
（１） 新規事業 【２事業】

（２） 継続事業 【15事業】

事　業　概　要 総事業費

2021年度 地方創生推進交付金 活用事業一覧 （道事業分）

56

2021～2023

1
　道産食品の輸出拡大に向け、オンライン取
引の需要の高まりなど、海外の需要を踏ま
え、食関連産業の持続的発展を図る取組

横展開

375 112単独

事業タイプ

単独・広域

事業期間

№ 事　業　名 事　業　概　要 総事業費 Ｒ３事業費

（単位：百万円）

1

横展開

450 197 98

2019～2021

　北海道の「食」の高付加価値化・競争力強
化に向けた食品加工等の商品開発・販路拡
大に取り組む専門人材の育成、商品の磨き
上げやブランド化に向けた取組

単独
北海道の美味しい農林水産物で
つくるハイグレードな食・創造ビジネ
スモデル拡大事業

2

横展開

199 73 36

2019～2021

　ワイン産地として国内外に通用するブランド
形成に向けた醸造用ぶどう生産拡大、栽培・
醸造技術やマーケティングに至るまでの総合
的な人材育成・確保に向けた取組

単独
ワイン産地「HOKKAIDO」形成プロ
ジェクト

3

横展開

317 100 50

2019～2021

　外国人材の誘致・確保に向けた就労環境
等の整備、海外から北海道への投資促進や
道内企業の海外展開等に向けたグローバル
ビジネスの拡大促進に向けた取組

広域(札幌市)
外国人の活躍×グローバルビジネ
ス拡大プロジェクト

4

横展開

125 44 22

2019～2021

　大学生など若年人材を道内に呼び込むた
め、官民一体となった求人・生活環境等の情
報発信のほか、サテライトオフィスや研究開発
拠点の誘致に向けた取組

単独
若年人材の還流促進と新たな仕
事・働き方創出事業

2019～2021

　外国人観光客向けの情報発信や観光コン
テンツづくりの推進、海外でのプロモーション活
動を実施によるインバウンドの滞在日数と観光
消費需要の拡大に向けた取組

広域(上川町・
美瑛町・東川町)

「北海道の自然・食・文化を活かし
たコンテンツ創出」×外国人の活
躍　～稼ぐ観光の実現～

5

横展開

205 69 34

2019～2021

　食関連産業のスマート化に向けた、産学官
による推進体制の構築や事業化に向けた基
盤整備、道内大学等によるIoT・ロボット等の
導入による生産性向上に向けた取組

単独
北海道型Society5.0イノベーショ
ン・エコシステムによる近未来技術
社会実装プロジェクト

6

横展開

375 159 80

7 1,014 132 77

　東京圏からのＵＩＪターンによる就業促進に向
けたマッチングサイトを通じた移住支援金支
給、起業予定者支援、女性・高齢者等の新
規就業支援などの取組

移住・就業・起業
（わくわく地方生活実

現政策ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）

2019～2024

ＵＩＪターン新規就業支援事業・地
域課題解決型起業支援事業・潜
在人材就業支援事業

（単位：百万円）

海外市場動向に対応した食の輸
出拡大推進事業

振
興
局
コ
ラ
ボ
事
業

事　業　名

Ｒ３国費

事業タイプ

Ｒ３事業費単独・広域

29 12 6
広域（帯広市ほか

十勝管内16市町村）

2021～2023

小　計（新規 ２事業） 404 124

2
交通モードの利活用により地域
の内外をつなぐ交流人口拡大
推進事業

　十勝管内市町村との協働により、地域交通
サービスの改善や旅行商品の造成、観光情
報の発信などを行う取組
　【十勝総合振興局コラボ事業】

横展開

Ｒ３国費
事業期間

62

№

資料２－１



Ｒ３国費
事業期間

4 2
広域（管内８市町村
・東京都荒川区）

2020～2022

13

振
興
局
コ
ラ
ボ
事
業

いしかり・ライフstyle魅力発信・
若者地元定着促進事業

　石狩管内の大学生等に向けた、地元理解
の促進や就農・起業に関する情報発信、企
業のワークライフバランス推進に向けた取組
　【石狩振興局コラボ事業】

横展開

24 7 4
広域（札幌市ほか
石狩管内４市）

2020～2022

14

あらゆる世代の働き手と地域
中小企業を繋ぐ!!“旭川圏トライ
アルワーク”連携支援プロジェク
ト

　就労体験（トライアルワーク）による旭川圏域
の中小企業と求職者とのマッチング、中小企
業の人材確保に向けた支援等の取組
　【上川総合振興局コラボ事業】

横展開

39 13 6広域（旭川市）

2020～2022

15
北海道くしろ地域と東京特別
区による関係醸成プロジェクト

　首都圏住民を対象とした釧路地域への誘
客促進や企業向けのワーケーション推進に向
けた取組、都内観光・移住相談窓口の設置
等
　【釧路総合振興局コラボ事業】

横展開

12

12
北海道未来実装「地方×宇宙ビ
ジネス」創生事業

　宇宙関連産業におけるオール北海道の産
学官連携による推進体制の構築、道内での
宇宙ビジネスの創出等による本道の宇宙関
連産業の成長産業化に向けた取組

横展開

24 6 3単独

2020～2022

11

先端技術で支える持続可能な北
海道の一次産業・暮らし（担い手
の育成確保による基幹産業の維
持・発展）

　一次産業の持続的発展と担い手の確保に
向けたスマート農林業、ＩＣＴを活用したコンブ
生産、農業・工業高校での遠隔授業の実践、
交通空白エリアの実証実験等の取組

横展開

307 105 53単独

2020～2022

71単独

2020～2022

10

埋もれている優れた観光コンテン
ツにより、観光の地域偏在を解消
する青函一体となったエコツーリズ
ム創出事業

　青森県との連携による両道県共通の地域
資源である歴史・文化コンテンツ情報の発
信、共通の交通インフラである北海道新幹線
を起点とした周遊観光促進等の取組

横展開

407 142 71広域(青森県)

2020～2022

2020～2022

9
アイヌ文化・工芸等の魅力を生か
した新たな価値創出事業

　ウポポイの誘客促進に向けた情報発信やイ
ベント開催、アイヌ舞踊の活動機会の創出、
アイヌ工芸品の認知度向上のための商品開
発や担い手の育成・確保等の取組

横展開

489 143

№ 事　業　名 事　業　概　要

事業タイプ

総事業費 Ｒ３事業費単独・広域

小　計（継続 15事業） 4,137 1,265 645

合　計（新規・継続 17事業） 4,541 1,389 707

8

北海道らしい「関係人口」の創出・
拡大プロジェクト～地域の経済・社
会的な活動の担い手として多様に
関わる人材の創出～

　関係人口の創出・拡大に向けた道内外での
イベント開催、北海道型ワーケーションの普
及・展開、副業・兼業等による仕事を通じた地
域と関わる人材創出等の取組

横展開

150 71 38単独


