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経済の「活性化・自立化」を推進するためには、安全でおいしい食や、豊かな自然環境といった北海道の

優位性を最大限に活用した戦略的な取組を進めることが重要です。 

このため、食産業立国の推進に向けた基盤強化、地域の強みを活かした観光の創造、成長著しいアジアを

中心とした海外成長力の取り込みとともに、資源・資金が域内で循環する地域経済・雇用の確立に向けた取

組を進めます。 

 

((((１１１１) ) ) ) 食産業立国食産業立国食産業立国食産業立国のののの基盤強化基盤強化基盤強化基盤強化 

食産業立国の形成に向けて、農林水産業の体質強化など、良質な食を安定的に生む基盤づくりをはじめ、

地域での取組が進む食クラスターの動きを加速するとともに、地産地消の推進などくらしを豊かなものとす

る食文化の形成や食の安全確保に取り組みます。 

  

平成平成平成平成25252525年度に実施する主な施策年度に実施する主な施策年度に実施する主な施策年度に実施する主な施策    

［［［［世界に通用する北海道ブランドを生み出す食クラスターの推進世界に通用する北海道ブランドを生み出す食クラスターの推進世界に通用する北海道ブランドを生み出す食クラスターの推進世界に通用する北海道ブランドを生み出す食クラスターの推進］］］］    

事 業 名 等 事 業 の 概 要 等 予算額(千円) 

新 食・観光連携プロモー
ション推進事業費 

【経済部】 

本道の豊富な食材の組合せによる新たな食文化の提案、食と
観光との連携による取組を強化し、ブランド化と販路拡大を
一層推進する。 

H25 23,623  

(H24 －) 

新 
 

６次産業化ネットワ
ーク活動事業費 

      【農政部】 

農山漁村の活性化と関連産業の振興を図るため、ネットワー
クづくり会議などを開催し、農林漁業や流通団体等によるネ
ットワークを構築することにより、雇用と所得を生み出す農
林水産業の６次産業化の取組を加速化する。 

H25 10,670  

(H24 －) 

新 
 

北海道ワインぶどう
ブランド力強化事業
費    【農政部】 

「いいブドウからいいワインを造る」仕組みを構築するため、
道総研の試験研究と連携しながら消費者に高く評価されてい
る品種（銘醸ワイン品種）の導入実証支援や、それらの栽培
評価検討に係る生産者主体の取組を支援する。 

H25 1,000  

(H24 －) 

新 道産水産物消費拡大
推進事業費 

【水産林務部】 

道産水産物の価格安定に向け、消費拡大等の対策を行う事業
者に対して支援を行う。 

H25 3,080  

(H24 －) 

Ⅰ. 重点的に取り組む政策 

１１１１    経済経済経済経済「「「「活性化・活性化・活性化・活性化・自立自立自立自立化化化化」の」の」の」の推進推進推進推進    
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新     戦略産業雇用創造プ
ロジェクト事業費 

【経済部】 

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
支援制度の活用を図る。 

 北海道食のブランド・ 
ステップアップ事業 

包括連携企業等が行う商談会等の機会における相談会を併設
するとともに、磨き上げられた商品のプロモーション等を実
施する。 

H25 104,374  

(H24 －) 

 北海道トップブラン
ドづくり事業 

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。 

 食クラスター「フード
塾」事業 

地域プロジェクトに携わる人材を対象に、全国レベルのマー
ケティング力などを有する人材を育成する。 

 ヒト介入試験推進ネ
ットワーク構築事業 

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。 

 道外向け食の販路拡
大事業 

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。 

 食品製造業海外展開
支援事業 

アドバイザーを配置し、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。 

 北海道食産業総合振
興機構負担金 

【経済部】 

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。 

H25 17,000  

(H24 8,000) 

新 北海道食品機能性表
示委員会運営費    

【経済部】 

食の付加価値向上により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」を創設し、北海道食品機能性
表示委員会（仮称）において、商品の含有成分についての科
学的研究の存在などについて審議する。 

H25 1,385  

(H24 －) 

新 北海道食品機能性表
示制度活用促進事業
費   【経済部】 

道独自の「食品機能性表示制度」について、その活用を目指
す道内外の企業に対し、機能性素材の調達から研究・製造、
認定申請段階に至るトータルな支援を行う。 

H25 43,495  

(H24 －) 

新 北海道食品機能性表
示制度啓発事業費     

【経済部】 

道内外の消費者・企業に対し、セミナーの開催や展示会への
出展等により、道独自の「食品機能性表示制度」の周知を図
るとともに、認定された道産健康食品等のＰＲを行う。 

H25 7,638  

(H24 －) 

新 食のリサイクルトッ
プランナー育成事業
費       【経済部】 

地域で排出された食に関連する廃棄物を原料としたリサイク
ル製品を用いて、地域ブランドを構築する取組を支援し、食ク
ラスターの構築に資するとともに、道内各地への普及を図る。 

H25 4,014  

(H24 －) 

 科学技術振興事業費
補助金（研究開発支援
事業費補助金） 

【総合政策部】 

「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等を支援する。 

H25 74,000  

(H24 79,000) 

新

 

オホーツク食の地域
ブランド形成ネット
ワーク確立事業 
【オホーツク総合振興局】 

地域の産学官金による連携を促進し、オホーツク地域のブラ
ンド力向上に向けて、地域資源を活かした多様な商品開発等
を分野横断的に推進することにより、｢食｣関連産業の総合的
な振興を図る。 

H25 1,503  

(H24 －) 

新 食王国とかち推進事
業【十勝総合振興局】 

農業者と加工・流通業者等の連携による生産から加工、販売
までの一貫した取組を促進することにより、農畜産物の付加
価値を向上させ、産学官金連携による機能性食品素材の開発
を進めるとともに、海外も視野に入れた販路拡大を進める。 

H25 3,662  

(H24 －) 

 「醸造用ぶどうと空
知産ワインの振興」推
進事業 
【空知総合振興局】 

空知管内における醸造用ぶどう栽培と質の高いワイン造りを
行うワイナリー等を総合的に支援していくことにより上質な
ワイン産地「空知」のブランド化を進めるとともに、ワイン
を切口とした食と観光の振興による空知の活性化を図る。 

H25 3,029  

(H24 1,924) 

※注釈   新：平成25年度新規事業    赤：赤レンガ・チャレンジ事業（非予算化事業） 詳細はP48 

条：条例の制定・見直し    連：民間企業等との包括連携協定締結による協働事業 詳細はP48 

他：計画・制度の見直し    ○臨：平成２５年第１回臨時会に計上した国緊急経済対策関連等補正予算 

           ○積：上記○臨に伴う基金積立額 

    

［良質な食を安定的に生む基盤づくり］［良質な食を安定的に生む基盤づくり］［良質な食を安定的に生む基盤づくり］［良質な食を安定的に生む基盤づくり］    

事 業 名 等 事 業 の 概 要 等 予算額(千円) 

新 環境保全型農業総合
推進事業費【農政部】 

YES!clean産地の育成や高度クリーン農業技術の導入を促進
するとともに、有機農業技術の普及や新規参入、有機農産物
の販路拡大等を促進する。 

H25 17,431  

(H24 －) 
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新 水田農業元気づくり
推進事業費【農政部】 

水田農業の産地確立に向け、加工用米・備蓄米等の低コスト・
安定生産や転作麦の生産性向上などの技術研修会の開催・情
報提供を支援する。 

H25 1,348  

(H24 －) 

新 輪作体系維持・確立対
策事業費 【農政部】 

畑作物を安定供給するため、てん菜生産の労働力確保に向け
た検討会の開催とともに、ﾊﾞﾚｲｼｮｼｽﾄｾﾝﾁｭｳ抵抗性品種の普及
拡大に向け、用途別にモデル地区を設定した現地検討会や技
術実証等を実施し、輪作体系の維持・確立を図る。 

H25 3,475  

(H24 －) 

北海道施設園芸高度
化事業費 【農政部】 

養液栽培（植物工場）や新エネルギーを活用した低コスト生
産を促進し、北海道型施設園芸の高度化を図る。 

H25 3,618  

(H24 4,257) 

新 新たな野菜戦略的産
地育成事業費          

【農政部】 

消費者・実需者ニーズの多様化・変化に即応し、加工・業務
用需要に対応できる野菜産地を戦略的に育成するため、加工
適性品種の導入、新たな貯蔵・流通技術の活用、低コスト生
産技術の拡大などに取り組む産地を支援する。 

H25 3,498  

(H24  －) 

新 新たな北海道産牛肉
の品質向上対策事業
費      【農政部】 

道内の肉用牛経営の安定化を推進するため、主体となる乳用
種肉用牛について、枝肉価格差が生じる要因の調査・分析、
高価格で取引されている肉用牛の飼養管理状況の調査等を実
施し、牛肉の品質向上を図る。 

H25 1,300  

(H24  －) 

新 草地生産力向上支援
特別対策事業費 

【農政部】 

本道の酪農経営の安定を図るため、市町村が飼料生産の生産
性を向上させる取組等の推進とともに、草地整備等に係る農
家負担を軽減する場合、その一定額を助成する。 

H25 36,000  

(H24 －) 

新 秋サケ資源対策事業
費   【水産林務部】 

稚魚の飼育環境の改善などを進めるため、飼育施設等の改良
に対する支援を行うとともに、研究成果の実用化を推進する
会議を開催する。 

H25 25,323  

(H24 －) 

新 コンブ作業省力化対
策事業費 

【水産林務部】 

コンブ採取から製品出荷までの効率的な生産体制への移行に
向け、漁業者単位で行っている作業工程の見直しに必要な調
査を実施する。 

H25 9,824  

(H24 －) 

日本海ニシン資源増
大対策事業費  
    【水産林務部】 

自立した放流体制を確立する「漁獲負担積立金」を早期に造
成するための支援のほか、放流適期や稚魚分布の調査などを
実施する。 

H25 9,435  

(H24 8,208) 

新規就農者支援体制
推進事業費         

【農政部】 

地域農業の担い手を地域ぐるみで育てる取組を後押しするた
め、市町村やJAなどの関係機関が新規就農者の就農準備から
定住・定着までを幅広く支援する体制を構築する。 

H25 1,452  

(H24 2,250) 

新 農業技術習得支援事
業費    【農政部】 

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。 

H25 11,069  

(H24 －) 

新 地域農業を担う経営
体育成支援事業費 

   【農政部】 

離農者等の農地や農作業の引き受けなど、公益的な役割を果
たす複数戸による農業法人の設立を推進する。 

H25 1,727  

(H24 －) 

新 農業・農村における女
性の社会参画実態調
査事業費 【農政部】 

女性の地位や社会参画に係る実態を調査し、家族や地域の理
解を促進する手法を検討する。 

H25 4,886  

(H24 －) 

漁業就業促進事業費 
【水産林務部】 

漁業への就業の促進に向け、漁業就業者の確保・育成を実施
する団体への支援や、小型船舶操縦士資格取得講習会を実施
する。 

H25 5,949  

(H24 6,472) 

強い農業づくり事業
費      【農政部】 

農業生産の高品質・高付加価値化や低コスト化の推進及び自
給飼料生産拡大、循環型社会の構築のために必要な施設整備
等を支援する。 

H25 8,971,174  

○臨 5,284,194  

(H24 397,444) 

食料供給基盤強化特
別対策事業費 

【農政部】 

ほ場や用排水施設の整備に係る農家負担の一部を市町村が一
定程度軽減する場合、必要な経費を助成する。 

H25 1,669,337  

(H24 1,598,811) 

 新たな檜山農業推進
プラン促進事業 

【檜山振興局】 

確立された農畜産物ブランドを柱とした檜山型輪作体系と品
目の集中化により、基礎生産力と品質の向上を推進する「新
たな檜山農業推進プラン」を地域とともに策定し、実現に向
けた取組を実施する。 

H25 2,055  

(H24 1,008) 

 るもい食療供給地域
地産地力強化事業 

【留萌振興局】 

担い手を確保し、安全・安心でクリーンな農畜水産物を生産
供給することで、「食」の拠点である「食療供給地域るもい」
の確立強化を図る。 

H25 2,462  

(H24 2,476) 
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新 日高地域のコンブ漁
業の生産安定に向け
た総合対策事業 

【日高振興局】 

生産量が年々減少するコンブ漁業の生産安定に向け、乾燥機
の導入や潜水漁法など、新たな生産体制について検討を行う
ため、各種調査を実施する。 

H25 500  

(H24 －) 

赤  豊かな農業・農村実 
感事業  【農政部】 

農業農村整備事業実施地区や事業で整備した施設等を活用した農業体験学習など
の様々な取組を、市町村や関係団体との連携を図りながら推進する。 

    

［［［［くらしを豊かにする食文化の形成くらしを豊かにする食文化の形成くらしを豊かにする食文化の形成くらしを豊かにする食文化の形成と食の安全確保と食の安全確保と食の安全確保と食の安全確保］］］］ 

事 業 名 等 事 業 の 概 要 等 予算額(千円) 

新 北の大地のめぐみ愛
食総合推進事業費（道
産農産物地産地消推
進事業費）【農政部】 

地域で生産された農林水産物及び加工品を地域内で消費する
地産地消を推進し、道内における道産農産物の消費拡大や観
光客に対する北海道の食の魅力の発信を図る。 

H25 11,246  

(H24 －) 

新 北の大地のめぐみ愛
食総合推進事業費（北
海道らしい食育推進
ステップアップ事業
費）     【農政部】 

新たな「どさんこ食育推進プラン」（北海道食育推進計画）
の作成に向けた検討を行うとともに、食育の実践を道民に啓
発していくため、地域懇談会や事例発表会を開催するなど、
地域の食育活動の底上げを図る。 

H25 9,153  

(H24 －) 

新たな北海道米ブラ
ンド戦略プロジェク
ト事業費 【農政部】 

高品質ブランド米から値ごろ感のある一般家庭用・業務用に
至る多様なニーズに対応したブランド展開により、安全・安
心な北海道米の道内外での需要拡大や、水田を有効活用でき
る飼料用米などの非主食用米の利用拡大を図る。 

H25 11,137  

(H24 12,498) 

道産小麦利用転換加
速化事業費（新・麦チ
ェン事業費）【農政部】 

道産小麦の付加価値向上と地産地消を図るため、輸入小麦か
ら道産小麦への利用転換を推進し、新品種「ゆめちから」の
安定生産と、道産小麦を使用した商品開発の促進・普及に取
り組む。 

H25 8,705  

(H24 10,241) 

新 教育旅行受入拡充支
援事業費 【農政部】 

農業体験を伴う教育旅行の普及に向け、農業者の取組を支援
する協議会等の体制強化とともに、農業・農村の役割を児童・
生徒により深く伝える取組を支援する。 

H25 4,941  

(H24 －) 

 HACCP推進ネットワー
ク事業費 

【保健福祉部】 

HACCP（ハサップ）の手法を取り入れた自主衛生管理の導入を
推進し、道民に安全な食品を提供するとともに、衛生的付加
価値の向上を図る。 

H25 495  

(H24 582) 

 牛海綿状脳症検査費 
【保健福祉部】 

と畜場法、牛海綿状脳症特別措置法に基づき、牛海綿状脳症
（ＢＳＥ）検査を実施する。 

H25 121,910  

(H24 147,759) 

ディスカバリーしり
べし「食の魅力」向上
推進事業 
【後志総合振興局】 

後志地域の食ブランド力強化に向けた「セミナー＆試食会」
等の実施により特産品の磨き上げを行うほか、「和食弁当の
商品化と普及促進」による後志の食の認知度の向上を図る。 

H25 1,996  

(H24 1,898) 

胆振ブランドの生産
力強化・魅力向上推進
事業 
【胆振総合振興局】 

管内の農林水産業の持続的発展のため、「生産力強化」で収
益構造の改善を図り、「魅力向上」で管内の農林水産品への
消費者理解を高める地産地消の促進により、胆振の農林水産
ブランドの活性化を図る。 

H25 1,770  

(H24 1,092) 

道南ブランドステッ
プアップ事業 
【渡島総合振興局・ 

檜山振興局】 

北海道新幹線開業を３年後に控え、道南地域食資源のさらな
る発掘･磨き上げを図るため、一次産業や観光との連携を加速
し、｢道南ブランド｣を確立するとともに、東北地域と連携し、
食の販路拡大･ブランド化を目指す取組を加速させる。 

H25 2,170  

(H24 1,979) 

赤 目指せ！職員全員宣
伝マン！－道産ナチ
ュラルチーズ 庁内
職員への紹介 

    【農政部】 

国内外において評判が高まっている「道産ナチュラルチーズ」を道職員に紹介し、
品質の高さや道内チーズ工房への理解と広告塔としての消費拡大への取組を促進
する。 

連 道内各地域の「食」と
「観光」をＰＲするフ
ェアの開催 

【各振興局】 

道内各地域の特産品を使用した商品販売を行うなど、各地域の食の販路拡大及び観
光ＰＲを実施する。 

＜ (株)ローソン、サッポロホールディングス(株) ＞ 

    

    

    

        



- 26 - 

 

((((２２２２) ) ) ) 地域の強みを活かした観光の創造地域の強みを活かした観光の創造地域の強みを活かした観光の創造地域の強みを活かした観光の創造 

地域の強みを活かした観光の創造に向けて、滞在型観光客の受入体制の整備など、多彩な魅力があふれる

満足度の高い観光地づくりのほか、北海道新幹線の開業を見据えた東北圏や首都圏等からの誘客など、本道

観光の魅力の発信強化に取り組みます。 

 

平成平成平成平成25252525年度に実施する主な施策年度に実施する主な施策年度に実施する主な施策年度に実施する主な施策    

［［［［多彩な魅力あふれる満足度多彩な魅力あふれる満足度多彩な魅力あふれる満足度多彩な魅力あふれる満足度のののの高い観光地づくり高い観光地づくり高い観光地づくり高い観光地づくり］］］］ 

事 業 名 等 事 業 の 概 要 等 予算額(千円) 

 着地型観光魅力づく
り推進事業費（地域
支援型）  【経済部】 

滞在型観光地化を進めるため、広域的な連携のもと、地域資
源を活用した旅行商品の開発や総合的な受入体制の整備等の
取組を支援する。 

H25 38,427  

(H24 39,782) 

 長期滞在型観光地づ
くり支援事業費 
       【経済部】 

長期滞在型の観光地の確立に向けた取組を促進するため、道
内の各地域が行う長期滞在観光客の受入に向けた体制整備等
の取組を支援する。 

H25 50,395  

(H24 58,594) 

新 アウトドア資格制度
を活用した体験型観
光活性化事業費 
       【経済部】 

北海道アウトドア資格制度を活用し、首都圏・関西圏の女性
をターゲットにしたアウトドアツアーの造成促進や冬季の体
験型観光の促進に向けた地域支援を実施する。 

H25 20,755  

(H24 －) 

新 北海道教育旅行活性 
化事業費 【経済部】 

北海道への教育旅行を活性化するため、道内各地の異なる自
然、体験、歴史等の素材を発掘し、地域の状況に合わせた教
育旅行受入体制整備や商品づくりなどの取組を支援する。 

H25 19,801  

(H24 －) 

新 教育旅行受入拡充支
援事業費（再掲） 
       【農政部】 

農業体験を伴う教育旅行の普及に向け、農業者の取組を支援
する協議会等の体制を強化するとともに、農業・農村の役割
を児童・生徒により深く伝える取組を支援する。 

H25 4,941  

(H24 －) 

新 個人海外旅行者(FIT)
受入環境整備事業費 

    【経済部】 

個人海外旅行者に多様な魅力を楽しんでもらうことができる
よう、外国人向け体験プログラムパンフレットの作成や無料
公衆無線LANの普及セミナーを開催する。 

H25 4,836  

(H24 －) 

新 外国人観光客対応力
強化推進事業費 
        【経済部】 

多様化する外国人観光客への対応力を向上させるため、現場
対応者向け実践研修や通訳ガイド育成等研修会、ムスリム観
光客の受入準備に向けたセミナー等を開催する。 

H25 3,162  

(H24 －) 

新 広域観光人材ネット
ワークづくり事業費 

【経済部】 

地域における観光事業の活性化を促進するため、広域観光人
材ネットワーク形成講座を開催し、観光人材のネットワーク
形成を推進する。 

H25 994  

(H24 －) 

新 食と観光の融合によ
るフードツーリズム
推進事業費 
【上川総合振興局】 

地域の日常である食・食文化を観光資源とする持続可能な観
光まちづくりを目指す「フードツーリズム」概念を導入した
着地型旅行を推進し、地域における担い手・受け皿組織を構
築するため、現地調査やキックオフフォーラムを開催する。 

H25 2,026  

(H24 －) 

新 
 

オホーツク地域来訪
促進事業 
【オホーツク総合振興局】 

オホーツク地域への観光客の更なる来訪を促進するため、オ
ホーツク地域が有する食や景観などの豊かな地域資源を磨き
上げるとともに、地域資源を国内外の観光客に情報発信する。 

H25 2,488  

(H24 －) 

 地域資源活用型観光
推進事業 

【根室振興局】 
【釧路総合振興局】 

【ｵﾎｰﾂｸ総合振興局】 

自然・食・北方領土学習・地域産業など競争力のある地域資
源を活用した体験型観光の充実強化や修学旅行誘致に向けた
取組を推進し、「滞在型観光地」への転換と交流人口の増加
を図る。 

H25 3,064  

(H24 2,680) 

新 食観光モデルルート
磨き上げ事業 
【十勝総合振興局】 

食材王国十勝の安全・安心な「食」を核として、自然景観な
どの観光資源を組み合わせた観光モデルルートを開発し、滞
在周遊型の観光地づくりを進める。 

H25 1,316  

(H24 －) 

新 後志広域景観づくり
推進事業 
【後志総合振興局】 

広域景観づくりに向けた取組を推進するとともに、景観の阻
害要因である廃屋や空家を解消するためのルールづくりや空
き家活用の促進を進め、全道で活用可能な廃屋・空き家対策
に係る“後志モデル”を構築する。 

H25 1,975  

(H24 －) 

 北海道新幹線開業に
向けた広域観光推進
事業 
【渡島総合振興局】 

【檜山振興局】 
【後志総合振興局】 
【胆振総合振興局】 

平成27年度の北海道新幹線・新函館駅（仮称）開業による波
及効果を地域全体が享受できるよう、青森や隣接地域を視野
に入れた広域観光を推進する。 

H25 3,555  

(H24 2,376) 
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［［［［本道の多様な魅力の発信強化本道の多様な魅力の発信強化本道の多様な魅力の発信強化本道の多様な魅力の発信強化］］］］ 

事 業 名 等 事 業 の 概 要 等 予算額(千円) 

新 道内旅行意欲向上キ
ャンペーン事業費 

【経済部】 

観光入込客数の約85％を占める道内観光客の増加を図るた
め、道内旅行への意欲の向上を図る取組を実施する。 

H25 27,465  

(H24 －) 

新 北海道新幹線開業等
の効果を活かした誘
客促進事業費 

【経済部】 

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・北関東圏に向け
た宣伝活動を展開する。 

H25 19,896  

(H24 －) 

新 ＬＣＣ等空路を活用
した誘客促進事業費 

【経済部】 

LCCの本格就航を北海道への誘客に繋げるため、国内に向けた
北海道観光の魅力の発信による積極的なプロモーション活動
を展開するとともに、今後の誘客施策の参考とするため、LCC
利用者に対し、マーケティング調査を実施する。 

H25 30,198  

(H24 －) 

新 北海道誘客強化対策 
事業費   【経済部】 

道内地方空港に航空路線が就航している地域や誘客が期待さ
れるエリアへの誘客に向けて、道内各地域と連携したプロモ
ーションを展開する。 

H25 30,000  

(H24 －) 

 北海道観光誘致推進
事業費   【経済部】 

(社)北海道観光振興機構が実施する各種宣伝誘致事業に対す
る支援を行う。 

H25 171,812  

(H24 172,135) 

 北海道さっぽろ「食と
観光」情報館運営費 

【経済部】 

道が高い魅力を持つ「食」と「観光」の分野において、その
魅力をアピールする総合情報拠点として札幌市との連携によ
り整備した施設の管理運営を実施する。 

H25 37,092  

(H24 36,973) 

新 特定目的旅行等創客
促進事業費 

【経済部】 

有望なターゲットごとの戦略的な誘致活動を展開するため、
新商品提案、メディア等を招へいした視察会・商談会の開催、
ラグジュアリー層向け商談会への出展などを実施する。 

H25 24,772  

(H24 －) 

新 そらいちのファンづ
くり推進事業 
【空知総合振興局】 

食・観光アプリを活用した情報発信を行うとともに、利用動
向を把握分析し、新たな観光振興事業の展開に反映させ、空
知のファンやリピーターの確保、育成を図る。 

H25 2,045  

(H24 －) 

新 石狩観光スタイル情報
発信事業 

【石狩振興局】 

「石狩観光スタイル」（都市と自然が共存する石狩ならでは
の観光スタイル）を確立させ、国内外からの誘客を促進する
とともに、観光プロモーション及びハブ観光推進モニターツ
アーを実施する。 

H25 1,397  

(H24 －) 

赤 留萌フォトマルシェ
（写真市場）事業  

  【留萌振興局】 

留萌振興局のホームページ上に管内の文化、名所、名物等をテーマとした写真を集
めたウェブサイトをオープンし、留萌管内の魅力を国内だけではなく海外にも広く
ＰＲする。 

連 北海道観光をＰＲす
るブックフェアの開
催   【総合政策部】 

北海道観光のＰＲを図るため、道内外店舗を活用した北海道関連書籍のブックフェ
アを開催する。 

＜(株)三省堂書店＞ 

 

((((３３３３) ) ) ) グローバル・ネットワークによる海外成長力の取り込みグローバル・ネットワークによる海外成長力の取り込みグローバル・ネットワークによる海外成長力の取り込みグローバル・ネットワークによる海外成長力の取り込み 

アジアの成長力を本道経済に取り込むため、ASEAN 諸国や中国、ロシア極東地域などにおいて、現地関

係機関等とのネットワークを活用しながら、道産品の販路拡大や観光客誘致のためのプロモーションに加え、

環境問題など社会的課題の解決を通じた新たな市場参入の取組を進めるとともに、人・モノの円滑な流れを

促す航空ネットワークの充実や港湾機能の強化などに取り組みます。 

 

平成平成平成平成25252525年度に実施する主な施策年度に実施する主な施策年度に実施する主な施策年度に実施する主な施策    

［［［［東アジアを中心とした誘客促進と販路拡大東アジアを中心とした誘客促進と販路拡大東アジアを中心とした誘客促進と販路拡大東アジアを中心とした誘客促進と販路拡大］］］］ 

事 業 名 等 事 業 の 概 要 等 予算額(千円) 

新 北海道安全・安心プロ
モーション事業費 
       【経済部】 

韓国、香港、シンガポールから北海道への観光客数の回復が
遅れているため、北海道は安全・安心で魅力あふれる観光地
であることを発信し、入込の回復、促進を図る。 

H25 23,475  

(H24 －) 

新 特定目的旅行等創客
促進事業費（再掲） 

    【経済部】 

有望なターゲットごとの戦略的な誘致活動を展開するため、
新商品提案、メディア等を招へいした視察会・商談会の開催、
ラグジュアリー層向け商談会への出展などを実施する。 
 
 

H25 24,772  

(H24 －) 



- 28 - 

 

新 北海道観光成長市場
開拓促進事業費 

【経済部】 

観光客誘致に向け成長市場や新市場開拓を加速するため、FIT
商品造成のための招へい、北京、上海及び周辺地域に対する
プロモーション活動やタイ、マレーシア等を対象とした招へ
い事業・商談会などを実施する。 

H25 77,158  

(H24 －) 

新 外国人観光客対応力
強化推進事業費 
（再掲） 【経済部】 

多様化する外国人観光客への対応力を向上させるため、現場
対応者向け実践研修や通訳ガイド育成等研修会、ムスリム観
光客の受入準備に向けたセミナー等を開催する。 

H25 3,162  

(H24 －) 

新 個人海外旅行者(FIT)
受入環境整備事業費 
(再掲)   【経済部】 

個人海外旅行者に多様な魅力を楽しむことができるよう、外
国人向け体験プログラムパンフレットの作成や無料公衆無線
LANの普及セミナーを開催する。 

H25 4,836  

(H24 －) 

新 タイ国政府観光庁と
の趣意書調印記念事
業費   【経済部】 

道とタイ国政府観光庁との観光交流促進に向けた趣意書調印
を記念し、タイ国内向け観光プロモーション・イベントやタ
イ要人との交流会を実施する。 

H25 10,000  

(H24 －) 

新 ASEAN等ネットワーク
事業費   【経済部】 

ASEAN諸国等とのネットワーク構築の取組として、市場開拓に
向けた現地商談会や地域の魅力ＰＲ、現地企業を道内に招へ
いする商談会、対内投資説明会等を実施する。 

H25 20,358  

(H24 －) 

新 ロシア極東地域経済
交流促進事業費 

【経済部】 

発展が進むロシア極東大陸部等において、食や環境・寒冷地
技術分野等への道内企業の参入を促進するため、北海道フェ
アの開催や旅行会社の招へいを行う。 

H25 17,549  

(H24 －) 

新 ロシア極東地域「貢献
と参入」プロジェクト
推進費   【経済部】 

ロシア極東３地域との経済協力プログラムに基づいた成果を
もとに、現地地方政府、本道関係企業等とのネットワークを
強化し、新たな「貢献と参入」の視点に立った経済交流の環
境づくりを進める。 

H25 12,525  

(H24 －) 

北海道ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ普及事
業費     【経済部】 

海外における北海道ブランドの普及と保護を図るため、「道
産品輸出用シンボルマーク」を活用し海外物産展・商談会や
道産品取扱店舗等においてＰＲを実施する。 

H25 1,415  

(H24 2,416) 

北海道上海事務所運
営事業費 【経済部】 

中国市場における販路拡大のため、北海道上海事務所を拠点
として、物産と観光を中心とした事業展開や情報収集・発信、
ビジネス・サポートを行う。 

H25 29,119  

(H24 29,744) 

北東北三県・北海道ソ
ウル事務所運営事業
費     【経済部】 

韓国市場における販路拡大のため、北東北三県・北海道ソウ
ル事務所を運営する。 

H25 10,646  

(H24 10,646) 

新     戦略産業雇用創造プ
ロジェクト事業費 
（再掲） 【経済部】 

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
支援制度の活用を図る。 

 食品製造業海外展開
支援事業 

アドバイザーを配置し、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。 

H25 36,370  

(H24 －) 

サハリン州等ロシア
極東地域友好・経済協
力推進事業費(交流協
力)      【経済部】 

北海道とサハリン州等ロシア極東地域との友好・経済協力事
業の基本的な方針等を協議するための諸会議の実施や北海道
ブランドの発信を行う。 

H25 5,698  

(H24 6,067) 

 北東アジア経済交流
推進費   【経済部】 

北海道と中国東北三省との経済交流を促進するため、代表団
の相互派遣を通じ、社会的課題の解決に向けた協議・情報交
換などを行い、道内企業の参入促進を図る。 

H25 3,564  

(H24 5,654) 

新 サハリン交流推進事
業【宗谷総合振興局】 

宗谷地域とサハリン州との経済及び観光交流をより一層推進
し宗谷地域の発展を図る。 

H25 928  

(H24 －) 

    

［［［［人人人人・モノの円滑な流れを促す基盤づくり・モノの円滑な流れを促す基盤づくり・モノの円滑な流れを促す基盤づくり・モノの円滑な流れを促す基盤づくり］］］］    

事 業 名 等 事 業 の 概 要 等 予算額(千円) 

国際航空定期便就航
促進事業費補助金 

【建設部】 

新たに新千歳空港への就航を検討している航空会社に対し
て、早期就航を促す観点から、その運航に伴う負担を軽減す
るための補助制度を設け、新千歳空港の国際拠点空港化を推
進する。 

H25 50,400  

(H24 －) 

新 航空ネットワーク形
成推進費 【建設部】 

道内地方空港の活性化に資するため、航空需要の拡大に向け、
エアポートセールスを実施し、航空路線の維持・拡充を図る。 
 
 

H25 2,000  

(H24 －) 
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新 港湾機能強化連携推
進事業費 【建設部】 

各港湾管理者との連携を強化し、課題の検討・解決を進める
ため、港湾機能強化検討会を設置するとともに、貨物船の利
用増、国際クルーズ船の誘致など利用促進に向けた取組を行
い、各港湾の機能強化を推進する。 

H25 1,000  

(H24 －) 

新 東アジア地域間交流
促進事業 

【総合政策部】 

道内で開催される国際会議を活用し、北海道の様々な魅力の
発信や交流の促進等を図る。 

H25 26,424  

(H24 －) 

新 北東アジア・ターミナ
ル構想推進費 

【建設部】 

国内外との人や物の往来を活発化させ、北東アジアにおける
物流や人流の拠点となることを目指す「北東アジア・ターミ
ナル構想」の実現に向け、庁内横断的な委員会を設置し、構
想を推進する。 

H25 600  

(H24 －) 

他 国際航空定期便就航
促進事業費補助金に
係る制度の改正 

【建設部】 

これまでは新千歳空港に就航する国際定期便のみを補助金の対象としていたが、道
内地方空港の国際化を推進するため、他の道内空港に就航する国際定期便にも本制
度を適用する。 

    

    ((((４４４４) ) ) ) 地域経済地域経済地域経済地域経済を支える中小企業支援と雇用の確保を支える中小企業支援と雇用の確保を支える中小企業支援と雇用の確保を支える中小企業支援と雇用の確保 

地域経済の活性化と雇用の確保を図るため、食関連機械の開発促進や東北の自動車生産拠点化の動きを捉

えたものづくり産業の集積促進、地域生活の基盤となる商業の活性化などの産業振興とともに、地域を支え

る中小企業への支援などに取り組みます。また、産業振興を通じた雇用の受け皿づくりをはじめ、若年者を

中心とした就業の促進、地域を担う産業人材の育成などに取り組みます。 

 

平成平成平成平成25252525年度に実施する主な施策年度に実施する主な施策年度に実施する主な施策年度に実施する主な施策    

［［［［ものづくり産業や商業など地域を支える中小企業への支援ものづくり産業や商業など地域を支える中小企業への支援ものづくり産業や商業など地域を支える中小企業への支援ものづくり産業や商業など地域を支える中小企業への支援］］］］    

事 業 名 等 事 業 の 概 要 等 予算額(千円) 

新     戦略産業雇用創造プ
ロジェクト事業費 
（再掲）【経済部】 

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
支援制度の活用を図る。 

 先端技術等習得講習 
事業 

道内企業の技術優位性を高め、自動車産業をはじめとしたも
のづくり産業への参入を促進するとともに、関連企業の立地
を推進する。 

H25 132,640  

(H24 －) 

 自動車生産サプライ 
チェーン集積促進事
業 

新たに形成される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促進・誘致に関する一体的な取組を実
施する。 

 食関連機械産業振興 
事業 

本道が優位性を持つ｢食｣を支える食関連機械産業の幅広い取
引機会の開拓を図るとともに、食関連機械の開発を促進する。 

 地域のものづくり産
業力強化対策事業 

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 

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。 

 企業誘致強化人材育
成事業 

自動車関連企業をはじめとしたものづくり産業の企業立地を
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 

道内ものづくり企業の競争力強化や人材の育成・確保のため、
必要なノウハウのアドバイスや高専と連携した人材確保の取
組を実施する。 

 ものづくり産業販路
拡大事業 

道内ものづくり企業の販路拡大や人材の育成・確保のため、
道外企業とのマッチングやセミナー等を開催する。 

 地域中小企業経営力
強化特別対策事業費 

     【経済部】 

金融円滑化法終了(H25.3)により、中小企業の資金繰りの悪化
などが懸念されるため、緊急相談窓口を設置し、関係機関と
の連携により、経営改善・事業再生に向けた支援を実施する。 

H25 73,136  

(H24 －) 

新 創業チャレンジ・事業 
承継スタートアップ支
援事業費   【経済部】 

新規創業への挑戦を促進するため、ワークショップや実証実験等を
通じて事業計画づくりの手法を検討するとともに、既存企業の事業
承継の円滑化を図るため、事業承継・後継者育成セミナーを実施す
る。 

H25 29,956  

(H24 －) 
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新 中小企業向け融資制度
調査検討事業費 

【経済部】 

近年の中小企業を取り巻く金融経済環境の大きな変化等を踏まえ、
現行制度を見直し、今後の融資制度のあり方について検討を行う。 

H25 13,073  

(H24 －) 

新 食関連機械産業支援
IT人材育成・利活用促
進事業費 【経済部】 

今後の発展が見込まれる食関連機械へのＩＴ導入を促進し、
道内ＩＴ産業及び食関連機械産業の市場拡大を図るため、セ
ミナーやマッチングの実施、ＩＴコーディネーターの派遣等
を行う。 

H25 14,909  

H24 －) 

地域商業活性化総合
対策事業費【経済部】 

各地域の実態に応じた地域商業活性化に係る自主的な取組を
誘導するため、モデル的な取組に対して補助し、その成果を
全道に普及する。 

H25 41,284  

(H24 48,000) 

北海道中小企業総合
支援センター事業費
補助金  【経済部】 

本道中小企業の経営資源の確保及び新事業の創出を促進する
ため、中小企業支援の中核的支援機関である（公財）北海道
中小企業総合支援センターが行う各種支援事業に対し助成す
る。 

H25 1,044,084  

(H24 1,226,016) 

建設業サポートセン
ター運営費【建設部】 

厳しい経営環境にある建設業事業者を支援するため、中小企
業診断士等の専門家が経営基盤の強化や人材育成などの相談
に対応するとともに、各種支援制度や取組事例等の紹介を行
う建設業サポートセンターを運営する。 

H25 5,447  

(H24 5,077) 

 中小企業総合振興資
金貸付金  【経済部】 

中小企業の経営基盤の強化、事業の活性化を図るため、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。（金融円滑化法終了（H25.3）などに対応するため、経営
力強化貸付を新設（H25.2）） 

融資枠 

H25 1,750億円  

(H24 1,850億円) 

赤 問題解決手法研修会 
【経済部】 

地場企業のＱＣＤ（品質・価格・納期）対応力強化を目的に、従業員の能力向上に
効果的であるＱＣサークル活動の導入・定着を図るため、ＱＣサークル北海道支部
と共催で研修会を開催する。 

    

［［［［地域の担い手となる人材育成と雇用の確保地域の担い手となる人材育成と雇用の確保地域の担い手となる人材育成と雇用の確保地域の担い手となる人材育成と雇用の確保］］］］    

事 業 名 等 事 業 の 概 要 等 予算額(千円) 

 緊急雇用創出事業臨
時特例対策推進費 

【経済部】 

 

 
 
 

今後の成長が見込まれる分野や地域の産業･雇用振興策に沿
った事業により、地域に根ざした雇用・就業機会の創出を図
る。 
 

うち起業支援型雇用創造事業分（H25）：4,650,000千円 
 （内容） 

地域の産業･雇用振興策に沿って、起業後10年以内の企業等を 
委託先として、地域に根ざした雇用創出に資する事業を実施する。 

H25 7,906,071  

○臨 ○積 4,650,891 

(H24 6,502,312) 

○ 
主 
な 
事 
業 

障がい者就業サポ
ーター派遣事業 

【経済部】 

障がい者雇用未経験企業等に対し、障がい者就業サポーター
を派遣し、雇用体験を通じた実践的な障がい特性や雇用管理
等に関するアドバイスを行うことで、障がい者雇用に対する
理解とノウハウを深め、障がい者の雇用の推進を図る。 

H25 21,209  

(H24 －) 

新非正規労働者均衡
待遇・正社員化促進
事業   【経済部】 

非正規労働者の正社員との均衡ある待遇や正社員化に取り組
む企業を発掘し、その情報を広く情報発信することにより、
非正規労働者均衡待遇・正社員化を促進する。 

H25 10,894  

(H24 －) 

新     戦略産業雇用創造プ
ロジェクト事業費 

【経済部】 

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の活用
を図る。 

H25 538,670  

(H24 －) 

 地域マネジメント推
進事業 

プロジェクト全体を統括する人材を配置し、事業の効果的か
つ円滑な実施を図る。 

H25 301,656  

(H24 －) 

 若年求職者技能修得
支援事業 

座学による社会人基礎力の習得、就業体験を通じて、就職の
促進を図る。 

 若年求職者等産業別
就職支援事業 

全道各地でｾﾐﾅｰやﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ等を連動させた合同企業説明会を
一体的に実施し、若年者の早期就職の促進を図る。 

 自動車関連産業人材
育成事業 

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。 
 

 ものづくり人材確保
事業 

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、求人・求職情報の提供などを行う。 
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 北海道求職者就職支
援センター事業費    

【経済部】 

ジョブカフェ・ジョブサロン北海道を引き続き設置し、若者
や中高年求職者を対象に、カウンセリングやセミナーなど、
きめ細かな就職支援サービスを提供するとともに、円滑な就
職活動のサポートを行い、求職者の早期就職を支援する。 

H25 118,881  

(H24 132,035) 

 地域若年者雇用奨励
事業費   【経済部】 

若年者を正規に雇用して新規開業や新事業展開を行う中小企
業者等に対して補助金を交付するとともに、雇い入れの状況
に応じた奨励金を支給することで、地域における雇用機会の
創出を図る。 

H25 53,205  

(H24 94,227) 

 季節労働者通年雇用
促進地域対策事業費 

【経済部】 

道内の季節労働者の通年雇用化を促進するため、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
される協議会に参画するとともに、地域の独自の取組を支援
する。 

H25 40,775  

(H24 46,452) 

離職者の安全生活支
援事業費 

【保健福祉部】 

求職中の貧困・困窮者への住宅手当の給付等の生活・就労支
援を行う。 

H25 1,054,959  

(H24 1,171,328) 

新規就農者支援体制
推進事業費（再掲） 

 【農政部】 

地域農業の担い手を地域ぐるみで育てる取組を後押しするた
め、市町村やJAなどの関係機関が新規就農者の就農準備から
定住・定着までを幅広く支援する体制を構築する。 

H25 1,452  

(H24 2,250) 

新 農業技術習得支援事
業費（再掲）【農政部】 

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。 

H25 11,069  

(H24 －) 

新 地域農業を担う経営
体育成支援事業費 
（再掲） 【農政部】 

離農者等の農地や農作業の引き受けなど、公益的な役割を果
たす複数戸による農業法人の設立を推進する。 

H25 1,727  

(H24 －) 

新 農業・農村における女
性の社会参画実態調
査事業費（再掲） 

 【農政部】 

女性の地位や社会参画に係る実態を調査し、家族や地域の理
解を促進する手法を検討する。 

H25 4,886  

(H24 －) 

森林整備担い手対策
推進費【水産林務部】 

適切な森林整備を進めるため、林業労働者に対し、安全衛生
の確保、技術技能の向上、福利厚生の充実などの支援を実施
し、林業労働者の育成・確保を推進する。 

H25 124,917  

(H24 150,923) 

漁業就業促進事業費 
（再掲）【水産林務部】 

漁業への就業の促進に向け、漁業就業者の確保・育成を実施
する団体への支援や、小型船舶操縦士資格取得講習会を実施
する。 

H25 5,949  

(H24 6,472) 

高等学校キャリア教
育実践事業【教育庁】 

学校から社会・職業への移行が円滑に行われるよう、高等学
校において、社会的・職業的自立に必要な能力などを育て、 
体系的なキャリア教育・職業教育の充実を図る。 

H25 14,549  

(H24 19,961) 

赤 次世代ものづくり人
材育成事業【経済部】 

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、工業高校と高等技術専
門学院の連携などによるものづくり教育を推進する。 

連 地域の人材育成の取
組への協力事業 

【教育庁】 

道内の高校生・教師等を対象とした特別授業に講師を派遣し、講義や実験等の実施
を通じて、第一線の研究者・技術者の世界に触れる機会の提供を行う。 

＜雪印メグミルク(株)＞ 

連 航空教室の実施 
【教育庁】 

道内の小学生を対象として、パイロット、キャビンアテンダント、整備士等による
特別授業を実施することにより、職に関する体験や学習を行い、職業意識の向上を
図る。                                         ＜(株)ＡＩＲＤＯ＞ 
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「環境先進地」北海道づくりに向け、深刻化する地球温暖化・資源エネルギー問題に的確に対応していく

ためには、本道が有する豊富な再生可能エネルギー資源を最大限に活用するなど、循環型の社会経済システ

ムを構築していくことが重要です。 

このため、産業とくらしを支える新たなエネルギーの開発・導入、地球温暖化対策や森林資源の保全とい

った資源の循環利用の促進、人と自然の共生を基本とした環境の保全・継承の取組を進めます。 

 

((((１１１１) ) ) ) 産業とくらしを支える新エネルギーの開発・導入産業とくらしを支える新エネルギーの開発・導入産業とくらしを支える新エネルギーの開発・導入産業とくらしを支える新エネルギーの開発・導入    

産業とくらしを支える持続可能な新エネルギーの開発・導入に向けて、地域で育ちつつある様々なエネル

ギーの地産地消に向けた取組の促進、新たなエネルギー技術の導入及び産業群の育成に対する支援に取り組

みます。 

    

平成平成平成平成25252525年度に実施する主な施策年度に実施する主な施策年度に実施する主な施策年度に実施する主な施策    

［［［［エネルギーの地産地消の推進エネルギーの地産地消の推進エネルギーの地産地消の推進エネルギーの地産地消の推進］］］］    

事 業 名 等 事 業 の 概 要 等 予算額(千円) 

新 エネルギーの地産地
消促進事業費 

【経済部】 

エネルギーの地産地消に向けて、専門性を持った人材の育
成・確保、地域の資源や特色を活かした取組を支援する。 

H25 55,663  

(H24     －) 

地域新エネルギー導
入加速化事業費 

【経済部】 

市町村などの新エネルギー導入の実現に向け、導入の可能性
調査事業等を支援する。 

H25 11,026  

(H24 28,557) 

再生可能エネルギー
等導入推進基金事業 

【環境生活部】 

地域の再生可能エネルギー資源を活用した自立・分散型エネ
ルギーシステムの導入を進めるため、地域の防災拠点となり
得る公共施設などを中心に太陽光発電施設等を整備する。 

H25 246,171  

(H24     －) 

「一村一エネ」事業費 
【経済部】 

市町村や民間企業等が連携して行う、地域経済の活性化につ
ながる省エネ・新エネの取組を支援する。 

H25 91,046  

(H24 91,046) 

新 小水力等再生可能エ
ネルギー導入推進事 
業費    【農政部】 

農業水利施設等の水力エネルギーに着目した小水力など再生
可能エネルギーの導入を促進するため、小水力等発電施設等
の整備に係る調査設計等への支援を実施する。 

H25 110,000  

○臨 10,000  

(H24     －) 

森林整備加速化・林
業再生事業費（木質
バイオマス利用施設
等整備、木質バイオ 
マス利用促進の取組） 

【水産林務部】 

林地未利用材など木質バイオマスのエネルギー利用を促進す
るため、収集機材や加工施設等の整備や地域における木質バ
イオマスの安定供給に向けた取組を支援する。 
  

H25 4,202,323  

○臨  ○積 3,176,878 

(H24 341,781) 

   新エネルギー等率先
導入推進事業費 

【経済部】 

地域において、道自らが道有施設への率先した新エネ導入や
省エネを行うことにより、地場企業等によるコスト面・環境
面での創意工夫と産業間連携を促し、新エネ導入・省エネ推
進モデルの普及啓発と環境エネルギー関連市場の拡大を図
る。 

H25 52,714  

(H24 64,879) 

次世代北方型居住空
間モデル構想推進事
業       【建設部】 

地域の産業構造や固有の資源に着目し、住宅・交通などの「都
市基盤」やバイオマスエネルギーの有効利用といった「しく
み」の整備を図ることにより、持続可能で質の高いくらしの
場の創出を目指す取組を推進する。 

H25 2,000  

(H24 12,572) 

北海道型ゼロエミッ
ション住宅技術開発
事業     【建設部】 

躯体・設備の省エネルギー性能向上や再生可能エネルギー（太
陽光パネル等）の活用などにより、住宅におけるＣＯ２排出
量が実質ゼロ又はほとんどゼロとなる住宅のプロトタイプを
開発する。 

H25 6,600  

(H24 7,500) 

新 都市型再生可能エネ
ルギー普及推進事業 

【石狩振興局】 

管内自治体をはじめとした関係機関の連携のもと、太陽光エ
ネルギーの導入促進に向けた検討を行い、地域特性を活かし
た都市型再生可能エネルギーの導入促進と関連産業の振興を
図る。 

H25 1,378  

(H24 －) 

２ 「環境先進地」北海道づくり 
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新 エコアイランド構想
実証プロジェクト推
進事業【留萌振興局】 

天売島において、自然エネルギーや電気自動車の導入を図る
ことにより、自然や環境を保全するとともに、地域振興や住
民の安全安心に寄与することを目的とした「エコアイランド
構想」の実現に向け羽幌町と連携して取組を推進する。 

H25 945  

(H24 －) 

赤 産業分野への雪氷エ
ネルギー導入促進事
業      【経済部】 

国、市町村、関係機関などと連携し、産業分野への雪氷エネルギー導入の促進を図
る。 

赤 新エネルギー賦存量
等推計ソフト活用支 
援事業  【経済部】 

地域の新エネルギー賦存量の把握を支援することで、導入に向けた取組を促進す
る。 

※注釈   新：平成25年度新規事業    赤：赤レンガ・チャレンジ事業（非予算化事業） 詳細はP48 

条：条例の制定・見直し    連：民間企業等との包括連携協定締結による協働事業 詳細はP48 

他：計画・制度の見直し    ○臨：平成２５年第１回臨時会に計上した国緊急経済対策関連等補正予算 

           ○積：上記○臨に伴う基金積立額 

    

［［［［新たなエネルギー技術の導入と産業群の育成に向けた取組の推進新たなエネルギー技術の導入と産業群の育成に向けた取組の推進新たなエネルギー技術の導入と産業群の育成に向けた取組の推進新たなエネルギー技術の導入と産業群の育成に向けた取組の推進］］］］    

事 業 名 等 事 業 の 概 要 等 予算額(千円) 

新 環境産業企業間連携
支援事業費【経済部】 

環境産業分野における道内企業全体の底上げを図るため、道
外プロジェクト参入を見据えた企業間連携促進による商品・
技術の組合せや差別化、展示会への出展など、積極的な道外
進出に向けた支援を実施する。 

H25 15,976  

(H24 －) 

新 環境・エネルギー 
プロジェクト形成 
促進事業費【経済部】 

道内での環境・エネルギー分野のプロジェクト形成を図るた
め、道内へのプロジェクト誘致や道内企業の道外でのプロジ
ェクト参画に向けた環境整備を図る。 

H25 31,467  

(H24 －) 

新 環境・エネルギー「サ
ポートビジネス」創
出育成事業費 

【経済部】 

環境産業をサポートする関連ビジネスの実態、市場規模、ニ
ーズ、課題、事業化の可能性調査を行い、本道における環境・
エネルギー関連サポートビジネスの創出・育成を図る。 

H25 5,155  

(H24 －) 

環境・エネルギービ
ジネス育成・振興事 
業費     【経済部】 

環境関連の新規事業の創出や環境産業への参入を活性化する
ため、中核的産業支援機関を中心とした総合支援体制を整備
し、企業への相談や専門家派遣などを行う。 

H25 9,307  

(H24 9,683) 

道産エネルギー技術
振興事業費 

【経済部】 

本道における気象条件や地域に賦存するエネルギー資源及び
道内技術シーズを活かし、環境産業の振興を図るため、道産
の先進的な技術開発や研究に対する支援とともに、道内技術
シーズ等を活用した事業化の取組を支援する。 

H25 63,735  

(H24 73,735) 

赤 石狩湾新港地域にお
けるグリーンエネル
ギーの産業化促進事 
業      【経済部】 

石狩湾新港地域内に既に存在する環境配慮型エネルギーや域内で進展しつつある
再生可能エネルギー事業を結びつけるイノベーション（技術革新）を促すことによ
って、産業化への方向性を示し、石狩湾新港地域の総合的・一体的開発の実現に結
びつける。 

赤 苫小牧地域における
CCSを活用した産業 
促進事業 【経済部】 

苫小牧地域での国内初となる本格的なCCS（二酸化炭素の回収及び貯留）大規模実
証試験の実施に伴い、苫小牧東部開発連絡協議会が主体となって、道をはじめとし
た地元関係機関と連携し、CCSを活用した産業展開の促進に向けた取組を行う。 

 

((((２２２２))))    地球環境問題にも貢献する循環型社会づくり地球環境問題にも貢献する循環型社会づくり地球環境問題にも貢献する循環型社会づくり地球環境問題にも貢献する循環型社会づくり    

自然環境の持続的な有効活用を目指す循環型社会づくりに向けて、効果的・効率的なエネルギー消費と地

球温暖化の防止に向けた取組を進めるとともに、環境と経済の好循環を可能にする環境産業の育成、森林資

源の循環利用を推進します。 

 

平成平成平成平成25252525年度に実施する主な施策年度に実施する主な施策年度に実施する主な施策年度に実施する主な施策    

［［［［効果的・効率的なエネルギー消費と地球温暖化防止の推進効果的・効率的なエネルギー消費と地球温暖化防止の推進効果的・効率的なエネルギー消費と地球温暖化防止の推進効果的・効率的なエネルギー消費と地球温暖化防止の推進］］］］    

事 業 名 等 事 業 の 概 要 等 予算額(千円) 

戦略的省エネ促進 
事業費   【経済部】 

省エネを促進するため、省エネ技術の可能性調査や普及啓発
事業を支援する。 

H25 15,326  

(H24 18,447) 

   新エネルギー等率先
導入推進事業費 
（再掲） 【経済部】 

地域において、道自らが道有施設への率先した新エネルギー
の導入を行うことにより、地場企業等によるコスト面・環境
面での創意工夫と産業間連携を促し、普及啓発と環境エネル
ギー関連市場の拡大を図る。 

H25 52,714  

(H24 64,879) 
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新 エネルギーの地産地
消促進事業費 
（再掲） 【経済部】 

エネルギーの地産地消に向けて、専門性を持った人材の育
成・確保、地域の資源や特色を活かした取組を支援する。 

H25 55,663  

(H24 －) 

新 道民省エネ実践見え
る化事業 

【環境生活部】 

道民による温室効果ガス削減行動の拡大・定着のため、専用
ウェブサイトを作成し、道民参加型の見える化プロジェクト
を実施するなど削減行動の効果が実感できる仕組みを構築
し、普及啓発を実施する。 

H25 26,677  

(H24 －) 

新 道産クレジット活用
促進事業費 

【環境生活部】 

温室効果ガス削減の方法の一つであるカーボン・オフセット
の取組を加速化させるため、事業者に対する道産クレジット
のPR、オフセット実施に向けた個別相談等を実施する。 

H25 2,498  

(H24 －) 

ストップ・ザ・温暖
化推進事業費 

【環境生活部】 

温室効果ガス削減に向けた道民・事業者の取組促進のため、
地球温暖化防止活動推進員の活動支援や温暖化防止に関する
普及啓発活動等を実施する。 

H25 2,182  

(H24 2,424) 

エコアンドセーフテ
ィ推進事業 

【環境生活部】 

エコドライブの浸透により、温室効果ガス削減と交通事故抑
制を一体的に図るため、免許更新者や自動車購入者等への啓
発の実施及びエコドライブ体験会等の開催などにより広く啓
発を実施する。 

H25 7,148  

(H24 8,839) 

バイオ燃料利活用普
及促進事業費 

【環境生活部】 

北海道産バイオ燃料の地産地消の促進を図るため、バイオ燃
料普及戦略会議の開催やセミナー開催などの普及啓発事業を
実施する。 

H25 1,719  

(H24 1,912) 

次世代北方型居住空
間モデル構想推進事
業（再掲）【建設部】 

地域の産業構造や固有の資源に着目し、住宅・交通などの「都
市基盤」やバイオマスエネルギーの有効利用といった「しく
み」の整備を図ることにより、持続可能で質の高い暮らしの
場の創出を目指す取組を推進する。 

H25 2,000  

(H24 12,572) 

北海道型ゼロエミッ
ション住宅技術開発
事業（再掲） 

【建設部】 

躯体・設備の省エネルギー性能向上や再生可能エネルギー（太
陽光パネル等）の活用などにより、住宅におけるＣＯ２排出
量を実質ゼロ又はほとんどゼロとなる住宅のプロトタイプを
開発する。 

H25 6,600  

(H24 7,500) 

  森林吸収エコビジネ
ス推進事業費 

【水産林務部】 

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を図る。 

H25 1,649  

(H24 3,928) 

赤 省エネルギー・新エ
ネルギー機器導入促
進事業   【経済部】 

省エネルギーの促進、新エネルギーの開発・導入の促進を図るため、集客力の高い
地域の商業施設等と連携し、省エネルギー・新エネルギー導入に向けた情報提供等
を行う。 

赤 省エネ・新エネ導入 
効果「見える化」事
業       【経済部】 

道有施設に設置されている太陽光発電設備の導入効果を「見える化」し、広く情報
発信することで、省エネ・新エネの促進を図る。 

赤 ほっかいどう企業の 
森林づくり 

【水産林務部】 

ＣＳＲ（企業の社会的責任）活動として森林整備を希望する企業と、企業等との協
働による森林整備を希望する森林所有者との橋渡しを行い、森林の公益的機能の増
進と、交流を通じた地域活性化を推進する。 

    

［［［［環境と経済の好循環を生み出す環境産業の育成環境と経済の好循環を生み出す環境産業の育成環境と経済の好循環を生み出す環境産業の育成環境と経済の好循環を生み出す環境産業の育成］］］］    

事  業  名 事  業  の  概  要 予算額(千円) 

新 環境産業企業間連携
支援事業費（再掲） 

【経済部】 

環境産業分野における道内企業全体の底上げを図るため、道
外プロジェクト参入を見据えた企業間連携促進による商品・
技術の組合せや差別化、展示会への出展など、積極的な道外
進出に向けた支援を実施する。 

H25 15,976  

(H24 －) 

新 環境・エネルギープ
ロジェクト形成促進
事業費（再掲） 

【経済部】 

道内での環境・エネルギー分野のプロジェクト形成を図るた
め、道内へのプロジェクト誘致や道内企業の道外でのプロジ
ェクト参画に向けた環境整備を図る。 

H25 31,467  

(H24 －) 

新 環境・エネルギー「サ
ポートビジネス」創
出育成事業費 
（再掲） 【経済部】 

環境産業をサポートする関連ビジネスの実態、市場規模、ニ
ーズ、課題、事業化の可能性調査を行い、本道における環境・
エネルギー関連サポートビジネスの創出・育成を図る。 

H25 5,155  

(H24 －) 

環境産業誘致活動強
化事業費 【経済部】 

環境配慮型データセンターやメガソーラーなど新エネルギー
関連産業に対する誘致活動を強化し、本道における環境産業
の集積を促進する。 

H25 3,979  

(H24 4,858) 
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新 食のリサイクルトッ
プランナー育成事業
費（再掲）【経済部】 

地域で排出された食に関連する廃棄物を原料としたリサイク
ル製品を用いて、地域ブランドを構築する取組を支援し、食
クラスターの構築に資するとともに、道内各地への普及を図
る。 

H25 4,014  

(H24 －) 

リサイクル産業振興
対策費   【経済部】 

リサイクル製品等の事業化に向けた研究事業等への支援やリ
サイクルポートPR活動の実施により、本道における新たなリ
サイクル産業の創出とともに、循環型社会の形成を図る。 

H25 15,323  

(H24 15,406) 

環境・エネルギービ
ジネス育成・振興事
業費（再掲） 

【経済部】 

環境関連の新規事業の創出や環境産業への参入を活性化する
ため、中核的産業支援機関を中心とした総合支援体制を整備
し、企業への相談や専門家派遣などを行う。 

H25 9,307  

(H24 9,683) 

３R推進費 
【環境生活部】 

循環型社会の構築に向け、道民、事業者、行政が連携して３R
運動を展開するとともに、産学官と地域の連携によりバイオ
マス資源を有効活用するため、北海道バイオマスネットワー
ク会議、フォーラム等を開催する。 

H25 3,733  

(H24 3,728) 

カーボンフットプリ
ント・国内クレジッ
ト等普及促進事業費 

【経済部】 

道内事業者へカーボンフットプリントへの対応を促し、製品
のCO2低排出量をアピールすることによる受注確保・拡大を図
るとともに、国内クレジット等の活用を促し、設備整備等必
要な資金・技術の確保を図る。 

H25 1,320  

(H24 1,323) 

新 道産クレジット活用
促進事業費（再掲） 

【環境生活部】 

温室効果ガス削減の方法の一つであるカーボンオフセットの
取組を加速化させるため、事業者に対する道産クレジットの
PR、オフセット実施に向けた個別相談等を実施する。 

H25 2,498  

(H24 －) 

循環資源利用促進 
事業費 

【環境生活部】 

産業廃棄物の循環的利用を一層促進するため、リサイクル設
備・技術開発などへの支援、リサイクル製品普及促進・取組
情報の提供・普及啓発などを行う。 

H25 701,777  

(H24 709,305) 

    

［［［［森林資源の循環利用の推進森林資源の循環利用の推進森林資源の循環利用の推進森林資源の循環利用の推進］］］］    

事  業  名 事  業  の  概  要 予算額(千円) 

地域森林計画編成事
業費 

【水産林務部】 

森林資源を適切に管理するため、地域森林計画樹立等に必要
な森林所有者をはじめ各種森林情報の整備等を実施するとと
もに、市町村が行う市町村森林整備計画の適切な策定等に必
要な情報の整備等を支援する。 

H25 106,970  

(H24 102,300) 

森林整備地域活動支
援交付金 

【水産林務部】 

森林施業の集約化を推進するため、森林経営計画の作成に必
要となる地域活動や既存の作業路網を丈夫で簡易な路網へと
転換する活動などを支援する。 

H25 496,254  

(H24 662,973) 

未来につなぐ森づく
り推進事業費 

【水産林務部】 

伐採後の確実な植林等を促すため、小面積伐採跡地や第三者
から取得した伐採跡地等の植林に対して支援する。 

H25 586,240  

(H24 526,240) 

エゾシカ森林被害防
止対策（エゾシカ森
林被害防止強化対策
事業費、道有林エゾ
シカ緊急対策事業 
費） 【水産林務部】 

国有林、道有林、一般民有林の森林管理者等が連携を図りな
がらエゾシカによる森林被害を軽減するため、道有林内の林
道等の除雪による捕獲環境の整備や地域のニーズに即した捕
獲対策への支援などを実施する。 

H25 26,908  

(H24 31,503) 

森林整備担い手対策
推進費（再掲） 

【水産林務部】 

適切な森林整備を進めるため、林業労働者に対し、安全衛生
の確保、技術技能の向上、福利厚生の充実などの支援を実施
し、林業労働者の育成・確保を推進する。 

H25 124,917  

(H24 150,923) 

森林整備加速化・林
業再生事業費 

【水産林務部】 

林業・木材産業の再生等を推進するため、間伐、路網整備、
地域材の加工・流通施設の整備、公共建築物の木造化や木質
バイオマスのエネルギー利用の促進に向けた取組などを支援
する。 

H25 12,144,927  

○臨  ○積 6,239,343 

(H24 5,723,223) 

新 協働の森づくり人材
育成事業費 

【水産林務部】 

木育マイスターを育成し、多様な主体による木育活動により
森林の役割や木材利用の意義に対する理解の促進を図る。 

H25 2,706  

(H24 －) 

新 小中学生等の森林づ
くり活動参加促進事
業費【水産林務部】 

森林づくりに関する学習機会を確保するため、漁協女性部が小
中学生等の若年層を対象として実施する植樹イベント等の木
育活動に対し支援する。 

H25 5,140  

(H24 －) 

森林吸収エコビジネ
ス推進事業費（再掲） 

【水産林務部】 

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を図る。 

H25 1,649  

(H24 3,928) 
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赤 出前「地材地消」講
座  【水産林務部】 

企業や団体向けの普及活動や各種イベント等への参加により、「地材地消」の情報
発信力を強化し、道民生活への定着を促進する。 

連 みどりのポイント事
業への協力 

【水産林務部】 
 

植樹や下草刈りなど、緑化行事に参加する個人にポイントを付与し、獲得ポイント
に応じて、認定書の交付や協賛企業からの副賞を贈呈することで、緑化活動への参
加意欲の醸成を図る。 
＜サッポロビール(株)、(株)サークルＫサンクス、(株)セイコーマート、(株)セブ
ン-イレブン・ジャパン、(株)ローソン＞ 

    

((((３３３３))))人と自然の共生を基本とした環境の保全・継承人と自然の共生を基本とした環境の保全・継承人と自然の共生を基本とした環境の保全・継承人と自然の共生を基本とした環境の保全・継承    

豊かな自然を維持、継承していくため、貴重な水資源と多様な生態系を保全するとともに、道内各地で被

害が広がるエゾシカや、トド、オットセイ、アザラシといった海獣による農林漁業への被害対策に取り組み

ます。 

 

平成平成平成平成25252525年度に実施する主な施策年度に実施する主な施策年度に実施する主な施策年度に実施する主な施策    

［［［［豊富な水資源や多様な生態系の保全豊富な水資源や多様な生態系の保全豊富な水資源や多様な生態系の保全豊富な水資源や多様な生態系の保全］］］］    

事  業  名 事  業  の  概  要 予算額(千円) 

 土地利用規制等対策
費（水資源保全推進 
費） 【総合政策部】 

北海道の豊かな水資源を現在及び将来にわたって保全するた
め、「北海道水資源の保全に関する条例」に基づき、水資源
保全地域における適正な土地利用の確保を図る。 

H25 16,475  

(H24 18,262) 

 未来につなぐ森づく
り推進事業費（再掲） 

【水産林務部】 

伐採後の確実な植林等を促すため、小面積伐採跡地や第三者
から取得した伐採跡地等の植林に対して支援する。 

H25 586,240  

(H24 526,240) 

 地域森林計画編成事
業費（再掲） 

【水産林務部】 

森林資源を適切に管理するため、地域森林計画樹立等に必要
な森林所有者をはじめ各種森林情報の整備等を実施するとと
もに、市町村が行う市町村森林整備計画の適切な策定等に必
要な情報の整備等を支援する。 

H25 106,970  

(H24 102,300) 

 保安林整備管理事業 
費   【水産林務部】 

民有林保安林の機能の充実と適正かつ円滑な管理を図るため、
保安林の指定及び解除、指定施業要件の変更等を実施する。 

H25 62,986  

(H24 56,570) 

 環境・生態系保全活
動支援事業費 

【水産林務部】 

水産資源の保護・培養や水質浄化等の機能を有する藻場・干
潟等の維持や回復を図る保全活動の取組に対し、団体等への
支援を行う。 

H25 73,478  

(H24 83,129)  

生物多様性保全推進
事業費 

【環境生活部】 

北海道の生物多様性の保全を推進するため、希少野生動植物
の保護や、外来種の防除、地域で生物多様性の保全に関する
活動などを行う圏域協議会の取組への支援などを行う。 

H25 22,956  

(H24 25,468) 

条 「北海道生物の多様
性の保全等に関する
条例」の制定 

【環境生活部】 

生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進
することにより、人と自然とが共生する豊かな環境の実現を図り、道民の健康で文
化的な生活の確保に寄与することを目的とした条例を制定する。 

赤 北海道の豊かな水と
自然を守る事業 
「北海道ｅ－水（イ
ーミズ）プロジェク
ト」 【環境生活部】 

本道の水環境の保全に貢献したい企業の資金を、道内各地域（水辺）において環境
保全活動に取り組んでいる団体への支援に結びつけ、各活動団体の活性化及び団体
間の交流を図りながら、本道の環境の保全に取り組む（北海道コカ・コーラボトリ
ング（株）との協働事業）。 

赤
 
道民との協働による
水源林の復元 

【水産林務部】 

北海道洞爺湖サミットの開催等を契機に高まった道民の森林づくりに対する機運
を今後とも継続させるため、道民の森・神居尻地区「水源の森」を森づくりのフィ
ールドとして、企業・団体等多くの道民による植樹活動を通じて、水源林として復
元していく。 

赤 生物多様性保全の森
林の設定 

【水産林務部】 

希少な野生動植物の生息・生育している森林や特徴ある貴重な森林を、生物多様性
保全の森林として設定し、その特性に応じた方法により保全を図り、道民の財産と
して将来に継承する。 
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［エゾシカや海獣による被害対策の推進［エゾシカや海獣による被害対策の推進［エゾシカや海獣による被害対策の推進［エゾシカや海獣による被害対策の推進］］］］    

事  業  名 事  業  の  概  要 予算額(千円) 

地域づくり総合交付
金（エゾシカ緊急対
策事業） 

【総合政策部】 
【環境生活部】 

地域におけるエゾシカ捕獲のための自主的な取組を推進する
ため、市町村等が実施するエゾシカ捕獲事業に対して支援す
る。 

H25 50,000  

(H24 50,000) 

新 エゾシカ総合対策 
推進費 

【環境生活部】 

エゾシカの生息数の着実な減少を実現するため、捕獲対策の
強化継続や有効活用の促進など総合的なエゾシカ対策を実施
する。 

H25 47,675  

(H24 －) 

   エゾシカ対策推進費 
【環境生活部】 

エゾシカの被害低減を図るため、保護管理計画に基づいたエ
ゾシカの個体数の適正管理を推進する。 

H25 13,174  

(H24 13,843) 

エゾシカ森林被害防
止対策（エゾシカ森
林被害防止強化対策
事業費、道有林エゾ
シカ緊急対策事業 
費）（再掲） 

【水産林務部】 

国有林、道有林、一般民有林の森林管理者等が連携を図りな
がらエゾシカによる森林被害を軽減するため、道有林内の林
道等の除雪による捕獲環境の整備や地域のニーズに即した捕
獲対策への支援などを実施する。 

H25 26,908  

(H24 31,503) 

   鳥獣被害防止総合対
策事業費 

【農政部】 

野生鳥獣による農林水産業等被害を軽減するため、鳥獣被害
対策実施隊等が実施する有害駆除・捕獲活動、農用地への侵
入防止柵の整備などに対し補助を実施する。 

H25 1,075,368  

(H24 1,607,622) 

新 海獣被害軽減化モデ
ル事業費 

【水産林務部】 

トドによる漁業被害を軽減するため、トドの集中的な駆除を
実施し、効果的な駆除手法を開発する。 

H25 2,011  

(H24 －) 

とど・オットセイ海
獣被害防止総合対策
事業費 

 【水産林務部】 

本道沿岸に来遊するトドによる漁業被害対策を講じるととも
に、市町村や漁協と連携を図り総合的な被害防止対策の確立
を図る。また、オットセイの基礎的な調査を行い、漁業被害
の実態を明らかにする。 

H25 14,410  

(H24 14,560) 

新 鳥獣保護対策推進費
（海獣対策分） 

【環境生活部】 

アザラシの被害対策や保護管理について検討を行う「アザラ
シ保護管理検討会」を開催する。 

H25 307  

(H24 －) 

新 エゾシカ広域捕獲推
進モデル事業 
【釧路総合振興局】 

【根室振興局】 
【ｵﾎｰﾂｸ総合振興局】 

自衛隊等との連携による捕獲事業をはじめ、湿原などの鳥獣
保護区が多い道東地域では様々な捕獲モデル事業が独自事業
等により実施されていることから、それらの適地や効果・課
題等を検証し、エゾシカ広域捕獲推進モデルを作成する。 

H25 993  

(H24 －) 
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「安全・安心」を実感できる社会の構築のため、防災体制の強化や犯罪の防止、ともに支え合う社会づ

くりのほか、本道独自の文化の発信やスポーツの振興、創意と主体性を活かした地域づくりや交通ネット

ワークの充実に取り組みます。また、本道が持つ優位性を活かした我が国のバックアップ拠点としての機

能を最大限に発揮していくための取組を進めます。 

 

(１) 道民のくらし・安全の確保 

災害に強いまちづくりを進めるため、「自助」、「共助」を意識した防災教育の充実などによる防災体制

の強化、高齢者を中心とした交通安全対策の推進、重要犯罪や増加する性暴力被害などから命を守る安全社

会づくりに取り組みます。 

 

平成25年度に実施する主な施策 

［災害に強いまちづくりなど防災体制の強化］ 

事 業 名 等 事 業 の 概 要 等 予算額(千円) 

新
  

防災教育センター創 
設検討費 【総務部】

北海道防災教育センター創設に向けた検討などを行うことに
より、幅広い階層に対する防災教育の充実を図る。 

H25 72,097 

(H24     －)

 防災教育推進事業費 
【教育庁】

東日本大震災の教訓を踏まえ、新たに実践的な防災教育を行
う学校への支援や防災キャンプなどを行う。 

H25 19,836 

(H24 20,323)

 総合防災体制整備費 
【総務部】

総合的な防災体制の充実を図るため、防災訓練の実施や津波
浸水予測図の点検・見直し、地域防災マスターの育成など地
域防災力の向上を図るほか、消防防災ヘリコプターの運航な
どを行う。 

H25 440,685 

(H24 440,117)

新 災害拠点病院機能強
化事業費補助金 

【保健福祉部】

災害時の医療確保のため、災害拠点病院が行う自家発電設備
等の整備に対して緊急的に補助する。 
 

H25 150,000 

(H24 －)

 本庁舎等耐震改修工
事費    【総務部】 

大地震時における行政機能を確保するため、耐震基準を満た
していない庁舎（本庁、釧路総合振興局、根室振興局）の耐
震化に向けた設計、改修工事を実施する。 

H25 583,712 

(H24  151,850)

 道立学校防災対策整
備事業  【教育庁】 

道立学校における防災対策のため、非構造部材の耐震対策を
実施するとともに、避難所に指定されている施設に必要なト
イレ、シャワー、非常用発電機等を整備する。 
 

H25 186,503 

(H24 207,379)

 警察施設耐震改修工
事費  【警察本部】 

大地震時における防災対策のため、耐震基準を満たしていな
い施設（札幌運転免許試験場等）の耐震化に向けた設計、改
修工事を実施する。 

H25 1,187 

○臨 105,503 

(H24 269,224)

 原子力防災安全対策
費       【総務部】 

原子力災害時において、的確かつ円滑な応急対策活動を実施
するため、防災訓練等により防災業務関係者の知識、技術の
習得、習熟を図るとともに、当該活動に必要な資機材の整備、
維持管理などを行い、防災対策の一層の充実強化を図る。 

H25 354,070 

○臨 387,019 

(H24 514,794)

 原子力環境安全対策
費       【総務部】 

原子力災害時における適切な放射線防護対策の実施及び住民
の安全安心のため、従来の環境放射線監視等に加え、新たに
設置した測定局で放射線測定を行うとともに、環境試料中の
放射能測定も拡充し、環境モニタリングの充実強化を図る。 

H25 185,620 

(H24 207,254)

新
 
緊急事態応急対策拠
点施設整備費 

     【総務部】

原子力災害時において、国、道、原子力事業者等の関係機関
等が一堂に会して、情報を共有し、指揮の調整を図るため、
新たにオフサイトセンターを整備する。 

H25 12,303 

(H24 －)

 防災危機管理対策費 
【警察本部】

原子力災害時の警察活動に必要な資機材を整備するとともに、
即応体制の確立を図る。 

H25 29,049 

(H24 42,631)

３ 「安全・安心」実感社会の構築 
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新
 
地域連携防災力パワ
ーアップ事業 

【日高振興局】

地震・津波災害、風水害など、災害発生時における管内７町
の連携体制を確保し、災害に強い地域づくりに向けた検討を
行う。 

H25 100 

(H24 －)

新
 
釧路管内防災力強化
事業 
【釧路総合振興局】

管内市町村における地震・津波等の災害に対する防災力を強
化するため、ソフト面での取組を推進し、管内の総合的な防
災体制の検討・構築につなげていく。 

H25 1,420 

(H24 －)

条
 
「北海道防災対策基
本条例」の見直し 

【総務部】

東日本大震災以降の道における防災対策全般の見直しや国の法改正等を踏まえ、北
海道防災対策基本条例(平成21年4月施行)の見直しを行い、道民等及び道の協働に
よる防災対策を総合的に推進し、災害に強い地域社会の実現を図る。 

他 「北海道地域防災計
画」の見直し 

【総務部】

大規模広域な災害への対策強化等を図るため、関係56団体で構成される北海道防災
会議において、災害に対する即応力の強化や防災教育の強化等の課題に関する北海
道地域防災計画の見直しを行う。 

赤
 
北海道企業等サポー
ターバンク【総務部】 

災害による被害を軽減するため、地域の防災活動に関して協力可能な企業等を募集
し、防災サポーターとして登録・公表することにより、民間企業との連携による地
域防災力の強化を図る。 

 ※ 上記のほか、局地的な集中豪雨に備えた河川改修や避難道路の整備など防災関連の公共事業により「災害に強いまちづ

くり」を推進する。（実施計画前のため事業費は未確定) 

 

※注釈   新：平成25年度新規事業    赤：赤レンガ・チャレンジ事業（非予算化事業） 詳細はP48 

条：条例の制定・見直し    連：民間企業等との包括連携協定締結による協働事業 詳細はP48 

他：計画・制度の見直し    ○臨：平成２５年第１回臨時会に計上した国緊急経済対策関連等補正予算 
           ○積：上記○臨に伴う基金積立額 

  

 

［犯罪などから命を守る安全社会づくり］ 

事 業 名 等 事 業 の 概 要 等 予算額(千円) 

 犯罪被害者等支援推
進事業費 

 【環境生活部】

犯罪被害者への総合的支援のための北海道被害者相談室の設
置・運営、性暴力被害者専門の総合相談窓口の設置・運営な
どにより、支援体制の充実を図る。 

H25 6,917 

(H24 2,811)

 配偶者暴力被害者支
援対策費 

【環境生活部】

配偶者暴力（ＤＶ）の根絶を図るため、若年層に向けた予防
啓発を行うとともに、一時保護などの被害者への支援の取組
を実施する。 

H25 59,688 

(H24 56,707)

 犯罪のない安全で安
心な地域づくり推進
事業費【環境生活部】 

「北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり条例」に基づき、
犯罪のない安全で安心な地域づくりを推進するための体制を
整備するとともに、関係機関・団体をはじめ広く道民に広報・
啓発活動を行い、犯罪防止に関する道民意識の高揚を図る。 

H25 3,202 

(H24 3,605)

 暴力団排除推進事業
費  【環境生活部】 

「北海道暴力団の排除の推進に関する条例」に基づき、道民 
生活や事業活動から暴力団を排除するための体制を整備する。 

H25 3,793 

(H24 4,214)

 女性相談援助センタ
ー管理費 

【環境生活部】

女性に係る福祉の増進を図るため、女性相談援助センターを
設置・運営し、保護又は自立のための援助を必要とする女性
に係わる相談、一時保護等を行う。 

H25 70,288 

(H24 71,008)

 地方警察官増員経費 
【警察本部】

サイバー攻撃の被害未然防止や被害拡大防止等のため、全国
的に行われている地方警察官の増員に併せ、警察官の増員（９
名）を行う。 

H25 18,630 

(H24 108,079)

 重要犯罪等捜査支援
システム拡充整備費 

【警察本部】

道内全体の約半数を占める札幌圏における重要犯罪の検挙率
向上のため、犯人使用車両の情報を把握する捜査支援システ
ムを整備し、事件の早期検挙と被害の拡大を防止する。 

H25 64,798 

(H24 54,538)

 スクールサポーター
委嘱費 【警察本部】 

少年非行の防止や子どもの安全確保を図るため、元警察官を
スクールサポーターとして採用し、校内暴力やいじめなどの
問題を抱える学校からの要請に応じて、継続的に派遣する。 

H25 11,212 

(H24 8,970)

 消費者行政活性化事
業  【環境生活部】 

消費者行政の基礎的な取組の下支えや消費者問題解決力の高
い地域づくりへの取組を活性化するため、道及び市町村によ
る消費生活相談体制の維持向上等を図る。 

H25 260,390 

○臨 ○積   260,000 

(H24 58,006)

 交番相談員経費 
【警察本部】

パトロール活動等による警察官の交番不在時における住民サ
ービスの向上や不安感の払拭のため、交番相談員を配置する。 

H25 377,986 

(H24 377,987)
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赤 みんなで守ろう子ど
もたち「子どもの安
全を見守る運動」 
【環境生活部・ 
警察本部・教育庁】

子どもの安全確保を図るため、子どもの安全に対する大人の注意喚起を促すととも
に、子どもが「誘拐や暴力、痴漢」など何らかの被害に遭っている場面を目撃した
り、助けを求められた場合に、その子どもを保護し、速やかに警察等へ通報するな
どの道民運動を進める。 

赤 北海道犯罪のない安
全で安心な地域づく
りポータルサイトの
運用 
【環境生活部・ 
警察本部・教育庁】

犯罪のない安全で安心な地域づくりを進めるため、北海道犯罪のない安全で安心な
地域づくり条例や、条例に基づく各種指針、「安全・安心どさんこ運動」「子ども
の安全を見守る運動」等の関連事業、防犯に関する情報等を提供するポータルサイ
トの運用を行う。 

赤 交通安全シルバーア
ドバイザーの店推進
事業 【環境生活部】 

増加する高齢者の交通事故に対処するため、高齢者が利用する機会が多い店舗・事
業所等を「交通安全シルバーアドバイザーの店」として登録し、店主や従業員から
高齢者へ交通安全に関するアドバイスや声かけを行う。 

 

(２) 震災復興と強靱な国づくりへの貢献 

強靱な国づくりに積極的に貢献するため、エネルギーや食料の安定供給、経済・行政機能の分散化の受け

皿といった本道の優位性を活かせる分野に重点を置いた取組を進め、我が国のバックアップ拠点としての機

能の発揮を図ります。また、東北地域に対する被災避難者支援や被災地への職員派遣など、早期復興に向け

た支援を進めるとともに、様々な分野で東北との連携を強化します。 

 

平成25年度に実施する主な施策 

［我が国における総合的なバックアップ機能の発揮］ 

事 業 名 等 事 業 の 概 要 等 予算額(千円) 

新 バックアップ拠点形
成促進費 

【総合政策部】

バックアップ拠点構想の着実な推進を図るため、拠点形成に
向けた国への政策提案やバックアップの適地―北海道―のＰ
Ｒを効果的に展開するとともに、食料の安定供給機能の強化
を図るための調査検討を行う。 

H25 8,177 

(H24 －)

新 本社機能等移転促進
事業費補助金 

【経済部】

電力の安定確保やリスク分散の観点から、本社機能を本道へ
移転する企業に対し、移転後の運営経費の一部を助成する。 

H25 10,000 

(H24 －)

 北の大地への交流・ 
定住促進事業費 

【総合政策部】

本道への交流・定住の促進を図るため、効果的な受入体制づ
くりや全国組織等との連携を図る取組などを実施する。 
 

H25 1,423 

(H24 1,603)

 安全・安心のための
移住・二地域居住加
速事業費 

【総合政策部】

本道の移住や二地域居住の促進を図るため、一次産業分野な
どの就業支援を活用した取組の検討、テレワークに適した北
海道の環境等についての企業向け説明会や試行調査事業を実
施する。 
注）テレワーク：情報通信機器等を活用し時間や場所の制約を受け

ずに、柔軟に働くことができる形態。 

H25 10,301 

(H24 18,006)

新 移住希望者就業支援
加速事業 

【総合政策部】

本道への移住の促進を図るため、移住希望者向け説明会によ
り、道内の生活関連情報を提供するほか、一次産業分野、介
護福祉分野の就業相談や就業支援に関するアンケート調査な
どを実施する。 

H25 10,327 

(H24 －)

新 エネルギーの地産地
消促進事業費（再掲） 

【経済部】

エネルギーの地産地消に向けて、専門性を持った人材の育
成・確保、地域の資源や特色を活かした取組を支援する。 

H25 55,663 

(H24 －)

新 環境・エネルギープ
ロジェクト形成促進
事業費（再掲） 

【経済部】

道内での環境・エネルギー分野のプロジェクト形成を図るた
め、道内へのプロジェクト誘致や道内企業の道外でのプロジ
ェクト参画に向けた環境整備を図る。 

H25 31,467 

(H24 －)

 食料供給基盤強化特
別対策事業費（再掲） 

【農政部】

ほ場や用排水施設の整備に係る農家負担の一部を市町村が一
定程度軽減する場合、必要な経費を助成する。 

H25 1,669,337 

(H24 1,598,811)

新 北東アジア・ターミ
ナル構想推進費 
(再掲) 【建設部】

国内外との人や物の往来を活発化させ、北東アジアにおける
物流や人流の拠点となることを目指す「北東アジア・ターミ
ナル構想」の実現に向け、庁内横断的な委員会を設置し、構
想を推進する。 

H25 600 

(H24 －)
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新 北海道特定特別総合
開発事業推進費   

【総合政策部】

国家的規模の災害に備えた機能分散や体制の整備を支える社
会資本の整備（国が設定するテーマ）にかかる基幹的な事業
を機動的かつ重点的に推進する。 

（※）バックアップ拠点関連は予算額の内数（金額未定） 

H25 2,112,459 
※ 

(H24 －)

新 上川バックアップ拠
点形成推進事業 
【上川総合振興局】

北海道バックアップ拠点構想の着実な推進を図るため、上川
地域の優位性を全国に発信し、データセンター等の移転・立
地の受け皿として拠点形成を図る。 

H25 810 

(H24 －)

 

［早期復興に向けた東北との連携強化や被災避難者の支援］ 

事 業 名 等 事 業 の 概 要 等 予算額(千円) 

新 北海道新幹線開業等の
効果を活かした誘客促
進事業費（再掲） 

【経済部】

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・北関東圏に向けた宣
伝活動を展開する。 

H25 19,896 

(H24 －)

新 戦略産業雇用創造プ
ロジェクト事業費 
（再掲） 【経済部】 

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
支援制度の活用を図る。 

 先端技術等習得講習
事業 

道内企業の技術優位性を高め、自動車産業をはじめとしたも
のづくり産業への参入を促進するとともに、関連企業の立地
を推進する。 

H25 55,167 

(H24 －)

 自動車生産サプライ
チェーン集積促進事
業 

新たに形成される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促進・誘致に関する一体的な取組を実
施する。 

 企業誘致強化人材育
成事業 

自動車関連企業をはじめとしたものづくり産業の企業立地を
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。 

 ものづくり産業販路
拡大事業 

道内ものづくり企業の販路拡大や人材の育成・確保のため、
道外企業とのマッチングやセミナー等を開催する。 

新 北海道新幹線開業戦
略推進費  

 【総合政策部】

東北地域との相互交流の一層の拡大と連携強化に向け、フォー
ラムを開催するほか、青森県と共同事業を実施する。 

H25 25,186 

(H24 －)

 北海道新幹線建設等
促進費【総合政策部】 

北海道新幹線の早期開業と札幌までの早期完成に向けて、関係
機関と密接に連携しながら、道民一丸となった運動を展開す
る。 

H25 10,044 

(H24 11,664)

新 東日本大震災による 
被災避難者支援事業 

【総合政策部】

道内での避難生活を安心して送ることができるよう、必要な支
援情報の提供、孤立化の防止や避難元とのつながりを保つため
の取組を行うとともに、帰郷に向けた支援を行う。 

H25 21,952 

(H24 －)

 世界遺産登録推進費 
【環境生活部】

貴重な北海道・北東北の縄文遺跡群を世界へ発信し、次の世代
に保存・継承するため、世界遺産登録に向けた取組を推進する
とともに、道民会議と連携し気運の醸成を図る。 

H25 18,252 

(H24 19,207)

 道南ブランドステッ
プアップ事業(再掲) 
【渡島総合振興局】

【檜山振興局】

北海道新幹線開業を３年後に控え、道南地域食資源のさらな
る発掘･磨き上げを図るため、一次産業や観光との連携を加速
し、｢道南ブランド｣を確立するとともに、東北地域と連携し、
食の販路拡大･ブランド化を目指す取組を加速させる。 

H25 2,170 

(H24 1,979)

 北海道新幹線開業に
向けた広域観光推進
事業（再掲） 
【渡島総合振興局】

【檜山振興局】
【後志総合振興局】
【胆振総合振興局】

北海道新幹線開業による波及効果を地域全体が享受できるよ
う、青森や隣接地域を視野に入れた広域観光を推進する。 

H25 3,555 

(H24 2,376)

新 北海道新幹線開業を
見据えた「檜山づくし
弁当」創作事業 

【檜山振興局】

北海道新幹線開業に向けた取組として、檜山にのみ自生する
ヒバの葉を使用し、管内７町の食材を活かした「檜山づくし
弁当」を開発し、檜山の知名度向上を図るとともに、観光客
の増加を図る。 

H25 2,834 

(H24 －)

赤 青函観光パネル・ポ
スター展「青森へ行 
こう」 
【渡島総合振興局】

北海道新幹線の開業により、さらに身近となる青森県の魅力を広く発信するため、
青森県などと連携しながら、道南各地で観光パネル・ポスター展を開催する。 
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(３) ともに支え合う社会づくり 

誰もが健康で安心してくらすことができるよう、医師確保やがん診療体制整備など地域を支える医療体制

の充実や、高齢者も障がい者も安心して生き生きくらせるよう、地域全体でともに支え合う共生社会の創造

に向けた取組を進めます。また、安心して子育てできる環境の整備、学力向上やいじめ防止など学びの環境

づくりなどに取り組みます。 

 

平成25年度に実施する主な施策 

［地域を支える医療対策の推進］ 

事 業 名 等 事 業 の 概 要 等 予算額(千円) 

 緊急臨時的医師派遣
事業費【保健福祉部】 

地域の医療機関における医師不足の深刻な状況を踏まえ、医
師不足地域に対し、道内外の都市部の病院等から緊急臨時的
に医師を派遣する。 

H25 156,327 

(H24 139,497)

 医師養成確保修学資
金等貸付事業費 

  【保健福祉部】

地域医療に従事する医師の安定的な確保を図るため、医育大
学における地域枠と連動させて、地域の医療機関に一定期間
従事することを条件とする修学資金の貸付けを行う。 

H25 309,376 

(H24 250,096)

 女性医師等就労環境
改善緊急対策事業費
補助金【保健福祉部】 

子どもをもつ医師が働きやすい職場づくりを推進するため、
病後児保育や複数主治医制の導入等を行う医療機関への支援
を行う。 

H25 63,699 

(H24 34,794)

 子どもをもつ医師の
就労環境整備事業費
補助金【保健福祉部】 

出産や育児等による離職後の再就業に不安を抱える女性医師
等に対する相談窓口の設置や復職研修を行う医療機関等への
支援を行う。 

H25 44,230 

(H24 33,052)

 地域医師連携支援セ
ンター運営事業費 

【保健福祉部】

医師不足の状況等を把握・分析し、医師不足病院の医師確保
の支援等を行うため、保健福祉部に設置した「地域医師連携
支援センター」において、医師不足状況調査や臨床研修病院
の合同プレゼンテーションなどを実施する。 

H25 40,725 

(H24 54,120)

新 看護師宿舎等施設整
備事業費補助金 

  【保健福祉部】

看護職員の離職防止・定着促進のため、看護師詰め所の拡充、
処置室等の拡充等を行うなど勤労環境改善を図る。 

H25 32,911 

(H24 －)

 看護職員等養成修学
資金貸付金 
    【保健福祉部】

地域の看護職員を確保するため、修学資金の貸付けを行う。 H25 230,700 

(H24 218,016)

○ 
主
な 
事 
業 

地域医療再生計画推
進事業費 

【保健福祉部】 

地域における医療課題の解決のため、地域医療再生臨時特例
交付金を原資として、「地域医療再生計画」に基づく様々な
事業を推進する。 

H25 7,657,141 

(H24 6,156,432)

新女性医師等就労支
援普及啓発事業費 

医師不足対策として、女性医師等の道内での就業確保を図る
ため、フォーラムを開催するなどして、各種事業の普及啓発
を行う。 

H25 2,500 

(H24 －)

新総合内科医養成確
保推進事業費 

総合内科医の養成等に取り組むため、医療機関と道が連携し、
総合内科医の養成や確保に向けた基盤整備を進めることで、
地域の医師不足や医師の地域偏在の解消を図る。 

H25 3,300 

(H24 －)

新災害拠点病院機能
強化事業費補助金
(再掲) 

災害時の医療確保のため、災害拠点病院が行う自家発電設備
等の整備に対して緊急的に補助する。 

H25 150,000 

(H24 －)

地域医療広域連携推
進事業費補助金 

三次医療圏ごとに均衡のとれた医療提供体制の整備を目指
し、地方・地域センター病院を中心とする連携体制の充実・
強化を図る。 

H25 236,819 

(H24 128,559)

新がん対策推進事業
費（がん相談支援
体制推進事業） 

がん相談体制の充実を図るため、がん相談支援実務担当者の
能力向上を目的とした研修会を開催する。 

H25 3,453 

(H24 －)

新がん対策推進事業
費（患者等ネット 
ワーク支援事業） 

がん対策施策の理解と連携の促進を図るため、シンポジウム
を開催する。 

H25 1,027 

(H24 －)
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新がん対策推進事業
費（小児がん医療連
携推進事業） 

小児がん医療提供体制の充実を図るため、実態の把握や連携
体制の検討などを行う。 

H25 3,362 

(H24  －)

新がん対策推進事業
費（がん後遺症対策
事業） 

がん後遺症の対策促進のため、リンパ浮腫に関する医療従事
者の技能向上などを行う。 

H25 1,238 

(H24 －)

 医療施設近代化施設
整備事業費補助金 

【保健福祉部】

患者の療養環境、医療従事者の職場環境、衛生環境等の改善
を行う病院の老朽改築整備に対して支援を行う。 
 

H25 451,664 

(H24 212,182)

 へき地医療対策事業
費補助金 
     【保健福祉部】 

無医地区等へき地の住民への医療の確保のため、へき地拠点
病院、診療所の整備や運営事業を実施する。 

H25 96,895 

(H24 82,131)

 遠隔医療情報通信機
器整備費補助金 

  【保健福祉部】

遠隔医療の実施のため、必要なコンピュータ機器等の整備に
対する支援を行う。 

H25 7,822 

(H24 2,231)

新 医学的リハビリテー
ション施設設備整備
費補助金 

【保健福祉部】

適切なリハビリテーションが受けられるよう、リハビリテー
ション施設の施設・設備整備に対し支援を行う。 

H25 23,966 

(H24 －)

新 医療施設耐震整備事
業費補助金 

  【保健福祉部】

地震発生時において適切な医療提供体制の維持を図るため、
医療施設の耐震化又は補強等を行う。 

H25 37,161 

(H24 －)

 札幌医科大学運営支
援費（施設整備費） 
        【総務部】 

地域医療を支える医師の更なる養成や教育・研究の向上を図
るため、老朽・狭隘化した札幌医科大学の施設整備（大学・
病院）を行う。 

H25 1,055,082 

(H24 124,342)

 ドクターヘリ整備事
業費  【保健福祉部】 

救急医療の提供のため、道央・道北・道東圏でのドクターヘ
リの運航に対し支援を行う。 

H25 631,116 

(H24 631,116)

 がん診療施設設備整  
備費補助金 

【保健福祉部】

より身近なところで必要ながん医療を受けることができるよ
う、がん診療施設の施設・設備整備に対し支援を行う。 

H25 195,283 

○臨 10,500 

(H24 31,500)

新 根室地域医療従事者
確保事業 

【根室振興局】

地域医療を担う医療系学生に根室地域の居住について関心を
向けるため、関係機関と連携体制を構築する。 

H25 901 

(H24 －)

 

［高齢者も障がい者も安心して生き生きくらせる共生社会の創造］ 

事 業 名 等 事 業 の 概 要 等 予算額(千円) 

 地域包括ケア重点推
進事業費 
  【保健福祉部】

要介護等の高齢者を地域で支えるため、生活支援の充実、医
療と介護の連携の強化等、「地域包括ケアシステム」の構築
を推進する。 

H25   90,548 

(H24 110,721)

 介護基盤緊急整備等
特別対策事業費 
 【保健福祉部】

地域の介護ニーズに対応するため、小規模な特別養護老人ホ
ーム等の施設整備、スプリンクラー整備等に要する経費を支
援する。また、特別養護老人ホーム等の円滑な開設を図るた
め、開設準備経費等に要する経費を支援する。 

H25 5,042,963 

(H24 2,660,056)

 社会福祉施設整備事
業費（老人福祉施設） 

【保健福祉部】

高齢者が適切な施設サービスを受けられるよう、老人福祉施
設等の創設や老朽改築などの整備に対し支援する。 

H25 3,029,827 

(H24 2,658,289)

 認知症疾患医療セン
ター運営事業費 

【保健福祉部】

認知症疾患に関する鑑別診断、周辺症状と身体合併症等に対
する急性期治療、専門医療相談等を実施するとともに、地域
保健医療・介護関係者への研修等を行う認知症疾患医療セン
ターを設置する。 

H25 27,601 

(H24 19,715)

 発達障害者支援体制
整備事業   

【保健福祉部】

発達障がい者に対し、乳幼児からの成人期まで一貫した支援
体制を整備し、発達障がい者の福祉の向上を図るため、発達
障害者支援センターの設置、フォーラムの開催や研修等を行う。  

H25 42,793 

(H24 41,193)

 障がい者が暮らしや
すい地域づくり委員
会等運営事業費 

【保健福祉部】

障がい者や障がい児が差別、虐待を受けることのないくらし
やすい地域づくりを推進するため、「北海道障がい者条例」
に基づき、地域づくり委員会等を設置し、様々な課題の解決
を図る。 

H25 17,878 

(H24 27,574)
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 障がい者権利擁護セ
ンター運営事業費 

【保健福祉部】

障がい者虐待の予防・早期発見を図るため、障害者虐待防止
法に基づく「障害者権利擁護センター」を運営し、関係機関
の連絡強化や、障がい者虐待に係る通報義務などについて道
民への啓発等を行う。 

H25 5,062 

(H24 2,944)

 生活福祉資金貸付事
業費補助金 

【保健福祉部】

低所得者、障がい者又は高齢者に対し、資金の貸付けと必要
な相談支援を行うことにより、その経済的自立、生活意欲の
助長促進等を図り、安定した生活を送れるようにする。 

H25 39,949 

(H24 27,606)

 成熟社会総合フォー
ラム開催費 

【総合政策部】

様々な世代の人々が互いに支え合い、健康で心豊かにくらす
ことができる持続可能な地域社会の実現のため、様々な視点
から議論を重ね、そのあり方などに関し提言をいただく。 

H25 1,430 

(H24 1,800)

赤 授産施設等の授産活
動支援事業 
【後志総合振興局】

職員や地域住民の障がいに対する理解を深めるため、後志合同庁舎ロビーを提供
し、授産製品を販売することにより、福祉施設・事業所で働く障がい者の就労意欲
の喚起、各施設・事業所間の交流、販路拡大による工賃（賃金）向上等を図る。 

連 高齢者の見守り活動
への協力  
    【保健福祉部】

道及び市町村と協力し、コープさっぽろの宅配者が、宅配業務を通じた高齢者の見
守り・安否確認等の活動に協力する。 

＜生活協同組合コープさっぽろ＞

 

［子育てや学びの環境づくり］ 

事 業 名 等 事 業 の 概 要 等 予算額(千円) 

 子育て支援対策事業
費   【保健福祉部】 

子どもを安心して育てることができる環境を整備するため、
保育所整備などを行う。 
 

H25 8,624,497 

○臨 ○積 3,081,479 

(H24 5,726,122)

 放課後児童対策等事
業費補助金   

【保健福祉部】

市町村が行う放課後児童の健全な育成のため、家庭に代わる
居場所を提供する放課後児童クラブに対して支援する。 

H25 1,359,323 

(H24 1,284,773)

 児童虐待防止対策等
推進事業費 

【保健福祉部】

児童虐待の増加などに対応するため、児童相談所職員への専
門研修の実施、地域保健における虐待予防体制の充実、里親
制度の普及啓発などにより、児童相談体制等の充実を図る。 

H25 112,673 

(H24 122,104)

 学力向上総合事業 
【教育庁】

小中学校の学力向上を図るため、教員研修の充実や学生ボラ
ンティアの活用による学習サポート、生活習慣の改善に向け
た取組などを実施する。 

H25 39,054 

(H24 36,310)

新 北海道高等学校学力
向上推進事業 

【教育庁】

高等学校における学力向上を図るため、推進校・協力校にお
ける実践研究や学習合宿の開催などを実施する。 

H25 5,600 

(H24 －)

新 北海道「親力」つむ
ぎ事業   【教育庁】 

家庭での学習習慣の定着、いじめ等のない良好な学習環境の
確保などに向け、大人が自らの「親力」を見つめ直し、子育
てに関する価値観を共有することにより、家庭や地域の教育
力向上を図る。 

H25 16,081 

(H24 －)

 いじめ等対策総合推
進事業   【教育庁】

いじめ不登校の相談電話の設置、教育相談員セミナーの開催、
スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーの活用
など総合的にいじめ対策を実施する。 

H25  192,490 

(H24 166,330)

 北海道グローバル人
材育成事業【教育庁】 

国際社会で活躍できる語学・国際感覚に優れた人材を育成す
るため、幼児、小・中学生や高校生向けにイングリッシュ・
キャンプを開催する。 

H25 15,002 

(H24 19,648)

 高等学校キャリア教
育実践事業（再掲） 

【教育庁】

学校から社会・職業への移行が円滑に行われるよう、高等学
校において、社会的・職業的自立に必要な能力などを育て、
体系的なキャリア教育・職業教育の充実を図る。 

H25 14,549 

(H24 19,961)

赤 北海道教育の風景 
（地域の学校、子ど
もたちの活動紹介） 
      【教育庁】

保護者をはじめとした道民の方々に本道教育への理解を深めていただくため、教育
局からの情報提供や子どもたち・教職員からの投稿を募り、普段、紹介される機会
の少ない児童生徒の頑張る姿などを道教委ホームページで広く紹介する。 
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(４) 独自文化の発信やスポーツの振興 

本道独自の文化を保存・伝承し、心豊かな地域づくりを推進するため、アイヌの人たちの歴史や文化について理

解を深める取組をはじめ、道内外への発信の中核拠点となる「北海道博物館」の整備や北東北地域と連携した縄文

遺跡群の世界遺産登録に向けた取組を進めます。また、世界の舞台で活躍できる有望選手の発掘・育成などスポー

ツ王国北海道の推進を図ります。 

 

平成25年度に実施する主な施策 

［アイヌ文化の振興と縄文文化の発信］ 

事 業 名 等 事 業 の 概 要 等 予算額(千円) 

 北海道博物館設置費 
【環境生活部】

北海道開拓記念館のリニューアルによる「北海道博物館」の
開設に向け、改修工事を実施する。 

H25 727,500 

(H24 39,086)

 アイヌ文化振興・研
究推進機構事業費補
助金  【環境生活部】 

アイヌ文化の振興や道民への普及啓発などを図るため、アイ
ヌ文化振興・研究推進機構が行う研究事業や文化・伝統など
の普及啓発事業に支援する。 

H25 313,806 

(H24 311,500)

 アイヌ文化保存対策
費     【教育庁】 

アイヌ文化の保存・伝承を図るため、アイヌ文化財調査・記
録・保存活用及び伝承者の養成等を行う。 

H25 22,878 

(H24 25,817)

 アイヌ文化施設管理
費（アイヌ総合セン
ター管理運営費） 

【環境生活部】

アイヌの歴史・文化の理解を深めるため、道立アイヌ総合セ
ンターの管理運営を行う。 

H25 10,315 

(H24 10,315)

 世界遺産登録推進費 
(再掲)【環境生活部】

貴重な北海道・北東北の縄文遺跡群を世界へ発信し、次の世
代に保存・継承するため、世界遺産登録に向けた取組を推進
するとともに、道民会議と連携し気運の醸成を図る。 

H25 18,252 

(H24 19,207)

新 「地域文化の学校～
学ぶ・繋がる・発信
する～」広域展開事
業 
【胆振総合振興局他(※)】

ジオパークや縄文遺跡、アイヌ文化について、地域住民の理
解促進、住民自身による地域文化発信の基盤づくりを推進す
る。（(※)日高、渡島、オホーツク、釧路） 

H25 3,527 

(H24 －)

赤 北の縄文パネル展 
【渡島総合振興局】

北海道の歴史的風土の理解を図り、世界遺産登録に向けた機運の醸成を図るため、
縄文文化を紹介する写真パネルや土器などの展示を管内の市町で開催し、北海道の
縄文文化の魅力や価値などを情報発信する。 

赤 文化財に親しむ機会
の提供に関する事業 

【教育庁】

市町村教育委員会や関係団体等と連携・協力し、「北海道文化財保護強調月間」の
期間中、文化財公開・活用事業を実施することにより、子どもや地域の人々が文化
財に親しむ機会を提供する。 

連 アイヌ文化に関する
普及啓発 

【環境生活部】

アイヌ文化の普及啓発を図るため、従業員を対象としたアイヌ文化等に関する研修
や店舗を活用して道民がアイヌ文化に直接触れることのできるイベントを開催する。

                  ＜イオン(株)＞

 

［スポーツ王国北海道の推進］ 

事 業 名 等 事 業 の 概 要 等 予算額(千円) 

 スポーツ王国北海道
事業費【環境生活部】 

オリンピックなどの国際大会において、本道出身選手がメダ
ルを獲得できるよう、有望選手の発掘・育成や、選手が引退
した後も指導者として技術や経験を地域に還元できるような
仕組みづくりなど、人材の好循環のサイクルの確立を目指す。 

H25 35,771 

(H24 29,274)

 北海道マラソン・ソ
ウル国際マラソン交
流事業費 

【環境生活部】

スポーツ分野における友好交流を推進するため、両地域のマ
ラソン大会へのランナーの相互派遣によって、それぞれの大
会をＰＲし、一般ランナーの交流拡大を図る。 

H25 951 

(H24 1,057)

 広域スポーツセンタ
ー事業費 

【環境生活部】

生涯にわたって身近にスポーツに親しむ環境整備を推進する
ため、広域スポーツセンター機能の充実を図り、地域におけ
る総合型地域スポーツクラブの育成等を行う。 

H25 5,568 

(H24 5,572)

 スポーツ競技力向上
推進事業費補助金 
   【環境生活部】

本道におけるスポーツ競技力の維持向上のため、（公財）北
海道体育協会が行う選手強化事業等に対して支援する。 

H25 77,798 

(H24 79,792)
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赤 どさん子元気アップ
チャレンジ【教育庁】 

運動への動機付けや体力の向上を図るため、道内の公立小学校、中学校の児童生徒
を対象に、学校において、なわとびなどの手軽な運動を実践し、その記録を道教委
のｗｅｂページにランキングとして公表する。 

連 北海道キッズ・チャ
レンジスポーツプロ
ジェクト 

【環境生活部】

（公財）北海道体育協会が実施している北海道スポーツ少年団を対象にした各種の
取組を支援するなど、スポーツ活動を通じた子どもの体力の向上や青少年の健全育
成を図る取組を協働で実施する。 

     ＜（株）セイコーマート＞

 

(５) 活気あふれる地域の実現 

活気あふれる地域社会の実現に向け、地域自らの創意と主体性を活かした地域づくりへの支援や集落対策

の促進に取り組むとともに、地方分権を推進します。また、地域の足となる地方バス路線や、離島への航路・

航空路の維持・確保など道内交通ネットワークの充実、さらには、北海道新幹線の開業効果を全道に波及さ

せるための取組を積極的に進めます。 

 

平成25年度に実施する主な施策 

［創意と主体性を活かした地域づくり、地方分権の推進］ 

事 業 名 等 事 業 の 概 要 等 予算額(千円) 

 地域連携推進費 
【総合政策部】

新たな「連携地域別政策展開方針」の着実な推進を図るため、
市町村長や地域の関係者が参画する「地域づくり連携会議」
を開催し、地域重点プロジェクトの効果的な推進に向けた検
討などを行う。 

H25 7,829 

(H24 10,401)

 地域づくり総合交付
金  【総合政策部】 

個性豊かで活力に満ち、人々が将来にわたり安心してくらす
ことができる地域社会の実現を図るため、市町村等の創意あ
ふれる主体的な取組を支援する。 

H25 4,203,017 

(H24 4,003,443)

 地域政策推進事業費 
【総合政策部】

個性ある地域づくりを推進するため、振興局自らが地域と連
携・協働のもと、地域に根ざした政策を企画・立案・実施す
る。 

H25 110,000 

(H24 90,000)

新 地域活性化推進事業 
   【総合政策部】

新たな「連携地域別政策展開方針」に掲げる地域重点プロジ
ェクトの推進等を図るため、雇用の場を確保しながら、地域
の活性化や課題解決に資する事業を実施する。 

H25 70,000 

(H24 －)

新 集落総合対策事業費 
【総合政策部】

集落機能の低下など集落における様々な問題に対応するため、
「北海道における集落対策の方向性」に沿って、モデル的な 
事業を実施する。 

H25 3,104 

(H24 －)

新 集落総合支援事業 
【総合政策部】

各地域における集落対策の取組の促進を図るため、集落問題
に関する研究や情報発信のほか、集落支援に関わる人材の発
掘及び育成を図る。 

H25 25,307 

(H24 －)

 特定地域政策推進事
業費 【総合政策部】 

特定地域に関する国の法律に基づき、過疎地域の自立促進、
離島地域の振興など、住民生活の安定や自立的な経済基盤の
確保に向けた取組を推進する。 

H25 2,121 

(H24 1,678)

 北の大地への交流・定
住促進事業費（再掲） 

【総合政策部】

本道への交流・定住の促進を図るため、効果的な受入体制づ
くりや全国組織等との連携を図る取組などを実施する。 

H25 1,423 

(H24 1,603)

 安全・安心のための移
住・二地域居住加速事
業費（再掲） 

【総合政策部】

本道への移住や二地域居住の促進を図るため、一次産業分野な
どの就業支援を活用した取組の検討、テレワークに適した北海
道の環境等についての企業向け説明会や試行調査事業を実施
する。 

H25 10,301 

(H24 18,006)

新 移住希望者就業支援
加速事業（再掲） 

【総合政策部】

本道への移住の促進を図るため、移住希望者向け説明会によ
り、道内の生活関連情報を提供するほか、一次産業分野、介
護福祉分野の就業相談や就業支援に関するアンケート調査な
どを実施する。 

H25 10,327 

(H24 －)

 次世代北方型居住空
間モデル構想推進事
業（再掲）【建設部】 

地域の産業構造や固有の資源に着目し、住宅・交通などの「都
市基盤」やバイオマスエネルギーの有効利用といった「しく
み」の整備を図ることにより、持続可能で質の高いくらしの
場の創出を目指す取組を推進する。 

H25 2,000 

(H24 12,572)
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 地域主権推進事業費 
【総合政策部】

 

より住民ニーズに対応した多様で個性豊かな地域づくりを行
うため、「地域のことは地域自らが決める」をキーワードに、
「道州制」、「広域連携」、「地方分権改革」等を推進する。 

H25 6,583 

(H24 9,502)

 夕張市財政再生支援
対策費補助金 

【総合政策部】

夕張市の財政再生に向けた道の支援策として、夕張市が発行
した再生振替特例債の利子負担の軽減を図るため、毎年度の
利子償還額の一部について補助する。 

H25 79,201 

(H24 80,498)

赤 行政視察の受入れに
向けた道･市町村の
先進施策情報発信事
業  【総合政策部】 

道・市町村（ＮＰＯや企業など民間の取組みや施設を含む）の先進的な取組の情報
を収集し、一元的に発信することで、行政視察者等の利便性の向上を図る。 

赤 道州制「地域意見交換
会」等講師派遣事業 
  【総合政策部】

道州制に関する地域住民等の意識醸成のため、職員が各地域で行われる道民や経済
界等の集会や研究会などに直接出向き、道州制について講演や意見交換を行う。 

赤 留萌フォトマルシェ 
（写真市場）事業 
（再掲）【留萌振興局】 

留萌管内の魅力を国内だけではなく海外にも広くＰＲするため、留萌振興局のホー
ムページ上に管内の文化、名所、名物等をテーマとした写真を集めたウェブサイト
をオープンする。 

連 ファイターズ選手に
よる市町村応援大使
事業の実施 

【総合政策部】

道内市町村を応援するため、北海道日本ハムファイターズの選手が地域のまちづく
り・まちおこしに寄与する応援大使となって、各市町村のＰＲ活動等を行うことで、
地域の活性化に協力する。 

＜日本ハム(株)＞

 

［道内交通ネットワークの充実］ 

事 業 名 等 事 業 の 概 要 等 予算額(千円) 

新 北海道新幹線開業戦
略推進費（再掲） 

【総合政策部】

東北地域との相互交流の一層の拡大と、連携強化に向け、フ
ォーラムを開催するほか、青森県と共同事業を実施する。 

H25 25,186 

(H24 －)

 北海道新幹線建設等
促進費（再掲） 

  【総合政策部】

北海道新幹線の早期開業と札幌までの早期完成に向けて、関
係機関と密接に連携しながら、道民一丸となった運動を展開
する。 

H25 10,044 

(H24 11,664)

 離島航空路線維持対 
策費     【建設部】 

離島住民の生活の確保、離島空港の効率的な利用・整備のた
め、航空路線就航に係る運航費や路線維持に関する費用を支
援する。 

H25 109,631 

(H24 38,756)

 定期航路維持対策事
業        【建設部】 

離島住民の民生の安定、交通費負担の軽減を図るため、航路
事業者へ助成を行い、住民の生活や通院等に必要不可欠な離
島航路の維持を図る。 
 

H25 68,814 

(H24 77,579)

 バス運行対策・利用促
進費（地域間幹線系統
確保維持事業） 

【総合政策部】

地域住民の日常生活に必要な移動手段を確保するため、乗合
バス事業の路線維持費等に対する補助を行い、地域のバス路
線の維持を図る。 
 

H25 1,208,772 

(H24 1,081,504)

 バス運行対策・利用促
進費（生活交通路線維
持対策事業） 

【総合政策部】

地域住民の日常生活に必要な移動手段を確保するため、乗合
バス事業及び廃止路線代替バス事業の路線維持費等に対する
補助を行い、地域のバス路線の維持を図る。 

H25 112,518 

(H24 111,786)
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【参考】多様な政策手法の活用 

 
道財政が危機的な状況に直面する中、徹底した歳出の見直しや新たな歳入の確保といった行財政改

革の推進を図る一方、直面する緊急課題や多様化する行政ニーズに迅速かつ的確に対応し政策展開を

図るためには、限られた予算の中で選択と集中を徹底することはもとより、予算事業だけではなく、

様々な政策手法を活用していく必要があります。 

このため、国の施策の活用に加え、民間企業等との協働事業やタイアップ事業の充実など多様な主

体との連携・協働のほか、道庁が有する様々な資源・機能を効果的に活用する赤レンガ・チャレンジ

事業など、創意工夫をこらした政策展開を図ります。 

 

１ 庁内資源・機能の有効活用（「赤レンガ・チャレンジ事業」の推進） 
道庁が有する人材や施設などの「資源」、情報発信やネットワークといった「機能」を有効に活用

し、特別な予算を使わずに、様々な行政課題の解決や道民の皆様へのサービス向上を図ろうとする「赤

レンガ・チャレンジ事業」を積極的に推進します。 

 

 

 

 

 

２ 民間企業等との協働の推進 

民間企業や住民などが「公共」の担い手となり、官民が連携した取組を進め、道内地域や経済の活
性化、公共サービスの質の向上を図るため、民間企業等からの事業提案等を事業化するタイアップ事
業や包括連携協定を締結した民間企業等との多彩な協働事業を展開します。 

 

(１) 民間企業等とのタイアップ事業の推進等 
民間企業等が有する資源（アイデア、ノウハウ、資金等）と道が持つ情報やネットワーク、人的資
源を結びつけることで、道内地域や経済の活性化、公共サービスの充実や道政の効率化を図るため、
民間企業等とのタイアップ事業の推進などに取り組みます。 
 
 ［タイアップ事業の内容］ 

① 特定の政策テーマに関する事業 
道が要綱等を定めて民間企業等との協働を呼びかけている事業 

② 協働に向けた協力・支援等に関する事業 
社会や地域への貢献を念頭に道行政に対する支援や協力等を行う事業 

  ③ 複数の政策分野にわたって道との協働を推進する事業 
上記①～②の視点で複数の政策分野について、道と包括的かつ継続的に協働して実施する 

事業 
 ［地域への想いをかたちにする民間資金の積極的な導入］ 

① 「ふるさと寄附金」（いわゆる「ふるさと納税」）などの寄附を活用した政策展開 
・利便性の高いコンビニ納付やクレジットカード納付などによって寄せられた「ふるさと寄
附金」を、寄附者が選択した地域や分野（「地域経済」、「環境・エネルギー」、「安全・安心、
地域づくり」）に応じた「地域政策推進事業（振興局独自事業）」などに活用 

② 電子マネーを活用した北海道遺産の保全・普及活動 
・イオン株式会社との包括連携協定に基づき、イオン北海道株式会社とマックスバリュ北海
道株式会社から発行されている電子マネー「ほっかいどう遺産ＷＡＯＮ」による寄附金を
活用し、北海道遺産の保全活動や普及活動を実施 

    

(２) 民間企業等との包括連携協定締結による協働事業の実施 
民間企業等からの提案に基づき、複数の政策分野にわたって北海道と協力関係を構築し、連携・協

力に関する協定を締結した上で、具体的な事業を協働で実施します。 

 

 

【活用する庁内の資源･機能】 
・ 職員の技術･経験･知識･･･人材の活用 
・ 道有施設等･･･ハード資産の活用 
・ 推奨や優遇措置･･･情報発信・選定機能の活用 
・ 規制緩和･手続き簡素化･利便性向上等･･･制度運用の改善 
・ 他団体との連携等･･･ﾈｯﾄﾜｰｸ機能の活用 
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【道と民間企業等との包括連携協定】 

 

1 伊藤忠商事（株） H18.12.15 「食」「観光」「中小・ベンチャー企業の支援」など

2
サッポロビールグループ
(サッポロホールディングス(株)、
 サッポロビール(株))

H19. 2.14 「食ブランド」「観光」「環境」「暮らしの安心安全・健康」

3 雪印メグミルク（株）
 H19.10.26
 H22.3.31
(改定)

「酪農振興」「食の安心安全」「子育て」「観光」など

4 留萌信用金庫 H20. 1 .8 「地域に根ざした事業創出」「食」「観光」「人材育成」など

5 （株）セイコーマート H20. 1.15 「安心安全・道政広報」「食」「環境」「障がい者支援」など

6 （株）ローソン H20. 2.21 「災害時支援」「食」「環境」「各種イベント支援」など

7
セブン＆アイグループ
（（株）セブン-イレブン・ジャパン、
   （株）イトーヨーカ堂）

H20. 7.24 「道政広報」「道産品の販路拡大」「障がい者支援」　など

8 （株）北洋銀行 H20. 8.28 産業振興に資する事業

9 （株）北海道銀行 H20. 9. 3 産業振興に資する事業

10 （株）三井住友銀行 H20. 9. 4 産業振興等に寄与する各種取組

11 （株）サークルKサンクス H21. 2.27 「災害時支援」「食」「環境」「各種イベント支援」など

12 旭川大学、旭川大学女子短期大学部 H21. 3.16 「地域活性化」「人材の育成」など

13 大地みらい信用金庫 H21. 7. 7 「新事業の創出」「販路開拓」「ブランド化推進」「人材の育成」など

14 日高信用金庫 H21. 7. 8 「新事業の創出」「販路開拓」「ブランド化推進」「人材の育成」など

15 楽天（株） H21. 7.10
「情報発信」「ITを活用した販路拡大」「地域のＩＴ利用の促進」「環境保全」
など

16
室蘭信用金庫、苫小牧信用金庫、
伊達信用金庫

H22. 9.15 「新産業の創出」「販路開拓」「ブランド力向上」「人材の育成」など

17 日本ハム(株)、北海道立総合研究機構 H23. 2.16 「食」「科学技術」「スポーツと観光」「活力ある地域づくり」など

イオン北海道(株) H21.12. 4

イオン(株) H23.7.25

19 (株)AIRDO H23.11.28 「食や観光の振興」「環境」「ひとづくり」「情報発信」など

20 釧路信用金庫、大地みらい信用金庫 H24. 3.27 「新事業の創出」「販路開拓」「ブランド化推進」「環境」「人材の育成」など

21 (株)三省堂書店
 H24. 6. 8
協定拡大
（※）

「北海道の魅力発信」「地域の文化や人づくり」「活力ある地域づくりの推進」
など
（※）H23.7.21 留萌振興局と締結

22 生活協同組合コープさっぽろ
H25.2.7
協定拡大
（※）

「森林の植樹・育樹」「安全・安心な地域づくり」「子育て支援」「食の振興」
「循環型社会の形成」など
（※）H20.11.25森林づくりに関する協定締結

Ｎｏ 企業（グループ）等 協定内容
締結
年月日

18 「ＩＣカード等の活用」「環境」「防災・安心安全」「福祉」など


