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Ⅰ 実施計画の位置付けⅠ 実施計画の位置付けⅠ 実施計画の位置付けⅠ 実施計画の位置付け

○ 本道経済活性化のための産業振興施策の推進に当たって新たな道筋を示すものとし

て、重点的かつ集中的に取り組むべき方向性と施策を示すため、平成２３年１２月に

「ほっかいどう産業振興ビジョン」（以下ビジョン）を策定した。

○ ビジョンの推進に当たっては、経済情勢などの変化に対応しながら重点施策を展開

していくため、毎年「実施計画」を策定することとしている。

○ 本計画は、平成２５年度の施策展開に当たっての基本方針と、具体的な取組内容や

施策を盛り込んだものである。

「ほっかいどう産業振興ビジョン」の概要

○取組期間 平成２３年度から平成２６年度までの４年間

○施策展開方針

・本道経済にとって、懸念される要素や乗り越えなければいけない課題とともに、チャンスとも

なる経済社会環境の変化が進展。

・道外の需要を獲得する移輸出型産業を強化するとともに、道内の需要を道内の供給で賄う域内

循環を高めることが必要。

・このため、「力強い地域経済づくり」とともに、本道が優位性を有している「食」及び「観光」

「国際」「環境・エネルギー」分野を対象に重点的に施策を展開。

○目指す姿

経済波及効果の高い様々な産業群が重層的に展開する持続可能な自立型経済産業構造

Ⅱ 推進管理についてⅡ 推進管理についてⅡ 推進管理についてⅡ 推進管理について

○ 推進管理について、これまでの手法の検証や議会議論などを踏まえ、平成 25 年 2 月

に推進管理に関する実施要領を定め、次のとおり改善を図ることとした。

１．施策の成果把握

登載事業について、事業の実績に加え、可能な限り具体的な成果を把握

２．企業や地域のニーズ等の把握

効果的な施策展開を図るため、企業や経済団体等のニーズや意見を把握

(1) 企業ヒアリング

道の施策や制度を利用した事業者から、施策による成果や課題等を把握

(2) 地域意見交換会

地域の経済団体や市町村等から、地域経済の課題やニーズ等を把握

３．推進体制

庁内各部局間の連携を図るため、連絡会議を設置し、着実に推進

○ 実施要領に基づき、ビジョンの着実な推進を図るとともに、施策のＰＤＣＡサイク

ルと連動させて、産業振興施策を効果的に展開する。

ビジョンの推進管理を「実施要領」に基づき着実に推進するとともに、施策のＰＤＣＡサイクルと連動。

H25事業実施

H25実施計画

（ビジョン）

H26施策実施 H27施策検討

H25推進管理

（ビジョン）

Plan Do Check

Action

施策の成果把握

企業や地域のﾆｰｽﾞの把握等

庁内連携のため関係課による連絡会議設置 できる限り数値により成果を把握

各課・振興局で、施策を利用した企

業を対象に、ニーズや課題を把握

企業ヒアリング

全振興局で開催し、地域の関係者

から、現状、課題、ニーズを把握

地域意見交換会

推進体制
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Ⅲ 我が国及び本道の経済情勢Ⅲ 我が国及び本道の経済情勢Ⅲ 我が国及び本道の経済情勢Ⅲ 我が国及び本道の経済情勢

１ 我が国の経済情勢

平成24年度の我が国経済は、東日本大震災からの復興需要やエコカー補助金などの政策

効果の発現等により、夏場にかけて回復に向けた動きが見られた。しかしその後、世界経

済の減速等を背景として輸出や生産が減少するなど、景気は弱い動きとなり、底割れが懸

念される状況となった。

こうした状況に対し、政府は、平成25年１月に「日本経済再生に向けた緊急経済対策」

を策定し、いわゆる「15ヶ月予算」の考え方で、平成24年度補正予算と平成25年度予算を

合わせ、景気の下支えを行いつつ、切れ目のない経済対策を実行することとした。

最近では、海外経済の持ち直しの動きなどを反映して、輸出・生産面で改善方向の動き

がみられている。

２ 本道の経済情勢

平成24年度の本道経済は、観光客が概ね震災前の水準に戻るなど、前半は緩やかな持ち

直しの動きが見られたが、後半は国内経済減速の影響を受け、鉄鋼などの生産が低下する

など概ね横ばいで推移した。このところ緩やかながら持ち直しの動きが見られる。

主要な経済指標を見ると、生産活動では、平成25年１月の鉱工業生産指数は89.6と前月

比プラス2.8％となり、鉄鋼業や輸送機械工業など一部に持ち直しの動きが見られるもの

の、平成24年の鉱工業生産指数は前年比マイナス1.4％となり、３年振りに前年を下回っ

た。

個人消費では、平成25年１月の大型小売店販売額（全店ベース）は前年同月比で0.8％

増と３か月連続で前年を上回った。

雇用環境は、平成25年１月の有効求人倍率は0.61倍と36か月で前年を上回るなど、緩や

かな持ち直しの動きが続いているものの、平成24年10～12月期の完全失業率が4.7％と前

年同期比0.3ポイント上昇するなど依然として厳しい状況にある。

■有効求人倍率　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：倍）

24年

10月 11月 12月

25年

1月

北海道 0.61 0.61 0.61 0.61

全国 0.77 0.78 0.79 0.81

（出典）北海道労働局 レイバーレター

■完全失業率 （単位：％）

１～３月 ４～６月 ７～９月 10～12月

北海道 5.5 5.7 5.0 4.7

全国 4.5 4.6 4.3 4.0

（出典）総務省「労働力調査」

平成24年

■大型小売店販売額（全店ベース）

販売額（百万円） 前年同月比（％）

24年 10月 77,381 ▲ 0.0

11月 78,012 0.6

12月 103,976 1.0

25年 1月 79,552 0.8

（出典）北海道大型小売店販売動向

（平成25年1月　北海道経済産業局）

年月

■鉱工業生産指数　 平成17年＝100

年月 生産指数

24年10月 87.1 （ ▲ 1.4 ）

11月 87.4 （ 0.3 ）

12月 87.2 （ ▲ 0.2 ）

25年  1月 89.6 （ 2.8 ）

年 生産指数

20年 101.5 （ ▲ 2.4 ）

21年 87.7 （ ▲ 13.6 ）

22年 93.4 （ 6.5 ）

23年 93.7 （ 0.3 ）

24年 92.4 （ ▲ 1.4 ）

（出典）北海道鉱工業生産動向（平成25年1月：速報）

（前年比％）

（前月比％）
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Ⅳ 実施方針Ⅳ 実施方針Ⅳ 実施方針Ⅳ 実施方針

１ 平成２５年度施策展開に当たっての基本的考え方

平成２５年度の施策展開に当たっては、公的需要への依存度の高さや総生産に占め

る製造業のウエイトの低さといった、本道の経済産業が抱える構造的な課題、さらに、

中小企業金融円滑化法の終了、大手自動車メーカーの東北における拠点化など、新た

な経済社会環境の変化を踏まえつつ、国施策の積極的な活用と民間企業など多様な主

体との連携・協働を基本として、北海道の元気の源である‘地域’にこだわり、地域

の中小企業の活性化や雇用の場づくりなど、力強い地域経済づくりを推進するととも

に、本道の優位性を活かし、食や観光、環境などの分野における成長力の強化を図る

ほか、引き続き、東日本大震災の影響への対策に取り組む。

２ 平成２５年度実施計画の取組の柱

①人々の生活を支える力強い地域経済づくり

(１)中小企業の競争力強化

・中小企業金融円滑化法の終了に対応した経営改善や事業再生の支援 など

(２)地域商業の活性化

・地域商業の実態に応じた主体的な取組の促進 など

(３)ものづくり産業の競争力強化と地域展開

・自動車関連産業の集積が進む東北地域との連携による参入促進や企業誘致 など

(４)地域産業を担う人材育成と就業促進

・国の支援制度の活用などによる産業振興と一体となった雇用創出の取組 など

②本道経済の成長力強化に向けた取組の推進

(１)食の総合産業化による食産業立国の形成

・新たに創設する道独自の食品機能性表示制度の周知 など

(２)地域における魅力ある観光の新展開

・長期滞在型観光客の受入体制の整備や広域連携による地域の取組の促進 など

(３)世界の中の北海道を意識した海外市場の開拓

・民間企業や市町村と連携した北海道ブランドの ASEAN 地域などへの発信 など

(４)環境・エネルギー産業の振興

・新エネルギー産業の立地促進やエネルギーの地産地消の推進 など

③東日本大震災の影響に対する対策

（１) 道内経済への影響対策

・観光や道産品輸出における風評被害を防止するための取組 など

（２）東北との連携強化と我が国の経済復興に向けた本道の貢献

・ものづくりや観光分野における東北地域との連携強化 など
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Ⅴ 施策展開Ⅴ 施策展開Ⅴ 施策展開Ⅴ 施策展開

１ 人々の生活を支える力強い地域経済づくり

(１)中小企業の競争力強化

ア 経営基盤の強化と経営革新等の促進

【平成２５年度の主な取組】

○創業・事業承継・新事業展開の促進と経営改善・事業再生への対応

・(公財)北海道中小企業総合支援センターが、他の支援機関と連携しながら、中小

企業の経営課題の解決に向けた取組や経営改善、市場開拓など競争力強化に向け

た取組を支援します。

・ワークショップや実証実験等を通じて創業時の事業の実現可能性を高める手法の

検討や創業の各段階に応じた総合的な支援を実施するとともに、事業承継の円滑

化を図るため経営者・後継者向けの研修会を開催します。

・中小企業金融円滑化法の終了（H25.3.31）などにより、中小企業の資金繰りの悪

化などが懸念されることから、全道７ヶ所に緊急相談窓口を開設するとともに

（H25.3.1)、金融機関や関係団体との連携のもと、全道各地に「地域中小企業支

援ネットワーク」を構築し、経営改善や事業再生に向けた支援を実施します。

○ＩＴ利活用の促進

・ＩＴ産業と地域産業の連携によって経営の効率化や生産性の向上等を図り、競争

力を強化するための取組を実施します。

○資金供給の円滑化

・セーフティネット貸付など融資制度の不断の見直しにより、厳しい経営環境に置

かれている中小企業への金融支援を実施します。

・国の認定を受けた経営革新等支援機関の支援を受けながら経営改善に取り組む中

小企業向け融資制度を創設します（H25.2.15取扱開始）。

・今後の成長が期待できる、食､観光､環境･エネルギーなどの分野で事業活動を行う

中小企業向け融資制度の利用促進により、事業資金の円滑な調達を支援します。

【関連事業】

事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

北海道中小企業 本道中小企業の経営資源確保や新事業創出を促進 H25: 1,044,084 経済部

総合支援センタ するため、中核的支援機関である北海道中小企業 H24: 1,226,016 経営支援局

ー事業費補助金 総合支援センターに対して、事業運営に必要な経 中小企業課

費を助成する。

商工会議所指導 商工会議所の健全な運営と活動を促進するため、 H25: 32,385

事業費補助金 商工会議所の指導機関である（社）北海道商工会 H24: 32,226

議所連合会が行う指導事業に要する経費の一部に

対し補助する。

北海道商工会連 商工会の健全な運営と活動を促進するため、商工 H25: 353,297

合会指導事業費 会の指導機関である北海道商工会連合会が行う指 H24: 351,860

補助金 導事業に要する経費に対し補助する。

北海道中小企業 中小企業等協同組合法に基づき設立されている北 H25: 236,454

団体中央会指導 海道中小企業団体中央会が行う指導事業、一般振 H24: 234,769

事業費補助金 興事業費及び中小企業連携組織対策事業に対し、

補助する。
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事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

小規模事業振興 小規模事業者の経営基盤の充実を図るため、商工 H25: 3,862,757 経済部

指導費補助金 会及び商工会議所が行う経営改善普及事業等に要 H24: 3,888,578 経営支援局

する経費を補助する。 中小企業課

創業チャレンジ・ 新規創業への挑戦を促進するため、ワークショッ H25: 29,956

事業承継スター プや実証実験等を通じて事業計画づくりの手法を H24: -

トアップ支援事 検討するとともに、既存企業の事業承継の円滑化

業費［緊急雇用 を図るため、事業承継・後継者育成セミナーを実

創出推進事業］ 施する。

【新規】

地域中小企業経 中小企業金融円滑化法の期限到来（H25.3.31）な H25: 73,136

営力強化特別対 どにより、中小企業の資金繰りの悪化などが懸念 H24: 3,131

策事業費 されることから、全道７ヶ所に緊急相談窓口を開

設し(H25.3.1）、関係機関との連携により、経営改

善や事業再生に向けた支援を行う。

中小企業総合振 中小企業の経営基盤の強化、事業の活性化を図る 融資枠

興資金貸付金 ため、金融機関に原資を預託して、中小企業等に H25: 1,750億円

対する融資を促進する。（H25.2 経営力強化貸付を H24: 1,850億円

創設）

中小企業向け融 近年の中小企業を取り巻く金融経済環境の大きな H25: 13,073

資制度調査検討 変化等を踏まえ、現行制度を見直し、今後の融資 H24: －

事業費［緊急雇 制度のあり方について検討を行う。

用創出推進事業］

【新規】

食関連機械産業 食関連機械へのＩＴ導入を促進し、道内ＩＴ産業 H25: 14,909 経済部

支援ＩＴ人材育 及び食関連機械産業双方の市場拡大を図るため、 H24: － 産業振興局

成・利活用促進 道内ＩＴ企業の技術力を高めるとともに、セミナ 産業振興課

事業費［緊急雇 ーの実施、食関連機械メーカーとのマッチング及

用創出推進事業］び食関連機械メーカーへのＩＴコーディネータ派

【新規】 遣を行う。

イ 多様な事業主体の経済活動への支援

【平成２５年度の主な取組】

○多様な事業主体の経営活動への支援

・平成２４年度に整備した支援体制を活用して地域におけるソーシャルビジネス等

の起業促進に取り組みます。

・ＮＰＯなど多様な事業主体の経済活動を資金面で支援します。

【関連事業】

事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

社会的企業への 地域経済の活性化及び雇用の担い手として期待さ H25: － 経済部

支援に向けた取 れるＮＰＯ等の多様な事業者を支援する。 H24: － 経営支援局

組 中小企業課

地域活性化ワイ ＮＰＯ等多様な事業主体が取り組む経済活動に対 融資枠

ド資金 し、資金供給の円滑化を図る。 H25: 20億円

H24: 20億円
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ウ 建設業の体質強化

【平成２５年度の主な取組】

○建設産業への支援に向けた取組

・建設産業の進むべき方向性と道としての支援施策を総合的にとりまとめた「北海道

建設産業支援プラン２０１３」に基づき、経営力の強化や人づくりの強化等の支援

に取り組みます。

・「建設業サポートセンター」において、経営力の向上などに取り組む建設業事業者

に対して、中小企業診断士などの専門家が指導・助言を行うほか、各種支援施策の

情報提供などを行います。

・建設業の本業での経営力の向上などを図るセミナーの開催や、新分野進出の取組事

例の情報提供、課題解決に向けたセミナーの開催のほか、研究開発や販路開拓等に

対して、補助や融資などの支援に取り組みます。

【関連事業】

事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

建設業経営体質強化 厳しい経営環境にある建設業事業者を支援するた H25: 5,447 建設部

対策事業費（建設業 め、中小企業診断士及び公認会計士が経営基盤の H24: 5,077 建設管理局

サポートセンター運 強化や人材育成などの相談に対応するとともに、 建設情報課

営費） 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。

建設業経営体質強化 建設業の経営体質強化などのために建設業団体が H25: 12,000

対策事業費（建設業 主体的に実施する取組を支援する。 H24: 13,000

経営改革総合支援事

業費）

建設業経営体質強化 中小建設業者等が実施する新分野進出や新事業展 H25: 21,125

対策事業費 開に向けた新商品や役務の研究開発、販路開拓、 H24: 38,181

(建設業経営力強化 人材育成の取組を支援するとともに、販路開拓等

総合対策事業費) のセミナーを開催する。

中小企業総合振興資 新たな事業分野への進出や事業転換等を行う建設 H25: － 経済部

金貸付金(建設業等 業者等に対し、必要な事業資金の融資の円滑化を H24: － 経営支援局

新分野進出特別貸付) 図ることにより、企業の経営基盤の強化に資する。 中小企業課

（２）地域商業の活性化

ア 地域商業の実態に応じた自主的な取組の誘発促進

【平成２５年度の主な取組】

○地域商業の実態に応じた自主的な取組の誘発促進

・「北海道地域商業の活性化に関する条例」に基づき、地域の様々な関係者による協

働のもと、地域商業の活性化に向けた積極的な取組を推進するため、「北海道地域

商業活性化方策」の一層の浸透を図るとともに、地域における実施計画の企画立案

や事業化等を支援し、モデル的な事例の創出やその普及啓発に取り組みます。

【関連事業】

事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

地域商業活性化総 地域商業の活性化に向けた市町村、商工団体、道 H25: 41,284 経済部

合対策事業費 民、事業者等の関係者が一体となって行う自主的 H24: 48,000 経営支援局

な取組を誘導するモデル的な事例の創出を図るた 中小企業課

めの事業に対し支援を行う。
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(３)ものづくり産業の競争力強化と地域展開

ア 幅広いものづくり産業の振興

【平成２５年度の主な取組】

○本道の基幹産業である食関連分野への参入促進

・食関連機械の取引拡大や開発に向けた取組を促進します。

○今後成長が期待される環境関連分野への参入促進

・本道の優位性や技術を活かした研究開発や製品開発を支援します。

○東北地域などとの連携による道内ものづくり産業の参入促進

・自動車製造の拠点形成が進む東北地域などとの連携を図り、東北・中京において

道内企業の高い技術力や立地環境のＰＲを実施するなど、道内外の自動車産業等

への参入に向けた取組を促進します。

【関連事業】

事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

[再掲]戦略産業 安定的かつ良質な雇用の場の創出に向け、ものづ H25: 538,670

雇用創造プロジ くりや食関連分野等の一層の産業育成強化と、人 H24: －

ェクト【新規】 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 自動車素材として今後期待される炭素繊維複合材の加工技術に関す 経済部

得 講 習 事 業 る研修会・セミナーなどを開催する。 産業振興局

【新規】 産業振興課

自動車生産サ 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

プライチェー 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。

ン集積促進事

業【新規】

食関連機械産 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

業 振 興 事 業 会の開拓を図るとともに、食関連機械の開発を促進する。

【新規】

ものづくり産 ものづくり企業の競争力強化のため必要なノウハウのアドバイスを

業競争力強化 実施するとともに、技術系人材の育成・確保のため企業説明会や企

事業【新規】 業見学ツアーを実施する。

ものづくり産 ものづくり企業の販路拡大のため道外企業とのマッチングを実施す

業販路拡大事 るとともに、技術系人材の育成・確保のため高専と連携したものづ

業【新規】 くり発表会を開催する。

自動車関連産業 製品等の輸送距離が長大となる本道の環境を踏ま H25: 16,055

物流コスト低減 え、本道自動車関連企業の物流コストの低減に向 H24: －

検討事業費［緊 けた検討を行う。

急雇用創出事業］

【新規】

自動車関連産業 「札幌モーターショー2014」と連動した取組とし H25: 25,986

集積ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事 て、自動車関連企業関係者等に対し、本道の立地 H24: －

業（札幌ﾓｰﾀｰｼｮｰ 環境や地場企業の新工法・新技術を紹介する。

2014関連事業）

［緊急雇用創出

推進事業］【新規】
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事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

中小企業競争力 中小企業の競争力を強化するため、マーケティン H25: 50,651 経済部

強化促進事業費 グや製品開発、人材育成、研究開発等の取組を支 H24: 51,163 産業振興局

援する。 産業振興課

中小企業応援フ 北海道中小企業応援ファンドの運用益を活用し、 H25: －

ァンド貸付金 地域資源を活用した新産業の創出を図るとともに、 H24: －

道内中小企業等の競争力強化や経営革新による事

業化、産業クラスター形成などの取組を支援する。

道産エネルギー 本道の気象条件やエネルギー資源と道内の技術を H25: 63,735 経済部

技術振興事業費 活用した、道産の先進的な技術開発や研究に対す H24: 73,735 産業振興局

る支援とともに、道内技術シーズを活用した事業 環境・エネ

化の取組を支援する。 ルギー室

環境・エネルギ 中小企業における、環境関連の新規事業の創出や H25: 9,307

ービジネス育成 環境産業への参入を活性化するため、中核的産業 H24: 9,683

・振興事業費 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。

イ 立地環境を活かした企業誘致の推進・集積の促進

【平成２５年度の主な取組】

○戦略的な企業誘致の展開

・リスク分散の観点から、今後も企業の活動拠点分散化の動きが見込まれることから、

その需要拡大を踏まえた誘致活動の強化を図ります。

・次世代自動車産業の立地をさらに加速させるため、関連サプライヤーをターゲット

とした誘致活動に取り組むとともに、自動車関連産業の集積が進む東北地域へのサ

プライチェーンとして参入できるよう、東北地域との連携強化を図ります。

○地域と結びついた新たな企業誘致の展開（苫東地域・石狩湾新港地域）

・苫小牧東部地域においては、産業フェアへの出展による優れた立地環境のＰＲや誘

致活動、開発の核となる公的プロジェクトの導入に向けた要望活動を実施するとと

もに、ＣＣＳ実証試験を踏まえ植物工場の立地に向けた検討に取り組みます。

・石狩湾新港地域においては、各種産業フェアへの出展などによるＰＲや企業訪問等

の誘致活動を展開するとともに、ＬＮＧ基地から発生する冷熱について、超伝導送

電線などへの利用を含め、広範囲な関連産業の立地に向けた取組を行います。

【関連事業】

事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

企業立地促進費 企業立地を促進するため、経済波及効果の高い産 H25: 1,957,451 経済部

補助金 業、成長発展が期待される産業及び地域の特性に H24: 1,965,145 産業振興局

応じた産業分野における立地企業に対して重点的 産業振興課

に支援する。

本社機能等移転 リスク分散の観点から、企業の総務・財務部門な H25: 10,000

促進事業費補助 ど本社機能の本道への移転を促進するため、事務 H24: －

金【新規】 所開設に必要な経費を助成する。
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事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

[再掲]戦略産業 安定的かつ良質な雇用の場の創出に向け、ものづ H25: 538,670

雇用創造プロジ くりや食関連分野等の一層の産業育成強化と、人 H24: －

ェクト【新規】 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。

企業誘致強化 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 経済部

人材育成事業 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。 産業振興局

【新規】 産業振興課

特定重点分野誘 食関連産業の本道への立地促進に向け、道産食材 H25: 2,804

致活動強化事業 を活用して事業展開を行う企業など、本道への進 H24: 2,804

費 出可能性が高い企業に対する重点的な誘致活動を

展開する。

企業誘致促進費 国内外からの企業立地を促進するため、各種の企 H25: 6,397

業誘致活動を展開する。 H24: 7,737

環境産業誘致活 環境産業の集積のため、環境配慮型データセンタ H25: 3,979

動強化事業費 ーや蓄電池などの加工組立型工業の環境分野に加 H24: 4,858

え、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、環境産業の集積を促進す

る。

苫小牧地域にお 苫小牧地域での国内初となる本格的なCCS（二酸化 H25: －

けるCCSを活用し 炭素の回収及び貯留）大規模実証試験の実施に伴 H24: －

た産業促進事業 い、苫小牧東部開発連絡協議会が主体となって、

［赤レンガ・チ 道をはじめとした地元関係機関と連携し、CCSを活

ャレンジ事業］ 用した産業展開の促進に向けた取組を行う。

【新規】

石狩湾新港地域 石狩湾新港地域内に既に存在する環境配慮型エネ H25: －

におけるグリー ルギーや域内で進展しつつある再生可能エネルギ H24: －

ンエネルギーの ー事業を結びつけるイノベーション（技術革新）

産業化促進事業 を促すことによって、産業化への方向性を示し、

［赤レンガ・チ 石狩湾新港地域の総合的・一体的開発の実現に結

ャレンジ事業］ びつける。

【新規】

ウ 地域における産業技術の高度化

【平成２５年度の主な取組】

○北海道立総合研究機構や地域の技術支援機関との連携による産業技術の高度化

・工業技術センターによる研究開発の促進と、ＷＩＮＧほっかいどうによる新事業・

新産業創出に向けた研究開発を実施します。

・地域の産業支援機関を「地域のものづくり支援拠点」として位置付け、北海道立総

合研究機構等との連携支援による、地域の特性やニーズに応じた技術支援を加速し、

新製品・新技術の開発を促進します。

○道内中小企業の技術力の向上

・道内中小企業の技術力の向上を図るため、産業振興条例に基づき中小企業の新製

品・新技術開発を支援するとともに、地域における基盤技術の向上に向けた技術

指導や人材育成を促進します。

・道内各地域の地域資源を発掘し、公設試や大学等と連携し、地域企業による新事

業展開・新分野進出に向けた取組を支援します。
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【関連事業】

事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

高度技術産業集 道が工業技術の高度化を促進するために函館地域 H25: 181,918 経済部

積活性化事業費 の中核的試験研究機関として整備した「道立工業 H24: 182,576 産業振興局

（工業技術セン 技術センター」の管理運営を行うとともに、これ 産業振興課

ター） まで蓄積された技術・人材等の産業集積を活用し、

新事業創出を促進する。

[再掲]戦略産業 安定的かつ良質な雇用の場の創出に向け、ものづ H25: 538,670

雇用創造プロジ くりや食関連分野等の一層の産業育成強化と、人 H24: －

ェクト【新規】 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。

地域のものづ 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 経済部

くり産業力強 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｡ 産業振興局

化 対 策 事 業 産業振興課

【新規】

地域プロジェ 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

クト創出支援 ステック財団の地域支援機能を強化する。

事業【新規】

［再掲］中小企 中小企業の競争力を強化するため、マーケティン H25: 50,651

業競争力強化促 グや製品開発、人材育成、研究開発等の取組を支 H24: 51,163

進事業費 援する。

［再掲］中小企 北海道中小企業応援ファンドの運用益を活用し、 H25: －

業応援ファンド 地域資源を活用した新産業の創出を図るとともに、 H24: －

貸付金 道内中小企業等の競争力強化や経営革新による事

業化、産業クラスター形成などの取組を支援する。
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(４)地域産業を担う人材育成と就業促進

ア 成長分野などにおける産業人材の育成

【平成２５年度の主な取組】

○道立高等技術専門学院の推進体制の整備

・高等技術専門学院中長期ビジョン（H20策定）に基づき、「職業訓練の内容」、「施

設配置」などの推進体制を整備します。

○重点分野における人材の育成・確保

・産業人材育成方針に基づき、食、観光、ものづくり産業など重点分野における人材

の育成を促進するとともに、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・求職情報の提供や登録企業の開拓を行います。

○高校生などの円滑な就業の促進

・学校、家庭、地域社会や産業界が一体となった企業実習やインターンシップ等の体

験活動を充実するとともに、地域や企業等の理解・協力の促進に向け経済団体等へ

の要請活動の実施します。また、インターンシップ受入企業の開拓を推進するとと

もに、高校大学等へ情報提供し早期の有効活用について働きかけを行います。

【関連事業】

事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

公共訓練費（デ 求職者に対し、専門学校等の民間教育訓練機関等 H25: 185,957 経済部

ュアルシステム を活用した座学と企業実習を組み合わせ、実践的 H24: 185,957 労働局

推進事業費） な職業能力開発を行い、安定就労への円滑な移行 人材育成課

を図る。

技術専門学院等 道立高等技術専門学院において、訓練生に対し技 H25: 28,938

設備整備費（技 能・技術を付与するため、職業訓練に必要な機械 H24: 11,362

術専門学院実習 ・機器を整備し、訓練効果の向上を図る。

用機械整備費）

公共訓練費（イ 道立高等技術専門学院において、学生の実践的な H25: 306

ンターンシップ 技能・技術の習得と産業界のニーズに応じた人材 H24: 306

推進事業費） の育成を図ることを目的にインターンシップを実

施する。

公共訓練費（養 道立高等技術専門学院において、若年者や離転職 H25: 73,254

成・転職職業訓 者等に対して職業に必要な技能・知識を付与する H24: 73,487

練費） ための訓練を行うことにより、就職を容易にし職

業生活の安定を図る。

公共訓練費（成 在職労働者に対し生産技術の進歩等に対処する能 H25: 12,981

人職業訓練費） 力の開発及び管理監督、管理サービスに必要な知 H24: 12,981

識・技能の付与を行うとともに職業能力の向上に

係る情報を提供し、在職労働者としての資質向上

を図る。

[再掲]戦略産業 安定的かつ良質な雇用の場の創出に向け、ものづ H25: 538,670

雇用創造プロジ くりや食関連分野等の一層の産業育成強化と、人 H24: －

ェクト【新規】 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。

自動車関連産 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 経済部

業人材育成事 図る。 労働局

業【新規】 人材育成課

ものづくり人 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

材確保事業 人・求職情報の提供などを行う。

【新規】
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事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

産業人材育成研 道内の各機関が実施する産業人材育成に関する研 H25: － 経済部

修情報提供事業 修・セミナー情報を収集し、ポータルサイトにお H24: － 労働局

[赤レンガ・チャ いて提供を行う。 人材育成課

レンジ事業]

新規学卒者就職 高校生の厳しい就職環境、早期離職者の増加など H25: 6,377 教育庁

対策推進費（高 の課題に対応するため、産学官が連携し体験的学 H24: 8,025 学校教育局

校生インターン 習を推進し、望ましい勤労観、職業観の育成を図 高校教育課

シップ推進事業）る。高校生の就業意識を高め、自己の職業の適性

などを主体的に考えさせることにより、雇用のミ

スマッチ等による早期離職の防止が期待される。

イ 雇用の創出と若年者等の就業促進

【平成２５年度の主な取組】

○雇用のセーフティネットの整備

・倒産などを可能な限り未然に防止し、雇用の維持に向けた一体的なサポートを行

うとともに、離職者に対する職業訓練の実施などによる早期の再就職支援や生活

の安定を図る支援などを推進します。

○雇用の受け皿づくり

・地域が主体となった雇用創出の取組への支援や、国の支援制度の活用を図って、

ものづくりや食関連分野の産業振興と一体となった雇用創出の取組を推進します。

○就業の促進

・雇用環境が厳しい新規学卒者をはじめとした若年者や再就職が厳しい中高年齢者、

さらには、女性、高齢者、障がい者などの社会を支える多様な働き手の就業促進

に向けた支援や、地域産業を担う人材の育成、人手不足分野における労働力の確

保などの取組により、就業を促進します。

【関連事業】

事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

北海道求職者就 ジョブカフェ・ジョブサロン北海道を設置し、若 H25: 118,881 経済部

職支援センター 者や中高年求職者を対象に、カウンセリングやセ H24: 132,035 労働局

事業費 ミナーなど、きめ細かな就職支援サービスを提供 雇用労政課

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。

地域若年者雇用 若年者を正規に雇用して、新規開業や新事業展開 H25: 53,205

奨励事業費 を行う中小企業者等に対して事業費を補助すると H24: 94,227

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。

障がい者就業サ 障がい者雇用未経験企業等に対し、障がい者就業 H25: 21,209

ポーター派遣事 サポーターを派遣し、障がい者の雇用体験を通じ H24: －

業費【新規】 て、障がい特性を踏まえた雇用管理等についてア

ドバイスを行うとともに、雇用につながった障が

い者の職場訪問など継続的なサポートを行い、障

がい者の雇用の拡大と定着を図る。

新規高卒等未就 新規高卒等未就職者の早期就職を図るため、道の H25: 49,483

職者対策事業費 臨時職員として任用し、企業等へ就職するまでの H24: 149,368

雇用の場を提供するとともに、任用期間中に就職

活動に役に立つ研修を行う。
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事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

地域若年者就職 主要都市以外の地域に居住する新規高卒予定者等 H25: 26,300 経済部

活動支援事業費 の円滑な就職活動を支援するため、就職活動に必 H24: － 労働局

[緊急雇用創出推 要な知識等を得るためのセミナーや、地元企業に 雇用労政課

進事業］【新規】 よる合同企業説明会を開催する。

緊急雇用創出事 緊急的な雇用創出のため、北海道緊急雇用創出事 H25: 7,906,071

業臨時特例対策 業臨時特例基金を活用し、今後の成長が見込まれ H24: 6,502,312

推進費 る分野や地域の産業・雇用振興策に沿って、地域

に根ざした事業の起業等に資する事業を委託する

ことにより、失業者の雇用の継続が期待される事

業としてふさわしい事業を委託事業等として実施

する。

季節労働者通年 季節労働者の通年雇用化を促進するため、国の通 H25: 40,775

雇用促進地域対 年雇用促進支援事業を受託する地域の協議会に参 H24: 46,452

策事業費 画するとともに、地域独自の取組及び季節労働者

の資格取得を支援する。

戦略産業雇用創 安定的かつ良質な雇用の場の創出に向け、ものづ H25: 538,670

造プロジェクト くりや食関連分野等の一層の産業育成強化と、人 H24: －

【新規】 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。

地域マネジメ 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

ント推進事業 な実施を図る。

【新規】

若年求職者技 学卒未就職者をはじめとする若年求職者の就職を促進するため、座

能習得支援事 学による社会人基礎力の習得及び就業体験を通じた企業に必要とさ

業【新規】 れる知識や技能等の習得により早期就職を促進する。

若年求職者等 「ものづくり」や「食」分野を中心とした優良企業を開拓し、全道

産業別就職支 各地でセミナーや合同企業説明会を開催するとともに、説明会参加

援事業【新規】 者へのフォローアップまでを一体的に実施する。

勤労者福祉資金 中小企業従業員等及び離職者の生活安定と福祉の 融資枠 経済部

貸付金 向上を図るため、必要な生活資金を貸し付ける。 H25: 170,000 経営支援局

H24: 170,000 中小企業課
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２ 本道経済の成長力強化に向けた取組の推進

(１) 食の総合産業化による食産業立国の形成

ア 食関連産業の振興（食クラスターの取組の加速）

【平成２５年度の主な取組】

○社会ニーズを捉えた研究開発の推進と実用化の拡大

・地域特性や社会ニーズ等に的確に対応した新製品・新技術開発など、付加価値の高

い食品づくりを推進するとともに、新たに創設する道独自の食品機能性表示制度や

当該制度による認定商品の道内外へ向けた情報発信を行うなど、食品の機能性に着

目した取り組みを推進します。

○販路拡大と新たなセールスプロモーション手法の確立

・消費者ニーズに基づく商品開発等、マーケティング発想の導入や販路拡大に向けた

新たな手法の確立、道産食品の発掘・磨き上げや販売促進プロモーション、「北海

道どさんこプラザ」でのテスト販売、商談会の開催などで道産食品のマーケティン

グ活動を支援し、販路拡大を促進します。

○食クラスター活動の推進とプロジェクトの成果発現

・「食クラスター連携協議体」への参画促進を図るとともに、参画者間の連携・協働

の拡大を推進します。また、プロジェクトの着実な推進を図るとともに、大きな経

済波及効果が期待されるプロジェクトを創出します。

・地域有望プロジェクトに携わるキーパーソンを対象に、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し、各(総合)振興局と管内の産・学・官・金融との連携

・協働によりプロジェクトを発掘・推進するとともに、地域推進体制を強化します。

・北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区の実現に向けた取組を推進します。

【関連事業】

事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

食・観光連携プ 本道の豊富な食材の組み合わせによる新たな食 H25: 23,623 経済部

ロモーション推 文化の提案、食と観光との連携による取組を強 H24: － 食関連産業室

進事業費［緊急 化し、ブランド化と販路拡大を一層推進する。

雇用創出推進事

業］【新規】

地域における食 本道の豊富な食材の組み合わせによる新たな食文 H25: 52,621

・観光連携新商 化の提案、食と観光との連携による取組の充実を H24: －

品づくり事業［緊 図るため、１４振興局ごとに地域資源を活用した

急雇用創出推進 新メニューや新商品づくりを推進する。

事業］【新規】

北海道食産業総 経済界、関係市などとともに、フード特区に係 H25: 17,000

合振興機構負担 る事業の円滑な推進のため、フード特区機構の H24: 8,000

金 運営維持やマネジメント活動に必要な経費を負

担する。

北海道食品機能 道独自の「食品機能性表示制度」について、そ H25: 43,495

性表示制度活用 の活用を目指す道内外の企業に対し、機能性素 H24: －

促進事業費【新 材の調達から研究・製造、認定申請段階に至る

規】 トータルな支援を行う。
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事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

北海道食品機能 食の付加価値向上により北海道経済の活性化を H25: 1,385 経済部

性表示委員会運 図るため、道独自の「食品機能性表示制度」を H24: － 食関連産業室

営費【新規】 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。

北海道食品機能 道内外の消費者・企業に対し、セミナーの開催 H25: 7,638

性表示制度啓発 や展示会への出展等により、道独自の「食品機 H24: －

事業費【新規】 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。

北海道物産観光 首都圏における道産品の展示販売や斡旋、企業の H25: 42,696

展示所運営費 マーケティング支援などを行う「北海道どさんこ H24: 42,696

プラザ」を運営する。

貿易物産振興事 道産品の販路拡大に係る各施策を効果・効率的に H25 19,301

業補助金 展開するため、(一社)北海道貿易物産振興会が実 H24 20,323

施する道内企業の販路拡大・物産振興事業に対し

て補助する。

[再掲]戦略産業 安定的かつ良質な雇用の場の創出に向け、ものづ H25: 538,670

雇用創造プロジ くりや食関連分野等の一層の産業育成強化と、人 H24: －

ェクト【新規】 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。

ヒト介入試験 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 経済部

推進ネットワ テム」の機能を強化するための取組を支援する。 食関連産業室

ーク構築事業

【新規】

北海道食のブ 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して商

ランド・ステ 品を磨き上げ、成果品のプロモーション等を実施する。

ップアップ事

業【新規】

北海道トップ 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

ブランドづく て北海道のトップブランドを確立する。

り事業【新規】

食クラスター 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

「フード塾」 ング力などを有する人材を育成する。

事業【新規】

道外向け食の 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

販路拡大事業 ・拡大の支援を行う。

【新規】

北海道食クラス 日本政策金融公庫と連携し、道内で生産される農 H25: － 経済部

ター活動促進貸 林水産資源等を活用して付加価値の向上を行う事 H24: － 経営支援局

付 業に対し、必要な資金を融資する。 中小企業課

エゾシカ肉利用 エゾシカ肉の安定的な流通体制を構築するため、 H25: 25,499 環境生活部

促進事業費 消費拡大を目的とした道内での地域利用促進会議 H24: － 環境局

【新規】 の開催や道外プロモーションの実施などにより、 ｴｿﾞｼｶ対策課

エゾシカ肉の一層の利用促進を図る。
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事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

道産小麦利用転 新品種秋まき小麦「ゆめちから」の安定生産と、「ゆ H25: 8,705 農政部

換加速化事業費 めちから」ブレンド粉のＰＲにより、商品開発を H24: 10,241 食の安全推進局

促進し、輸入小麦から道産小麦への利用転換（麦 農産振興課

チェン）を図り、道産小麦の付加価値向上と地産 食品政策課

地消を推進する。

北海道施設園芸 養液栽培（植物工場）や新エネルギーを活用した H25: 3,618 農政部

高度化事業 低コスト生産を促進し、北海道における施設園芸 H24: 4,257 食の安全推進局

の高度化を図る。 農産振興課

イ 食関連企業の誘致推進

【平成２５年度の主な取組】

○食関連企業の誘致推進

・豊富な食資源を有するという本道の優位性を活かし、道産食材活用企業や製造委託先

企業等への重点的な誘致活動を展開します。

【関連事業】

事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

[再掲]企業立地 企業立地を促進するため、経済波及効果の高い産 H25: 1,957,451 経済部

促進費補助金 業、成長発展が期待される産業及び地域の特性に H24: 1,965,145 産業振興局

応じた産業の分野に対し、重点的に支援する。 産業振興課

[再掲]特定重点 食関連産業の本道への立地促進に向け、道産食材 H25: 2,804

分野誘致活動強 を活用して事業展開を行う企業など、本道への進 H24: 2,804

化事業費 出可能性が高い企業に対する重点的な誘致活動を

展開する。

[再掲]企業誘致 国内外からの企業立地を促進するため、各種の企 H25: 6,397

促進費 業誘致活動を展開する。 H24: 7,737
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(２)地域における魅力ある観光の新展開

ア 地域の個性を生かした観光地づくり

【平成２５年度の主な取組】

○滞在型観光地づくり

・長期滞在観光客の受入に向けた体制整備、広域連携による地域資源を活用した商品

開発や受入体制整備など、地域の主体的な取組を促進します。

・教育旅行の誘致拡大に向けて、地域における受入体制の充実強化を図っていきます。

○安心・快適な受入環境づくり

・外国語による観光情報案内機能や観光地などの案内標識等の整備を促進するともに、

広域地域における観光人材のネットワークづくりを推進します。

・「北海道アウトドア資格制度」を活用し、アウトドア活動を支える基盤づくりを

進めるとともに、道内の体験型観光を活性化するための取組を促進します。

・外国語体験プログラムパンフレットの作成など観光情報提供の充実や各種受入研修会の

開催などにより、外国人観光客が安心して快適に観光できる環境づくりを進めます。

【関連事業】

事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

長期滞在型観光 長期滞在型の観光地の確立に向けた取組を促進す H25: 50,395 経済部

地づくり支援事 るため、道内の各地域が行う長期滞在観光客の受 H24: 58,594 観光局

業費 入に向けた体制整備などの取組を支援する。

着地型観光魅力 民間の主体的・自発的な取組を誘発し、複数の市 H25: 38,427

づくり推進事業 町村を含む広域的な観光地が連携した魅力ある観 H24: 39,782

光地づくりを加速させ地域の活性化を図るため、

地域資源を利活用した旅行商品開発及び受入体制

整備の取組を支援する。

北海道教育旅行活 道内各地ごとに異なる自然、体験、歴史・平和学 H25: 19,801

性化事業【新規】 習などの素材を発掘して、地域の状況に合わせた H24: －

教育旅行受入体制整備や商品づくりなどの地域が

連携した取組を支援する。

アウトドア資格制 体験型観光を活性化するため、北海道アウトドア H25: 20,755

度を活用した体験 資格制度を活用し、首都圏・関西圏の女性をター H24: －

型観光活性化事業 ゲットにしたアウトドアツアーの造成促進や冬季

費【新規】 の体験型観光促進に向けた地域支援を実施する。

アウトドア活動 アウトドア活動の振興を図るため、北海道アウト H25: 644

振興環境整備事 ドア資格制度の運営を通じ、アウトドアガイド・ H24: 755

業費 事業者の育成を行うなど、アウトドア活動を支え

る基盤づくりを推進する。

アウトドア活動の アウトドア活動の促進により、道内観光のさらな H25: 19,869

促進による道内観 る振興を図るため、道内市町村、観光協会、アウ H24: －

光活性化事業［緊 トドア事業者等を対象としたアウトドアミーティ

急雇用創出推進事 ング（仮称）を開催する。

業］【新規】

個人海外旅行者 今後、さらなる増加が見込まれる個人海外旅行者 H25: 4,836

(FIT)受入環境整 (ＦＩＴ)が、北海道を快適に周遊し、多様な魅力 H24: －

備事業【新規】 を楽しむことができるよう、体験プログラムパン

フレットの作成など、受入環境の整備を促進する。

外国人観光客対 外国人観光客の旅行ニーズやスタイル、旅行者層な H25: 3,162

応力強化推進事 どが急速に多様化する中、受入側である北海道の対 H24: －

業【新規】 応力の向上を図るため、各種研修会を開催する。

広域観光人材ネ 観光事業者と一次産業事業者等や住民などの交流 H25: 994

ットワークづく を図りながら、広域的な観光地づくりに向けたネ H24: －

り事業【新規】 ットワーク形成を推進する。
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事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

観光人材育成事 観光事業を牽引する人材(観光リーダー)の育成を H25: － 経済部

業(北の観光リー 図るとともに、地域観光に関わる人材のネットワ H24: － 観光局

ダー養成セミナ ーク形成を促進する。

ー)［赤レンガ･

チャレンジ事業］

イ 効果的な誘致活動

【平成２５年度の主な取組】

○国内からの観光客の誘致促進

・道民による道内観光の促進に加え、ＬＣＣといった新たな交通インフラによる誘客

や北海道新幹線新函館（仮称）の開業を視野に入れた観光プロモーション活動、東

北地域と連携した取組など国内からの誘致促進を図るとともに、観光情報を発信し

ます。

・道内地方空港と本州とを結ぶ航空路線の確保に向けて、道管理空港における着陸料

の軽減などを図るとともに、各地域の空港利用促進期成会などの関係者と一体とな

って、運休路線の再開や増便、新規路線の開設に向けた取組を推進します。

○外国人観光客の誘致強化

・外国人観光客の更なる誘致拡大を図るため、各国の旅行市場や旅行形態に応じた戦

略的な宣伝誘致活動を推進します。

・ＣＩＱ体制の整備及び新千歳空港における一部外国航空会社の乗り入れ制限の緩和

について国に働きかけるとともに、経済界などと連携し、国際航空路線の誘致や運

休路線の再開に向けた取組を実施します。

【関連事業】

事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

北海道安全・安 東日本大震災の影響などから回復が遅れている韓 H25: 23,475 経済部

心プロモーショ 国、香港、シンガポールの３カ国に対し、北海道 H24: － 観光局

ン事業【新規】 が震災前と変わらず安全・安心で魅力ある観光地

であることを情報発信・ＰＲする。

特定目的旅行等 リピーター対策や特定の目的を持った旅行者、ラ H25: 24,772

創客促進事業 グジュアリー層など新たな顧客層の開拓・誘客促 H24: －

【新規】 進を図るため、誘客対象を旅行形態や旅行目的、

階層等により分類し、戦略的な誘致活動を実施す

る。

北海道観光成長 成長市場（中国、タイ、マレーシア）や新市場（イ H25: 77,158

市場開拓促進事 ンドネシア、ベトナム、インド）の開拓に向け、 H24: －

業【新規】 対象市場の状況やニーズに応じたプロモーション

を展開する。

タイ国政府観光 道とタイ国政府観光庁との観光交流促進に向けた H25: 10,000

庁との趣意書調 趣意書調印を記念し、一般消費者向け観光プロモ H24: －

印記念事業 ーション・イベントやタイ要人との交流会を実施

【新規】 する。
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事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

外国人観光客誘 経済波及効果が大きく、有望ターゲットであるイ H25: 6,810 経済部

致特別対策事業 ンセンティブ旅行を本道に本格的に誘致するた H24: 6,810 観光局

め、旅行博への出展や企業トップ等へのセールス

活動を実施する。

道内旅行意欲向 観光入込客数の約８５％を占める道内観光客の増 H25: 27,465

上キャンペーン 加を図るため、道内旅行への意欲の向上を図る取 H24: －

事業費【新規】 組を実施する。

北海道新幹線開 北海道新幹線の開業等の効果を本道への誘客に活 H25: 19,896

業等の効果を活 かすため、開業により交通の利便性が向上する東 H24: －

かした誘客促進 北圏・北関東圏等、主要都市に向けた宣伝活動を

事業費【新規】 展開する。

ＬＣＣ等空路を 本道と本州を結ぶLCC（ローコストキャリア）の H25: 30,198

活用した誘客促 本格的な就航を観光入込客の増加に結びつけるた H24: －

進事業費【新規】 め、LCC利用客へ北海道観光の魅力を発信するな

ど積極的なプロモーションを実施する。

北海道誘客強化 観光入込客数の伸び悩みや、航空路線の廃止・機 H25: 30,000

対策事業費 材の小型化による道外観光客数の減少を踏まえ、 H24: －

【新規】 道内地方空港に航空路線が就航している地域や誘

客が期待されているエリアからの誘客に向け、道

内各地域と連携したプロモーションを展開する。

航空ネットワー 地域航空ネットワークの形成を推進するととも H25: 3,645 建設部

ク形成推進費（地 に、北海道関係航空路線の維持･確保や各空港の H24: 3,707 空港港湾局

域航空ネットワ 活性化及び空港間の連携を促進し、地域の活性化 空港 活性化

ーク形成推進費）を図る。 推進室

航空ネットワー 道内空港の国際化を推進するため、国際チャータ H25: 9,312

ク形成推進費（国 ー便の誘致などについての対策を検討するととも H24: 9,796

際航空ネットワ に、新千歳空港の国際拠点空港化のため、国際航

ーク形成推進事 空定期便の誘致、航空貨物や海外渡航需要の開発

業費） 及び機能整備を図る。

航空ネットワー 道内空港に国際航空定期便を就航させる航空会社 H25: 50,400

ク形成推進費 に対して、発着に要する経費の一部を補助するこ H24: －

（国際航空定期 とにより、国際航空定期便の就航を促進する。（貨

便就航促進事業 物便は新千歳空港のみ対象）

費補助金）【新規】

航空ネットワー 道内地方空港の活性化に資するため、航空需要の H25: 2,000

ク形成推進費 拡大に向けエアポートセールスを実施し、航空路 H24: －

(航空路線維持・ 線の維持・拡充を図る。

確保推進事業費)

【新規】

道管理・道東空 道内の複数空港が連携したモデルプランを作成す H25: 28,102

港利用促進事業 るとともに、その活用を進めるため、首都圏等で H24: －

［緊急雇用創出 のPR事業、地元におけるモデル事業等を実施する

推進事業］【新規】ことで、道管理・道東空港（女満別・中標津・オ

ホーツク紋別）の利用促進を図る。
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（３）世界の中の北海道を意識した海外市場の開拓

ア 海外への販路拡大

【平成２５年度の主な取組】

○民間や地域が主体となった取組の喚起

・道内の市町村や経済団体、海外のメディアや百貨店等と連携し、ＡＳＥＡＮ地域など

において北海道ブランドを効果的に発信します。

・各海外事務所や海外派遣駐在員と現地関係機関・企業等との連携ネットワークを強化

し、道内企業の海外展開を支援します。

○地域課題解決への協力を通じた市場参入の促進

・中国東北三省と本道の経済交流を促進するため、代表団の相互派遣を通じ、現地の社

会的課題の解決に向けた情報交換・協議などを行い、道内企業の参入促進を図ります。

また、ロシア極東３地域と本道のこれまでの交流成果をもとに、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とともに、食や環境・寒冷地技術分野

等への道内企業の参入を促進します。

○海外展開促進のための基盤づくり

・北海道国際ビジネスセンター（ＨＩＢＣ）やジェトロと連携し、道内企業の「国際展

開力」（海外企業と取引を行う上で必要とされる情報やノウハウ）の強化に向けた取組

を総合的に推進します。

【関連事業】

事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

経済国際化推進 「北海道国際ビジネスセンター」が実施する貿易 H25: 7,200 経済部

費 コンサルティングや東アジアを対象に情報の収集 H24: 9,000 経営支援局

・分析・提供等を行う「東アジア研究センター」 国際経済室

機能の整備・運営などを支援し、本道経済の国際

化を推進する。

日本貿易振興機 本道の貿易振興のため、道内企業等を対象に日本 H25: 7,258

構北海道貿易情 貿易振興機構北海道貿易情報センターが実施して H24: 7,482

報センター負担 いる貿易情報の提供や貿易相談業務等を支援す

金 る。

ＡＳＥＡＮ等ネ ASEAN地域等でのネットワーク構築のための取組 H25: 20,358

ットワーク事業 として、市場開拓に向けた現地商談会や地域の魅 H24: －

［緊急雇用創出 力のＰＲ、現地企業を招聘した商談会、対内投資

推進事業］【新規】説明会等を実施する。

地域資源活用型 ASEAN諸地域との経済交流に意欲的な「地域」を H25: 17,339

ＡＳＥＡＮ交流 核に、各国の多様な嗜好にマッチした食や体験・ H24: －

ビジネス起業支 技術等の有望なコンテンツを切り口とした「地域

援事業［緊急雇 資源活用型の商品･サービス」を企画・生産し、A

用創出推進事業］SEAN諸地域の事業者に提案し、事業化につなげる。

【新規】

ＩＴ産業ＡＳＥ 道内IT企業の海外展開に対応して、現地市場ニー H25: 15,899

ＡＮ展開ビジネ ズなどの情報提供を支援し、ビジネスモデルを実 H24: －

スモデル事業［緊 証するとともに、マニュアルを作成し普及を図る。

急雇用創出推進 また、道内の若年求職者や留学生を対象に、現地

事業］【新規】 でのビジネス展開に必要な実践的ノウハウを習得

する機会の提供や人材マッチングを支援する。
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事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

タイ・北海道地 近年、北海道との交流が進むタイにおいて、「食」 H25: 15,222 経済部

域ビジネス交流 「観光」「文化」「技術」など交流拡大の誘因とな H24: － 経営支援局

支援事業［緊急 る多彩なコンテンツの総合発信を行い、北海道ブ 国際経済室

雇用創出推進事 ランドの向上を図るとともに、市場動向を把握し

業］【新規】 て本道とタイとのビジネス交流を推進する。

韓国市場販路拡 韓国への道産食品の販路拡大を図るため、セミナ H25: 197

大事業費 ーやコンサルティングを実施する。 H24: 8,118

北東北三県・北 韓国において道産品の販路拡大や北海道への誘客 H25: 10,646

海道ソウル事務 促進など各種事業を展開するため、東北三県と合 H24: 10,646

所運営事業費 同で「北東北三県・北海道ソウル事務所」を運営

する。

北海道ブランド 「道産品輸出用シンボルマーク」を活用し、海外 H25: 1,415

普及事業費 における北海道ブランドの普及と保護を図るた H24: 2,416

め、海外物産展・商談会、道産品取扱店舗等にお

いてＰＲを行う。

北東アジア経済 北海道と中国東北三省との経済交流を促進するた H25: 3,564

交流推進費 め、代表団の相互派遣を通じ、経済交流に関する H24: 5,654

協議・情報交換などを行い、道内企業の参入促進

を図る。

北海道上海事務 中国における物産と観光を中心とした事業展開や H25: 29,119

所運営事業費 情報収集・発信、ビジネス・サポート機能の強化 H24: 29,744

を図るため、北海道上海事務所を運営する。

サハリン州等ロ 北海道とサハリン州ロシア極東地域との友好・経 H25: 5,698

シア極東地域友 済協力事業の基本的な方針を協議するための諸会 H24: 6,067

好・経済協力推 議などを行う。

進事業費（交流

協力）

サハリン事務所 ロシア極東地域との友好及び経済交流を促進する H25: 17,405

維持運営費 ため、「北海道サハリン事務所」を運営する。 H24: 18,151

ロシア極東地域 これまでのロシア極東３地域との交流成果をもと H25: 12,525

「貢献と参入」 に、新たな「貢献と参入」の視点に立った経済交 H24: －

プロジェクト推 流の環境づくりを進める。

進［緊急雇用創

出推進事業］

【新規】

ロシア極東地域 ロシアの極東重視政策などにより発展が進むロシ H25: 17,549

経済交流促進事 ア極東大陸部等において、食や環境・寒冷地技術 H24: －

業［緊急雇用創 分野等への道内企業の参入を促進する。

出推進事業］

【新規】

ロシアビジネス ロシアなど積雪寒冷国・地域と道内中小企業との H25: 16,305

・パートナーシ ビジネスを仲立ちする、北海道に根ざしたコーデ H24: －

ップ形成支援事 ィネーターの活動環境を整備するとともに、企業

業［緊急雇用創 間マッチングを実証し、本道と当該地域とのビジ

出推進事業］ ネスの具体化を支援する。

【新規】
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事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

海外市場起点型 海外のバイヤーや小売店などへのヒアリングを起 H25: 19,235 経済部

輸出課題解決モ 点に、そこから遡って輸出ルート・手続きの点検 H24: － 経営支援局

デル事業［緊急 を行うとともに、海外においてニーズが高く、か 国際経済室

雇用創出推進事 つ手続が複雑な品目をモデル的に輸出し、課題解

業］【新規】 決プロセスを実証する。

[再掲]戦略産業 安定的かつ良質な雇用の場の創出に向け、ものづ H25: 538,670

雇用創造プロジ くりや食関連分野等の一層の産業育成強化と、人 H24: －

ェクト【新規】 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 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 経済部

外展開支援事 ログラムを策定・実施する。 経営支援局

業【新規】 国際経済室

東アジア地域間 道内で開催される国際会議を活用し、北海道の様 H25: 26,424 総合政策部

交流促進事業【新 々な魅力の発信や交流の促進等を図る。 H24: － 知事室

規】 国際課

イ 海外からの投資促進

【平成２５年度の主な取組】

○まちづくりと調和した投資の促進

・庁内連絡会議の開催、ホームページへの掲載、投資対応マニュアルのブラッシュアッ

プなどを通じ、海外からの投資受入に係る調整の仕組みを確立します。

【関連事業】

事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

海外投資受入態 庁内連絡会議の開催、投資対応マニュアルのブラ H25: (非予算） 経済部

勢整備事業[赤レ ッシュアップなど、海外からの投資受入に係る調 H24: 12,371 経営支援局

ンガ・チャレン 整の仕組みを確立する。 国際経済室

ジ事業]

海外投資マッチ 東アジアや豪州などの富裕層・ビジネスパーソン H25: 6,536

ングモデル事業 を対象とした投資視察ツアーを開催し、まちづく H24: －

［緊急雇用創出 りの考え方や各種規制の内容・手続きの説明や、

推進事業］【新規】地域関係者との意見交換を行い、地域社会と調和

のとれた投資受入を促進する。
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ウ 交通・物流ネットワークの構築

【平成２５年度の主な取組】

○北東アジア・ターミナル構想の推進

・産学官・金融が一体となった推進体制を構築し、海外との物流・人流の拡大に向けた

取組を推進します。

○関連産業の集積促進

・苫小牧東部地域や石狩湾新港地域等への物流関連企業、物流施設の立地促進、集積拡

大により物流機能を強化します。

【関連事業】

事業名 概 要 （千円） 担当部署

北東アジア・タ 国内外との人や物の往来を活性化させ、北東アジ H25: 600 建設部

ーミナル構想推 アにおける物流や人流の拠点となることを目指す H24: － 空港港湾局

進費 【新規】 「北東アジア・ターミナル構想」の実現に向け、 物流港湾課

庁内横断的な委員会を設置し、構想を推進する。

日ロフェリーを 北海道唯一の国際航路である日ロフェリーの利用 H25: 12,537

活用した物流拡 促進に向け、本道の優れた道産品の輸出等に関す H24: －

大推進事業［緊 る支援業務を実施することで、本道とサハリンと

急雇用創出推進 の物流拡大を図る。

事業］【新規】

［再掲］企業立 企業立地を促進するため、経済波及効果の高い産 H25: 1,957,451 経済部

地促進費補助金 業、成長発展が期待される産業及び地域の特性に H24: 1,965,145 産業振興局

応じた産業の分野に対し、重点的に支援する。 産業振興課
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(４)環境・エネルギー産業の振興

ア 省エネルギー・新エネルギーなどの環境・エネルギー産業の振興

【平成２５年度の主な取組】

○新たな成長産業の創出と幅広い関連需要を取り込んだ参入者の拡大

・産業集積を視野に入れた新エネルギー産業の立地促進、技術の磨き上げやマッチング

などによる道内企業の参入促進、高断熱・高気密技術などを活かした製品の国内市場

開拓や海外寒冷地域への販路拡大、地域ビジネスの創出に向けたエネルギーの地産地

消の推進などの取組を促進します。

・大学や研究機関との連携による積雪寒冷地特性を踏まえたエネルギー関連技術の開発

促進や企業間の連携・協働による製品開発を促進します。

○地域の特色を活かした産業の育成

・バイオマスなど未利用資源の有効利用などに向けた研究開発を促進するほか、オンリ

ーワンの技術の活用など特色ある取組の事業化の支援や、コスト低減の取組を通じた

収益性のあるビジネスモデルづくりを促進します。

○環境と産業の好循環を実現するための仕組みづくり

・企業やＮＰＯ、地域など様々な主体が連携した環境産業の育成・振興を推進します。

【関連事業】

事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

環境産業企業間 環境産業分野における道内企業全体の底上げを図 H25: 15,976 経済部

連携支援事業費 るため、道外プロジェクト参入を見据えた企業間 H24: － 産業振興局

【新規】 連携の促進による商品・技術の組合せや差別化、 環境・エネ

展示会への出展など、積極的な道外進出に向けた ルギー室

支援を実施する。

環境・エネルギ 道内での環境・エネルギー分野のプロジェクト形 H25: 31,467

ープロジェクト 成を図るため、道内へのプロジェクト誘致や道内 H24: －

形成促進事業費 企業の道外でのプロジェクト参画に向けた環境整

【新規】 備を図る。

環境・エネルギ 環境産業をサポートする関連ビジネスの実態、市 H25: 5,155

ー「サポートビ 場規模、ニーズ、課題、事業化の可能性調査を行 H24: －

ジネス」創出育 い、本道における環境・エネルギー関連サポート

成事業費【新規】 ビジネスの創出・育成を図る。

エネルギーの地 エネルギーの地産地消に向けて、専門性を持った H25: 55,663

産地消促進事業 人材の育成・確保、地域の資源や特色を活かした H24: －

費【新規】 取組を支援する。

「一村一エネ」 エネルギーにおける地産地消を促すため、市町村 H25: 91,046

事業費 と企業やＮＰＯ等地域の多様な主体が協働・連携 H24: 91,046

して行う、省エネ・新エネを推進する取組に対し

て支援を行う。

［再掲］道産エ 本道の気象条件やエネルギー資源と道内の技術を H25: 63,735

ネルギー技術振 活用した、道産の先進的な技術開発や研究に対す H24: 73,735

興事業費 る支援とともに、道内技術シーズを活用した事業

化の取組を支援する。

［再掲］環境・ 中小企業における、環境関連の新規事業の創出や H25: 9,307

エネルギービジ 環境産業への参入を活性化するため、中核的産業 H24: 9,683

ネス育成・振興 支援機関を中心とした総合支援体制を整備し、企

事業費 業への相談や専門家派遣などを行う。
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事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

リサイクル産業 リサイクル製品等の事業化に向けた研究事業等へ H25: 15,323 経済部

振興対策費 の支援やリサイクルポートPR活動の実施により、 H24: 15,406 産業振興局

本道における新たなリサイクル産業の創出ととも 環境・エネ

に、循環型社会の形成を図る。 ルギー室

戦略的省エネ促 省エネルギーの取組を促すため、省エネ技術の可 H25: 15,326

進事業費 能性調査や普及啓発事業を実施する。 H24: 18,447

地域新エネルギ 道作成のエネルギー賦存量ソフトを活用し、地域 H25: 11,026

ー導入加速化事 の新エネの事業化に向けた調査及び市町村などが H24: 28,557

業費 策定する新エネビジョンなどの具体化を進めるた

めの支援を行い、新エネ導入の加速化を図る。

省エネ・新エネ 「省エネ・新エネ促進行動計画」の普及を促進す H25: 3,845

促進行動計画推 るため啓発事業を実施する。 H24: 5,197

進費

地球温暖化防止 北海道産バイオ燃料の地産地消の促進を図るため、 H25: 1,719 環境生活部

対策推進事業費 バイオ燃料普及戦略会議の開催やセミナー開催な H24: 1,912 環境局

（バイオ燃料利 どの普及啓発事業を実施する。 地球温暖化

活用普及促進事 対策室

業）

地球温暖化防止 産業部門の温室効果ガス排出抑制のため、北海道 H25: 2,498

対策推進事業費 内で創出されたクレジットの活用をより一層促進 H24: －

（道産クレジッ する。

ト活用促進事業）

【新規】

循環型社会推進 道内で発生した循環資源を利用し、道内で製造さ H25: 528 環境生活部

費（循環型社会 れた一定の基準を満たす製品を「北海道認定リサ H24: 528 環境局

形成推進費（循 イクル製品（うち、北海道らしい優れたものを北 循環型社会

環型社会形成戦 海道リサイクルブランド）」として道が認定するこ 推進課

略 的 推 進 事 業 とによりリサイクル製品の利用を促進する。

費））

循環型社会推進 循環型社会の構築に向け、道民、事業者、行政が H25: 3,733

費（３Ｒ推進費） 連携して３Ｒ運動を展開するとともに、産学官と H24: 3,728

地域の連携により、バイオマス資源を有効活用す

るため、全道ネットワークの構築、セミナー開催

などを実施する。

循環資源利用促 産業廃棄物の循環的利用を一層促進するため、リ H25: 713,752

進事業費 サイクル設備・技術開発などへの支援、リサイク H24: 719,967

ル製品普及促進、取組情報の提供・普及啓発など

を実施する。

森林吸収エコビ 道有林で取得したJ-VERを活用し、道内外の企業に H25: 1,649 水産林務部

ジネス推進事業 クレジットの販売活動を行うことによって、森林 H24: 3,928 森林環境局

費 整備に対する理解の促進とカーボン・オフセット 道有林課

市場の拡大を図る。

森林整備加速化 林業・木材産業の再生等を推進するため、間伐、 H25: 7,970,408 水産林務部

・林業再生事業 路網整備、地域材の加工・流通施設の整備、公共 H24: 2,185,013 林務局

費（川下対策） 建築物の木造化や木質バイオマスのエネルギー利 林業木材課

用の促進に向けた取組などを支援する。
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イ 環境・エネルギー産業の誘致推進

【平成２５年度の主な取組】

○太陽光等再生可能エネルギーを活用した発電設備（発電所）の誘致

・豊富な日射量、広大な土地確保のしやすさなど、本道の立地優位性を活かしながら、

市町村等と連携して、太陽光等の再生可能エネルギーを活用した発電施設の立地に向

けた誘致活動を実施します。

○加工組立型工業における環境分野の誘致

・国の「グリーン成長戦略」で重点分野として位置付けられた蓄電池などの環境分野の

誘致活動を実施します。

○環境配慮型データセンターの誘致

・冷涼な気候など本道の立地優位性を活かすことに加え、自然災害のリスクの低さなど、

リスク分散の適地としての観点からもＰＲを強化し、本道への立地を促進します。

【関連事業】

事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

[再掲]環境産業 環境産業の集積のため、環境配慮型データセンタ H25: 3,979 経済部

誘致活動強化事 ーや蓄電池などの加工組立型工業の環境分野に加 H24: 4,858 産業振興局

業費 え、メガソーラーなど新エネルギー関連産業に対 産業振興課

する誘致活動を強化し、環境産業の集積を促進す

る。

[再掲]企業誘致 国内外からの企業立地を促進するため、各種の企 H25: 6,397

促進費 業誘致活動を展開する。 H24: 7,737

[再掲]企業立地 企業立地を促進するため、経済波及効果の高い産 H25: 1,957,451

促進費補助金 業、成長発展が期待される産業及び地域の特性に H24: 1,965,145

応じた産業の分野に対し、重点的に支援する。

[再掲]苫小牧地 苫小牧地域での国内初となる本格的なCCS（二酸 H25: －

域におけるCCSを 化炭素の回収及び貯留）大規模実証試験の実施に H24: －

活用した産業促 伴い、苫小牧東部開発連絡協議会が主体となって、

進事業［赤レン 道をはじめとした地元関係機関と連携し、CCSを

ガ・チャレンジ 活用した産業展開の促進に向けた取組を行う。

事業］【新規】

[再掲]石狩湾新 石狩湾新港地域内に既に存在する環境配慮型エネ H25: －

港地域における ルギーや域内で進展しつつある再生可能エネルギ H24: －

グリーンエネル ー事業を結びつけるイノベーション（技術革新）

ギーの産業化促 を促すことによって、産業化への方向性を示し、

進事業［赤レン 石狩湾新港地域の総合的・一体的開発の実現に結

ガ・チャレンジ びつける。

事業］【新規】
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３ 東日本大震災の影響に対する対策

(１)道内経済への影響対策

【平成２５年度の主な取組】

○風評被害などに対する対策

・放射線等のモニタリングを実施し、その結果をホームページ等で迅速に発信すると

ともに､海外からの誘客促進に向け、安全・安心で魅力ある北海道を情報発信します。

○中小企業の経営対策

・特別相談室の継続設置や震災等関連特別貸付をはじめとした制度融資の利用促進に

よる資金繰りを支援します。

【関連事業】

事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

緊急産業対策活 福島第一原発事故に起因する放射性物質による汚 H25: 630 経済部

動事業 染の懸念に対し、道民の「安心」を確保するとと H24: 1,684 総務課

もに、観光や道産品輸出における風評被害を防止

するため、ＷＥＢを活用した情報発信を行う。

緊急海水・水産 福島第一原子力発電所の事故による、放射性物質 H25 1,265 水産林務部

物モニタリング の海水や水産物への影響を確認するため、モニタ H24: 1,577 水産局

調査事業費 リング調査を実施し、安全・安心な道産水産物の 水産経営課

ＰＲを図る。

[再掲]北海道安 東日本大震災の影響などから回復が遅れている韓 H25: 23,475 経済部

全・安心プロモ 国、香港、シンガポールの３カ国に対し、北海道 H24: － 観光局

ーション事業 が震災前と変わらず安全・安心で魅力ある観光地

【新規】 であることを情報発信・ＰＲする。

中小企業総合振 震災に伴う被害や経済環境の急変により影響を受 H25: － 経済部

興資金貸付金（災 けた道内中小企業者等の事業の早期復旧と経営の H24: － 経営支援局

害貸付、東日本 安定を支援する。 中小企業課

大震災等関連特

別貸付）
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(２)東北との連携強化と我が国の経済復興に向けた本道の貢献

【平成２５年度の主な取組】

○ものづくりや観光分野における東北地域との連携強化

・自動車関連産業の集積が進む東北地域のサプライチェーンへの参入促進や北海道新

幹線新函館（仮称）の開業を視野に入れた観光プロモーション活動など、東北地域

との連携強化を図ります。

○震災を契機とした企業誘致の促進

・リスク分散の観点から、今後も企業の活動拠点分散化の動きが見込まれることから、

その需要拡大を踏まえた誘致活動の強化を図ります。

【関連事業】

事業名 概 要 予算額（千円） 担当部署

[再掲]北海道新 北海道新幹線の開業等の効果を本道への誘客に活 H25: 19,896 経済部

幹線開業等の効 かすため、開業により交通の利便性が向上する東 H24: － 観光局

果を活かした誘 北圏・北関東圏等、主要都市に向けた宣伝活動を

客促進事業費【新 展開する。

規】

[再掲]戦略産業 安定的かつ良質な雇用の場の創出に向け、ものづ H25: 538,670

雇用創造プロジ くりや食関連分野等の一層の産業育成強化と、人 H24: －

ェクト【新規】 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。

[再掲]先端技 自動車素材として今後期待される炭素繊維複合材の加工技術に関す 経済部

術等習得講習 る研修会・セミナーなどを開催する。 産業振興局

事業【新規】 産業振興課

[再掲]自動車 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

生産サプライ 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。

チェーン集積

促進事業

【新規】

[再掲]企業誘 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

致強化人材育 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。

成事業【新規】

[再掲]自動車関 製品等の輸送距離が長大となる本道の環境を踏ま H25: 16,055

連産業物流コス え、本道自動車関連企業の物流コストの低減に向 H24: －

ト低減検討事業 けた検討を実施する。

費[緊急雇用創出

推進事業]【新規】

[再掲]本社機能 リスク分散の観点から、企業の総務・財務部門な H25: 10,000

等移転促進事業 ど本社機能の本道への移転を促進するため、事務 H24: －

費補助金【新規】 所開設に必要な経費を助成する。



参考資料１　ほっかいどう産業振興ビジョン　指標一覧

H23実績値

36社

62件

28,995人

6,311人

496人

117件

指標 目標値 H23実績値

開業率 26年　6.0％

未発表

※H24経済センサスによる

産業支援機関における課題解決が図ら

れた企業数

26年度　500社 441社

商店街の平均空き店舗数 26年　7.1件 7.4件

加工組立型工業の出荷額等 26年　10,600億円

製造業付加価値生産性 26年 1,079万円/人

製造業における部品等の地場調達率 26年度　27％ 14%

高等技術専門学院就職率 26年度　94％ 87%

委託訓練受講者の就職率 26年度　84％ 69%

食品工業の出荷額等 26年　23,500億円

食品工業付加価値率 26年　32％

商談会等における国内新規成約件数 26年度　1,880件 1,178件

観光入込客数 26年度　6,500万人 4,612万人

外国人来道者数 26年度　110万人 57万人

加工食品輸出額 26年　134億円 125億円

新エネルギー導入量 未設定

温室効果ガス総排出量 未設定

21年　28％

20年度　148万kl

20年度  7,132万t-CO2

基準値

■２６年（度）の実績値を目標としている指標

21年度　1,471件

未発表

※H24経済センサスによる

未発表

※H24経済センサスによる

■４年間の累積値を目標値としている指標

※目標値については、「北海道

省エネルギー・新エネルギー促

進行動計画」等の目標数値を

踏まえ設定

22年度　5,127万人

22年度　74万人

21年　3.0％

22年　7,793億円

21年　813万円/人

22年　20,677億円

23～26年度 350件

22年　7.6件

22年度　12％

22年度　86％

22年度　61％

商談会等における海外新規成約件数

22年　97億円

22年度　452社

雇用創出数(常用雇用) 23～26年度 10万人

ジョブカフェによる就職者数 23～26年度 25,000人

ジョブサロンによる再就職者数 23～26年度 1,200人

指標 目標値

新たな事業活動に挑戦する企業数 23～26年度 200社

企業立地件数 23～26年度 250件



参考資料２　　本道経済産業に関するデータ

　　　　　　　　経済成長率（名目）の推移 　　道内需要に占める公的需要の割合の推移

行政投資額の推移 道内総生産の産業別構成比（平成22年度）

　　　　業種類型別製造品出荷額等構成比（平成22年）

   （出典）行政投資実績

労働生産性の推移 　　域際収支の推移

△ 1.8 △ 1.7

1.6

△ 3.5

△ 0.6
△ 1.0

△ 3.6

△ 1.1

0.8
△ 0.7

0.8

0.2

0.5
0.7 0.8

△ 4.6

△ 3.2

1.1

△ 5

△ 4

△ 3

△ 2

△ 1

0

1

2

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

北海道

全国

(% 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

北海道 31.0% 30.1% 30.6% 31.5% 31.1%

全　国 22.9% 22.9% 23.2% 24.9% 24.7%

（出典）平成２２年度道民経済計算確報、平成２２年度国民経済計算確報

（注）平成22年度道民経済計算では、国民経済計算の基準改定に伴う概念の変更や内閣府の「県民経済
計算標準方式推計方法」に準拠した推計方法の見直し等を行い、平成13年度まで遡って推計値を改定さ
れている。

272,099
254,691

241,518
230,645

223,945 238,577

19,134
18,036

16,947
15,570

14,686

16,972

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

H16 H17 H18 H19 H20 H21

全国

北海道

全国（億円） 北海道（億円）

第１次産業 第２次産業 第３次産業

うち製造業

北海道（年度） 3.7% 16.3% 9.4% 80.0%

全　国（年） 1.2% 25.0% 19.4% 73.0%

（出典）平成２２年度道民経済計算確報、平成２２年度国民経済計算確報

地方資源型 基礎資源型 金属 加工組立型 雑貨型

北海道 41.5% 36.2% 4.1% 13.1% 5.0%

全　国 16.2% 26.1% 4.3% 44.7% 8.8%

（出典）平成２２年工業統計

（単位：億円）

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

移輸出額 63,771 63,096 61,448 56,738 61,006

移輸入額 79,588 79,262 79,243 72,954 75,818

入超額 15,817 16,165 17,796 16,216 14,813
762.6 

754.6 

769.7 

752.4 

765.0 768.1 
754.5 

776.0 
779.0 778.4 777.7 780.9 

775.7 776.6 
782.8 

768.4 

753.8 

750 

800 
（万円/人）

北海道

全国

（出典）平成22年度道民経済計算確報、平成22年度国民経済計算確報

　　　※労働生産性＝就業者１人当たりの道（国）内総生産

　本道の製造品出荷額等の産業別構成比（平成22年） 本道の食品工業の位置付け（平成22年）　　　　　　　　　

本道への訪日外国人来道者数（実人数）（平成23年度） 本道の食料品輸出実績（平成23年）

　本道の食料品の主な輸出先（平成23年）

入超額 15,817 16,165 17,796 16,216 14,813

（対前年比） -10.9% 2.2% 10.1% -8.9% -8.7%

（出典）「平成22年度道民経済計算確報」「平成22年度国民経済計算確報」

762.6 
754.6 

749.4 752.4 752.2 

733.8 

753.8 

700 

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
年（全国）

年度（北海道）

全国

（出典）平成22年度道民経済計算確報、平成22年度国民経済計算確報

製造品出荷額等 （単位：億円）

順位 1 2 3 4 5
都道府県 静岡 北海道 愛知 兵庫 神奈川

製造品出荷額等 21,969 21,290 20,648 18,452 17,165
（出典）平成22年工業統計

付加価値額・付加価値率 （単位：億円、％）

順位 1 2 3 4 5
都道府県 静岡 愛知 兵庫 埼玉 北海道

付加価値額（注） 8,007 7,174 6,778 6,483 5,931
付加価値率 36.4 34.7 36.7 38.9 27.9

（出典）平成22年工業統計 　　付加価値率は

注：従業員29人以下は粗付加価値額 　　全国45位

（単位：人、％）

来道者数 構成比 構成比

191,200 33.6

101,400 17.8

89,700 15.7

56,200 9.9

17,700 3.1

12,400 2.2

9,700 1.7

16,300 2.9

7,400 1.3

6,600 1.2

20,500 3.6

40,600 7.1

569,700 100.0

（出典）平成23年度北海道観光入込客数調査

国・地域別

合計

中国

韓国

台湾

香港

シンガポール

マレーシア

タイ

ロシア

米国

カナダ

豪州

その他

外国人来道

者数に占め

る割合は

84％

（単位：百万円）

総輸出額(A) B/A

33,610

水産物 19,107

農・畜産物 2,051

加工食品 12,452

（出典）貿易統計に基づき北海道が独自集計

367,600

うち食料品輸出額(B)

9.1%

31.7% 4.1% 16.9% 9.5% 6.8% 5.3%
その他, 25.6%

飲料・たばこ・飼料

鉄鋼石油製品・石炭製品

パルプ・紙・紙加工品

輸送用機械器具
食料品

食品工業 45.8%

（出典）平成22年工業統計

（単位：百万円）

区分

香港

中国

ベトナム

アメリカ

タイ

その他

合計 33,610

3,503

11,278

1,321

6,533

輸出額

9,076

1,900

合計

（出典）貿易統計に基づき北海道が独自集計

33,610
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