助金により支援を行う。 

ふるさと名物応援事業（地域間連携型新連携支援事業）【新規】 

 事業分野を異にする2以上の中小企業者が有機的に連携し、その経営資源を有効に組み合わせて、新商品・新サービスの開発または提

供等を行う新たな事業活動を支援する。 

ものづくり・商業・サービス革新事業【新規】 

 国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企

業を支援する。 

創業・第二創業促進補助金【新規】 

 新たに起業を目指す女性・若者等の創業者や、事業継承を契機に既存事業を廃業し、新分野に挑戦する等の第二創業を行う者に対して

支援する。 

  革新的ものづくり産業創出連携促進事業〔再掲〕 
 我が国製造業の国際競争力強化と新事業創出を目指し、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に資する研究開発から販路開拓までの

取組促進を目的とする研究開発支援を行う。 

  農商工等連携対策支援事業 〔再掲〕 
 中小企業と農林漁業者が有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う新商品の開発等の取組に対し、補助金、政府系金

融機関の低利融資などの支援を行う。 
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（２）ものづくり産業の振興と立地環境を活かした企業誘致の推進 
 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

◆ 国の「戦略産業雇用創造プロジェクト」を活用し、自動車関連産業をはじめとしたものづくり産業
や、本道が強みを有する食関連産業の産業育成強化と、人材育成や就業支援といった雇用創出の取組
を一体的に実施していきます。 

 
◆ 北海道立総合研究機構や地域の技術支援機関との連携による技術支援を行っていくとともに、北海
道産業振興条例の助成措置により研究開発等を支援するなど、本道のものづくり産業の競争力強化を
促進します。 

 
◆ 自動車や電気・電子産業などのものづくり産業をはじめとした、本道への多様な産業立地を促進す
るため、北海道企業誘致推進会議と連携し、官民一体となったトップセールスや企業立地セミナーを
開催するなど、積極的な誘致活動を展開します。 

 
◆ 本道への進出可能性が高い食品関連企業、環境配慮型データセンターやメガソーラーなどの新エネ
ルギー関連産業の誘致活動を強化していきます。 

 
◆ 北海道産業振興条例に基づき、工場等を新増設する企業に対し助成を行うほか、省エネルギー・新
エネルギー導入やリスク分散等の観点から、本社機能の移転や分散化を図る事業者の本道への移転を
促進します。 

 
◆ 今後の本道経済を支える新たな人材を確保するため、ものづくり現場への女性進出を促進します。 
 
◆ 「健康・医療」関連分野へのものづくり産業の参入に向けた技術力のアピールなどの取組や、医療
や介護・福祉分野におけるニーズに基づいたものづくり企業の新製品開発等の取組を促進するととも
に、医療品や医療機器関連分野などの企業の誘致に取り組みます。    

 

 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
企業誘致促進費 

4,891  

経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 北海道企業誘致推進会議と連携し、官民一体となったトップセールスや企業立地セミナーの開催など、

各種の企業誘致活動を展開する。 

企業立地促進費補助金 

 1,701,973  
 本道における多様な産業の立地を促進するため、工場その他を新設又は増設する者に対し、助成措置を

行うことにより、産業の高度化及び活性化並びに道民の雇用機会の拡大を図る。 

データセンター等集積加速化事業費 

5,964  省エネに繋がる北海道の冷涼な気候や豊富な新エネルギーの賦存量を活かし、環境配慮型データセンタ

ーの誘致や、エネルギー関連の実証試験の誘導に向け、地域と道が連携した誘致活動の展開を図り、 

「バックアップ拠点構想」及び「次世代環境モデル創造戦略」の具体化に寄与する。 

一次産業の強みを活かした一貫生産型立地加速事業費 

2,257  食関連分野において、原料を自ら確保し、生産地の近くで加工まで行う「一貫生産型立地」に変わる動

きがあることから、生産者などと連携して、原料生産・確保を含めた本道の一次産業の優位性をアピー

ルして、本道への一貫生産型立地を加速させる誘致活動を行う。 

原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費 

111,733   原子力発電施設等周辺地域の企業立地を促進し、産業振興を図るため、当該地域に新たに立地する企業

に対して補助金を交付する。 

 経済波及効果の高いものづくり産業の振興や企業の誘致は、地域に新たな雇用機会を創出する
とともに、地場企業との取引拡大を通じた更なる雇用機会の拡大などの効果も期待できます。 

 このため、すそ野が広い自動車関連産業をはじめ、本道が優位性を有する食関連分野や今後、
成長が期待される環境関連分野などの幅広いものづくり産業の振興を図るとともに、経済波及効
果の高い自動車や電気・電子産業に加え、本道に立地優位性がある豊富な食資源を活かした食関
連産業などの企業誘致活動を強化します。 
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〔道予算事業〕 

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
一次産業等効率化機械共同開発促進事業 

8,371 

経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 ものづくり産業における需要の新規開拓・拡大に向けて、食関連産業等とものづくり産業の連携を強化

し、課題・ニーズに対応した機械開発等を促進する。 

 

 「ものづくりなでしこ応援プロジェクト」地域展開事業【新規】 

7,000 
 ものづくり産業への女性の参画促進を図るため、職場見学ツアーや高校等での出前授業、ものづくりの

魅力のＰＲ等を地域で展開する。 

 「健康・医療」関連分野参入促進事業【新規】 

8,083 
 「健康・医療」関連分野への道内ものづくり企業の参入を促進するため、企業の参入意欲を喚起するセ

ミナー等の開催による環境づくりや、道外での展示商談会における道内企業の技術力のＰＲを推進す 

る。 

 「健康・医療」等分野における作業支援等機器開発プロジェクト推進事業【新規】 

4,169 
 本道ものづくり産業が技術力を結集して取り組む、健康・医療・福祉分野における作業支援等機器の開

発のためのニーズ調査や検討会議を実施する。 

 

 健康・医療産業立地促進事業【新規】 

4,787 
 近年、医療機器メーカーの進出や、大学の研究シーズを生かした医薬品工場の建設が検討されるなど、

健康・医療関連分野の企業立地の動きが見られることから、この動きを捉えて同分野での企業誘致活動

を重点的に展開する。 

 地域立地展開事業【新規】  

2,407 
 地域への企業の誘致による地域の活性化と雇用の場の創出のため、積極的に誘致活動を行いたいと考え

る市町村に対するノウハウ研修会を行うとともに、投資を促すフォーラムを開催する。 

 

 小さなIT拠点づくり推進事業 

3,669 
 企業の地方拠点拡大の動きを踏まえて、関係市町村と連携し、フォーラムの開催や地域の空き家等の情

報発信等を通じて、首都圏ＩＴ関連企業のサテライトオフィス等の誘致等を促進する。 

戦略産業雇用創造プロジェクト  

－ 

  

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 
 安定的かつ良質な雇用の場の創出に向け、ものづくりや食関連分野等の一層の産業育成強化と、人材育

成や就業支援といった雇用創出の取組を一体的に実施する国の支援制度を活用。 
 ■先端技術等習得講習事業  

5,358 

  

経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 自動車素材として今後期待される炭素繊維複合材の加工技術に関する研修会・セミナーなどを開催す

る。 

 ■自動車生産サプライチェーン集積促進事業  

30,900 

  

 東北自動車生産拠点のサプライチェーンをターゲットとした、参入力の強化や取引機会の開拓、企業

誘致に関する取組を一体的に行い、本道の自動車産業の集積を促進する。 

 ■企業誘致強化人材育成事業  

9,000 

 

 自動車関連企業をはじめとしたものづくり産業や食関連産業の企業立地を促進するため、立地企業が

独自に実施する人材育成事業に対し支援する。 

 ■ものづくり産業競争力強化事業  

5,918 

  

 ものづくり産業の競争力強化を図るため、事業戦略の策定から販路拡大までのノウハウを体系的に支

援するとともに、道内高専と連携したものづくり人材の育成・確保の取組を行う。 

 ■ものづくり産業販路拡大事業  

6,177 

  

 ものづくり企業の道外への販路拡大を促進するため、道外企業とのマッチングや道外企業とのビジネ

ス交流などを実施する。 

 ■食関連機械産業振興事業  

4,515 

  

 食関連産業とものづくり産業が連携し、相談会や展示会などによるマッチングを行い、本道が優位性

を持つ「食」を支える食関連機械企業の幅広い取引機会の開拓を推進する。 

 ■地域のものづくり産業力強化対策事業  

57,790 

 

経済部 

産業振興局 

科学技術振

興室 

 地域のものづくり企業の技術力の向上や付加価値の高い新製品・新技術開発の促進を図るため、地域

の産業支援機関の機能を強化する。 

 ■地域プロジェクト創出支援事業  

9,842  地域企業等の新事業展開・新分野進出支援のノウハウを有するノーステック財団の地域支援機能を強

化する。 

 ■若年求職者技能習得支援事業  

124,646 

  

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 
 在学中に就職内定を得られなかった学卒未就職者等の若年求職者に対し、座学による社会人基礎力の

習得及び就業体験を通じて企業において必要とされる知識・技能等を習得させ、就職の促進を図る。 
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〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
 ■若年求職者等産業別就職支援事業 

28,384 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 本道の戦略産業の戦略産業として位置づける「ものづくり」、「食」分野産業を中心とした優良企業

を開拓し、全道各地でセミナーやフォローアップ等を連動させた合同企業説明会を一体的に実施し、

若年者の早期就職を促進する。 

 ■地域求職者「食・ものづくり産業」就業促進事業  

25,134   行政や民間による就職支援が十分に及びづらい地域の求職者に対し、職業を選択するための自己分析

に関するアドバイスや企業見学、地元企業による説明会を開催し、地元を中心とした「食・ものづく

り」関連産業への就業促進を図る。 

 ■地場中小企業の情報発信・人材確保事業 

18,074  
 道内地場中小企業が保有する技術力、商品力、人間力などの「ものづくり」の魅力等を道内外に広く

発信し、新規取引の各拡大など新たなビジネスマッチングの機会を増やすとともに、若年者における

「ものづくり」に対する理解を深め、新規雇用拡大と円滑な人材確保ができる環境づくりを図る。 

 ■ものづくり人材確保事業  

3,249 

  
経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 首都圏をはじめとする道外在住の高度技術者等の北海道への人材誘致を推進するため、ものづくり等

の求人企業の新規登録促進の取組や求人・求職情報の提供などを行う。 

 ■自動車関連産業人材育成事業  

4,048 

  

 現場技術者向けの研修を実施し、質の高い地場企業技術者の養成を図る。 

  総合研究機構運営支援費（戦略研究費）  

60,000  
総合政策部

政策局 

研究法人室 

 北海道立総合研究機構の複数の研究分野や企業、大学、国の研究機関の緊密な連携の下、道の重要な施

策に関する分野横断的な研究等を戦略的に推進する。 

  中小企業総合振興資金貸付金 〔再掲〕  

貸付金 

125,164,000 

  

経済部 

地域経済局 

中小企業課 

 中小企業者等の経営基盤の強化、事業の活性化を図り本道経済の発展に資するため、金融機関に原資を

預託して、中小企業者等に対する融資を促進する。 

【ステップアップ貸付】 
  高度技術産業集積活性化事業費〔再掲〕 

192,059 

経済部 

産業振興局 

科学技術振

興室 

 高度技術産学連携地域である函館地域における中小企業等の技術力の向上及び新製品開発等の促進の

ため、技術指導や研究開発等を支援する。 

  中小企業競争力強化促進事業費 〔再掲〕 

28,228 

経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 

 

 

産業構造の高度化による自立した経済構造への転換に資するよう、中小企業の競争力の強化を促進する

ため、「北海道産業振興条例」に基づき、(公財)北海道中小企業総合支援センターが行う製品開発、マ

ーケティング、アドバイザー等招へい、産業人材育成、産学連携等研究開発などに係る事業に必要な資

金を措置する。 
  中小企業応援ファンド貸付金 〔再掲〕 

－  地域産業の芽を見い出し、新たな産業の創出を図るとともに道内中小企業等の競争力の強化や経営革新

による事業化、産業クラスター形成などの取組を加速させるため、国や道内経済界との協力のもと支援

ファンドを組成し、地域経済の自立的・継続的発展を促進する。 
 

 

 

 〔北海道経済産業局予算事業〕                                                             

事 業 名 ・ 概  要            
革新的ものづくり産業創出連携促進事業 

 我が国製造業の国際競争力強化と新事業創出を目指し、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に資する研究開発から販路開拓までの

取組促進を目的とする研究開発支援を行う。 

ものづくり・商業・サービス革新事業【新規】〔再掲〕 

 国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企

業を支援する。 
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（３）地域における産業の活性化 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 農林水産業の活性化 

 〔本年度の主な取組〕 

 
農 業 
◆ 新規就農者の育成・確保を図るため、北海道農業公社による就農相談会の開催や就農に必要な資金
の貸付、農業大学校における実践的な研修教育、農業改良普及センターによる技術・経営指導、青年
就農給付金の給付など、幅広い取組を推進するとともに、市町村やJAなどの関係機関が新規就農者を
幅広く支援する体制を構築します。 

 
◆ 本道の農業・農村の発展に重要な役割を果たす農業法人の育成を推進するため、地域の農地や農作
業の引受けなどの取組が期待される農業法人の設立を支援します。 

 
水産業 
◆ 北海道立漁業研修所において、漁業に必要な知識や技術などを習得する研修を実施し、漁業就業者
の育成を図ります。 

 
◆ 北海道漁業就業支援協議会を通じた漁業就労に関する求人求職などの情報提供、漁協及び市町村と
連携した新規漁業就業者の受入体制の整備、漁業就業希望者に対する実践的研修の実施により、漁業
就業者の育成・確保を図ります。 

 
林 業 
◆ 北海道森林整備担い手支援センターを通じて、林業に関する知識・技能の向上や安全衛生の確保の
ための研修を実施するとともに、就労の長期化を図るための奨励金や林業機械作業の技能講習受講費
用等への助成を行い、林業労働者の育成・確保を図ります。 

 
◆ 林業への新規就業を促進するため、就業者や雇用する事業体に向けた就業準備資金の貸付事業を行
う事業者に対し、必要な資金の貸付を行います。 

 
 
 
 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
  北海道6次産業化スタートアップ事業【新規】                                                                             

50,460 

農政部 

食の安全 

推進局 

食品政策課 

 地域の農畜産物を活用した商品開発や販路拡大等の取組に必要な費用に対して補助金を交付し、道内各

地における様々な６次産業化の取組の展開を図ることにより、地域の活性化を推進する。 

  道産農水産物の「ブランド化」推進事業費【新規】                                                                             

11,752 
 道産農水産物の輸出拡大を図るため、ホクレン、ぎょれんと連携し、積極的なプロモーション活

動の実施により道産農水産物のブランド化を図る。 

  道産農畜産物産直市活性化事業費【新規】                                                                             

2,480 
 本道の豊富な「食」資源を活かし、産地から道産農畜産物の魅力を発信することで外国人観光客

等を増加させ、産直市へ誘引することにより、地域の活性化を図る。 

畜産振興総合対策事業費（農場リース円滑化事業費）  
1,180 

 

農政部 

生産振興局 

畜産振興課 

 優れた担い手の確保及び地域酪農・畜産の活性化を図るため、新規就農者等が離農農場等を継承する場

合に、経営が安定するまでの一定期間、農場リースに係る費用に助成を行う。 

 農林水産業や中小小売商業などの地域の産業は、地域経済を支え、多くの就業者を吸収する重
要な雇用の受け皿となっており、これらの産業の活性化により雇用の確保を図ります。 

 また、公共投資の縮減など厳しい経営環境にある建設業については、地域の経済と雇用への影
響を最小限に止めるため、経営体質の強化や技術力の向上を図るなど、建設業本業の強化や新分
野進出などに向けた取組を促進します。 
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〔道予算事業〕 

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
畜産競争力強化対策整備事業【新規】 

5,652,761 

農政部 

生産振興局 

畜産振興課 

 北海道酪農・畜産の競争力強化のため、畜産経営の収益力の向上、飼料生産組織の経営高度化など、地

域の中心的な畜産経営体等に対する施設の整備等を支援する。 

  移住定住促進農場リース事業費【新規】 

72,500 

 市町村や地域における人口減少対策として、移住定住の促進が有効な対策の１つとなっているこ

とから、経営規模にかかわらず、酪農・畜産を収入源として道内地域に移住定住を希望する者に

対して農場の整備・リースを行い、定住後の所得の確保と移住定住による地域の人口の維持・拡

大を図る。 
農業大学校管理費 

251,457 

農政部 

農業経営局 

農業経営課 

 農業の担い手を育成する道立農業大学校の庁舎の運営・維持管理を行う。 

担い手育成総合推進事業費（農業技術習得支援事業費） 

7,841 
 高度な経営力を備えた人材を育成するため、農業大学校等における外部講師の招へいや先端農業機械の

実習など、研修レベルの充実を図る。 

   北海道農業担い手育成センター事業費 

337,897  次代の本道農業を担う意欲と能力のある農業者を育成・確保するため、就農支援資金の貸付けや就農希

望者への相談活動、研修支援のほか、農業従事者以外の人に対する農業の役割や魅力のＰＲ、就農誘致

活動、各種研修会など、北海道農業公社が行う総合的な担い手対策の実施に対して支援を行う。 

   就農支援資金貸付事業費 
融資枠 

116,000  新規就農の促進を図るため、新たに就農しようとする者に対し、農業技術を習得するための研修や就農

準備、農業経営を開始する際に必要な無利子資金の貸付けを行う。 

担い手育成総合推進事業費（青年就農給付金事業費） 

1,836,607  青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就農前の研修期間（2年以内）及び経営が不安定な

就農直後（5年以内）の所得を確保する給付金を交付する。 

担い手育成総合推進事業費（地域担い手対策事業費）  

 8,547  
 優れた担い手の育成・確保を図るため、農業系大学と連携した担い手対策の検討など、地域の実態に即

した担い手対策を推進する。 

新規就農者受入・指導体制強化推進事業  

2,527 
 新規就農者の増加・定着を図るため、地域における農業研修生の受入体制づくりと受入指導農家の資質

向上への取組に対する支援及び新規就農者等への広域的な指導体制を強化する取組を実施する。 

地域農業を担う農業生産法人等支援事業費  

28,019   農地や農作業の引受など地域農業支援の役割を担う複数戸による農業法人の育成・確保を図り、地域農

業の体質強化を推進するため、地域段階における法人支援対応力の強化や法人設立への支援を行う。 

 活躍する農業女性による農業農村魅力発見推進事業【新規】 

4,614 
 地域の活性化に向けて、女性農業者からの農業・農村の魅力発信により若年女性の意識改革を促し、農

村への定着、農業等への就業促進を図る。 

新規就農者定着促進広域ネットワーク整備推進事業【新規】   

1,861 
 意欲と能力のある新規就農者の育成・確保に向けて、広域で調整する体制づくりに対する支援を行い、

就農を目指して研修に取り組む研修生の就農先の確保を進める。 

 農業・農村労働力確保対策事業費【新規】 

8,460 
 労働者と農業者双方の実態を把握し、関係機関・団体等と連携しながら問題点や課題に対して具体的な

対応策の検討を行う。 

 経営支援総合推進事業費（担い手の経営継承推進事業費）【新規】 

7,407 
 道内の農家戸数が減少する中、担い手を育成・確保していくため、農業経営体が持つ経営資産等

を確実に次世代に継承するための法人化による経営継承を支援する。 

研修事業費  

20,058 
水産林務部 

水産局 

水産経営課 

 本道漁業の振興と漁村地域の活性化を担う漁業就業者を育成するため、漁業に必要な知識や技術を習得

する研修を実施する。 
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〔道予算事業〕 

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
漁業就業促進事業費 

4,433 
水産林務部 

水産局 

水産経営課 

 沖合漁船から沿岸漁業への転換を希望する減船離職者や高齢乗組員等を対象として、必要な資格取得講

習を実施する。また、北海道漁業就業支援協議会において、求人求職情報の提供や漁村外から漁業就業

を希望する者に対し、普及職員や指導漁業者による実践的研修の実施により、地域漁業への定着を促進

する。 
沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計  

350,000   水産業改良普及組織の行う普及指導活動との密接な連携のもと、沿岸漁業従事者等が行う沿岸漁業の経

営改善、生活改善及び青年漁業者等の養成に要する資金を無利子で融資する。 

  漁業就業者支援対策調査事業費【新規】   

3,984 

水産林務部

水産局 

水産経営課 

 漁業後継者の減少に対応するため、各地区の実態を調査し、将来的な就業動向の予測などを行い、就業

者確保・育成のための支援策などについて検討する。 

森林整備担い手対策推進費  
105,703 

 

水産林務部 

林務局 

林業木材課 

 林業労働者の技術・技能の向上、労働安全衛生の確保、福利厚生の充実などを推進し、林業労働者の育

成・確保を図る。 

林業就業促進資金貸付事業費  

2,993 
 林業に新たに就業しようとする者や雇用する事業体に向けた就業のための研修・移転準備等に係る費用

の貸付事業を行う事業者に対し、必要な資金の無利子貸付を行う。 

 森林整備加速化・林業再生事業費（川下対策）  

2,976,507 
 森林資源の循環利用による林業・木材産業の成長産業化を図るため、高性能林業機械等の導入による林

外搬出を促進するとともに、木材加工施設や木造公共施設・木質バイオマス利用施設等の整備などによ

る地域から産出される木材・木質バイオマスの利用を一体的に促進する。 
  林業就業者支援対策調査事業費【新規】  

4,500 
 地域特性に応じた林業労働力を確保するため、林業関係者の実態を調査するとともに、労働力確保に向

けた対応のあり方や支援方法について検討する。 

  木質バイオマス資源活用促進事業費【新規】  

8,000 
 森林資源の循環利用による低炭素社会の実現に資するため、林地未利用材の集荷システムの定着や、木

質ペレットの消費地への安定供給に向けた実証を行う。 

 

 ② 地域商業の活性化 

 〔本年度の主な取組〕 

◆ 地域商業の実態に応じた自主的な取組を促進するため、「北海道地域商業の活性化に関する条例」
に基づき、市町村、商工団体、道民、事業者その他団体などの関係者が一体となって、地域の実態に
応じた取組を促進するための事業に対し、支援を行います。 

 
 
 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
地域商業活性化総合対策事業 

3,896 
経済部 

地域経済局 

中小企業課 

 地域商業の実態に応じた自主的な取組を促進するため、北海道地域商業の活性化に関する条例を平成

24年4月に制定し、市町村、商工団体、道民、事業者その他団体などの関係者が一体となって、地域の

実態に応じた取組を誘導するモデル的な事例の創出を図るための事業等に対し、支援を行う。 
  地域づくり総合交付金 〔再掲〕 

4,300,000 

総合政策部 

人口減少問

題対策局 

地域政策課 

 地域の創意と主体性に基づく地域の特性や優位性を生かした取組の促進を図るため、市町村等が

地域課題の解決や地域活性化を目的として取り組む事業を支援する。 
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③ 建設業の体質強化 

 〔本年度の主な取組〕 

 
◆ 建設部及び各総合振興局・振興局に設置している「建設業サポートセンター」において、地域建設
業のニーズに応じたきめ細かな相談対応と各種支援制度の紹介を行います。また、中小企業診断士な
どの専門相談員を配置し、経営に関する専門的なアドバイスを行います。 

 
◆ 市町村や建設業団体などと連携し、新規入職者の減少や高齢化の進展などによる担い手対策などの
課題解決に向け、オール北海道で取り組みます。 

 
◆ 建設業団体が、主体的に行う戦略市場創造プランの戦略分野への参入や本業基盤強化などを促進す
る取組を支援するとともに、中小建設業者等が経営の改革に向けて行う新商品や役務の研究開発、販
路開拓、人材育成といった取組を支援します。 

 
◆ 北海道の新しい家づくりのしくみである「きた住まいる」の普及推進を図るため、建築技術の普及
啓発・研修などを実施するほか、住宅リフォームに関する建築技術者向け講習会を実施し、道内建築
関連業者の技術力向上を図ります。また、本道の住宅建築技術の道外向けＰＲなどを行うことで、住
宅市場の開拓を図ります。    

 

◆ 建設業等在職者に対して、新たな技能の習得に資する職業訓練を行うほか、建設業等離職者に対し
ても職業訓練を行うことで、再就職の機会拡大を図ります。 

 

  

 

〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
 建設業経営体質強化対策事業費（建設業サポートセンター運営費） 

5,862 

建設部 

建設政策局 

建設管理課 

 建設部及び各総合振興局等に設置している「建設業サポートセンター」において、建設業振興に係る総

合的な相談・支援、啓発等を行う。また、建設部のサポートセンターに専門相談員を配置し、経営に関

する専門的なアドバイスを行う。 
 建設業担い手対策推進事業【新規】 

14,738 
 若年者の新規入職者の減少、高齢化の進展から、技術・技能の継承が課題となっており、市町村や建設

業団体などと連携し、オール北海道で建設業の担い手対策を展開する。 

建設業経営体質強化対策事業費（建設業経営改革総合支援事業費） 

10,000 
 

 

建設業団体が主体的に行う戦略市場創造プランの戦略分野への参入や本業基盤強化などを促進する取

組を支援する。 

   建設業経営体質強化対策事業費（建設業経営力強化総合支援事業費） 

10,029 
 

 

厳しい経営環境にある中小建設業者等が経営の改革に向けて行う新商品や役務の研究開発、販路開拓人 

材育成といった取組に対して支援する。 

  北方型住宅推進事業費（北方型住宅普及推進事業） 

23,270 

建設部 

住宅局 

建築指導課 

 良質な住まいを安心して取得し、維持管理できる環境の形成を目指し、「きた住まいる」の普及推進と

建築技術力の向上を図る。 

  民間住宅等関連事業推進費（住宅産業活性化支援事業） 

6,000 
 北海道の住宅建築技術、住宅部資材の道外向けＰＲや道外市場の情報収集、販路拡大に係る支援方策に

ついて検討等を行う。 

  成人職業訓練費 〔再掲〕 

12,514 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 在職労働者に対し、生産技術の進歩等に対処する能力開発及び管理監督等に必要な知識、技能を付与す

る。在職者の能力開発を図ることにより、失業を未然に防ぎ、雇用を維持する。 

  緊急再就職訓練費 〔再掲〕 

1,832,818 
 

 
雇用情勢が厳しい状況の中で、離職者の再就職に当たり、職業能力開発を必要とする求職者が増加して

いることから、幅広い教育訓練資源を有する民間機関を最大限活用することで、職業訓練受講機会の拡

大を図るとともに、多様な訓練受講機会を創出することで、再就職の促進を図る。 
 



 

22 

 
〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
  就職支援委託訓練費 〔再掲〕 

 

54,911  

  

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 

 
産業界の景気動向等、雇用失業情勢により発生する離職者や、産業構造の転換等に伴う労働力のミスマ

ッチに対応するため職業訓練を実施し、再就職の促進を図る。 

  

 

 

〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事 業 名 ・ 概  要            
  建設労働者確保育成助成金 

 中小建設事業主や中小建設事業主団体が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等を図るための取組を行った場合に、一

定額を助成する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 

 
（４）本道経済の成長力強化に向けた取組の推進 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 〔食〕食の総合産業化による食産業立国の形成 

 〔本年度の主な取組〕 

 
◆ 地域の主要産業である食品工業の活性化を図るため、北海道立総合研究機構などで、地域特性や消
費者ニーズに対応した研究開発や企業への技術指導などを行うほか、北海道立総合研究機構と地域の
試験研究機関などが連携し、食品加工技術や食品加工機械などの研究開発を行い、道内中小企業の新
製品・新技術開発を促進します。 

 
◆ 道が全国に先駆け開始した「北海道食品機能性表示制度（愛称：ヘルシーDo）」の認知度向上 
や、本制度を軸とした「道産機能性素材・道産機能性食品」の開発等を推進するとともに、東アジア
における食産業の研究開発・輸出拠点化をめざす「北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特 
区」を推進します。   

 
◆ 道産食品の発掘・磨き上げや新たなブランドの育成を行うとともに、「北海道どさんこプラザ」で
のテスト販売の実施などにより、道内企業のマーケティング支援や道産食品の販路拡大の取組を推進
します。 

  また、民間企業との連携による商談会や相談会を開催するとともに、（一社）北海道貿易物産振興
会が実施する「取引商談会」「北海道物産展」などの販路拡大事業等を支援します。 

 
◆ 有望プロジェクトの創出・推進、「フード塾」による地域マーケティング人材の育成、さらには 
マーケットニーズ対応型商品開発の拡大など、プロジェクトや成果の拡大に取り組むほか、農商工連
携による新商品・新サービスの開発や販路開拓の取組に対し、北海道農商工連携ファンドを活用した
支援を行います。 

 
 

 

 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
地域食品加工技術センター運営事業費 

114,437 

経済部 

食関連産業室 

 オホーツク圏・十勝圏の食品製造企業等の技術力の向上及び新製品開発等の促進のため、技術指導や試

験研究等を支援する。 

  
  北海道物産観光展示所運営費 

43,916  首都圏における道産品の展示販売や斡旋、企業のマーケティング支援などを行うアンテナショップとし

て「北海道どさんこプラザ」を運営し、道産品の販路拡大を図る。 

 
 貿易物産振興事業費補助金 

17,527 
 (一社)北海道貿易物産振興会が実施する取引商談会や物産展の開催など道産品の販路拡大のための公益

事業に対し補助する。 

農商工連携ファンド貸付金 

－  
 農林漁業者と中小企業者の互いの経営資源を活用した「農商工連携」による新商品・新サービスの開発

の取組を促進するため、国や道内経済界との協力のもと農商工連携ファンドを組成し、地域経済の自立

的・継続的発展を促進する。 
 北海道食産業総合振興機構負担金 

17,000   経済界、関係市などとともに、フード特区に係る事業の円滑な推進のため、フード特区機構の運営維持

やマネジメント活動に必要な経費を負担する。 

 

 今後、成長発展が見込まれ、経済波及効果の高い様々な産業群が重層的に展開する経済産業構
造を実現することは、本道経済の活力を高めていくことはもとより、道民にとって魅力ある多様
な就業機会が生み出されるなど雇用の受け皿の拡大が大いに期待されます。 

 このため、本道が優位性を有し、今後、成長発展が見込まれる「食」、「観光」、「国際」、
「環境・エネルギー」の分野において、北海道価値を磨き上げ、本道経済の成長力強化に向けた
取組を推進します。 
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〔道予算事業〕 

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
 北海道食品機能性表示委員会運営費 

314  

経済部 

食関連産業室 

 食の付加価値向上による北海道経済の活性化を図るため、道独自の「食品機能性表示制度」について、

北海道食品機能性表示委員会において、商品の含有成分に係る科学的研究の存在などについて審議す 

る。 
 北海道食品機能性表示制度信頼性向上調査事業 

296  
 平成25年度より開始された北海道食品機能性表示制度について、制度の信頼性を向上するため、商品

の買取調査を実施する。 

 北海道新幹線開業に向けた食の推進事業 

9,069 
 北海道新幹線の開業効果を高めるため、青函連携による地域産品の販路拡大に取り組むとともに、東北

地域との連携による地域事業者の商品力アップ（委託製造、共同物流、共同配送、商品開発など）に向

けたビジネスマッチングを開催する。 

 新規海外市場開拓支援事業【新規】 

37,000 
 ハラールに対応した輸出向け商品の開発や、と畜場のハラール認証取得を目指すとともに、現地におけ

る詳細な市場分析調査を行うことにより、ハラール対応のマーケット食需要を獲得する。 

 ヘルシーＤｏ活用型「しごと創生」総合推進事業【新規】 

117,106 
 道内食品産業生産基盤の拡大による食関連産業の活性化・雇用機会の創出を図るため、道が全国に先駆

け開始した「北海道食品機能性表示制度（愛称：ヘルシーＤｏ）」を活用し、制度を軸とした「道産機

能性素材・道産機能性食品」の開発等を推進する。 

 道外食品製造業と道内生産者とのビジネスマッチング事業【新規】 

11,108 

 道外に販路を求める一次産業従事者を含む道内食品生産者と一次加工品を含む道産原材料の入手を求

める道外食品製造業者とのマッチング等を通じて、道内生産者の企画提案力及び技術力の強化し、販売

チャネルの拡大等による販路拡大につなげ道外食品製造業者の道産原材料利用率の向上を図り、道内生

産者の取引拡大、付加価値向上のほか、将来的な道外食品製造業者の生産拠点立地等による地域での仕

事の創生、雇用の場の創出につなげる。 

 道産ワインブランド力強化事業【新規】 

30,615 
 ワインの醸造や醸造用ブドウの生産に係る生産力やレベル向上のため、ワイン醸造及び醸造用ブドウ生

産への既存ワイナリーや経験の浅い者等に対する栽培・醸造・マーケティングセミナーを開催し、道産

ワインの生産力や品質及びブランド力向上を図る。 

 道産機能性食品輸出促進事業【新規】 

9,655 
 道産食品輸出拡大推進に際し、北海道食品機能性表示制度（ヘルシーDo）認定商品を初めとした道産

機能性食品の海外展開戦略を検討するために必要となる所要の調査を実施する。 

 研究開発支援事業費補助金（地域イノベーション戦略支援事業） 

64,692  

経済部 

産業振興局 

科学技術振

興室 

 「北大リサーチ＆ビジネスパーク」を中心とした本道における健康科学・医療融合拠点の形成を進める

ため、産学官連携による食・健康・医療関連分野の研究開発及びマネジメントに対し支援する。 

  北海道さっぽろ「食と観光」情報館運営費 〔再掲〕 

38,827  経済部 

観光局 
 北海道の「食」と「観光」に関する新たな魅力を掘り起こし、付加価値をつけて「北海道ブランド」と

してＰＲする総合情報拠点を、札幌市との連携により運営する。 

 
 中小企業総合振興資金貸付金 〔再掲〕 

貸付金 

125,164,000 

経済部 

地域経済局 

中小企業課 

 中小企業者等の経営基盤の強化、事業の活性化を図り本道経済の発展に資するため、金融機関に原資を

預託して、中小企業者等に対する融資を促進する。 

【ステップアップ貸付】 
戦略産業雇用創造プロジェクト〔再掲〕  

  

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 
 安定的かつ良質な雇用の場の創出に向け、ものづくりや食関連分野等の一層の産業育成強化と、人材育

成や就業支援といった雇用創出の取組を一体的に実施する国の支援制度を活用。 

 ■食クラスター「フード塾」事業  

14,031  

経済部 

食関連産業室 

 地域プロジェクトに携わる人材を対象に、高度なマーケティング力などを有する人材を育成する。 

 ■北海道食のブランド・ステップアップ事業  

7,555   包括連携企業等が行う商談会等の機会に相談会を併設して商品の磨き上げを行うとともに、成果品の

プロモーション等を実施する。 

 ■北海道トップブランドづくり事業  

8,292   希少性の高い地域限定品の発信等を進め、展示会・試食会等を通じて北海道のトップブランドを確立

する。 



 

25 

 

〔道予算事業〕 

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
 ■道外向け食の販路拡大事業  

25,740  

経済部 

食関連産業室 

 首都圏及び東北地域をターゲットとした商品の磨き上げや販路開拓・拡大の支援を行う。 

 ■ヒト介入試験推進ネットワーク構築事業  

15,523 

  

 道独自の「食品機能性表示制度」の基盤となる「ヒト介入試験システム」の機能を強化するための取

組を支援する。 

 ■「北海道の食」商品開発等基盤強化事業  

11,110   道産一次品を原料とした機能性食品など付加価値の高い商品開発・製造支援と植物工場企業群形成に

向けた調査・検討を実施する。 

 ■食品製造業海外展開支援事業費  

52,502  

経済部 

地域経済局 

国際経済室 
 アドバイザーを配置し、本道に優位性のある食品製造業の海外展開を支援するためのプログラムを策

定・実施することにより、東アジアなど海外市場の成長力の取り込みを図る。 

 ■食関連機械産業振興事業〔再掲〕  

4,515 

  

経済部 

産業振興局 

産業振興課 
 食関連産業とものづくり産業が連携し、相談会や展示会などによるマッチングを行い、本道が優位性

を持つ「食」を支える食関連機械企業の幅広い取引機会の開拓を推進する。 

総合研究機構運営支援費（戦略研究費）〔再掲〕 

60,000  
総合政策部

政策局 

研究法人室 

 北海道立総合研究機構の複数の研究分野や企業、大学、国の研究機関の緊密な連携の下、道の重要な施

策に関する分野横断的な研究等を戦略的に推進する。 

 
 

 

 

 〔北海道経済産業局予算事業〕                                                             

事 業 名 ・ 概  要            
農商工等連携対策支援事業 

 中小企業と農林漁業者が有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う新商品の開発等の取組に対し、補助金、政府系金

融機関の低利融資などの支援を行う。 

 
ふるさと名物応援事業（消費者志向型地域産業資源活用新商品開発等支援事業）〔再掲〕 

 地域の「強み」である地域産業資源（地域の農林水産品、産地の技術、観光資源等）を活用して、新規性の高い商品や新サービスを開

発・市場化する中小企業者等の取組に対し、補助金により支援を行う。 
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 ② 〔観光〕地域における魅力ある観光の新展開 

 〔本年度の主な取組〕 

◆ 滞在型観光や多彩なツーリズムを推進するため、道内観光地の「おもてなし」意識の醸成によるホ
スピタリティの向上や、地域の状況に合わせた教育旅行の受入体制の整備や商品づくりを進めるほ 
か、体験型観光の振興、北海道ブランドのイメージアップに向けた情報発信、スマートフォンや多言
語化に対応した情報発信を行います。また、本道へのコンベンション誘致を推進するため、MICEの
受入環境づくりを進めます。 

 
◆ 国内外からの誘客を促進するため、各国の旅行市場や旅行形態に応じた戦略的な宣伝誘致活動を推
進するほか、新幹線開業効果を追い風にした誘致活動や、道民による道内旅行の促進を図るための取
組を実施します。 

 

 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
 北海道観光誘致推進事業費 

175,012  

経済部 

観光局 

 北海道の魅力を生かした宣伝ＰＲ活動の実施による国内外からの観光客の誘致促進、地域の個性を生か

した観光地づくり、ホスピタリティの向上など、本道観光の振興を図るために（公社）北海道観光振興

機構が実施する各種事業を支援する。 
 北海道新幹線開業等の効果を活かした誘客促進事業 

8,171  北海道新幹線の開業等の効果を本道への誘客に活かすため、開業により交通の利便性が向上する

東北圏・北関東圏等、主要都市に向けた宣伝活動を展開する。 

 北海道新幹線開業対策観光地づくり緊急支援事業  
27,339  北海道新幹線開業効果を道南地域はもとより広く波及・拡大させるため、「カウントダウン・プ

ログラム」に基づき、地域の魅力ある観光資源を生かした広域的な観光地づくりの取組を緊急的

に支援する。 

 北海道観光通年化対策事業 

10,285 
 観光の通年化を促進するため、地域とともに閑散期の観光素材の発掘や売り出し方法を検討し、

道外の大都市圏における集中的なPRを実施する。 

  北海道さっぽろ「食と観光」情報館運営費 

38,827   北海道の「食」と「観光」に関する新たな魅力を掘り起こし、付加価値をつけて「北海道ブランド」と

してＰＲする総合情報拠点を、札幌市との連携により運営する。 

 北海道教育旅行活性化事業費 

30,758 
 道内各地ごとに異なる学習素材を発掘して、地域の状況に合わせた教育旅行受入体制整備や商品

化づくりなどの地域が連携した取組を支援する。また、３年後の新幹線開業を見据え、東北・関

東地域を中心とした地域の教育旅行実施状況を把握し、今後の誘致プロモーションに役立て、北

海道教育旅行の振興を図る。 

 北海道観光成長市場開拓促進事業費 

75,987  成長が期待される東アジアや中国の誘客を促進するため、市場の熟度に応じた宣伝や商談会等の

開催、現地旅行会社の招へいなど、多様なプロモーションを実施する。 

北海道MICE環境魅力アップ対策事業【新規】 

20,200 
 本道へのコンベンション誘致を一層促進するため、道外のコンベンション主催者等に対して積極的なプ

ロモーションを行うほか、道内のコンベンション誘致地域の拡大や受入体制の底上げ等により、ＭＩＣ

Ｅの受入環境の魅力アップを図り、誘客を促進する。 

 おもてなし力強化事業【新規】 

14,890 

 道内観光地の「おもてなし力」の評価・改善に取り組むモデル事業の実施を通じて、全道各地域での評

価・改善を促進し、観光客の満足度の向上やリピーターの拡大を図るとともに、観光事業者の「おもて

なし」意識の醸成を図り、ホスピタリティを向上するため、観光業界が一体となって「イランカラプ 

テ」の挨拶で観光客をお出迎えするキャンペーンを展開する。 

北海道クロスメディア観光プロモーション事業【新規】 

32,598 
 雄大な「自然」、豊かな「食」、多彩な「体験プログラム」に加え、北海道独特の生活文化などをコン

テンツとして製作し、海外のテレビやＳＮＳ等、複数のメディアを組み合わせて発信することにより、

本道への外国人観光客の誘致の更なる拡大につなげる。 

 チャーター便造成インバウンド誘致促進事業【新規】 

53,509  航空路線をより一層増加させ、外国人観光客を誘致するために、現在、定期便が就航していない海外路

線へのチャーター便の道内各空港への造成を図る。 
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 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
バリアフリー観光受入体制整備事業【新規】 

19,493 

経済部 

観光局 

 増加している高齢者や障がい者が旅行に出やすい環境を整備することにより新たな旅行需要を創出す

るため、地域の受入拠点整備、宿泊施設の受入体制のモデル的な検証を行う。 

 

北海道LOVERS拡大推進事業【新規】 

20,000 
 来道中の外国人観光客に対して、これまで知られていない閑散期の観光情報や道央圏以外の魅力を情報

発信し、北海道観光のファン(北海道LOVERS)を増加させることにより、外国人観光客の平準化及び広

域拡散化を促進する。 

観光映像発信強化事業【新規】 

10,735 
 本道に優位性のある自然、景観、食などといった観光素材の魅力を効果的に伝える映像を制作し、プロ

モーション活動への有効活用を図る。 

 

観光商品づくり開発コンペ事業【新規】 

2,909 
 北海道の次世代を担う大学生が北海道観光の現状を学ぶ機会として、北海道観光に係る企画コンペを実

施し、優秀な作品は商品化・事業化につなげるなど、将来の北海道観光をリードする人材を育成すると

ともに、北海道への旅行意欲を高める。 

魅力ある北海道観光情報発信事業【新規】 

50,000 
 外国人観光客の急増や近年の旅行形態のＦＩＴ化に対応し、スマートフォンや多言語に対応した道内観

光地の新たな情報発信を行う。 

 

 閑散期誘客拡大事業【新規】 

14,500 
 観光需要が低迷する時期の需要の底上げを図るため、道内事業者と一体となったキャンペーンを展開 

し、観光需要の拡大を図る。 

 

 地域連携国際観光ルート創出事業【新規】 

33,303 
 地域資源を活かした新たな提供メニューの創出や外国人観光客を受け入れる上での課題解決を満足向

上につなげ、地域が連携して、北海道ブランド力を高める国際観光ルートづくりを支援する。 

 

実践的インバウンドおもてなし人材育成事業【新規】  

34,561 
 大幅な増加を続ける外国人観光客の受入を円滑に進めるため、外国人観光客受入のための基礎研修及び

通訳案内士、小売店等の観光関係従業者の技能向上のための実践的な各種の研修を実施する。 

 

 北海道観光成熟市場誘客促進事業【新規】 

71,935 
 国内外との競争が一段と激しさを増す成熟市場に対して、増加傾向にあるリピーターや個人旅行ＦＩＴ

の動きを踏まえ、特定の目的を持つ旅行など一定の規模が見込まれる市場や北海道ブランドの更なるイ

メージアップにつながる市場などへプロモーションを展開する。 

 体験型観光持続化促進事業【新規】 

19,648 
 本道に優位性のある体験型観光の活性化を図るため、情報発信やＰＲイベント等の取組を実施する。 

 

 

 北海道旅行需要喚起事業【新規】 

55,304 
 北海道新幹線の開業等の効果を本道への誘客に着実に結び付けるため、大消費地での観光プロモーショ

ンを展開する。 

 

 国際観光新商品開発・販売促進事業【新規】 

32,643 
 外国人観光客の誘致を促進するため、道内インバウンド事業者の能力を最大限に引き出し、道内

の新たな観光資源の発掘、磨き上げから商品造成・販売等の取組を実施する。 

 

 観光関連施設等投資促進事業【新規】 

10,000   外国人観光客300万人達成に向けて、道内の宿泊施設の十分な受入体制を整備するため、道外・海

外からの観光投資の促進を図る。 

 北海道新幹線・新函館北斗駅観光情報コーナー整備等事業【新規】 
 

2,600 

 

 「新函館北斗駅」に設置される観光案内所（観光情報コーナー）において、案内所を運営する北斗市に

対して、観光情報の発信や観光相談対応に必要な設備整備費用並びに、案内所スタッフの人材育成に係

る研修費用を補助し、観光情報案内機能の充実を図る。 
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〔道予算事業〕 

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
 バス等地域の二次交通整備事業【新規】 

29,163  

総合政策部

交通政策局

交通企画課 

 北海道新幹線の開業効果を最大限に取り込むために必要となる二次交通について、既存公共交通機関の

利便性向上や路線再編、「目的地指向型」の路線開設などについての検討を進め、新幹線来訪者の移動

環境の充実を図る。 

 交通ネットワーク連携強化事業【新規】 
 

19,464 

 

 北海道新幹線の来訪客が、道南地域はもとより道内各地域にスムーズに移動し、道内を快適に周遊でき

る環境を充実させるため、新幹線二次交通ネットワークに関する情報提供機能を整備する。  

 レンタカーによる道内周遊促進事業【新規】 

19,566 
 北海道新幹線の開業効果を全道に波及させるため、レンタカーを活用したスタンプラリーの実施

や各種プロモーションの実施など、開業時のレンタカーサービスの充実を図り、新幹線来道者の

道内周遊を促進する。 

北海道新幹線開業戦略推進費（開業前首都圏等PR経費）【新規】 

302,920 

総合政策部

交通政策局

新幹線推進

室 

 北海道新幹線の開業効果を最大限に高めるため、首都圏や東北・北関東地域においてＰＲイベントの開

催など総合的なプロモーションを展開する。 

 

北海道新幹線開業道内ＰＲ推進事業【新規】 

53,066 
 北海道新幹線の開業に向け、道内地域における気運醸成を図るため、開業100日前イベントや道内各地

でのＰＲ活動を展開する。 

 

東北・北関東地域との交流促進事業【新規】 

10,420 
 北海道新幹線の開業を契機とした東北、北関東地域との交流促進のため、観光情報誌などを活用し、歴

史・文化や食・観光情報など、各地域の情報を広く発信する。 

 

北海道新幹線開業戦略推進費（北海道新幹線開業ＰＲ推進事業）【新規】 

52,640 
 北海道新幹線の開業を道内外へ広くＰＲし、開業に向けた気運の醸成を図るため、官民連携により道内

のＰＲ活動など気運醸成に向けた取組を展開する。 

 

国際航空便誘致推進事業（地上業務支援事業費補助金） 

0  

総合政策部 

航空局 

航空課 

 海外からの来道観光客増加による本道経済の振興を図るため、国際線の空港地上業務に参入する者に対

して補助を行う。また、国際線の空港地上業務の参入に伴う雇用の創出が図られる。 

※予算は必要に応じ補正対応 
新規路線就航等促進事業【新規】 

12,000 
 地域から各航空会社の路線の新規就航・再開などが期待される中、本道の航空ネットワークを活性化さ

せ、地域の均衡ある発展と地域振興、経済活動の促進を図るため、道内への新規の路線就航などに対し

て支援を実施する。 

 道内航空路線需要動向調査事業、道内航空路線開設支援事業補助金【新規】 

41,598 
 北海道新幹線の開業効果を全道へ波及させるため、函館空港から道東・道北地域へのチャーター便を想

定したモニターツアーを実施し、需要動向を調査するとともに、新たな道内航空路線開設に係る経費を

支援する。 

道内乗継便を活用した旅行商品造成支援事業【新規】 

4,500 
 道内航空便の乗継ぎによる旅行商品を造成する旅行会社に対し支援する。 

 

 

オリンピック・パラリンピック等連携推進事業【新規】 

3,639 

環境生活部

くらし安全

局文化・スポ

ーツ課 

 人口減少等による地域活力低下に対応するため、東京オリンピック・パラリンピックや各種国際スポー

ツ大会に合わせ、各国に対するスポーツ合宿の誘致を推進することにより、交流人口の促進と拡大を図

る。 

 新規海外市場開拓支援事業【新規】〔再掲〕 

37,000 
経済部 

食関連産業室 

 ハラールに対応した輸出向け商品の開発や、と畜場のハラール認証取得を目指すとともに、現地におけ

る詳細な市場分析調査を行うことにより、ハラール対応のマーケット食需要を獲得する。 

 
  中小企業総合振興資金貸付金 〔再掲〕   

貸付金 

125,164,000  

経済部 

地域経済局 

中小企業課 

 中小企業者等の経営基盤の強化、事業の活性化を図り本道経済の発展に資するため、金融機関に原資を

預託して、中小企業者等に対する融資を促進する。 

【ステップアップ貸付】 
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 ③ 〔国際〕世界の中の北海道を意識した海外市場の開拓 

 〔本年度の主な取組〕 

 
◆ 道内企業の海外展開を支援するため、北海道国際ビジネスセンターの運営を支援していくとともに
東アジア地域を対象に幅広い情報の収集・分析・提供等を行う「東アジア研究センター」機能の整備
・運営を支援します。 

 
◆ 現地進出企業と連携した海外展開環境の整備を図り、道内地域企業の販路拡大等の取組を促進する 
とともに、海外企業の経営ノウハウ等の導入を通じて、輸出商品の生産販売や誘客などのビジネスモ
デルを構築し、地域産業の高度化・国際化を図ります。 

 
◆ 本道が優位性を持つ高断熱・高気密住宅部資材などのロシア市場などにおける販路拡大に向け、必
要な情報の提供、現地でのプレゼンテーションや商談会の場の提供により、道内企業等のロシア地域
への参入を促進します。 

 

 

 

 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
  経済国際化推進費 

1,972 

経済部 

地域経済局 

国際経済室 

 グローバル企業との競争に直面する道内企業の支援のため、貿易コンサルティングの推進や貿易実務・

海外投資に関わる情報提供等を行う「北海道国際ビジネスセンター」の活動を支援する。 

  国際ビジネスセンター・東アジア研究センター事業費 

3,667   北海道国際ビジネスセンターが提供する実践的なアドバイス機能及び東アジア地域を対象に幅広い情

報の収集・分析・提供等を行う「東アジア研究センター」機能の整備・運営を支援する。 

 
  サハリン州等ロシア極東地域友好・経済協力推進事業費（ウラジオストク拠点活動費） 

498   北海道銀行ウラジオストク駐在員事務所に職員を派遣し、道内企業と現地企業のマッチングを行うほ 

か、現地の情報収集や人脈構築を通じ、道内企業の参入を支援する。 

 
 海外需要獲得ふるさと連携促進事業【新規】 

19,882 
 海外の成長力を地域経済の活性化に取り込むため、現地進出企業と連携した海外展開環境の整備を図 

り、道内地域企業の販路拡大等の取組を促進する。 

 海外企業連携型地域産業国際化推進事業【新規】 

44,995 
 海外企業の有する資金や経営ノウハウ等の導入を通じて、道内企業との協働による輸出商品の生産販売

や誘客など「北海道を舞台に世界を相手に稼ぐビジネスモデル」を構築し、地域産業の高度化・国際化

を図る。 

 地域発海外展開プロジェクト発掘推進事業【新規】 

10,000 
 地域発の市町村、地域の企業、生産者、メーカー、振興局等が一体となった海外展開モデルを誘導する

ため、有望案件のプロジェクトチームを設置し、海外挑戦の幅と厚みを広げ、地域における市町村の事

業展開モデルを構築し、地域における海外発信力や販路拡大を強化する取組を支援する。 

 ロシア極東地域ビジネス展開・輸送モデル構築事業【新規】 

61,735 
 道内企業によるロシア極東地域への進出支援（ワンストップ支援体制の整備、寒冷地適応型食関連産業

技術の普及など）を行う。 

 貿易物産振興事業費補助金〔再掲〕 

17,527  

経済部 

食関連産業室 

 (一社)北海道貿易物産振興会が実施する取引商談会や物産展の開催など道産品の販路拡大のための公益

事業に対し補助する。 

 新規海外市場開拓支援事業【新規】〔再掲〕 

37,000 
 ハラールに対応した輸出向け商品の開発や、と畜場のハラール認証取得を目指すとともに、現地におけ

る詳細な市場分析調査を行うことにより、ハラール対応のマーケット食需要を獲得する。 
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〔道予算事業〕    

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
 道産機能性食品輸出促進事業【新規】〔再掲〕 

9,655 

経済部 

食関連産業

室 

 道産食品輸出拡大推進に際し、北海道食品機能性表示制度（ヘルシーDo）認定商品を初めとした道産

機能性食品の海外展開戦略を検討するために必要となる所要の調査を実施する。 

 

 中小企業総合振興資金貸付金 〔再掲〕  

貸付金 

125,164,000 

経済部 

地域経済局 

中小企業課 

 中小企業者等の経営基盤の強化、事業の活性化を図り本道経済の発展に資するため、金融機関に原資を

預託して、中小企業者等に対する融資を促進する。 

【ステップアップ貸付】 
  企業立地促進費補助金 〔再掲〕 

 1,710,973  

経済部 

産業振興局

産業振興課 

 本道における多様な産業の立地を促進するため、工場その他を新設又は増設する者に対し、助成措置を

行うことにより、産業の高度化及び活性化並びに道民の雇用機会の拡大を図る。 

  戦略産業雇用創造プロジェクト〔再掲〕  

  
経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 安定的かつ良質な雇用の場の創出に向け、ものづくりや食関連分野等の一層の産業育成強化と、人材育

成や就業支援といった雇用創出の取組を一体的に実施する国の支援制度を活用。 

 
 ■食品製造業海外展開支援事業費〔再掲〕  

52,502   

経済部 

地域経済局 

国際経済室 
 アドバイザーを配置し、本道に優位性のある食品製造業の海外展開を支援するためのプログラムを策

定・実施することにより、東アジアなど海外市場の成長力の取り込みを図る。 

  国際航空便誘致推進事業（地上業務支援事業費補助金）〔再掲〕  

0  総合政策部

航空局 

航空課 

 海外からの来道観光客増加による本道経済の振興を図るため、国際線の空港地上業務に参入する者に対

して補助を行う。また、国際線の空港地上業務の参入に伴う雇用の創出が図られる。 

※予算は必要に応じ補正対応 
  民間住宅等関連事業推進費（住宅産業活性化支援事業）〔再掲〕 

6,000 

建設部 

住宅局 

建築指導課 

 北海道の住宅建築部材の道外向けＰＲや道外見本市におけるＰＲなどを行い、道内企業が道外へ進出す

る機会を創出する。 
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 ④ 〔環境・エネルギー〕環境・エネルギー産業の振興 

 〔本年度の主な取組〕 

 
◆ 本道経済の新たな成長を牽引する産業創出に向け、環境配慮型データセンターや、次世代自動車な
どの加工組立関連分野に加え、今後成長が期待できる新エネルギー関連産業や実証・開発プロジェク
ト等の誘致活動を実施することで、環境・エネルギー産業の集積拡大を図ります。 

 
◆ 本道の豊富なバイオマスや地熱等を活用した新エネルギーの導入促進を進めるほか、リサイクル製
品に対する道の認定を通じたＰＲにより、道内製リサイクル製品の利用促進を図ります。 

 
◆ 地域の豊富な再生可能エネルギーや水素関連企業の立地、寒冷地技術開発の適地など、本道の優位
性を活かした水素社会の形成に向けた機運醸成を図るための普及啓発や、取組の方向性を示すビジョ
ンの策定など、産学官が連携した取組を実施します。 

 
◆ 研究機関等と連携して、本道のエネルギー資源と道内の技術を活用した、道産の先進的な技術開発
や研究に対する支援を行うとともに、当該分野における研究開発の成果を製品開発や事業化に結びつ
ける取組を支援するなど、環境・エネルギー産業の振興を図ります。 

 
 

 

 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
電源施設周辺地域対策費（電力移出県等対策費（北海道エネルギーフロンティア事業）） 

275,068 

 

経済部 

産業振興局 

環境・エネルギー室      

 

 
道と市町村、民間企業等が連携し、経済性や政策効果の向上と低炭素化を両立する取組を推進するとと

もに、実証・開発プロジェクト等の活動を通して成長が見込まれる環境エネルギー関連市場への対応力

を高める。 
地域バイオマスエネルギー導入促進事業 

1,092 
 

 
バイオマスのエネルギー利用を促進するため、発電や熱利用等の導入に向けた意識の醸成を図るととも

に、地域における事業化に向けた取組を支援する。 

 ほっかいどう省エネ・新エネ応援ライブラリー事業［赤レンガ・チャレンジ事業］ 

－   省エネルギーの促進、新エネルギーの導入の促進を図るため、ホームページ「ほっかいどう省エネ・新

エネ応援ライブラリー」を開設し、各関係機関の有するデータや情報を紹介する。 

 省エネ・新エネ導入効果「見える化」事業［赤レンガ・チャレンジ事業］ 

－   道有施設に設置する省エネ・新エネ設備の導入量・電力削減量をお知らせし広く情報発信することで、

省エネ・新エネの導入促進を図る。 

  省エネルギー・新エネルギー機器の導入促進事業［赤レンガ・チャレンジ事業］ 

－   省エネルギーの促進、新エネルギーの導入の促進を図るため、省エネ・新エネに関する機器の展示や情

報提供などの支援を行う。 

地熱資源利活用促進事業【新規】 

11,109 
 地域に賦存する地熱や温泉熱資源の有効活用を図るため、アドバイザーの派遣などを通じて地熱等資源

の活用に対する理解を図り、エネルギーの地産地消に向けた取組を促進するとともに、地域における産

業振興や地域経済の活性化を図る。 

次世代環境産業育成・振興事業【新規】 

11,655 
 環境・エネルギービジネスに係る新規事業の創出を促進し、環境産業への参入を活性化するため、次世

代エネルギーの導入促進に向けた取組を実施するほか、セミナー等の実施により環境産業の育成・振興

を図る。 

中小水力ＥＳＣＯ事業推進モデル事業【新規】 

5,767 
 地域での中小水力発電の導入促進を図るため、道管理ダム施設や農業用水路、上下水道など多様

な中小水力を活用した発電へのＥＳＣＯ事業の導入可能性を調査し、推進モデルを作成する。 

 

  地球温暖化防止対策推進事業費（バイオ燃料利活用普及促進事業費） 

759  

環境生活部 

環境局 

循環型社会

推進課 

 バイオ燃料普及戦略会議の開催やセミナー開催等の普及啓発の実施により、道産バイオ燃料の地産地消

を促進する。 
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〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
 循環資源利用促進事業費 

935,194 

環境生活部 

環境局 

循環型社会

推進課 

 

 循環資源利用促進税を財源として、産業廃棄物の排出抑制及び循環資源の循環的利用、その他産業廃棄

物の適正な処理に資する事業を実施し、産業廃棄物のリサイクル等に係る取組を行う事業者を支援す 

る。 
循環型社会形成推進費（循環型社会形成戦略的推進事業費） 

308  道内で発生した循環資源を利用し、道内で製造された一定の製品を「北海道リサイクル製品」として道

が認定し、リサイクル製品の利用を促進する。 

  循環型社会推進費（３Ｒ推進費） 

2,659 

 循環型社会の構築に向け、道民、事業者、行政の自主的かつ相互に連携した３Ｒの取組を進推するた 

め、広く３Ｒの普及啓発を行うとともに、道民、事業者、行政が一丸となった３Ｒ運動を展開する。ま

た、国内でも賦存量が随一である道内のバイオマス資源を有効活用するため、産学官及び地域が連携し

て、バイオマスの利活用を促進する。 
水素社会推進事業費【新規】 

14,684 

環境生活部

環境局 

地球温暖化

対策室 

 地域の豊富な再生可能エネルギーや水素関連企業の立地、寒冷地技術開発の適地など、本道の優位性を

活かした水素社会の形成に向けた機運醸成を図るための普及啓発や、取組の方向性を示すビジョンの策

定など、産学官が連携した取組を実施する。 

 森林吸収エコビジネス推進事業 

1,113  
水産林務部 

森林環境局 

道有林課 

 道有林で取得したJ-VERを活用し、道内外の企業にクレジットの販売活動を行うことによって、森林整

備に対する理解の促進とカーボン・オフセット市場の拡大、地域の活性化を図る。 

 中小企業総合振興資金貸付金 〔再掲〕 
貸付金 

125,164,000  

経済部 

地域経済局 

中小企業課 

 中小企業者等の経営基盤の強化、事業の活性化を図り本道経済の発展に資するため、金融機関に原資を

預託して、中小企業者等に対する融資を促進する。 

【ステップアップ貸付】 
データセンター等集積加速化事業費（再掲） 

5,964 
経済部 

産業振興局

産業振興課 

 省エネに繋がる北海道の冷涼な気候や豊富な新エネルギーの賦存量を活かし、環境配慮型データセンタ

ーの誘致や、エネルギー関連の実証試験の誘導に向け、地域と道が連携した誘致活動の展開を図り、 

「バックアップ拠点構想」及び「次世代環境モデル創造戦略」の具体化に寄与する。 

  総合研究機構運営支援費（戦略研究費）〔再掲〕 

60,000  
総合政策部

政策局 

研究法人室 

 北海道立総合研究機構の複数の研究分野や企業、大学、国の研究機関の緊密な連携の下、道の重要な施

策に関する分野横断的な研究等を戦略的に推進する。 

  森林整備加速化・林業再生事業費（川下対策）〔再掲〕 

2,976,507 

水産林務部 

林務局 

林業木材課 

 森林資源の循環利用による林業・木材産業の成長産業化を図るため、高性能林業機械等の導入による林

外搬出を促進するとともに、木材加工施設や木造公共施設・木質バイオマス利用施設等の整備などによ

る地域から産出される木材・木質バイオマスの利用を一体的に促進する。 
  木質バイオマス資源活用促進事業費【新規】〔再掲〕  

8,000 
 森林資源の循環利用による低炭素社会の実現に資するため、林地未利用材の集荷システムの定着や、木

質ペレットの消費地への安定供給に向けた実証を行う。 

  民間住宅等関連事業推進費（住宅産業活性化支援事業）〔再掲〕 

6,000 
建設部 

住宅局 

建築指導課 

 北海道の住宅建築部材の道外向けＰＲや道外見本市におけるＰＲなどを行い、道内企業が道外へ進出す

る機会を創出する。 

 

 

 

 



 

33 

（５）地域の創意に満ちた雇用創出の取組促進 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

◆ 人口減少問題に対する対策として、各地域において新たに起業を行う女性や若者を支援するととも
に、都市部の若者を対象に都市部から地方への人の流れを生み出し、将来的に地域を支えて行く人材
の確保・育成を進めます。 

 
◆ 雇用創造の取組を持続的に発展させるため、地域の雇用創造に意欲的な市町村と連携し、国の実践
型地域雇用創造事業の有効活用を図ります。 

 
◆ 北海道緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用し、地域社会や地域の産業ニーズに応じた人材を育成
するなどの取組を支援します。 

 
◆ 雇用開発促進地域（道内１１地域）における国の支援措置（地域雇用開発奨励金）について、市町
村との連携も図りながら、事業所の施設・設備の設置・整備を行う事業者への周知を図ることで、地
域求職者の雇い入れを促進します。 

 
◆ 各（総合）振興局に設置した地域労働関係会議などを通じて、市町村やハローワーク、経済団体等
との情報共有・連携を図り、地域における雇用創造の取組を支援します。 

 
◆ 地域づくり総合交付金により、地域の特性・優位性を活かした取組や地域の再生に向けたプロジェ
クトを効果的に支援するとともに、国の制度を活用した自主的な取組や地域活動を促進し、地域の創
意と主体性を活かした地域づくりを推進します。  

 
 

 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
緊急雇用創出事業臨時特例対策推進費 

1,487,191 
経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 北海道緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用し、地域社会や地域の産業ニーズに応じた人材育成、就業

支援を行う事業並びに賃金の上昇等の在職者の処遇を改善する事業を実施する。 

 
  研究開発支援事業費補助金（イノベーション創出研究支援事業） 

29,455  

経済部 

産業振興局 

科学技術振

興室 

 産学官が連携して行う科学技術の基礎的研究や発展的な応用研究等、新産業の創出や地域産業の高度化

などに資する研究開発を支援する。 

 地域力向上サポート事業費 

955  

総合政策部 

人口減少問

題対策局 

地域政策課 

 地域力を高めようとする主体的な取組に対し、市町村や分野の枠にとらわれない連携や広範囲での事業

実施など、専門家や大学とも協力しながら、効果的にサポートすることにより、NPO等の地域活動が促

進される。 
地域づくり総合交付金 

4,300,000 
 地域の創意と主体性に基づく地域の特性や優位性を生かした取組の促進を図るため、市町村等が

地域課題の解決や地域活性化を目的として取り組む事業を支援する。 

 構造改革特区・地域再生推進事業費 

537   市町村や関係団体等と連携を図りながら、本道にふさわしい構造改革特区、地域再生計画を推進するこ

とにより地域経済の活性化（再生）が図られる。 

 地域における雇用を創出するためには、地域の関係者が自ら考え、地域の資源や潜在力を有効
活用するなど、地域が主体となった取組が活発になることが重要です。 

 このため、国や道の産業・雇用施策の積極的な活用を促進するとともに、市町村や地域経済を
支える多様な事業者と連携を図りながら、地域の創意に満ちた雇用創出の取組を総合的に支援し
ます。 
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 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
 集落生活支援複合サービス推進事業【新規】 

10,000 

総合政策部 

人口減少問

題対策局 

地域政策課 

 集落における一人暮らしの高齢者等の買い物支援や安否確認サービス等を複合的に取り組む事業をモ

デル的に支援し、その成果を幅広く発信することで、道内の各集落における持続可能なコミュニティビ

ジネスの創出を促す。 

 地域戦略プロジェクト事業【新規】  

210,000 
 個性ある地域づくりを推進するため、地域づくりの拠点である振興局自らが、地域の関係者との連携・

協働のもと、地域に根ざした政策を進める。 

 

都市人材誘致育成推進事業【新規】  

8,000 
 札幌市など都市部に住んでいる大学生などの若者を対象に、就職や起業、地域おこし協力隊に関する講

座やマッチング相談会を開催することで、都市部から地方への人の流れを生みだし、将来的に地域を支

えていく人材の確保・育成を進める。  

  地域応援！女性・若者起業家育成支援事業【新規】〔再掲〕 

16,492 

経済部 

地域経済局 

中小企業課 

 道内における人口減少問題に対する地域経済対策として、道内の各地域において新たに起業（創業） 

などを行おうとする女性や若者への支援を通じて、地域経済の活性化を図る。 

いなか暮らし応援プログラム推進事業【新規】〔再掲〕 

483,464  

総合政策部 

人口減少問

題対策局 

地域政策課 

 道内外の若者や働く世代をはじめとする幅広い世代を対象に、本道への移住・定住の促進を図るため、

総合的な相談窓口となる「ふるさと移住定住推進センター（仮称）」を札幌に設置するとともに、地域

の仕事を掘り起こすコーディネーターの配置や、「空き家情報バンク」の開設に向けた検討などを進め

る。 

 

  

 〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事 業 名 ・ 概  要            
実践型地域雇用創造事業 

 雇用機会が不足している地域、人口減少に伴う人材不足や雇用機会の減少、それに伴う地域経済の衰退が進む構造的な雇用課題を抱え

る地域において、雇用創造に自発的に取り組む市町村等からの提案を受ける形で、求職者の雇用機会の創出に資する能力開発や就職促

進等の取組に加え、事業の支援を通じて育成した人材等を活用し、波及的に地域の雇用機会を増大させる効果が高く、地域の産業及び

経済の活性化に資する取組を一体的に行う事業の実施を、事業を提案した協議会へ最大３年以内を限度に委託する。 
地域雇用開発助成金（地域求職者雇用奨励金） 

 同意雇用開発促進地域、過疎雇用改善地域及び雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、事業所の設置・整備に伴い雇い入れた

地域求職者の人数及び設置・整備費用に応じて一定額を支給。 

【経過措置：新規募集は行わず、現在、計画書提出済みの事業主のみ対象。】 
地域雇用開発助成金（地域雇用開発奨励金） 

 同意雇用開発促進地域、過疎雇用改善地域及び雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、事業所の設置・設備に伴い雇い入れた

地域求職者の人数及び設置・整備費用に応じて一定額を支給。また、創業事業主には助成額を一部加算する。 

 
  

 

〔北海道経済産業局予算事業〕                                                             

事 業 名 ・ 概  要            
ふるさと名物応援事業【新規】（地域間連携型新連携支援事業）〔再掲〕 

 事業分野を異にする2以上の中小企業者が有機的に連携し、その経営資源を有効に組み合わせて、新商品・新サービスの開発または提

供等を行う新たな事業活動を支援する。 

 

創業・第二創業促進補助金【新規】〔再掲〕 

 新たに起業を目指す女性・若者等の創業者や、事業継承を契機に既存事業を廃業し、新分野に挑戦する等の第二創業を行う者に対して

支援する。 
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（１）社会を支える多様な働き手の就業支援 

 ① 若年者への就業支援 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

 
◆ ジョブカフェ・ジョブサロン北海道において、フリーターや若年無業者等に対し、カウンセリング
やセミナーなどの総合的な就職支援サービスをワンストップで提供するほか、成長産業や人手不足分
野への誘導を進めるなど就職活動を支援します。 

 
◆ 北海道労働局と締結している「北海道雇用対策協定」に基づき、札幌わかものハローワーク・札幌
新卒応援ハローワークや地域のハローワークと一体となった就職支援施策を実施することにより、求
職者の早期就職を支援します。 

 
◆ 新規学卒者を対象として、ジョブカフェ・ジョブサロン北海道において特別相談を開催するほか、
卒業後3年以内の未就職者等を対象として、座学や就業体験を通じた、社会人基礎力や就職に必要と
なる知識・技能等の習得などにより、早期就職に向けた支援を実施します。 

 
◆ 望ましい勤労観や職業観を育成するため、保護者への就職に対する意識向上の働きかけなど、保護
者と連携した取組を進めるほか、産学官の連携による職場体験やインターンシップの実施や、大学・
企業との連携によるワークショップの開催など、キャリア教育の充実を図ります。 

 
◆ 新規高校卒業予定者等の就職を促進するため、関係機関との連携のもと、経済界に対する求人要請
や就職面接会・就職相談会を行うほか、生徒への個別相談やカウンセリングなどを実施するととも 
に、企業訪問等の実施により職場開拓や求人確保を図ります。 

 
◆ 「北海道と民間企業等との協働に関する提案募集事業」に基づき、民間の就職支援会社等と協働す
ることで、民間企業の就職支援の取組やノウハウを活用し、若年者の就業支援をより効果的に推進し
ます。 

 
◆ 北海道労働局や事業主団体などの関係機関との連携の下、多様な職業訓練コースの設定に努めると
ともに、道立高等技術専門学院や民間教育訓練機関等における職業訓練を実施し、職業能力開発を推
進します。 

 
◆ 若年者を対象とした地域産業の理解を深めるためのセミナーを実施し、若年者のミスマッチ解消を
図ります。 

 
◆ 各振興局に北海道就業サポートセンターを設置し、専門家と連携しながら企業の人材確保に向けた
アドバイスを行うとともに、若年無業者の理解・受入促進に向けた企業訪問等を実施し、雇用のミス
マッチ解消を図ります。 

 

 

 

 

 

３ 就業の促進 

 若年者を取り巻く雇用環境は厳しく、将来を担う若年者が安定した職業に就けないことは、職
業人としての能力を蓄積することが困難となるだけでなく、中長期的に見て、企業の成長や社会
の発展基盤を損なうことが懸念されます。 

 このため、若年者の就業支援や職場定着の促進を目的として、卒業後 3 年以内の未就職者も
含めた新規学卒者の就職活動を支援するとともに、教育部局と労働部局が連携し、学校における
キャリア教育の充実を図るなど、在学中を含む早期からの勤労観や職業観の形成に努めます。 

 また、フリーターや若年無業者等に対し、職業能力開発や就業意識の醸成など包括的な就職支
援に取り組みます。 
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〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
道と労働局との連携協定関連事業 

－  

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 北海道と北海道労働局と間で締結した北海道雇用対策協定に基づき、就職面接会等の雇用創出に向けた

取組を実施する。 

 

若者・女性求職者再チャレンジ・インターンシップ事業【新規】 

65,248 
 学卒未就職者等若年求職者及び結婚・出産等により退職し、再就職を希望する女性を対象として、人材

育成会社が研修生として一定期間雇用し、座学研修やインターンシップ（職場実習）を通じて、実習先

企業等での就職を図る。 

 北海道求職者就職支援センター事業費 

121,309 

「ジョブカフェ・ジョブサロン北海道」を設置し、本道の将来を担う若年者等に対し、カウンセリング

や各種セミナーなど、きめ細かな就職支援サービスを提供する。またジョブカフェに新たに「マザー

ズ・キャリアカフェ」を設置し、「マザーズ・コンシェルジュ」を配置するとともに、若年者を

対象とした地域産業の理解を深めるためのセミナーを実施し、女性の就業促進及び若年者のミス

マッチ解消を図る。 

 北海道就業サポートセンター事業費【新規】 

8,374 
各振興局に北海道就業サポートセンターを設置し、専門家と連携しながら企業の人材確保に向け

たアドバイスを行うとともに、若年無業者の理解・受入促進に向けた企業訪問等を実施し、雇用

のミスマッチ解消を図る。 

 次世代人材職業体験推進事業 

40,000  

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 若年者の職業観・勤労観の早期形成を図るため、専修学校を活用し、職業体験の機会に恵まれない中学

生を対象とした職業体験の取組を支援する。 

 無料職業紹介事業費 

457   道立高等技術専門学院及び障害者職業能力開発校の訓練生に係る適切な就職を促進するため、企業に対

して求人開拓を行うほか、訓練生に対して就職相談及び就職あっせんを図る。 

若年者人材呼び込み・呼び戻し事業【新規】 

19,423 
 本道の経済の高度化、活性化と地域経済の発展を図るため、道外大学等に進学した若年者などを地域産

業を支える人材として確保する必要がある。そのため、大学や民間が主催する就職説明会等に参加し、

道内企業の求人情報の提供を行うなど、若年者等のＵ・Ｉターンを促進する。 

就職奨励事業費補助金 

1,050 
環境生活部 

アイヌ政策

推進室 

 アイヌの人たちの就職を容易にするため、特殊自動車、船舶操作及びクレーン免許の取得に必要な経費

及び就職のために必要とする経費に対し補助する。 

キャリア教育・職業教育推進事業 

7,633 

教育庁 

学校教育局 

高校教育課 

 高等学校において、学校から社会・職業への移行が円滑に行われるよう、社会的・職業的自立に必要な

能力などを育て、キャリア発達を促す体系的なキャリア教育・職業教育の充実を図る。 

  高等学校就職促進マッチング事業 

1,772   高校生や進路指導担当教員等を対象に、福祉分野や農林水産分野など求職と求人のミスマッチが生じて

いる企業・業種に対する理解促進を図るための見学会等を実施し、職業選択の幅を拡げるなど、キャリ

ア教育の推進と就職支援の充実を図る。 
  新規学卒者就職対策推進費（高校生インターンシップ推進事業） 

4,979  
 高校生の厳しい就職環境、早期離職者などの課題に対応するため、産学官が連携し体験的学習を推進 

し、望ましい勤労観、職業観の育成を図る。高校生の就業意識を高め、自己の職業の適性などを主体的

に考えさせることにより、雇用のミスマッチ等による早期離職の防止が期待される。 
新規学卒者就職対策推進費（進路相談員の配置） 

44,510   企業勤務経験者を雇用し、生徒への個別相談、進路講話や教職員に対する講習会を行うとともに、ハロ

ーワークと連携した求人企業情報・提供など生徒の職業意識の向上や就職指導体制の充実を図る。 

 
  新規学卒者就職対策推進費（求人確保対策費）【新規】 

4,509   新規高卒者の就職促進のため、進路指導担当教員が職場訪問を行い、職場開拓・求人確保を図る。進路

指導担当教員の企業訪問等により、学校への理解を促すとともに企業のニーズを把握することにより、

生徒の適性にあった就職先の確保を図る。 
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〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
  小中高一貫ふるさとキャリア教育推進事業費【新規】 

7,603  
教育庁 

学校教育局

高校教育課  

 人口減少問題を踏まえ、家庭生活の大切さや子どもを産み育てることの意義などについての学習を充実

するとともに、地域振興を担う人材を育成するため、自治体や地域の産業界など関係機関の支援を受け

ながら、小学校、中学校、高等学校が連携して、早期からの体系的なキャリア教育に取り組む。 
  職場訪問指導旅費（職場開拓旅費） 

11,532  

教育庁 

学校教育局 

特別支援 

教育課 

 障がいのある生徒の雇用機会の拡大を図るため、特別支援学校高等部の担当教員が企業等を訪問し、職

場開拓を実施する。また、障がいのある生徒に実際の職場での就業体験をさせることで、社会生活に必

要な知識と経験を育成する。 
地域応援！女性・若者起業家育成支援事業【新規】〔再掲〕 

16,492 

経済部 

地域経済局

中小企業課 

 道内における人口減少問題に対する地域経済対策として、道内の各地域において新たに起業（創業）な

どを行おうとする女性や若者への支援を通じて、地域経済の活性化を図る。 

 

戦略産業雇用創造プロジェクト〔再掲〕  

  

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 安定的かつ良質な雇用の場の創出に向け、ものづくりや食関連分野等の一層の産業育成強化と、人材育

成や就業支援といった雇用創出の取組を一体的に実施する国の支援制度を活用。 

 
 ■若年求職者技能習得支援事業〔再掲〕  

124,646 

  

 在学中に就職内定を得られなかった学卒未就職者等の若年求職者に対し、座学による社会人基礎力の

習得及び就業体験を通じて企業において必要とされる知識・技能等を習得させ、就職の促進を図る。 

 ■若年求職者等産業別就職支援事業〔再掲〕 
 

28,384 

  

 本道の戦略産業の戦略産業として位置づける「ものづくり」、「食」分野産業を中心とした優良企業

を開拓し、全道各地でセミナーやフォローアップ等を連動させた合同企業説明会を一体的に実施し、

若年者の早期就職を促進する。 

 ■地域求職者「食・ものづくり産業」就業促進事業〔再掲〕 

25,134  
 行政や民間による就職支援が十分に及びづらい地域の求職者に対し、職業を選択するための自己分析

に関するアドバイスや企業見学、地元企業による説明会を開催し、地元を中心とした「食・ものづく

り」関連産業への就業促進を図る。 

 ■地場中小企業の情報発信・人材確保事業〔再掲〕 

18,074 
 道内地場中小企業が保有する技術力、商品力、人間力などの「ものづくり」の魅力等を道内外に広く

発信し、新規取引の各拡大など新たなビジネスマッチングの機会を増やすとともに、若年者における

「ものづくり」に対する理解を深め、新規雇用拡大と円滑な人材確保ができる環境づくりを図る。 

  インターンシップ推進事業費 〔再掲〕 

252  

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 道立高等技術専門学院の施設内訓練生を対象に、実践的な技能・技術の習得と産業界のニーズに応じた

人材の育成を図る。 

 
  緊急再就職訓練費 〔再掲〕 

1,832,818 
 

 
雇用情勢が厳しい状況の中で、離職者の再就職に当たり、職業能力開発を必要とする求職者が増加して

いることから、幅広い教育訓練資源を有する民間機関を最大限活用することで、職業訓練受講機会の拡

大を図るとともに、多様な訓練受講機会を創出することで、再就職の促進を図る。 

  デュアルシステム推進事業費 〔再掲〕 

117,701  職業能力形成機会に恵まれなかった一般求職者等に対し、訓練施設での座学と企業での実習を組み合わ

せた職業訓練により、実践的な職業能力開発を行い、安定就労への円滑な移行を図る。 

  養成・転職職業訓練費（実習費、指導体制強化費）〔再掲〕 

70,073 
 道立高等技術専門学院（８校）において、若年者や離転職者等に対し、職業に必要な技能・知識を付与

するための訓練を行うことにより、就職を容易にし、職業生活の安定を図る。 

 

 

 

 

 〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事 業 名 ・ 概  要            
トライアル雇用奨励金〔再掲〕 

 職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な求職者、母子家庭の母等、父子家庭の父、障がい者、日雇い労働者、季

節労働者、ホームレスを対象として、一定期間試行雇用することにより、その適性や業務遂行の可能性を見極め、求職者及び求人者の

相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職や雇用機会の創出を図ることを目的として奨励金を支給する。 
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 ② 中高年齢者・高齢者への就業支援 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

 
◆ ジョブカフェ・ジョブサロン北海道において、離職を余儀なくされた中高年齢者等に対し、キャリ
アカウンセラーによる適職診断やカウンセリングを実施するほか、成長産業や人手不足分野への誘導
を進めるなどにより、円滑な求職活動をサポートします。 

 
◆ 地域への貢献意識をもった元気で活力のある「アクティブシニア」の方々に活躍してもらうため、 
広域的な観点から、サービスの担い手として必要な知識や、地域における助け合い活動、ネットワー
クづくりの手法等に関する研修会等を実施することで人材の発掘・育成を行います。 

 
◆ 国や関係機関と連携して、高年齢者雇用就業パネル展の実施により、高齢者雇用に関する情報提供
などの広報・啓発活動を行うとともに、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づく高年齢
者雇用確保措置（定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等）の着実な働きかけや、定年の引き上げや
廃止を行う事業主向けの国の奨励金などの周知・活用などを図ることで、65歳までの雇用確保を図
るほか、65歳を超えても働くことのできる職場の拡大などを促進します。 

 
◆ 高齢者に対して臨時的・短期的な仕事を引き受け会員に提供するシルバー人材センターや高齢者事
業団の活動を支援することにより、高齢者の多様なニーズ対応した就業機会の確保や提供を図るとと
もに、シルバー人材センターなどの未設置地域に対して設立を働きかけます。 

 
 

 

 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
アクティブシニア等活躍支援事業【新規】 

5,286 

保健福祉部

高齢者支援

局 

高齢者保健

福祉課 

 地域への貢献意識をもった元気で活力のある「アクティブシニア」の方々に活躍してもらうため、広域

的な観点から、サービスの担い手として必要な知識や、地域における助け合い活動、ネットワークづく

りの手法等に関する研修会等を実施することで人材の発掘・育成を行う。 

高年齢者労働能力活用事業費補助金 

8,291  

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 定年退職後などの高齢者に対し、臨時的・短期的な就業機会の確保、提供を行うシルバー人材センター

の健全な育成と発展を図る。 

  北海道求職者就職支援センター事業費 〔再掲〕 

121,309 

 「ジョブカフェ・ジョブサロン北海道」を設置し、本道の将来を担う若年者等に対し、カウンセリング

や各種セミナーなど、きめ細かな就職支援サービスを提供する。またジョブカフェに新たに「マザー

ズ・キャリアカフェ」を設置し、「マザーズ・コンシェルジュ」を配置するとともに、若年者を

対象とした地域産業の理解を深めるためのセミナーを実施し、女性の就業促進及び若年者のミス

マッチ解消を図る。 

  緊急再就職訓練費 〔再掲〕 

1,832,818 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 

 
雇用情勢が厳しい状況の中で、離職者の再就職に当たり、職業能力開発を必要とする求職者が増加して

いることから、幅広い教育訓練資源を有する民間機関を最大限活用することで、職業訓練受講機会の拡

大を図るとともに、多様な訓練受講機会を創出することで、再就職の促進を図る。 

 

 

 厳しい雇用情勢の中、離職を余儀なくされた中高年齢者等の再就職は困難な状況であり、特に
扶養家族を有する中高年齢者等の早期の再就職は喫緊の課題です。 

 また、少子高齢化により労働力人口が減少する中で、高い就労意欲を有する高齢者が、培って
きた知識と経験を活かしながら、社会の支え手として働くことは、技能の継承や社会の活力維持
の観点からも重要です。 

 このため、再就職の緊要度の高い中高年齢者等に対しては、適職診断やカウンセリングの実施
など、きめ細やかな就職支援に取り組みます。また、高齢者については、国等と連携し、関係法
令の整備を踏まえ、65 歳までの雇用確保を図るほか、65 歳を越えても働くことのできる職場
の拡大などを促進します。さらに、高齢者の多様なニーズに応じた就業機会を提供するシルバー
人材センターの活動を支援します。 



 

39 

〔道予算事業〕 

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
  職場適応訓練費 〔再掲〕 

51,892  
経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 障がい者等の就職が困難な求職者が作業環境に適応することを容易にするため、訓練を事業主に委託し

て実施し、訓練終了後、引き続き雇用されることで就職促進を図る。 

 

 

 

 

 〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事 業 名 ・ 概  要            
 特定求職者雇用開発助成金（高年齢者雇用開発特別奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金） 
 ■高年齢者雇用開発特別奨励金 

 雇入れ日の満年齢が６５歳以上の労働者をハローワークや一定の条件を満たした職業紹介事業者の紹介で雇い入れ、１年以上継続雇

用した場合に賃金の一部を助成する。 

■特定就職困難者雇用開発助成金 〔再掲〕 

 

 

事業主が、就職が特に困難な高年齢者、母子家庭の母、父子家庭の父、障がい者等を、ハローワークや一定の条件を満たした職業紹

介事業者の紹介で雇い入れ、継続雇用する場合に賃金の一部を助成する。 

  高年齢者雇用安定助成金  

 高年齢者の活用促進のために新分野への進出・機械設備の導入・雇用管理制度の導入・定年の引き上げ等の雇用環境整備の措置を実施

した事業主に対して支援する。 

【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構】 

トライアル雇用奨励金 
 職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な求職者、母子家庭の母等、障がい者、日雇い労働者、季節労働者、ホー

ムレスを対象として、一定期間試行雇用することにより、その適性や業務遂行の可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進

すること等を通じて、これらの者の早期就職や雇用機会の創出を図ることを目的として奨励金を支給する。 
  職場適応訓練費 〔再掲〕 
 雇用保険の受給資格者等に対して、事業所において、その事業所の業務に係る作業について訓練を実施した場合に、その訓練費用の一

部を助成する。 
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 ③ 障がい者や女性への就業支援 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

 
◆ 障がい者の職業生活における自立を図るため、就業面と生活面を一体的に支援する「障害者就業・
生活支援センター」において、職業準備訓練や職場実習の斡旋、就業・日常生活上の相談等を実施す
ることで、障がい者の就職や職場への定着を支援します。 

 
◆ 障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業を推進するとともに、雇用や教育機関等が連携する 
「地域の就労支援ネットワーク」を構築し、関係機関や企業、自治体等との連携や協働を推進するこ
とで、福祉・教育から雇用への移行を促進し、障がい者の就労支援を図ります。 

 
◆ 北海道障害者職業能力開発校における職業訓練や、民間教育訓練機関等への委託訓練、並びに企業
での実地訓練を行う職場適応訓練の活用により、障がい者の適性や地域のニーズに対応した知識・技
能の習得を支援するほか、一般雇用をめざす障がい者を道で実習生として受け入れるなど、官公庁・
企業における職場実習の機会拡大を促進します。 

 
◆ 優良事業所表彰や障がい者の雇用に積極的な企業の取組の情報提供や普及啓発、障がい者雇用の一
層の推進に関する経済界への要請などに取り組み、障がい者の就労支援を推進します。 

 
◆ 企業や関係団体、教育機関、民間支援機関等と連携し、ものづくりのイメージアップに向けた取組
の地域展開により、ものづくり産業への女性の参画を促進します。 

 
◆ 育児・介護休業制度等の活用促進や、短時間勤務制度等の多様な勤務形態の導入促進、次世代育成
支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出とその積極的な実施など、企業における取
組を推進します。 

 
◆ 出産・育児期の女性の就業を促進するため、地域の業種団体の構成企業が一体となって取り組む、
働く女性が安心して子育ての際に仕事と家庭の両立ができる職場を支援し、その取組事例を広く周知
するほか、ファミリー・サポート・センターによる子育ての相互援助活動の促進などにより、多様な
ニーズに対応した保育サービスの充実を図ります。 

 
◆ 母子家庭の母親等の自立を支援する「母子家庭等就業・自立支援センター」において、技能習得・
就業情報の提供など一貫した就業支援サービスを提供するとともに、生活や育児などにおける様々な
相談・指導を行うほか、職業能力開発や資格取得のために必要な給付金を支給するなど、総合的な支
援を実施します。 

 
◆ ジョブカフェに新たに「マザーズ・キャリアカフェ」を設置し、復職を希望する子育て中の母親や
母子家庭の女性等に対し、就業や育児等に関する専門的なカウンセリングを行う「マザーズ・コン 
シェルジュ」を配置して、女性の就業促進を図ります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 障がい者が就労を通じて社会参加し、職業的自立が実現できるよう、福祉・教育から雇用への
移行を一層推進することは重要な課題です。 

 また、女性は、多様なライフサイクルの中で、継続就業を希望しながらも結婚・出産・育児な
どにより離職することが多く、人口減少社会の進行に伴い、女性の職業キャリアの継続を推進し、
女性労働力を活用することが一層重要となっています。 

 このため、障がい者に対しては、福祉・教育施策と雇用施策が連携し、障がい者の特性に応じ
た就業支援の実施や、障がい者雇用に関する社会的な理解の促進を図るほか、障がい者の雇用機
会の拡大を図ります。また、女性については、仕事と子育ての両立に向けた環境づくりを進める
とともに、職業訓練を通じた資格の取得を促進します。 
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 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
障害者就業・生活支援センターの活動支援 

－  
経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 障がい者の職業生活における自立を図るため、身近な地域において雇用、保健、福祉、教育等のネット

ワークを形成し、障がい者の就業面及び生活面で一体的な支援を行う「障害者就業・生活支援センター

」に対して、職場実習を受け入れてくれる企業の開拓などの活動を支援する。 
実習費（障害者職業能力開発校費等） 

96,587  

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 障害のある方々に、その適性に応じた職種についての知識・技能を習得させ、職業的かつ社会的自立を

図るとともに、職業訓練機会の拡大を図り、道内における障がい者の就職の促進に資する。 

職場適応訓練費 

51,892   障がい者等の就職が困難な求職者が作業環境に適応することを容易にするため、訓練を事業主に委託し

て実施し、訓練終了後、引き続き雇用されることで就職促進を図る。 

母子家庭の母等委託訓練事業費 

36,053   母子家庭の母等を対象に就職に必要な技能・知識を習得する委託訓練を実施し、道内における母子家庭

の母等の職業的自立の促進に資する。 

北の輝く女性活躍推進事業費【新規】 

19,191 

環境生活部

くらし安全局 

道民生活課 

 オール北海道で女性が活躍しやすい環境づくりを推進するため、幅広い分野横断的な相談・支援対応を

行うとともに、ポータルサイトによる女性団体・支援団体などの新たなネットワーク化等の推進や学生

向けキャリアセミナー等を実施する。 

障害者就業・生活支援センター事業費 

68,328  

保健福祉部 

福祉局 

障がい者 

保健福祉課 

 職場不適応により離職した障がい者や離職のおそれがある在職中の障がい者等に対し、障害者就業・生

活支援センターにおいて、就業及びこれに伴う日常生活、社会生活上の支援を行うことにより、障がい

者の職業生活における自立を図る。 
 障がい者就労支援推進事業費 

9,897   障がい者の就労支援を推進するため、北海道障がい者条例に基づく法人を指定し、福祉的就労関係事業

所の販路の確保や市場調査、商品開発等の取組を行い、授産事業所等における収益及び工賃の向上を図

る。 
発達障害者支援体制整備事業費 

42,828  道内の発達障がい児（者）に対する乳幼児期から成人期までの各ライフスタイルに対応した一貫した支

援体制の整備を図り、発達障がい児（者）の福祉の向上を図る。 

 広域相談支援体制整備事業費 

114,072   相談支援に関する地域づくりコーディネーターを圏域ごとに配置し、地域の相談支援体制等の構築や、

施設入所者の地域生活への適切な移行に向けた地域づくりに関する助言・調整等の広域的支援を行う。 

多様なしごとづくり事業【新規】 

14,195 
 福祉と異業種間の交流を進めることで、担い手不足などの地場産業を掘り起こし、多様な産業の業界関

係者に対して、障がい者雇用の理解促進を図る場を設け、多様な就労の場の可能性を創出する。 

社会福祉施設整備事業費（障害者福祉施設） 

320,784   障害者福祉施設の整備費に対して補助することにより、施設職員の採用が見込まれる。 

 

母子家庭等就業・自立支援センター事業費 

34,821  

保健福祉部 

子ども未来 

推進局 

子ども子育

て支援課 

 就業に関する相談、技能習得、就業情報提供に至るまでの一貫した就労支援サービスを提供するととも

に、地域生活や養育費に関する専門的な相談を行うなど、総合的な支援をきめ細かく実施し、母子家庭

の母等の自立を支援する。 
母子家庭自立支援給付金支給事業費 

22,896  母子家庭の母の雇用の安定及び就業の促進を図るため給付金を支給する。 

母子父子寡婦福祉資金貸付金 

47,873 
 配偶者のない者で現に児童を扶養している者等に対し、その経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわ

せてその扶養している児童の福祉を増進するために資金を貸し付ける。 

地域応援！女性・若者起業家育成支援事業【新規】〔再掲〕 

16,492 

経済部 

地域経済局

中小企業課 

 道内における人口減少問題に対する地域経済対策として、道内の各地域において新たに起業（創業）な

どを行おうとする女性や若者への支援を通じて、地域経済の活性化を図る。 
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 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
  誰もが働きやすい職場環境づくり事業費 〔再掲〕 

1,139 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 男女が共に能力を発揮することができ、仕事と家庭の両立ができる職場環境の整備を図るため、両立に

関する法や制度の普及啓発を行うとともに、育児や家族の介護に関する相互援助活動を行うファミリー

・サポート・センターの活動促進を図る。 
  ファミリー・サポート・センター設置促進事業〔赤レンガ・チャレンジ事業〕 〔再掲〕 

 － 
 子育てに関する相互援助活動を行うファミリー・サポート・センターの設置促進を図るため、当センタ

ーの職員と未設置市町村の職員との意見交換会を実施するほか、ＨＰやリーフレットによる当センター

事業の紹介や設置相談窓口を設けることにより、未設置市町村の意識啓発を行う。 
若者・女性求職者再チャレンジ・インターンシップ事業【新規】〔再掲〕 

65,248 
 道学卒未就職者等若年求職者及び結婚・出産等により退職し、再就職を希望する女性を対象として、人

材育成会社が研修生として一定期間雇用し、座学研修やインターンシップ（職場実習）を通じて、実習

先企業等での就職を図る。 

「ものづくりなでしこ応援プロジェクト」地域展開事業【新規】［再掲］ 

 7,000 

経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 

 

ものづくり産業への女性の参画促進を図るため、職場見学ツアーや高校等での出前授業、ものづくりの 

魅力のＰＲ等を地域で展開する。 

 

 北海道求職者就職支援センター事業費〔再掲〕 

121,309 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

「ジョブカフェ・ジョブサロン北海道」を設置し、本道の将来を担う若年者等に対し、カウンセリング

や各種セミナーなど、きめ細かな就職支援サービスを提供する。またジョブカフェに新たに「マザー

ズ・キャリアカフェ」を設置し、「マザーズ・コンシェルジュ」を配置するとともに、若年者を

対象とした地域産業の理解を深めるためのセミナーを実施し、女性の就業促進及び若年者のミス

マッチ解消を図る。 

  無料職業紹介事業費 〔再掲〕 

457 
経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 道立高等技術専門学院及び障害者職業能力開発校の訓練生に係る適切な就職を促進するため、企業に対

して求人開拓を行うほか、訓練生に対して就職相談及び就職あっせんを図る。 

  地域子ども・子育て支援事業（放課後児童健全育成事業） 〔再掲〕 

2,218,074  保健福祉部 

子ども未来 

推進局 

子ども子育

て支援課 

 昼間に保護者のいない家庭の小学校低学年児童（放課後児童）の育成・指導を図るため、放課後児童ク

ラブの運営に対して補助する。 

 
  保育所等緊急整備事業 〔再掲〕 

521,763 
 子どもを安心して育てることができる環境の整備を目的として、待機児童の解消のための保育所の創設

や老朽改築による保育環境の改善などの保育所の施設整備費に対して補助する。 

 
  職場訪問指導旅費（職場開拓旅費） 〔再掲〕 

11,532  

教育庁 

学校教育局 

特別支援 

教育課 

 障がいのある生徒の雇用機会の拡大を図るため、特別支援学校高等部の担当教員が企業等を訪問

し、職場開拓を実施する。また、障がいのある生徒に実際の職場での就業体験をさせることで、

社会生活に必要な知識と経験を育成する。 

 

 〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事 業 名 ・ 概  要            
特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者雇用開発助成金） 

 事業主が、就職が特に困難な高年齢者、母子家庭の母、父子家庭の父、障がい者等を、ハローワークや職業紹介事業者の紹介で雇い入 

れ、継続雇用する場合に賃金の一部を助成する。 
障害者初回雇用（ファーストステップ）奨励金 

 障がい者雇用の経験のない中小企業が初めて障がい者を雇用した場合に奨励金を支給することにより、中小企業における障がい者雇用

の促進を図る。 
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金 

 中小企業事業主が障がい者の雇い入れに係る計画を作成し、計画に基づき事業施設・設備を設置し、重度身体障がい者等を多数雇用し

た上で、地域の障がい者雇用の促進に資すると認められる事業主に対し、助成金を支給する。 
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金 

 発達障がい者・難治性疾患患者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、発達障がい者・難治性疾患患者をハローワークの職

業紹介により常用労働者として雇い入れる事業主に対して賃金の一部に相当する額を助成。事業主は雇い入れた発達障がい者・難治性

疾患患者に対する配慮事項等について報告。 
障害者職場定着支援奨励金【新規】 

 障がい者を雇い入れるとともに、その業務に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する事業主に対して助成金を支給する。 
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（北海道労働局予算事業〕                                                                 

事 業 名 ・ 概  要            
訪問型職場適応援助促進助成金【新規】 

 職場適応援助者による援助を必要とする障がい者のために、事業所に職場適応援助者を訪問させる事業主に対して助成金を支給する。 

企業在籍型職場適応援助促進助成金【新規】 
 企業在籍型職場適応援助者を配置して、自社において雇用する障がい者に、職場適応援助を行う事業主に対し助成金を支給す 

る。 

障害者職場復帰支援助成金【新規】 
 事故や難病の発症等による中途障害等により、長期の求職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適

応の措置を実施した事業主に対し助成金を支給する。 

 

障害者雇用納付金制度に基づく助成金 
 事業主が障がい者の雇用にあたって施設・設備の整備や雇用管理を行う場合、事業主に対して助成金を支給することにより、その経済

負担を軽減し障がい者の雇用の促進や雇用の継続を図る。 

【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構】 

  職場適応訓練費 〔再掲〕 
 雇用保険の受給資格者等に対して、事業所において、その事業所の業務に係る作業について訓練を実施した場合に、その訓練費用の一

部を助成する。 

 
  トライアル雇用奨励金 〔再掲〕 
 職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な求職者、母子家庭の母等、障がい者、日雇い労働者、季節労働者、ホー

ムレスを対象として、一定期間試行雇用することにより、その適性や業務遂行の可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進

すること等を通じて、これらの者の早期就職や雇用機会の創出を図ることを目的として奨励金を支給する。 
両立支援等助成金（事業所内保育施設設置・運営等支援助成金）〔再掲〕 

 労働者のための保育施設を事業所内に設置・増築、運営を行う事業主又は事業主団体に、その費用の一部を助成する。 

両立支援等助成金（中小企業両立支援助成金）〔再掲〕 

 ■代替要員確保コース 
 育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に一定金額を助成する。 

■期間雇用者継続就業コース 

 

 

平成 25 年 4 月 1 日以降に期間雇用者で育児休業を取得した労働者を、原職等に復帰させた事業主に一定金額を助成する。 

 ■育休復帰支援プランコース【新規】 
 育休復帰プランナーによる支援のもと、育休復帰支援プランを策定、導入し、対象労働者が育休を取得した場合及び当該育休取得者

が原職等に復帰した場合に一定金額を助成する。 
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 ④ 季節労働者の通年雇用化の促進 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

◆ 国と地域の連携事業である通年雇用促進支援事業を推進するため、地域協議会の組織強化と活動の
活性化を促進するとともに、季節労働者の通年雇用に資する事業として地域協議会が実施する独自の
取組を支援します。 

 
◆ 道の単独で行う工事の一部について、増嵩経費を措置することなどにより、冬期施工の工事を促進
し、季節労働者の冬期間における雇用の場の確保を図ります。 

 
◆ 季節労働者の通年雇用化に取り組んでいる事業主に対し、道の建設工事等競争入札参加資格審査上
の配慮を行うことなどで、事業主の通年雇用化に向けた意欲を喚起するとともに、国の通年雇用奨励
金やトライアル雇用奨励金制度の積極的な活用を図ります。 

 

 

 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
  季節労働者通年雇用促進地域対策事業費 

40,348  

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 季節労働者の通年雇用化を促進するため、国の通年雇用促進支援事業を受託する地域の関係者から構成

される協議会に参画するとともに、地域独自の取組を支援する。 

  季節労働者冬期雇用促進費 

370,000   道の単独事業で夏期間に発注を予定している工事のうち、一部を冬期に繰り延べ発注し、冬期の工事に

必要な増嵩経費を措置することにより、冬期施工を推進し、季節労働者の冬期就労の場の確保を図り、

通年雇用化を促進する。 
  就職支援委託訓練費 〔再掲〕 

54,911 
経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 

 
産業界の景気動向等、雇用失業情勢により発生する離職者や、産業構造の転換等に伴う労働力のミスマ

ッチに対応するため職業訓練を実施し、再就職の促進を図る。 

  勤労者福祉資金貸付金 〔再掲〕  
貸付金 

199,043 

経済部 

地域経済局 

中小企業課 

 中小企業従業員等及び離職者の生活安定と福祉の向上を図るため、必要な生活資金を貸し付ける。 

 

 
 

 

 〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事 業 名 ・ 概  要            
 通年雇用奨励金 
 積雪寒冷地において季節の影響を強く受ける事業主が、季節的業務に従事する労働者の通年雇用化を促進する上で必要な経費の一部に

ついて助成し、季節労働者の通年雇用化を促進する。 

 
 通年雇用促進支援事業 
 季節労働者の通年雇用の促進に自発的に取り組む地域の関係者から構成される協議会が策定した雇用対策の計画の中から、通年雇用効

果が高いものを選定し、当該協議会に事業を委託する。 
  トライアル雇用奨励金 〔再掲〕 
 職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な求職者、母子家庭の母等、障がい者、日雇い労働者、季節労働者、ホー

ムレスを対象として、一定期間試行雇用することにより、その適性や業務遂行の可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進

すること等を通じて、これらの者の早期就職や雇用機会の創出を図ることを目的として奨励金を支給する。 

 本道では、積雪寒冷という気象条件が冬期間の産業活動に著しい制約を与えていることから、
季節的に就業機会を失う季節労働者が本道の雇用労働者数の 4.2％、全国の季節労働者数の
59.3％を占めており、これらの雇用の安定と通年雇用化を図ることが課題となっています。 

 このため、「季節労働者対策に関する取組方針（第 3 次）」に基づき、季節労働者の技能の
向上や、事業主の意欲の喚起を図るほか、地域協議会の組織強化と活動の活性化や、今後の成長
が見込まれる分野の産業振興施策との連携強化による労働移動の促進などの取組を推進します。 
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（２）働きやすい環境の整備 

 ① 非正規労働への対応等 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

 
◆ 労働福祉実態調査等の実施により、道内の民間事業所における労働福祉の実態と動向を把握すると
ともに、中小企業の経営者や労働者等を対象とした労働問題セミナーの開催や、労働に関する基礎知
識をまとめたガイドブックを配布することにより、関係法令や重要な労働問題に関する周知・啓発な
どを行います。 

 
◆ 北海道緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用し、賃金の上昇など在職者の処遇改善に向けた取組を
支援します。 

 
◆ 非正規労働者の労働条件の改善に向け、「多様な正社員制度」の導入の普及促進や、非正規労働者
も対象とした在職労働者への職業訓練機会を提供し、職業能力向上を図るほか、均衡待遇や正社員化
に取り組む企業の情報発信やセミナーの開催により、その取組やノウハウの普及を図ります。 

 
◆ 雇用のセーフティネットとして重要な役割を発揮する最低賃金が着実に履行されるよう、最低賃金
制度の遵守について周知を図るとともに、経営や金融面などの各種支援を通じ、経営の安定化を図る
ことで、中小企業者の賃金の支払い能力を高めます。 

 
◆ 労使間の問題の自主的な解決や勤労者福祉の向上に資するよう、関係法令等の普及啓発を図るほ 
か、各（総合）振興局に設置した中小企業労働相談所において、労働問題一般についての相談対応を
行い、国との連携を図りながら、個別的労使紛争の解決を促進します。 

 
 

 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
 中小企業労働福祉推進事業費 

1,369  

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 労働関係法令等について中小企業の事業主や労働者に対して普及啓発を行い、中小企業における労働福

祉の向上を図る。また、職業病・労働災害を防止し労働者の安全と健康を確保するため、意見交換や普

及啓発活動の実施及び産業医等の研修事業を実施する（一社）北海道医師会への助成を行う。 
  中小企業労働相談費 

4,453   労使関係の合理的な安定を図るため、全道15箇所に設置した中小企業労働相談所において、中小企業

における労働問題一般について労働者及び使用者の相談に対応するとともに、労働相談ホットラインの

運営を外部に委託する。 
非正規労働者処遇改善ステップアップ事業【新規】 

14,991 
 いわゆる地域限定社員や短時間正社員など「多様な正社員制度」の導入などに意欲のある企業に

対して制度導入や運用面での支援を行うとともに、そうした取組事例やノウハウを広く発信し、

非正規労働者の正社員転換等を促進する。 

  緊急雇用創出事業臨時特例対策推進費〔再掲〕 

1,487,191   北海道緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用し、地域社会や地域の産業ニーズに応じた人材育成、就業

支援を行う事業並びに賃金の上昇等の在職者の処遇を改善する事業を実施する。 

 
  成人職業訓練費 〔再掲〕 

  12,514 
経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 在職労働者に対し、生産技術の進歩等に対処する能力開発及び管理監督等に必要な知識、技能を付与す

る。在職者の能力開発を図ることにより、失業を未然に防ぎ、雇用を維持する。 

 

 企業間競争の激化による企業のコスト削減や就業意識、就業形態の多様化などにより、派遣労
働者やパートタイム労働者などの非正規労働者が増加し、雇用者総数の 3 割を超えています。
しかし、非正規労動者は、雇用調整の対象とされやすく、また、正規労働者に比べ生涯賃金が低
い上に、有配偶率も低い傾向にあることから、少子化のさらなる進行などが懸念されています。 

 このため、国等と連携し、関係法令の整備を踏まえ、働き方に見合った均衡ある処遇の確保や、
非正規労働者から正規労働者への転換制度の導入・定着などを促進します。また、労働者の生活
の安定などに寄与し、雇用のセーフティネットとして重要な役割を発揮する最低賃金制度の遵守
について周知を図ります。 
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 〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事 業 名 ・ 概  要            
  最低賃金の引き上げに向けた中小企業への支援事業 
 賃金の引き上げに取り組む中小企業の労働条件管理などの相談等にワンストップで対応する相談窓口を設置する。 

 
キャリアアップ助成金 

 有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するた 

め、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業者に対して助成する。 
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 ② 生活と調和のとれた働き方（ワークライフバランス）の推進 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

◆ 育児・介護休業制度等の活用促進や短時間勤務制度等の多様な勤務形態の導入促進、次世代育成支
援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出とその積極的な実施など、仕事と家庭の両立
を支援する制度の情報発信や、国の助成措置の活用などにより、企業における就業環境整備の取組を
促進します。 

 
◆ 働きながら子育て可能な社会実現のため、ファミリー・サポート・センターによる子育ての相互援
助活動を促進するとともに、保育所等の緊急整備や放課後児童クラブの設置促進を図るなど、多様な
ニーズに対応した保育サービスの充実を図ります。 

 
◆ 労働者が心身の健康を確保しつつ、仕事と生活の調和を図ることができるよう、企業・労働者双方
への普及啓発を行うことにより、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得を促進します。 

 
◆ 「北海道あったかファミリー応援企業登録制度」による登録企業の紹介や、仕事と家庭の両立など
に積極的に取り組む企業への表彰、仕事と家庭の両立支援のためのシンポジウムの開催などを通じ 
て、ワークライフバランスに関する企業・労働者双方への意識啓発を行います。また、ＩＴを活用し
た在宅就業支援を行うなど、多様な働き方に対応した就業環境づくりを進めます。    

 

 

 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
  誰もが働きやすい職場環境づくり事業費 

 1,139  

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 男女が共に能力を発揮することができ、仕事と家庭の両立ができる職場環境の整備を図るため、両立に

関する法や制度の普及啓発を行うとともに、育児や家族の介護に関する相互援助活動を行うファミリー

・サポート・センターの活動促進を図る。 
  在宅就労（テレワーク）普及推進事業【新規】 

8,751  育児・介護などの担い手の離職防止を図るとともに、ワークライフバランスの推進により、従業員の定

着率の向上を図るため、ICTを活用したテレワークを普及させる。 

  ファミリー・サポート・センター設置促進事業〔赤レンガ・チャレンジ事業〕 

－  子育てに関する相互援助活動を行うファミリー・サポート・センターの設置促進を図るため、当センタ

ーの職員と未設置市町村の職員との意見交換会を実施するほか、ＨＰやリーフレットによる当センター

事業の紹介や設置相談窓口を設けることにより、未設置市町村の意識啓発を行う。 
地域子ども・子育て支援事業（放課後児童健全育成事業） 

2,218,074 

保健福祉部 

子ども未来 

推進局 

子ども子育

て支援課 

 昼間に保護者のいない家庭の小学校低学年児童（放課後児童）の育成・指導を図るため、放課後児童ク

ラブの運営に対して補助する。 

保育所等緊急整備事業 

521,763  子どもを安心して育てることができる環境の整備を目的として、待機児童の解消のための保育所の創設

や老朽改築による保育環境の改善などの保育所の施設整備費に対して補助する。 

少子化対策推進事業費（子育て応援事業費）【新規】 

6,692 
 企業等との協力により、男性が育児に参加しやすい環境づくりを促進するための事業を実施し、男性が

積極的に育児に参加できる気運の醸成や男性の育児参加率の向上を図る。 

   

 

 誰もがその能力を十分に発揮し、仕事と家庭を両立させながら働くことができる社会の実現
は、少子化による人口減少に歯止めをかけ、企業の創造性・生産性の向上に資するだけでなく、
道民一人ひとりが充実した生活を送るためにも重要です。 

 このため、関係機関等と連携し、育児・介護休業制度等の取得促進や、多様な働き方に対応し
た勤務形態の導入など、企業における就業環境の整備を促すとともに、地域における保育サービ
スの充実を図ります。 
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〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
  中小企業総合振興資金貸付金 〔再掲〕  

貸付金 

125,164,000 

経済部 

地域経済局 

中小企業課 

 中小企業者等の経営基盤の強化、事業の活性化を図り本道経済の発展に資するため、金融機関に原資を

預託して、中小企業者等に対する融資を促進する。 

【ステップアップ貸付】 

 看護職員確保対策費（多様な勤務形態導入支援事業）〔再掲〕 

14,885  

保健福祉部 

地域医療 

推進局 

医務薬務課 

 就業看護職員の離職防止、未就業看護職員の復職支援のため、短時間正職員制度など多様な勤務形態を

導入する医療機関を支援する。 

 
  女性医師等就労環境改善緊急対策事業費補助金 〔再掲〕 

50,236  

保健福祉部 

地域医療 

推進局 

地域医療課 

 医療機関における就労環境を整備し、子どもをもつ医師の働きやすい職場づくりを総合的に推進する。 

 

 

 〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事 業 名 ・ 概  要            
両立支援等助成金（事業所内保育施設設置・運営等支援助成金） 

 労働者のための保育施設を事業所内に設置・増築、運営を行う事業主又は事業主団体に、その費用の一部を助成する。 

両立支援等助成金（中小企業両立支援助成金） 

 ■代替要員確保コース 
 育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に一定金額を助成する。 

■期間雇用者継続就業コース 

 

 

平成 25 年 4 月 1 日以降に期間雇用者で育児休業を取得した労働者を、原職等に復帰させた事業主に一定金額を助成する。 

 ■育休復帰支援プランコース【新規】 
 育休復帰プランナーによる支援のもと、育休復帰支援プランを策定、導入し、対象労働者が育休を取得した場合及び当該育休取得者

が原職等に復帰した場合に一定金額を助成する。 

 職場定着支援助成金 
 健康、環境、農林漁業分野等の事業を営む事業主及び中小企業を構成員とする事業協同組合等が、雇用管理改善した場合に助成する。 
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（３）地域産業を担う人材育成と就業促進 

 ① 成長分野などにおける産業人材の育成・確保 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

◆ 本道が優位性を有している食関連産業や観光産業のほか、ものづくり産業などの分野における人材
の育成を促進します。 

 
◆ 道立高等技術専門学院において、若年者や離転職者等を対象にした技能・知識を習得する長期間の
職業訓練（普通課程）を実施するとともに、一般求職者等を対象とした職業に必要な技能・知識を習
得する短期間の職業訓練（短期課程）を実施します。 

 
◆ ものづくり産業への職業意識の醸成を図るため、道立高等技術専門学院と工業高校が連携し、工業
高校の生徒に対する技術指導等を実施するとともに、小中学生を対象としたものづくり体験会などを
開催するほか、技能検定制度や技能士重用制度の普及促進や優れた技能者の表彰などにより、技能を
尊重する機運を醸成します。 

 
◆ 学校における産業教育を充実し、地域や産業界と連携しながら、ものづくりなどへの興味・関心を
高めるほか、専門高校が大学や試験研究機関等と連携し、高度な知識や技能の習得に取り組むなど、
将来を担う産業人材を育成します。 

 
◆ 道外に在住する高度技術者等のＵ・Ｉターンを促進するため、求職者や求人企業に対する相談や求
人・求職登録者への情報提供などを行うとともに、北海道人材誘致推進協議会と連携して全国的なＰ
Ｒを展開するほか、受入企業へのプロフェッショナル人材の「お試し就業」への支援など、本道への
人材誘致を推進します。     

 

 

 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
養成・転職職業訓練費（実習費、指導体制強化費） 

70,073  

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 道立技術専門学院（８校）において、新規学卒者や離転職者等に対し、技能・知識の付与や職業能力の

再開発により、就職を容易にし職業生活の安定を図る。 

 

  インターンシップ推進事業費 

252  道立高等技術専門学院の施設内訓練生を対象に、実践的な技能・技術の習得と産業界のニーズに応じた

人材の育成を図る。 

 
  次世代ものづくり人材育成事業［赤レンガ・チャレンジ事業］ 

－  ものづくり産業への職業意識の醸成を図るため、将来のものづくりの担い手となる小中学生を対象に、

ものづくり体験会を開催するとともに、工業高校と道立高等技術専門学院の連携を図り、次世代のもの

づくり産業人材を育成する。 
  技能向上育成対策費補助金 

3,167   技能士の技能水準及び資質の向上を図るため職種別研修会等の開催、技能士重用制度の普及促進、技能

士会活動の促進等を行い、技能士の社会的地位の向上を図る。 

 

 本道経済の持続的な発展を図るためには、引き続き、ものづくり産業などにおける人材の育
成・確保を進めるとともに、本道が優位性を持ち、今後、成長発展が見込まれる産業分野におけ
る取組も進めていくことが重要です。 
 このため、本道経済の成長を担う重点分野における人材の育成方針を明らかにするとともに、
次世代人材の育成を図るため、訓練内容などの見直しを行いながら、効果的な職業訓練を実施し
ます。 
 また、若者への産業教育の推進や道外からの高度技術者等の誘致などの取組を進めます。 
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 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
 ＵＩターン・プロフェッショナル人材誘致推進事業【新規】 

75,674 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 道内産業の競争力強化を図るため、道外からのプロフェッショナル人材と道内中小企業等との橋渡しを

行い、受入企業の「お試し就業」への支援やきめ細かなアフターフォローによりスムーズな定着を図る。 

 

 地域創生人材育成事業【新規】 

139,426 
 本道の基幹産業である「観光」、「食品」、また、関連産業の裾野が広く雇用創出効果の高い「も

のづくり」、地域経済を支える「自動車整備・建設」などの分野における人手不足の現状に対応

し、地域のニーズに基づく人材確保・育成を図り、地域産業の振興を図る。 

 北の大地への交流・定住促進事業費 
3,297  

総合政策部 

人口減少問

題対策局 

地域政策課 

 本道への移住・定住等の推進を図るため、地域の受入体制づくりなどを実施する。 

 
北の大地への移住関連情報発信事業 〔赤レンガ・チャレンジ事業〕 

 

－ 

  

 北海道への移住や二地域居住を考えている方に向けて、道内市町村や関係団体の移住関連情報をホーム

ページやメールマガジン等により発信する。 

 

都市と農林漁村等連携事業【新規】 
 

100,000 

  

 道内市町村と道外の都市とが連携し、地域ＰＲや物産展の開催及び地域で活躍する人材の育成・確保の

仕組みの構築に向けた取組など、地域の活性化に資する事業等に対して支援する。北海道への移住や二

地域居住を考えている方に向けて、道内市町村や関係団体の移住関連情報をホームページやメールマガ

ジン等により発信する。 

いなか暮らし応援プログラム推進事業【新規】 

483,464  
 道内外の若者や働く世代をはじめとする幅広い世代を対象に、本道への移住・定住の促進を図るため、

総合的な相談窓口となる「ふるさと移住定住推進センター（仮称）」を札幌に設置するとともに、地域

の仕事を掘り起こすコーディネーターの配置や、「空き家情報バンク」の開設に向けた検討などを進め

る。 

 異文化理解・英語力向上事業 

13,331  
教育庁 

学校教育局 

高校教育課 

 高校生の海外留学等を促進するため、高校生への留学経費の支援や、国際的な視野を持たせ、海外留学

への機運を高めさせるための取組を実施するとともに、英語力を強化する指導改善の取組を行う。 

 

  高等学校管理費（専門高校教育活動充実費） 

8,206 
 

 
専門高校が大学や試験研究機関等と連携した共同研究等や、地域企業と連携した企業実習や実践的な授

業を行うことにより、職業人として必要とされる力を身に付けた、将来の北海道産業を担う創造性豊か

でたくましい人材を育成する。 
戦略産業雇用創造プロジェクト〔再掲〕  

 

  

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 安定的かつ良質な雇用の場の創出に向け、ものづくりや食関連分野等の一層の産業育成強化と、人材育

成や就業支援といった雇用創出の取組を一体的に実施する国の支援制度を活用。 

 

 ■ものづくり人材確保事業〔再掲〕  

3,249 

  

経済部 

労働政策局 

人材育成課 
 首都圏をはじめとする道外在住の高度技術者等の北海道への人材誘致を推進するため、ものづくり等

の求人企業の新規登録促進の取組や求人・求職情報の提供などを行う。 

 ■企業誘致強化人材育成事業〔再掲〕  

9,000 

  

経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 自動車関連企業をはじめとしたものづくり産業や食関連産業の企業立地を促進するため、立地企業が

独自に実施する人材育成事業に対し支援する。 

 ■ものづくり産業競争力強化事業〔再掲〕  

5,918 

  

 ものづくり企業の競争力の強化を図るため、事業戦略の策定から販路開拓までのノウハウを体系的に

支援するとともに、道内高専と連携したものづくり人材の育成・確保の取組を行う。 

 ■ものづくり産業販路拡大事業〔再掲〕  

6,177 

  

 ものづくり企業の道外への販路拡大を促進するため、道外企業とのマッチングや道外企業とのビジネ

ス交流などを実施する。 

北海道における産業施策と雇用施策の一体的実施事業(面接会等実施事業) 〔再掲〕  

－ 
経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 首都圏在住の北海道出身者で道内での就職を希望する者と、道内企業とのマッチングを図るための合同

企業面接会を開催する。 

 

  事業内職業訓練事業費補助金 〔再掲〕 

85,403  
経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 認定を受けて職業訓練を行う中小企業事業主団体等に対し、事業に要する経費を助成し、技能労働者の

養成確保及び在職労働者の資質向上を図る。 
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〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
  技能検定促進費 〔再掲〕 

37,097 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 技能検定を実施する北海道職業能力開発協会に対し助成し、技能労働者の技能習得意欲の増進と技能水

準及び社会的･経済的地位の向上を図る。 

 
若年者人材呼び込み・呼び戻し事業【新規】〔再掲〕 

19,423 
 本道の経済の高度化、活性化と地域経済の発展を図るため、道外大学等に進学した若年者などを地域産

業を支える人材として確保する必要がある。そのため、大学や民間が主催する就職説明会等に参加し、

道内企業の求人情報の提供を行うなど、若年者等のＵ・Ｉターンを促進する。 

 地域戦略プロジェクト事業【新規】〔再掲〕 

210,000 
総合政策部 

人口減少問

題対策局 

地域政策課 

 個性ある地域づくりを推進するため、地域づくりの拠点である振興局自らが、地域の関係者との連携・

協働のもと、地域に根ざした政策を進める。 

 

都市人材誘致育成推進事業【新規】〔再掲〕 

8,000 
 札幌市など都市部に住んでいる大学生などの若者を対象に、就職や起業、地域おこし協力隊に関する講

座やマッチング相談会を開催することで、都市部から地方への人の流れを生みだし、将来的に地域を支

えていく人材の確保・育成を進める。 

  キャリア教育・職業教育推進事業〔再掲〕 

7,633  
教育庁 

学校教育局 

高校教育課 

 高等学校において、学校から社会・職業への移行が円滑に行われるよう、社会的・職業的自立に必要な

能力などを育て、キャリア発達を促す体系的なキャリア教育・職業教育の充実を図る。 
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② 在職者等に対する多様な訓練機会の確保等 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

◆ 技能労働者の養成や在職者の資質向上を図るため、道立高等技術専門学院などにおいて、必要な知
識・技能を習得するための能力開発セミナーを実施するほか、中小企業事業主団体等が実施する認定
職業訓練への助成を行うとともに、企業における生涯職業能力体制の充実強化を図るため、向上訓練
推進員を設置し、企業に対する指導・助言等を行います。 

 
◆ 地域の実情やニーズに応じた職業訓練を実施する地域人材開発センターが実施する技能向上訓練
などの事業を支援するとともに、地域を支える産業を担う人材を対象に、地域特性に応じた研修を実
施するなど地場企業の人材育成を支援します。 

 
◆ 技能検定制度やビジネス・キャリア制度を含めた職業能力評価システムの普及促進など、国や北海
道職業能力開発協会等の関係機関と連携して能力開発インフラを整備します。 

 
◆ 企業における従業員へのキャリア形成が促進されるよう、国や地域人材開発センターなどの各機関
が実施する研修やセミナー、専門家派遣などの必要な情報を「産業人材育成ネットワーク」や「人材
ネット21北海道」などを通じて提供します。 

 

 

 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
  事業内職業訓練事業費補助金 

85,403  

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 認定を受けて職業訓練を行う中小企業事業主団体等に対し、事業に要する経費を助成し、技能労働者の

養成確保及び在職労働者の資質向上を図る。 

 
  成人職業訓練費 

  12,514   在職労働者に対し、生産技術の進歩等に対処する能力開発及び管理監督等に必要な知識、技能を付与す

る。在職者の能力開発を図ることにより、失業を未然に防ぎ、雇用を維持する。 

 
  向上訓練等推進員設置費 

10,277 
 企業が行う教育訓練や在職労働者の自己啓発など、企業内における生涯職業能力開発体制の充実強化を

図るため、向上訓練等推進員を設置して企業への指導・助言を行う。 

 
  地域人材開発センター事業費補助金 

101,972   道立高等技術専門学院再編整備計画に基づき、地域の人材開発型施設として転換した地域人材開発セン

ターの事業に助成し、地域の実情やニーズに応じた効果的な職業訓練を実施し、人材育成を図る。 

 
  職業訓練指導能力向上推進費 

2,328  技術革新の進展や社会経済情勢の変化に伴い、訓練ニーズも高度化・多様化しており、このような現状

に対応するため、職業能力開発に関する教育訓練に必要な教科・教材の開発や指導技法の開発研究等を

行うとともに、指導員の研修により総合的な指導能力の向上を図る。 
技能検定促進費 

37,097 
 技能検定を実施する北海道職業能力開発協会に対し助成し、技能労働者の技能習得意欲の増進と技能水

準及び社会的･経済的地位の向上を図る。 

 
  産業人材育成研修情報提供事業〔赤レンガ・チャレンジ事業〕 

－   道内各機関が実施する産業人材育成に関する研修・セミナー情報を収集し、ポータルサイトにお

いて提供を行う。 

 

 企業間競争の激化など変化の激しい時代にあって、労働者個人が幅広い能力向上を図り、柔軟
かつ積極的なキャリア形成に取り組むことは、労働者の職場定着と企業の競争力強化につながる
とともに、社会にとっても人的資源の強化につながることから重要です。 

 このため、在職労働者の資質向上を図るための職業訓練を行うほか、中小企業事業主団体等が
実施する職業訓練を支援するとともに、関係機関等と連携し、技能検定制度を含めた職業能力評
価システムの普及促進など能力開発インフラの整備に努めます。 
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 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
戦略産業雇用創造プロジェクト〔再掲〕  

 

  

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 
 安定的かつ良質な雇用の場の創出に向け、ものづくりや食関連分野等の一層の産業育成強化と、人材育

成や就業支援といった雇用創出の取組を一体的に実施する国の支援制度を活用。 
 ■自動車関連産業人材育成事業〔再掲〕  

4,048 

  

経済部 

労働政策局 

人材育成課 
 現場技術者向けの研修を実施し、質の高い地場企業技術者の養成を図る。 

 

 
 
 〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事 業 名 ・ 概  要            
キャリア形成促進助成金 

 事業主が雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するために、雇用する労働者に対して職業訓練などを計画に沿って実施した場

合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する。 

①政策課題対応型訓練、②一般型訓練、③団体等実施型訓練、④ものづくり人材育成訓練 
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（４）人手不足分野における労働力の確保と就業の促進 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

福祉・介護 
◆ 福祉・介護人材の確保・定着を図るため、人材派遣会社への委託により、介護福祉士等の潜在的有
資格者や離職者等を介護施設へ派遣するとともに、派遣先での継続雇用を目指します。 

 
◆ 市町村及び社会福祉法人等が行う施設整備に要する費用の一部を補助することにより、就業環境の
改善を促進し介護職員の職場への定着を図ります。 

 
医療・看護 
◆ 道立高等看護学院等における看護職員の養成を促進するとともに、未就業看護職員への就労斡旋な
どにより、看護職員の復職支援などを行います。 

 
◆ 新人看護職員を対象とした離職防止のための研修の実施や、病院内保育所などを充実することによ
り、看護職員の定着を促進します。 

 
農林水産業 
◆ 北海道農業公社や北海道森林整備担い手支援センター、北海道漁業就業支援協議会などの関係機関
との連携を強化し、新規就業に関する情報提供や紹介機能の充実を図るとともに、必要な知識や技能
を習得させる研修を実施するなど、農林水産業における担い手の育成・確保を図ります。 

 
その他の分野 
◆ 産業理解を促進するための職場見学会やマッチングを図る企業面接会の開催、必要な知識・技能を
習得するための職業訓練などを実施します。 

 

 

 〔道予算事業〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
北海道における産業施策と雇用施策の一体的実施事業(面接会等実施事業)  

－ 
経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 人手が不足している産業分野の人材確保と就業の促進を図るため、雇用機会の拡大が見込まれる産業の

理解を深めるための職場見学会や、マッチングを図る企業面接会を実施する。 

 介護福祉士養成施設運営費補助金 

2,238 
経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 福祉人材の養成・確保のため、社会福祉士及び介護福祉法の規定に基づく介護福祉士養成施設の運営費

へ助成し、介護福祉士の養成・確保を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 厳しい雇用情勢が続く中、福祉・介護や医療・看護、農林水産業などの一部の分野においては、
人手不足の状態が続いており、このようなミスマッチを解消することは、当該分野における人材
の確保と失業者の就業促進を図る観点からも重要です。 

 このため、国等と連携し、当該分野の職業理解の促進やマッチング機会の提供、就業環境の改
善に取り組むほか、必要な職業訓練の充実を図ることで、地域にある雇用機会を求職者の雇用に
結びつけます。 
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 〔道予算事業〕                                                                                              

 【福祉・介護】 

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
介護従事者確保総合推進事業 

 

167,014  

  
 

保健福祉部 

福祉局 

福祉援護課 

 

 介護福祉士養成施設等による若年層への福祉・介護の仕事の魅力紹介やイメージアップを図る事業、主

婦層や高齢者等を対象とした普及啓発や、福祉・介護従事者に対する知識・技術力のレベルアップ研修

やキャリア形成を促進する研修の実施、福祉・介護に関心を有する者に対する職場体験事業等を実施す

る。 
福祉人材センター運営事業費 

73,371  福祉人材の確保を推進するため、福祉分野での就業を希望する者へ就労斡旋を行うとともに、各種研修

会の開催により再就業及び就職希望者の就業を促進する。 

福祉・介護人材確保･雇用支援事業【新規】 
278,932  

 
福祉・介護人材の確保･定着を図るため、人材派遣会社への委託により、介護福祉士等の潜在的有資格

者や離職者等を介護施設等へ派遣するとともに、派遣先等での継続雇用を目指す。 

 介護支援専門員等資質向上事業費 

32,389 

保健福祉部 

高齢者支援

局 

高齢者保健 

福祉課 

 介護保険制度の円滑な施行を図るため、要介護認定や介護サービス計画の作成に関わる介護支援専門員

を養成するとともに初任介護支援専門員への同行支援等を行うＯＪＴ事業や介護関係職員が医療に関

する知識を深めるための研修等を実施し、資質の向上を図る。 
 介護サービス提供基盤等整備事業 

3,118,094  地域包括ケアシステムの構築に向けて地域密着型特別養護老人ホーム等の地域密着型サービスの施設

整備や、介護施設の開設準備等に必要な支援を行う。 

社会福祉施設整備事業費（老人福祉施設整備事業費） 

2,903,022   市町村及び社会福祉法人等が行う施設整備に要する費用の一部を補助することにより、施設入所者等の

福祉の向上を図る。 

  緊急再就職訓練費 〔再掲〕 

1,832,818 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 

 
雇用情勢が厳しい状況の中で、離職者の再就職に当たり、職業能力開発を必要とする求職者が増加して

いることから、幅広い教育訓練資源を有する民間機関を最大限活用することで、職業訓練受講機会の拡

大を図るとともに、多様な訓練受講機会を創出することで、再就職の促進を図る。 

 

 〔道予算事業〕                                                                                              

 【医療・看護】 

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
道立看護学院養成費 

92,284  

保健福祉部 

地域医療 

推進局 

医務薬務課 

 質の高い看護職員を養成・確保するため、道立高等看護学院において、看護師等を養成する。 

看護職員就労対策費 
50,236   看護職員の就業希望者に対する就労斡旋や、病院内の保育所への支援により看護職員の確保・定着を図

る。 
 看護職員確保対策費（新人看護職員臨床実践能力向上研修支援事業） 

94,427  新人看護職員の離職防止のため、研修プログラムに基づく研修を実施する医療機関を支援する。 

看護職員養成施設運営支援事業費補助金  

636,231  質の高い看護職員の養成力の強化・充実を図るため、看護師等養成所の運営事業に対し補助する。 

 看護職員確保対策費（多様な勤務形態導入支援事業） 
14,885   就業看護職員の離職防止、未就業看護職員の復職支援のため、短時間正職員制度など多様な勤務形態を

導入する医療機関を支援する。 

  地域医師連携支援センター運営事業費（地域医療対策支援事業費） 

23,125  

保健福祉部 

地域医療 

推進局 

地域医療課 

 医師の地域偏在があり、一部の都市部を除く市町村立病院の医師確保が難しいことなどから、医療過疎

地における勤務医確保・定着のため、常勤医師の紹介・斡旋を行うドクターバンク事業を推進し、地域

医療の確保・充実を図る。 
  女性医師等就労環境改善緊急対策事業費補助金 

50,236  医療機関における就労環境を整備し、子どもをもつ医師の働きやすい職場づくりを総合的に推進す 

る。 
救急医療対策推進費（周産期救急搬送コーディネーター運営事業） 

29,625   周産期医療の救急搬送困難事案の解消を図るため、医療機関の受入情報等を収集し、消防機関等に情報

提供するコーディネーターを配置して、円滑な搬送受入体制を構築する。 
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〔道予算事業〕                                                                                              

 【農林水産業】 

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
  畜産振興総合対策事業費（農場リース円滑化事業費）〔再掲〕 

1,180 

農政部 

生産振興局 

畜産振興課 

 優れた担い手の確保及び地域酪農・畜産の活性化を図るため、新規就農者等が離農農場等を継承する場

合に、経営が安定するまでの一定期間、農場リースに係る費用に助成を行う。 

  移住定住促進農場リース事業費【新規】〔再掲〕 

72,500 

 市町村や地域における人口減少対策として、移住定住の促進が有効な対策の１つとなっているこ

とから、経営規模にかかわらず、酪農・畜産を収入源として道内地域に移住定住を希望する者に

対して農場の整備・リースを行い、定住後の所得の確保と移住定住による地域の人口の維持・拡

大を図る。 
担い手育成総合推進事業費（農業技術習得支援事業費）〔再掲〕 

7,841 

農政部 

農業経営局 

農業経営課 

 高度な経営力を備えた人材を育成するため、農業大学校等における外部講師の招へいや先端農業機械の

実習など、研修レベルの充実を図る。 

 

  農業大学校管理費 〔再掲〕 
251,457  農業の担い手を育成する道立農業大学校の庁舎の運営・維持管理を行う。 

 
  北海道農業担い手育成センター事業費 〔再掲〕 

337,897 
 次代の本道農業を担う意欲と能力のある農業者を育成・確保するため、就農支援資金の貸付けや就農希

望者への相談活動、研修支援のほか、農業従事者以外の人に対する農業の役割や魅力のＰＲ、就農誘致

活動、各種研修会など、北海道農業公社が行う総合的な担い手対策の実施に対して支援を行う。 
  就農支援資金貸付事業費 〔再掲〕  

融資枠 

116,000 

 新規就農の促進を図るため、新たに就農しようとする者に対し、農業技術を習得するための研修や就農

準備、農業経営を開始する際に必要な無利子資金の貸付けを行う。 

担い手育成総合推進事業費（青年就農給付金事業費）〔再掲〕 

1,836,607  青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就農前の研修期間（2年以内）及び経営が不安定な

就農直後（5年以内）の所得を確保する給付金を交付する。 

 
  担い手育成総合推進事業費（地域担い手対策事業費）〔再掲〕 

 8,547   優れた担い手の育成・確保を図るため、農業系大学と連携した担い手対策の検討など、地域の実態に即

した担い手対策を推進する。 

 
新規就農者受入・指導体制強化推進事業〔再掲〕  

  2,527 
 新規就農者の増加・定着を図るため、地域における農業研修生の受入体制づくりと受入指導農家の資質

向上への取組に対する支援及び新規就農者等への広域的な指導体制を強化する取組を実施する。 

地域農業を担う農業生産法人等支援事業費〔再掲〕  

  28,019   農地や農作業の引受など地域農業支援の役割を担う複数戸による農業法人の育成・確保を図り、地域農

業の体質強化を推進するため、地域段階における法人支援対応力の強化や法人設立への支援を行う。 

 農業・農村労働力確保対策事業費【新規】〔再掲〕 

8,460 
 労働者と農業者双方の実態を把握し、関係機関・団体等と連携しながら問題点や課題に対して具体的な

対応策の検討を行う。 

 経営支援総合推進事業費（担い手の経営継承推進事業費）【新規】〔再掲〕 

7,407 
 道内の農家戸数が減少する中、担い手を育成・確保していくため、農業経営体が持つ経営資産等

を確実に次世代に継承するための法人化による経営継承を支援する。 

  研修事業費 〔再掲〕 

 20,058  

水産林務部 

水産局 

水産経営課 

 本道漁業の振興と漁村地域の活性化を担う漁業就業者を育成するため、漁業に必要な知識や技術を習得

する研修を実施する。 

  漁業就業促進事業費 〔再掲〕 

4,433 
 沖合漁船から沿岸漁業への転換を希望する漁船乗組員等を対象として、必要な資格取得講習を実施す 

る。また、北海道漁業就業支援協議会において、漁業就業に関する情報収集・発信や漁業就業希望者と

漁協等との面談機会の提供、指導漁業者による長期実地研修の実施により、地域における漁業就業を促

進する。 
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〔道予算事業〕                                                                                              

 【農林水産業】 

事 業 名 ・ 概  要            予算額（千円） 所管部署 
  沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計 〔再掲〕 

  350,000 
水産林務部 

水産局 

水産経営課 

 水産業改良普及組織の行う普及指導活動との密接な連携のもと、沿岸漁業従事者等が行う沿岸漁業の経

営改善、生活改善及び青年漁業者等の養成に要する資金を無利子で融資する。 

  漁業就業者支援対策調査事業費【新規】〔再掲〕   

3,984 
 漁業後継者の減少に対応するため、各地区の実態を調査し、将来的な就業動向の予測などを行い、就業

者確保・育成のための支援策などについて検討する。 

  森林整備担い手対策推進費 〔再掲〕 

105,703 

水産林務部 

林務局 

林業木材課 

 林業労働者の技術・技能の向上、労働安全衛生の確保、福利厚生の充実などを推進し、林業労働者の育

成・確保を図る。 

  林業就業促進資金貸付事業費 〔再掲〕 

  2,993  林業に新たに就業しようとする者や雇用する事業体に向けた就業のための研修・移転準備等に係る費用

の貸付事業を行う事業者に対し、必要な資金の無利子貸付を行う。 

  林業就業者支援対策調査事業費【新規】〔再掲〕  

4,500 
 地域特性に応じた林業労働力を確保するため、林業関係者の実態を調査するとともに、労働力確保に向

けた対応のあり方や支援方法について検討する。 

 
 

 〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事 業 名 ・ 概  要            
  建設労働者確保育成助成金〔再掲〕 

 中小建設事業主や中小建設事業主団体が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等を図るための取組を行った場合に、一

定額を助成する。 
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