
総政－１ 統計調査（経常調査）にご回答をお願いいたします 

 

 総務省統計局・北海道では、次の統計調査を定期的に行っています。 

 調査結果は、国民の共有財産として、日本経済の発展や国民生活の向上のために活用されています。 

 

◆ 労働力調査（毎月実施、対象は世帯） 

  男女・年齢別の就業率や完全失業率など就業・不就業の実態を明らかにする調査です。 

  全国約４０，０００世帯を対象に調査しており、道内では、３２市６９町６村で実施しています。 

 

◆ 家計調査（毎月実施、対象は世帯） 

  世帯の収入・支出など家計収支の実態を明らかにする調査です。 

  全国約９，０００世帯を対象に調査しており、道内では、１０市で実施しています。 

 

◆ 小売物価統計調査（毎月実施、対象は店舗・事務所、不動産管理会社、世帯、宿泊施設） 

商品の小売価格、サービス料金、家賃などの物価を明らかにする調査です。 

約５４０品目、約８６０銘柄の価格・料金を調査しており、道内では、９市２町で実施しています。 

 

※ 皆様の個人情報は厳重に保護されます。 

「統計法」で統計調査員には、厳格な守秘義務が課せられていますので、調査の内容が漏れるようなこ

とはありません。 

 

 

▼総合政策部計画局統計課公式サイト 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tuk/index/htm 

 

 

 

【問い合わせ】 

 総合政策部計画局統計課企画情報係 

 電話 ０１１－２０４－５１４３ 

 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tuk/index.htm 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tuk/index/htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tuk/index.htm


 

 

総政－２  毎月勤労統計調査にご回答をお願いいたします。  

 

厚生労働省・北海道では、労働者の賃金（給与）、労働時間及び雇用の変動を明らかに

することを目的に「毎月勤労統計調査」を実施しています。  

 調査結果は、景気判断や雇用保険・労災保険の給付額を改定する際の資料となるほか、

民間企業等における給与改正などの資料としても重要な役割を果たしています。  

 調査は、常用労働者５人以上の事業所から産業別等で無作為に選んだ約 1,200 事業所

を対象に実施しており、毎月の常用労働者数、出勤日数、労働時間数、現金給与額などを

調べています。   

 また、毎月の調査とは別に、あらかじめ選定された調査区内に所在する常用労働者１～

４人の全事業所を対象に、毎年１回７月３１日現在で行う「特別調査」を実施しています。 

「特別調査」は、知事が任命した統計調査員が事業所を訪問して行います。  

 調査は統計法に基づき実施するもので、調査の内容は統計以外に使用することはありま

せん。  

調査の対象となりました事業所の皆さまには、ご理解、ご回答いただきますようお願い

いたします。  

 

 

 

▼総合政策部計画局統計課公式サイト  

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tuk/index/htm 

 

【問い合わせ】  

総合政策部計画局統計課労働統計係  

電話  ０１１－２０４－５１４６  

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tuk/007mls/index.htm 

 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tuk/index/htm


道州制特区提案のアイデア募集中！

道州制特区に関する詳細な情報を、道のホームページに掲載しております。是非ご覧ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/cks/bunken/doushuusei-top.htm

（平成19年12月提案）

水道法に基づく監督権限の移譲
給水人口等の基準により、国と道に分かれている水道事業者等の監督権限を、道に移譲して
ほしい（水道の事故が起きた時に、道は国が所管する水道事業者への対応ができない。）。

国の対応（平成21年１月政令改正）
監督権限が道に移譲され、道が道内全ての水道事業者の監督を行えることとなった。

くらしの
安全・安心
の確保

● 実現した道民アイデアの例

● アイデア提出方法・提出先
(1) 郵 便 〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道総合政策部地域行政局行政連携課
(2) ファクシミリ ０１１－２３２－１１２６
(3) 電子メール sogo.gyourenbunkendousyu@pref.hokkaido.lg.jp

● 道では、国から道への権限移譲や規制の緩和などを求める提案を国に対して行う
ため、広く道民の皆様のアイデアを募集しています！

道州制特区制度とは

特定広域団体（現在は北海道のみ）からの提案を受けて、国から特定広域団体への
事務・事業の移譲や規制の緩和などを進めることで、将来の道州制導入の検討に
資する仕組み

● これまでに33項目を国に提案し、28項目が実現（5項目は継続検討）
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（平成20年10月提案）

福祉運送サービスに係る規制緩和
福祉運送サービスの発地または着地が、あらかじめ定められた「運送の区域」外にあっても福祉
運送サービスを利用できるようにしてほしい（自宅からA病院に通院するためにX福祉運送サービス
を利用していた住民が、いったんA病院に入院したのち、A病院からB病院に転院することと
なっても、B病院が「運送の区域」外にある場合には、X福祉運送サービスは、B病院に転院する
ための運送ができない。）。

国の対応（平成21年7月通達発出）
「運送の区域」の特例についての通達が発出され、上例のような場合などには運送が
認められることとなった。

支え合い
による地域
社会づくり

総政-３



総政ー４ 知ってますか？ 道の「苦情審査委員」制度

¡ 道が行った業務や制度の内容を審査する制度が、「北海道苦情審査委員」制度です。

¡ 皆さん自身の利害に関わる苦情であれば、苦情審査委員に申立てができます。

¡ 皆さんに代わって、苦情審査委員が公正で中立的な立場から、道の関係機関に対し、必要な調査等

を行います。

¡ 審査の結果、道の業務に不備な点や制度に問題があるときは、道の機関に是正や改善を求めます。

¡ もちろん、個人情報の保護にも十分配慮します。

① 苦情申立ての窓口は、道庁の道政相談センターか各総合振興局（振興局）総務課です。

② 苦情申立書及びリーフレットを用意しています。

③ 道のホームページからでも申立書をダウンロードできます。

→トップページの「総合案内」の 道政相談等の窓口 （または「道政相談」で検索）

→「2 苦情審査委員の窓口」の 道政に関する苦情申立ては北海道苦情審査委員へ

→ 4 苦情申立てについて(申立書はこちら)

④ 苦情申立書に必要な事項を記入し、苦情申立ての窓口に提出してください。

また、郵送、ファックス、メールでも申立てができます。

⑤ 問い合わせ先

北海道総合政策部知事室道政相談センター

〒０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西６丁目

ＴＥＬ ０１１－２０４－５５２３（直通）

ＦＡＸ ０１１－２４１－８１８１

メール kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp

・各総合振興局（振興局）総務課



総政－５  「２０２１サイエンスパーク」を開催します  

 

 

 豊かな北海道の未来を創る科学技術の振興を図るため、本道の未来を担う子どもたちが

科学技術を身近に感じ、学ぶことができる体験型科学イベント「２０２１サイエンスパー

ク」を次のとおり開催します。  

形 式  会場での体験形式  オンライン形式  

内 容  

科学実験や科学工作などの体験教室を

行います。  

会場：札幌市民交流プラザ  

（札幌市中央区北１条西１丁目）  

科学実験などのウェブページや動画を

オンラインで配信します。  

 

 

期 間  
令和３年（２０２１年）  

7 月 29 日（木）～３０日（金）  

令和３年（２０２１年）  

７月１９日（月）～８月３１日（火）  

参 加  

方 法  

【要：事前申込】  

サイエンスパーク web ページからお

申し込みください。  

※申込期間は web ページでご確認く

ださい。応募多数の場合は抽選とな

ります。  

【参加自由】  

サイエンスパーク web ページからご

参加ください。  

※一部申込者限定のコンテンツも予定

しています。  

 

▼サイエンスパーク web ページ  http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssg/sp/ 

【問い合わせ】  

 総合政策部次世代社会戦略局科学技術振興課主査（知的財産）  

 電話  ０１１－２０４－５１２８  

 E-mail sogo.kagi1@pref.hokkaido. lg.jp 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssg/sp/


総政―６  北海道 Society5.0 について知ろう！  

 

 道では、「未来技術を活用した活力あふれる北海道」を実現するため、令和３年３月に「北

海道 Society5.0 推進計画」を策定しました。  

 

 

☆ 「北海道 Society5.0」とは  

 「北海道 Society5.0」とは、ICT や

AI、ロボットなどの未来技術を活用し

て、直面する課題を解決するととも

に、そこから得られるデータ（ビッグ

データ）を活用して道民生活の一層の

向上、新たなサービスの創出などにつ

なげていくことで実現されるおおむ

ね 10 年後（2030 年頃）の北海道の

未来社会を指します。  

 

 

☆ オンラインパネル展  開催  

「北海道 Society5.0」に向けた取組を推進することで、どのような社会が実現するので

しょうか？  

 

 多くの方に、「北海道 Society5.0」の実現に向けた、

ICT や AI など未来技術を活用した取組を知っていただ

くことはもちろん、多様な方々と連携しながらより一層

取組を進めるため、「北海道 Society5.0」について紹介

するパネル展（開催日：７月７日～８日  場所：北海道

本庁舎１階）を開催します。また、それに合わせて、今

回は下記期間で、オンラインによるパネル展を開催します。  

 

【北海道 Society5.0 パネル展 URL】  

 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/dtf/society5/r03_society5_panel.html  

（※  公開日：令和３年７月１日（木）から）  

 

【開催期間】  

 

令和３年７月１日（木）～７月３０日（金）  

 

 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/dtf/society5/r03_society5_panel.html


☆ 第１回「北海道 Society5.0 推進会議」  

令和３年５月 27 日（木）に、オール北海道で「北海道 Society5.0」の実現に向けた取

組を進めるため、計画初年度第１回会議を開催しました。  

会議では、IT 企業や学識経験者、関係機関・団体などの有識者が委員として出席し、「北

海道 Society5.0 推進計画」を踏まえた今後の取組方針、新たなワーキンググループの設

置に関する議論を行いました。そこで、令和３年度に注力すべき事項として、次の２点に

重点を置いて取組を進めていくこととしました。  

○ データ利活用  

データの「蓄積」、「分析」、「利活用」といったデータサイクルを確立する環境を整備  

○ デジタル人材の育成・確保  

ICT や AI、ロボットなどの未来技術を使いこなし、北海道の未来を切り拓く人材の

育成  

 

 ▼「北海道 Society5.0 推進会議」の URL 

 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/dtf/society5/r3kaigi01.html  

 

 

【お問い合わせ】  

 総合政策部次世代社会戦略局 DX 推進課 Society5.0 推進係  

 電話  ０１１－２０４－５１７２  

 E-mail sogo.joho1@pref.hokkaido.lg.jp 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/dtf/society5/r3kaigi01.html

