
(1)安心子育て環境づくり
事業名 事業概要 予算額（千円） 備考（特財等）

地域少子化対策強化事業費

安心して子どもを生み育てることができる環境づくりのた
めに、市町村、企業等と連携し、結婚、妊娠・出産、子育
ての「切れ目のない支援」やそれを支える地域の環境づく
りを推進する。

199,718

拡充
地域少子化対策重点推進
交付金
結婚新生活支援事業費補
助金

特定不妊治療費助成事業費

第２子以降の特定不妊治療及び男性不妊治療に要する
費用について、国の支援に加えて助成するとともに、不
妊治療の専門家や経験者等による相談(ピアサポート）・
講演会等を実施する。

387,049 北海道創生進化事業

不育症治療費助成事業費
妊娠・出産を望む方を支援するため、流産や死産を２回
以上繰り返す不育症について、その原因特定のための
検査及び治療に要する費用を助成する。

5,000 新規

妊産婦安心出産支援事業費
地元に分娩可能な産科医療機関がない妊産婦に対し
て、健診時の交通費等や出産準備時の宿泊費等を助成
し、健診・出産の際の経済的負担を軽減する。

53,194
継続
北海道創生進化事業

多子世帯等の保育料軽減支
援事業費

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、一定の所得
の世帯における第２子以降（３歳未満）の係る保育料を無
償化する市町村を支援する。

644,125
新規
北海道創生進化事業

子どものための教育・保育給
付費負担金事業（拡充分）

特定教育・保育施設等の利用者負担について、市町村
民税非課税世帯の第２子無償化、年収３６０万円未満相
当世帯の負担軽減の拡充など、幼児教育の段階的無償
化を推進する。

362,136
拡充

潜在保育士再就職支援事業
費

保育士を安定的に確保するとともに、その専門性を向上
させるため、「保育士・保育所支援センター」を開設し、潜
在保育士再就職支援研修を行う。

534

新規
子ども・子育て支援体制整
備総合推進事業費補助金

子どもの居場所づくり推進事
業費

様々な困難や課題を抱える子どもたちが地域とのつなが
りを持つことができ、食事提供などを行う居場所をづくりを
促進する。

13,534
拡充
北海道創生進化事業

平成２９年度当初予算
北海道創生総合戦略（重点戦略プロジェクト）関連事業の概要

１．安心のまち・暮らし「住まいる北海道」プロジェクト
 子育てやゆとりある生活に適した本道の暮らしのブランド化と発信により、誰もが自らの個性に応じ活躍し、心豊

かに安心して暮らし続けるとともに、多くの人々を呼び込むことができる地域社会をつくる。  

 

 

・女性活躍の「見える化」と応援強化 

・若者、アクティブ・シニア等の活躍の場づくり 

 
・地域ぐるみの「結婚・妊娠･出産・子育て」 

サポート体制づくり 

多 様 な主 体 の活 躍 の場 づくり  安 心 子 育 て環 境 づくり  

 

・医師、看護師、介護職員、保育士などの育成・確保 

・広域分散型の地域構造に対応した周産期・救急医療体制の構築（メディカルウイング等） 

・再生医療や創薬など先端医療の振興と健康長寿関連産業の集積促進 

「安 心 」の医 療 ・福 祉 基 盤  

＜呼び込み＞ 

・多世代のニーズに応じたサポート体制の強化による移住促進 ・本社機能や研修機能、テレワークなど新たな視点による企業誘致 

＜まちづくり＞ 

・「生涯活躍のまち（日本版 CCRC）」構想の地域展開  ・コミュニティビジネスの創出 

・多世代が交流し、多様なサービス支援を担うネットワーク型の小さな拠点づくり 

「北海道暮らし」のブランド化 

資料 ２
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(2)多様な主体の活躍の場づくり
事業名 事業概要 予算額（千円） 備考（特財等）

地域子育てなでしこ再就職
支援事業

就職希望はあるものの就職活動に至らない地方在住の
子育て中の女性を対象に、不安解消セミナーや職場体験
チャレンジなどを実施する。

4,579
新規
北海道創生進化事業

外国人留学生道内就職促進
事業

外国人留学生の道内就職を促進するため、留学生の多
い地域において合同企業説明会等を開催し、留学生と企
業のマッチング機会を創出する。

1,943
新規
北海道創生進化事業

北の輝く女性活躍推進事業
費

女性のライフステージに応じた様々な相談支援や、地域
で活躍する女性をロールモデルとして紹介する「見える
化」などに取り組む。

4,888 地域女性活躍推進交付金

若者・女性の地域就業・創業
支援（地域若者就業・定着支
援事業）

道内14か所に地域雇用ﾈｯﾄﾜｰｸ会議を設置し、若者へ企
業情報等を提供する「じもと×しごと発見ﾌｪｱ」のほか、非
正規労働者の正社員化・処遇改善に向けた調査等を実
施する。

27,907

継続
北海道創生進化事業
地方創生推進交付金

若年者安定就業促進事業

本道の戦略産業である食・ものづくり分野への就職を目
指し、地域で合同企業説明会や座学・技能実習を行うと
ともに、地域の企業の人材確保に向け、地域の企業情報
や生活情報の発信、企業説明会を開催する。

188,938

継続
北海道創生進化事業
戦略産業雇用創造プロジェ
クト

介護予防・生活支援サービ
ス等充実支援事業（アクティ
ブシニア活躍支援事業）

アクティブシニア等を対象に、共助・互助による地域づくり
の意義等を共有するセミナーを開催し、地域において介
護サービスや外出支援などの担い手として元気に活躍で
きる体制づくりを推進する。

7,386
地域医療介護総合確保基
金

(3)「北海道暮らし」のブランド化
事業名 事業概要 予算額（千円） 備考（特財等）

東京発「北海道暮らし」の魅
力創造・発信

首都圏等から本道への人の流れを創出するため、若者、
現役世代、アクティブシニア、障がい者など幅広い方々を
ターゲットに首都圏等からの移住・定住を促す取組を推
進する。

・いなか暮らし応援プログラム推進事業
・北海道「生涯活躍のまち」構想推進事業
・「共生型地域福祉拠点」推進事業費
・障がい者の多様な社会参加促進事業費
・地域連携型ヘルスケアビジネス創出事業
・空き店舗を活用したｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽ創出加速事業
・本社機能・オフィス拠点誘致推進事業

98,332

継続
北海道創生進化事業
地方創生推進交付金

北の住まいるタウン推進事
業

「コンパクトなまちづくり」や「低炭素化・資源循環」及び
「生活を支える」取組を一体的に進める「北の住まいるタ
ウン」を推進するため、市町村でのモデルづくりを進める
とともに、ガイドブックの作成など、普及啓発を図る。

3,296 拡充

生活交通バス維持改善モデ
ル事業

バス路線の維持確保を図るため、有識者によるワーキン
ググループを設置するとともに、バス運転手の確保及び
利用促進に係る効果的な対策事業の検討を行い、バス
事業者の取組を支援する。

7,000 北海道創生進化事業

地域包括支援センター機能
充実事業費（再掲）

地域ケア会議の定着・持続的運営に向けた支援等を行
い、道内全市町村での定着と充実を図るなど、地域包括
支援センターの機能充実を図る。

28,510
地域医療介護総合確保基
金

若者・女性の地域就業・創業
支援（若年者等人材呼び込
み・呼び戻し事業）

道外の若年者等の呼び込み・呼び戻しのため、インター
ネットを活用した求人・求職情報の提供や、大学・民間が
主催する就職説明会等に参加し、道内企業の求人情報
の提供などの取組を実施する。

11,385

継続
北海道創生進化事業
地方創生推進交付金
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(4)「安心」の医療・福祉基盤
事業名 事業概要 予算額（千円） 備考（特財等）

専攻医等確保推進事業費

「新たな専門医制度」の導入を踏まえ、道内の専攻医研
修体制の向上に資する指導医等の道内移住を促進する
ほか、専攻医（若手医師）の指導体制を強化し、地域医
療の確保及び地域の活性化を図る。

16,875

新規
北海道創生進化事業
地域医療介護総合確保基
金

総合診療医確保推進等事業
費

総合診療医研修プログラム研修施設における指導医等
の養成経費補助や、総合診療医を目指す人材の確保・
養成を支援する。

14,873

新規
地域医療介護総合確保基
金

緊急臨時的医師派遣事業費
都市部の医療機関から医師確保の難しい地域の医療機
関に医師を派遣することにより、緊急臨時的な医師派遣
の体制整備を図る。

156,327
地域医療介護総合確保基
金

地域医師連携支援センター
運営事業費

道が設置している「地域医師連携支援センター」により、
医師不足病院の医師確保の支援など医師の地域偏在の
解消を図る。

66,999
地域医療介護総合確保基
金

地域医療支援センター運営
事業費

道内の医育大学に設置した「地域医療支援センター」に
より、医育大学と連携の上、医師不足地域に医師派遣を
行う。

144,000
地域医療介護総合確保基
金

医師養成確保修学資金貸付
事業費

一定期間の地方勤務を誓約した道内医育大学の地域枠
入学者に対し、償還免除となる奨学金を交付する。

374,547
地域医療介護総合確保基
金

女性医師等就労支援事業費
補助金

女性医師の就労サポート、勤務環境整備に取り組む医
育大学、道医師会及び関係医療機関に対し支援する。

72,442
地域医療介護総合確保基
金

介護従事者協同化促進事業
費

介護従事者の人材確保・資質向上を図るため、介護事業
を行う事業協同組合設立の促進・支援を行い、共同化の
スケールメリットによる働きやすい職場環境の整備を促
進する。

8,435

新規
地域医療介護総合確保基
金

離職した介護福祉士等の再
就業促進事業費

離職した介護福祉士等に対して、復職に必要な情報提供
を行い、再就業を促進する。

13,565

新規
地域医療介護総合確保基
金

地域人材を活用した労働環
境促進事業費

介護福祉士の職場定着を促進するため、介護事業所で
高齢者などが直接介助以外の補助業務に従事すること
により、介護福祉士が専門性の高い業務に集中できるよ
う労働環境改善への支援を行う。

25,503

新規
地域医療介護総合確保基
金

潜在的介護職員等活用推進
事業費

潜在的有資格者等を介護保険施設等に派遣し、実際の
就業を通じて派遣期間終了後の直接雇用を促す事業を
実施する。

57,363

周産期医療システム整備事
業費

地域における周産期の高度専門医療を担う総合周産期
母子医療センターや地域周産期母子医療センター等に
対する運営費などへの支援を行う。

501,484 医療施設運営費等補助金

周産期医療対策支援事業費
へき地の産科医療機関や地域周産期母子医療センター
等に対する運営費等の支援を行う。

165,112
医療提供体制推進事業補
助金

ナースセンター事業費
未就業看護師に対する就業斡旋や訪問看護師養成講習
会等を実施し、看護職員の確保、再就業の促進を図る。

47,135

子育て看護職員等就業定着
支援事業費補助金

病院内保育所の運営に対し支援を行い、看護職員の離
職防止、就業定着を図る。

535,289
地域医療介護総合確保基
金

ドクターヘリ整備事業費
重症重篤患者等を搬送するドクターヘリの運航に対する
支援を行う。

996,919
医療提供体制推進事業補
助金
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事業名 事業概要 予算額（千円） 備考（特財等）

患者搬送航空機運航事業

地域の医療機関では提供が困難な高度・専門医療を必
要とする患者を医学的管理のもと専門医療機関へ短時
間で搬送するための医療優先固定翼機（メディカルウイ
ング）を運航する。

79,861 新規

救急医療情報システム事業
費

救急医療に必要な医療機関情報等を提供する「北海道
救急医療情報案内センター」を設置運営する。

159,344
医療提供体制推進事業補
助金

救命救急センター事業費補
助金

２４時間体制で救命医療を行う救命救急センターに対す
る支援を行う。

193,358

医療提供体制推進事業補
助金
医療提供体制施設整備交
付金

地域包括支援センター機能
充実事業費

地域ケア会議の定着・持続的運営に向けた支援等を行
い、道内全市町村での定着と充実を図るなど、地域包括
支援センターの機能充実を図る。

28,510
地域医療介護総合確保基
金

健康・医療産業立地促進事
業

道内の大学や研究機関との継続的な情報交換により、
将来的に企業誘致に結びつく可能性のある研究シーズを
把握するとともに、国内外の医療品、医療機器メーカー
等への情報発信や企業訪問による誘致を行う。

8,129

継続
北海道創生進化事業
戦略産業雇用創造プロジェ
クト

「健康・医療」関連分野参入
促進事業

参入意欲の喚起や発注ニーズ等を紹介するセミナー、医
療機器メーカー等の工場見学会、道外展示会への出展
などより、健康長寿分野への道内ものづくり企業の参入
を図る。

8,055

継続
北海道創生進化事業
戦略産業雇用創造プロジェ
クト
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(1)価値を創造する地域産業の育成・強化
事業名 事業概要 予算額（千円） 備考（特財等）

業界間連携による自動車・食
関連機械分野の製品開発モ
デル事業

域内需要の開拓を図るため、業界団体相互の企業見学
等による連携づくりとともに、生産現場の課題等をものづ
くり企業の技術力により解決する機械など異業種の連携
による製品開発のモデルづくりに取り組む。

12,442

継続
北海道創生進化事業
戦略産業雇用創造プロジェ
クト

機能性食品・素材バリュー
チェーン強化パッケージ事業

全国の自治体に先駆けて北海道が導入した北海道食品
機能性表示制度(愛称:ヘルシーDo（ﾄﾞｩ))などを活用し、科
学的根拠に基づく付加価値の高い機能性食品・素材の
開発促進・支援や販路拡大等の取組を実施する。

80,504

継続
北海道創生進化事業
戦略産業雇用創造プロジェ
クト

参入促進支援事業

地域産業支援機関による技術力の底上げや「参入支援
チーム」による個別集中支援、技術の高度化研修、道外
発注ニーズの把握などにより、自動車・食関連機械分野
への参入を促進する。

87,432

継続
北海道創生進化事業
戦略産業雇用創造プロジェ
クト

若者・女性の地域就業・創業
支援（地域応援！女性・若者
起業家育成支援事業）

先輩起業家との交流会や道内大学と連携した起業意欲
喚起の取組、地域全体で起業を支える体制整備などを実
施する。

12,193

継続
北海道創生進化事業
地方創生推進交付金

(2)エネルギー自給・地域循環システム
事業名 事業概要 予算額（千円） 備考（特財等）

エネルギー地産地消事業化
モデル支援事業

エネルギー自給・地域循環の取組を促進するため、地域
の特性に応じたエネルギー資源を効果的・効率的に利用
し、地域におけるエネルギーの地産地消のモデルとなる
取組に対し支援する。

400,000

新規
新エネルギー導入加速化
基金

地域主体の新エネ導入支援
事業

地域主導のエネルギー地産地消の取組を加速するた
め、地域に賦存するエネルギー資源を活かし、経済と環
境が両立した持続可能な地域づくりに資する設備導入等
を支援する。

160,000

新規
新エネルギー導入加速化
基金

地域資源活用基盤整備支援
事業

地域に賦存するエネルギーを最大限に活用するため、固
定価格買取制度を活用する取組に対し、送電線整備工
事に要する費用を支援する。

30,000

新規
新エネルギー導入加速化
基金

先進的エネルギー関連技術
振興事業費

本道の豊かな自然や多様なエネルギー資源及び技術
シーズを活かした北海道発の先進的なエネルギー関連
技術の研究開発や製品開発を支援する。

59,622
継続
電源立地地域対策交付金

２．北のめぐみ「資源・ひと・経済好循環」創出プロジェクト

 食をはじめとする地域資源の掘り起こしや磨き上げ、ﾈｯﾄﾜｰｸ化、豊富なエネルギー資源の活用などを通じ、資源・

ひと・経済の循環を促進し、地域外への移出の拡大や内需、雇用の創出につなげる。  

 
 

・再生可能エネルギーの利用拡大、エネルギーの自給･
地域循環の促進  

エネルギー自 給 ・地 域 循 環 システム  

 

・エゾシカの利活用地域モデルの創出 

自 然 との共 生 モデルの創 出  

 

・ものづくり産業などにおける産業間や地域間のネッ
トワークによる新製品･新技術の開発促進 

・女性や若者などの創業サポート体制の構築 

価 値 を創 造 する地 域 産 業 の育 成 ・強 化  

 

・中小・小規模企業の成長をリードするプロフェッショナル人材の確保 

・地域における異業種間の連携の推進    ・中小・小規模企業の持続的発展に向けた取組の推進  

地 域 における循 環 の仕 組 みづくり  

 

・グローバル人材の育成･確保、海外からの人材の受入促進 

・ICT を活用した遠隔授業の仕組みづくり 

地 域 を担 う人 づくり  
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(3)未来を担う人づくり
事業名 事業概要 予算額（千円） 備考（特財等）

北海道未来人財応援事業費

若者の海外留学やスポーツ指導者、芸術家、食・ものづく
り分野における未来の匠を目指す海外への挑戦を、官民
で設置した「北海道未来人財応援基金」等により支援す
る。

20,814
新規
北海道創生進化事業

グローバル人材育成事業費
ＩＣＴ活用による海外の高校生との意見交換を実施すると
ともに、道独自の英語検定試験を開発し、児童生徒の英
語力向上及び国際理解の促進を図る。

12,595 継続

ほっかいどうICT活用教育加
速化事業費

ＩＣＴを活用した遠隔授業をモデル的に実施し、小中学校
への普及を図るとともに、小規模高校の生徒に対し、ハイ
レベルな学習機会を提供する。

6,960 継続

(4)自然との共生モデル創出
事業名 事業概要 予算額（千円） 備考（特財等）

次代を創る農林水産業の確
立（エゾシカ利活用推進地域
モデル実証事業費）

エゾシカの地域資源としての一層の活用に向け、捕獲・
回収から有効活用までの一連の流れを地域に定着させ
るためのモデル事業を実施する。

15,918

継続
北海道創生進化事業
地方創生推進交付金

(5)地域における循環の仕組みづくり（人材確保、異業種間連携、中小・小規模企業育成）
事業名 事業概要 予算額（千円） 備考（特財等）

プロフェッショナル人材セン
ター運営事業

中小企業の競争力強化を促進するプロフェッショナル人
材を道外から誘致し企業へ橋渡しを行うとともに、中小企
業等を対象に経営改善への意欲を喚起するセミナー開
催などを実施するため、プロフェッショナル人材センター
を運営する。

45,350

新規
北海道創生進化事業
地方創生推進交付金

-地域のしごと創生-
中小・小規模企業の元気づく
り

経営改善、円滑な事業承継、人材育成や市町村が求め
る人材と地方創生の推進を担う専門人材をマッチングす
る仕組みの構築など、多様な関係者によるサポート体制
を構築し、地域のしごと創生を推進する。

・小規模企業持続的発展支援事業
・事業承継サポートネットワーク形成事業
・北海道創生プラットフォーム形成事業

56,615

継続
北海道創生進化事業
地方創生推進交付金

ほっかいどう働き方改革支援
センター運営等事業費

企業の就業環境の改善など包括的な支援をワンストップ
で行う拠点として「ほっかいどう働き方改革支援センター」
を運営するとともに、人で不足の業界団体と連携して改
革モデルプランを作成するなどの取組を行う。

50,000

継続
北海道創生進化事業
地方創生推進交付金
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(1)農業の競争力の強化、林業の新たなブランドづくり、水産業の持続的な発展
事業名 事業概要 予算額（千円） 備考（特財等）

次代を創る農林水産業の確
立

地域に所得と雇用を生み出すチャレンジングな農林水産
業を確立するため、北海道の地域特性に応じた「新たな
イノベーションの推進」や「新たなブランドの創出」「次代
の担い手確保」に取り組む。

・農林漁業の新たな担い手確保モデル事業
・北海道スマート農業推進事業費
・北海道酪農の次世代モデル推進事業
・日本海漁業振興緊急対策事業費
・薬用作物地域生産モデル構築支援事業
・エゾシカ利活用推進地域モデル実証事業費
・地域農業と企業との連携サポート推進事業費

92,506

新規
北海道創生進化事業
地方創生推進交付金

道産ＣＬＴ利用促進事業費
本道のカラマツやトドマツの新たな需要先として期待され
るCLTについて、木材需要の創出に向けた技術の普及
や、生産・加工体制の整備に向けた取組を実施する。

13,182
北海道創生進化事業
地方創生推進交付金

クール林業担い手確保対策
事業費

若年層・女性などの新規就業を促進するため、教育機関
や林業事業体、市町村など地域の関係者によるネット
ワークを構築し、通年雇用化の促進や就業環境の改善
などを支援する。

4,303 継続

クリーンラーチ増産推進事業
費

二酸化炭素の吸収能力や成長性に優れ、木材としての
利用価値の高い「クリーンラーチ」の認知度向上や生産
技術の向上に向けた取組を実施する。

3,007 継続

道産ブリ・サバ消費拡大推進
事業

近年、水揚げが急増しているブリ、サバなどを新たな水
産資源として有効に活用するため、鮮度管理マニュアル
の作成や販促イベントなどを実施する。

2,317 継続

(２)販路拡大・輸出戦略の推進
事業名 事業概要 予算額（千円） 備考（特財等）

北海道食の輸出拡大戦略ネ
クスト・ステップ事業

北海道食の輸出拡大戦略に基づき、現状や課題（隘路）
を踏まえ、「新たな市場への展開」、「商流・物流網の整
備」、「輸出支援体制の確立」の３つの展開方向に沿って
輸出拡大に向けた取組を加速する。

・道産農畜産物輸出拡大戦略プロモート事業
・道産水産物販路拡大推進事業費
・道産食品輸出拡大に向けた小口貨物混載輸送検討事
業
・食産業競争力強化促進事業費

74,694

新規
北海道創生進化事業
地方創生推進交付金

３．未来を拓く「攻めの農・林・水産業」確立プロジェクト

 我が国の食料の安定供給に貢献する本道農業・水産業の国際競争力を高めるとともに、本道ならではの森林

資源のブランディングを進めることにより、地域に所得と雇用を生み出すチャレンジングな農林水産業を確立する。  

 

 

・コメ、青果品、ホタテガイ、サケなど品目別・国別の輸出戦略の策定・推進 

・HACCP 取得促進や海域モニタリングの実施 

・低コストで品質の優れた道産木材の加工･流通体制の整備 

販 路 拡 大 ・輸 出 戦 略 の推 進  

 

・先端技術を駆使したスマート農業の推進  

・６次産業化・農商工連携ビジネスモデルの普及拡大 

・酪農の生産拡大や放牧酪農の推進に向けた仕組みづくり 

・薬用作物の地域生産モデルの構築 

農業の競争力の強化 
 

・道産木材を活用したＣＬＴの実用化 

・次世代樹種「クリーンラーチ」のブ
ランド化 

 

・日本海地域における新たな生
産体制づくり 

・ブリ・サバなど新たな北海道ブ
ランドの創出 

林業の新たなブランドづくり 水産業の持続的な発展 

・農業分野における企業との連携による新たな担い手確保モデルの構築など、農林水産業の成長を支える人材の育成・確保 
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事業名 事業概要 予算額（千円） 備考（特財等）

道産農水産物の「ブランド
化」推進事業費

道産農水産物の輸出拡大を図るため、ホクレン及びぎょ
れんと連携し、積極的なプロモーション活動を展開し、道
産農水産物のブランド化を推進する。

8,990

輸出食品加工施設HACCP
導入促進事業費

米国、ＥＵ等の主要各国が輸出条件として要求する
HACCPについて、道内の食品加工施設へ導入促進を図
る。

3,426
地域連携HACCP導入実証
事業委託費

衛生管理対策・ホタテガイ海
域拡大管理推進事業費

本道の主要魚種であるホタテガイの販路拡大及び価格
安定を図るため、ＥＵへの輸出向けホタテガイの生産海
域の監視、生産者や加工業者に対する衛生管理指導等
に取り組む。

4,735
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(1)HOKKAIDOブランドの発信
事業名 事業概要 予算額（千円） 備考（特財等）

海外拠点連携によるアジア
マーケットの開拓促進

北海道と札幌市、金融機関等が連携し、それぞれの海外
拠点を活用しながら、アジアを中心としたブランド発信、
市場開拓、道内企業の現地進出、外国資本の投資呼び
込みなど、効果的な海外展開を実施する。

・HOKKAIDOブランド海外展開促進事業
・道市連携海外展開推進事業費
・投資先導型グローカルビジネス推進事業

76,896

継続
北海道創生進化事業
地方創生推進交付金

経済交流拡大推進事業
米国ハワイ州やベトナムとの更なる交流深化を図るた
め、北海道の食や文化など北海道の魅力を発信するフェ
ア等を開催する。

16,586
新規
北海道創生進化事業

道産食品・食材ブランド戦略
事業

現地の嗜好等の情報を蓄積し、現地プロモーションから
継続的なビジネスに繋げる仕組みを構築するために、現
地イベントの開催やECサイトの構築などを行う。

60,784

継続
北海道創生加速化事業
戦略産業雇用創造プロジェ
クト

(2)食を中心とした輸出拡大
事業名 事業概要 予算額（千円） 備考（特財等）

北海道食の輸出拡大戦略ネ
クスト・ステップ事業
（再掲）

北海道食の輸出拡大戦略に基づき、現状や課題（隘路）
を踏まえ、「新たな市場への展開」、「商流・物流網の整
備」、「輸出支援体制の確立」の３つの展開方向に沿って
輸出拡大に向けた取組を加速する。

・戦略上道産農畜産物輸出拡大戦略プロモート事業
・道産水産物販路拡大推進事業
・道産食品輸出拡大に向けた小口貨物混載輸送検討事
業
・食産業競争力強化促進事業費

74,694

新規
北海道創生進化事業
地方創生推進交付金

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ道産農水
産物等供給体制構築事業費

東京オリパラでの道産食材の供給につなげるため、JAな
どと協議会を設置し、戦略的なPRを行うとともに、生産者
等への調達基準の普及啓発や過去の大会での食材調
達状況などの調査を行う。

10,046
新規
北海道創生進化事業

４．輝く「アジアのHOKKAIDO」創造プロジェクト

 人口減少に伴う域内需要の減少に対応するため、グローバル化の潮流を捉え、アジアの成長力を着実に取り

込むとともに、日ロ国境地域の振興などを通じて、国際競争力の高い北海道を創造する。  

 

・北洋漁業縮減に対応するための総合対策 ・ロシアビジネスをワンストップで支援する体制づくり 

・日ロフェリー定期航路、離島航路・航空路の維持確保 

・北極海航路活用に向けた取組の促進   ・北方領土隣接地域の振興 

国 境 地 域 の振 興  

ロシア 

極東  

 

・航空ネットワークの拡充などによるインバウンドの大幅拡大 

・「新幹線時代」の交通網整備と誘客促進 

・国内外からの投資の促進による観光客の受け皿づくり 

 

・ターゲットを絞った戦略的コールドチェーンの構築 

・HACCP導入による食品関連産業のブランド力強化 

・ハラール・マーケットの食需要の獲得 

食 を中 心 とした輸 出 拡 大  

 

・世界に発信するクール HOKKAIDOの新展開 

ＨＯＫＫＡＩＤＯブランドの発 信  

観 光 受 入 体 制 の飛 躍 的 拡 充  

ASEAN 

東アジア・中東 
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事業名 事業概要 予算額（千円） 備考（特財等）

道産食品販路拡大推進事業
輸出事務に精通し、商談支援等が可能なアドバイザーを
海外と道内に配置するなど、輸出に取り組む道内食関連
企業を支援する。

39,311

継続
北海道創生進化事業
戦略産業雇用創造プロジェ
クト

新規市場食需要開拓推進事
業

イスラム圏市場の開拓や、機能性食品、スイーツについ
て、安定的・継続的な取引に向けた商流の構築を目指
す。

50,960

継続
北海道創生進化事業
戦略産業雇用創造プロジェ
クト

道産スイーツ海外ブランド強
化事業

道内スイーツ製造企業や流通関連企業等を対象とする
海外展開勉強会を開催するとともに商談会等を行う。

11,003

継続
北海道創生進化事業
戦略産業雇用創造プロジェ
クト

海外アンテナショップ活用に
よる道産食品販路拡大事業

海外アンテナショップの活用によるテスト販売の充実とと
もに、現地ＰＲイベントの実施により、道産食品の輸出拡
大を支援する。

29,649

継続
北海道創生進化事業
戦略産業雇用創造プロジェ
クト
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(3)観光受入体制の飛躍的拡充
事業名 事業概要 予算額（千円） 備考（特財等）

交通事業者等との連携によ
る交流人口拡大事業

新幹線開業効果を最大限活用し、地方への誘客を拡大
するため、鉄道事業者と航空会社の共同により新幹線や
地方空港を組み合わせた旅行商品化を促進するととも
に、地域ＤＭＯと連携した観光コンテンツづくりを促進す
る。

143,239

新規
北海道創生進化事業
地方創生推進交付金

北海道新幹線利用促進費

北海道新幹線の開業を契機として、北東北各県と交流人
口を拡大するための連携体制づくりなどの取組を展開す
るとともに、道南－道東・道北を結ぶ航空路線開設に向
けた取組への支援等により開業効果の全道波及に向け
た取組を促進する。

40,543
新規
北海道創生進化事業

北海道ＤＭＯを核とした
インバウンド受入環境づくり

広域連携DMO形成の加速化と地域のDMO形成の促進
による全道のDMOの重層的な連携による地域観光人材
の育成及び地方への誘客促進とリピーター確保により、
地域と季節に偏りのないインバウンド等の受入環境づくり
を推進する。

・日本版DMO形成促進事業
・DMO取得に向けたマーケティング強化事業
・北海道スポーツツーリズム戦略的誘客促進事業
・実践的インバウンドおもてなし人材育成事業
・インバウンド対応観光ルート創出事業
・広域観光周遊ルートビジネスモデル形成事業
・インバウンド受入体制整備事業
・北海道LOVERS拡大推進事業

283,109

拡充
北海道創生進化事業
地方創生推進交付金

国際航空ネットワーク形成推
進事業費

道内の空港ネットワークの強化によるインバウンドの呼び
込みを図るため、国際航空定期便の誘致、需要開拓及
び新千歳空港の機能整備を推進する。

14,956

新規チャーター便促進事業
補助金

道民のアウトバウンドを促進するため、道内空港からの
国際チャーター便を運航する航空会社に対して運航経費
の一部を補助する。

18,000 新規

民族共生象徴空間リンケー
ジ事業費

アイヌ文化復興等のナショナルセンターとして国が整備し
ている「民族共生象徴空間」の2020年一般公開に向け、
道内や東京、ハワイ州及び台湾において来場目標者数
100万人を目指したプロモーションを行う。

42,236
新規
北海道創生進化事業

クルーズ客船誘致連携事業
各港湾管理者等との連携を強化し、船会社へのプロモー
ションや海外見本市の出展などクルーズ客船の誘致活
動を進める。

8,986
新規
北海道創生進化事業

観光列車旅行者動向調査事
業

本道の魅力や特性を活かした観光列車の運行に向けた
受入体制の整備や旅行商品づくりの取組を促進するた
め、地域と連携した実証運行を行う。

13,800
新規
北海道創生進化事業

道内空港インバウンド呼び込
み機能強化事業費

グランドハンドリング（地上業務）要員の増員や育成、デ
アイシング（航空機積雪除去）経費の支援を行い、道内
空港の受入体制の強化を促進する。

57,500
新規
北海道創生進化事業

海外拠点連携によるアジア
マーケットの開拓促進（投資
先導型グローカルビジネス推
進事業）
（再掲）

観光関連産業を中心とした海外からの投資を促進するた
め、北海道ブランドと一体的に本道の優位性や潜在力等
を世界に発信する。

39,896

継続
北海道創生進化事業
地方創生推進交付金
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(4)国境地域の振興
事業名 事業概要 予算額（千円） 備考（特財等）

北海道・ロシア連邦地域間協
力キックオフ事業

経済ミッションの相互派遣を通じたロシア欧露部等との新
たな交流の展開、サハリン州・ロシア極東大陸部とのさら
なる交流の拡大、友好提携している黒竜江省を交えたサ
ハリン州との３地域交流などロシアとの関係強化を行う。

45,075
新規
北海道創生進化事業

ロシア極東地域ビジネス展
開支援事業

アドバイザー設置による有望商品の発掘、フェアや商談
会での市民・バイヤーの反応を踏まえた商品の選別、プ
ロモーション等の実施により、進出意欲のある道内中小
企業のロシアビジネスを支援する。

27,503

継続
北海道創生進化事業
戦略産業雇用創造プロジェ
クト

北極海航路利活用促進事業
北極海航路の活用方策や具体的な輸送品目等を検討す
ることにより、北極海航路への取組・関心をさらに高め、
官民が一丸となって誘致を促進する。

4,019 継続

北方領土隣接地域振興重点
施策推進費補助金

北方領土隣接地域１市４町が実施する単独事業に対して
補助する。

25,000 継続

北方領土隣接地域振興等補
助金

北方領土隣接地域振興等基金の運用益及び国庫補助
金を活用し、北方領土隣接地域１市４町及び団体が行う
地域振興事業等に対し助成する。

230,000

北方領土隣接地域振興等
基金造成費補助金
北方領土隣接地域振興等
事業推進費補助金
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(１)道内自治体の連携、道外都市との連携
事業名 事業概要 予算額（千円） 備考（特財等）

地域政策推進事業（地域政
策コラボ事業）

地域課題の解決と道及び市町村の創生総合戦略の推進
を図るため、地域づくり総合交付金と協調して、共通のプ
ロジェクトを構成する振興局事業を実施する。

・ 「さっぽろ圏」若者定着促進広域連携事業
・海・山・川！！障がい者が満喫するバリアフリーレ
ジャーと地域づくりの相互連携事業
・西蝦夷３００年新交流時代創造事業〈Step2〉
・十勝アクティブシニア移住交流促進事業
・北海道くしろ地域・東京特別区交流推進事業
他９事業

82,128

新規
北海道創生進化事業
地方創生推進交付金

地域政策推進事業（地域創
生推進事業）

地域課題の解決と道の創生総合戦略を推進するため、
振興局が地域と連携して地域に根ざした事業に実施す
る。

186,000
新規
北海道創生進化事業

地域づくり総合交付金（市町
村連携地域モデル事業）

北海道型地域自律圏の形成に向け、国の定住自立圏な
どの活用が困難な地域等を対象に行政サービスの維持・
充実のため市町村が連携して新たに行う広域的な取組
に対して支援する。

200,000 継続

振興局・市町村協働ガバナ
ンス事業

地域の行政サービスの持続的な維持・充実を図るため、
振興局と市町村が共通・類似する事務を協働して取り組
む体制の構築を目指して検討・調査を行う。

1,007 継続

地域をつなげるネットワーク
推進費

道と市町村連携を推進するために構築した「地域をつな
げるネットワーク」に係る運用保守を行う。

4,860 継続

(2)福祉と産業連携
事業名 事業概要 予算額（千円） 備考（特財等）

東京発「北海道暮らし」の魅
力創造・発信（障がい者の多
様な社会参加促進事業費）
（再掲）

障がい者雇用の可能性がある産業の業界関係者にコー
ディネーターを派遣するなどして、障がい者雇用の理解
促進を図る。

6,410

継続
北海道創生進化事業
地方創生推進交付金

(3)大学との連携
事業名 事業概要 予算額（千円） 備考（特財等）

北海道における雇用創出・若
者定着の推進

地域の理工系大学や工業高等専門学校と自治体・企業等が連携し、「地（知）の拠点大学による地方創
生推進事業（文部科学省補助事業）」を活用して、道内における雇用創出・若者定着の推進に取り組
む。

【連携：室蘭工業大学、北見工業大学、北海道科学大学、千歳科学技術大学及び苫小牧、釧路、旭
川、函館工業高等専門学校並びに北海道、室蘭市、北見市、札幌市、千歳市、苫小牧市、釧路市、旭
川市、函館市、経済団体、企業、金融機関等】

５．多様な交流・連携と「北海道型地域自律圏」形成プロジェクト

 地域構造に着目し、北海道ならではの地域間、産業間、主体間の多様な連携モデルを創出することにより、地

域の特性や実情に応じた行政サービスやコミュニティを維持し、人口減少下においても活力ある地域を形成する。  

 
 

・北海道独自の市町村間連携などによる 

「北海道型地域自律圏」の形成 

 

・道内市町村の広域連携による東京２３区など 

道外都市との交流促進 

道 内 自 治 体 の連 携  

IT ネットワークによる地域間連携の基盤づくり  

道 外 都 市 との連 携  

 

・障がい者等の就労機会を創出する福祉・産業連携モデル構築 

福 祉 と産 業 連 携  
 

・大学との連携による地域活性化・雇用の創出 

大 学 との連 携  
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