
景観形成と関連施策との連携に係る推進状況について
資料１　 １　令和元年度(2019年度)の取組状況について

　(3)情報発信等　①道ホームページ等による情報発信　関連資料

【情報発信】景観形成と関連施策との連携内容

連携方法 道民が求めるもの 関連事業の取組
景観の視点から行う

連携内容
連携の効果 担当部局 事業名

・海をきれいにしたい

海岸漂着物の回収・処
理

　・流木や漂着船な
　　どの漂着・漂流
　　ごみ
　・海岸の環境保全

・良好な海岸景観のPR
を行う

【景観】
・景観への意識を高め
る

【関連事業】
・さらなる海岸の環境
保全推進に寄与する。

環境生活
部環境局
循環型社
会推進課

海岸漂着
物等地域
対策推進
事業

・北海道の文化や歴史
を知りたい

文化財等の情報発信・
保存

　　・縄文文化
　　・オホーツク文化
　　・擦文文化
　　・アイヌ文化
　　・遺跡
　　・伝統

・文化的・歴史的建造
物や史跡なども、景観
上重要な資源であると
PRを行う。

【景観】
・景観への意識を高め
る

【関連事業】
・さらなる本事業の推
進に寄与する

環境生活
部文化局
文化振興
課

文化振興
事業費
（文化発
信拠点づ
くり推進
事業費）

・地域の農林漁業を体
験したい

都市と農村の交流

　　・観光資源
　　・農村漁業
　　・歴史・文化
　　・食
　　・地域の活性化

・良好な農山漁村景観
のPRを行う。

【景観】
・景観への意識を高め
る

【関連事業】
・「景観」も資源とし
て活用することで、さ
らなる地域の魅力を高
めることができる

農政部農
村振興局
農村設計
課

地域がう
るおう農
村ツーリ
ズム展開
事業

・住み心地のよい街に住
みたい

空き家情報の周知
住環境の向上

・空き家は景観の悪化
に繋がるとPRを行う

【景観】
・景観への意識を高め
る

【関連事業】
・空き家に対する問題
意識が高まり、本事業
の推進に寄与する。

建設部住
宅局建築
指導課

空き家対
策推進事
業

（3)パネルの作成
・パネルを作成し、景
観パネル展及び都市公
園パネル展にて展示す
る。

(4)パネルの貸出・作
成検討
・セミナーの講演内容
やパネルの設置状況を
確認し、景観学習パネ
ルの貸出や新たなパネ
ルの作成も含めて検討
する

・気になったことを知
りたい・学びたい

学習情報や機会を提供
する

・「景観」についてわ
かりやすく知ってもら
う機会を創出する

【景観】
・景観への意識を高め
る

【関連事業】
・生涯学習の１つとし
て、学習機会を提供す
ることができる

教育庁総
務政策局
教育政策
課

ほっかい
どう生涯
学習ネッ
トワーク
カレッジ
（道民カ
レッジ）
事業

都市公園
事業

・公園へ行ってみたい

(1)関連事業を紹介す
るホームページの作成
・当課HPに、景観と本
事業を含む関連施策と
の繋がりをわかりやす
く表現し紹介するため
のホームページを立ち
上げる
・関連施策の紹介内容
は、表で行うことを主
とする
・当課と担当課のホー
ムページの双方向から
アクセスできるような
仕組みを検討

(2)普及啓発チラシの
作成
・本事業の取組が良好
な景観形成に繋がるこ
とを表現しているチラ
シを作成
・関連施策の紹介内容
の補足資料として、
ホームページへ掲載

都市公園の機能の向上

　・防災機能
　・憩いの場
　・環境保全
　・緑地

・都市公園にある緑地
や賑わいから創出され
る良好な景観について
PRを行う

【景観】
・景観への意識を高め
る

【関連事業】
・北海道の都市公園の
PRに繋がり、地域の活
性化に寄与する。

建設部ま
ちづくり
局都市環
境課

資 料 ５



チラシ作成のパターン

道民・事業者・来訪者等

が求めるもの

【関連事業】

【景 観】

〇〇事業

関連事業の

景 観 の

（例）海岸漂着物等地域対策推進事業のイメージ

海をきれいにしたい

【環境局循環型社会推進課】

海岸漂着物の回収・処理

【景観】

良好な海岸景観のＰＲ

海岸環境の

保全に寄与

景 観 へ の

意識を高める



個⼈情報等を⼊⼒するページは 
暗号化通信（SSL）により、保護しています。

ホーム > 環境生活部 > 循環型社会推進課 >  海岸漂着物地域対策推進事業

サイト内検索︓ カスタム検索 検索

最終更新日：2019年9月24日（火）

海岸漂着物地域対策推進事業

　道では、環境省からの補助金を活用して、海岸漂着物の集積が著しく、海岸における良好な景観及び環境の保
全に深刻な影響を及ぼしている地域等において、海岸漂着物の回収・処理や、発生抑制対策等の事業を実施し
ています。

１.海岸漂着物等地域対策推進事業補助金

（１）補助事業の概要
海岸漂着物処理推進法第２９条に基づき、都道府県や市町村等が実施する海洋ごみに関する地域計画の策
定、海洋ごみの回収・処理、発生抑制対策に関する事業に対し、補助金による支援を実施しています。補助率
は、地域の実情に合わせ、離島や過疎、半島地域等において嵩上げを実施しています。
（補助率）
〇地域計画策定事業（都道府県のみ）・・・補助率　事業費１０百万円を上限とする定額補助※
（ただし定額を超えた分等は、事業費の１／２）
〇回収・処理事業、発生抑制対策事業・・・補助率７／１０～９／１０

※定額補助は、２０２３年度までの時限措置

（２）本事業に係る補助金の交付要綱、様式、交付状況について

北海道海岸漂着物等地域対策推進事業補助金交付要綱

北海道海岸漂着物等地域対策推進事業補助金様式

海岸漂着物地域対策推進事業補助金の交付状況

２．海岸漂着物等対策検討事業

　道では平成26年に、本道における海岸漂着物の実態を調査する「平成２６年度北海道海岸漂着物等対策検討
事業」を実施し、海岸漂着物等の回収・処理事業及び発生抑制対策を適切に進めていくための、流木流出量推
定モデルの構築や流木のリサイクルモデル実証試験を行っています。

　報告書の目次は、次のとおりです。　（一部、概要のダウンロードが可能です。）

　　　第１章　業務概要（PDF）
１－１　業務の目的
１－２　業務の内容

　　　第２章　発生抑制対策等に係る精度アップ調査
２－１　流木流出量推定モデルの検証・確認のための補足現地調査（PDF)
２－２　複数地点での河川における流木流出量の拡大調査（PDF)
２－３　全道の流木発生量予測の精度アップ調査（PDF)

　　　第３章　流木のリサイクルモデル実証試験
３－１　実証試験（PDF)
３－２　ヒアリング調査（PDF)

ツイートいいね︕ 1

⾳声で読み上げる

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/top_page/H25H26kaigankeikaku.htm

098350
テキストボックス
参考資料①：海岸漂着物地域対策推進事業



[電話番号⼀覧]

３－３　アンケート調査（PDF)
３－４　リサイクルモデルの検討（PDF)

第４章　海岸漂着物発生抑制対策実施のための電子データ化及び発信コンテンツの作成
４－１　調査の目的と対象範囲
４－２　データベース閲覧システム
４－３　発信コンテンツの作成

　　　第５章　北海道海岸漂着物対策推進協議会での業務概要報告
５－１　開催の概要
５－２　意見交換の概要

　　　第６章　おわりに
６－１　本業務の成果
６－２　今後の課題

お問合せページ等、個⼈情報を⼊⼒するページは暗号化通信（SSL）により、保護しています。

庁舎のご案内 サイトの⽅針 リンクについて 個⼈情報の取扱いについて 著作権について

〒060-8588 札幌市中央区北3条⻄6丁⽬ 電話番号 011-231-4111（⼤代表）法⼈番号 7000020010006　
⼀般的な業務時間 8時45分〜17時30分 （⼟⽇祝⽇および12⽉29⽇〜1⽉3⽇はお休み）

(c)2020 HOKKAIDO GOVERNMENT ALL RIGHTS RESERVED. 

ツイートいいね︕ 1

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/top_page/H25H26kaigankeikaku.htm



個⼈情報等を⼊⼒するページは 
暗号化通信（SSL）により、保護しています。

ホーム > 環境生活部 > 文化局文化振興課 >  文化振興課のホームページ

教育委員会の分類：文化・スポーツ > 芸術文化 > 芸術文化

サイト内検索： カスタム検索 検索

最終更新日：2020年1月08日（水）

文化振興課ホームページ

ツイートいいね︕ 4

～★・文化振興課からのお知らせ・★～

・令和元年12月03日　 「北海道地域文化選奨懇談会」を開催しました　
・令和元年10月05日　 「東京キャラバン in 北海道」の開催について　
・令和元年12月02日　 第４回北のまんが大賞懇談会開催について
・令和元年10月03日　 令和元年度北海道文化賞及び文化奨励賞の受賞者が決定しました　
・令和元年08月02日　 赤れんがアーティスト新規募集について
・令和元年08月01日　 令和元年度赤れんがアーティスト開催について
・令和元年05月31日 令和元年度(2019年度)北海道地域文化選奨の候補者を募集します
・令和元年05月09日 平成30年度補助金交付一覧を公表しました

関連施設

・北海道博物館
・開拓の村
・野幌森林自然ふれあい交流館
・オホーツク流氷科学センター

⾳声で読み上げる

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/bns/index.htm

098350
テキストボックス
参考資料②：文化振興事業費（文化発信拠点づくり推進事業費）



標準 拡⼤⽂字サイズ Englishサイト内検索

https://www.akarenga-h.jp/



⼀覧へ

2020年01⽉08⽇ 応援ネットワーク 札幌ビューホテル⼤通公園様の取り組みです。

2020年01⽉06⽇ 応援ネットワーク ⽇本航空株式会社（JAL)様の取り組みです。

2020年01⽉06⽇ 象徴空間 １／６放送　ＮＨＫ「イランカラプテプロジェクト」

2020年01⽉04⽇ 北海道博物館 [1月4⽇-19⽇]仙台藩⽩⽼元陣屋資料館で第8回アイヌ⽂化巡回展
「アイヌ語地名を歩く〜⼭⽥秀三の地名研究から〜　2020⽩⽼」
を開催中です

2019年12⽉27⽇ 応援ネットワーク 株式会社⼟倉様の取り組みです。

2019年12⽉27⽇ 応援ネットワーク サッポロビール株式会社 様の取り組みです。

2019年12⽉27⽇ 北海道博物館 ［1月9⽇・10⽇］CISEサイエンスフェスティバルのおしらせ

2019年12⽉26⽇ 北海道博物館 年末年始の休館のおしらせ

2019年12⽉23⽇ 象徴空間 １２／２３放送　ＮＨＫ「イランカラプテプロジェクト」

2019年12⽉21⽇ 北海道博物館 蔵出し展「模型でみる札幌建築物語」

2019年12⽉20⽇ 北海道博物館 第16回企画テーマ展「北海道神宮」

2019年12⽉18⽇ 応援ネットワーク 株式会社五島軒様の取り組みです。

2019年12⽉18⽇ 応援ネットワーク 北洋銀行 様の取り組みです。

2019年12⽉18⽇ 応援ネットワーク 東⽇本⾼速道路株式会社北海道支社様の取り組みです。

2019年12⽉18⽇ 応援ネットワーク ⽯屋製菓株式会社様の取り組みです。

2019年12⽉18⽇ 応援ネットワーク 髙砂酒造株式会社様の取り組みです。

2019年12⽉18⽇ 応援ネットワーク ⼀般社団法⼈ウレㇱパクラブ様の取組です。

2019年12⽉17⽇ 北海道博物館 12月19⽇(木)・20⽇(⾦)の2⽇間、臨時休館となります

2019年12⽉17⽇ 北海道博物館 『かるちゃる通信★』2020.01-03月号ができました

2019年12⽉09⽇ 象徴空間 １２／９放送　ＮＨＫ「イランカラプテプロジェクト」

2019年12⽉06⽇ 応援ネットワーク 株式会社北海道エアシステム（JALグループ)様の取り組みです。

https://www.akarenga-h.jp/



2019年12⽉05⽇ 象徴空間 キッズサッカー⼤会でウポポイＰＲ

2019年12⽉05⽇ 応援ネットワーク 朝⽇新聞北海道支社様、北海道テレビ放送株式会社の取組です。

2019年12⽉03⽇ 北海道博物館 はっけんイベント しめ縄づくり

2019年12⽉03⽇ 北海道博物館 はっけんイベント しめ縄づくり

関連リンク ⾚れんが庁舎へのアクセス【⼀時閉館中】 サイトポリシー サイトマップ

お知らせ

⾚れんが庁舎のページ

- 北海道博物館 ⾚れんがサテライト
【閉室】

- ⾚れんが縄⽂回廊【⼀時閉室中】

- ⾚れんが庁舎のイベント

北海道博物館のページ

- 施設概要

- 写真で⾒る北海道博物館

- 北海道博物館のイベント

- 北海道博物館へのアクセス

北海道の歴史と⽂化と⾃然

- ⾃然史

･ 北海道誕⽣のころ
･ 北国の⽣き物たちと、その舞台

- 縄⽂⽂化

･ 旧⽯器⽂化と縄⽂⽂化
･ 縄⽂⽂化と北の遺跡
･ 縄⽂⽂化の⼈びとの祈りとこころ
･ 縄⽂のさらなる発展̶続縄⽂⽂化
･ 北と南の⽂化が出会う̶オホーツ
ク⽂化・擦⽂⽂化
･ トピックス︓中空⼟偶
･ ストーリーブック「北海道の縄⽂
⽂化」

- 中世から近代へ

･ 中近世の蝦夷地
･ ⼤地を拓く̶開拓の始まり
･ 技術者たちの⼤地̶⾚れんが庁舎
は語る
･ 移⺠̶北の⼤地をめざして

- アイヌ⽂化

･ 伝統の暮らしのすがたー衣・⾷・
住
･ ⼈から⼈へ、伝えられる〈こと
ば〉
･ カムイへの祈り̶信仰

- 北の⽣活⽂化

･ 北海道の伝統の⾷
･ 家族を包む手仕事ー北海道の衣服
･ 地域に伝わるまつりと⺠俗芸能

- 北の芸術と⽂化

･ ⼤地が育んだ想像⼒―⽂学
･ 広がる多彩な表現－絵画・彫刻

北海道ライブラリー

関連リンク

⾚れんが庁舎へのアクセス【⼀時閉館
中】

サイトポリシー

サイトマップ

https://www.akarenga-h.jp/



個⼈情報等を⼊⼒するページは 
暗号化通信（SSL）により、保護しています。

ホーム > 農政部 > 農村設計課 >  農村ツーリズムのページ

サイト内検索︓ カスタム検索 検索

最終更新日：2019年12月09日（月）

　農村ツーリズム

　このページでは、農林漁業者のほか、観光業をはじめとする地域の多様な主体が、地域ぐるみで連携して取り
組む、北海道の新たなツーリズム「農村ツーリズム」に関する情報をお知らせします。

　新着情報

○ 農村ツーリズムアンケート結果を公表しました！

○　農たび･北海道公式ツイッターを開設しました！

○ 北海道の農泊地域一覧のページを作成しました！

○　グリーン・ツーリズム関連施設開設の手引きを公開しました！　

○　農たび･北海道ロゴマークの使用申請窓口を開設しました！

　農村ツーリズムとは？

　北海道ではかねてより、「緑豊かな農山漁村地域において、自然、文化、人々との交流を楽しむ、滞在型の余
暇活動」であるグリーン・ツーリズムを推進してきました。

　都市に暮らす人にとっては、農家民宿や農作業体験を通じて農山漁村の豊かな暮らしを楽しむことができ、農
山漁村に暮らす人にとっては、その地の歴史･文化･伝統･自然などを都市住民とともに守り育むことにつながりま
す。

　しかし取組が長年続く中、実践者の高齢化などの理由から受入を休止する農家が増えてきているほか、地域資
源を活かした食や体験といったプログラム開発の停滞と情報発信の不足といった、課題が浮き彫りになってきま
した。

　そこで北海道では、平成29年度から農林漁業者のみならず、観光業をはじめとする多様な主体が連携し、地域
ぐるみで地域の活性化や所得向上を目指す新たなツーリズムとして「農村ツーリズム」を推進することとしました。

　このページでは北海道における農村ツーリズムの取組を全道に広げるため、「農たび･北海道」という愛称・ロゴ
マークとともに、様々な情報を発信してまいります。
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旧　グリーン・ツーリズムのページ→ 

　農村ツーリズムロゴマーク

札幌大谷大学と連携し、農村ツーリズムロゴマークを作成しました！大学との連携についてはこちら

【ロゴマークコンセプト】
　旅を連想するキャリーケースや鞄についているタグをモチーフにしています。
　農村ツーリズムの愛称である「農たび・北海道」の文字と一体となったロゴになっており、農村、山村、漁村それ
ぞれのシーンに応じて使える、親しみやすいマークになっています。

　ロゴマークの使用について

　ロゴマークを使用する場合は、次の「農村ツーリズムロゴマーク使用要綱」に基づき、第1号様式で北海道農政
部農村振興局農村設計課活性化担当課長宛に、申請を行ってください。

　・農村ツーリズムロゴマーク使用要綱 (pdf)
　・第1号様式 (word)
　・第2号様式 (pdf)
　・デザインマニュアル (pdf)

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/ski/gt/nousontourism.htm



申請先：〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
 FAX  011-232-0027

E-Mail  nosei.noki1@pref.hokkaido.lg.jp

　農たび･北海道関連SNS

道内の農村ツーリズム実践者や、道の農村ツーリズム関連施策情報を、フェイスブックとツイッターで発信してい
ます！

いいね！とフォローをして頂けるとうれしいです！

フェイスブックページURL https://www.facebook.com/nousontourism

ツイッターURL http://twitter.com/notabi_hokkaido

　北海道の農泊採択地域一覧

令和元年（2019年）9月現在、北海道に42カ所ある農泊採択地域を北海道地図とともに一覧にしています。

一覧表から、全国の農泊採択地位の情報を掲載している、「農泊ポータルサイト」へジャンプすることもできます。

＞＞北海道の農泊採択地域一覧＜＜

※農泊とは、農山漁村において日本ならではの伝統的な生活体験と農村地域の人々との交流を楽しみ、農家民
宿、古民家を活用した宿泊施設など、多様な宿泊手段により旅行社にその土地の魅力を味わってもらう農山漁村
滞在型旅行を指します。（農林水産省ホームページより）

　関連研修会・フォーラムのお知らせ

平成３１年２月２０日（水）開催

　「教育旅行フォーラム」（終了しました）

令和元年（２０１９年）１２月３日（火）開催

　「農たび･北海道ネットワーク研修会」（終了しました）

　輝く農村づくり　事例集

　北海道農政部農村設計課では、都市と農村との交流などを進める、道内各地の特徴的な地域づくりの取組をま
とめた、事例集を作成しました。

○事例集その1　掲載市町村

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/ski/gt/nousontourism.htm



１　栗山町「北海道の里山づくり」
　　　栗山町ふるさと交流産業推進協議会

２　興部町「子どもブランドという名の食農教育」
　　　食を考える協議会

３　当別町「廃校を活用した交流拠点づくり」
　　　当別町田園文化創造協議会

４　鹿追町「小さな農業（放牧養豚）の試み」
　　　鹿追町地域資源活用ふるさとづくり協議会

５　旭川市「住み慣れた土地で安心な暮らしづくり」
　　　西神楽エコ農村共生対流推進協議会

６　黒松内町「農村の魅力ある資源を活かしたフットパス」
　　　黒松内町農山漁村資源活用地域協議会

○事例集その2　掲載市町村

１　浦幌町「子どもたちの地域への愛着を育むプロジェクト」
　　　うらほろスタイル推進地域協議会

２　日高町「集落の隠れた宝『ひだから』ガイド」
　　　日高地域活性化協議会

３　占冠村「楽しみながら地域の資源を発掘！」
　　　しむかっぷふるさとふっつくふくらむ協議会

４　大空町「地域の未来をともす『有機農業』」
　　　大空町の食と農を考える協議会

５　留萌市「農業と福祉が連携した乾燥野菜づくり」
　　　るもい農業「人」と「食」の交流推進協議会

６　北見市「高齢者の暮らしを支えるマネジメント」
NPO法人北見NPOサポートセンター

☆北海道の輝く農村づくり活動事例集１　その１☆

☆北海道の輝く農村づくり活動事例集１　その２☆

☆北海道の輝く農村づくり活動事例集２　その１☆

☆北海道の輝く農村づくり活動事例集２　その２☆

☆北海道の輝く農村づくり活動事例集２　その３☆

　グリーン・ツーリズム関連施設調査

農村設計課では、グリーン・ツーリズムに関連する施設の数や、農村における教育旅行生の受入人数等を調査し
ています。

調査結果はこちら↓

・2019年 NEW!
・2018年
・2017年

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/ski/gt/nousontourism.htm



・2016年
・2015年

「グリーン・ツーリズム関連施設調査」の情報はオープンデータとして自由に二次利用することが可能です。（CC-
BY）
利用する場合には出所明示を行ってください。詳しくは北海道オープンデータ利用規約をご確認ください。また、
北海道のオープンデータは、「北海道オープンデータポータル」にも登録していますのでご覧ください。

教育旅行生の受入人数等に関する調査結果はこちらで公表しています。

　グリーン・ツーリズム関連施設の開設について

　ファームインやファームレストラン、農畜産物の加工施設・直売所、体験施設などグリーン・ツーリズム関連施設
の開設には、旅館業法や食品衛生法などの関連法令に基づく許認可の手続きが必要です。
　道では、こうした手続きが円滑かつ迅速に行えるよう、問合せ先や開設に至るまでの様々な許認可手続き等を
整理したマニュアルを作成していますので、ご活用ください。

・グリーン・ツーリズム関連施設開設の手引き（R1.8月改訂）
・農家民宿関係の規制緩和
・北海道チャレンジパートナー特区（農家体験民宿を核としたグリーン・ツーリズム推進に係る特例措置）

　教育旅行に関連する関係方針

・農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針 （H8制定　北海道の基本方針）
・教育旅行における農林漁家民泊の取扱いについて

　「歴史的資源を活用した観光まちづくり官民連携推進チーム」への相談について

　政府では、農山漁村を含めた地方に広く存在する古民家等を活用した魅力ある観光待ちづくりを推進するため
「歴史的資源を活用した観光まちづくり官民連携推進チーム」を設置し、地域が抱える課題などについて相談を受
け付けています。
　本制度に申し込むことにより、地域が抱える課題解決のための助言･指導を専門家から受けることができます。
　本制度の詳細やお申し込みについては下記リンク先「国土交通省官公庁　歴史的資源を活用した観光まちづく
り」をご覧ください。

URL:http://kominkasupport.jp/ 

　リンク集

・観光振興機構「Good day 北海道」

・農林水産省「農村振興のページ」

・農水省YouTubeチャンネル『農泊』

・農泊ポータルサイト

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/ski/gt/nousontourism.htm



[電話番号⼀覧]

・農泊地域と料理人のマッチングサイト「さとChef」

・ 北海道経済部観光局（グリーン・ツーリズム）

・元気です北海道～北海道の元気を、道内外そして世界に向けて～地域の元気

・北海道総合政策部地域づくり支援局

・どさんこ食育応援プロジェクト（食育ツール）

・財団法人都市農山漁村交流活性化機構（まちむら交流きこう）

・北海道子ども農山漁村交流プロジェクトコーディネート組織

・北海道グリーン・ツーリズムネットワーク

お問合せページ等、個⼈情報を⼊⼒するページは暗号化通信（SSL）により、保護しています。

庁舎のご案内 サイトの⽅針 リンクについて 個⼈情報の取扱いについて 著作権について

〒060-8588 札幌市中央区北3条⻄6丁⽬ 電話番号 011-231-4111（⼤代表）法⼈番号 7000020010006　
⼀般的な業務時間 8時45分〜17時30分 （⼟⽇祝⽇および12⽉29⽇〜1⽉3⽇はお休み）

(c)2020 HOKKAIDO GOVERNMENT ALL RIGHTS RESERVED. 
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個⼈情報等を⼊⼒するページは 
暗号化通信（SSL）により、保護しています。

ホーム > 建設部 > 建築指導課 >  北海道の空き家対策

北海道の分類：環境・まちづくり > 都市・景観・住宅・土地 > 住宅・建築

サイト内検索︓ カスタム検索 検索

最終更新日：2019年4月22日（月）

--　見出し追加対応　-->

北海道の空き家対策

北海道の空き家対策
道内の空き家は年々増加傾向にあり、平成25年の国の住宅・土地統計調査によると、空

き家戸数は388,200戸、住宅総数に占める割合は14.1％となっています。
増加する空き家に対応するため、道内ではすでに空き家等対策のための条例を制定して

対策に取り組んでいる市町村もあり、国では、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に
関する特別措置法」を公布し、平成27年5月26日に全面施行されました。
このような背景を踏まえ、道では、生活環境の保全や移住・定住の促進に向け、空き家

等の有効な活用などに取り組むとともに、市町村の空き家等対策を支援することを目的
に、空き家に対する取組を行っています。

■　道の取り組み

○　北海道の空き家等対策に関する取組方針（平成27年12月決定）

　・本文（819KB：pdf）

　・概要版（176KB：pdf） 

○　北海道空き家情報バンク(平成28年４月運用開始）

　・リーフレット（虹）

　・リーフレット（星）

○　空き家ガイドブック

　　　全体編：Ｐ１ Ｐ２ Ｐ３ Ｐ４

　　　管理編：Ｐ１ Ｐ２ Ｐ３ Ｐ４

　　　活用編：Ｐ１ Ｐ２ Ｐ３ Ｐ４

ツイートいいね︕ 1
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[電話番号⼀覧]

○　市町村による特定空家の判断の手引き(平成28年6月公開)

○　空き家のある風景 ポエムフォトコンテスト結果発表

○　移住・定住関係サイト(北海道総合政策部地方創生局地域戦略課)

・北海道ふるさと移住定住推進センター

・北海道で暮らそう！

■　関連情報

○　国の関係サイト

　・国土交通省　空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報

　・全国空き家対策推進協議会

連絡先：建築指導課建築企画グループ

電　話：011-204-5577　FAX：011-232-0147 

お問合せページ等、個⼈情報を⼊⼒するページは暗号化通信（SSL）により、保護しています。

庁舎のご案内 サイトの⽅針 リンクについて 個⼈情報の取扱いについて 著作権について

〒060-8588 札幌市中央区北3条⻄6丁⽬ 電話番号 011-231-4111（⼤代表）法⼈番号 7000020010006　
⼀般的な業務時間 8時45分〜17時30分 （⼟⽇祝⽇および12⽉29⽇〜1⽉3⽇はお休み）

(c)2020 HOKKAIDO GOVERNMENT ALL RIGHTS RESERVED. 
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個⼈情報等を⼊⼒するページは 
暗号化通信（SSL）により、保護しています。

ホーム > 建設部 > 都市環境課 >  北海道の都市公園

北海道の分類：環境・まちづくり > 公共施設・公園 > 公園

サイト内検索︓ カスタム検索 検索

最終更新日：2019年12月05日（木）

● 新着情報 ● 

都市公園に関する様々な情報を掲載しております。

■道立都市公園における利用者満足度調査の結果について【New】　令和元年12月5日
道立都市公園の令和元年度利用者満足度調査の結果を公表しました。

■ 社会資本総合整備計画の公表について 　令和元年9月26日
都市公園等事業に関する社会資本整備総合整備計画の変更を公表しました。

■道立公園のＰＦＩ事業について 　令和元年7月24日
「道立噴火湾パノラマパークビジター等整備運営事業」に係るモニタリング結果を公表しました。

ツイートいいね︕ 17
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[電話番号⼀覧]

■平成30年度道立都市公園等指定管理業務に係る管理の目標達成度について 令和元年5月31日
各公園の指定管理業務に係る管理の目標達成度評価調書を公表しました。

■ 道立真駒内公園屋内競技場及び屋外競技場のネーミングライツ契約の更新について　平成31年4月1日
北海道セキスイハイム株式会社と道立真駒内公園屋内競技場及び屋外競技場のネーミングライツ契約を更新
しました。

■  平成28年度末北海道の都市公園現況の公表について 　平成31年3月18日
北海道における平成27年度末都市公園等整備状況調査の結果を整理・集計し、公表しました。

■平成30年度からの北海道立都市公園の指定管理者について平成30年3月22日
北海道立都市公園指定管理者を指定しました。

■ 公園緑地事業実務要領および都市公園事業設計要領について平成29年9月1日
公園緑地事業を国土交通省都市局所管国庫補助事業等で施行する場合の手引きとしての要領
公園緑地事業実務要領（平成29年度改定版）を公表しました。

お問合せページ等、個⼈情報を⼊⼒するページは暗号化通信（SSL）により、保護しています。

庁舎のご案内 サイトの⽅針 リンクについて 個⼈情報の取扱いについて 著作権について

〒060-8588 札幌市中央区北3条⻄6丁⽬ 電話番号 011-231-4111（⼤代表）法⼈番号 7000020010006　
⼀般的な業務時間 8時45分〜17時30分 （⼟⽇祝⽇および12⽉29⽇〜1⽉3⽇はお休み）

(c)2020 HOKKAIDO GOVERNMENT ALL RIGHTS RESERVED. 
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について

ピックアップ講座

道⺠カレッジの講座は7つのコースに分かれており、ジュニアコースは4歳から中学⽣、ジュニアコース以外は⾼校⽣以上が受講対象となり
ます。

各コースの説明を見る

すべての講座
（詳細検索）

ほっかいどう学
コース

地域活動コース キャリアアップ
コース

環境・⽣活コース 健康・スポーツ
コース

教養コース

ジュニアコース

はじめて連携講座申請される⽅は、まず実施機関登録をしてください。

詳しい説明を見る（連携講座申請について）

連携講座実施機関登録 連携講座申請(実施機関登録済みの⽅)

学びから夢が⽣まれる道⺠カレッジ

「学びたいという意思」を唯⼀の⼊学資格とする⽣涯学習の学園です。
だれでもいつでも⼊学できます。

道内のいろいろな場所で開催されている講座を総合的にお知らせして、
道⺠の皆さんに参加・学習していただくものです。

⾃分の興味・関⼼がある講座を受講していただき、⾃分の知識や技術を
⾼めるとともに、学習した成果を地域などで活かすことができます。

ほっかいどう学コース

指定講座

地域活動コース

地域活動インターネット講座

ほっかいどう学コース

⼤学インターネット講座

ガイドブック

ガイドブック

地域活動コース

地域活動インター

「ほっかいどう学」かでる講座
...

82歳のカメラマン〜できる範囲
でできることから〜 ...

遺物・遺構から読み解く縄⽂⼈
が暮らした世界 ...

令和元年度後期ガイドブック
...

楽しく歩いて仲間
康に〜活動からう

講座をさがす

講座を登録する(連携講座申請)

https://manabi.pref.hokkaido.jp/college/

098350
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ツイート

お知らせ

2019年03⽉19⽇ システム改修は終了しました。御協⼒ありがとうございました。なお、改修に伴い、過去の講座情報が⼀部正しく表⽰
されない場合があります。予め御了承ください。

新着情報 ⼀覧へRSS

2020年01⽉08⽇ 令和2年度まなびの広場展参加団体を募集します。

2020年01⽉06⽇ 地⽅創⽣塾（苫前町）のメンバーによるTomamaeしごとFesの実施報告書を更新しました。

2019年12⽉26⽇ 令和元年度前期ガイドブック号外編1⽉号を掲載しました。

2019年12⽉16⽇ 令和2年度「ほっかいどう学」かでる講座の内容⼀覧を更新しました。

2019年11⽉15⽇ 令和元年度第3回地⽅創⽣塾（網⾛市）の実施報告書を更新しました。

2019年11⽉06⽇ 令和元年度地域活動実践講座を開催しました。

サイトマップ このサイトについて ウェブアクセシビリティ

道⺠カレッジ事務局 受託者:(公財)北海道⽣涯学習協会

〒060-0002 札幌市中央区北2条⻄7丁⽬かでる2・7ビル 9階
電話: 011-204-5780 ファックス: 011-281-6664 E-mail: college@manabi.pref.hokkaido.jp

主催: 北海道教育委員会（北海道⽣涯学習推進センター）

©2001 CITIZEN'S COLLEGE OF HOKKAIDO All Rights Reserved.

https://manabi.pref.hokkaido.jp/college/



令 和 元 年 度 地 域 生 涯 学 習 活 動 実 践 交 流 セ ミ ナ ー 
＜研究テーマ＞地域づくりの担い手育成に向けた行政と住民の連携・協働

～災害に負けない地域コミュニティの形成～ 

１ 趣旨  本道における生涯学習活動の一層の推進を図るため、実践事例の交流等を通し、北海道における

生涯学習活動推進上の課題解決を図る。 

２ 主催 北海道立生涯学習センター 北海道社会教育主事会協議会 

３ 期日 令和２年２月 13 日（木）～14 日（金） 

４ 会場 道民活動センタービル「かでる２・７」（札幌市中央区北２条西７丁目） 

５ 対象 市町村及び市町村教育委員会事務局職員、各種審議会委員（社会教育委員、生涯学習審議会委員

等）社会教育関係団体職員、生涯学習関連施設職員（公民館主事、図書館司書、学芸員）等 

６ 日程および研修内容 

(1) テーマ説明「研究テーマ『地域づくりの担い手育成に向けた行政と住民の連携・協働』について」 

北海道立生涯学習推進センター職員 

(2) 事例発表 

(3) 講演 演題（案）「災害に負けない地域コミュニティについて」＜道民カレッジ連携講座地域活動コース１単位＞ 

   講師 福島大学うつくしまふくしま未来支援センター特任教授 天 野 和 彦 氏 

(4) 研究協議「地域コミュニティの形成に向けた社会教育行政の役割」 

進行 北海道社会教育主事会協議会会員 

(5) まとめ 各研究協議の内容交流                             進行 北海道社会教育主事会協議会会員 

７ その他 
(1) 資料展示・ＶＴＲ放映 

実施を希望する場合は申込書に必要事項を記入し、１月 31 日（金）までに提出してください。資料展示 
はホワイエで、VTR 放映はかでるホールで実施します。 

お申込み・お問い合わせ 

申込方法 別紙参加申込書に記入の上、申込先へ郵送・ＦＡＸ・電子メールにて送付してください。※ご記入いただいた個人情報は

「北海道個人情報保護条例」に基づき、本事業の運営に必要な範囲内での使用といたします。 

申込先  北海道立生涯学習推進センター （担当：久末・田中・米澤） 

【郵送】 〒060-0002 札幌市中央区北２条西７丁目 かでる２・７ ８階  【ＦＡＸ】 011－261－7431 

【電子メール】 shougai.12@pref.hokkaido.lg.jp 
※開催要項・参加申込書は、ホームページからダウンロードできます。(https://manabi.pref.hokkaido.jp/) 

申込締切 令和２年１月 31 日(金) 

問合せ先 北海道立生涯学習推進センター 011-204-5782 〔午前８時 45 分から午後５時 30 分〕 

道北ブロック 

1030 会議室 

道央ブロック 

1060 会議室 

道東ブロック 

1040 会議室 

道南ブロック 

1050 会議室 

①11:00

～11:25

石狩管内 根室管内 日高管内 

②11:30

～11:55

宗谷管内 空知管内 釧路管内 胆振管内 

③13:15

～13:40

留萌管内 後志管内 十勝管内 渡島管内 

④13:45

～14:10

上川管内 ｵﾎｰﾂｸ管内 檜山管内 

生涯学習ほっかいどう 検索 

１４管内の社会教育主事会が発表を行います。参加の方は、選んで４発表をご覧いただきます。発表ごとに、ご意見ご感想を

web・紙面アンケートにて、お寄せください。 

※ライブ配信：YouTube「北海道立生涯学習推進センターちゃんねるマナボー」 

【お願い】 

・研修期間中撮影した写真・VTRはホームページ等で公開させていただきますの

でご了承ください。 

・昼食は各自でご用意ください。館内で召し上がる場合は８２０をご利用ください。 

昼食休憩
講演開

会

テーマ

説明

移

動

12:00

開場
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17:30
16:00

15:50
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10:15 10:45

12:00

受付9:30～

２
日
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日
目 １階ホール

まとめ

11:30 14:2013:15

移
動

移
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研究協議　１

710,730,820,1060

710,730,820,1060

事例発

表①

事例発

表②

事例発

表③

事例発
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10階 10階

閉

会

１階ホール

820 １階ホール

研究協議　２
次
期
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マ

ライブ配信
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