
「ナッジ」を活用した道民の行
動変容の促進【再掲】

ゼロカーボン北海道の実現に向けて道民の温室効果ガ
ス削減行動を促進するため、行動科学の知見（ナッジ）を
活用した情報発信と効果検証を実施する
【脱炭素社会に向けた行動変容促進事業】

10,957
継続

（拡充）

民生部門における再生可能
エネルギー利用の拡大

家庭など民生部門を対象に、再エネ電力切替等に関する
共同購入の仕組みを構築し、スケールメリットを活かした
効果的な再エネの利用拡大を図る
【民生部門における再生可能エネルギー利用拡大促進事
業】

4,964 新規

気候変動への適応の推進
【再掲】

近年の集中豪雨による洪水の発生や猛暑による熱中症
搬送者の増加など、道内における気候変動の影響を回
避・軽減するため、法に基づき設置した気候変動適応セ
ンターを中心として、道内の適応の取組を推進し、将来に
備えた持続可能な地域社会の実現を図る
【気候変動適応推進事業】

5,480
継続

（拡充）

地域に賦存する新エネル
ギー導入に向けた調査の支
援

地域に賦存するエネルギー資源を活かした新エネルギー
の導入を促進するため、新エネルギービジョン等に基づ
いた具体的な導入可能性調査などを支援する
【地域新エネルギー導入調査総合支援事業】

22,096 継続

地域における新エネルギー
導入加速化に向けた計画策
定を支援

地域における新エネルギー導入の一層の加速化を図る
ため、事業の掘り起こしと事業計画等の策定における支
援や地域の事業計画に対する認定・アドバイス、支援制
度・取組成果のＰＲ等を実施する
【新エネルギー導入促進支援事業】

32,000
継続

（拡充）

新エネルギー・省エネルギー
設備等の導入を支援

新エネルギー導入の一層の加速化を図るため、地域が
主体となって行う新エネルギー導入と、合わせて行う新エ
ネルギー導入の効果を増大させる省エネルギー導入等を
支援する
【新エネルギー設備等導入支援事業】

380,000
継続

（拡充）

洋上風力発電導入に向けた
関係市町村における意見交
換会・研究会の開催

「再エネ海域利用法」に基づく促進区域指定に向け、関係
市町村における住民説明会や漁業者等との意見交換会
を開催するとともに、系統に関する研究会を開催する
 【洋上風力発電導入加速化事業】

13,988
継続

（拡充）

省エネルギーに貢献した企
業や個人の表彰による意識
醸成

省エネルギー機器の導入や新エネルギーの先進的導入
など、エネルギーの効率的利用に貢献した企業及び個人
の表彰を行う
【省エネ・新エネ促進大賞表彰】

217 継続

水素関連産業の形成を促進

水素サプライチェーンに関する地域勉強会やFCV展示会
に取り組むとともに、再生可能エネルギーによる水素生
産や利活用などの実証事業の誘導を進め、将来の本道
経済を支える水素関連産業の基盤形成を促進する
【水素社会推進事業(環境生活部)、水素関連産業化促進
事業(経済部)】

21,623 継続

北方型住宅の普及推進

高い断熱・気密性能と耐震性の確保、エネルギー消費量
の縮減など、北海道の気候風土に根ざした質の高い住宅
である「北方型住宅」の普及を推進する
【きた住まいる推進事業（きた住まいる推進事業）】

23,961 継続

住宅における省エネルギー､
低炭素化の研究開発､普及
啓発

「ゼロカーボン北海道」の実現に向け、住宅の省エネ・省
CO2に向けた取組を進めるため、技術講習会を開催し住
宅技術者に対する支援などを実施
【きた住まいる推進事業（住宅の省エネ・省CO2推進事
業）】

16,600
継続

（拡充）

木質バイオマスのエネル
ギー利用の促進

木質バイオマスのエネルギー利用を促進するため、木質
バイオマスボイラーの導入支援や林地未利用材の効率
的な集荷に向けた技術研修を実施する
【木質バイオマスゼロカーボン推進事業】

6,759 新規

環境・エネルギー産業への参
入・事業化の促進

環境・エネルギー関連ビジネスの育成や道内企業による
環境産業への参入等と、省エネ・新エネ施策とを一体的
に推進するため、マーケティングから販路拡大までの一
貫した取組を総合的に支援する
 【環境・エネルギー産業総合支援事業】

66,577 継続

地域特性に応じた再生可能
エネルギー供給と省エネル
ギー技術の社会実装

道内３地域を研究フィールドとして、「省エネ街区の構築」
「エネルギーの地産地消技術開発」「未利用資源のエネ
ルギー利用」に関する研究開発を行う

20,000 継続

道有施設への省エネ・新エネ
の率先導入

道有施設等への率先した省エネ・新エネ設備の導入によ
り、道有施設におけるCO2排出量の削減を進めるととも
に、省エネ・新エネの普及啓発を図る(太陽光発電、小水
力発電、LED等)
 【道有施設の新エネ導入等加速化事業、省エネルギー
等率先導入推進事業】

188,625 継続

省エネルギー促進の総合的
な支援

事業者等における省エネの取組を進めるため、省エネ行
動の意義、負担軽減効果などの普及啓発を行うほか、家
庭・業務・運輸・産業の分野で、構想・計画・導入などの段
階に応じたモデル的・先進的な取組を行う民間事業者等
を支援する
【省エネルギー促進総合支援事業】

62,722 新規

アイヌの歴史・文化の理解促
進

全道各地において、主に親子を対象としてアイヌの歴史・
文化等を学ぶ機会を提供し、アイヌの人たちに関する理
解を促進することにより、アイヌの人たちの誇りが尊重さ
れる共生社会の実現を図る
【理解促進普及啓発事業（アイヌ文化）】

46,711 継続
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世界遺産縄文遺跡群を活用
した教育の推進

児童生徒の歴史・文化への理解促進や文化財保護意識
の醸成を図るため、世界遺産縄文遺跡群に係る教材作
成や出前授業の実施のほか、世界遺産子どもサミットを
開催する
【縄文時代に学ぶ・世界遺産を活用した次世代育成事業】

6,468 新規

札幌市との連携による海外
市場の開拓促進

道と市が連携し、相互の海外事務所等を活用しながら、
ASEAN地域等でのリベンジ消費拡大に向けたマーケティ
ングや、SDGｓに資する技術・ノウハウの中国・ASEAN地
域等における海外展開を推進し、道産品の輸出拡大や道
内企業の現地進出を促進する
【道市連携海外展開推進事業】

17,300 継続

宇宙ビジネスの創出と産業
かの促進

デジタル技術を活用した未来志向の産業振興の一環とし
て、オール北海道の産学官連携による推進体制の活動を
通じて、宇宙ビジネスの創出とともに、機運醸成と国内外
の企業等の誘致を促進し、宇宙関連産業の成長産業化
を目指す
【宇宙産業成長産業化推進事業】

8,201 継続 ・地方創生推進交付金
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(1)これからの北海道をけん引

施策名 事業概要 予算額（千円） 区分 備　考

地域と学校の協働による教
育の推進

地域コーディネーターの活用により、地域と高校が協働・
融合した地学協働体制を構築し、地域課題探究型の学習
を通じて、地域や産業界に求められる人材を育成する
【地学協働活動推進実証事業】

6,591 継続 ・地方創生推進交付金

産業界等との連携による職
業教育の推進

地域産業を担う人材を育成するため、産業界や大学との
連携による実践的な職業教育を推進する
 【実践的職業教育推進事業】

8,538 継続

地域づくりに挑戦する若者の
ネットワークづくり

全道各地の地域力の底上げを図るため、道内各地で意
欲的に地域づくりにチャレンジしている関係者(地域づくり
チャレンジャー)のネットワークづくりを支援する
 【ほっかいどう地域づくりチャレンジャーネットワーク推進
事業】

6,731 継続

アイヌの歴史・文化の理解促
進【再掲】

全道各地において、主に親子を対象としてアイヌの歴史・
文化等を学ぶ機会を提供し、アイヌの人たちに関する理
解を促進することにより、アイヌの人たちの誇りが尊重さ
れる共生社会の実現を図る
 【理解促進普及啓発事業（アイヌ文化）】

46,711 継続

若者の海外への挑戦に対す
る支援

北海道の将来を担う若者の海外挑戦をオール北海道で
応援するため、留学に係る経費の助成などの支援を行う
【北海道未来人財応援事業】

28,853 継続 ・企業版ふるさと納税

ふるさとの歴史、文化等に関
する教育の充実

総合的な学習の時間における「アイヌの人たちの歴史・文
化」と「北方領土」の学習の充実や、北海道の自然や文
化、観光を含む産業等の教育資源等を活用するなどし
て、北海道についての理解を深め、郷土に対する愛着や
誇り、社会性を育む、ふるさと教育・観光教育等の充実を
図る
【北海道ふるさと教育・観光教育等推進事業】

1,031 継続

世界遺産縄文遺跡群を活用
した教育の推進【再掲】

児童生徒の歴史・文化への理解促進や文化財保護意識
の醸成を図るため、世界遺産縄文遺跡群に係る教材作
成や出前授業の実施のほか、世界遺産子どもサミットを
開催する
【縄文時代に学ぶ・世界遺産を活用した次世代育成事業】

6,468 新規

最先端の職業人育成システ
ムの構築

産業界と専門学校が一体となって最先端の職業人育成
システムを構築する
【次世代地域産業人材育成刷新事業】

26,421 継続

教科等横断的な学習の推進

新学習指導要領を踏まえ、各教科の学習を実社会におけ
る課題解決に生かしていくための教科等横断的な学習を
推進し、生徒の多様な可能性を育み将来の北海道を支え
る人材を育成する
【SＴＥＡＭ教育推進事業】

6,648 新規

高等学校における新学科設
置に向けた取組の推進

国の普通科改革を踏まえた新学科の設置を検討する高
等学校にコーディネーターを配置し、地域との連携体制の
構築や新学科設置の取組を推進する
【普通科改革支援事業】

13,108 新規

３．「未来をけん引・北海道人」プロジェクト

　北海道創生は息の長い取組であり、当面の取組はもちろんのこと、中長期的にこれを支える人材の育成が重要である。未来の北海
道を創造する広い視野と挑戦への意欲・熱意を備える人づくり、人生100年時代を見据え、あらゆる立場・世代の人づくりを進める。
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(２)様々な分野をけん引

施策名 事業概要 予算額（千円） 区分 備　考

戦略産業における人材確保
に向けた取組支援

道が設定する戦略的雇用創造分野における人材確保に
向けた企業の意識改革や採用戦略の展開、職場定着に
向けた就業改善等の取組を支援し、雇用の創出・安定を
図る
 【戦略産業人材確保・定着支援事業】

19,847 新規

医療従事者等の処遇改善へ
の支援【再掲】

感染症への対応など、最前線で働く看護職員、介護職員
等の処遇を改善するため支援する
【看護職員等処遇改善事業、介護職員等処遇改善事業、
社会的養護従事者処遇改善事業】

8,133,914
新規

（一部継
続）

勤務医の勤務環境の改善促
進

勤務医が働きやすく働きがいのある職場づくりに向けて、
医療機関が取り組むチーム医療の推進やICT等による業
務改革の取組を促進する
 【地域医療勤務環境改善体制整備事業】

16,664 新規

医学生等の地域医療体験学
習の促進

将来的な医師の地域勤務を促進するため、地域枠入学
生などの医学生等を対象に、地域医療に従事している医
師等との意見交換等の学外実習を実施する
 【医学生等地域医療体験学習支援事業】

12,239 継続

看護学生への修学支援

看護師等養成所の在学生で、将来道内において看護業
務に従事しようとする者に修学資金を貸し付け、修学を支
援する
 【看護職員養成修学資金貸付金】

236,688 継続

人材育成等に取り組む介護
事業所の認証

介護事業所における職員の人材確保・育成や定着促進、
就労環境等の改善に繋がる取組として認証評価制度を
創設
【介護従事者確保総合推進事業(認証評価制度実施事
業)】

47,182 新規

農業の担い手の育成・確保

次代の本道農業を担う多様な担い手の育成・確保を図る
ため、後継者や新規参入者など意欲と能力のある新規就
農者の確保などの総合的な対策を実施する
【担い手育成総合推進事業】

2,460,429 継続

農業における雇用人材の確
保・定着

農業における雇用人材の確保・定着による地域活性化に
向け、経営者を対象とした意識啓発、求職者・雇用先との
マッチング、人手不足がより深刻な大規模酪農地域など
への重点的な支援を実施する
【農村・求職者良質雇用マッチングアシスト推進事業】

16,641 新規

酪農就業サポート環境の構
築

災害対策マニュアルの映像化により、自然災害に対する
新規就農者の意識向上を図るとともに、安心して酪農を
続けられる環境を整備する
【持続可能な酪農の就農サポート環境構築事業】

1,000 新規

一次産業の担い手確保

企業等の情報を掲載したサイト運営による情報発信と就
業希望者の希望に添った就業先・移住先での就業体験
の機会を提供し、スムーズな就業・定着を促進する
【農林漁業新規就業安心サポート事業】

13,008 継続

地域絶品・食のデジタルマー
ケティング人材育成【再掲】

ウィズコロナ・ポストコロナの消費ニーズを的確に読み取
り、新たなＤＸ時代に変化・対応した地域の絶品を生み出
し、北海道の食関連産業を牽引する食のデジタルマーケ
ティング人材を育成する
【地域絶品・食のデジタルマーケティング人材育成事業】

19,029 継続 ・地方創生推進交付金

道産ワインの専門人材の育
成【再掲】

ワインを核とした北海道ブランドの価値向上と食文化の創
造を目指し、ワイン造りに携わる人材の育成及び道産ワ
インの販路拡大を支援するとともに、「北海道-ワインプ
ラットフォーム」によるワイン産地形成を推進
【道産ワイン高度人材確保事業】

84,585 継続 ・地方創生推進交付金

観光人材の育成と受入体制
の整備【再掲】

ポストコロナへ向けた北海道観光の受入体制を整備する
ため、観光関連事業者の人材確保及び育成を図る
【観光人材確保・育成事業】

54,500 継続

ものづくり産業人材の確保

ものづくり企業の専門スキルを有する人材確保のため、Ｕ
Ｉターンイベント、専門家の派遣、セミナーの開催等を実施
する
【ものづくり産業分野人材確保支援事業】

37,530 新規

ものづくり産業におけるグ
リーン・デジタル化の推進

脱炭素・ＤＸに関するセミナー等を実施し、次世代自動車
等の販路拡大・人材育成の取組を推進する
【ものづくり産業におけるグリーン・デジタル推進事業】

25,584 継続

建設産業の担い手確保

建設業団体等が行う人材の確保・育成等の取組を支援す
るとともに、建設産業への入職に繋がる各種情報発信を
行う
【建設産業担い手対策推進事業】

8,401 継続

木育の推進

木育を息の長い道民運動として展開するため、認定こど
も園や児童館との連携による木育教室や大学等との連携
による普及啓発イベントの開催、木育マイスターの活動支
援などに取り組む
 【「北海道のmokuiku（木育）」推進事業】

9,669 継続 ・企業版ふるさと納税
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(3)あらゆる立場・世代がけん引

施策名 事業概要 予算額（千円） 区分 備　考

働き方改革の推進

多様で柔軟な働きやすい職場環境の整備に向けて、特に
子育て世代の働き方改革を推進するため、市町村等への
講師派遣や気運醸成に係るフォーラムの開催、男性育休
取得勧奨などを実施する
【子育て世代働き方改革推進事業】

5,000 新規

離職者の転職支援

異業種から建設や介護などの人手不足が深刻な対象業
種に転職した者に奨励金を支給するほか、転職を後押し
する事例をまとめ、普及することで、人手不足業種への労
働移動を促進する
【異業種チャレンジ奨励事業】

181,059 継続

ジョブカフェ等による就業支
援体制の強化

職業カウンセリングによる求職者の能力・適性に応じた職
種への誘導、職場体験等による企業とのミスマッチ・早期
離職を防止など、企業の人材確保や職場定着支援を実
施する
【就業支援体制整備事業、北海道就業支援センター事
業】

105,730 継続

女性、高齢者、障がい者、外
国人など潜在人材の掘り起
こしと安定就業の促進

女性、高齢者、障がい者といった潜在的労働力の掘り起
こしと短時間業務の切り出しなどによる企業の新たな求
人の創出を支援するとともに、若年者、女性、中高年者な
ど多様な働き手の就業支援や職場定着を促進する
 【潜在人材掘り起こし推進事業、多様な人材の安定就業
促進事業】

154,675 継続 ・地方創生推進交付金

農福連携の推進

農業の雇用人材の確保と障がい者の生きがい創出や社
会参画を実現する農福連携を推進するため、窓口を各振
興局に設置するとともに農福連携を推進するための人材
を育成するほか、障がい者就労施設等の農業への参入
を支援し、障がい者の所得の向上を図る
【農福連携促進事業(保健福祉部)、農福連携推進事業
(農政部)】

14,061 継続

地場産業への障がい者の就
労促進

人手不足が深刻な地域の水産加工業をはじめとした地場
産業の新たな担い手として、障がい者の就労を促進し、
水福連携など福祉と地場産業との連携による障がい者の
新たな就労の場の創出と地域での自立を促進する
【地場産業障がい者就労促進事業】

4,954 継続

シルバー人材センターの運
営支援

シルバー人材センターの健全育成・設置促進を図るた
め、(公社)北海道シルバー人材センター連合会が行う会
員間の調整や普及啓発活動等の運営を支援する
【高年齢者労働能力活用事業】

6,699 継続

外国人材の受入支援

道内企業の技能実習生等外国人材の受入れにあたり、
国による水際対策に対応するための宿泊費用を緊急的
に支援する
 【海外人材確保緊急支援モデル事業】

892,169 継続

外国人への相談体制の確保

道内各地域からの相談者の増加やコロナ禍の長期化に
伴い複雑・多様化する在住外国人からの相談にきめ細か
に対応していくため北海道外国人相談センターを運営す
る
【多文化共生総合相談ワンストップセンター運営事業】

26,608 継続

農業分野における外国人材
の受入促進

外国人材の受入れに向け、制度活用に必要なノウハウを
蓄積し、普及していくとともに、適正な制度の活用に向け
て、関係者の制度や関係法令の理解向上等に取り組む
【農業分野における外国人材受入れモデル事業】

1,828 継続 ・地方創生推進交付金

企業における外国人材確保
支援

道内企業に外国人の雇用を促進し、道内で活躍する外国
人材を増やすことで日本人では対応困難な海外進出や
外国人顧客対応等新たな事業展開、企業の人手不足の
解消等を目指す
【外国人材活躍促進事業】

8,920 新規

外国人患者の受入体制の整
備【再掲】

感染の疑いがある外国人や実際に感染された外国人を
医療機関において宗教・文化等に適切に対応できる環境
を確保する
【外国人患者受入体制整備事業、宗教・文化対応等に係
る外国人患者受入体制整備事業】

149,072 継続
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非正規雇用労働者の処遇改
善の支援

非正規雇用労働者の処遇を改善するため、道内中小企
業に対して支援プログラムを提供し、非正規雇用労働者
の正規化や最低賃金の引き上げ、同一労働同一賃金な
ど非正規雇用労働者の処遇改善に向けた事業者支援を
実施する
【非正規雇用労働者処遇改善支援事業】

13,879 新規

誰もが働きやすい職場環境
づくりの推進

男女が共に能力を発揮することができ、仕事と家庭の両
立ができる働き方改革の推進を図るため、両立支援等に
関する法令や制度の普及啓発を行う
【誰もが働きやすい職場環境づくり事業】

429 継続

多様な人材の雇用創出と環
境づくり

少子高齢化により生産年齢人口の減少が進む中、地域
産業の人手不足に対応するため、多様な人材の雇用創
出と安心して働ける環境づくりを地域単位で実施する
【地域産業雇用創出事業】

46,246 新規
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(1)北海道らしい関係人口の創出・拡大(きっかけ・入口)

施策名 事業概要 予算額（千円） 区分 備　考

首都圏等への移住プロモー
ション

北海道への移住を促進するため、首都圏の若年層や子
育て世代を対象としたプロモーションやイベントを開催し、
関係人口の創出・拡大を図る
【北海道とつながるカフェ事業】

13,922 継続

本道における関係人口の創
出・拡大

道内の関係人口の創出・拡大に向け、地域に興味を持つ
層（すそ野）の拡大を図るための、地域への興味関心を持
つ「きっかけ」づくりを行うとともに、その「きっかけ」から第
一歩を踏み出す機会を提供する
【道内版関係人口創出・拡大事業】

8,014 継続 ・地方創生推進交付金

移住受入体制の強化

道内への移住者の増加を図るため、「どさんこ交流テラ
ス」（東京）を運営するとともに、道内市町村を対象にオン
ラインや動画を活用したPR手法の研修を実施する
【北海道移住受入体制強化事業】

24,651 継続 ・地方創生推進交付金

北海道型ワーケーションの普
及・展開

首都圏企業へのＰＲや受入プランの磨き上げ、オール北
海道での推進体制の強化など、北海道型ワーケーション
の更なる展開を図る
【北海道型ワーケーション普及・展開事業】

10,363 継続 ・地方創生推進交付金

新たな観光商品づくりの支援

新たな旅のスタイルであるワーケーションの推進等、道内
各地域の魅力を活かした観光地づくりに向けて観光資源
の掘り起こしや磨き上げ、広域連携による観光振興の取
組に対し支援し、地域経済の活性化を図る
【地域の魅力を活かした観光地づくり推進事業】

239,262 継続 ・地方創生推進交付金

「ほっかいどう応援団会議」を
通じた官民連携等の推進

ほっかいどう応援団会議のネットワークの更なる充実を図
るため、企業向けセミナーの開催やウェブサイト等での情
報発信に取り組む
【ほっかいどう応援団会議運営事業費】

12,145 継続

(2)北海道らしい関係人口の創出・拡大(興味・関心)

施策名 事業概要 予算額（千円） 区分 備　考

官民連携による北海道応援
フェアの開催

ほっかいどう応援団会議に参画している首都圏企業など
と連携し、首都圏の人々に北海道の魅力をPRするととも
に、北海道との関わり方の情報提供を行う（フェア・チラシ
等配架によるPR依頼）
【官民連携ほっかいどう応援フェア事業】

1,943 継続 ・地方創生推進交付金

民間資金の調達と官民連携
の取組拡大

ふるさと寄付金や企業版ふるさと納税など民間資金の調
達や官民連携の取組拡大に向けた事業を実施する（返礼
品業務やCF・ふるさと納税活用セミナー実施など）
【官民連携推進事業】

249,090 継続

一次産業の担い手確保【再
掲】

企業等の情報を掲載したサイト運営による情報発信と就
業希望者の希望に添った就業先・移住先での就業体験
の機会を提供し、スムーズな就業・定着を促進する
【農林漁業新規就業安心サポート事業】

13,008 継続

４．「北海道らしい関係人口の創出・拡大」プロジェクト
　道内を何度も訪れる多くの観光客、盛況を博す北海道物産展、ふるさと納税を通じた多くのご支援など、北海道への関心・愛着・想い
は、急速に人口減少が進む本道において、大きな力となっている。こうした北海道への想いをしっかりと受け止め、暮らし・経済・人づく
りの効果を高める力となるよう、北海道らしい関係人口の創出・拡大に向けた取組を進める。
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多様な人材の雇用創出と環
境づくり【再掲】

少子高齢化により生産年齢人口の減少が進む中、地域
産業の人手不足に対応するため、多様な人材の雇用創
出と安心して働ける環境づくりを地域単位で実施する
【地域産業雇用創出事業】

46,246 新規

農村ツーリズムの受入体制
整備

農村地域の所得向上や交流・関係人口の増加による活
性化を図るため、受入の中核となる人材や事業者の連携
による魅力ある多様なコンテンツの開発を推進し、優良事
例を全道に普及定着させる
【地域がうるおう農村ツーリズム発展事業】

3,849 継続 ・地方創生推進交付金

広報活動推進費

道民に届く情報発信と効果検証、効率化と広報内容の充
実、多くの職員が効果的に発信できる仕組みづくり、地域
の取組の更なる発信を目指した総合的な広報を行う
【広報活動推進費】

188,918 継続

(3)北海道らしい関係人口の創出・拡大(愛着・活動)

施策名 事業概要 予算額（千円） 区分 備　考

MICEの誘致促進

本道へのMICE誘致を促進するため、MICE主催者等に対
するプロモーションを実施するとともに、市町村の受入環
境充実等の取組を支援する
【MICE誘致支援事業】

34,360 継続

産業振興条例に基づく企業
立地の促進【再掲】

産業構造の高度化による自立型経済構造への転換を図
るため、工場その他を新増設する者に対し、助成し、企業
立地を促進する
【企業立地促進費補助金】

1,702,669 継続

北海道の優位性を活かした
企業誘致

自動車関連や食関連などの製造業や、データセンター、
サテライトオフィス等の立地を促進するため、セミナー開
催や展示会への出展、企業訪問などを通じ、本道の優位
性を活かした誘致活動を行う
【環境負荷低減型産業集積・人材育成事業（製造業誘
致）、地方分散型オフィス誘致推進事業】

29,550 継続

本道の優位性を活かした産
業や成長分野への投資呼び
込み

地域課題を海外とのビジネスに結びつけて解決するた
め、本道の優位性が活かせる産業や成長分野をターゲッ
トとして海外からの投資を呼び込む
【地域課題解決支援に向けた海外からの投資促進事業】

22,322 継続

地域と学校の協働による教
育の推進【再掲】

地域コーディネーターの活用により、地域と高校が協働・
融合した体制を構築し、地域や産業界に求められる人材
を育成する
【地学協働活動推進実証事業】

6,591 継続

本道における関係人口の創
出・拡大【再掲】

道内の関係人口の創出・拡大に向け、地域に興味を持つ
層（すそ野）の拡大を図るための、地域への興味関心を持
つ「きっかけ」づくりを行うとともに、その「きっかけ」から第
一歩を踏み出す機会を提供する
【道内版関係人口創出・拡大事業】

8,014 継続 ・地方創生推進交付金

道外学生の道内への就職促
進

道外大学生のU・Iターン就職と道内企業の人材確保と定
着を支援するため、道外大学就職担当者と道内企業採用
担当者の交流会を開催し、北海道への就職希望学生の
人材誘致に取り組む
【道外大学生U・Iターン促進事業】

3,074 新規 ・地方創生推進交付金

ＵＩＪターンによる新規就業の
促進

東京圏からのＵ・Ｉターンによる新規就業を促進するため、
移住して就業・起業マッチングサイトを運営するとともに、
移住して就業・企業した者等を支援する移住支援金対象
法人を掲載するマッチングサイトを運営するとともに、移
住支援金を支給する市町村に補助金を交付する
【UIJターン新規就業支援事業】

67,554 継続 ・地方創生推進交付金

北海道型ワーケーションの普
及・展開【再掲】

首都圏企業へのＰＲや受入プランの磨き上げ、オール北
海道での推進体制の強化など、北海道型ワーケーション
の更なる展開を図る
【北海道型ワーケーション普及・展開事業】

10,363 継続 ・地方創生推進交付金

新たな観光商品づくりの支援
【再掲】

新たな旅のスタイルであるワーケーションの推進等、道内
各地域の魅力を活かした観光地づくりに向けて観光資源
の掘り起こしや磨き上げ、広域連携による観光振興の取
組に対し支援し、地域経済の活性化を図る
【地域の魅力を活かした観光地づくり推進事業】

239,262 継続 ・地方創生推進交付金

企業と連携した森林づくりの
推進【再掲】

企業等による森林づくりを推進するため、環境保全に関
心がある企業等とフィールドを提供する所有者とのマッチ
ングを図る
【ほっかいどう企業の森林づくり推進事業】

10,063 新規

プロフェッショナル人材セン
ターの運営

地域企業の人材ニーズを切り出し、副業・兼業等の多様
な形態でマッチングを行い、プロフェッショナル人材を誘致
する
【プロフェッショナル人材センター運営事業】

49,393 継続 ・地方創生推進交付金
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サテライトオフィス・本社機能
の誘致推進

感染症や大規模自然災害からの企業の地方へのリスク
分散の動きなどを捉え、道内へのサテライトオフィスの設
置や本社機能の移転などを促進するため、首都圏企業を
ターゲットに誘致活動を展開する
 【地方分散型オフィス誘致推進事業】

10,940 新規

国立及び国定公園の施設整
備

園路、休憩所、トイレなど自然公園内の道有施設の改修
により利用環境を整え、公園の活用を促進する
【自然公園等施設整備事業、自然公園等整備事業】

1,017,010
継続

（拡充）
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(１)暮らしの質を高める

施策名 事業概要 予算額（千円） 区分 備　考

アライグマの根絶モデルの実
証

アライグマの生息地の拡大に伴う農業被害に対応するた
め、捕獲プログラムの実証と捕獲モデルを普及拡大する
【アライグマ根絶モデル実証事業】

12,356 継続

教育機関におけるICT機器の
活用【再掲】

学校のより安定的なICT活用に向け、道立学校のICT機
器活用により生じるトラブル等に対応するための支援体
制を構築する
【GIGAスクール運営支援センター整備事業】

35,236 新規

「北海道Society5.0」の推進

デジタルに関する専門的な知見を有する有権者の意見を
聞きながら、「北海道Society5.0推進計画」を確実に推進
するため、産学官の連携基盤として「北海道Society5.0推
進会議」を設置する
【｢北海道Society5.0｣推進事業】

1,308 継続

積雪寒冷地におけるドローン
利活用の実証

積雪寒冷地における、ドローンの利活用の可能性を調
査・検証し、災害時や物資輸送、施設管理等での利活用
を促進する
【北海道ドローン活用実証事業】

26,647 新規

障がい者用介護ロボットの導
入支援

障がい福祉の現場等における労働環境等改善を推進す
るための介護ロボットやICTの普及に関し、障がい者支援
施設等への導入を支援する
【障がい者用ｘ介護ロボット導入支援事業】

40,801
継続

（拡充）

介護ロボット導入支援
介護職員の労働環境の改善や人材を確保するため、介
護ロボットやICT機器の普及と導入を支援する
【介護ロボット導入支援事業】

1,330,316
継続

（拡充）

ICTによる高齢者の新たな
「通いの場」の支援モデルの
展開

コロナ禍において、感染の不安から「通いの場」の利用を
控えている高齢者に、ICTを活用した健康確認や体操等
の実施など、新たな「通いの場」を活用した支援モデルを
展開する
 【高齢者通いの場ICT普及推進事業】

2,734 新規

ICTを活用したヒグマに強い
地域づくりの実証

ヒグマの生息実態のICT等を活用した把握やヒグマに対
する有効な出没対策の実証、技術構築を行う
【ICTを活用したヒグマに強い地域づくり実証モデル事業】

14,823 継続

道内市町村及び道庁のデジ
タル化の推進

道が外部デジタル人材を確保し、道内市町村からの相談
に対応することで市町村における行政デジタル化の取組
を支援するとともに、道庁の業務におけるデジタル技術の
導入を加速する
【自治体DX推進事業】

55,904 新規

５．「北海道Society 5.0」プロジェクト
　近年目覚ましい発展を遂げている情報通信技術等の未来技術は、人口減少を含め課題の先進地であり、広域分散型の地域構造で
ある北海道においてこそ、ピンチをチャンスに変える力を持っている。北海道創生の次のステージに向け、Society 5.0を見据えた取組を
進める。
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AIやIoTの活用により地域課
題を解決する取組を支援

AIやIoTの活用による地域課題の解決、地域の活性化、
新産業の創出につなげる市町村等の取組を支援する
【地域づくり総合交付金：4,580,000千円の枠内】

新規

「サイエンスパーク」の開催
科学技術の持つ役割や重要性に対する認識を深めるとと
もに、北海道Society5.0推進計画が示す未来技術を実感
できる体験型科学イベント「サイエンスパーク」を開催する

4,049
継続

（拡充）

遠隔医療の推進

都市部の専門医が、遠隔地の医師に「Face to Face」で指
導・助言を行うための遠隔ＴＶカンファレンスシステム等の
導入等を支援し医療機関相互等の連携を図る
【遠隔医療促進事業】

29,638 継続

北海道型MaaSの展開

MaaS実証実験の成果や課題を、全道各地域の交通事業
者など関係者間で広く共有し、シームレス交通の全道展
開を図る
【北海道型MaaS展開事業】

3,512 継続

(2)価値と魅力を高める

施策名 事業概要 予算額（千円） 区分 備　考

中小企業者のデジタル技術
導入の支援【再掲】

道内中小企業等が行う、EC市場でのデジタル技術の活
用に向けて、商品販売や情報発信等への取組を支援す
る
【地域企業デジタル技術活用支援事業】

88,249 新規

ヘルスケア産業におけるデジ
タル技術の活用支援【再掲】

ヘルスケア産業におけるデジタル技術等を活用した製品
の開発や参入に向けた研修会、アドバイザー派遣等を実
施する
【ヘルスケア関連産業振興事業】

13,674 新規

ICTを活用した種馬鈴しょの
生産技術の実証【再掲】

種馬鈴しょ生産は植物防疫法に基づく検査が義務づけら
れていることから、病株抜き取り作業の負担軽減を図るた
め、ICTを活用した労働時間の負担軽減に繋がる生産技
術を実証する
【ICT活用種馬鈴しょ生産実証事業】

17,530 新規

スマート農業技術の導入推
進【再掲】

スマート農業技術の導入と全道への普及拡大を図るた
め、地域人材の育成などとともに、ICT機器を活用した草
地（牧草）管理など地域の営農体系に適した先端技術の
導入を支援する
 【スマート農業総合推進事業】

9,297 継続 ・地方創生推進交付金

スマート林業の構築推進

ICT等の最新技術の活用によるスマート林業の構築に向
けて、実演会などの開催や機器の試行支援などの取組を
実施する
【スマート林業構築推進事業】

12,795
継続

（拡充）
・地方創生推進交付金

スマート林業技術等の導入
支援

林業の生産性や安全性の向上に向けて、森林調査に用
いられるドローンや自走式下刈り機械などのICT等を活用
したスマート林業技術等の導入やオペレーターの育成等
を支援する
【スマート林業導入支援事業】

89,330 新規 ・地方創生推進交付金

ICT技術等を活用したコンブ
生産の自動化促進【再掲】

生産量が減少しているコンブの生産拡大を図るため、ICT
技術等を活用した漁場の把握手法や生産工程の自動化
モデルの開発に取り組む
 【ICT技術等を活用したコンブ生産増大対策事業】

11,598
継続

（拡充）
・地方創生推進交付金
・企業版ふるさと納税

宇宙ビジネスの創出と産業
かの促進【再掲】

デジタル技術を活用した未来志向の産業振興の一環とし
て、オール北海道の産学官連携による推進体制の活動を
通じて、宇宙ビジネスの創出とともに、機運醸成と国内外
の企業等の誘致を促進し、宇宙関連産業の成長産業化
を目指す
【宇宙産業成長産業化推進事業】

8,201 継続 ・地方創生推進交付金

道内IT企業の競争力の強化
商談会の開催によるマッチングや道外展示会への出展に
よるIT企業の販路拡大を支援する
【IT企業競争力強化促進事業】

13,003 新規

道内IT産業への認知度向
上・理解度促進の支援

道内IT産業の認知度向上と職場環境に対する理解促進
のため、合同企業説明会や職場見学会を実施する
【IT産業等振興事業】

7,942 新規

SDGsなど世界共通課題の解
決に取り組む企業の海外展
開の支援

ASEAN、中国市場をターゲットに、札幌市と連携し、道内
企業が有する技術・ノウハウの海外展開を支援すること
で、道内企業の販路拡大やイノベーションを促進する
【道市連携海外展開推進事業費（SDGsなど世界共通課
題の解決に取り組む海外展開企業支援事業）】

5,300 継続
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CO2排出量の「見える化」【再
掲】

家庭のCO2排出量を「見える化」するアプリを作成し、道
民の行動変容を促すとともに、民間事業者の排出量を
「見える化」するホームページを構築する
【CO2排出量「見える化」事業】

37,430 新規

自動運転車の開発拠点化
【再掲】

自動運転に係る展示会への出展、現地視察会の実施、
積雪寒冷対応システムの活用検討等を実施する
【自動運転車開発拠点化促進事業】

9,484 継続

ハウス栽培向けフィールドロ
ボットの開発

人手作業の自動化に向け､実作業情報をAI学習データと
して収集・蓄積する機能を持つフィールドロボットを開発す
る

8,000
継続

（拡充）

食関連産業の省力化の促進

道内大学、研究機関の先端技術を食関連産業に導入し、
スマート化するための産学官連携体制を整備するととも
に、事業化に向けた基盤技術の開発や製品化を推進す
る
【食関連産業省力化促進事業】

35,040 継続 ・地方創生推進交付金

地域のものづくり企業におけ
る先端技術人材の確保と育
成

ものづくり企業におけるＩoT・ロボティクス人材の確保育成
のため、道内７産業支援機関に専門人材を配置し、地域
企業の技術向上及び生産性向上に向けて支援する
【地域企業の先端技術人材確保・育成等支援事業】

48,800 継続

次世代データセンターの誘致
【再掲】

再生可能エネルギーを活用するデータセンター誘致を展
開するとともに、関連産業の集積に向けて取り組む
【データセンター集積推進事業】

31,763
継続

（拡充）

(3)人づくりの効果を高める

施策名 事業概要 予算額（千円） 区分 備　考

新たな社会経済情勢の変化
に対応する事業者の支援【再
掲】

道内中小企業者等が、感染症の影響やゼロカーボン、デ
ジタルトランスフォーメーションといった新たな社会経済情
勢の変化に対応するため、マーケティングやコンサルタン
ト招へい、人材育成や商品開発など競争力強化に向けた
取組を支援する
【中小企業競争力強化促進事業】

52,593 継続

遠隔授業の配信機能の確保
【再掲】

遠隔授業配信センターの運営により遠隔授業の配信機
能を集中化し、生徒の進学意欲を促進する
【遠隔授業配信機能集中化推進事業】

10,125 継続 ・地方創生推進交付金

最先端の職業人育成システ
ムの構築【再掲】

産業界と専門高校が一体となって最先端の職業人育成
システム（マイスターハイスクール）を構築する
【次世代地域産業人材育成刷新事業】

26,421 継続

ものづくり産業人材の確保
【再掲】

ものづくり企業の専門スキルを有する人材確保のため、Ｕ
Ｉターンイベント、専門家の派遣、セミナーの開催等を実施
する
【ものづくり産業分野人材確保支援事業】

37,530 新規

次世代自動車の部品等の開
発・生産への参入

コロナ禍により厳しい状況にある道内ものづくり企業の次
世代自動車等の販路拡大・人材育成の取組を推進する
【次世代自動車部品等参入促進事業】

4,248 新規

実践的職業教育の推進

地域産業を担う人材を育成するため、産業界や大学等と
の連携により、ICTやロボット技術を活用した実践的な職
業教育を推進する
 【実践的職業教育推進事業】

8,859 継続 ・地方創生推進交付金
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