
 
第 4期北海道雇用創出基本計画（概要） 

北 海 道 

Ⅰ 基本的な考え方 

１ 計画策定の趣旨  

 現行計画が平成 27 年度で終了することから、この間の産業・雇用情勢や計画の実施状況を踏まえ、諸課
題への的確な対応を図りながら、雇用創出に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくため、平成 28年
度からスタートする第 4期の基本計画を策定。 
 

２  計画の位置づけ  

 北海道雇用創出基本条例第10条に基づく「雇

用の創出に関する基本的な計画」及び「新しい総

合計画」の特定分野別計画 
 

３ 計画の期間 

平成 28 年度から平成 31年度までの 4年間 

４ 計画の指標 

・雇用創出数：4 年間で 9万人 

・就業率：各年度における就業率が前年より上

昇することを目指す（新規） 

 
 

 

 

  
Ⅱ 雇用を取り巻く状況と雇用創出に向けた課題 

   人口減少が進行すると、今後、人手不足の長期化により労働力の確保が一層困難になる恐れがあり、「北海道

創生総合戦略」に基づく対応にも資する、良質で安定的な雇用の創出、多様な働き手の就業などを進めるため、

雇用情勢についても点検・評価しながら、総合的かつ計画的な対応が求められている。 

   このため、①力強い地域経済の実現、②労働力不足への対応、③道民が安心して働ける環境づくりを目指す必 

要がある。 
 

Ⅲ 雇用創出の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ⅳ 計画の推進管理 

・毎年度「推進計画」を策定し、取組結果を公表。 

・計画の効果的な推進を図るための点検項目を設定し、施策の点検評価システムを整備 

  *就業率、労働力人口、障がい者の実雇用率、非正規雇用の割合等

１ 雇用の受け皿づくり 

(1)地域産業の振興 
  農林水産業や､地域資源を活かした食と観光分野の振興による 

雇用創出。企業誘致や商業の活性化による雇用の確保と、中 
小・小規模企業の振興､建設業の体質強化等 

  ① 農林水産業の活性化        

② 地域資源などを活かした食関連産業、観光の

振興や企業誘致 

③ 中小・小規模企業の振興と地域商業の活性

化 

④ 建設業の体質強化 

⑤ 地域の創意に満ちた雇用創出 

(2)ものづくり力・発信力の向上 
   ものづくり産業の振興や IT 化の促進、北海道ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの強化など 

を通じた道内企業における海外展開の促進等 

   ① ものづくり産業の振興 

② 海外との経済交流 

(3)健康長寿産業の振興 
   ﾍﾙｽｹｱｻｰﾋﾞｽの普及と高度化の促進、機能性食品等の開発・販 

路拡大等  

(4)環境・エネルギー産業の振興 
  環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ技術の活用促進､ｴﾈﾙｷﾞｰの地産地消を通じた産業 

の育成・振興等 
(5)海外需要の取込みに向け加速する取組 
   道産品販路拡大や、外国人観光客受入を促進し、国際的な観 

光地づくりを推進  
  ① 道産食品の輸出拡大  

② 外国人観光客受入環境の整備推進  

 

５ 計画の目指す姿と推進力     

(1) 計画の目指す姿 

多様な働き手が意欲をもって働ける全員参加型社会の実現 

(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 産業振興と雇用対策の一体的展開          ④ 横断的な連携と現場主義の徹底等 

２ 就業の促進 

(1)多様な働き手の就業促進 
   女性、若者、障がい者等、全員参加型社会の実現に向けた多様 

な働き手への就業支援  

① 女性の活躍推進  

② 在学時からのキャリア教育を含めた若年者へ

の就業と職場定着支援 

③ 中高年齢者・高齢者への就業支援 

④ 障がい者への就業支援 

⑤ 季節労働者の通年雇用化の促進  

(2)働きやすい環境の整備 
   働き方に見合った均衡ある処遇の確保など非正規労働の対応や 

長時間労働の抑制などﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽの推進等  
① 非正規労働への対応等  

② 仕事と生活の調和(ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ)の推進  

(3)労働力の確保と人材の誘致 
   求人・求職の両面からﾐｽﾏｯﾁ解消の取り組みや、U・I ﾀｰﾝによる人 

材の誘致等 

① 人手不足対策  

② 人材の誘致と定着の促進 

(4)職業能力開発の推進 
   関係機関と連携した産業人材育成や、在職者の資質向上を図る 

訓練の実施等  

  ① 産業人材の育成 

② 在職者等に対する多様な訓練機会の確保等 

 
３ 雇用のセーフティネットの整備 

倒産の未然防止や休廃業の減少、雇用維持に向けた一体的サポー 

トや、東日本大震災被災者に対する総合的な就業支援 

 

資料５－１ 



 

北 海 道 雇 用 創 出 基 本 条 例 
平成17年3月31日公布：北海道条例第58号 
改正 平成21年3月31日条例第15号 
〔北海道条例の整備に関する条例第88条による改正〕 

  

北海道は、これまでの開発の歴史を通じ、その地域特性や豊

かな資源等の潜在力を背景とした日本における役割や期待感

から、主に国による北海道への産業基盤や生活基盤の整備が

行われ、経済と雇用が下支えされてきた。 
 こうして形成された産業構造が、一方で北海道に中央依存、

官依存の体質をもたらしたことは否めず、日本の経済社会シ

ステムが変革に向けて大きく動き出している中、自立的でた

くましい産業経済と雇用の創出が求められている。 
 そのため、自らの決定と責任によって雇用を創り出すため

の継続的な取組が経済社会の安定と活性化のためには最も重

要であるとの強い意志を持って結集し、行動することが必要

であるとの認識の下に、道民一人ひとりが、北海道の可能性

を見つめ直し、北海道の豊かな資源や特性を生かし、意欲や

挑戦する気概を持って、産業の活性化と雇用の創出に取り組

んでいく必要がある。 
 このような考え方に立って、道民が豊かで安心して暮らせ

る、希望の持てる地域社会を築いていくため、道民の総意と

してこの条例を制定する。 
（目的） 
第１条 この条例は、雇用の創出に関し、基本理念を定め、

並びに道の責務、事業者、産業関係団体及び労働関係団体

並びに道民の役割等を明らかにするとともに、道の施策の

基本となる事項を定めることにより、雇用の創出に関する

施策を総合的かつ計画的に推進し、もって北海道経済の発

展及び道民の福祉の向上に資することを目的とする。  
（基本理念） 
第２条 雇用の創出は、事業者と労働者との問題であるとと

もに、道民の生活及び地域社会にかかわる問題であるとい

う認識の下に、持続的に推進されなければならない 
２ 雇用の創出は、北海道の経済社会の安定及び活性化のた

めに最も重要であるという認識の下に、持続的に推進され

なければならない。 
３ 雇用の創出は、人材が地域経済ひいては北海道の経済社

会の現在及び将来を担う最も重要な資源であるという認識

の下に、持続的に推進されなければならない。 
（道の責務） 
第３条 道は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」と

いう。)にのっとり、雇用状況の的確な把握に努め、雇用

の創出に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実

施する責務を有する。 
（事業者の役割） 
第４条 事業者は、基本理念にのっとり、自立的、意欲的か

つ創造的な事業経営を行うこと等により、雇用の安定、維

持及び拡大並びに人材の育成に努めるものとする。  
（産業関係団体等の役割） 
第５条 産業関係団体及び労働関係団体は、基本理念にのっ

とり、行政機関と連携して多様な就業形態に合わせた雇用

に関する社会的な合意の形成に努めるものとする。 
 （道民の役割） 
第６条 道民は、基本理念にのっとり、自らの職業生活の設

計及び職業能力の形成のための努力が雇用の創出に資する

ことに対する理解を深めるよう努めるものとする。 

（市町村との連携） 
第７条 道は、雇用の創出を図る上で市町村が果たす役割の

重要性にかんがみ、市町村の地域特性を生かした雇用の創

出に関する計画的な取組に関し、連携協力するものとす

る。 

 

（国との連携等） 
第８条  道は、国と連携協力して雇用の創出に関する施策の

推進を図るとともに、雇用の創出に関して必要があると認

めるときは、国に対し、必要な措置を講ずるよう要請する

ものとする。 
（施策の基本方針） 
第９条 道は、次に掲げる基本方針に基づき、雇用の創出に

関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。 
 (1)  事業者の意欲及び能力並びに地域の資源及び潜在  

力を生かした企業の競争力の強化、創業、新事業及び新

産業の創出並びに産業立地を促進することによって、地

域経済を活性化し、雇用の安定、維持及び拡大が図られ

るようにすること。 
 (2)  労働者の意欲、能力及び生活事情に応じた多様な  

就業形態の選択を可能とし、誰もがその能力及び経験を

発揮し、安心して働ける環境づくりを促進すること。 
 (3)  それぞれの産業及び業種の特徴並びに労働者の需  

要を踏まえ、きめ細かで多様な人材育成の機会の提供を

促進すること。 
 (4)  労働者の適性、職業経験及び職業能力を生かすと  

ともに、求められる人材を的確に把握した就業機会の円

滑な提供を促進すること。 
 (5)  雇用の創出に関する施策を体系化し、集中的、効率的

かつ効果的に推進するため、幅広い産業分野の施策の連

携を図ること。 
 (6)  雇用状況、地域特性及び事業者又は労働者の必要性に

即してきめ細かな施策を推進するため、国、市町村、事

業者、産業関係団体及び労働関係団体との連携を図るこ

と。 
（雇用の創出に関する基本的な計画） 
第１０条 知事は、雇用の創出に関する施策の総合的かつ計

画的な推進を図るため、雇用の創出に関する基本的な計画

（以下「計画」という。）を定めなければならない。  
２ 計画は、雇用の創出に関する施策の基本的事項について

定めるものとする。 
３ 計画は、雇用の創出に関する適切な目標について定める

ものとする。 
４ 知事は、計画を定めるに当たっては、あらかじめ、道民

の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなけ

ればならない。 
５ 知事は、計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 
６ 前２項の規定は、計画の変更について準用する。 
（財政上の措置） 
第１１条 道は、雇用の創出に関する施策を推進するため、

必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

附 則 

 １ この条例は、公布の日から施行する。 

 一部改正〔平成 21年条例 15号〕 

２ 知事は、この条例の施行の日から起算して５年を経過す

るごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施

行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要

な措置を講ずるものとする。 

追加〔平成 21年条例 15号〕 

 附 則（平成 21年３月 31日条例第 15号抄） 

〔北海道条例の整備に関する条例の附則〕 

 １ この条例は、公布の日から施行する。（後略） 



○雇用機会の拡大 ○雇用情勢等への対応 ○雇用情勢等への対応 ○労働力不足への対応

　・創業や中小企業の新事業展開の促進、産業の活性化を牽引する企業の育成 　・民間主導の自立型経済構造への転換 　・成長分野における成長力強化に向けた取組の 　・ライフステージの各段階に応じた就業機会の拡大や就業環境の改善

　・地域の資源やニーズを生かした産業おこし 　・職種や職業能力のミスマッチの解消 　　推進など、持続可能な自立型経済産業構造への転換 　・多様な働き手の能力開発やキャリア形成に向けた支援

○既存の雇用機会の活用 ○人口減少社会への対応 ○人口減少社会への対応 　・企業の経営力の向上や処遇改善の取組支援

　・多様なマッチングの機会の提供 　・多様な働き手の就業支援 　・ライフステージの各段階に応じた就業機会の拡大や 　・地域における良質で安定的な雇用の場づくり

　・求職者の意識改革や企業ニーズに即した実践的な職業訓練の実施などによるミスマッチの 　・生涯を通じた能力開発･キャリア形成支援 　 　　就業環境の改善 　・若年者の道外流出の防止、Ｕ･Ｉターンによる人材誘致の推進

      解消 　・多様な働き手の能力開発やキャリア形成に向けた ○道民が安心して働ける環境づくり

○安心して働ける就業環境の整備 　 　　多面的な支援 　・多様な働き手に対する就業支援や働きやすい職場づくり

　・失業に対するセーフティネットの構築 　・非正規労働者の働き方に見合った均衡のある処遇の確保、正社員化

○雇用の受け皿づくりに向けた基盤の整備 　・「働き方改革」の推進、仕事と生活の調和の実現に向けた取組

　・道内産業の成長力や競争力の強化に向けた中小企業の経営基盤の強化

(1)雇用の受け皿づくりプログラム (3)雇用の維持・安定プログラム １　雇用の受け皿づくり 1　雇用のセーフティネットの整備 １　雇用の受け皿づくり

　①創業支援・経営革新等による新たな 　①セーフティネットの構築 　(1)中小企業の育成強化 　(1)雇用の維持と離職者の早期再就職支援 　(1)地域産業の振興

　　ビジネス創出 　②円滑な労働移動の促進 　(2)企業誘致の戦略的展開 　(2)東日本大震災の被災者への就業支援 　(2)ものづくり力・発信力の向上

　③就業環境の整備 　(3)戦略分野における産業振興 2　雇用の受け皿づくり 　(3)健康長寿産業の振興

　　雇用おこしに向けた新たな枠組みづくり 　④季節労働者の雇用の安定及び 　(4)地域を支える産業の振興 　(1)中小企業等の育成強化 　(4)環境・エネルギー産業の振興

　③戦略的な産業立地政策の推進 　　通年雇用化の促進 　(5)地域における雇用おこしの促進 　(2)ものづくり産業の振興と 　(5)海外需要の取込みに向け加速する取組 

　④「食」と「観光」による雇用創出 　⑤障害者など就職困難者への支援 　　立地環境を活かした企業誘致の推進 ２　就業の促進

　⑤成長先導分野の産業振興による雇用創出 (4)雇用創出に向けた基盤整備プログラム ２　就業の促進 　(3)地域における産業の活性化 　(1)多様な働き手の就業促進

　⑥地域の総合力を活かした雇用創出の 　①産消協働による地域の取組 　(1)多様な働き手の就業参加への支援 　(4)本道経済の成長力強化に向けた取組の推進 　(2)働きやすい環境の整備

　　取組の促進 　②中小企業の経営基盤の強化 　(2)就業環境の整備 　(5)地域の創意に満ちた雇用創出の取組推進 　(3)労働力の確保と人材の誘致

　⑦建設業等のソフトランディングの促進 　③産業人材の育成・誘致 　(3)産業人材の育成・確保 3　就業の促進 　(4)職業能力開発の推進

　⑧公的需要の新しい展開 　④地域の可能性を引き出す取組 　(4)雇用のセーフティネットの整備 　(1)社会を支える多様な働き手の就業支援 ３　雇用のセーフティネットの整備

(2)雇用のミスマッチ解消プログラム 　(2)働きやすい環境の整備

　①若年者雇用対策 　(3)地域産業を担う人材育成と就業促進

　②中高年齢者再就職支援 　(4)人手不足分野における労働力の確保と

　③高齢者就職支援 　　就業の促進

　④特定分野就職支援

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

総人口(千人） 5,650 5,628 5,605 5,579 5,548 5,524 5,506 5,488 5,465 5,438 5,410 5,382 5,352 5,320 5,286

生産年齢人口（千人） 3,766 3,731 3,705 3,650 3,601 3,548 3,513 3,485 3,437 3,373 3,345 3,270 3,206 3,149 3,052

労働力人口（万人） 281 281 278 278 277 275 274 270 269 267 265 264 266 266 271

有効求人倍率（倍）※年度 0.50 0.53 0.53 0.51 0.43 0.35 0.41 0.46 0.57 0.74 0.86 0.96 1.04 1.11 1.17

完全失業率（％） 5.7 5.3 5.4 5.0 5.1 5.5 5.1 5.2 5.2 4.6 4.1 3.4 3.6 3.3 2.9

完全失業者数（万人） 16 15 15 14 14 15 14 14 14 12 11 9 10 9 8

新規学卒者(高校)の就職内定率（％） 82.9 82.9 84.5 85.1 83.1 79.9 85.0 88.0 92.9 95.4 96.8 97.9 98.2 98.4 98.4

就業率（％） 53.9 54.2 53.8 54.1 54.1 53.7 53.8 53.3 53.0 53.0 53.1 53.6 54.0 54.4 55.9

就業者数（万人） 265 266 263 264 263 260 260 256 255 255 254 255 257 258 263

・雇用創出数　81,741人／80,000人 ・雇用創出数　47,938人／47,500人(H29年度まで)

（計画の指標：3年間で8万人） （計画の指標：4年間で9万人）

・中小企業経営革新計画承認企業数　391社／300社 ・各年度における就業率が前年度より上昇　　

・道外企業への道内への立地数　736社／50社 　54.1%（H28年度）→54.8%（H29年度) 　

景気の回復基調が続く中、H28年度に有効求人倍率は1倍を超え、H29年

度には統計開始以来最も高い1.11倍となるなど、雇用状況は引き続き改

善している一方で、幅広い業種で人手不足が顕在化している。

計画策定時（H16年) と比べ、H19年には完全失業率及び新規学卒者（高校）の就職内定率は若

干改善しているものの、有効求人倍率や就業率は横ばいとなるなど、厳しい雇用情勢が続いてい

る。

施策の体系

　②市民との協働による新事業創出など

関連データ

指標と実績

・雇用創出数　108,103人／109,500人

（計画の指標：4年間で10万人）

・雇用創出数　109,250人／107,500人

（計画の指標：4年間で10万人）

計画策定時の

雇用情勢

平成19年度の道内の有効求人倍率は0.51倍(全国

0.97倍)、完全失業率は5.0％(全国3.9％)となっ

ており、全国に比べ依然厳しい状況となってい

る。

平成23年度の道内の有効求人倍率は0.46倍(全国0.62

倍)、完全失業率は5.2％(全国4.6％)となっており、全

国に比べ依然厳しい状況が続いている。

計画の着目点

計画終了までの

雇用情勢の推移

H20年のリーマンショックの影響により、H21年

度の有効求人倍率は0.35倍、新規学卒者（高校）

の就職内定率は79.9％に低下するなど、雇用情勢

は悪化した。

景気の回復基調に伴い、雇用情勢は急速に改善。H23

年に5.2％であった完全失業率は、H27年には3.4％ま

で低下。有効求人倍率も0.46倍から0.96倍まで上昇し

たことにより、一部の業種で人手不足の状況が見られ

る。

平成27年度の道内の有効求人倍率は0.96倍(全国1.11倍)、完全失業率は

3.4％(全国3.4％)となっており、第3期計画策定時までと比べ、雇用情勢

は急速に改善し、それに伴う人手不足が顕在化している。

平成16年度の道内の有効求人倍率は0.50倍(全国0.83倍)、完全失業率は5.7％(全国4.7％)と

なっており、全国に比べ厳しい状況。

北海道雇用創出基本計画の変遷

第2期（H20年度～H23年度） 第3期（H24年度～H27年度） 第4期(H28年度～H31年度)

経済動向

製造業の割合が低く、公的需要への依存度が高い

という特性を有するため、製造業等を中心に力強

い回復をみせる他府県と比べ、厳しい状況。

リーマンショックなどにより景気が悪化する中、東日

本大震災（H23.3) により、水産業被害や観光客の減

少、道産食品等に対する海外での輸入規制の強化など

の影響を受け、厳しい経済状況が続いている。

生産活動の一部に弱い動きがみられるものの、消費税率引上げに伴う駆

け込み需要の反動減が一巡したことや原油価格の下落の影響などによ

り、個人消費や住宅投資などを中心に緩やかに持ち直しつつある。

第1期(H17年度～H19年度)

平成9年のマイナス成長を境に、消費税の引き上げや北海道拓殖銀行の経営破綻の影響も重な

り、景気の低迷が長期化。開廃業率の逆転現象も長期化するなど、雇用の場の減少も続いてい

る。


