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 Ⅰ 推進計画の位置づけ 
 

 「平成３０年度推進計画」は、「第４期北海道雇用創出基本計画」（平成 28 年 3 月策定、以下「基本計画」と

いう。）の実効性を高め、的確な施策の展開を図るため、平成３０年度における取組内容や具体的な事業等を示すも

ので、これらの取組に係る実績把握を行い、基本計画の適切な推進管理を進めます。 

  
【第４期北海道雇用創出基本計画】の概要  

◆ 計画期間 
   平成 28年度から 31年度までの 4年間。 

 

◆ 計画の指標 
(1)  雇用創出数：計画期間の４年間で９万人の雇用創出を目指す。 

 (2)  就業率： 計画期間内の各年度において前年度より上昇を目指す。 

 

◆ 計画の目指す姿と推進力 
 (1)計画の目指す姿 

       「多様な働き手が意欲をもって働ける全員参加型社会の実現」を目指す。 

(2)計画の推進力 

    ①事業者と働く人々の意欲と挑戦 

    ②地域の創意に満ちた取組 

    ③産業施策と雇用対策の一体的展開 

    ④横断的な連携・協働と現場主義の徹底等 

 

◆ 雇用創出に向けた課題への対応 
平成 27年度に策定した「地域経済の強化に向けた基本方針」に基づき、力強い地域経済を実現するため、５つ

の戦略分野で継続的にイノベーションに取り組むとともに、労働力不足への対応として、中長期的な視点で多様な働

き手や働き方の特性に応じ、雇用の量を増やし、質を高めていく取組や、人材確保に向けた取組を促進していくことが

必要。 

また、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」が図られ、誰もが安心して働ける社会の実現のため、関連

施策を効果的に組み合わせ、実効性のある対策を講じていくことも必要。 

 

◆ 計画の推進管理   (1)推進体制 

       「庁議」の開催などにより、幅広い産業分野の施策と連携。 

(2)推進計画の策定 

     毎年度、推進計画を策定し、取組結果を公表。 

  (3)点検評価システムの整備 

        計画の効果的な推進を図るための点検項目を設定し、年齢層や性別などに応じた課題などを明らかにするとと

もに、必要に応じ産業別や地域別の比較分析を加えながら、施策の点検評価を実施。 
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Ⅱ 本道の雇用情勢 

【概況】 

  本道は、全国を上回るペースで進む人口減少や少子高齢化などによる求職者の減少や、緩やかな景気回復基調の
下、求人が増加したことなどにより、有効求人倍率は平成 30年 2月で 1.16倍（全国 1.51倍）と前年同月を 0.10

ポイント上回り、97 ヶ月連続で前年同月を、また 20 ヶ月連続で 1倍を上回る高い水準で推移しています。 
完全失業率は平成 29年平均で 3.3％（全国 2.8％）と、前年より 0.3 ポイント低下しました。また 15歳以上人
口が減少する中、前年に比べて労働力人口は変わらないものの、就業者が増加し就業率も上昇するなど、雇用情勢は総
じて改善が進んでいます。    一方、このような雇用情勢の改善等により、従来から人手不足の状態にあった介護や医療、農林漁業、建設などに加え
自動車運転手、接客・給仕といったサービスなど幅広い職種において、人手不足の状態が続いています。 

 
 
【新規学卒者の就職状況】 

  平成 30年３月新規高校卒業者の就職内定率は、平成 30年１月末現在で 92.9％と、統計開始（昭和 61年 3

月卒）以来最高値となりましたが、全国を依然として下回っています。  

また、新規高卒者の離職率は、近年低下傾向にはありますが、平成 26 年 3 月期の卒業生の 3 年後の離職率
は 46.9％と、約半数が離職する状況にあり、全国と比べると 6.1 ポイント上回っています。また、同時期に卒業した
新規大卒者の離職率は 37.1％であり、全国と比べると 4.9 ポイント上回っています。 
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※平成 30年 3月卒（平成 30年 1月末現在） 北海道  92.9％   全国  94.3％ 

 

         
 
 

 

【就業率等の状況】 

   平成29年における道内の就業率について、15歳以上は54.4％（全国58.8％）、若年者(15～34歳)は62.2％
（全国 64.0％）、中高年齢者(35～59 歳)は 81.1％（全国 83.8％）、高齢者(60 歳以上)が 26.5％（全国
30.9％）、女性は 45.0％（全国 49.8％）となっており、若年者及び高齢者を除き前年より上昇しましたが、全国に比
べ低い状況が続いています。    また、障がい者の実雇用率(民間企業)は、平成 29 年６月１日現在で 2.13％（全国 1.97％）となり、前年に続
き法定雇用率の 2.0％を上回りました。 
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Ⅲ 平成３０年度推進計画の考え方 

１ 取組方針 
 

有効求人倍率の上昇や完全失業率の低下など、本道の雇用情勢は改善している一方で、将来にわたり生
産年齢人口の減少が見込まれ、人手不足が深刻化する中、若者をはじめ女性や高齢者など多様な働き手が
安心して働くことができる環境づくりを進め、全国を下回る就業率を高める必要があります。 
このため、平成 28 年度からの４年間で 9 万人の雇用創出と、就業率の対前年度比上昇を目指す「第４
期北海道雇用創出基本計画」の実効性を確保し、的確な施策展開を図るため、「雇用の受け皿づくり」、「就
業の促進」及び「雇用のセーフティネットの整備」、という３つの柱のもと、平成 30 年度における取組内容や具
体的事業を推進計画として取りまとめ、深刻化する人手不足への対応を図るため、女性や高齢者など多様な
働き手が安心して働くことができる環境づくりを進めるとともに、産業施策と雇用対策の一体的な展開を図り、雇
用の創出と就業率の上昇に取り組みます。 

 

【第 4期北海道雇用創出基本計画の骨子に基づく主な取組】 

◆ 雇用の受け皿づくり 

○  「食」「ものづくり」｢健康長寿｣の分野において産業振興と一体となった良質で安定的な雇用創出を進め
ます。 

○ 農林水産業の活性化や中小・小規模企業の経営体質の強化、建設業の体質強化、商業の活性化、観
光の振興、企業誘致など、地域産業の活性化に取り組みます。 
○ 道内における起業を促進するため、地域課題の解決に資する優れた創業計画を募集・選出・表彰すると
ともに、クラウドファンディング型ふるさと納税を活用して、起業時の初期投資の一部を助成します。 
○ 産学官が連携して行う科学技術の研究を支援するとともに、生産性の向上や省エネルギーに資する道内
大学と企業等が開発したＡＩ/ＩｏT等の先端技術の普及啓発を行い、新たな先端技術を活用した取組
の創出を図ります。 
○ 観光による地方創生を実現するため、地域で「稼ぐ力」を確立するとともに、「観光地経営」の視点に立っ
た観光地域づくりの舵取り役としての役割を果たす「日本版DMO」の形成を促進します。 
○ 旺盛な海外の需要を取り込むため、道産食品の輸出拡大や、観光関連産業を中心とした海外からの投
資を促進します。 

 

◆ 就業の促進 

○ 子育て中の女性の再就職支援をはじめ女性や、若年者、中高年齢者、高齢者、障がい者など多様な働
き手の就業支援や職業能力開発など産業人材の育成、季節雇用者の通年雇用化に向けた取組を促進し
ます。  

 ○  若者の地元就職や職場定着に向け、地域の関係者が一体となって、就職活動前の学生や若年未就職 

者が地域の仕事や企業への理解を深める取組を推進します。 
 ○ 産業の理解を深める取組を北海道労働局や関係団体と連携して実施するなど、人手が不足している産
業分野の人材確保と就業の促進を図ります。 

○ U・I ターンの推進による、道外の道内出身大学生や、道内企業の競争力強化につながる活躍が期待でき
るプロフェッショナル人材の受入企業を支援するなど、本道への産業人材誘致を推進します。 
○ 長時間労働の是正や多様な働き方の促進、非正規労働者の処遇改善といった働き方改革を進めるな
ど、就業環境の改善を促進します。 
○ 道立高等技術専門学院において、若年者や離職者等に対し、職業に必要な技能・知識を付与するた
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ります。 

 

◆ 雇用のセーフティネットの整備 

○ 離職者等の再就職のため、幅広い教育訓練資源を有する民間機関を最大限活用することにより、職業
訓練受講機会の拡大を図るとともに、多様な訓練受講機会を創出し、再就職の促進を図ります。 
○ 地域における大量離職者の発生等による雇用情勢の急激な悪化に対し、北海道労働局などの関係機
関との連携により、職業・生活相談や求人要請・開拓、職業訓練の実施等の所要の対策を行う「緊急雇
用対策プログラム」を機動的に実施し、離職者の早期再就職を支援します。 
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２ 点検評価の反映 

   「本道の雇用情勢に関する点検評価（平成 28年）」の結果を踏まえ、年齢や性別に応じた特徴や課題への対応 

に向け、雇用対策の効果的な展開を図ります。 

平成２８年「本道の雇用情勢に関する点検評価」における課題への取組 

若 年 者 

課題 

 
・ 若年者の完全失業率は低下しているものの、他の年齢階層より高い。 

・ 本道の高校卒業生は3 年後に約半数が離職する状況にあり、大卒者の離職率も4割弱と全国に比 

べて高くなっている。 

(男性) ・ 全国に比べ、25～34 歳の非労働力人口比率が高く、その中でも、15～34歳の若年無業 

者比率が高い。また、非正規雇用者の割合が高い。 

(女性) ・ 有配偶者における専業主婦(非労働力人口)の割合が高く、非正規雇用者の割合が高い。 

平成30年度 

における 

主な取組 

○ 若者の道内定着を促進するため、農林水産業の後継者の育成、労働力不足が顕著な建
設産業を担う人材の確保、世界とつながり地域社会の発展に貢献するグローバル人材の
育成などの課題解決に向け、道立高校における産業教育やインターンシップ・体験学習
などキャリア教育等の一層の推進を図ります。 

○ 北海道求職者就職支援センターにおけるきめ細やかなカウンセリングなどの就業支援
に加え、就職後の職場定着に向け、学生や若年未就職者を対象に地域の産業や企業につ
いての理解促進などを図るとともに、人事担当者や管理者向け研修の実施など企業への
支援を進めます。 

○ 若者の職場定着を促進するため、中小企業の若手社員を対象にキャリアデザイン形成
を支援する研修会を開催するとともに、企業の離職問題に対する意識啓発と定着に向け
た取組を促すセミナーを開催します。 

○ 若者の雇用の場の確保・創出や職場定着を図るため、求職側と求人側の円滑なマッチ
ングを促進する北海道就業サポートセンターを振興局に設置し、ミスマッチの解消や成
長・人手不足分野への就労誘導の促進や正規雇用の拡大など、若者の就職支援を強化し
ます。 

○ 結婚・出産・育児のために離職し、再就職を希望する子育て女性の再就職を促進し、
人手不足の解消や消費の拡大による地域経済の活性化と女性が活躍できる社会の実現を
図るため、特に人手不足が深刻化している地域において、再就職への不安を解消する取
組を行うとともに、企業とのマッチング機会の創出や就職に至るまでのフォローアップ
を行います。 

○ 本道の経済・産業活動の担い手の育成を図るため、道立高等技術専門学院において、
将来、中核的技能者として活躍できる若手技能者を育成するために必要な職業訓練を実
施するとともに、ハローワークと連携して、本人の希望を踏まえたきめ細やかな就職支
援を行います。 

○ 若年無業者等を対象に地域若者サポートステーションにおいて就業意識の醸成を図る
など、国や経済団体、保健・福祉機関、教育機関等との連携を図りながら、若年無業者
等の職業的自立の支援、正規雇用を希望するフリーターの正社員化などを推進します。 

 

中 高 年 齢 者 

課題 

(男性)  ・ 全国に比べ、非労働力人口の割合が高く、新規求職者に占める無業者の割合も高い。 

・ 35～54 歳の世帯主の完全失業率が全国よりも高い。 

(女性)  ・ 全国に比べ、有配偶者における専業主婦(非労働力人口)の割合が高く､短期契約の就業
者の割合が高い｡ 

平成30年度 

における 

主な取組 

○ キャリアカウンセラーによる適職診断やカウンセリングを北海道求職者就職支援セン

ターにおいて実施するほか、成長産業や人手不足分野への誘導を進めるなどにより、中

高年齢者等の円滑な求職活動をサポートします。 

○ 北海道求職者就職支援センターに設置したマザーズ・キャリアカフェにおいて、復職

を希望する子育て中の母親や母子家庭の女性等に対し、就業や育児等に関する専門的な

カウンセリングを行うマザーズ・コンシェルジュを配置して、女性の就業促進を図りま

す。 

○ 求職者を対象に、ハローワークや関係団体と連携するとともに、地域のニーズを踏ま
えながら多様な職業訓練コースを設定し、民間教育訓練機関等への委託訓練を実施する
ことにより、再就職の促進を図ります。 
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高 齢 者 

課題 
(男性) ・ 全国に比べ、非労働力人口の割合が高い。  

(女性) ・ 全国に比べ、非労働力人口、有配偶者における専業主婦(非労働力人口)の割合が高い。  

平成30年度 
における 
主な取組 

○ シルバー人材センターの活動を支援することにより、高齢者の多様なニーズに対応し 

 た就業機会の確保や提供を図るとともに、シルバー人材センターなどの未設置地域に対 

して設立を働きかけます。 

○ 国や関係機関と連携して、高年齢者雇用確保措置の着実な働きかけや、定年の引き上 

げや廃止を行う事業主向けの国の奨励金などの周知・活用などを図ることで、65歳まで 

の雇用確保を図ります。また、65歳を超えても働くことのできる職場の拡大などを促進 

し、高齢者の雇用に係る機運を醸成します。 

 

障 が い 者 

課題 

・ 全国に比べ、本道企業の障がい者実雇用率や法定雇用率達成割合は高く、法定雇用率を達成し
たが、従業員の規模別にみると、300 人未満の規模の企業の実雇用率は、法定雇用率に達してい
ない。 

平成30年度 
における 
主な取組 

 
○ 障がい者の雇用促進に向けた社会的気運の醸成を図るため、障がい者雇用功労者及び

優良勤労障がい者に対し、知事表彰を授与します。 

○ 障害のある方々がその能力を最大限に発揮し、職業を通じて社会参加できる環境を築

いていくために、障がい者雇用未経験の中小企業等を対象に、札幌圏の特別支援学校の

見学会を開催することにより、障がい者の受入までをモデル的に支援し、障がい者雇用

を促進します。 

 

働 き 方 改 革 

課題 

・ 実労働時間や所定内労働時間は全国より長い状況が継続している。 

・ 所得水準については、正規･非正規労働者ともに､本道は全国に比べ低い水準にある。 

・ 本道の非正規労働者の割合は、全国を上回る水準となっており、男女別にみると、非正規労働者の
中でもパートの多い女性が高くなっている。 

・ 本道における事業所の管理職のうち、女性管理職の割合は、前年より5.8 ポイント上昇し、19.3％

となっている。 

平成30年度 

における 

主な取組 

○ 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、働きやすい職場づくり支援や、人手不

足の業界と連携して処遇改善に向けたモデルとなる業種別改革プランを作成するなどし

て、ワーク・ライフ・バランスの実現や非正規労働者の処遇改善など、働き方改革の取組

を促進します。 

○ 中小企業等の就業環境改善を促進するため、働き方改革に取り組む企業の認定や地域

企業へのハンズオン支援(事業段階に応じた伴走型支援)、優良事例の普及に取り組みま

す 

○ 小規模企業のICTの利活用などを通じた経営体質の強化や生産性の向上を支援するた

め、地域の支援機関の職員や企業の経営者、従業員等への研修を実施するとともに、取

組事例の普及啓発を行います。 

○ 最低賃金が遵守されるよう、企業経営者や労働者等に制度や関係法令について周知・

啓発を図ります。 

○ 職業生活における女性の能力発揮や職域拡大、子育て支援などの仕事と家庭の両立支

援に積極的に取り組む企業の認定・表彰を行います。 
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３ 計画の推進にあたって 

（１） 庁内横断的、総合的な取組を推進 

｢働き方改革推進室｣及び｢働き方改革推進プロジェクトチーム｣による人材確保につながる働き方改革の推
進や「人材確保対策推進本部」による関係部局が連携した人材確保対策の推進などについて、庁内横断的、
総合的な取組を推進します。 

（２） 横断的連携・協働 

      庁内外の各会議や、（総合）振興局ごとに地域の関係機関で構成する「地域雇用ネットワーク会議」などを
活用し、産業界、労働界、行政、有識者などとの横断的な連携・協働を図るとともに、地域における関係者の
主体的な雇用確保の取組を支援し、雇用創出に向けた取組を進めていきます。 

（３） 北海道労働政策協定に基づく連携の強化 

      平成27年8月に北海道と北海道労働局、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構が締結した「北海道
労働政策協定」に基づいて、三者が連携・協力し効果的な雇用対策及び産業人材の育成に取り組むととも
に、北海道経済産業局など関係機関との情報共有などを通じ、個別のケースに合わせた施策の積極的な相互
活用を図ります。 

 
Ⅳ 雇用創出数 
 

１ 雇用創出関連事業 

 産業施策と雇用対策の一体的展開を図り、事業者と働く人々の意欲と挑戦、関係者の取組を支援することによ

り、雇用創出、維持・安定につながる事業を、『雇用創出関連事業』としています。 

      また、基本計画では、道と「北海道労働政策協定」 を締結した北海道労働局、(独)高齢・障害・求職者雇用支

援機構のほか、北海道経済産業局とも情報共有を通じ、施策の積極的な相互活用を図ることなどとしていることから、

これらの事業も含めています。 

人 手 不 足 

課題 

 
・ 有効求人倍率、新規求人倍率ともに過去最高となり､5年前に比べ新規求人数は全ての産業で増
加し、充足数は全ての産業で減少している。 

・ 企業の業況判断でみると、業況感の改善以上に人手不足感が強まっている。 

・ 道内全ての圏域において、新規求職申込件数が前年から減少し、新規求人数が増加したことにより、
有効求人倍率が上昇し､人材確保が困難な状況になっている｡ 

平成30年度 

における 

主な取組 

 
○ 道外大学に進学した若年者などを地域産業を支える人材として確保するため、大学や

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等の提供を行うとともに、

道内企業の競争力強化につながる活躍が期待できるプロフェッショナル人材の受入企業

を支援するなど、本道への人材誘致を推進します。 

○ 学生や若年未就職者を対象に地域の産業・企業の理解促進に向け、講座や地元企業展

示会を内容とする「じもと×しごと発見フェア」を道内 14地域で実施します。 

○ 中高年求職者を対象に地域の産業理解の促進と企業の受入理解を進めながら、食やもの

づくり関連企業を中心とした合同企業説明会を開催し、雇用の確保や職場定着を図るため

の取組を行います。 

○ 雇用機会の拡大が見込まれる産業の理解を深めるための職場見学会や、マッチングを

図る企業面接会を北海道労働局と連携して実施するなど、人手が不足している産業分野

の人材確保と就業の促進を図ります。 

○ 企業等の働き方改革を支援するため、包括的な支援をワンストップで行う「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、人手不足の業界団体と連携した改

革プランの作成等に取り組みます。 

○ 道内産業の効率化や生産性向上に向け、AI/IoTなどの先端技術を活用した新たな取組

の創出を図るため、道内大学などによる研究成果の普及啓発に取り組みます。 

○ 企業の人材確保の円滑化を図るため、（公財）北海道中小企業総合支援センターによ

る経営指導や中小企業総合振興資金による低利融資など経営面や金融面での支援を通じ

て、賃金上昇など処遇改善に向けた企業の取組を支援します。 
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     〇 「雇用創出、維持・安定につながる事業」とは、基本計画における「施策の方向性」や「主な取組」に合致する事 

業で、雇用創出が直ちに見込まれる事業のほか、産業振興による将来の雇用創出が見込まれる事業、雇用の維 

持・安定に資する事業、機運醸成や環境整備などにより雇用創出に向けた間接的な支援を行う事業などです。 
 

 

平成30年度事業数 

344事業 

［所管別内訳］ 

北海道         302事業     経済部      174事業 
その他       128事業 

北海道労働局     23事業 

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部   13事業 

北海道経済産業局   6事業 
 

 

 

２ 平成３０年度推進計画の指標 

（１）雇用創出目標数：23，000人（対前年度 ▲５００人） 

    深刻化する人手不足に対応するため、女性や高齢者など多様な働き手への就業支援や、安心して働くことができ

る環境づくりを進めるなどにより、｢就業の促進｣に関する雇用創出目標数を増加。北海道労働局や(独)高齢・障

害・求職者雇用支援機構との労働政策協定による就業支援事業や人材育成事業の実施をはじめ、戦略産業

雇用創造プログラムや地方創生推進交付金など国の施策を活用した事業の実施により、平成 30年度は 2万

3,000人の雇用創出を目標とする。 

【雇用創出のための取組ごとの目安】 

〇雇用創出数の把握：雇用創出関連事業のうち、対象となる事業主又は労働者が特定でき、雇用創出人数の確

認が可能なものについて、「事業主を対象とした施策」の利用によって新たに雇用された人数及び「労働者個人を対

象とした施策」の利用によって就職に結びついた人数のうち、常用労働者を対象にカウントすることとしています。 

       なお、常用労働者とは、『「雇用期間の定めのない仕事、又は４ヶ月以上の雇用期間が定められている仕事」に

従事している労働者』としています。 

        また、常用労働者であっても、雇用期間終了後に雇用契約が更新されないことが明らかな場合は、カウントの対

象から除外しています。 
 

（２）就業率：前年度平均値より上昇を目指します 

   平成 30 年度平均値について平成 29 年度平均値より上昇を目指し、雇用創出関連事業を推進することによ

り、働き手の能力開発や就業環境の整備などを含め、若年者、女性、中高年齢者、高齢者、障がい者など多様な

働き手の就業の促進に取り組みます。        

〇就業率の把握：総務省統計局「労働力調査」によるものとし、年度の数値については、四半期ごとに公表され

る全国ブロック別の数値を基に、雇用労政課で算出するものとします。  

雇用の受け皿づくり 

 

就業の促進 

 

 

雇用のセーフティネットの整備 

2，０００人（対前年度  ▲１，0００人） 

地域産業の振興                    １，７６０人 

ものづくり力・発信力の向上                 １００人 

健康長寿産業の振興                             ４０人 

環境・エネルギー産業の振興                   － 人 

海外需要の取込みに向け加速する取組           １００人 

１8，５００人（対前年度     ５００人） 
多様な働き手の就業促進              １５，０００人 
働きやすい環境の整備                     ３００人 
労働力の確保と人材の誘致               ２，８００人 
職業能力開発の推進                     ４００人 

        ２，５００人（対前年度  ±      ０人） 
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【平成３０年度推進計画の取組の柱】 

 

第4期北海道雇用創出基本計画における3つの柱に沿って、平成30年度における雇用創出の取組を進めます。 
                                                  
 

 

 

就業の促進 

（１） 多様な働き手の就業促進 

 

（２） 働きやすい環境の整備 

（３） 労働力の確保と人材の誘致 

（４） 職業能力開発の推進 

農林水産業の活性化 

中小・小規模企業の振興と地域商業の活性化 

建設業の体質強化 

地域の創意に満ちた雇用創出 

道産食品の輸出拡大 

外国人観光客受入環境の整備推進 

産業人材の育成 

在職者等に対する多様な訓練機会の確保等 

非正規労働への対応等 

仕事と生活の調和(ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ)の推進 

女性の活躍推進 

在学時からのキャリア教育を含めた若年者への就業と職場定着支援 
中高年齢者・高齢者への就業支援 

障がい者への就業支援 

季節労働者の通年雇用化の促進 

雇用のセーフティネットの整備 

雇用の受け皿づくり 

（１） 地域産業の振興 

（２） ものづくり力・発信力の向上 

（３） 健康長寿産業の振興 

（４） 環境・エネルギー産業の振興 

（５） 海外需要の取込みに向け加速する取組 

人手不足対策 

人材の誘致と定着の促進 

地域資源などを活かした食関連産業、観光の振興や企業誘致 

海外との経済交流 

ものづくり産業の振興 
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Ⅴ 雇用創出の取組 

 

 

（１）地域産業の振興 

 ① 農林水産業の活性化 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

農 業 

・ （公財）北海道農業公社を通じて、新規就農希望者に対する相談・情報提供を行うとともに、地域における新規 
就農者の受入体制の整備や必要な知識・技能を習得する研修を実施するなど、農業における担い手の育成・確 
保を図ります。 

・・  消費者のニーズに対応した農畜産物の安定した生産体制を確立するとともに、販路拡大や付加価値向上の取組 
を推進するほか、農業経営体の体質強化と経営の安定に向け、相談体制整備や法人化への支援等を行います。 

・  農畜産物の輸出拡大を図るため、有望な輸出先国やターゲットの絞り込み、一次加工品など付加価値が高い食
材の販路拡大の取組を強化するとともに、道内の輸出に取り組む事業者の裾野拡大を図ります。 

水産業 

・ 北海道漁業就業支援協議会を通じた漁業就労に関する求人求職などの情報提供や、地域における新規就業者 
の受入体制の整備を図るほか、道立漁業研修所において、必要な知識・技術を習得する研修を実施するなど、漁
業における担い手の育成・確保を図ります。 

・ 水産資源の適切な管理や、海域の特性に応じた栽培漁業の推進を図るとともに、販路拡大や付加価値向上の取 
組などを推進します。 

・ 水産物・水産加工品の輸出拡大を図るため、アジアにおける販売促進・販路拡大等の取組を進めるほか、新たな 
輸出先国としてEU諸国を対象に加え、市場調査などを実施します。 

 

林 業 

・ 地域における関係者の連携による林業への新規参入を促進する取組をはじめ、北海道森林整備担い手支援セン 
ターを通じた専門的な知識・技能の習得に関する研修を実施するとともに、林業労働者の雇用を担う林業事業体
の経営基盤を強化するなど、林業労働者の育成・確保を図ります。 

・ 適切な資源管理による森林づくりや森林施業の低コスト化、地域材の利用促進や木質バイオマスなどの利用拡大 
により、木材の安定的な供給体制づくりや需要拡大に向けた取組を推進します。 

・ 道産木材製品の道外・海外への販路拡大を図るため、道産木材の強みを活かした新たなブランド戦略を検討する 
とともに、国内外において、展示・商談会への出展などプロモーション活動を展開します。 
 

共 通 

・ 農林漁業の新たな担い手となり得る人材を確保するため、普通高校などの生徒に対する出前講座など一次産業の
一体的な情報発信や就業体験などの取組を実施します。 

 

 

  

１ 雇用の受け皿づくり 

 農林水産業は、本道における基幹産業として地域経済を支え、多くの雇用を創出する重要な産業となって
います。 
このため、農業については、地域農業を将来にわたり支えていく多様な担い手の育成・確保と、活躍できる

環境づくりを推進するとともに、生産力を最大限に引き出す基盤整備や IT などの新技術の効果的な活用な
どを通じて、雇用創出を進めます。 
水産業については、漁業の担い手の育成・確保を推進するとともに、水産資源の持続的な利用と栽培漁

業の推進、魅力ある漁業経営の展開に向けた取組などを通じて、地域を支える活力ある産業としての水産業
の発展に取り組みます。 
林業については、森林づくりを担う人材の育成・確保を推進するとともに、低コストで効率的な森林整備の

推進、道産木材の流通・加工体制の整備、CLT や木質バイオマスの利用促進など、森林資源の循環利用
を推進することにより、林業・木材産業の成長産業化を進めます。 
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〔道予算事業等〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額 (千円) 所管部署 
  道産農水産物ブランド輸出促進事業費                                                        

6,980 

農政部 

食の安全 

推進局 

食品政策課 

 関係者で構成する協議会組織と連携しながら、「北海道ブランド」を最大限に生かした農畜産物と水産物の総
合的なPRにより、海外における道産農水産物の販路を拡大する。 

６次産業化ネットワーク活動事業費                                                             

550,589 
 農林漁業者等と２次・３次事業者が連携して取り組む６次産業化のネットワークづくりや新商品開発等の取
組、加工・販売施設等の整備への支援、個別相談等を行う北海道6次産業化サポートセンターを運営する。 
 

 道産農畜産物輸出拡大加速化事業費                                                         

38,301 
 有望な輸出先国やターゲットの絞り込み、一次加工品など付加価値が高い食材の販路拡大の取組を強化す
るとともに、道内の輸出に取り組む事業者の裾野を拡大する。 
 

畜産振興総合対策事業費（農場リース円滑化事業費） 

1,013 
農政部 

生産振興局 

畜産振興課 

 優れた担い手の確保及び地域酪農・畜産の活性化を図るため、新規就農者等が離農農場等を継承する場
合に、離農農場等の整備事業のために要した経費に対する助成を行う。 

 
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費 

14,969,096 
 畜産経営の収益力の向上や飼料生産組織の経営高度化、畜産環境問題への対応など、畜産クラスター計

画に基づく地域の中心的な経営体等が行う施設の整備等を支援する。 

農業大学校管理費 
253,969 

農政部 

農業経営局 

農業経営課 

 農業の担い手を育成する道立農業大学校の運営・維持管理を行う。 
 
担い手育成総合推進事業費（農業経営者育成教育事業費） 

29,586 
 高度な経営力を備えた人材を育成するため、農業大学校等における教育カリキュラムの策定や高度教育機関
への研修派遣など、研修教育の充実・強化を図るとともに、地域における高度研修教育に向けた取組を支援

する。 

北海道農業担い手育成センター事業費 

254,120 
 次代の本道農業を担う意欲と能力のある農業者を育成・確保するため、北海道農業公社と市町村段階の地

域担い手センターとの連携により、きめ細かな担い手対策を総合的に推進する。 

担い手育成総合推進事業費（農業次世代人材投資事業費） 

1,425,247 
 次代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修期間（２年以内）の生活安定及び就農直

後（５年以内）の経営確立に資する農業次世代人材投資資金を交付する。 

担い手育成総合推進事業費（地域担い手対策事業費）  

  6,600 
 優れた担い手の育成・確保を図るため、農業教育への支援など、地域の実態に即した担い手対策を推進す 

る。 

農業経営法人化支援事業費 

59,473 
 農業経営の法人化による経営管理の合理化や円滑な経営継承を促進するため、関係団体との連携による相

談体制を整備するとともに、法人化を目指す農業者等の研修、複数戸法人等の設立に要する経費への助成

を行う。 

青年新規就農者確保対策事業費 

9,417 
 新規就農者の確保・定着を図るため、高校生や大学生など若者の就農意欲喚起に向けた取組を実施するほ
か、地域における就農促進事業を支援する。 

 農業経営における障がい者雇用推進事業費  

803 
 農業経営における障がい者雇用の推進を図るため、農業者と福祉事業者との意見交換会の開催などの取組
の推進や特別支援学校の卒業予定者等に対する就農促進を図る取組を支援する。 

次代を担う女性農業者の活躍サポート事業費 

850 
 女性農業者の育成や農業で新たなチャレンジを行う女性の取組を促進し、農業・農村の活性化につながる女
性の経営・社会参画を推進する取組を行う。 
 

農業分野におけるワークチャレンジ推進事業費 【新規】 

1,649 
 農業労働力の安定的確保が課題であることから、これまでアプローチしていなかった就業困難な若者といった潜在労働

力の活用を推進するとともに、農業分野における雇用の受入環境を整備するなど農業の働き方改革を推進し、多様

な人材の呼び込みと労働力の確保を図る。 
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事 業 名 ・ 概  要            予算額 (千円) 所管部署 
担い手育成総合推進事業費（北海道農業経営塾運営事業費）【新規】 

8,000 

農政部 

農業経営局 

農業経営課 

 意欲ある農業者の経営力向上のため、営農しながら体系的に経営を学べる「農業経営塾」を展開し、今後の農業界

をけん引する優れた経営感覚を備えた担い手の育成を図る。 
 

農村ツーリズム育成支援事業費 【新規】 

1,000 

農政部 

農村振興局 

農村設計課 

 農村ツーリズムに携わる将来の人材を確保していくため、地域内のネットワークが構築された農村ツーリズムの先
進地のノウハウを活用し、新たに多様な滞在コンテンツの提供や運営を担う若者等の育成を支援する。 

 

研修事業費  

18,220 

水産林務部 

水産局 

水産経営課 

 本道漁業の振興と漁村地域の活性化を担う漁業就業者を育成するため、漁業に必要な知識や技術を習得
する研修を実施する。 
 

漁業就業促進事業費 

4,315  沖合漁船から沿岸漁業への転換を希望する減船離職者や高齢乗組員等を対象として、必要な資格取得講習を実

施する。また、北海道漁業就業支援協議会において、求人求職情報の提供や漁村外から漁業就業を希望する者に

対し、普及職員や指導漁業者による実践的研修の実施により、地域漁業への定着を促進する。 
沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計  

355,428 
 水産業改良普及組織の行う普及指導活動との密接な連携のもと、沿岸漁業従事者等が行う沿岸漁業の経
営改善、生活改善及び青年漁業者等の養成に要する資金を無利子で融資する。 
 

 道産水産物販路拡大推進事業  

16,842 
 水産物・水産加工品の輸出拡大を図るため、アジアにおける販売促進・販路拡大等の取組を進めるほか、新
たな輸出先国としてEU諸国を対象に加え、市場調査などを実施する。 

離島漁業再生支援事業費（特定有人国境離島漁村支援事業費） 

99,500 
 「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法（

H29.4.1施行）」において「特定有人国境離島地域」に規定されている国境離島地域の漁業集落等が行う

雇用機会の拡充を図るための取組を支援する。 

森林整備担い手対策推進費  
87,782 

 

水産林務部 

林務局 

林業木材課 

 林業労働者の技術・技能の向上、労働安全衛生の確保、福利厚生の充実などを推進し、林業労働者の育
成・確保を図る。 
 

林業就業促進資金貸付事業費  

2,981 
 林業に新たに就業しようとする者や雇用する事業体に向け、就業のための研修・移転準備等に係る費用の貸
付事業を行う森林整備担い手センターに対し、必要な資金の無利子貸付を行う。 
 

 木質バイオマス資源活用促進事業費 

26,500 
 森林資源の循環利用による低炭素社会の実現に資するため、林地未利用材の集荷システムの定着や、木質
ペレットの消費地への安定供給に向けた実証、小規模熱利用システムの導入事例を紹介するセミナーの開催

などの取組を行う。 

 クール林業担い手確保対策事業  

3,582 
 林業担い手の育成・確保を進めるため、教育機関や地元の林業事業体、市町村など地域関係者のネットワー

ク化を進め、新規就業者の確保に向けた通年雇用化や就業環境の改善などを促進する取組を実施する。 

道産木材製品プロモーション事業費 【新規】 

11,359 
 道産木材製品の道外・海外への販路拡大を図るため、道産木材の強みを活かした新たなブランド戦略を検討

するとともに、国内外において、展示・商談会への出展などプロモーション活動を展開する。 
 

木育推進事業費 

9,353 

水産林務部 

森林環境局

森林活用課 

 森林づくりへの理解促進などを図るため、森林・木材とふれあう機会の提供等に取り組む木育マイスターの育 

成、親子向けの木工教室、中高生等を対象とした林業等現場体験等に取り組む。 

 農林漁業の新たな担い手確保モデル事業費  

16,370 

農政部 
農業経営局 
農業経営課 

 農林漁業の新たな担い手となり得る人材を確保するため、普通高校などの生徒に対する出前講座など一次産

業の一体的な情報発信や就業体験などの取組を実施する。 
水産林務部
水産局 
水産経営課 

水産林務部
林務局 
林業木材課 
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 ② 地域資源などを活かした食関連産業、観光の振興や企業誘致 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
〔本年度の主な取組〕 

・ 試験研究機関による地域資源を活かした食品加工の研究開発・技術支援を推進するとともに、食品製造業にお
ける社会ニーズ等に対応した製品開発や高付加価値化に必要な技術力、マーケティング力の向上を推進します。
また、道内食品生産者と道外食品メーカーとのマッチング等を通じて、道産品の販路拡大を支援します。 

 

・ 東アジアにおける食産業の研究開発・輸出拠点化を目指す「北海道フード・コンプレックス」国際戦略総合特区の
取組を推進します。 

 

・ 産学官金のオール北海道の連携・協働体制による食クラスター活動を推進するとともに、地域のマーケティング人材
の育成や地域産品のブランド化など、食関連産業の振興に向けた取組の全道展開を図ります。 

 

・ 自然、食、温泉といった北海道の持つ優位性や、歴史、生活・文化、産業などの地域特性を活かした観光地のブ
ランディングを推進し、他地域にはない魅力を発掘・磨き上げ、多彩な観光商品づくりや競争力のある滞在交流型
の観光地づくりを推進します。 

 

・ 首都圏をはじめ大都市圏など道外からの誘客はもとより、道民の道内旅行を促進するとともに、将来有望な市場で
あるアジアなど、海外への戦略的な誘客活動を積極的に推進し、国内外に本道の魅力を広く発信して、旅行市場
の拡大を進めます。 

 

・ 2020年4月の民族共生象徴空間の開設に向け、道内外の機運醸成や誘客促進を図るため、国内プロモーション
や道内の地域連携体制の検討、海外での道産品PRと連携したアイヌ文化の発信強化などを行います。 

 

・ 道内の美術館等が所蔵する美術品等の価値を見つめ直し、その魅力の発信を強化するため、美術館等の連携に
よる所蔵作品の相互紹介やイベント事業、PR活動を展開します。 

 

・ 観光による地方創生を実現するため、地域で「稼ぐ力」を確立するとともに、「観光地経営」の視点に立った観光地
域づくりの舵取り役としての役割を果たす「日本版DMO」の形成を促進します。 

 

・ バックアップ拠点構想を踏まえ、冷涼な気候、地域の豊富で良質な食資源、自然災害リスクの低さなどの本道の優
位性を活かしながら、本社機能やコールセンターをはじめとするオフィスの移転、生産拠点、データセンターの誘致など
に取り組みます。 

 

・ ふるさと北海道応援フォーラムの首都圏等での開催など、道内各地域の特性を活かした誘致活動を積極的に展開
し、工場やIT関連産業のサテライトオフィスなどの立地を進めます。  

 

 〔道予算事業等〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額 (千円) 所管部署 
地域食品加工技術センター運営事業費 

115,322 
経済部 

食関連産業

室 

 オホーツク圏・十勝圏の食品製造企業等の技術力の向上及び新製品開発等の促進のため、技術指導や試
験研究等を支援する。 

  

 本道の優位性を活かした食や観光などの分野は、国内外からの需要獲得とともに、基幹産業として地域経
済と雇用に重要な役割を果たしています。また、企業誘致は、地域において良質で安定的な新たな雇用を創
出するとともに、地場企業との取引拡大を通じた更なる雇用機会の拡大も期待できます。 
このため、食関連産業の振興に向け、事業者や地域が行う付加価値の向上や国内外への販路拡大、研

究開発、人材育成などの取組を支援します。また、（公社）北海道観光振興機構をはじめ観光関連団体
等との連携を図りながら、地域の資源を活かした滞在型の観光地づくりを促進するとともに、道外からの誘客
促進など、効果的な誘客活動により旅行市場の拡大を図る取組を推進します。 
さらには、冷涼な気候、地域の豊富で良質な食資源、自然災害リスクの低さなど本道の優位性を活かしな

がら、食関連産業の生産拠点、本社機能やコールセンターをはじめとするオフィスの移転など企業誘致の取組
を推進します。 
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事 業 名 ・ 概  要            予算額 (千円) 所管部署 
 北海道物産観光展示所運営費 

43,916 

経済部 

食関連産業

室 

 首都圏における道産品の展示や斡旋販売・企業のマーケティング支援などを行うアンテナショップとして「北海道
どさんこプラザ」をＪＲ有楽町駅前の東京交通会館に設置し、道産品の販路拡大を図る。 

 

 貿易物産振興事業費補助金 

15,027 
 (一社)北海道貿易物産振興会が実施する取引商談会や物産展の開催など道産品の販路拡大のための公

益事業に対し補助する。 

 

農商工連携ファンド貸付金 

－ 
 農林漁業者と中小企業者の互いの経営資源を活用した「農商工連携」による新商品・新サービスの開発の取
組を促進するため、国や道内経済界との協力のもと農商工連携ファンドを組成し、地域経済の自立的・継続

的発展を促進する。 

 北海道食産業総合振興機構負担金 

17,000 
 経済界、関係市などとともに、フード特区に係る事業の円滑な推進のため、フード特区機構の運営維持やマネ
ジメント活動に必要な経費を負担する。 

 

食品製造業競争力強化販路拡大事業 【新規】 

5,000 
 道内食品の脆弱な輸送体制に対処するため、地域の物流拠点の整備や首都圏等に向けた道内食品のテス
トマーケティングを行い、商流と物流が一体となった取組を進め道内食品の競争力強化と販路拡大を図る。 

 

食品産業エネルギー利用効率向上支援事業 【新規】 

10,000 
 本道が優位性を有する食産業分野において、省エネルギーや温暖化対策を進めるとともに、食品製造工程の
効率化や食品ロス削減を図るため、食品工場等における省エネや食品ロス削減対策等の取組実態や課題等

を調査し、北海道の食品産業におけるエネルギー削減対策と競争力の強化を図る。 

 北海道観光誘致推進事業 

144,491 

経済部 

観光局 

 北海道の魅力を生かした宣伝PR活動の実施による国内外からの観光客の誘致促進、地域の個性を生かした

観光地づくり、ホスピタリティの向上や受入体制の整備など、本道観光の振興を図るために（公社）北海道観

光振興機構が実施する各種事業を支援する。 

 北海道さっぽろ「食と観光」情報館運営費 

37,440 
 札幌市との連携のもと、道が高い競争力を持つ「食」と「観光」の魅力をアピールする総合情報拠点として、「北
海道さっぽろ『食と観光』情報館」を運営する。 

 

北海道教育旅行活性化事業 

30,919  北海道の文化や歴史、自然に関する教育旅行の学習素材やモデルルートを道外へPRし、道内への教育旅行

の誘致を図る。 

 

 北海道ホスピタリティ推進事業 

5,000 
 おもてなしに係る啓発事業を実施し道内のおもてなし気運の醸成を図るとともに、「北海道さっぽろ観光案内 

所」の観光案内・相談機能の充実を図り、北海道観光のイメージアップやリピーターの獲得につなげる。 
 

観光商品づくり開発コンペ事業 

4,100 
 学生を対象に観光商品プランのコンペを実施し、将来の商品化・事業化を目指すとともに、観光商品の検討過
程で地元関係者と触れあうことにより、将来の北海道観光をリードする人物の育成を図る。 

 

 閑散期誘客拡大事業 

14,000 
 観光需要が低迷する時期の需要の拡大を図り、通年化を促進するため、メディアを活用して、閑散期の観光コ
ンテンツＰＲを実施する。 

 

 体験型観光持続化促進事業 

12,322 
 体験型観光による誘客促進を図るため、ＰＲイベントの開催や情報誌の作成、旅行商品化に向けた商談会
の実施、メディアを活用した情報発信などを展開する。 

 

 地域観光活性化促進事業  

81,024 

 地域の観光事業者などが連携して行う地域の特性を生かした観光資源の掘り起こし・磨き上げによる多様な
観光商品づくりの取組に対し、商品開発からＰＲ、旅行会社へのセールスまで一貫した支援を行う。 
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事 業 名 ・ 概  要            予算額 (千円) 所管部署 
 広域観光推進事業  

108,363 

経済部 

観光局 

 地域の観光協会や団体などが連携して広域的に取り組む観光商品の開発や周遊ルートづくり、プロモーション
などを支援し、広域連携や二次交通整備等の受入体制整備を図る。 

 

 日本版DMO形成促進事業 

12,092 
 地域におけるＤＭＯ形成に向けた取組を支援するアドバイザーの派遣や、観光地経営の専門人材を育成する
ための研修会の開催など、観光地経営の視点に立った、地域の稼ぐ力を引き出す取組を推進する。 

 

地域連携等による道外誘客促進事業  

130,701 
 北海道新幹線や道内地方空港を活用した道外からの誘客拡大と道内全域への誘客促進を図るため、地域と
連携した一般消費者向け国内プロモーションを展開する。 

 

交通事業者等との連携による交流人口拡大事業  

136,343 
 新幹線や道内地方空港を活用し、地方への誘客を拡大するため、鉄道事業者や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の商品化や、地域DMOと連携した観光コンテンツづくりを促進する。 

 

首都圏マスコミ・メディア等を活用した情報発信強化事業 

53,111 
 首都圏を中心としたマスコミ、メディア、旅行会社やWEB媒体、SNSなどの発信力と拡散力を活用した、効果

的な情報発信を行い、誘客を促進する。 

 

どさんこ旅サロンの運営・利用促進事業  

12,720 
 北海道観光の魅力をアピールする情報発信拠点として、札幌市と連携して東京・有楽町に設置した「どさんこ
旅サロン」を運営する。 

 

 ひがし北海道観光地周遊促進事業 

92,149 
 道内の地域間格差解消のため、ひがし北海道広域観光周遊ルートにおける観光ツアーバス実証運行等を実
施する。 

 

地方都市連携誘客促進事業  

19,644 
 本道と航空路線がつながるなど関わりの深い道外地方主要都市において観光プロモーションを行い、本道への
誘客促進を図る。 

 

バリアフリー観光推進事業  

6,849 
 モニターツアーやアドバイザーの派遣、サポーターの育成研修を実施し、高齢者や障がいのある方などが道内を快
適に安心して旅行できるバリアフリー観光を推進する。 

 

観光産業人材確保支援事業  

14,468 
 急増する外国人観光客への対応等に向け、人手不足や人材の定着が課題となっている観光産業の人材確

保のため、合同企業説明会や研修等を実施する。 

 

民族共生象徴空間誘客促進・地域連携事業費（アイヌ文化関係観光団体連携強化対策事業）【新規】 

72,522 
 「民族共生象徴空間」が2020年4月に開設するのを控え、道内各地でアイヌ文化を活用した観光客誘致に

取り組む地域のネットワーク化や広域観光周遊を促進する。 

 

「稼ぐ観光」具体化調査実践モデル事業 【新規】 

19,242 
 「稼ぐ観光」による地方創生を実現するため、地域における観光で「稼ぐ力」を確立することを目的としたモデル事
例について、全道への波及を図る。 

 

企業誘致促進費 

4,249 

経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 国内外のものづくり産業や、食関連産業などの本道への企業立地を促進するため、各種の企業誘致活動を展
開するほか、立地企業に対し、きめ細やかなフォローアップ事業を推進する。 

 

企業立地促進費補助金 

 1,800,936 
 本道における多様な産業の立地を促進するため、工場その他を新設又は増設する者に対し、助成措置を行う
ことにより、産業の高度化及び活性化並びに道民の雇用機会の拡大を図る。 
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事 業 名 ・ 概  要            予算額 (千円) 所管部署 
原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費 

141,402 

経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 原子力発電施設等周辺地域の企業立地を促進し、産業振興を図るため、当該地域に新たに立地する企業
に対して補助金を交付する。 

 

本社機能・オフィス拠点誘致推進事業  

6,144 
 人手不足やリスク分散を理由とした企業の地方拠点拡大の動きや、国における地方への拠点強化に呼応し 

て、本社機能や研修施設、テレワークなど新たな視点による企業誘致活動を展開する。 

 

地産エネルギー利用施設立地促進事業  

4,871 
 省エネに繋がる北海道の冷涼な気候や豊富な新エネルギーの賦存量を活かし、環境配慮型データセンターの
誘致活動の展開を図り、「バックアップ拠点構想」及び「次世代環境モデル創造戦略」の具体化に寄与する。 

 

観光列車旅行者動向調査事業  

15,100 

総合政策部

交通政策局

交通企画課 

 来道者の道内周遊の促進や交流人口の拡大を図るため、外国人観光客を中心とした実証運行を実施し、イ

ンバウンド対応を検証するほか、旅行会社やメディア等を招聘したファムトリップを実施し、鉄道観光資源の磨き

上げを行う。 

北海道新幹線利用促進費  

19,079 

総合政策部

交通政策局

新幹線推進

室 

 開業効果の維持・拡大に向け、交流人口の拡大を図るため、北海道新幹線の利用促進・気運醸成や東北エ

リアとの連携に向けた取組の推進を図る。 

 

 道内航空ネットワーク維持拡充推進事業 【新規】 

9,836 

総合政策部 

航空局 

航空課 

 道内航空ネットワークの維持・拡充により交流人口の拡大を図るため、地域と連携した支援のあり方を検討する

とともに、道内空港間の路線就航に向けた運航可能性調査を実施する。 
 

民族共生象徴空間誘客促進・地域連携事業費 【新規】 

310,520 

環境生活部 

アイヌ政策推

進局 

アイヌ政策課 

 2020年4月の民族共生象徴空間の開設に向け、道内外の機運醸成や誘客促進を図るため、国内プロ 

モーションや海外でのアイヌ文化の発信強化に取り組む。 

 

地域スポーツコミッション推進事業費 【新規】 

5,476 

環境生活部 

スポーツ局ス

ポーツ振興課 

 スポーツによる地域の活性化に向け、スポーツ大会や合宿を誘致するため、地域の関係団体とのネットワークを

構築しスポーツコミッションの設立促進・連携強化を図る. 

 

「アートギャラリー北海道」推進事業費 【新規】 

37,374 

教育庁 

生涯学習推

進局文化財・

博物館課 

 道内の美術館等が所蔵する美術品等の価値を見つめ直し次世代に引き継ぐとともに、その魅力を発信するた

め、美術館等の連携による所蔵作品の相互紹介やイベント事業、PR活動を展開する。 

 

 北海道食品機能性表示制度運営費 〔再掲〕 

425 

経済部 

食関連産業

室 

 北海道食品機能性表示制度（愛称：ヘルシーDo（ドゥ））の安定的・効率的な運営を図るため、専門家

会議を運営するほか、認定商品調査を実施する。 

 

民族共生象徴空間誘客促進・地域連携事業費（海外情報発信事業費） 【新規】 〔再掲〕 

47,538 

経済部 

経済企画局 

国際経済室 

 民族共生象徴空間の開設に向けたアイヌ文化の発信強化と、道産品など北海道の魅力発信を連携させ、海

外との経済交流の拡大を図る。 

 

 インバウンド受入体制整備事業 〔再掲〕 

11,528 

経済部 

観光局 

 外国人観光客の円滑な受入を促進するため、道内各地域で中心となって活動している観光人材を対象に、プ

ロモーションと受入を総括的にプロデュースできるノウハウを習得させることにより、地域の自立的なインバウンド受

入体制を整備する。 

きた北海道広域観光周遊ルート地域観光創出事業 〔再掲〕 

51,641 
 「きた北海道広域観光周遊ルート」への誘客を図るため、観光商品の開発や乗継交通機関の試験運行、プロ

モーションを実施する。 

 

 北海道観光欧米市場誘客促進事業 〔再掲〕 

70,942 
 欧米市場からの誘客拡大を図るため、アドベンチャートラベルなど、旅行スタイルに応じたツアーの造成やブランド
化を図るほか、WebやSNS等を活用した道内観光情報の発信を行う。 
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事 業 名 ・ 概  要            予算額 (千円) 所管部署 
自動走行車開発拠点化促進事業 【新規】 〔再掲〕 

11,102 

経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 自動車関連産業の集積と自動走行の早期実用化を促進するため、自動走行に係る実証試験場や国の社会

実証事業の誘致を図るほか、道内の公道外試験適地調査等を行い、企業等の実験の誘致を図る。 

 

若年者等人材呼び込み・呼び戻し事業 〔再掲〕 

11,380 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 本道の経済の高度化、活性化と地域経済の発展を図るため、道外大学等に進学した若年者などを地域産業

を支える人材として確保する必要がある。そのため、インターネットを活用したＵ・Ｉターンネットシステムによる求

人・求職情報の提供等や大学や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を行

うなど、若年者等のＵ・Ｉターンを促進する。 

総合研究機構運営支援費（戦略研究費）〔再掲〕 

60,000 

総合政策部

政策局 

研究法人室 

 （地独）北海道立総合研究機構の複数の研究分野や企業、大学、国の研究機関の緊密な連携の下、道

の重要な施策に関する分野横断的な研究等を戦略的に推進する。 

 

クルーズ船誘致連携事業  〔再掲〕 

9,000 

総合政策部 

交通政策局

交通企画課 

 海外見本市への出展や国内外プロモーションなど、クルーズ船の道内港湾への寄港拡大に向けた取組を推進

する。 

 

戦略産業雇用創造プロジェクト事業費  〔再掲〕  

 
経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 良質で安定的な雇用の場の創出に向け、ものづくりや食関連分野等の一層の産業育成強化と、人材育成や

就業支援といった雇用創出の取組を一体的に実施する。 

 

 ■食品製造業のマーケティング力強化事業  

54,182 

経済部 

食関連産業

室 

 地域の上質な商品を発掘し、成長する首都圏等のアッパー層をターゲットとして磨き上げを行う商談会・相

談会を開催するほか、新たな地域ブランドを創設するなど食品製造業の及び高付加価値化に取り組む。ま

た、スーパーマーケット向け展示商談会への出展や相談会開催のほか海外販路開拓を図るため食の展示

会の開催を行う。 

 ■食品製造業の人材育成事業  

75,137 

 地域における食と観光の連携などの視点を取り入れて、地域特有の資源を有効活用した自社商品の商品

力向上に取り組むことのできる「地域食マーケティング人材」を育成し、付加価値率が高く、成長市場として

有望なワイン製造について、栽培・醸造技術からマーケティングにいたるまでの総合的な人材育成を実施す 

る。 

■ものづくり産業企業誘致推進事業  

6,593 

経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 経済波及効果の高いものづくり産業の本道への立地を推進するため、中京圏で開催される展示・商談会に

出展するほか、重点的企業訪問により本道への立地を加速させるとともに、本道における雇用創出を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域立地展開事業  

16,692 
 地域の活性化と雇用の場の創出のため、地域への投資を促進するフォーラムの開催や北海道にゆかりのあ

る道外の企業人を企業誘致サポーターとして活用することにより企業立地を促進する。 

 

■機能性食品・素材バリューチェーン強化パッケージ事業 〔再掲〕 

80,498 

経済部 

食関連産業

室 

 今後の成長が期待される機能性食品市場獲得を図るため、ヘルシーDoの活用等による機能性食品・素

材の開発促進・支援や販路拡大等の取組を実施し、 科学的根拠に基づく食の高付加価値化を通じた食

関連産業等の振興と雇用創出を図る。 

■健康・医療産業立地促進事業 〔再掲〕 

8,117 

経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 近年、医療機器メーカーの進出や、大学の研究シーズを生かした医薬品工場の建設が検討されるなど、健

康・医療関連分野の企業立地の動きが見られることから、この動きを捉えて同分野での企業誘致活動を重

点的に展開することにより、道内における企業立地を促進し、地域の雇用創出を図る。 

■雇用創出地域展開事業 〔再掲〕 

51,142 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 各地域の基幹製造業である食料品製造業を対象に、地域がもつ特性や優位性をより活かしながら、商品

開発力の強化や国内外の販路拡大に取り組むほか、新たな事業展開などへの支援を通じて、良質で安定

的な雇用の創出を図る。 
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③ 中小・小規模企業の振興と地域商業の活性化 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

〔本年度の主な取組〕 

 

・ 「北海道小規模企業振興条例」に基づき、市町村や商工団体、金融機関等との役割分担のもと、条例の基本
的施策に掲げた経営体質の強化、事業の承継の円滑化、創業等の促進を継続的に展開していくため、道内各地
域での支援体制の構築や金融機関と連携した円滑な資金供給などの取組により、地域の経済と雇用を支える小
規模企業の事業活動の継続を促進します。 

 

・ 小規模企業のICTの利活用などを通じた経営体質の強化や生産性の向上を支援するため、地域の支援機関の
職員や企業の経営者、従業員等への研修を実施するとともに、取組事例の普及啓発を行います。 

 

・ 道内における起業を促進するため、地域課題の解決に資する優れた創業計画を募集・選出・表彰するとともに、ク
ラウドファンディング型ふるさと納税を活用して、起業時の初期投資の一部を助成します。 

 

・ 産業構造の高度化による自立した経済構造への転換に資するよう、中小企業の競争力の強化を促進するため、 
「北海道産業振興条例」に基づき、(公財)北海道中小企業総合支援センターを通じて中小企業が取り組む製
品開発やマーケティング、コンサルタント等招へい、産業人材育成・確保などを支援します。 

 

・ 地域経済・雇用を支える小規模企業の事業活動の継続を図るため、官民連携の資金供給ファンドへの出資など
により、中小・小規模企業の円滑な事業承継を促進します。   

 

・ 「北海道地域商業の活性化に関する条例」に基づき、地域商業の実態に応じた商店街の魅力づくりや賑わい再生
に向けた自主的な取組を促進します。 

 

  

 

〔道予算事業等〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額 (千円) 所管部署 
中小企業経営資源強化対策事業費 

23,299 

経済部 

地域経済局 

中小企業課 

 (公財)北海道中小企業総合支援センターを核に地域プラットフォームを形成することによって、新事業支援機

能を有機的・効果的に発揮する環境を整備し、中小企業者等の事業の発展段階に応じた支援を実施し新事

業創出を促進するとともに、中小企業の経営資源の確保を支援するために専門家派遣事業、受発注拡大支

援事業等を実施する。 

中小企業総合振興資金貸付金   

貸付金 

96,642,000 

 中小企業者等の経営基盤の強化、事業の活性化を図り本道経済の発展に資するため、金融機関に原資を
預託して、中小企業者等に対する融資を促進する。 

【創業貸付】【ステップアップ貸付】 

高度化資金貸付事業費 

－ 
 中小企業者が設立した協同組合等に対し、中小企業構造の高度化（工場・店舗等の集団化、事業の共同
化、協業化、経営形態の近代化、事業の転換など）を図るために必要な施設の設置資金等を北海道が長

期・低利（または無利子）で直接貸し付ける。 

高度化資金貸付事業費（設備貸与資金貸付金） 

貸付金 

600,000 

 小規模企業者等の創業及び経営の革新に必要な設備の導入を支援するため、（公財）北海道中小企業
総合支援センターが行う設備貸与事業に必要な資金を貸し付ける。 

 道内の中小・小規模企業は､幅広い業種で様々な事業を展開しており、地域の経済と雇用の主要な担い
手として北海道経済の活性化に大きな役割を果たしています。 
このため、地域を支える中小・小規模企業の振興を図るため、創業の促進や事業承継の円滑化、経営体

質の強化など企業が抱える課題を地域の関係者が連携して解決する支援体制の構築や資金供給の円滑
化などに取り組みます。 
また、中小小売業などの地域商業は、地域経済を支え、多くの就業者を吸収する重要な雇用の受け皿と

なっていることから、商業の活性化により雇用を確保します。 
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事 業 名 ・ 概  要            予算額 (千円) 所管部署 
小規模企業持続的発展支援事業 

10,114 

経済部 

地域経済局 

中小企業課 

 小規模企業のICTの利活用などを通じた経営体質の強化や生産性の向上を支援するため、地域の支援機関

の職員や企業の経営者、従業員等への研修を実施するとともに、取組事例の普及啓発を行う。 

空き店舗を活用したコミュニティビジネス創出加速事業  

4,443  人口減少社会を視野に入れた地域商業の活性化に向け、商店街の空き店舗を活用したコミュニティビジネスの
創出の取組を支援する。 

 

商店街振興対策費補助金 

20,702 
 商店街の活性化を図り、魅力ある商店街づくりを促進するため、北海道商店街振興組合連合会傘下の商店
街振興組合が行うリーダーや後継者の育成や組織強化を支援する。 

 

北のふるさと事業承継支援ファンド投資事業有限責任組合に対する出資金 

36,665  地域経済・雇用を支える小規模企業の事業活動の継続を図るため、官民連携の資金供給ファンドに出資し、
円滑な事業承継の成功事例づくりを行う。 

ふるさと経済活性化のための起業応援事業 【新規】 

11,017 
 道内における起業を促進するため、地域課題の既決に資する優れた事業計画を募集・選出・表彰するととも 

に、クラウドファンディング型ふるさと納税を活用して起業時の初期投資の一部を助成する。 

中小企業競争力強化促進事業費 
 

37,625 

 経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 

 

 

産業構造の高度化による自立した経済構造への転換に資するよう、中小企業の競争力の強化を促進するた

め、「北海道産業振興条例」に基づき、(公財)北海道中小企業総合支援センターを通じて中小企業が取り組

む製品開発やマーケティング、コンサルタント等招へい、産業人材育成・確保などを支援する。 

中小企業応援ファンド貸付金 

－  地域産業の芽を見い出し、新たな産業の創出を図るとともに道内中小企業等の競争力の強化や経営革新に
よる事業化などの取組を加速させるため、国や道内経済界との協力のもと支援ファンドを組成し、地域経済の

自立的・継続的発展を促進する。 

 人材確保促進事業費 

307 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 中小企業が行う雇用管理の改善に係る措置を促進することにより、中小企業の振興及びその労働者の就業の
安定その他福祉の増進を図る。 

 

 移動中小企業経営相談事業 〔再掲〕 

120 

経済部 

地域経済局 

中小企業課 

 中小企業の経営安定と金融の円滑化を図るため、道の融資制度、経営指導の周知を図るとともに、金融・経
営相談を実施する。 

 

 農商工連携ファンド貸付金 〔再掲〕 

－ 

経済部 

食関連産業

室 

 農林漁業者と中小企業者の互いの経営資源を活用した「農商工連携」による新商品・新サービスの開発の取
組を促進するため、国や道内経済界との協力のもと農商工連携ファンドを組成し、地域経済の自立的・継続

的発展を促進する。  地域づくり総合交付金（地域づくり推進事業）〔再掲〕 
4,300,000 

総合政策部 

地域振興局 

地域政策課 

 地域の創意と主体性に基づく地域の特性や優位性を生かした取組の促進を図るため、市町村等が地域課題
の解決や地域活性化を目的として取り組む事業を支援する。 

 

 

 

 

 〔北海道における産業施策と雇用施策の一体的実施事業〕     
事業名・概  要            

 産業施策と雇用施策の一体的実施事業 (北海道ビジネスサポート・ハローワーク)  

 北海道が従前から（公財）北海道中小企業総合支援センターを通じて実施してきた中小企業者に対する各種経営面での支援と、「北海道ビ

ジネスサポート・ハローワーク」における雇用面や各種助成措置などの支援を一体的に実施することにより、中小企業者をワンストップで支援する。 

 

   ※ 「北海道における産業施策と雇用施策の一体的実施事業」：平成 24年に道と北海道労働局との間で締結した協定に基づく事業 
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 〔北海道経済産業局予算事業〕                                                             

事 業 名 ・ 概  要            
地域中小企業・小規模事業者人材確保等支援事業 

 地域の中小企業・小規模事業者のニーズを把握して、地域内外の若者・女性・シニア等の多様な人材から地域事業者が即戦力として必要とす
る人材を発掘し、地域事業者への紹介・定着までを一貫支援する。 

ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金 

 国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中小

企業・小規模事業者の設備投資等を支援設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業を支援する。 

 

地域創業活性化支援事業（創業支援事業者補助金）【新規】 

 新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的に、創業支援事業者が認定創業支援事業計画に基づき行う、新た

に創業する者に対して創業等（特定創業支援事業等）に要する経費の一部を助成する。 

事業承継・世代交代集中支援事業（事業承継補助金）【新規】 

 事業承継・世代交代を契機に、経営革新等に取り組む中小企業や、事業転換に挑戦する中小企業に対して、設備投資・販路拡大・既存事

業の廃業等に必要な経費を支援する。また、サプライチェーンや地域に根付いた価値ある事業の継続のために、M&A等の手法を活用した 事業

再編・事業統合を促進して、サプライチェーンや地域経済の活力維持、発展を図る取組に 必要な経費を支援する。 

 戦略的基盤技術高度化支援事業 〔再掲〕 

 我が国製造業の国際競争力強化と新事業創出を目指し、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に資する研究開発から販路開拓までの取

組促進を目的とする研究開発支援を行う。 

 

 

 

〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事業名・概  要            

 生涯現役起業支援助成金 〔再掲〕 

 少子・高齢化が進展する中、持続的な成長を実現させていくためには、年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会の実現を推進する必要

があるが、そのためには、既存の企業による雇用の拡大だけでなく、起業等によって中高年齢者の雇用機会を創出していくことも重要である。 

このため、中高年齢者が、成長が期待される分野で起業（いわゆるベンチャー企業の創業）等をする際に必要となる、募集・採用や教育訓練

の経費の一部を助成することにより、中高年齢者の雇用機会の創出を図る。 
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④ 建設業の体質強化 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

・ 建設産業の担い手確保・育成を図るため、建設産業ふれあい展やICT体験講習会、人材確保・育成に向けた研
修会等を実施するとともに、建設業団体等が行う生産性向上等の事業経費の一部を補助します。 

                                                                                              

・ 北海道建設業サポートセンター及び全道14カ所に地域建設業サポートセンターを設置し、建設業の経営強化、新
分野進出、人材の育成等に関する総合的な相談・支援、啓発等を行うなど、地域建設業のニーズに応じたきめ細
やかな支援を実施します。 

 

・ 建設業等在職者に対して、新たな技能の習得に資する職業訓練を行うなど、職業能力開発の向上を図ります。    
 

・ 省エネ性能等に係る一定の技術力を有する道内の住宅事業者を登録し、その情報を消費者へわかりやすく表示す
る「きた住まいる」等に関する建築技術者向け講習会の実施により、道内建築関連業者の技術力向上を図るととも
に、高断熱・高気密住宅部資材など北海道の強みである寒冷地向け製品の販路拡大を促進します。 

  

 

〔道予算事業等〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額 (千円) 所管部署 
建設雇用改善優良事業所知事表彰  

25 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 建設労働者の雇用の改善及び建設業に従事する季節労働者の通年雇用化の推進のための環境整備等に

ついて、積極的な活動を展開し、その成果がみられる中小建設事業所に対し、その努力と功績をたたえるととも

に、これを道民に周知し、建設労働者の雇用の改善に資する。 

 建設業経営体質強化対策事業費（建設業サポートセンター運営費） 

3,278 

建設部 

建設政策局 

建設管理課 

 北海道建設業サポートセンター及び全道14カ所に地域建設業サポートセンターを設置し、建設業の経営強 

化、新分野進出、人材の育成等に関する総合的な相談・支援、啓発等を行う。また、建設部のサポートセン 

ターに専門相談員を配置し、経営に関する専門的なアドバイスを行う。 

 建設業経営体質強化対策事業費（建設業担い手対策推進事業費） 

10,000 
 建設産業の担い手確保・育成を図るため、建設産業ふれあい展やICT体験講習会、人材確保・育成に向け

た研修会等を実施するとともに、建設業団体等が行う生産性向上等の事業経費の一部を補助する。 

 北海道建設産業担い手確保・育成推進協議会  

－ 
 道内建設産業の持続的な発展に向けて、建設業団体・職業訓練機関・関係行政機関等が担い手の現状や

課題に関する情報の共有や連携強化を図る。（H27.6.10設置） 

 きた住まいる推進事業 

25,830 

建設部 

住宅局 

建築指導課 

 良質な住まいを安心して取得し、維持管理できる環境づくりを目指し、「きた住まいる」の普及推進と建築技術

力の向上を図る。 

 民間住宅等関連事業推進費（住宅産業活性化支援事業） 

14,519 
 北海道の住宅技術、住宅部資材等の販路拡大を支援するため、道外の見本市等においてPRを実施する。 

 成人職業訓練費 〔再掲〕 

   11,232 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 在職者に対し、生産技術の進歩等に対処する能力開発及び管理監督等に必要な知識、技能を付与する。

在職者の能力開発を図ることにより、失業を未然に防ぎ、雇用を維持する。 

 本道の建設業は、社会資本の整備はもとより、災害時対応や除雪など地域の安全・安心や経済・雇用を
支えるなど、重要な役割を担っていますが、建設投資の減少に加え、加速する人口減少や少子高齢化といっ
た社会経済情勢にあって、厳しい経営環境に置かれています。 
このため、今後とも、本道の建設業が、様々な変化に柔軟に対応し持続・発展を遂げ、地域の経済・雇用

を支えていけるよう、経営体質の強化や技術力の向上を図るなど、本業の強化や新分野進出などに向けた取
組を促進します。 
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事 業 名 ・ 概  要            予算額 (千円) 所管部署 
 就職支援委託訓練費 〔再掲〕 

37,481 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 

 

産業界の景気動向等、雇用失業情勢により発生する離職者や、産業構造の転換等に伴う労働力のミスマッ

チに対応するため職業訓練を実施し、再就職の促進を図る。 

 
 
 
〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事 業 名 ・ 概  要            
人材確保等支援助成金 〔再掲〕 

 ■雇用管理制度助成コース（建設分野） 

 中小建設事業主が、雇用管理制度の導入による職場の雇用管理改善を通じて、従業員の離職率の低下及び、若年及び女性労働者の入

職促進に取り組み、目標を達成した場合に、一定額を助成する。 

■若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース（建設分野） 

 建設事業主や建設事業主団体が、若年及び女性労働者の入職や定着を図るため、「若年者及び女性に魅力ある職場づくり」につながる取

組や広域的な職業訓練の推進活動を実施した場合に、経費の一部を助成する。 

■作業員宿舎等設置助成コース（建設分野） 

 中小建設事業主が、被災三県に所在する工事現場の作業等を行う建設労働者のための作業員宿舎、賃貸住宅及び作業員施設を賃借

した場合、経費の一部を助成する。 

トライアル雇用助成金 〔再掲〕 

 ■若年・女性建設労働者トライアルコース 【新規】  

 建設事業主が、職業経験の不足などから就職に不安のある若年者や女性を対象として、一定期間試行雇用することにより、その適性や業務

遂行の可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職や建設業における雇用機会の創

出を図ることを目的として、通常のトライアル雇用助成金に上乗せ助成する。   
〔独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部予算事業〕   

事 業 名 ・ 概  要            
 在職者訓練 〔再掲〕 
 中小企業の在職者等を対象に、仕事を遂行する上で必要な専門的な知識及び技能・技術の向上を図るための訓練を実施する。 
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⑤ 地域の創意に満ちた雇用創出 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

・ 地域におけるソーシャルビジネスやコミュニティビジネス等による地域課題の解決を図る取組を促進するため、創業な
どの支援体制の整備等を図り、NPOなどの多様な事業者の活動を支援します。 

 

・ 「地域雇用開発促進法」による、「雇用開発促進地域」における事業者に対する国の支援措置を活用し、事業所
の施設・設備の設置・整備に伴う地域求職者の雇い入れを促進します。 

 

・ 道内における起業を促進するため、地域課題の解決に資する優れた創業計画を募集・選出・表彰するとともに、ク
ラウドファンディング型ふるさと納税を活用して、起業時の初期投資の一部を助成します。 

 

・ スポーツ大会や合宿を誘致するため、地域の関係団体とのネットワークを構築しスポーツコミッションの設立促進・連
携強化を図るとともに、受入や大会運営を支援するスポーツプロボノ委員(仮称)を委嘱します。 

 

・ 雇用創造に意欲的な市町村などと連携し、実践型地域雇用創造事業など国の制度を活用した自立的な取組や
地域活動を促進するとともに、地域づくり総合交付金により、地域の特性・優位性を生かした取組を効果的に支援
し、地域の創造と主体性を活かした地域づくりを推進します。 

 

・ 振興局に設置した地域雇用ネットワーク会議などを通じて、市町村やハローワーク、経済団体等との情報共有・連
携を図り、地域における雇用創造の取組を支援します。 

 

 

 〔道予算事業等〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額 (千円) 所管部署 

 地域力向上サポート事業費 

694 

総合政策部 

地域振興局 

地域政策課 

 地域力を高めようとする主体的な取組に対し、市町村や分野の枠にとらわれない連携や広範囲での事業実施

など、専門家や大学とも協力しながら、効果的にサポートすることにより、NPO等の地域活動が促進される。 

 

地域づくり総合交付金（地域づくり推進事業） 

4,300,000 
 地域の創意と主体性に基づく地域の特性や優位性を生かした取組の促進を図るため、市町村等が地域課題

の解決や地域活性化を目的として取り組む事業を支援する。 

 

 地域再生・地域活性化推進事業費 

536 
 市町村や関係団体等と連携を図りながら、本道にふさわしい地域再生計画の推進及びクラウドファンディング等

資金調達の普及拡大を図ることにより、地域経済の活性化（再生）が図られる。 

空き店舗を活用したコミュニティビジネス創出加速事業 〔再掲〕 

4,443 

経済部 

地域経済局 

中小企業課 

 人口減少社会を視野に入れた地域商業の活性化に向け、商店街の空き店舗を活用したコミュニティビジネスの

創出の取組を支援する。 

 

ふるさと経済活性化のための起業応援事業 【新規】 〔再掲〕 

11,017 
 道内における起業を促進するため、地域課題の既決に資する優れた事業計画を募集・選出・表彰するととも 

に、クラウドファンディング型ふるさと納税を活用して起業時の初期投資の一部を助成する。 

エネルギー地産地消事業化モデル支援事業 〔再掲〕 

370,474 

経済部 

産業振興局 

環境・ 

エネルギー室 

 地域における先駆的なエネルギーの地産地消のモデルとなる取組に対し、システムの検討、設計段階から事業

化まで一貫して最大5年間の支援を行う。 

 地域における雇用を創出するためには、地域の関係者が自ら考え、地域の資源や潜在力を有効活用する
など、地域が主体となった取組が活発になることが重要です。 

 このため、国や道の産業・雇用施策の積極的な活用を促進するとともに、市町村や地域経済を支える多様
な事業者と連携を図りながら、地域の創意に満ちた雇用創出の取組を総合的に支援します。 
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事 業 名 ・ 概  要            予算額 (千円) 所管部署 
地域若者就業・定着支援事業 〔再掲〕 

27,907 

経済部 

労働政策局

雇用労政課 

 振興局に設置した地域雇用ネットワーク会議などを通じて、市町村やハローワーク、経済団体等との情報共有・

連携を図り、地域における雇用創造の取組を支援します。 

 

いなか暮らし応援プログラム推進事業 〔再掲〕 

59,284 

総合政策部 

地域創生局 

地域戦略課 

 道内外の若者や働く世代を中心に、北海道を舞台に自ら夢を実現しようとする人々を呼び込むため、本道への

移住の総合的な窓口となる「ふるさと移住定住推進センター」を東京及び札幌に設置し、「しごと」「住まい」「暮

らし」情報の一元的な収集・提供を行う他、地域に潜在するしごとの掘り起こしや、官民連携を加速するプロデ

ューサーの配置を行う。 

地域スポーツコミッション推進事業費 【新規】 〔再掲〕 

5,476 

環境生活部 

スポーツ局ス

ポーツ振興課 

 スポーツによる地域の活性化に向け、スポーツ大会や合宿を誘致するため、地域の関係団体とのネットワークを

構築しスポーツコミッションの設立促進・連携強化を図る. 

 農村ツーリズム育成支援事業費 【新規】 〔再掲〕 

1,000 

農政部 

農村振興局 

農村設計課 

 農村ツーリズムに携わる将来の人材を確保していくため、地域内のネットワークが構築された農村ツーリズムの先
進地のノウハウを活用し、新たに多様な滞在コンテンツの提供や運営を担う若者等の育成を支援する。 

 

 

 

 

〔北海道における産業施策と雇用施策の一体的実施事業〕     
事 業 名 ・ 概  要            

 産業施策と雇用施策の一体的実施事業 (北海道ビジネスサポート・ハローワーク) 〔再掲〕 

 北海道が従前から（公財）北海道中小企業総合支援センターを通じて実施してきた中小企業者に対する各種経営面での支援と、「北海道ビ

ジネスサポート・ハローワーク」における雇用面や各種助成措置などの支援を一体的に実施することにより、中小企業者をワンストップで支援する。 

 

 

 

 
〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事 業 名 ・ 概  要            
実践型地域雇用創造事業 

 雇用機会が不足している地域、人口減少に伴う人材不足や雇用機会の減少、それに伴う地域経済の衰退が進む構造的な雇用課題を抱える

地域において、雇用創造に自発的に取り組む市町村等からの提案を受ける形で、求職者の雇用機会の創出に資する能力開発や就職促進等

の取組に加え、事業の支援を通じて育成した人材等を活用し、波及的に地域の雇用機会を増大させる効果が高く、地域の産業及び経済の活

性化に資する取組を一体的に行う事業の実施を、事業を提案した協議会へ最大３年以内を限度に委託する。 

地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース） 

 同意雇用開発促進地域、過疎雇用改善地域または特定有人国境離島等地域において、事業所の設置・整備に伴い、その地域に居住する

求職者を一定の条件で雇用した人数及び設置・整備費用に応じて一定額を支給。また、創業事業主には助成額を一部加算する 
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（2） ものづくり力・発信力の向上 

① ものづくり産業の振興 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔本年度の主な取組〕 

・ 「食」や「ものづくり」｢健康長寿｣など、本道における強みや資源を活かしながら、地域を支える産業の振興や企業誘
致の推進などにより、良質で安定的な雇用の場づくりを進めます。 

 

・ 自動走行に係る実証試験場や国の社会実証試験の誘致を進めるとともに、次世代自動車産業の参入促進や若
者等の理解促進による人材育成に取り組みます。 

 

・ 新しい成長分野である宇宙産業の育成を図るため、企業や研究機関等の連携体制を構築し、新ビジネス創出を
促進するとともに、次世代へのチャレンジの象徴として宇宙をテーマにこどもや学生の宇宙開発や科学技術に対する
関心を高めます。 

 

・ ものづくり・食・バイオ・ITなど産業間の連携、地域の産業支援機関との連携など、多様な連携による重層的な「北
のものづくりネットワーク」により、マッチングや技術支援などを通じた新製品開発等を推進します。 

 

・ 産学官が連携して行う科学技術の研究を支援するとともに、生産性の向上や省エネルギーに資する道内大学と企
業等が開発したＡＩ/ＩｏT等の先端技術の普及啓発を行い、新たな先端技術を活用した取組の創出を図りま
す。 

 

・ （地独）北海道立総合研究機構と連携した先端技術の道内企業への移転などを通じて、本道企業の道内外の
サプライチェーンへの参入・取引拡大を促進するとともに、健康長寿関連分野や自動車関連分野等を対象に、道
内ものづくり企業の参入を促進します。 

 

・ 「北大リサーチ＆ビジネスパーク」を中心に実施されているヘルスイノベーションに関する研究開発を支援するととも 

に、これらの研究成果と北海道の食関連産業等が強固に連携した新たな産業を創出する「北海道バイオリーディン
グプロジェクト」を展開します。 

 

・ 新技術・新産業の創出により産業競争力を強化し、本道経済の活性化を図るため、独自の技術や付加価値をも
った商品を創造し、それを知的財産として戦略的に保護・活用する知的創造サイクルの確立に向けた各種施策を
展開します。   

 

 

 〔道予算事業等〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額 (千円) 所管部署 
次世代自動車関連ものづくり産業振興事業 【新規】 

8,445 

経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 次世代自動車（水素自動車・ＥＶ）など環境負荷軽減が期待できる成長分野への参入促進や、環境負荷

軽減につながる自動走行に関する取組、若年者等への環境配慮型ものづくり産業への理解促進による人材育

成等を通じ、道内ものづくり産業の付加価値向上と競争力強化を図り、もって、環境への負荷軽減と道内もの

づくり産業の振興に資する。 

自動走行車開発拠点化促進事業 【新規】 

11,102 
 自動車関連産業の集積と自動走行の早期実用化を促進するため、自動走行に係る実証試験場や国の社会

実証事業の誘致を図るほか、道内の公道外試験適地調査等を行い、企業等の実験の誘致を図る。 

 

 経済波及効果の高いものづくり産業の振興は、地域に新たな雇用機会を創出するとともに、地域の産業と
の連携による取引拡大を通じた更なる雇用機会の拡大などの効果も期待できます。 
このため、公的試験研究機関や産業支援機関の機能をフル活用するなど、道内ものづくり企業や IT 企業

の技術力の向上を図るとともに、道内企業の技術やデザイン力の高度化による付加価値向上や IT 化を促
進します。 
また、新たな経済的・社会的価値を創出するため、研究･技術開発の拠点づくり、産学官のネットワークづく

り、産業技術の高度化の推進などに取り組みます。 



- 26 - 

 

事 業 名 ・ 概  要            予算額 (千円) 所管部署 
高度技術産業集積活性化事業費 

230,388 

経済部 

産業振興局 

科学技術振

興室 

 函館地域における中小企業等の技術力の向上及び新製品開発等の促進のため、技術指導や研究開発等を

支援する。  

 

 リサーチ＆ビジネスパーク整備推進事業費（北大連携型起業家育成施設入居企業支援事業） 

11,606 
 産学官の連携により、研究開発から事業化までの一貫したシステムの構築を目指す「リサーチ＆ビジネスパーク」

構想の推進に向け、北大連携型起業家育成施設（北大ビジネス・スプリング）の入居企業への支援などによ

り新事業・新産業の創出を図る。 

 科学技術振興戦略推進費（知的財産戦略推進費） 

766  知的財産を適切に保護し積極的に活用する「知的創造サイクル」を本道において確立し、新技術の創造と新

産業の創出を図るため、知的財産戦略本部の運営や知的財産に関する普及啓発などを行う。  

 

 知的所有権センター事業費 
 

7,500 

 

 道内中小企業等における特許等の産業財産権を活用した事業展開を支援するため、北海道知的所有権セ

ンターにおいて、特許等の流通、情報検索及び活用への支援などを行い、企業等の開放特許や道有特許等の

活用を促進する。 

 研究開発支援事業費補助金       

29,455 
 産学官連携による事業化を志向する基礎的研究等及び有用な新技術の創出や地域産業の振興につながる

研究等を支援する。 

ＡＩ/ＩｏＴ等先端技術導入促進事業 【新規】       

3,357 
 生産性の向上や省エネルギーに資する道内大学と企業等が開発したＡＩ/ＩｏT等の先端技術の普及啓発

を行い、新たな先端技術を活用した取組の創出を図る。 

 

宇宙産業育成事業 【新規】      

2,996 
 新しい成長分野である宇宙産業の育成を図るため、企業や研究機関、行政等で構成する協議会を設置し、

衛星データ利用分野における新ビジネス創出を促進する。 

 

宇宙へのチャレンジ推進事業 【新規】      

3,396 
 道内民間企業によるロケット打上げの機会を活かし、命名150年を迎える北海道の次世代へのチャレンジの象

徴として宇宙をテーマにこどもや学生の宇宙開発や科学技術に対する関心を高める。 

 

寒冷環境対応IoT製品等の開発支援拠点整備事業費 【新規】      

548,453 
 スマート農業や寒冷地仕様EVなど幅広い分野における積雪寒冷環境対応のIoT製品や、航空宇宙関連機

器の開発･製造を加速化させるため、（地独）北海道立総合研究機構工業試験場の施設･機器の整備を

行う。 

 総合研究機構運営支援費（戦略研究費）  

60,000 

総合政策部

政策局 

研究法人室 

 （地独）北海道立総合研究機構の複数の研究分野や企業、大学、国の研究機関の緊密な連携の下、道

の重要な施策に関する分野横断的な研究等を戦略的に推進する。 

 

 中小企業競争力強化促進事業費 〔再掲〕 

37,625 

経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 

 

産業構造の高度化による自立した経済構造への転換に資するよう、中小企業の競争力の強化を促進するため

、「北海道産業振興条例」に基づき、(公財)北海道中小企業総合支援センターを通じて中小企業が取り組む

製品開発やマーケティング、コンサルタント等招へい、産業人材育成・確保などを支援する。 

 中小企業応援ファンド貸付金 〔再掲〕 

－ 
 地域産業の芽を見い出し、新たな産業の創出を図るとともに道内中小企業等の競争力の強化や経営革新に

よる事業化などの取組を加速させるため、国や道内経済界との協力のもと支援ファンドを組成し、地域経済の自

立的・継続的発展を促進する。 

戦略産業雇用創造プロジェクト事業費  

－ 

 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 

 

 

 

 

 

 

 

良質で安定的な雇用の場の創出に向け、ものづくりや食関連分野等の一層の産業育成強化と、人材育成や

就業支援といった雇用創出の取組を一体的に実施する。 

 

■ものづくり産業販路拡大事業  

5,360 

経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 本道ものづくり産業における良質で安定的な雇用の創出に向け、マッチング等の場として北洋銀行が主催す

る「ものづくりテクノフェア」に道外企業や四高専関係者を招へいするとともに、道外企業とのビジネス交流等を

実施する。 
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事 業 名 ・ 概  要            予算額 (千円) 所管部署 
 

 

 

 

■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  

12,441 

経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 地域産業の生産現場の課題等を道内のものづくり企業の技術力等を結集し解決するなど、潜在的なニー

ズを掘り起こし、獲得していく取組を促進・持続化するため、道内のものづくり関係業界団体間の連携による

環境づくりとともに、自動車・食関連機械分野の共同開発のモデル事業の実施とこうした製品開発の「目利

きのできる」人材の育成を図る。 

■自動車関連分野販路拡大事業  

  8,233 
 本道ものづくり産業における良質で安定的な雇用創造に向け、経済波及効果が高く、本道に集積が進み

つつある自動車関連分野への参入を促進するため、自動車関連産業を取り巻く環境変化を捉え、東北各

県と連携し、東北及び中京圏において、道内企業と道外サプライヤー等とのマッチングを実施する。 

■食関連機械分野販路拡大事業  

5,856 
 本道が優位性を持つ「食」を支える食関連機械産業の育成・振興を図るため、道内外の食関連産業ともの

づくり産業とのマッチングや、道内ものづくり企業の道外への技術等のアピールなどに取り組み、取引機会の開

拓を図る。 

■中核的人材育成促進事業   

7,000 
 道内での食関連産業や健康長寿関連産業の振興を図るため、企業が中途採用者に対して実施する中核

的人材育成に必要な様々な人材育成の取組を支援する。 

 

■参入促進支援事業 

87,265 

経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 

 

本道企業の自動車・食関連機械分野への参入を促進するため、参入を目指す企業の個別課題解決への

支援や最新技術の導入促進を通じ、道内ものづくり企業の対応力強化を図るとともに、中京圏や東北地

域において発注ニーズの発掘や道内企業とのマッチングを行う。  

 

 

経済部産業

振興局科学

技術振興室 

■機能性食品・素材バリューチェーン強化パッケージ事業 〔再掲〕 

80,498 

経済部 

食関連産業

室 

 今後の成長が期待される機能性食品市場獲得を図るため、ヘルシーDoの活用等による機能性食品・素

材の開発促進・支援や販路拡大等の取組を実施し、 科学的根拠に基づく食の高付加価値化を通じた食

関連産業等の振興と雇用創出を図る。 

■「健康・医療」関連分野参入促進事業 〔再掲〕  

8,029 

経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 今後、成長が見込まれる「健康・医療分野」をターゲットとした道内ものづくり企業の参入を促進するため、企

業の新規参入に向けた環境づくりや道内企業の技術力のアピールを行い、幅広いものづくり産業の振興によ

る地域産業の活性化を図る。 

■若年者安定就業促進事業 〔再掲〕 

188,837 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 より良い雇用条件を希望し、転職を考えている若年離職者･在職者や学卒未就職者の安定した就業を促

進するため、道の戦略産業と位置づけられ、安定的かつ良質な雇用の場づくりを推進している食・ものづくり

関連産業への就業をワンストップで支援する。 

 

 

 

 〔北海道経済産業局予算事業〕                                                             

事 業 名 ・ 概  要            
戦略的基盤技術高度化支援事業 

 我が国製造業の国際競争力強化と新事業創出を目指し、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に資する研究開発から販路開拓までの取

組促進を目的とする研究開発支援を行う。 

 

ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金 〔再掲〕 

 国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中小

企業・小規模事業者の設備投資等を支援設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業を支援する。 
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 ② 海外との経済交流 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

〔本年度の主な取組〕 

 

・ 食や観光の海外展開と連動し、新たな分野のブランドの知名度向上を図るとともに、投資の促進や技術の売り込
みなど北海道ブランドを活用した取り組みの裾野を拡大し、ASEANの成長力を取り込みます。 

 

・ シンガポールに設置している北海道ASEAN事務所など海外事務所と関係機関との連携強化により、アジアマーケ
ットの更なる開拓促進を図ります。 

 

・ 道内企業の中国市場への参入促進や輸出拡大に向け、ビジネスチャンスの創出や海外展開の機運醸成を図るた
め、日中の政府機関、経済団体、企業などが集うハイレベル会合を誘致します。  

 

・ 平成29年8月の道とベトナム政府との覚書締結を踏まえ、現地でのセミナーや大学、企業等とのマッチングなど経済
人材の交流を促進します。 

 

・ 日露の幅広い関係強化とさらなる経済交流の拡大を図るため、国と連携した欧露部での経済フォーラム等への参
加やサハリン州との青少年交流、中国・黒竜江省を含めた3地域交流の拡大等の取組を進めます。 

   

 

 

〔道予算事業等〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額 (千円) 所管部署 
 経済国際化推進費 

1,856 

経済部 

経済企画局 

国際経済室 

 グローバル企業との競争に直面する道内企業の支援のため、貿易コンサルティングや貿易実務・海外投資に関
わる情報提供等を行う「北海道国際ビジネスセンター」の活動を支援する。 

 国際ビジネスセンター・東アジア研究センター運営費負担金 

3,452 
 北海道国際ビジネスセンターが提供する実践的なアドバイス機能及び東アジア地域を対象に幅広い情報の収
集・分析・提供等を行う「東アジア研究センター」機能の整備・運営を支援する。 

 

海外事務所運営事業費（北東北三県・北海道ソウル事務所運営事業費）  

9,861 
 平成14年に北東北三県と合同で設置した「北東北三県･北海道ソウル事務所」において、観光共同事業を

中心とした各種交流の促進に取り組み、物産と観光の連携による事業展開を図り、北海道への誘客促進、道

産品の販路拡大など各種事業を展開する。 

 東アジア経済交流事業費（北海道上海事務所運営事業費） 

25,874 
 平成23年12月に設置した「北海道上海事務所」において、中国国内でのネットワークづくりを進め、道内企業

のビジネス展開支援、道産品及び北海道観光の海外市場獲得に向けた取組を推進する。   

 東アジア経済交流事業費（北東アジア経済交流推進費） 

2,038 
 中国東北三省からの代表団の受入及び北海道経済代表団の東北三省への派遣を行い、道と三省政府との

間で経済交流に関する定期協議を実施するとともに、日中企業間での貿易投資に関する意見交換会や交流

会を実施し、北海道と東北三省の双方にメリットのある経済交流の具体化を図る。 

 海外事務所運営事業費（北海道ASEAN事務所運営事業費） 

29,398 
 中間層が急増するASEAN各国との経済交流を加速するため、平成27年12月にシンガポールに設置した「北

海道ASEAN事務所」において、市場ニーズの収集・把握から販路開拓、本道関係イベントの調整など、オール

北海道体制により、道内市町村・企業の活動を現地で支援する。 

 少子高齢化に伴う人口減少などにより国内市場が縮小している中、近年、東アジアやロシア極東地域など
は高い経済成長を遂げており、こうした海外市場の活力を取り込むことによる、本道経済のグローバル化が求
められています。 
このため、海外拠点や関係機関と連携したネットワークの充実を図るとともに、地域ブランドの発掘・育成や

北海道ブランド力の強化、環境問題や福祉などの社会的課題の解決に向けたビジネスへの参入などを通じ、
道内企業の海外展開を促進するなど、国際情勢の変化や国・地域により異なるニーズを的確に捉えて施策を
推進します。 
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事 業 名 ・ 概  要            予算額 (千円) 所管部署 
 HOKKAIDOブランド海外展開促進事業  

17,000 

経済部 

経済企画局 

国際経済室 

 食や観光の海外展開と連動し、新たな分野のブランドの知名度向上を図るとともに、投資の促進や技術の売り

込みなど北海道ブランドを活用した取り組みの裾野を拡大し、ASEANの成長力を取り込む。 

 投資先導型グローカルビジネス推進事業（観光関連施設等投資促進事業） 

39,454 
 来道外国人500万人達成に向け、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。  

経済国際化推進費（日本貿易振興機構（ジェトロ）北海道貿易情報センター負担金） 

30,537 
 本道の貿易振興のため、ジェトロ北海道貿易情報センターが実施する道内企業向けの販路拡大の取組に要

する経費の一部を負担する。 

 

日中経済協力会議開催費負担金 【新規】 

8,847 
 北海道150年を機に、日本及び中国の政府機関、自治体、経済団体、企業等が集う国際会合を誘致し、

道内の海外展開機運を醸成するとともに、中国へ向けた道内企業の参入促進・輸出拡大を図る。 

 

ベトナムとの経済人材交流事業 【新規】 

2,510 
 平成29年8月の道とベトナム政府との覚書締結を踏まえ、現地でのセミナーや大学、企業等とのマッチングなど

経済人材の交流を促進する。 

 

民族共生象徴空間誘客促進・地域連携事業費（海外情報発信事業費） 【新規】 

47,538 
 民族共生象徴空間の開設に向けたアイヌ文化の発信強化と、道産品など北海道の魅力発信を連携させ、海

外との経済交流の拡大を図る。 

 

 サハリン州等ロシア極東地域友好・経済協力推進事業費（サハリン事務所維持運営費） 

16,486 

総合政策部

国際局国際

課 

 本道とロシア連邦極東地域の友好及び経済交流の促進を図るため、ロシア連邦サハリン州ユジノサハリンスク市 

に平成13年1月に設置した「北海道サハリン事務所」を運営する。 

北海道・ロシア連邦地域間協力キックオフ事業  

70,000 
 平成28年12月の日露首脳会談、サハリン州知事との会談等の結果を踏まえ、日露の幅広い関係強化と更

なる経済交流の拡大に向け、ロシア極東地域との交流の深化に加え欧露部等との交流に取り組む。 

 

 道市連携海外展開推進事業費 〔再掲〕 

20,000 

経済部 

経済企画局 

国際経済室 

 道と札幌市が連携し、ASEAN・中国の海外事務所等を活用しながら、地域と一体となった効果的な海外展

開を実施し、道内企業の現地進出・輸出拡大を図る。 

 

戦略産業雇用創造プロジェクト事業費 〔再掲〕  

 
経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 良質で安定的な雇用の場の創出に向け、ものづくりや食関連分野等の一層の産業育成強化と、人材育成や

就業支援といった雇用創出の取組を一体的に実施する。 

 

 ■道産食品・食材ブランド戦略事業費（台湾・ASEAN等プロモーション推進）〔再掲〕  

45,787 

経済部 

経済企画局 

国際経済室 

 世界的な北海道ブランドの浸透を追い風に、安全・安心で高品質な道産食品・食材のブランドイメージを高 

め、現地の嗜好や購買行動等の情報を蓄積し、現地プロモーションから継続的なビジネスにつなげる仕組み

を構築し、輸出促進と道内食品製造業等の雇用拡大を図る。 

 ■ロシア極東地域ビジネス展開支援事業（食分野）〔再掲〕 

27,503 

総合政策部

国際局国際

課 

 アドバイザー設置による新たな有望商品の発掘、フェアや商談会での市民・バイヤーの反応を踏まえ現地で

競争力を有する商品を選別、アンテナショップにおけるプロモーションと販売の実施により、進出意欲のある道

内中小企業のロシアビジネスを官民共同によりワンストップで支援する。 
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（3） 健康長寿産業の振興 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔本年度の主な取組〕 

 

・ 産学官と連携しながら道内大学等の研究シーズなどを活かした企業立地の促進や、道内ものづくり企業の健康長
寿関連分野への参入促進、医療系ベンチャーの創業や研究開発を促進します。 

 

・ 健康志向の高まりを背景として、運動指導に地元食材や温泉施設など地域資源を組み合わせた、新たなヘルスケ
アサービスの開発を支援し、普及を促進するとともに、ヘルスツーリズムの地域での取組への支援などを行います。 

 

・ 「ヘルシーDo（ドゥ）」を活用した食関連産業とバイオ産業の連携などによる道産農水産品の高付加価値化や機
能性食品等の開発・販路拡大を推進し、フード特区の取組と連動した「ヘルシーDo」制度の更なる普及促進を図
ります。 

 

・ 健康経営を推進する関係団体等と連携して健康経営を促進する新たなビジネスプランの創出を支援することによ 

り、健康サービスの参入と道内中小企業等の健康経営の取組を促進します。 
 

 

 

 〔道予算事業等〕                                                                                              

事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

 北海道食品機能性表示制度運営費  

423 

経済部 

食関連産業

室 

 北海道食品機能性表示制度（愛称：ヘルシーDo（ドゥ））の安定的・効率的な運営を図るため、専門家

会議を運営するほか、認定商品調査を実施する。 

 

 地域連携型ヘルスケアビジネス創出事業  

5,863 

経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 地域における健康サービス産業の参入を促進するため、日本版CCRCのサービス提供事業者となるシニア層向

けヘルスケアサービスの事業者を育成する。 

 

 健康経営対応型ヘルスケアビジネス創出支援事業 【新規】［赤レンガ・チャレンジ事業］ 

－ 

 平成29年度に実施した現役世代向けヘルスケアサービスの需用者ニーズ及び供給者実態調査結果を踏ま 

え、道と包括連携協定を締結したアクサ生命保険（株）や健康経営を推進する関係団体等と連携して健康

経営を促進する新たなビジネスプランの創出を支援することにより、健康サービスの参入と道内中小企業等の健

康経営の取組を促進。 

 地域観光活性化促進事業 〔再掲〕 

81,024 

経済部 

観光局 

 地域の観光事業者などが連携して行う地域の特性を生かした観光資源の掘り起こし・磨き上げによる多様な
観光商品づくりの取組に対し、商品開発からＰＲ、旅行会社へのセールスまで一貫した支援を行う。 

 

 広域観光推進事業 〔再掲〕 

108,363 
 地域の観光協会や団体などが連携して広域的に取り組む観光商品の開発や周遊ルートづくり、プロモーション
などを支援し、広域連携や二次交通整備等の受入体制整備を図る。 

 

戦略産業雇用創造プロジェクト事業費 〔再掲〕  

 
経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 良質で安定的な雇用の場の創出に向け、ものづくりや食関連分野等の一層の産業育成強化と、人材育成や

就業支援といった雇用創出の取組を一体的に実施する。 

 人口減少・高齢化が進む本道にあって、健康長寿産業はこうした問題解決に貢献しつつ、医療や介護･福
祉分野における需要の取り込みを通じて持続的な経済成長を牽引していくことが期待されています。 
このため、今後の成長が期待される健康長寿産業の振興に向け、産学官が連携しながら、企業誘致や参

入促進、機器開発等を推進するとともに、健康志向の高まりを背景とした新たなニーズに対応するため、運
動・栄養指導に地域資源を活かしたサービスを付加するなど、ヘルスケアサービスの普及と高度化を促進しま
す。 
また、食関連産業とバイオ産業の連携などによる道産農水産品の高付加価値化や機能性食品等の開

発・販路拡大を促進します。 
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事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

 ■機能性食品・素材バリューチェーン強化パッケージ事業  

80,498 

経済部 

食関連産業

室 

 今後の成長が期待される機能性食品市場獲得を図るため、ヘルシーDoの活用等による機能性食品・

素材の開発促進・支援や販路拡大等の取組を実施し、 科学的根拠に基づく食の高付加価値化を通

じた食関連産業等の振興と雇用創出を図る。 

■ 「健康・医療」関連分野参入促進事業  

8,029 

経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 今後、成長が見込まれる「健康・医療分野」をターゲットとした道内ものづくり企業の参入を促進するため、企

業の新規参入に向けた環境づくりや道内企業の技術力のアピールを行い、幅広いものづくり産業の振興によ

る地域産業の活性化を図る。 

 ■健康・医療産業立地促進事業  

8,117 
 近年、医療機器メーカーの進出や、大学の研究シーズを生かした医薬品工場の建設が検討されるなど、健

康・医療関連分野の企業立地の動きが見られることから、この動きを捉えて同分野での企業誘致活動を重

点的に展開することにより、道内における企業立地を促進し、地域の雇用創出を図る。 
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（４）環境・エネルギー産業の振興 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔本年度の主な取組〕 

・ 各産業における環境・エネルギー技術の活用促進や、地域が有する特色あるエネルギー資源を活用するエネルギー
の地産地消を促進するとともに、本道の地域特性を踏まえて設定したモデル地域を中心とした市町村や道内企業
のスマートコミュニティの構築に向けた取組を支援します。 

 

・ 将来のエネルギー源として期待される水素の利活用に向けた機運醸成を図るため、全道でキャンペーンを実施する
ほか、道央圏の市町村等と連携して、燃料電池自動車の普及拡大に向けた検討を行います。 

 

・ メタンハイドレートなど次世代エネルギー資源の実用化に向けた取組、石炭の地産地消や炭層メタンガスの活用な
どを促進するとともに、庁内関係部や産学官の連携により、地域におけるバイオマス利活用の取組を促進、支援し、
全道のネットワーク化を図ります。 

 

・ エネルギー地産地消に向け、市町村等が取り組む地域経済の活性化や雇用などへの波及効果が高い、地域のエ
ネルギー資源を活用した設備導入等を支援します。 

 

 

 〔道予算事業等〕                                                                                              

事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

電源施設周辺地域対策費（電力移出県等対策費（北海道エネルギーフロンティア事業）） 

127,139 

経済部 

産業振興局 

環境・ 

エネルギー室 

 

 

地場企業の創意工夫ある事業提案により、道民が利用する道有施設における省エネルギー推進や新エネル 

ギーの導入の取組を進めるとともに、導入を通じて普及啓発を図る。 

 ほっかいどう省エネ・新エネ応援ライブラリー事業［赤レンガ・チャレンジ事業］ 

－ 
 省エネルギーの促進、新エネルギーの導入の促進を図るため、ホームページ「ほっかいどう省エネ・新エネ応援ライ

ブラリー」を開設し、各関係機関の有するデータや情報を紹介する。 

 

 省エネ・新エネ導入効果「見える化」事業［赤レンガ・チャレンジ事業］ 

－ 
 道有施設に設置する省エネ・新エネ設備の導入量・電力削減量をお知らせし広く情報発信することで、省エネ・

新エネの導入促進を図る。 

 

 省エネルギー・新エネルギー機器の導入促進事業［赤レンガ・チャレンジ事業］ 

－ 
 省エネルギーの促進、新エネルギーの導入の促進を図るため、省エネ・新エネに関する機器の展示や情報提供

などの支援を行う。 

 

次世代環境産業育成・振興事業 

10,852 
 第２期北海道環境産業振興戦略に基づき、スマートコミュニティの構築や水素関連ビジネスの展開に向けた取

組及び環境産業分野の人材育成に対する支援などにより、環境産業の育成・振興を図る。また、これまでの取

組の実績や成果などを踏まえた施策展開について、戦略の中間点検・評価を行い実効性を確保する。 

炭鉱保安確保・坑内採炭設備整備費 

70,058 
 国の「産炭国に対する石炭採掘・保安に関する技術移転等事業」の実施により、我が国の海外炭の安定供給

確保や釧路地域の経済活性化に貢献する釧路炭鉱における炭鉱保安確保及び新たな坑道開発に伴う坑内

採炭設備整備に対し補助を行う。 

次世代エネルギープロジェクト事業化推進事業 

10,742 
 環境・エネルギー分野の、道内への実証プロジェクト誘致や道内企業の道外でのプロジェクトへの参画に向けた

環境整備を図るため、積雪寒冷地特有の製品や技術開発を進める道内企業と道外企業のものを組み合わせ

るなどして実施する道内での産学官金が連携したプロジェクトを支援する。 

 環境問題の深刻化、地域社会の創生が喫緊の課題である中、本道の経済活性化を図る新たな産業の
一つとして、地域が持つ優位性や特性を活かした環境・エネルギー産業への期待が高まっています。 
このため、多様なエネルギー資源や豊かな自然に根ざした力強い一次産業、企業、研究機関の優れた技

術などを活かしながら、各産業における環境・エネルギー技術の活用促進や、域内循環を高めるエネルギーの
地産地消などを促進し、環境・エネルギー産業の育成・振興を図ります。 
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事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

リサイクル産業振興対策費 

20,402 

経済部 

産業振興局 

環境・ 

エネルギー室 

 リサイクル製品の事業化に向けた取組に対する支援やリサイクルポートPR活動を実施することにより、本道にお

ける新たなリサイクル産業の創出を図る。 

 

先進的エネルギー関連技術振興事業費  

36,439 
 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、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ことにより、道内の省エネ・新エネ化を促進し、環境産業の振興を図る。 

 

環境産業販路確立総合対策事業  

13,042 
 道内企業が有する技術・製品の優位性を高めるための企業間連携による事業化に向けたコーディネートを行う

とともに、展示会への出展や企業マッチング支援出展などにより効果的にPRすることで、事業化の促進や新規

販路を開拓・拡大し、道内企業の環境・エネルギー分野への一層の参入促進を図る。 

地域新エネルギー導入調査総合支援事業  

31,223 
 地域における新エネルギーの導入を拡大するため、市町村等が取り組む導入可能性調査や発電・熱利用を目

的とした地熱井等の調査を支援するとともに、地熱・温泉熱の利活用に係る専門家を市町村や事業者に派遣

する。 

エネルギー地産地消事業化モデル支援事業  

370,474 
 地域における先駆的なエネルギーの地産地消のモデルとなる取組に対し、システムの検討、設計段階から事業

化まで一貫して最大5年間の支援を行う。 

 

地域資源活用基盤整備支援事業  

30,000 
 発電事業者が行う固定価格買取制度を活用した新エネルギー導入の取組に対し、北電の系統に接続するた

めに必要な送電線等の整備に要する費用を支援する。 

 

地域主体の新エネ導入支援事業  

270,000 
 エネルギー地産地消に向け、市町村等が取り組む地域経済の活性化や雇用などへの波及効果が高い、地域

のエネルギー資源を活用した設備導入等を支援する。 

 

エネルギー地産地消スタートアップ支援事業 【新規】 

5,500 
 エネルギーの地産地消の専門家である「地域新エネルギー導入コーディネーター」を希望する市町村等に派遣 

し、事業の掘り起こしや事業・収支計画の策定等の助言を行う。 

 

循環型社会推進費（バイオ燃料利活用普及促進事業費） 

220 

環境生活部 

環境局 

循環型社会

推進課 

 バイオ燃料普及戦略会議の開催やセミナー開催等の普及啓発の実施により、道産バイオ燃料の地産地消を

促進する。 

 

循環資源利用促進事業費 

1,018,710 
 循環資源利用促進税を財源として、産業廃棄物の排出抑制及び循環資源の循環的利用、その他産業廃

棄物の適正な処理に資する事業を実施し、産業廃棄物のリサイクル等に係る取組を行う事業者を支援す 

る。 

循環型社会形成推進費（循環型社会形成戦略的推進事業費） 

184 
 道内で発生した循環資源を利用し、道内で製造された一定の製品を「北海道リサイクル製品」として道が認定

し、リサイクル製品の利用を促進する。 

 

循環型社会推進費（３Ｒ推進費） 

1,503 

 循環型社会の構築に向け、道民、事業者、行政の自主的かつ相互に連携した３Ｒの取組を進推するた 

め、広く３Ｒの普及啓発を行うとともに、道民、事業者、行政が一丸となった３Ｒ運動を展開する。また、国内

でも賦存量が随一である道内のバイオマス資源を有効活用するため、産学官及び地域が連携して、バイオマス

の利活用を促進する。 

バイオマス利活用エキスパート・アドバイザー派遣事業 

942 
 

 

バイオマスの利活用に関する地域の自発的な取組の促進に向け、地域の機運醸成から事業の具体化に至る

様々な段階に応じて、専門家による適切なアドバイスを行うことにより、本道に豊富に賦存するバイオマスの利活

用を促進する。 

水素社会推進事業費 

5,000 

環境生活部 

環境局 

低炭素社会

推進室 

 北海道水素社会実現戦略ビジョン等に基づき、道民の理解の促進や水素利用機器の導入促進を図るため、

燃料電池自動車の展示・試乗会など普及啓発キャンペーンを実施するとともに、道央圏において、市町村等と

の連携による燃料電池自動車の普及検討を実施する。 
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事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

 森林吸収エコビジネス推進事業 

897 

水産林務部 

森林環境局 

道有林課 

 適切に整備された森林の価値向上を図るため、道有林を活用しモデル的に取得したJ-VER認証（カーボン･オ

フセット･クレジット）を同様の取組を行っている市町村や企業等と連携を図りながら、カーボン･オフセットに取り

組む企業に販売するなど、カーボン･オフセット市場の拡大と活性化を図る。 

食品産業エネルギー利用効率向上支援事業 【新規】 〔再掲〕 

10,000 

経済部 

食関連産業

室 

 本道が優位性を有する食産業分野において、省エネルギーや温暖化対策を進めるとともに、食品製造工程の
効率化や食品ロス削減を図るため、食品工場等における省エネや食品ロス削減対策等の取組実態や課題等

を調査し、北海道の食品産業におけるエネルギー削減対策と競争力の強化を図る。 

地産エネルギー利用施設立地促進事業 〔再掲〕 

4,871 
経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 省エネに繋がる北海道の冷涼な気候や豊富な新エネルギーの賦存量を活かし、環境配慮型データセンターの
誘致活動の展開を図り、「バックアップ拠点構想」及び「次世代環境モデル創造戦略」の具体化に寄与する。 

 

 総合研究機構運営支援費（戦略研究費）〔再掲〕 

60,000 

総合政策部

政策局 

研究法人室 

 （地独）北海道立総合研究機構の複数の研究分野や企業、大学、国の研究機関の緊密な連携の下、道

の重要な施策に関する分野横断的な研究等を戦略的に推進する。 

 木質バイオマス資源活用促進事業費 〔再掲〕  

26,500 

水産林務部 

林務局 

林業木材課 

 森林資源の循環利用による低炭素社会の実現に資するため、林地未利用材の集荷システムの定着や、木質

ペレットの消費地への安定供給に向けた実証、小規模熱利用システムの導入事例を紹介するセミナーの開催

などの取組を行う。 
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（5） 海外需要の取込みに向け加速する取組 

① 道産食品の輸出拡大 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

〔本年度の主な取組〕 

 

・ 道産食品のさらなる輸出拡大に向け、北海道ブランドが着実に浸透してきたアジア地域を中心に一層販売促進活
動等の取組を進めるとともに、ASEANにおける販売拠点の強化や欧米など新たな市場への輸出拡大を図ります。 

 

・ 輸出可能な商品の生産・製造の拡大に向けた支援や、関係機関・団体・企業等との連携による支援体制の構築
など、生産・製造、販売における輸出支援体制を確立します。 

 

・ 世界的な健康志向の高まりを背景としてニーズの拡大が期待される機能性食品や、人口増加や所得水準の上昇
が見込まれるイスラム圏など、今後需要増加が見込まれる品目や国・地域といった新たな市場に向けた販路の開拓
を進めます。 

 

・ 小口貨物の混載輸送の実践などを通じて、効率的な輸送体制づくりを促進します。 
 

 

 

 〔道予算事業等〕                                                                                              

事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

 道市連携海外展開推進事業費  

20,000 

経済部 

経済企画局 

国際経済室 

 道と札幌市が連携し、ASEAN・中国の海外事務所等を活用しながら、地域と一体となった効果的な海外展

開を実施し、道内企業の現地進出・輸出拡大を図る。 

 

道産食品輸出拡大に向けた小口貨物混載輸送検討事業  

3,498 

総合政策部 

交通政策局

交通企画課 

 効率的な輸送体制づくりに向け、小口貨物の混載輸送を実践する地域商社等の連携企業の拡大を図る。 

 

 

 貿易物産振興事業費補助金 〔再掲〕 

15,027 

経済部 

食関連産業

室 

 (一社)北海道貿易物産振興会が実施する取引商談会や物産展の開催など道産品の販路拡大のための公

益事業に対し補助する。 

 

 北海道食産業総合振興機構負担金 〔再掲〕 

17,000 
 経済界、関係市などとともに、フード特区に係る事業の円滑な推進のため、フード特区機構の運営維持やマネ
ジメント活動に必要な経費を負担する。 

 

  経済国際化推進費 〔再掲〕 

1,856 
経済部 

経済企画局 

国際経済室 

 グローバル企業との競争に直面する道内企業の支援のため、貿易コンサルティングや貿易実務・海外投資に関
わる情報提供等を行う「北海道国際ビジネスセンター」の活動を支援する。 

 

 国際ビジネスセンター・東アジア研究センター運営費負担金 〔再掲〕 

3,452 
 北海道国際ビジネスセンターが提供する実践的なアドバイス機能及び東アジア地域を対象に幅広い情報の収
集・分析・提供等を行う「東アジア研究センター」機能の整備・運営を支援する。 

 

 少子高齢化が進行し、国内の食市場の縮小が見込まれる中、海外市場への販路を開拓し、アジア地域
等の成長力を取り込むことにより、地域を支える農林水産業や食品加工業の発展と力強い地域経済の構築
を図ることが重要です。 
このため、道として「道産食品輸出 1,000 億円」の達成を目指し、成長著しいアジア等をターゲットとして、

官民連携により、道内各地の地域資源を活かすなど、海外需要の積極的な取り込みを推進します。 
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事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

 海外事務所運営事業費（北東北三県・北海道ソウル事務所運営事業費） 〔再掲〕 

9,861 

経済部 

経済企画局 

国際経済室 

 平成14年に北東北三県と合同で設置した「北東北三県･北海道ソウル事務所」において、観光共同事業を

中心とした各種交流の促進に取り組み、物産と観光の連携による事業展開を図り、北海道への誘客促進、道

産品の販路拡大など各種事業を展開する。 

 東アジア経済交流事業費（北海道上海事務所運営事業費） 〔再掲〕 

25,874 
 平成23年12月に設置した「北海道上海事務所」において、中国国内でのネットワークづくりを進め、道内企業

のビジネス展開支援、道産品及び北海道観光の海外市場獲得に向けた取組を推進する。 

   

 海外事務所運営事業費（北海道ASEAN事務所運営事業費）〔再掲〕 

29,398 
 中間層が急増するASEAN各国との経済交流を加速するため、平成27年12月にシンガポールに設置した「北

海道ASEAN事務所」において、市場ニーズの収集・把握から販路開拓、本道関係イベントの調整など、オール

北海道体制により、道内市町村・企業の活動を現地で支援する。 

経済国際化推進費（日本貿易振興機構（ジェトロ）北海道貿易情報センター負担金）〔再掲〕 

30,537 
 本道の貿易振興のため、ジェトロ北海道貿易情報センターが実施する道内企業向けの販路拡大の取組に要

する経費の一部を負担する。 

 

日中経済協力会議開催費負担金 【新規】 〔再掲〕 

8,847 
 北海道150年を機に、日本及び中国の政府機関、自治体、経済団体、企業等が集う国際会合を誘致し、

道内の海外展開機運を醸成するとともに、中国へ向けた道内企業の参入促進・輸出拡大を図る。 

 

民族共生象徴空間誘客促進・地域連携事業費（海外情報発信事業費） 【新規】 〔再掲〕 

47,538 
 民族共生象徴空間の開設に向けたアイヌ文化の発信強化と、道産品など北海道の魅力発信を連携させ、海

外との経済交流の拡大を図る。 

 

 サハリン州等ロシア極東地域友好・経済協力推進事業費（サハリン事務所維持運営費）〔再掲〕 

16,486 

総合政策部

国際局国際

課 

 本道とロシア連邦極東地域の友好及び経済交流の促進を図るため、ロシア連邦サハリン州ユジノサハリンスク市 

に平成13年1月に設置した「北海道サハリン事務所」を運営する。 

北海道・ロシア連邦地域間協力キックオフ事業 〔再掲〕 

70,000 
 平成28年12月の日露首脳会談、サハリン州知事との会談等の結果を踏まえ、日露の幅広い関係強化と更

なる経済交流の拡大に向け、ロシア極東地域との交流の深化に加え欧露部等との交流に取り組む。 

 

道産農水産物ブランド輸出促進事業費 〔再掲〕                                                  

6,980 
農政部 

食の安全 

推進局 

食品政策課 

 関係者で構成する協議会組織と連携しながら、「北海道ブランド」を最大限に生かした農畜産物と水産物の総
合的なPRにより、海外における道産農水産物の販路を拡大する。 

 道産農畜産物輸出拡大加速化事業費 〔再掲〕                                                  

38,301 
 有望な輸出先国やターゲットの絞り込み、一次加工品など付加価値が高い食材の販路拡大の取組を強化す
るとともに、道内の輸出に取り組む事業者の裾野を拡大する。 

 

 道産水産物販路拡大推進事業 〔再掲〕     

16,842 

水産林務部 

水産局 

水産経営課 

 水産物・水産加工品の輸出拡大を図るため、アジアにおける販売促進・販路拡大等の取組を進めるほか、新たな輸

出先国としてEU諸国を対象に加え、市場調査などを実施する。 

戦略産業雇用創造プロジェクト事業費  〔再掲〕  

 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 良質で安定的な雇用の場の創出に向け、ものづくりや食関連分野等の一層の産業育成強化と、人材育成や

就業支援といった雇用創出の取組を一体的に実施する。 

■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  

29,649 

経済部 

食関連産業

室 

 シンガポール及びタイでの道産品アンテナショップを活用し、テスト販売制度等のマーケティング支援機能の充

実を図るとともに、道産食品消費拡大キャンペーンの展開により、海外飲食店等と連携した道産食品のPR

及び販路拡大を図る。 

■道産スイーツ海外ブランド強化事業  

11,003 
 海外で認知度が高まる北海道スイーツについて、輸出・お土産品需要両面から海外需要の取り込みを促

進することにより、菓子産業等での雇用創出を図る。 

 

■新規市場食需要開拓推進事業  

50,660 
 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を構築す

ることにより、取組企業における雇用の創出を図る。 
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事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

 ■道産食品販路拡大推進事業  

39,311 

経済部 

食関連産業

室 

 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ことにより道産食品の海外販路を拡大し、関連企業における雇用の創出を図る。 

 

 ■道産食品・食材ブランド戦略事業費（台湾・ASEAN等プロモーション推進） 

45,787 

経済部 

経済企画局 

国際経済室 

 世界的な北海道ブランドの浸透を追い風に、安全・安心で高品質な道産食品・食材のブランドイメージを高 

め、現地の嗜好や購買行動等の情報を蓄積し、現地プロモーションから継続的なビジネスにつなげる仕組み

を構築し、輸出促進と道内食品製造業等の雇用拡大を図る。 

 ■ロシア極東地域ビジネス展開支援事業（食分野） 

27,503 

総合政策部

国際局国際

課 

 アドバイザー設置による新たな有望商品の発掘、フェアや商談会での市民・バイヤーの反応を踏まえ現地で

競争力を有する商品を選別、アンテナショップにおけるプロモーションと販売の実施により、進出意欲のある道

内中小企業のロシアビジネスを官民共同によりワンストップで支援する。 

■食品製造業のマーケティング力強化事業 〔再掲〕 

54,182 

経済部 

食関連産業

室 

 地域の上質な商品を発掘し、成長する首都圏等のアッパー層をターゲットとして磨き上げを行う商談会・相

談会を開催するほか、新たな地域ブランドを創設するなど食品製造業の及び高付加価値化に取り組む。ま

た、スーパーマーケット向け展示商談会への出展や相談会開催のほか海外販路開拓を図るため食の展示

会の開催を行う。 

 ■雇用創出地域展開事業 〔再掲〕 

51,142 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 各地域の基幹製造業である食料品製造業を対象に、地域がもつ特性や優位性をより活かしながら、商品

開発力の強化や国内外の販路拡大に取り組むほか、新たな事業展開などへの支援を通じて、良質で安定

的な雇用の創出を図る。 
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 ② 外国人観光客受入環境の整備推進 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

  *平成 29年２月１日策定の｢北海道インバウンド加速化プロジェクト｣により｢2020年度を目処に外国人観光客 500万人｣という目標に変更 

 

〔本年度の主な取組〕 

・ 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します。 

 
・ スキー、マラソン、サイクリングをテーマに、スポーツを切り口に本道の優位性を活かした観光の魅力を発信するスポー
ツツーリズムの振興を図ります。 

 
・ 外国人観光客が安心して快適に観光できる環境づくりのため、観光ホスピタリティの向上、通訳ガイド等の質の充
実・育成、国際観光通訳ボランティアの育成等を進めるとともに、観光案内所の整備・充実、情報通信技術などを
活用した的確な観光情報の提供、外国語表記の案内板の整備促進を図ります。 

 
・ 欧米市場からの誘客拡大を図るため、アドベンチャートラベルなど、旅行スタイルに応じたツアーの造成やブランド化を
図るほか、WebやSNS等を活用した道内観光情報の発信を行います。 

 
・ ムスリム市場からの誘客を促進するため、ムスリムフレンドリーの考え方に基づき、宿泊施設などの観光施設などに対
し、情報提供を行い受入体制の整備を促進します。 

 
・ 近年増加しているクルーズ船の寄港回数の拡大のため、クルーズ船の積極的な誘致を行うとともに、チャーター便の
就航促進による利便性の向上や空港機能の充実による、受入体制の強化を促進します。 

 

  

〔道予算事業等〕                                                                                              

事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

 北海道観光成長市場開拓促進事業 

75,987 

経済部 

観光局 

 成長が期待される東アジアや中国の誘客を促進するため、市場の熟度に応じた宣伝や商談会等の開催、現

地旅行会社の招へいなど、多様なプロモーションを実施する。 

 

北海道MICE誘致促進事業 

20,941 
 本道へのコンベンション誘致を一層促進するため、道外のコンベンション主催者等に対して積極的なプロモーショ

ンを行うほか、道内のコンベンション誘致地域の拡大や受入体制の底上げ等により、MICEの受入環境の魅力

アップを図り、誘客を促進する。 

海外クロスメディアコンテンツ制作・配信事業 

18,227 
 雄大な「自然」、豊かな「食」、多彩な「体験プログラム」に加え、北海道独特の生活文化などをコンテンツとして

製作し、海外のテレビやSNS等、複数のメディアを組み合わせて発信することにより、本道への外国人観光客の

誘致の更なる拡大につなげる。 

北海道外国人観光客再訪促進事業 

36,353 
 来道中の外国人観光客に対して、これまで知られていない閑散期の観光情報や道央圏以外の魅力を情報発

信し、北海道観光のファン(北海道LOVERS)を増加させることにより、外国人観光客の平準化及び広域拡散

化を促進する。 

 インバウンド対応観光ルート創出事業 

61,750 
 地域資源を活かした新たな提供メニューの創出や外国人観光客を受け入れる上での課題解決を満足向上に

つなげ、地域が連携して、北海道ブランド力を高める国際観光ルートづくりを支援する。 

 

実践的インバウンドおもてなし人材育成事業 

30,876 
 大幅な増加を続ける外国人観光客の受入を円滑に進めるため、外国人観光客受入のための基礎研修及び

通訳案内士、小売店等の観光関係従業者の技能向上のための実践的な各種の研修を実施する。 

 

 急速に経済の成長が進むアジアからの観光需要の増大により、訪日外国人来道者数がこれまでの予測を
大幅に上回るスピードで増加しており、更なる誘客促進により地域や経済の活性化を図ることが重要です。 
このため、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催される*平成 32 年を目処に、「外国人観光客

300 万人の達成」を目指し、関係機関と連携を図りながら、外国人観光客の受入体制の整備を促進し、国
際的な質の高い観光地づくりを推進します。 
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事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

 北海道観光成熟市場誘客促進事業 

72,753 

経済部 

観光局 

 国内外との競争が一段と激しさを増す成熟市場に対して、増加傾向にあるリピーターや個人旅行FITの動きを

踏まえ、特定の目的を持つ旅行など一定の規模が見込まれる市場や北海道ブランドの更なるイメージアップにつ

ながる市場などへプロモーションを展開する。 

 国際観光新商品開発・販売促進事業 

22,036 
 外国人観光客の誘致を促進するため、道内インバウンド事業者の能力を最大限に引き出し、道内の新たな観

光資源の発掘、磨き上げから商品造成・販売等の取組を実施する。 
 

 インターネット利用環境の整備促進  

－ 
 大手通信事業者との連携協定に基づき、インターネット利用環境の整備を図る。 

 

 

 広域観光周遊ルートビジネスモデル形成事業 

27,259 
 観光庁認定の道北・道東エリアにおける広域観光周遊ルート形成に基づき、外国人観光客向けの新しい滞在

モデルやサービスの企画・検討等を行う。 
 

 インバウンド受入体制整備事業 

11,528 
 外国人観光客の円滑な受入を促進するため、道内各地域で中心となって活動している観光人材を対象に、プ

ロモーションと受入を総括的にプロデュースできるノウハウを習得させることにより、地域の自立的なインバウンド受

入体制を整備する。 

 新千歳空港国際観光案内所運営事業  

26,764 
 外国人観光客の円滑な受入を促進するため、本道の主要な玄関口である新千歳空港に総合的な国際観光

案内所を設置し、多言語による観光情報を提供する。 
 

きた北海道広域観光周遊ルート地域観光創出事業  

51,641 
 「きた北海道広域観光周遊ルート」への誘客を図るため、観光商品の開発や乗継交通機関の試験運行、プロ

モーションを実施する。 
 

北海道スポーツツーリズム戦略的誘客促進事業  

43,793 
 2020年東京オリンピック・パラリンピックなど今後の大型スポーツイベントの開催に合わせ、本道に優位性のある

スポーツを核としたツーリズムの振興を図る。 
 

 北海道観光欧米市場誘客促進事業 

70,942 
 欧米市場からの誘客拡大を図るため、アドベンチャートラベルなど、旅行スタイルに応じたツアーの造成やブランド
化を図るほか、WebやSNS等を活用した道内観光情報の発信を行う。 
 

ムスリムフレンドリー推進事業 【新規】 

7,092 
 ムスリム市場からの誘客を促進するため、ムスリムフレンドリーの考え方に基づき、宿泊施設などの観光施設など

に対し、情報提供を行い受入体制の整備を促進する。 
 

クルーズ船誘致連携事業  

9,000 

総合政策部 

交通政策局

交通企画課 

 海外見本市への出展や国内外プロモーションなど、クルーズ船の道内港湾への寄港拡大に向けた取組を推進

する。 
 

 国際航空路線維持拡大総合対策事業 【新規】 

45,803 

総合政策部 

航空局 

航空課 

 北海道の地域資源や新千歳空港をはじめとした道内空港の地理的優位性などを活かし、食や観光といった本

道のリーディング産業の振興や海外への多様な展開を実現するために、国際航空路線の維持・拡大に向けた

取組を推進する。 

 道内空港新規路線誘致事業 【新規】 

29,602 
 道内地方空港への新規路線誘致及び誘客促進を図るため、新規就航する航空会社に対し、地上支援業務

や空港周辺資源のＰＲに要する経費等への補助を行う。 
 

 投資先導型グローカルビジネス推進事業（観光関連施設等投資促進事業）〔再掲〕 

39,454 

経済部 

経済企画局 

国際経済室 

 来道外国人500万人達成に向け、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。  

 

 



- 40 - 

 

事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

 北海道観光誘致推進事業 〔再掲〕 

144,491 

経済部 

観光局 

 北海道の魅力を生かした宣伝PR活動の実施による国内外からの観光客の誘致促進、地域の個性を生かした

観光地づくり、ホスピタリティの向上や受入体制の整備など、本道観光の振興を図るために（公社）北海道観

光振興機構が実施する各種事業を支援する。 

 日本版DMO形成促進事業 〔再掲〕 

12,092 
 地域におけるＤＭＯ形成に向けた取組を支援するアドバイザーの派遣や、観光地経営の専門人材を育成する
ための研修会の開催など、観光地経営の視点に立った、地域の稼ぐ力を引き出す取組を推進する。 

 

バリアフリー観光推進事業 〔再掲〕 

6,849 
 モニターツアーやアドバイザーの派遣、サポーターの育成研修を実施し、高齢者や障がいのある方などが道内を快
適に安心して旅行できるバリアフリー観光を推進する。 

 

民族共生象徴空間誘客促進・地域連携事業費（アイヌ文化関係観光団体連携強化対策事業）【新規】 〔再掲〕 

72,522 
 「民族共生象徴空間」が2020年4月に開設するのを控え、道内各地でアイヌ文化を活用した観光客誘致に

取り組む地域のネットワーク化や広域観光周遊を促進する。 

 

観光産業人材確保支援事業 〔再掲〕 

14,468 
 急増する外国人観光客への対応等に向け、人手不足や人材の定着が課題となっている観光産業の人材確

保のため、合同企業説明会や研修等を実施する。 
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（１）多様な働き手の就業促進 

 ① 女性の活躍推進 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

・ 経済・産業団体などで構成する「北の輝く女性応援会議」などにより女性の活躍を応援するネットワークを構築すると
ともに、女性の管理職等への登用など企業の取組をはじめ、地域で活躍する女性の「見える化」を図るなど女性の活
躍を北海道全体で応援する気運の醸成を図ります。 

 
・ 女性の活躍支援センターにより、女性のライフステージに応じた様々な悩みの解決に向け、専門相談機関の紹介な
ど各種の支援を進めます。 

 
・ 女性の社会参画や男女平等意識の向上を図るため、おうちビジネスやコワーキングなど多様な社会参画の実例を
学べるイベントや、意識改革に向けた講演会、トークセッション等を開催します。 

 
・ 北海道求職者就職支援センターに設置したマザーズ・キャリアカフェにおいて、復職を希望する子育て中の母親や母
子家庭の女性等に対し、就業や育児等に関する専門的なカウンセリングを行うマザーズ・コンシェルジュを配置して、
女性の就業促進を図ります。 

  
・ 新規学卒の女子学生・生徒や再就職を希望する女性など様々な状況におかれた女性を対象に、北海道求職者
就職支援センターなどにおいて、合同企業説明会やセミナー等の就職支援を実施します。  

 
・ 育児・介護休業制度等の活用促進や、短時間勤務制度等の多様な勤務形態の導入促進、次世代育成支援
対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出と、その積極的な実施など企業における取組を推進し、誰
もが安心して働くことができる職場環境整備を促進します。 

 
・ 職業生活における女性の能力発揮や職域拡大、子育て支援などの仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組む
企業の認定・表彰を行います。 

 
・ ひとり親家庭の母親を対象に総合的な支援を実施するため、技能習得・就業情報の提供など一貫した就業支援
サービスの提供や、生活や育児などにおける様々な相談・指導を母子家庭等就業・自立支援センターにおいて行う
ほか、職業能力開発の向上に向け必要な給付金の支給などを行います。 

 
・ 子育て女性の再就職を促進し、女性が活躍できる社会の実現を図るため、特に人手不足が深刻化している地域
において、再就職への不安の解消やマッチング機会の創出などに取り組みます。 

 
・ 就業継続や復職を希望する育児中の女性を支援するため、保育の受け皿の拡充や放課後児童クラブの設置促
進を図るなど、多様なニーズに対応した保育サービスや地域における子育て支援体制の充実等を図ります。 

 
・  「北海道労働政策協定」に基づき、女性の活躍の場の拡大に向けて、北海道求職者職業支援センターと札幌わ
かものハローワーク等が連携し、新規学卒の女子学生・生徒の就職支援を行います。また、マザーズ・キャリアカフェと
マザーズハローワーク等が連携し子育てをしながら働きたい女性などを対象に再就職を支援します。 

  

2 就業の促進 

 女性は、ライフステージの各段階において、継続就業を希望しながらも結婚・出産・育児・介護などにより離
職することが多く、人口減少社会の進行に伴い、職業キャリアの継続はもとより、女性の個性や能力が十分に
発揮されるよう、女性活躍推進法の趣旨も踏まえ、女性の職業生活における活躍を推進していくことが重要
です。 
このため、社会のあらゆる分野で女性の力が発揮できる環境づくりを進める中で、女性の活躍に向けたオー

ル北海道での気運の醸成や、活躍の「見える化」、女性の視点の道政への反映を進めるとともに、女性のライ
フステージに応じた様々な支援施策を展開します。 
さらに仕事と子育ての両立に向け環境づくりを進めるとともに、職業訓練を通じた資格取得など職業能力開

発を促進するほか、再就職に向けきめ細かなフォローアップを進めます。 
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〔道予算事業等〕  

     

                                                                                         

事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

子育て女性再就職応援事業 【新規】  

4,579 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 結婚・出産・育児のために離職し、再就職を希望する子育て女性の再就職を促進し、人手不足の解消や消

費の拡大による地域経済の活性化と女性が活躍できる社会の実現を図るため、特に人手不足が深刻化して

いる地域において、再就職への不安を解消する取組を行うとともに、企業とのマッチング機会の創出や就職に至

るまでのフォローアップを行う。 

母子家庭の母等委託訓練事業費 

28,925 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 母子家庭の母等を対象に就職に必要な技能・知識を習得する委託訓練を実施し、道内における母子家庭の

母等の職業的自立の促進に資する。 

 

 男女平等参画社会づくり推進費 

2,302 

環境生活部 

くらし安全局 

道民生活課 

 オール北海道で女性の活躍を応援する気運の醸成や意識改革を図るなど男女平等参画社会づくりの気運を

高める。 

 

 北海道立女性プラザ管理運営費 

25,163 
 北海道立女性プラザにおいて、男女平等参画に関する情報や学習機会を提供するとともに、個人･団体相互

の交流機会の提供、女性の活躍支援や法律に関する相談などを行う。 

 

北の女性活躍サポート事業 【新規】  

6,956 
 社会参画を希望する女性に対し、柔軟性のある社会参画の方法を紹介するほか、企業や団体等に向けた女

性の社会参画に係る講演会等を開催し、女性の社会参画及び男女平等意識の底上げを図る。 

 

母子家庭等就業・自立支援センター事業費 

35,421 

保健福祉部 

子ども未来 

推進局 

子ども子育て

支援課 

 就業に関する相談、技能習得、就業情報提供に至るまでの一貫した就労支援サービスを提供するとともに、地

域生活や養育費に関する専門的な相談を行うなど、総合的な支援をきめ細かく実施し、母子家庭の母等の自

立を支援する。 

母子家庭等自立支援給付金支給等事業費 

24,717  母子家庭の母の雇用の安定及び就業の促進を図るため給付金を支給する。 
また、高等職業訓練促進給付金の支給対象者に貸付を行う。 

 

母子父子寡婦福祉資金貸付金 

43,864 
 配偶者のない者で現に児童を扶養している者等に対し、その経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせてそ

の扶養している児童の福祉を増進するために資金を貸し付ける。 

 

 誰もが働きやすい職場環境づくり事業費 〔再掲〕 

495 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 男女が共に能力を発揮することができ、仕事と家庭の両立ができる職場環境の整備を図るため、あったかファミリ

ー応援企業登録制度や北海道なでしこ応援企業認定制度など、両立支援や職業生活における女性の活躍

推進の取組に対する支援を行う。 

北海道求職者就職支援センター事業費 〔再掲〕 

106,883 

 「ジョブカフェ・ジョブサロン北海道」を設置し、本道の将来を担う若者や再就職緊要度の高い中高年求職者に

対し、カウンセリングや各種セミナーなど、きめ細かな就職支援サービスを提供する。またジョブカフェに「マザーズ・

キャリアカフェ」を設置し、再就職を希望する子育て女性をはじめとした働きたい女性の就業をワンストップで支援

する。 

緊急再就職訓練費 〔再掲〕 

1,709,716 

の内数 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 離職者等の再就職を促進するため、職業能力開発を必要とする求職者に対し、幅広い教育訓練資源を有す

る民間機関を最大限活用し、多様な職業訓練の受講機会を提供する。 

子育て中の方が安心して訓練を受講できるよう、託児サービス付きの訓練コースを設定する。 

 地域子ども・子育て支援事業（放課後児童健全育成事業） 〔再掲〕 

2,595,575 
保健福祉部 

子ども未来 

推進局 

子ども子育て

支援課 

 昼間に保護者のいない家庭の小学生（放課後児童）の育成・指導を図るため、放課後児童クラブの運営に

対して補助する。 

 

地域子ども・子育て支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）〔再掲〕 

61,824 

 市町村子ども・子育て支援計画に従って、市町村が子ども・子育て家庭等を対象として実施する「地域子ども・

子育て支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）」の運営に対し支援する。 
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事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

 ファミリー・サポート・センター設置促進事業 〔赤レンガ・チャレンジ事業〕 〔再掲〕 

 － 
保健福祉部 

子ども未来 

推進局 

子ども子育て

支援課 

 子育てに関する相互援助活動を行うファミリー・サポート・センターの設置促進を図るため、当センターの職員と未

設置市町村の職員との意見交換会を実施するほか、HPやリーフレットによる当センター事業の紹介や設置相

談窓口を設けることにより、未設置市町村の意識啓発を行う。 

子育て支援対策事業費（保育所、小規模保育整備事業等）〔再掲〕 

868,000  市町村が実施する保育所、小規模保育の施設整備補助に対する支援を行う。 

 

女性医師等就労支援事業費補助金 〔再掲〕 

72,442 

保健福祉部 

地域医療 

推進局 

地域医療課 

 女性医師の道内での就業確保を図るため、利用可能な勤務形態や支援制度などの取組を支援し、働きやす

い職場環境づくりを総合的に推進することにより、医師を安定的に確保する。 

 

次代を担う女性農業者の活躍サポート事業費 〔再掲〕 

850 

農政部 

農業経営局 

農業経営課 

 女性農業者の育成や農業で新たなチャレンジを行う女性の取組を促進し、農業・農村の活性化につながる女
性の経営・社会参画を推進する取組を行う。 

 

 

 

〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事 業 名 ・ 概  要            
両立支援等助成金 〔再掲〕  

 ■事業所内保育施設コース 

 労働者のための保育施設の設置、運営等を行う事業主・事業主団体に、その費用の一部を10年間助成する。（「企業主導型保育事業」

（内閣府）の実施期間中は、新規受付を停止しているため、平成27年度末までに計画認定を受けた事業主が支給対象。） 

 ■出生時両立支援コース 

 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上（中小企業は連続5

日以上）の育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主及び育児目的休暇を導入し男性労働者に利用させた事業主に助成する。 

■介護離職防止支援コース 

 「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づき職場環境整備に取り組むとともに、介護に直面する労働者の「介護支援プラン」

を策定及び導入し、介護休業の取得・職場復帰又は働きながら介護を行うための勤務制度の利用を円滑にするための取組をした事業主に

支給する。 

 ■育児休業等支援コース 

 育児休業の円滑な取得・職場復帰のため次の取組を行った中小企業事業主に支給する。 

・育休取得時／職場復帰時：「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って対象労働者の円滑な育児休業の取得・復帰に取

り組んだ場合 

・代替要員確保時：育児休業取得者が、育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の代替

要員を確保し、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合 

・職場復帰後支援：法を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入・運用した場合 

 ■再雇用者評価処遇コース  

 妊娠、出産、育児又は介護を理由として退職した者が、就業が可能になったときに復職できる再雇用制度を導入し、希望する者を再雇用し

た事業主に支給する。 

 ■女性活躍加速化コース 

 女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」及びその達成に向けた「取組目標」を盛り込んだ「行動計画」を策定し 

て、目標を達成した事業主に支給する。 

マザーズハローワーク事業 

 女性が様々な領域で活躍できる環境を整備し、結婚・出産・子育てなどのライフサイクルの中で、女性が意欲と能力を十分に発揮して働けるよう

にすることを目的とし、地方公共団体等との連携の下、子育てしながら就職を希望する者に対する就職支援を行う。 

 

 

〔独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部予算事業〕   

事 業 名 ・ 概  要            
  離職者訓練「CADものづくりサポート科」  
 女性の離職者を対象とした職業訓練コース「CADものづくりサポート科」を設置し、企業の生産現場の実態に即した職業訓練を実施することで、

女性離職者の再就職を支援する。 

 

  施設内訓練に係る託児サービス付加事業 〔再掲〕 
 機構の施設内で行う離職者職業訓練の受講者に対して、託児施設と共同して、公共職業訓練の受講期間中において託児サービスを提供す
ることにより、職業訓練受講中において子供の世話が困難となることが要因となり訓練受講をあきらめる母子家庭の母等や出産等によりいったん

離職した女性等の就業に向けた訓練の受講促進を図る。 
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 ② 在学時からのキャリア教育を含めた若年者への就業と職場定着支援 

 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

・ 若者の道内定着を促進するため、農林水産業の後継者の育成、労働力不足が顕著な建設産業を担う人材の
確保、世界とつながり地域社会の発展に貢献するグローバル人材の育成などの課題解決に向け、道立高校におけ
る産業教育やインターンシップ・体験学習などキャリア教育等の一層の推進を図ります。 

 
・  望ましい勤労観や職業観を育成するため、保護者への就職に対する意識向上の働きかけなど、保護者と連携し
た取組を進めるほか、産学官の連携による職場体験やインターンシップの実施など、キャリア教育の充実を図るととも
に、教育機関と連携し、職業生活において必要な労働関係法令の普及啓発を図ります。 

 
・ 学生や若年未就職者を対象に地域の産業・企業の理解促進に向け、講座や地元企業展示会を内容とする「じも
と×しごと発見フェア」を道内14地域で実施します。 

 
・ 北海道求職者就職支援センターにおけるきめ細やかなカウンセリングなどの就業支援に加え、就職後の職場定着
に向け、学生や若年未就職者を対象に地域の産業や企業についての理解促進などを図るとともに、人事担当者や
管理者向け研修の実施など企業への支援を進めます。また、若年無業者等を対象に地域若者サポートステーショ
ンにおいて就業意識の醸成を図るなど、国や経済団体、保健・福祉機関、教育機関等との連携を図りながら、若
年無業者等の職業的自立の支援、正規雇用を希望するフリーターの正社員化などを推進します。 

 
・ 若者の職場定着を促進するため、中小企業の若手社員を対象にキャリアデザイン形成を支援する研修会を開催
するとともに、企業の離職問題に対する意識啓発と定着に向けた取組を促すセミナーを開催する。 

 
・ 道立高等技術専門学院において、将来、中核的技能者として活躍できる若手技能者を育成するため、必要な職
業訓練コースを設定するとともに、若年求職者の再就職を支援するため、地域ニーズを踏まえながら、（独）高齢
・障害・求職者雇用支援機構と連携し、民間教育訓練機関等への委託による職業訓練を実施するなど、職業能
力開発の向上に取り組みます。 

 
・ 若者の就農意欲を喚起するため、高校生を対象とした農業の出前授業や農業法人見学会の開催、農業大学校
との連携事業等に取り組むとともに、地域における若者の就農促進に向けた取組を支援します。 

 
・ 沿岸漁業への就業を促進するため、漁業研修所及び周辺漁家における就業体験や漁業者等による授業など、
道内水産高校生が沿岸漁業に接する機会を創出します。 

 
・ 「北海道労働政策協定」に基づき、札幌わかものハローワーク・札幌新卒応援ハローワークや地域のハローワークと
一体となった就職支援施策を実施することにより、求職者の早期就職を支援します。 

 雇用情勢が改善する中、若年者の失業率は低下しているものの、全年齢層より高い状況が続いているとと
もに、早期離職は全国と比べて高い水準にあります。 
特に、キャリアデザインがない若者の早期離職は、その後、転職の繰り返しによる労働条件の悪化、フリータ
ー等の働き方を選ばざるを得ない状況など、将来を担う若年者が安定した職業に就けず、職業人としての能
力を蓄積することが困難となる恐れがあります。さらに、中長期的に見て、人手不足が助長され、採用コストの
増加や知識・技能の継承に影響するなど、企業の成長や社会の発展基盤を損なうことが懸念されます。 
このため、若年者の就業支援に引き続き取り組むほか、教育庁との連携のもと、学校におけるキャリア教育
の充実を図るなど、在学中を含む早期からの勤労観や職業観の形成に努めるとともに、未就職者も含めて、
新規学卒者の就職活動を支援するほか、キャリアデザインがない若年者の離職の防止や、職場定着に向けた
取組を推進します。 
また、フリーターや若年無業者等に対し、職業能力開発や就業意識の醸成など包括的な就業支援に取り
組みます。 
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 〔道予算事業等〕                                                                                              

事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

北海道求職者就職支援センター事業費 

106,883 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 「ジョブカフェ・ジョブサロン北海道」を設置し、本道の将来を担う若者や再就職緊要度の高い中高年求職者に

対し、カウンセリングや各種セミナーなど、きめ細かな就職支援サービスを提供する。またジョブカフェに「マザーズ・

キャリアカフェ」を設置し、再就職を希望する子育て女性をはじめとした働きたい女性の就業をワンストップで支援

する。 

北海道就業サポートセンター事業費 

3,867 
 各振興局に北海道就業サポートセンターを設置し、専門家や「ほっかいどう働き方改革支援センター」と連携し

ながら企業の人材確保や職場定着に向けたアドバイスを行うとともに、若年無業者の理解・受入促進に向けた

企業訪問等を実施する。 

高校生等労働教育啓発事業  

618 
 就労前の高校生を対象に、専門家を学校に派遣して、労働法の基礎知識や働く者の人権などに関する出前

講座を実施する。また、就労前の高校生や大学生等を対象に、労働法規をまとめた啓発冊子を作成し、高校

や大学等に配布する。 

 地域若者就業・定着支援事業 

27,907 

 若者の地元就職や職場定着に向け、協議会を設置し、委託業務での地元就職・定着支援の実施による、支

援ノウハウの協議会への移転を図り、地域での自立的な支援の実施を促進する。 

若年者の就業割合が高くかつ非正規労働者の割合が高い産業を対象とした実態調査及び改善策等の普及

啓発により、非正規労働者の正社員化・処遇改善を促進する。 

ユースエール認定企業制度の普及 

－ 

 国のユースエール認定企業制度の普及を道が実施することにより、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、

求職中の若者とのマッチング向上を図る。（ユースエール認定企業制度：若者の採用・育成に積極的で雇用

管理の状況などが優良な中小企業を若者雇用促進法に基づき、国がユースエール認定企業として認定し、ハ

ローワーク等で積極的に企業情報を発信する国の制度） 

若年者等人材呼び込み・呼び戻し事業 

11,380 

 本道の経済の高度化、活性化と地域経済の発展を図るため、道外大学等に進学した若年者などを地域産業

を支える人材として確保する必要がある。そのため、インターネットを活用したＵ・Ｉターンネットシステムによる求

人・求職情報の提供等や大学や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を行

うなど、若年者等のＵ・Ｉターンを促進する。 

次世代人材職業体験推進事業 

40,000 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 若年者の職業観・勤労観の早期形成を図るため、専修学校を活用し、職業体験の機会に恵まれない中学生

を対象とした職業体験の取組を支援する。 

 

就職奨励事業費補助金 

1,000 

環境生活部 

アイヌ政策推

進局 

アイヌ政策課 

 アイヌの人たちの就職を容易にするため、特殊自動車、船舶操作及びクレーン免許の取得に必要な経費及び

就職のために必要とする経費に対し補助する。 

 

水産高校生漁業就業促進対策事業費 【新規】 

2,912 

水産林務部

水産局水産

経営課 

 沿岸漁業への就業を促進するため、漁業研修所及び周辺漁家における就業体験や漁業者等による授業な 

ど、道内水産高校生が沿岸漁業に接する機会を創出する。 

キャリア教育・職業教育推進事業 

1,940 

教育庁 

学校教育局 

高校教育課 

 高等学校において、学校から社会・職業への移行が円滑に行われるよう、社会的・職業的自立に必要な能力

などを育て、キャリア発達を促す体系的なキャリア教育・職業教育の充実を図る。 

 

 高等学校就職促進マッチング事業 

1,591 
 高校生や進路指導担当教員等を対象に、福祉分野や農林水産分野など求職と求人のミスマッチが生じている

企業・業種に対する理解促進を図るための見学会等を実施し、職業選択の幅を拡げるなど、キャリア教育の推

進と就職支援の充実を図る。 

 新規学卒者就職対策推進費（高校生インターンシップ推進事業） 

4,079 

 高校生の厳しい就職環境、早期離職者などの課題に対応するため、産学官が連携し体験的学習を推進 

し、望ましい勤労観、職業観の育成を図る。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。 

 

新規学卒者就職対策推進費（進路相談員の配置） 

40,813 

 企業勤務経験者を雇用し、生徒への個別相談、進路講話や教職員に対する講習会を行うとともに、ハロー 

ワークと連携した求人企業情報・提供など生徒の職業意識の向上や就職指導体制の充実を図る。 
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事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

 新規学卒者就職対策推進費（求人確保対策費） 

3,253 

教育庁 

学校教育局 

高校教育課 

 新規高卒者の就職促進のため、進路指導担当教員が職場訪問を行い、職場開拓・求人確保を図る。進路

指導担当教員の企業訪問等により、学校への理解を促すとともに企業のニーズを把握することにより、生徒の

適性にあった就職先の確保を図る。 

北海道ふるさと・みらい創生推進事業 【新規】 

30,882 
 若者の道内定着を促進するため、農林水産業の後継者の育成、労働力不足が顕著な建設産業を担う人材

の確保、世界とつながり地域社会の発展に貢献するグローバル人材の育成などの課題解決に向け、道立高校

における産業教育やキャリア教育等の一層の推進を図る。 

ほっかいどう働き方改革支援センター運営等事業 〔再掲〕 

47,998 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 企業等の働き方改革を支援するため、包括的な支援をワンストップで行う「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、人手不足の業界団体と連携した改革プランの作成等に取り組む。 

また、労働者の職場定着に関するセミナーを地域の協議会と連携して開催し、企業における労働者の職場定

着を図る。 

 インターンシップ推進事業費 〔再掲〕 

252 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 道立高等技術専門学院の施設内訓練生を対象に、実践的な技能・技術の習得と産業界のニーズに応じた

人材の育成を図る。 

 

 緊急再就職訓練費 〔再掲〕 

1,709,716 
 

 

離職者等の再就職を促進するため、職業能力開発を必要とする求職者に対し、幅広い教育訓練資源を有す

る民間機関を最大限活用し、多様な職業訓練の受講機会を提供する。 

 

 デュアルシステム推進事業費 〔再掲〕 

106,709 
 職業能力形成機会に恵まれなかった一般求職者等に対し、訓練施設での座学と企業での実習を組み合わせ

た職業訓練により、実践的な職業能力開発を行い、安定就労への円滑な移行を図る。 

 

 養成・転職職業訓練費（実習費、指導体制強化費）〔再掲〕 

64,383 
 道立高等技術専門学院（８校）において、若年者や離転職者等に対し、職業に必要な技能・知識を付与

する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。 

 

青年新規就農者確保対策事業費 〔再掲〕 

9,417 

農政部 

農業経営局 

農業経営課 

 新規就農者の確保・定着を図るため、高校生や大学生など若者の就農意欲喚起に向けた取組を実施するほ
か、地域における就農促進事業を支援する。 

農業分野におけるワークチャレンジ推進事業費 【新規】 〔再掲〕  

1,649 
 農業労働力の安定的確保が課題であることから、これまでアプローチしていなかった就業困難な若者といった潜在労働

力の活用を推進するとともに、農業分野における雇用の受入環境を整備するなど農業の働き方改革を推進し、多様

な人材の呼び込みと労働力の確保を図る。 

高校生交換留学促進事業 【新規】 〔再掲〕 

3,941 

教育庁 

学校教育局 

高校教育課 

 

 

本道の国際交流をリードする人材の育成や姉妹友好提携地域との親交を深めるため、カナダ・アルバータ州に

加え、アメリカ・ハワイ州との間で高校生の交換留学を行う。 

戦略産業雇用創造プロジェクト事業費  〔再掲〕  

 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 良質で安定的な雇用の場の創出に向け、ものづくりや食関連分野等の一層の産業育成強化と、人材育成や就業支

援といった雇用創出の取組を一体的に実施する。 

 
 ■若年者安定就業促進事業  

188,837 
 より良い雇用条件を希望し、転職を考えている若年離職者･在職者や学卒未就職者の安定した就業を促
進するため、道の戦略産業と位置づけられ、安定的かつ良質な雇用の場づくりを推進している食・ものづくり

関連産業への就業をワンストップで支援する。 

 

 

 

 〔北海道における産業施策と雇用施策の一体的実施事業〕     
事業名・概  要            

  若年者支援施設の一体的実施事業 (みらいっぽ)  

 効果的な就職支援と利便性向上のため、北海道求職者就職支援センターの若年者支援施策と札幌わかものハローワーク・札幌新卒応援ハ 

ローワーク施策を、北海道わかもの就職応援センター（愛称「みらいっぽ」）として一体的に実施する。 
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〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事業名・概  要            

地域若者サポートステーション事業 

 若年無業者等の若者に対し、専門的相談支援、就職後の定着・ステップアップ支援等を実施。さらに高校中退者等に対するアウトリーチ型等の

切れ目ない支援を実施する。 

 

特定求職者雇用開発助成金 〔再掲〕 

 ■三年以内既卒者等採用定着コース 

 学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大及び採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を新たに

行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して助成金を支給する。 

 

 

 

〔独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部予算事業〕   

事業名・概  要            

 橋渡し訓練  

 就業経験の乏しい若年者等で、直ちに実践的な職業訓練を受講することが困難な者に対して、コミュニケーション能力やビジネスマナーなどの基
礎的な訓練を実施することにより、訓練を通じた職業意識の向上による実践的な職業訓練への円滑な移行を図る。 

 

 日本版デュアルシステム（短期課程活用型）  

 学校卒業後に不安定な就労を繰り返しているため安定就労に必要な能力基盤が弱い等の若年求職者を対象として、施設内訓練と企業での
実習を組み合わせたデュアル訓練を実施することにより、現場の技術・技能等を身に付けた人材を育成する。 

 

 高度技能者養成訓練 〔再掲〕 

 高校卒業者等を対象に、技術革新に対応できる高度な知識と技能・技術を兼ね備えた実践的技能者を育成することにより、産業の基盤となる
高度なものづくりを支える人材の育成を推進する。 
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③ 中高年齢者・高齢者への就業支援 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

〔本年度の主な取組〕 

・ キャリアカウンセラーによる適職診断やカウンセリングを北海道求職者就職支援センターにおいて実施するほか、成
長産業や人手不足分野への誘導を進めるなどにより、中高年齢者等の円滑な求職活動をサポートします。 

 
・ 正規雇用を希望するフリーター等を対象に、北海道求職者就職支援センターにおけるカウンセリングなど、きめ細や
かな就業支援を実施します。 

 
・ 中高年求職者を対象に地域の産業理解の促進と企業の受入理解を進めながら、食やものづくり関連企業を中心
とした合同企業説明会を開催し、雇用の確保や職場定着を図るための取組を行います。 

 
・ シルバー人材センターの活動を支援することにより、高齢者の多様なニーズに対応した就業機会の確保や提供を図
るとともに、シルバー人材センターなどの未設置地域に対して設立を働きかけます。 

 
・ 中高年求職者などを対象に、ハローワークや関係機関と連携するとともに、地域のニーズを踏まえながら、民間教育
訓練機関等への委託による職業訓練を実施し、再就職の促進を図ります。 

 
・ 「北海道労働政策協定」に基づき、国や関係機関と連携して、高齢者雇用に関する情報提供などの広報・啓発
活動を行います。また、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づく高年齢者雇用確保措置の着実な
働きかけや、定年の引き上げや廃止を行う事業主向けの国の奨励金などの周知・活用などを図ることで、65歳まで
の雇用確保を図るほか、道外からの転入超過も踏まえ65歳を超えても働くことのできる職場の拡大などを促進し、
高齢者の雇用に係る機運を醸成します。 

 

 〔道予算事業等〕                                                                                              

事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

高年齢者労働能力活用事業費補助金 

7,567 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 シルバー人材センターの健全育成・設置促進を図るため、道内シルバー人材センターの指導調整機関である（

公社）北海道シルバー人材センター連合会に対して補助する。 

 北海道求職者就職支援センター事業費 〔再掲〕 

106,883 

 「ジョブカフェ・ジョブサロン北海道」を設置し、本道の将来を担う若者や再就職緊要度の高い中高年求職者に

対し、カウンセリングや各種セミナーなど、きめ細かな就職支援サービスを提供する。またジョブカフェに「マザーズ・

キャリアカフェ」を設置し、再就職を希望する子育て女性をはじめとした働きたい女性の就業をワンストップで支援

する。 

 緊急再就職訓練費 〔再掲〕 

1,709,716 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 

 

離職者等の再就職を促進するため、職業能力開発を必要とする求職者に対し、幅広い教育訓練資源を有す

る民間機関を最大限活用し、多様な職業訓練の受講機会を提供する。 

 

戦略産業雇用創造プロジェクト事業費  〔再掲〕  

 
経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 良質で安定的な雇用の場の創出に向け、ものづくりや食関連分野等の一層の産業育成強化と、人材育成や就業支

援といった雇用創出の取組を一体的に実施する。 

 

 扶養家族を有しながら離職を余儀なくされた中高年齢者等の早期の再就職のほか、いわゆる「就職氷河
期」の世代として不本意に非正規雇用で就業した層の高齢化も進んでいることから、こうした層の安定した職
業への就業は重要な課題となっています。 
また、少子高齢化により労働力人口が減少する中で、高い就労意欲を有する高齢者が、培ってきた知識と

経験を活かしながら、社会の支え手としていきいきと働くことは、技能の継承や社会の活力維持の観点からも
重要です。 
このため、再就職の緊要度の高い中高年齢者等をはじめ、いわゆる「就職氷河期」の世代などに対し、適

職診断やカウンセリング、職業能力開発を推進するなど、関係機関と連携を密にしながら、経済的な自立に
向け、きめ細やかな就職支援を展開します。また、高齢者については、国等と連携し、関係法令に基づく高年
齢者雇用措置の着実な働きかけ等を通じて、65 歳までの雇用確保を図るほか、65 歳を超えても働くことの
できる職場の拡大を促進するとともに、高齢者の多様なニーズに応じた就業機会を提供するシルバー人材セン
ターの活動を支援します。 
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事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

 ■中高年求職者安定就業促進事業  

34,851 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 即戦力と期待される中高年求職者を対象に採用意欲のある企業の開拓を行い、マッチング機会の提供を
行うほか、未就職者に対するフォローを行い、雇用の確保や職場定着を促進する。 

 

 

 

 

〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事業名・概  要            

特定求職者雇用開発助成金 

 ■生涯現役コース 

 雇入れ日の満年齢が 65歳以上の労働者をハローワークや一定の条件を満たした職業紹介事業者の紹介で雇い入れ、１年以上継続雇用

した場合に賃金の一部を助成する。 

 

■特定就職困難者コース 

 

 

事業主が、就職が特に困難な高年齢者、母子家庭の母、父子家庭の父、障がい者等を、ハローワークや一定の条件を満たした職業紹介事

業者の紹介で雇い入れ、継続雇用する場合に賃金の一部を助成する。 

 

トライアル雇用助成金 

 ■一般トライアルコース 

 職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや一定の条件を満たした職業紹介事業者の紹介により、

一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解

を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図る。 

 生涯現役起業支援助成金 

 少子・高齢化が進展する中、持続的な成長を実現させていくためには、年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会の実現を推進する必要

があるが、そのためには、既存の企業による雇用の拡大だけでなく、起業等によって中高年齢者の雇用機会を創出していくことも重要である。 

このため、中高年齢者が、成長が期待される分野で起業（いわゆるベンチャー企業の創業）等をする際に必要となる、募集・採用や教育訓練

の経費の一部を助成することにより、中高年齢者の雇用機会の創出を図る。 

高齢者スキルアップ・就職促進事業  

 高齢者が増加する中、働く意欲を持つ高齢者が、年齢にかかわりなく生涯現役で働くことができる社会を実現することが重要な課題である。ま 

た、その推進のためには、企業等の高齢者雇用に対する理解を深めるとともに、高齢者に未経験分野等で働く能力等を習得させ、職業経験等

にかかわらず多様な職業を選択できるようにする必要がある。本事業は、上記の推進のため、企業等に対する高齢者雇用の必要性、メリット等

の周知・広報や、高齢者へ再就職に必要な能力を習得させる技能講習等を実施する。 

 職場適応訓練費 〔再掲〕 

 雇用保険の受給資格者等に対して、事業所において、その事業所の業務に係る作業について訓練を実施した場合に、その訓練費用の一部を

助成する。 

 

 

 

 

 〔独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部予算事業〕       

事業名・概  要            

65歳超雇用推進助成金  

 高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇

用環境の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成金を支給する。 
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 ④ 障がい者への就業支援 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

・ 障がいのある方々の職業生活における自立を図るため、就業面と生活面を一体的に支援する障害者就業・生活
支援センターにおいて、就業や職場への定着を支援するとともに、工賃水準向上のため、就労先としての障がい福祉
サービス事業所の農業への参入を支援します。 

 
・ 自己評価制度の導入等による就労系サービス事業所の提供サービスの質の向上を図るとともに、雇用や教育機関
等が連携する「地域の就労支援ネットワーク」を構築し、関係機関や企業、自治体等との連携や協働を推進するこ
とで、福祉的就労から一般就労への移行や、特別支援学校卒業生などの就業と職場定着を促進し、障がいのある
方々の就労支援を図ります。 

  
・ 北海道障害者職業能力開発校等における職業訓練や、民間教育訓練機関等への委託訓練、並びに企業での
実地訓練を行う職場適応訓練の活用により、障がいのある方々の適性や地域のニーズに対応した知識・技能の習
得を支援するほか、官公庁・企業における職場実習の機会を拡大します。 

 
・ 障がいのある方々が多様な職種を選択できる可能性を広げるとともに、企業とのマッチングの機会の提供、優良事
業所表彰や障がい者雇用に積極的な企業の取組の情報提供や普及啓発、障がい者雇用の一層の推進に関する
経済界への要請など、障がいのある方々の就労支援を推進します。 

 
・ 「北海道労働政策協定」に基づき、障がい者雇用の拡大と就職促進に向け、関係機関が連携して就職面接会の
開催や共同求人要請などに取り組むとともに、特別支援学校に在籍する生徒の就職を促進するために、企業開拓
から職場定着に至るまで特別支援学校とハローワークが一体となって実施します。 

 

 

 

 〔道予算事業等〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額 (千円) 所管部署 
障害者就業・生活支援センターの活動支援 

－ 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 障がい者の職業生活における自立を図るため、身近な地域において雇用、保健、福祉、教育等のネットワーク

を形成し、障がい者の就業面及び生活面で一体的な支援を行う「障害者就業・生活支援センター」の活動を

支援する。 

障がい者雇用関係功労者等表彰の実施 

44 
 障がい者の雇用促進に向けた社会的気運の醸成を図るため、障がい者雇用功労者及び優良勤労障がい者

に対し、知事表彰を授与する。 

障がい者雇用スタートアップモデル事業 〔赤レンガ・チャレンジ事業〕  

－ 
 障害のある方々がその能力を最大限に発揮し、職業を通じて社会参加できる環境を築いていくために、障がい

者雇用未経験の中小企業等を対象に、札幌圏の特別支援学校の見学会を開催することにより、障がい者の

受入までをモデル的に支援し、障がい者雇用を促進する。 

実習費（障害者職業能力開発校費等） 

111,466 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 障害のある方々に、その適性に応じた職種についての知識・技能を習得させ、職業的かつ社会的自立を図ると

ともに、職業訓練機会の拡大を図り、道内における障がい者の就職の促進に資する。 

職場適応訓練費 

22,631 
 障がい者等の就職が困難な求職者が作業環境に適応することを容易にするため、訓練を事業主に委託して実

施し、訓練終了後、引き続き雇用されることで就職促進を図る。 

 障がいのある方々が就労を通じて社会参加し、職業的自立が実現できるよう、福祉的就労から一般就労
への移行や、特別支援学校卒業生などの就業と職場定着の推進は、「全員参加型社会」の実現という観点
からも重要な課題です。 
このため、障がいのある方々に対しては、福祉・教育施策と雇用施策との連携により、本人の希望やその特

性、能力に応じたきめ細やかな就業支援の実施や、障がい者雇用に関する社会的な理解を図るほか、雇用
機会の拡大に取り組みます。 
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事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

養成・転職職業訓練費（精神保健福祉士配置費）  

5,159 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 道立高等技術専門学院において、精神障がいや発達障がいなどが潜在する訓練生の職業訓練を支援するた

め、精神保健福祉士を配置することにより、サポートを受けながら職業訓練を受講できる受入れ態勢を整備す

る。 

障害者就業・生活支援センター事業費 

68,317 

保健福祉部 

福祉局 

障がい者 

保健福祉課 

 職場不適応により離職した障がい者や離職のおそれがある在職中の障がい者等に対し、障害者就業・生活支

援センターにおいて、就業及びこれに伴う日常生活、社会生活上の支援を行うことにより、障がい者の職業生

活における自立を図る。 

障がい者就労支援推進事業費 

9,278 
 障がい者の就労支援を推進するため、北海道障がい者条例に基づく法人を指定し、福祉的就労関係事業所

の販路の確保や市場調査、商品開発等の取組を行い、授産事業所等における収益及び工賃の向上を図る。 

 

発達障害者支援体制整備事業費 

42,750 
 道内の発達障がい児（者）に対する乳幼児期から成人期までの各ライフスタイルに対応した一貫した支援体

制の整備を図り、発達障がい児（者）の福祉の向上を図る。 

 

 広域相談支援体制整備事業費 

114,072 
 相談支援に関する地域づくりコーディネーターを圏域ごとに配置し、地域の相談支援体制等の構築や、施設入

所者の地域生活への適切な移行に向けた地域づくりに関する助言・調整等の広域的支援を行う。 

 

社会福祉施設整備事業費（障害者福祉施設） 

716,607 
 障害者福祉施設の整備費に対して補助することにより、道民福祉の向上を図る。 

 

 

 農福連携促進事業費 

7,011 
 障がいのある方の工賃向上を図るため、障がい福祉サービス事業者の農業への参入を支援するとともに、農業

に取り組む事業所による販売イベントを開催する。 

障がい者の多様な社会参加促進事業費 

6,410  障がいのある方の幅広い職種における職場を確保するため、多様な産業の事業者等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。 

 職場訪問指導旅費（職場開拓旅費） 

12,825 

教育庁 

学校教育局 

特別支援 

教育課 

 障がいのある生徒の雇用機会の拡大を図るため、特別支援学校高等部の担当教員が企業等を訪問し、職

場開拓を実施する。また、障がいのある生徒に実際の職場での就業体験をさせることで、社会生活に必要な知

識と経験を育成する。 

無料職業紹介事業費 〔再掲〕 

457 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 道立高等技術専門学院及び障害者職業能力開発校の訓練生に係る適切な就職を促進するため、企業に

対して求人開拓を行うほか、訓練生に対して就職相談及び就職あっせんを図る。 

 

 農業経営における障がい者雇用推進事業費 〔再掲〕 

803 

農政部 

農業経営局 

農業経営課 

 農業経営における障がい者雇用の推進を図るため、農業者と福祉事業者との意見交換会の開催などの取組
の推進や特別支援学校の卒業予定者等に対する就農促進を図る取組を支援する。 

 

 

 

 

 〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事業名・概  要            

 障害者雇用安定助成金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■障害者職場定着支援コース 

 

 

障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して助成するものであり、障害者の雇

用を促進するとともに、職場定着を図る。 

■障害者職場適応援助コース 

 

 

職場適応・定着に特に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成するものであり、障害者

の職場適応・定着の促進を図る。 

■中小企業障害者多数雇用施設設置等コース 

 

 

中小企業事業主が障がい者の雇い入れに係る計画を作成し、計画に基づき事業施設・設備を設置し、重度身体障がい者等を多数雇用し

た上で、地域の障がい者雇用の促進に資すると認められる事業主に対し、助成金を支給する。 



- 52 - 

 

事業名・概  要            

 職場適応訓練費 〔再掲〕 

 雇用保険の受給資格者等に対して、事業所において、その事業所の業務に係る作業について訓練を実施した場合に、その訓練費用の一部を

助成する。 

 

特定求職者雇用開発助成金 〔再掲〕 

 ■特定就職困難者コース  

 

 

事業主が、就職が特に困難な高年齢者、母子家庭の母、父子家庭の父、障がい者等を、ハローワークや一定の条件を満たした職業紹介事

業者の紹介で雇い入れ、継続雇用する場合に賃金の一部を助成する。 

 

■発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース 

 

 

発達障がい者・難治性疾患患者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、発達障がい者・難治性疾患患者をハローワークや一

定の条件を満たした職業紹介事業者の紹介により常用労働者として雇い入れる事業主に対して賃金の一部に相当する額を助成。事業主

は雇い入れた発達障がい者・難治性疾患患者に対する配慮事項等について報告する。 

■障害者初回雇用コース  

 

 

障がい者雇用の経験のない中小企業がハローワークや一定の条件を満たした職業紹介事業者の紹介で初めて障がい者を雇用した場合に助

成金を支給することにより、中小企業における障がい者雇用の促進を図る。 

 

トライアル雇用助成金 〔再掲〕 

 ■障害者トライアルコース 

 

 

ハローワークまたは一定の条件を満たした職業紹介事業者の紹介で、就職が困難な障がい者を一定期間雇用することにより、その適正や業

務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障がい者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図

る。 

 

 

 

〔独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部〕     

事業名・概  要            

障害者雇用納付金制度に基づく助成金 

 事業主が障がい者の雇用にあたって施設・設備の整備や雇用管理を行う場合、事業主に対して助成金を支給することにより、その経済負担を軽

減し障がい者の雇用の促進や雇用の継続を図る。 

 

職業準備支援事業 

 就職を希望する障害者が通所による各種講習や作業等を通じて、作業遂行力やコミュニケーション、ストレス対処スキル等の職業準備性の向上

を図り、企業への就職を支援する。 

 

職場適応援助者（ジョブコーチ）支援事業 

 職場適応援助者と障害者職業カウンセラーが一定期間職場等を訪問し、障害者及び事業主双方に対して職場定着を図るための支援を実施

する。 
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⑤ 季節労働者の通年雇用化の促進 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

・ 季節労働者の雇用確保や就職促進などを通じた通年雇用化に取り組んでいる通年雇用促進協議会の組織運営
体制の強化を図るなど、国や地域との連携を密にして、季節労働者の通年雇用化を促進します。 

 
・ 冬期間の工事量を確保するため、冬期増嵩経費措置事業を実施するとともに、冬期に施工する工事の受注業者
に対し、季節労働者の雇用と通年雇用化を要請することなどにより、季節労働者の冬期間の雇用の場の確保と通
年雇用化を促進します。 

 
・ 季節労働者の通年雇用化に必要な資格取得、技能向上を支援するため、資格取得に要する経費の助成や公共
職業訓練の実施などを通じて、季節労働者の通年雇用化を促進します。 

 
・ 季節労働者の通年雇用化に取り組んだ事業主を評価するため、道の入札参加資格審査において技術･社会点を
加点するほか、建設業の新分野進出･経営多角化を促進するなどの取組を通じて季節労働者の通年雇用化を促
進します。 

 
・ 季節労働者の就業環境の整備や改善を進める関連制度の周知を図るなど、不安定な就労環境に置かれている季
節労働者の雇用と生活の安定を促進します。 

 
・ 本道が優位性を有し、今後成長が見込まれる分野や人手不足が顕著となっている分野を中心として、季節労働者
の職種転換による通年雇用化を促進します。 

 
・ 「北海道労働政策協定」に基づき、通年雇用促進支援事業の効果的な実施のため、事業説明会や研修会等を
開催するとともに、通年雇用化に係る地域の取組を促進します。また、道の入札参加資格審査において、季節労
働者の通年雇用化の進展を評価することにより、季節労働者の通年雇用化を促進します。 

 

 

 〔道予算事業等〕                                                                                              

事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

 季節労働者通年雇用促進地域対策事業費 

38,284 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 季節労働者の通年雇用化を促進するため、国の通年雇用促進支援事業を受託する地域の関係者から構成

される協議会に参画するとともに、資格取得に要する経費を助成するなど地域独自の取組を支援する。 

 

 季節労働者冬期雇用促進費 

370,000 
 道の単独事業で夏期間に発注を予定している工事のうち、一部を冬期に繰り延べ発注し、冬期の工事に必要

な増嵩経費を措置することにより、冬期施工を推進し、季節労働者の冬期就労の場の確保を図り、通年雇用

化を促進する。 

 季節労働者通年雇用化申告制度  

－ 
 道の建設工事等競争入札参加資格審査申請において、季節労働者の通年雇用化に取り組んでいる事業者

を技術・社会的要素において評価することにより、季節労働者の通年雇用化を図る。 

 

建設雇用改善優良事業所知事表彰 〔再掲〕  

25 
 建設労働者の雇用の改善及び建設業に従事する季節労働者の通年雇用化の推進のための環境整備等に

ついて、積極的な活動を展開し、その成果がみられる中小建設事業所に対し、その努力と功績をたたえるととも

に、これを道民に周知し、建設労働者の雇用の改善に資する。 

 本道では、積雪寒冷な気象条件により冬期間の産業活動に制約を受けることから、建設業などの産業分
野を中心に、季節的に入職と離職を繰り返す季節労働者が 73,498 人（平成 26年度）を数え、全国の
季節労働者数の 61.2％を占めており、これらの季節労働者の通年雇用化により、雇用の安定を図ることが
課題となっています。 
このため、「季節労働者対策に関する取組方針（第５次）」に基づき、通年雇用促進協議会の活性

化、冬期間における雇用の場の確保、季節労働者の技能向上、事業主の意欲喚起等の取組などを通じて
季節労働者の通年雇用化を促進します。 
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事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

 就職支援委託訓練費 〔再掲〕 

37,481 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 

 

産業界の景気動向等、雇用失業情勢により発生する離職者や、産業構造の転換等に伴う労働力のミスマッ

チに対応するため職業訓練を実施し、再就職の促進を図る。 

 

 勤労者福祉資金貸付金 〔再掲〕  

貸付金 

146,629 

経済部 

地域経済局 

中小企業課 

 中小企業従業員等及び離職者の生活安定と福祉の向上を図るため、必要な生活資金を貸し付ける。 

 

 

  

 

 

〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事 業 名 ・ 概  要            
 通年雇用助成金 

 積雪寒冷地において季節の影響を強く受ける事業主が、季節的業務に従事する労働者の通年雇用化を促進する上で必要な経費の一部につ

いて助成し、季節労働者の通年雇用化を促進する。 

 

 通年雇用促進支援事業 

 季節労働者の通年雇用の促進に自発的に取り組む地域の関係者から構成される協議会が策定した雇用対策の計画の中から、通年雇用効

果が高いものを選定し、当該協議会に事業を委託する。 

 



- 55 - 

 

（２）働きやすい環境の整備 

 ① 非正規労働への対応等 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

 
・ 地域限定正社員や短時間正社員など「多様な正社員制度」の導入の普及や、在職者への職業訓練を通したスキ
ルアップなど、非正規労働者の正社員化や均衡待遇の確保など、労働条件の改善に向けた取組を推進します。 

 
・ 最低賃金が遵守されるよう、企業経営者や労働者等に制度や関係法令について周知・啓発を図ります。 
 
・ 労使間の問題の自主的な解決や勤労者福祉の向上に資するよう、労働相談ホットラインや中小企業労働相談所
の利用促進と、国や道労働委員会による個別的労使紛争の解決を促進します。  

     
・ 企業経営者や労働者等を対象とした労働問題セミナーの開催や、労働に関する基礎知識をまとめたガイドブックを
配布することにより、関係法令や重要な労働問題に関する周知・啓発などを行います。 

 
・ 「就職氷河期」世代の高齢化を踏まえ、北海道求職者就職支援センターにおいて、きめ細やかなカウンセリングなど
の就業支援を実施するなど、正規雇用を希望するフリーターの正社員化などを推進します。 

 
・ 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、相談対応、アドバイザー派遣による働きやすい職場づくり支援や、人手不足の業界と連携して処
遇改善に向けたモデルとなる業種別改革プランを作成するなどして、ワーク・ライフ・バランスの実現や非正規労働者
の処遇改善など、働き方改革の取組を促進します。 

 
・ 「北海道労働政策協定」に基づき、北海道、労働局及びハローワークが共同して、非正規雇用労働者の正社員へ
の転換の拡大、働き方に見合った処遇の確保、ハロートレーニング（｢公的職業訓練｣の愛称）などによるスキルアッ
プ機会の提供など企業における雇用管理改善の取組の促進を図ります。 

 

 

  

 

〔道予算事業等〕                                                                                              

事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

 中小企業労働福祉推進事業費 

1,369 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 労働関係法令等について中小企業の事業主や労働者に対して普及啓発を行い、中小企業における労働福

祉の向上を図る。また、職業病・労働災害を防止し労働者の安全と健康を確保するため、意見交換や普及啓

発活動の実施及び産業医等の研修事業を実施する（一社）北海道医師会への助成を行う。 

 中小企業労働相談費 

4,453 
 合理的労使関係の確立を図るため、中小企業労働相談所の活用促進を図るとともに、中小企業における労

働問題一般について労使からの相談対応等を行う。 

 企業間競争の激化による企業のコスト削減や就業意識、就業形態の多様化などにより、派遣労働者やパ
ートタイム労働者などの非正規労働者が増加し、雇用者総数の 4 割を超えています。しかしながら、非正規
労働者は、雇用調整の対象とされやすく、また、正規労働者に比べ生涯賃金が低い上に、有配偶率も低い
傾向にあることなどから、少子化の更なる進行なども懸念されています。 
このため、国等と連携し、働き方に見合った均衡ある処遇の確保や、非正規労働者から正規労働者への

転換制度の導入や定着などに向けた企業における取組を促進します。さらに、雇用情勢の厳しい時期に不本
意な就職先に就職した「就職氷河期」世代の高齢化が進むことも考慮しながら、正規雇用を望む非正規労
働者が正社員として働けるよう、処遇改善などに取り組む企業への支援や、在職者に対する職業訓練を通じ
たスキルアップなどに取り組みます。 
また、労働者の生活の安定に寄与し、雇用のセーフティネットとして重要な役割を果たす最低賃金制度につ

いて一層の周知を図るとともに、近年、社会問題となっている、若者の「使い捨て」が疑われる企業等の問題へ
の対策を含め、国と連携し、企業や労働者に対する法令遵守について普及啓発を行います。 
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事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

 地域若者就業・定着支援事業  

27,907 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 若者の地元就職や職場定着に向け、協議会を設置し、委託業務での地元就職・定着支援の実施による、支

援ノウハウの協議会への移転を図り、地域での自立的な支援の実施を促進する。 

若年者の就業割合が高くかつ非正規労働者の割合が高い産業を対象とした実態調査及び改善策等の普及

啓発により、非正規労働者の正社員化・処遇改善を促進する。 

 誰もが働きやすい職場環境づくり事業費 〔再掲〕 

 495 
 男女が共に能力を発揮することができ、仕事と家庭の両立ができる職場環境の整備を図るため、あったかファミリ

ー応援企業登録制度など、両立に関する法令や制度の普及啓発を行う。 

高校生等労働教育啓発事業 〔再掲〕 

618 
 就労前の高校生を対象に、専門家を学校に派遣して、労働法の基礎知識や働く者の人権などに関する出前

講座を実施する。また、就労前の高校生や大学生等を対象に、労働法規をまとめた啓発冊子を作成し、高校

や大学等に配布する。 

北海道求職者就職支援センター事業費 〔再掲〕 

106,883 

 「ジョブカフェ・ジョブサロン北海道」を設置し、本道の将来を担う若者や再就職緊要度の高い中高年求職者に

対し、カウンセリングや各種セミナーなど、きめ細かな就職支援サービスを提供する。またジョブカフェに「マザーズ・

キャリアカフェ」を設置し、再就職を希望する子育て女性をはじめとした働きたい女性の就業をワンストップで支援

する。 

 ほっかいどう働き方改革支援センター運営等事業 〔再掲〕 

47,998 
 企業等の働き方改革を支援するため、包括的な支援をワンストップで行う「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、人手不足の業界団体と連携した改革プランの作成等に取り組む。 

就業環境改善支援事業費 【新規】 〔再掲〕 

11,632 
 中小企業等の就業環境改善を促進するため、働き方改革に取り組む企業の認定や地域企業へのハンズオン

支援、優良事例の普及に取り組む。 

 成人職業訓練費 〔再掲〕 

    11,232 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 在職者に対し、生産技術の進歩等に対処する能力開発及び管理監督等に必要な知識、技能を付与する。

在職者の能力開発を図ることにより、失業を未然に防ぎ、雇用を維持する。 

 

 

 

 

 〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事業名・概  要            

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業務改善助成金） 

 企業の生産性向上に資する設備投資等を実施し業務改善を行うとともに、事業場内の最低賃金（事業場内で最も低い時間給。1,000円

未満に限る。）を30円以上引き上げる中小企業・小規模事業者に対し、その業務改善に要した経費の一部を助成する。 

 

キャリアアップ助成金  

 ■正社員化コース 

 非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換又は直接雇用した場合

に助成する。 

 ■人材育成コース（経過措置）※平成30年度から人材開発支援助成金に整理統合（名称：特別育成訓練コース） 

 非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、有期契約労働者等に次のいずれかの訓練を実施した場合に助成する。  

•一般職業訓練（OFF-JT）  

•有期実習型訓練（「ジョブ・カード」を活用したOFF-JT+OJT） 

■賃金規定等改定コース 

 非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、全て又は雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等の基本給

の賃金規定等を、増額改定し、昇給させた場合に助成する。 

 ■健康診断制度コース 

 非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、

延べ４人以上に実施した場合に助成する。 

 

 

■賃金規定等共通化コース 

 非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた

賃金規定等を新たに規定・適用した場合に助成する。 

■諸手当制度共通化コース 

 非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新

たに規定・適用した場合に助成する。 
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事業名・概  要            

 

 

 

■選択的適用拡大導入時処遇改善コース  

 非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、選択的適用拡大の導入に伴い、新たに社会保険適用となる有期契約労

働者等の基本給を増額した場合に助成する。 

 

 

■短時間労働者労働時間延長コース 

 非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、有期契約労働者等の週所定労働時間を5時間以上延長し、新たに社会

保険を適用した場合に助成する。 

 特定求職者雇用開発助成金 〔再掲〕 

 ■長期不安定雇用者雇用開発コース 【新規】 

 35歳以上 60歳未満で、長期にわたり不安定雇用を繰り返す者をハローワークや一定の条件を満たした職業紹介事業者の紹介で正規雇

用労働者として雇入れた事業主に対し、その賃金の一部を助成する。 

中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業 【新規】 〔再掲〕 

 働き方改革の実行に向けて、特に経営基盤が脆弱である中小企業・小規模事業者等を中心に、非正規雇用労働者の処遇改善、労働時間

の短縮及び生産性向上による賃金引上げ、人手不足の緩和等に向けた取組を支援するため、中小企業・小規模事業者等に対する技術的な

相談支援を実施する。 

 

 

 〔独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部予算事業〕     

事業名・概  要            

日本版デュアルシステム（短期課程活用型）〔再掲〕 

 学校卒業後に不安定な就労を繰り返しているため安定就労に必要な能力基盤が弱い等の若年求職者を対象として、施設内訓練と企業での

実習を組み合わせたデュアル訓練を実施することにより、現場の技術・技能等を身に付けた人材を育成する。 
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② 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

〔本年度の主な取組〕 

・ 育児・介護休業制度等の活用促進や、短時間勤務制度等の多様な勤務形態の導入促進、次世代育成支援
対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出とその積極的な実施など、企業における取組を支援し、
誰もが安心して働くことができる職場環境整備を推進します。  

  
・ 働きながら子育て可能な社会実現のため、保育の受け皿の拡充や放課後児童クラブの設置促進を図るとともに、
ファミリー・サポート・センターによる子育ての相互援助活動を促進するなど、多様なニーズに対応した保育サービスや
地域における子育て支援体制の充実等を図ります。また、特別養護老人ホーム等の施設サービスや小規模多機
能型居宅介護等の在宅サービスなど、介護サービス提供基盤の計画的な整備を推進し、介護負担の軽減等を図
ります。  

 

・ 企業等の働き方改革を支援するため、包括的な支援をワンストップで行う「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、人手不足の業界団体と連携した改革プランの作成等に取り組みます。 

 
・ 中小企業等の就業環境改善を促進するため、働き方改革に取り組む企業の認定や地域企業へのハンズオン支
援(事業段階に応じた伴走型支援)、優良事例の普及に取り組みます。 

 
・ 教員が児童生徒と十分に向き合える体制を整備するため、教員に代わり部活動に従事する部活動指導員や授
業準備等の補助を行うスクール・サポート・スタッフを配置し、学校における働き方改革を推進します。 

 
・ 「北海道あったかファミリー応援企業登録制度」や「北海道なでしこ応援企業認定制度」による登録・認定企業の
紹介や、職業生活における女性の活躍推進及び仕事と家庭の両立などに積極的に取り組む企業への表彰、仕事
と家庭の両立支援のためのシンポジウムの開催などを通じて、仕事と家庭の調和に関する企業・労働者双方への意
識啓発を行います。    

  
・ 「北海道労働政策協定」に基づき、労働者が心身の健康を確保しつつ、仕事と生活の調和を図ることができるよ 
う、長時間労働の是正や年次有給休暇の取得促進など、企業における働き方の見直しに取り組み、雇用の質の
改善を図ります。 

 

 

 

 〔道予算事業等〕                                                                                              

事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

 誰もが働きやすい職場環境づくり事業費 

 495 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 男女が共に能力を発揮することができ、仕事と家庭の両立ができる職場環境の整備を図るため、あったかファミリ

ー応援企業登録制度や北海道なでしこ応援企業認定制度など、両立支援や職業生活における女性の活躍

推進の取組に対する支援を行う。 

ほっかいどう働き方改革支援センター運営等事業 

47,998 
 企業等の働き方改革を支援するため、包括的な支援をワンストップで行う「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、人手不足の業界団体と連携した改革プランの作成等に取り組む。 

就業環境改善支援事業費 【新規】 

11,632 
 中小企業等の就業環境改善を促進するため、働き方改革に取り組む企業の認定や地域企業へのハンズオン

支援、優良事例の普及に取り組む。 

 誰もがその能力を十分に発揮し、仕事と生活の調和した働き方ができる社会の実現は、少子化による人口
減少に歯止めをかけ、企業の創造性・生産性の向上に資するだけでなく、道民一人ひとりが充実した生活を
送るためにも重要です。 
このため、国など関係機関と連携し、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進など、「働き方改

革」を推進するとともに、多様な働き方に対応した勤務形態の導入など、企業における就業環境の整備を促
します。 
また、育児・介護休業等が取得しやすい職場環境整備の促進を図るとともに、地域における子育て支援や

介護サービスの充実を図ります。 



- 59 - 

 

事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

医療対策費（医療勤務環境改善支援センター運営事業費） 
17,145 

 

保健福祉部 

地域医療 

推進局 

地域医療課 

 医療機関における勤務環境改善の自主的な取組を促進するため、医療勤務環境改善支援センターを設置 

し、総合的・専門的な支援を行う。 

 

 子育て看護職員等就業定着支援事業費補助金  

535,562 

保健福祉部 

地域医療 

推進局 

医務薬務課 

 病院に勤務する看護職員等のために設置する病院内保育所の運営費に対して補助することにより、子育て中

の看護職員の離職防止及び再就業の促進を図る。 

 

がん患者就労支援事業費 

822 

保健福祉部

健康安全局

地域保健課 

 がんになっても安心して暮らせる社会を構築し、がん患者とその家族の精神的・心理的・社会的苦痛を和らげる

ため、がん患者等が社会生活を営む上での不安又は負担の軽減のために必要な支援として、企業における職

場環境の整備へ向けた研修会を開催する。 

地域子ども・子育て支援事業（放課後児童健全育成事業） 

2,595,575 

保健福祉部 

子ども未来 

推進局 

子ども子育て 

支援課 

 昼間に保護者のいない家庭の小学生（放課後児童）の育成・指導を図るため、放課後児童クラブの運営に

対して補助する。 

 

 

地域子ども・子育て支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

61,824 
 市町村子ども・子育て支援計画に従って、市町村が子ども・子育て家庭等を対象として実施する「地域子ども・

子育て支援事業（ファミリー･サポート･センター事業）」の運営に対し支援する。 

 

 ファミリー・サポート・センター設置促進事業 〔赤レンガ・チャレンジ事業〕 

－ 
 子育てに関する相互援助活動を行うファミリー・サポート・センターの設置促進を図るため、当センターの職員と未

設置市町村の職員との意見交換会を実施するほか、HPやリーフレットによる当センター事業の紹介や設置相

談窓口を設けることにより、未設置市町村の意識啓発を行う。 

子育て支援対策事業費（保育所、小規模保育整備事業等） 

868,000 
 市町村が実施する保育所、小規模保育の施設整備補助に対する支援を行う。 

 

 

高齢者対策推進費（介護サービス提供基盤等整備事業費）  

2,729,087 

保健福祉部 

高齢者支援

局 

高齢者保健 

福祉課 

 地域密着型の介護サービス施設等の整備等に対する補助を行うことにより、介護サービス施設の充実を図る。 

 

 

社会福祉施設整備事業費（老人福祉施設等整備事業費補助金） 

2,086,745 
 広域型の介護サービス施設等の整備等に対する補助を行うことにより、介護サービス施設等の充実を図る。 

 

 

介護保険対策費（介護予防・生活支援サービス等充実支援事業費）  

15,143 
 アクティブシニア等が、多様なサービスの担い手として活躍することにより、生活支援サービス等の充実を図るた 

め、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実施するほか、生活

支援コーディネーターの養成等に向けた取組を支援する。 

高齢者対策推進費（在宅生活の限界点を引き上げる介護サービス普及事業費） 

29,433 
 要介護者の在宅生活を柔軟に支える「小規模多機能型居宅介護」及び「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護」の両サービスの普及を図る。（説明会、アドバイザー派遣） 

 

学校部活動の総合的な支援体制構築事業 【新規】   

39,868 

教育庁 

総務政策局

教育政策課 

 教員の多忙化の主な要因となっている部活動について、専門性を有する外部人材を「部活動指導員」として任

用することにより、教員の負担軽減と働き方改革を推進する。 

 

スクール・サポート・スタッフ配置事業 【新規】   

42,998 
 地域の人材を、学習プリント等の準備などを教員に代わって行うスクールサポートスタッフとして配置し、教員の負

担軽減と働き方改革を推進する。 

 

小規模企業持続的発展支援事業 〔再掲〕 

10,114 
経済部 

地域経済局 

中小企業課 

 小規模企業のICTの利活用などを通じた経営体質の強化や生産性の向上を支援するため、地域の支援機関

の職員や企業の経営者、従業員等への研修を実施するとともに、取組事例の普及啓発を行う。 
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事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

中小企業競争力強化促進事業費 〔再掲〕 
 

37,625 

 

経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 

 

 

産業構造の高度化による自立した経済構造への転換に資するよう、中小企業の競争力の強化を促進するた

め、「北海道産業振興条例」に基づき、(公財)北海道中小企業総合支援センターを通じて中小企業が取り組

む製品開発やマーケティング、コンサルタント等招へい、産業人材育成・確保などを支援する。 

ＡＩ/ＩｏＴ等先端技術導入促進事業 【新規】 〔再掲〕  

3,357 
経済部 

産業振興局 

科学技術振

興室 

 生産性の向上や省エネルギーに資する道内大学と企業等が開発したＡＩ/ＩｏT等の先端技術の普及啓発

を行い、新たな先端技術を活用した取組の創出を図る。 

 

寒冷環境対応IoT製品等の開発支援拠点整備事業費 【新規】 〔再掲〕    

548,453 
 スマート農業や寒冷地仕様EVなど幅広い分野における積雪寒冷環境対応のIoT製品や、航空宇宙関連機

器の開発･製造を加速化させるため、（地独）北海道立総合研究機構工業試験場の施設･機器の整備を

行う。 

病床機能分化・連携促進基盤整備事業費（理学療法士等確保事業）〔再掲〕 

31,500 

保健福祉部 

地域医療 

推進局 

地域医療課 

 急性期病床から回復期病床など病床機能の転換を本補助事業により行う病院において、理学療法士等 

（理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士）を新たに確保する費用に対して支援することにより、病床機

能の転換及び理学療法士等の雇用を図る。  

ナースセンター事業費 〔再掲〕 

47,135 
保健福祉部 

地域医療 

推進局 

医務薬務課 

 看護職員の就業希望者に対する就業斡旋により看護職員の確保・定着を図るとともに、看護ニーズに応じた

各種研修会の開催により資質の向上を図る。 

 

 看護職員確保対策費（多様な勤務形態導入支援事業）〔再掲〕 

6,870 
 就業看護職員の離職防止、未就業看護職員の復職支援のため、短時間正職員制度など多様な勤務形態

を導入する医療機関を支援する。 

 

介護従事者確保総合推進事業（介護事業所内保育所運営支援事業） 〔再掲〕 
 

17,065 

 

保健福祉部 

福祉局 

地域福祉課 

 介護事業所等に従事する職員のために設置する事業所内保育所の運営費に対して補助すること等により、介

護人材の安定的な確保・定着を図る。 

子育て支援対策事業費（保育士等資格取得支援事業）〔再掲〕 

861 

保健福祉部 

子ども未来 

推進局 

子ども子育て

支援課 

 保育教諭等の資格取得支援を行うことにより、就業継続や有資格職としての採用拡充など、保育人材の確保

を図る。 

 

農業分野におけるワークチャレンジ推進事業費 【新規】 〔再掲〕  

1,649 

農政部 

農業経営局 

農業経営課 

 農業労働力の安定的確保が課題であることから、これまでアプローチしていなかった就業困難な若者といった潜在労働

力の活用を推進するとともに、農業分野における雇用の受入環境を整備するなど農業の働き方改革を推進し、多様

な人材の呼び込みと労働力の確保を図る。 

 

〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事業名・概  要            

両立支援等助成金  

 ■事業所内保育施設コース 

 労働者のための保育施設の設置、運営等を行う事業主・事業主団体に、その費用の一部を10年間助成する。（「企業主導型保育事業」

（内閣府）の実施期間中は、新規受付を停止しているため、平成27年度末までに計画認定を受けた事業主が支給対象。） 

 ■出生時両立支援コース 

 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上（中小企業は連続5

日以上）の育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主及び育児目的休暇を導入し男性労働者に利用させた事業主に助成する。 

■介護離職防止支援コース 

 「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づき職場環境整備に取り組むとともに、介護に直面する労働者の「介護支援プラン」

を策定及び導入し、介護休業の取得・職場復帰又は働きながら介護を行うための勤務制度の利用を円滑にするための取組をした事業主に

支給する。 

 ■育児休業等支援コース 

 育児休業の円滑な取得・職場復帰のため次の取組を行った中小企業事業主に支給する。 

・育休取得時／職場復帰時：「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って対象労働者の円滑な育児休業の取得・復帰に取

り組んだ場合 

・代替要員確保時：育児休業取得者が、育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の代替

要員を確保し、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合 

・職場復帰後支援：法を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入・運用した場合 
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事業名・概  要            

 ■再雇用者評価処遇コース 

 妊娠、出産、育児又は介護を理由として退職した者が、就業が可能になったときに復職できる再雇用制度を導入し、希望する者を再雇用し

た事業主に支給する。 

■女性活躍加速化コース 

 女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」及びその達成に向けた「取組目標」を盛り込んだ「行動計画」を策定し 

て、目標を達成した事業主に支給する。 

人材確保等支援助成金 

 ■介護福祉機器助成コース 

 介護事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改

善がみられた場合に、助成金を支給。 

■介護・保育労働者雇用管理制度助成コース 

 介護事業主及び保育事業主が、介護・保育労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を行った場合に支給。 

 ■雇用管理制度助成コース（建設分野） 

 中小建設事業主が、雇用管理制度の導入による職場の雇用管理改善を通じて、従業員の離職率の低下及び、若年及び女性労働者の入

職促進に取り組み、目標を達成した場合に、一定額を助成する。 

 ■若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース（建設分野） 

 建設事業主や建設事業主団体が、若年及び女性労働者の入職や定着を図るため、「若年者及び女性に魅力ある職場づくり」につながる取

組や広域的な職業訓練の推進活動を実施した場合に、経費の一部を助成する。 

 ■作業員宿舎等設置助成コース（建設分野） 

 中小建設事業主が、被災三県に所在する工事現場の作業等を行う建設労働者のための作業員宿舎、賃貸住宅及び作業員施設を賃借

した場合、経費の一部を助成する。 

時間外労働等改善助成金  

 ■時間外労働上限設定コース 

 時間外労働の上限設定を行う中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成する。 

 

 

 

 

 

 

 

■勤務間インターバル導入コース 

 勤務間インターバルを導入する中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成する。 

 

■職場意識改善コース 

 年次有給休暇の取得促進、所定外労働の削減等を推進する中小企事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成する。 

中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業 【新規】 

 働き方改革の実行に向けて、特に経営基盤が脆弱である中小企業・小規模事業者等を中心に、非正規雇用労働者の処遇改善、労働時間

の短縮及び生産性向上による賃金引上げ、人手不足の緩和等に向けた取組を支援するため、中小企業・小規模事業者等に対する技術的な

相談支援を実施する。 

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業務改善助成金）〔再掲〕 

 企業の生産性向上に資する設備投資等を実施し業務改善を行うとともに、事業場内の最低賃金（事業場内で最も低い時間給。1,000円

未満に限る。）を30円以上引き上げる中小企業・小規模事業者に対し、その業務改善に要した経費の一部を助成する。 

 

 

 

 

 〔独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部予算事業〕     

事業名・概  要            

事業主支援事業  
 企業における「働き方改革」を進めるために、労働者一人一人の生産性を向上させる必要がある。このため、中小企業等に対する人材育成支
援を実施している各職業能力開発施設等に生産性向上人材育成支援センターを設置し、地域の関係機関と連携を図り、中小企業等におけ

る労働生産性の向上のための総合的な人材育成支援を実施する。 

職場復帰（リワーク）支援事業 
 うつ病等の精神疾患による休職者に対し、主治医や職場の同意のもと、職場復帰のコーディネートやウォーミングアップ等を行い職場復帰を促進する。 
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（３）労働力の確保と人材の誘致 

 ① 人手不足対策 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

 

【分野共通の取組】 

・ 企業の人材確保の円滑化を図るため、（公財）北海道中小企業総合支援センターによる経営指導や中小企
業総合振興資金による低利融資など経営面や金融面での支援を通じて、賃金上昇など処遇改善に向けた企業
の取組を支援します。 

・ 人手不足が顕在化している分野において、国や企業等と連携して、産業理解の促進、就業環境の整備や職業
能力開発を推進し、雇用のミスマッチの解消に結びつけます。 

・ 雇用機会の拡大が見込まれる産業の理解を深めるための職場見学会や、マッチングを図る企業面接会を北海道
労働局と連携して実施するなど、人手が不足している産業分野の人材確保と就業の促進を図ります。 

・ 子育て女性の再就職を促進し、女性が活躍できる社会の実現を図るため、特に人手不足が深刻化している地
域において、再就職への不安の解消やマッチング機会の創出などに取り組みます。 

・ 若者の道内定着を促進するため、農林水産業の後継者の育成、労働力不足が顕著な建設産業を担う人材の
確保、世界とつながり地域社会の発展に貢献するグローバル人材の育成などの課題解決に向け、道立高校におけ
る産業教育やキャリア教育等の一層の推進を図ります。 

・ 道内産業の効率化や生産性向上に向け、AI/IoTなどの先端技術を活用した新たな取組の創出を図るため、道
内大学などによる研究成果の普及啓発に取り組みます。 

 

【福祉・介護】 

・ 中高校生等に対し、福祉・介護の仕事のイメージアップ活動や、現場での就業体験など、若年層に対する福祉・
介護分野への理解を促進する取組を推進します。 

・ 福祉・介護分野における就労斡旋を行う福祉人材センター・バンクにおいて、就業ニーズに応じた職場紹介や就職
後のフォローアップを実施し、多様な人材の参入促進を図るとともに、再就業に向けた研修会や職場体験の開催案
内などの情報発信を行うなど、離職した介護福祉士等の再就業の促進を図ります。 

・ 介護従事者の定着を図り、離職を防止するため、職場環境改善等に向けた事業者の協同化を促進し、介護従
事者の身体的負担の軽減や業務の効率化など労働環境の改善につなげるたのための介護ロボット導入に対する
補助等を行うほか、ICT機器等の導入を促進します。 

・保育教諭等の資格取得支援を行うことにより、就業継続や有資格職としての採用拡充など、保育人材の確保を図
ります。 

 

【医療・看護】  

・ 道立高等看護学院等において看護職を養成するとともに、未就業看護職への就業斡旋などにより、看護職員の
復職支援などを行います。 

・ 新人看護職員を対象とした離職防止のための研修の実施や多様な勤務形態の導入支援、病院内保育所への
支援などにより、看護職員の就業定着を促進します。 

・ 女性医師の道内での就業確保を図るため、働きやすい職場環境づくりを推進することによる女性医師の就労サ 

ポートなどを推進します。 
・ 医療機関における勤務環境改善の自主的な取組を促進するため、医療勤務環境改善支援センターを設置し、
総合的・専門的な支援を行います。 

 

 本道の雇用情勢が改善している中、医療・福祉や農林水産業など従来から人手不足の状態にあった産業
に加え、建設業や宿泊業・飲食サービス業の関連職種などにおいて雇用のミスマッチが生じ、人手不足が深刻
な問題となっています。このような雇用のミスマッチを解消することは、企業における円滑な人材の確保や、求職
者などの就業促進を図る観点からも重要です。 
このため、国など関係機関と連携を図りながら、人手不足分野などにおける職業理解の促進やマッチング機

会の提供、就業環境の改善に取り組むほか、職業訓練を充実するなど、求人、求職の両面からミスマッチの
解消に取り組みます。 
また、企業における円滑な人材確保に向け、企業の経営体質の強化に向けた取組を支援し、賃金の引き

上げといった処遇改善等を促進します。 
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【建設・運輸】 

・ 建設産業の担い手確保・育成を図るため、建設産業ふれあい展やICT体験講習会、人材確保・育成に向けた研
修会等を実施するとともに、建設業団体等が行う生産性向上等の事業経費の一部を補助します。 

・ 企業における担い手の育成・確保の取組を促進するため、道のホームページやメールマガジンの活用により、国をは
じめ各関係機関が実施する各種支援施策等の情報を提供します。 

・ 道内建設産業の持続的な発展に向けて、建設業団体・職業訓練機関・関係行政機関等が担い手の現状や課
題に関する情報の共有や連携強化のための協議会を設置し、効果的な取組につなげます。 

・ 道立高等技術専門学院における学卒者、在職者、離職者等に対する新たな知識や技能の習得に向けた職業
訓練の実施による建設関連人材を育成します。 

・ トラックなどの運転手の人材確保に向けて、国や企業、関係団体と連携した取組を進めるとともに、広く道民に対 

し、物流に対する理解を促進するための普及啓発活動や国などが実施する各種施策等の情報提供を行います。 
・ バス路線の維持確保を図るため、有識者による検討会議を設置するとともに、バス事業の生産性向上及び運転
手確保に係る効果的な取組の検討を行い、乗合バス事業の活性化を図ります。 

 

【観光関連】 

・ 従業員を対象とした研修事業や語学研修など、各種研修を通じた能力開発による職場定着を促進します。 
・ 急増する外国人観光客への対応等に向け、人手不足や人材の定着が課題となっている観光産業の人材確保の
ため、合同企業説明会や研修等を実施します。 

 

【農林水産業】 

・ 関係機関との連携を強化し、新規就業に関する情報提供や紹介機能の充実を図るとともに、必要な知識・技能
を習得させる研修を実施するなど、農林水産業における担い手の育成・確保を図ります。 

・ これまでアプローチしていなかった都市部の就業困難な若者など、潜在労働力の活用を推進するとともに、農業分
野における働き方改革を推進し、多様な人材の呼び込みと労働力の確保を図ります。 

・ 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
ークを活用し、通年雇用化を促進するとともに就業環境の改善などを支援します。 

・ 沿岸漁業への就業を促進するため、漁業研修所及び周辺漁家における就業体験や漁業者等による授業など、
道内水産高校生が沿岸漁業に接する機会を創出します。 

 
 

  

 

 

 

 

〔道予算事業等〕        

  【分野共通の取組】                                                                                     

事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

ほっかいどう働き方改革支援センター運営等事業 〔再掲〕 

47,998 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 企業等の働き方改革を支援するため、包括的な支援をワンストップで行う「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、人手不足の業界団体と連携した改革プランの作成等に取り組む。 

 

子育て女性再就職応援事業 【新規】 〔再掲〕 

4,579 

 結婚・出産・育児のために離職し、再就職を希望する子育て女性の再就職を促進し、人手不足の解消や消

費の拡大による地域経済の活性化と女性が活躍できる社会の実現を図るため、特に人手不足が深刻化して

いる地域において、再就職への不安を解消する取組を行うとともに、企業とのマッチング機会の創出や就職に至

るまでのフォローアップを行う。 

中小企業経営資源強化対策事業費 〔再掲〕 

23,299 

経済部 

地域経済局 

中小企業課 

 (公財)北海道中小企業総合支援センターを核に地域プラットフォームを形成することによって、新事業支援機

能を有機的・効果的に発揮する環境を整備し、中小企業者等の事業の発展段階に応じた支援を実施し新事

業創出を促進するとともに、中小企業の経営資源の確保を支援するために専門家派遣事業、受発注拡大支

援事業等を実施する。 

 移動中小企業経営相談事業 〔再掲〕 

120 
 中小企業の経営安定と金融の円滑化を図るため、道の融資制度、経営指導の周知を図るとともに、金融・経

営相談を実施する。 
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事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

 中小企業総合振興資金貸付金 〔再掲〕 

貸付金 

96,642,000 
経済部 

地域経済局 

中小企業課 

 中小企業者等の経営基盤の強化、事業の活性化を図り本道経済の発展に資するため、金融機関に原資を

預託して、中小企業者等に対する融資を促進する。 

 

小規模企業持続的発展支援事業 〔再掲〕 

10,114  小規模企業のICTの利活用などを通じた経営体質の強化や生産性の向上を支援するため、地域の支援機関

の職員や企業の経営者、従業員等への研修を実施するとともに、取組事例の普及啓発を行う。 

中小企業競争力強化促進事業費 〔再掲〕 
 

37,625 

 

経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 

 

 

産業構造の高度化による自立した経済構造への転換に資するよう、中小企業の競争力の強化を促進するた

め、「北海道産業振興条例」に基づき、(公財)北海道中小企業総合支援センターを通じて中小企業が取り組

む製品開発やマーケティング、コンサルタント等招へい、産業人材育成・確保などを支援する。 

ＡＩ/ＩｏＴ等先端技術導入促進事業 【新規】 〔再掲〕 

3,357 
経済部 

産業振興局 

科学技術振

興室 

 生産性の向上や省エネルギーに資する道内大学と企業等が開発したＡＩ/ＩｏT等の先端技術の普及啓発

を行い、新たな先端技術を活用した取組の創出を図る。 

 

寒冷環境対応IoT製品等の開発支援拠点整備事業費 【新規】 〔再掲〕    

548,453 
 スマート農業や寒冷地仕様EVなど幅広い分野における積雪寒冷環境対応のIoT製品や、航空宇宙関連機

器の開発･製造を加速化させるため、（地独）北海道立総合研究機構工業試験場の施設･機器の整備を

行う。 

緊急再就職訓練費 〔再掲〕 

1,709,716 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 

 

離職者等の再就職を促進するため、職業能力開発を必要とする求職者に対し、幅広い教育訓練資源を有す

る民間機関を最大限活用し、多様な職業訓練の受講機会を提供する。 

 

 高等学校就職促進マッチング事業 〔再掲〕 

1,591 

教育庁 

学校教育局 

高校教育課 

 高校生や進路指導担当教員等を対象に、福祉分野や農林水産分野など求職と求人のミスマッチが生じている

企業・業種に対する理解促進を図るための見学会等を実施し、職業選択の幅を拡げるなど、キャリア教育の推

進と就職支援の充実を図る。 

 新規学卒者就職対策推進費（高校生インターンシップ推進事業）〔再掲〕 

4,079 
 高校生の厳しい就職環境、早期離職者などの課題に対応するため、産学官が連携し体験的学習を推進 

し、望ましい勤労観、職業観の育成を図る。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。 

北海道ふるさと・みらい創生推進事業 【新規】 〔再掲〕 

30,882 
 若者の道内定着を促進するため、農林水産業の後継者の育成、労働力不足が顕著な建設産業を担う人材

の確保、世界とつながり地域社会の発展に貢献するグローバル人材の育成などの課題解決に向け、道立高校

における産業教育やキャリア教育等の一層の推進を図る。 

   

 

                                                                           

【福祉・介護】 

事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

 介護福祉士養成施設運営費補助金 

2,162 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 福祉人材の養成・確保のため、社会福祉士及び介護福祉法の規定に基づく介護福祉士養成施設の運営費

へ助成し、介護福祉士の養成・確保を図る。 

福祉人材センター運営事業費 

84,367 

保健福祉部 

福祉局 

地域福祉課 

 福祉・介護分野における就労斡旋を行うとともに、再就業に向けた研修会や職場体験の開催案内などの情報

発信を行い、多様な人材参入促進、離職した介護福祉士等の再就業の促進を図る。 

 

介護従事者確保総合推進事業  

332,160 
 福祉・介護の役割や魅力等についての理解促進、多様な人材の就業促進のほか、労働環境や処遇改善支

援などによる職場定着・離職防止を促進し、道内の介護人材確保対策を推進する。 

介護保険対策費（介護職員等のたん吸引等研修事業費） 

32,908 

保健福祉部 

高齢者支援

局 

高齢者保健

福祉課 

 たんの吸引等の医療的ケアを行う介護職員等を養成並びに、医療と介護双方のニーズを併せ持つ高齢者等

への対応強化と介護職員のキャリアアップや定着促進に資する研修の実施機関を増設するため、新規開設の

研修機関に対し、初度経費を補助することにより介護職員のキャリアアップや定着促進を図る。 



- 65 - 

 

事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

介護保険対策費（介護ロボット導入支援事業費）  

127,680 

保健福祉部 

高齢者支援

局 

高齢者保健

福祉課 

 介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化など、介護従事者が継続して就労するための環境整備に

有効である介護ロボット導入に対する補助等を行うことにより、介護従事者の身体的負担の軽減や業務効率

化などの環境整備を図る。 

介護保険対策費（介護ロボット導入支援事業（ICT活用促進事業））  

4,360 
 介護事業所におけるICT機器等の導入促進を図るため、実際の介護現場等を活用したICT機器のデモンスト

レーションと体験等を通して、危機を身近に感じ、導入検討の契機の場となる展示説明会を実施する。 

 

介護保険対策費（介護事業者協同化促進事業） 

8,485 
 経営基盤の脆弱な小規模の介護事業所が、従事者の確保や育成が困難等の課題を抱える事業者と協同 

し、事業協同組合を設立する際の支援を行う。 

 

介護保険対策費（介護支援専門員資質向上事業）【新規】 

8,997 
 介護支援専門員の更なる資質向上のために必要な実践力を身につけるため、経験豊かな主任介護支援専

門員が同行し支援・指導を行う研修と主任介護支援専門員の指導者としての資質向上を図る研修を実施す

ることにより、介護支援専門員の実務能力の向上を図る。 

子育て支援対策事業費（保育士等資格取得支援事業） 

861 

保健福祉部 

子ども未来 

推進局 

子ども子育て

支援課 

 保育教諭等の資格取得支援を行うことにより、就業継続や有資格職としての採用拡充など、保育人材の確保

を図る。 

 

 

 

 

 

 【医療・看護】 

事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

地域医師連携支援センター運営事業費（地域医療対策支援事業費） 

23,125 

保健福祉部 

地域医療 

推進局 

地域医療課 

 医師の地域偏在があり、一部の都市部を除く市町村立病院の医師確保が難しいことなどから、医療過疎地に

おける勤務医確保・定着のため、常勤医師の紹介・斡旋を行うドクターバンク事業を推進し、地域医療の確保

・充実を図る。 

救急医療対策推進費（周産期救急搬送コーディネーター運営事業） 

29,625 
 周産期医療の救急搬送困難事案の解消を図るため、医療機関の受入情報等を収集し、消防機関等に情報

提供するコーディネーターを配置して、円滑な搬送受入体制を構築する。 

 

女性医師等就労支援事業費補助金  

72,442 
 女性医師の道内での就業確保を図るため、利用可能な勤務形態や支援制度などの取組を支援し、働きやす

い職場環境づくりを総合的に推進することにより、医師を安定的に確保する。 

 

病床機能分化・連携促進基盤整備事業費（理学療法士等確保事業） 

31,500 
 急性期病床から回復期病床など病床機能の転換を行う病院において、理学療法士等（理学療法士、作業

療法士及び言語聴覚士）を新たに確保する費用に対して支援することにより、病床機能の転換及び理学療

法士等の雇用を図る。  

道立看護学院養成費 

90,451 

保健福祉部 

地域医療 

推進局 

医務薬務課 

 質の高い看護職員を養成・確保するため、道立高等看護学院において、看護師等を養成する。 

 

 

ナースセンター事業費  

47,135 
 看護職員の就業希望者に対する就業斡旋により看護職員の確保・定着を図るとともに、看護ニーズに応じた

各種研修会の開催により資質の向上を図る。 

 

看護職員確保対策費（新人看護職員臨床実践能力向上研修支援事業） 

91,240 
 新人看護職員の離職防止のため、研修プログラムに基づく研修を実施する医療機関を支援する。 

 

 

看護職員養成施設運営支援事業費補助金 

640,221 
 質の高い看護職員の養成力の強化・充実を図るため、看護師等養成所の運営事業に対し補助する。 
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事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

 看護職員確保対策費（多様な勤務形態導入支援事業） 

6,870 

保健福祉部 

地域医療 

推進局 

医務薬務課 

 就業看護職員の離職防止、未就業看護職員の復職支援のため、短時間正職員制度など多様な勤務形態

を導入する医療機関を支援する。 

 

医療対策費（医療勤務環境改善支援センター運営事業費）〔再掲〕 

17,145 

保健福祉部 

地域医療 

推進局 

地域医療課 

 医療機関における勤務環境改善の自主的な取組を促進するため、医療勤務環境改善支援センターを設置し

、総合的・専門的な支援を行う。 

 子育て看護職員等就業定着支援事業費補助金 〔再掲〕 

535,562 

保健福祉部 

地域医療 

推進局 

医務薬務課 

 病院に勤務する看護職員等のために設置する病院内保育所の運営費に対して補助することにより、子育て中

の看護職員の離職防止及び再就業の促進を図る。 

 

                                                                                    

【建設・運輸】 

事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

乗合バス活性化戦略推進事業 

6,000 

総合政策部

交通政策局

交通企画課 

 バス路線の維持確保を図るため、有識者による検討会議を設置するとともに、バス事業の生産性向上及び運
転手確保に係る効果的な取組の検討を行い、乗合バス事業の活性化を図る。 

 建設業経営体質強化対策事業費（建設業サポートセンター運営費）〔再掲〕 

3,278 

建設部 

建設政策局 

建設管理課 

 北海道建設業サポートセンター及び全道14カ所に地域建設業サポートセンターを設置し、建設業の経営強化、新分

野進出、人材の育成等に関する総合的な相談・支援、啓発等を行う。また、建設部のサポートセンターに専門相談

員を配置し、経営に関する専門的なアドバイスを行う。 
建設業経営体質強化対策事業費（建設業担い手対策推進事業費）〔再掲〕 

10,000 
 建設産業の担い手確保・育成を図るため、建設産業ふれあい展やICT体験講習会、人材確保・育成に向けた研修

会等を実施するとともに、建設業団体等が行う生産性向上等の事業経費の一部を補助する。 

 北海道建設産業担い手確保・育成推進協議会 〔再掲〕 

－ 
 道内建設産業の持続的な発展に向けて、建設業団体・職業訓練機関・関係行政機関等が担い手の現状や

課題に関する情報の共有や連携強化を図る。 

 

養成・転職職業訓練費（実習費、指導体制強化費）〔再掲〕 

64,383 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 道立技術専門学院（８校）において、新規学卒者や離転職者等に対し、技能・知識の付与や職業能力の

再開発により、就職を容易にし職業生活の安定を図る。 

 

 

 

【観光関連】 

事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

観光産業人材確保支援事業 〔再掲〕 

14,468 

経済部 

観光局 

 急増する外国人観光客への対応等に向け、人手不足や人材の定着が課題となっている観光産業の人材確

保のため、合同企業説明会や研修等を実施する。 

 

 日本版DMO形成促進事業 〔再掲〕 

12,092 
 地域におけるＤＭＯ形成に向けた取組を支援するアドバイザーの派遣や、観光地経営の専門人材を育成する
ための研修会の開催など、観光地経営の視点に立った、地域の稼ぐ力を引き出す取組を推進する。 

 

実践的インバウンドおもてなし人材育成事業 〔再掲〕 

30,876 
 大幅な増加を続ける外国人観光客の受入を円滑に進めるため、外国人観光客受入のための基礎研修及び

通訳案内士、小売店等の観光関係従業者の技能向上のための実践的な各種の研修を実施する。 

 

 

【農林水産業】 

事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

 畜産振興総合対策事業費（農場リース円滑化事業費）〔再掲〕 

1,013 

農政部 

生産振興局 

畜産振興課 

 優れた担い手の確保及び地域酪農・畜産の活性化を図るため、新規就農者等が離農農場等を継承する場

合に、離農農場等の整備事業のために要した経費に対する助成を行う。 
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事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

 農業大学校管理費 〔再掲〕 

253,969 

農政部 

農業経営局 

農業経営課 

 農業の担い手を育成する道立農業大学校の運営・維持管理を行う。 

 

 

担い手育成総合推進事業費（農業経営者育成教育事業費）〔再掲〕 

29,586 
 高度な経営力を備えた人材を育成するため、農業大学校等における教育カリキュラムの策定や高度教育機関

への研修派遣など、研修教育の充実・強化を図るとともに、地域における高度研修教育に向けた取組を支援

する。 

 北海道農業担い手育成センター事業費 〔再掲〕 

254,120 
 次代の本道農業を担う意欲と能力のある農業者を育成・確保するため、北海道農業公社と市町村段階の地

域担い手センターとの連携により、きめ細かな担い手対策を総合的に推進する。 

担い手育成総合推進事業費（農業次世代人材投資事業費）〔再掲〕 

1,425,247 
 次代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修期間（２年以内）の生活安定及び就農直

後（５年以内）の経営確立に資する農業次世代人材投資資金を交付する。 

 

 担い手育成総合推進事業費（地域担い手対策事業費）〔再掲〕 

   6,600 
 優れた担い手の育成・確保を図るため、農業教育への支援など、地域の実態に即した担い手対策を推進す 

る。 

 

青年新規就農者確保対策事業費 〔再掲〕 

9,417 
 新規就農者の確保・定着を図るため、高校生や大学生など若者の就農意欲喚起に向けた取組を実施するほ
か、地域における就農促進事業を支援する。 

 

農業分野におけるワークチャレンジ推進事業費 【新規】 〔再掲〕  

1,649 
 農業労働力の安定的確保が課題であることから、これまでアプローチしていなかった就業困難な若者といった潜在労働

力の活用を推進するとともに、農業分野における雇用の受入環境を整備するなど農業の働き方改革を推進し、多様

な人材の呼び込みと労働力の確保を図る。 

 研修事業費 〔再掲〕 

 18,220 

水産林務部 

水産局 

水産経営課 

 本道漁業の振興と漁村地域の活性化を担う漁業就業者を育成するため、漁業に必要な知識や技術を習得

する研修を実施する。 

 

 漁業就業促進事業費 〔再掲〕 

4,315 

 沖合漁船から沿岸漁業への転換を希望する漁船乗組員等を対象として、必要な資格取得講習を実施す 

る。また、北海道漁業就業支援協議会において、漁業就業に関する情報収集・発信や漁業就業希望者と漁

協等との面談機会の提供、指導漁業者による長期実地研修の実施により、地域における漁業就業を促進す

る。 

 沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計 〔再掲〕 

  355,428 
 水産業改良普及組織の行う普及指導活動との密接な連携のもと、沿岸漁業従事者等が行う沿岸漁業の経

営改善、生活改善及び青年漁業者等の養成に要する資金を無利子で融資する。 

 

水産高校生漁業就業促進対策事業費 【新規】 〔再掲〕 

2,912 
 沿岸漁業への就業を促進するため、漁業研修所及び周辺漁家における就業体験や漁業者等による授業な 

ど、道内水産高校生が沿岸漁業に接する機会を創出する。 

 森林整備担い手対策推進費 〔再掲〕 

87,782 

水産林務部 

林務局 

林業木材課 

 林業労働者の技術・技能の向上、労働安全衛生の確保、福利厚生の充実などを推進し、林業労働者の育

成・確保を図る。 

 

 林業就業促進資金貸付事業費 〔再掲〕 

  2,981 
 林業に新たに就業しようとする者や雇用する事業体に向け、就業のための研修・移転準備等に係る費用の貸

付事業を行う森林整備担い手センターに対し、必要な資金の無利子貸付を行う。 

 

 クール林業担い手確保対策事業 〔再掲〕  

3,582 

 林業担い手の育成・確保を進めるため、教育機関や地元の林業事業体、市町村など地域関係者のネットワー

ク化を進め、新規就業者の確保に向けた通年雇用化や就業環境の改善などを促進する取組を実施する。 
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事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

木育推進事業費 〔再掲〕  

9,353 

水産林務部 

森林環境局

森林活用課 

 森林づくりへの理解促進などを図るため、森林・木材とふれあう機会の提供等に取り組む木育マイスターの育 

成、親子向けの木工教室、中高生等を対象とした林業等現場体験等に取り組む。 

 農林漁業の新たな担い手確保モデル事業費 〔再掲〕 

16,370 

農政部 

農業経営局 

農業経営課 

 農林漁業の新たな担い手となり得る人材を確保するため、普通高校などの生徒に対する出前講座など一次産

業の一体的な情報発信や就業体験などの取組を実施する。 

水産林務部

水産局 

水産経営課 

水産林務部

林務局 

林業木材課    
 〔北海道における産業施策と雇用施策の一体的実施事業〕     

事業名・概  要            

 職場見学会の開催、合同企業面接会の開催 

 人手が不足している産業分野の人材確保と就業の促進を図るため、雇用機会の拡大が見込まれる産業の理解を深めるための職場見学会や、

マッチングを図る企業面接会を実施する。 

 

  

 

 

〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事業名・概  要            

人材確保等支援助成金 〔再掲〕 

 ■介護福祉機器助成コース 

 介護事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改

善がみられた場合に、助成金を支給。 

■介護・保育労働者雇用管理制度助成コース 

 介護事業主及び保育事業主が、介護・保育労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を行った場合に支給。 

 ■雇用管理制度助成コース（建設分野） 

 中小建設事業主が、雇用管理制度の導入による職場の雇用管理改善を通じて、従業員の離職率の低下及び、若年及び女性労働者の入

職促進に取り組み、目標を達成した場合に、一定額を助成する。 

■若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース（建設分野） 

 建設事業主や建設事業主団体が、若年及び女性労働者の入職や定着を図るため、「若年者及び女性に魅力ある職場づくり」につながる取

組や広域的な職業訓練の推進活動を実施した場合に、経費の一部を助成する。 

■作業員宿舎等設置助成コース（建設分野） 

 中小建設事業主が、被災三県に所在する工事現場の作業等を行う建設労働者のための作業員宿舎、賃貸住宅及び作業員施設を賃借

した場合、経費の一部を助成する。 

中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業 【新規】 〔再掲〕 

 働き方改革の実行に向けて、特に経営基盤が脆弱である中小企業・小規模事業者等を中心に、非正規雇用労働者の処遇改善、労働時間

の短縮及び生産性向上による賃金引上げ、人手不足の緩和等に向けた取組を支援するため、中小企業・小規模事業者等に対する技術的な

相談支援を実施する。 
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② 人材の誘致と定着の促進 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔本年度の主な取組〕 

・ 「食」や「ものづくり」｢健康長寿｣など、本道における強みや資源を活かしながら、地域を支える産業の振興や企業
誘致の推進などにより、良質で安定的な雇用の場づくりを進めます。 

 
・ 道内外の若者が地域への関心や愛着を持つための実践活動プログラムを策定・普及するとともに、将来のUIターン
や移住につなげるため、首都圏の若年層とのネットワークを構築し、移住関心層の掘り起こしを図ります。 

 
・ 道内の大学や工業高等専門学校、関係自治体が相互に連携・協力し、若年者が道内で活躍できる就職先を
開拓するとともに、地域が求める「ものづくり人材」を養成することにより、人材の地方への集積を進めます。 

 
・ 道内外の若者や働く世代をはじめとする幅広い世代を対象に、本道への移住・定住の促進を図るため、東京・札
幌の「ふるさと移住定住推進センター」において「しごと・住まい・暮らし」のワンストップ相談体制の推進を進めるととも
に、地域の仕事を掘り起こして移住希望者に情報発信を行います。また、「北海道空き家情報バンク」の運営によ
る、空き家及び空き地の有効活用を促進します。 

 
・ 道外大学に進学した若年者などを地域産業を支える人材として確保するため、大学や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等の提供を行うとともに、道内企業の競争力強化につながる活躍が期待で
きるプロフェッショナル人材の受入企業を支援するなど、本道への人材誘致を推進します。 

 
・ 若者の雇用の場の確保・創出や職場定着を図るため、求職側と求人側の円滑なマッチングを促進する北海道就
業サポートセンターを振興局に設置し、ミスマッチの解消や成長・人手不足分野への就労誘導の促進や正規雇用
の拡大など、若者の就職支援を強化します。 

 
・ 道内での就職を希望する留学生に対し、ジョブカフェ北海道において、道内就職に向けた取組を実施します。 
 
・  「北海道労働政策協定」に基づき、高度技術者等を必要とする道内求人企業と、道内へのＵ・Ｉターンを希望
する道外の求職者とのＵ・Ｉターンフェア（合同企業説明会）を首都圏において開催しＵ・Ｉターン人材の誘致
促進を図ります。また、雇用機会が不足している地域や事業者に対し、実践型地域雇用創造事業や、地域雇用
開発助成金の活用を促し、雇用創出の推進を図ります。     

 

 

 

 〔道予算事業等〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額 (千円) 所管部署 
 外国人留学生の就業支援 

－ 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 道内の就職を希望する留学生に対し、ジョブカフェにおける合同企業説明会等のほか、札幌商工会議所が実

施している留学生のための合同企業説明会や、国が実施する外国人留学生採用サポート事業と連携し、道

内外国人留学生への就職支援を行う。 

 プロフェッショナル人材センター運営事業 

45,345 

 道内産業の競争力強化を図るため、中小企業等の経営改善への意欲を喚起し、道外からのプロフェッショナル

人材の活用による企業の経営革新を促す人材還流の拠点として、人材センターの運営を行う。 

 

 

 本道においては、若年者を中心とし働き手の道外への転出超過が続いており、こうした状態に歯止めをかけ
るためには、地域における雇用を創出し就業の場を確保し、道内への定着を促進するとともに、U・I ターンに
より人材を誘致するなど地域産業を支える人材の確保が重要となっています。 
このため、地域の特性や資源を活かした産業の振興や企業誘致により、働き手の雇用機会を確保するとと

もに、道内大学と連携して、新規学卒者の道内就職率の向上に努めるほか、道外での就職フェアや就職相
談会などを通じ、若年者をはじめとする人材の誘致や定着の促進に向け、総合的な取組を進めます。また、
留学生など外国人高度人材の就業支援に取り組みます。 
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事 業 名 ・ 概  要            予算額 (千円) 所管部署 
いなか暮らし応援プログラム推進事業 

59,284 

総合政策部 

地域創生局 

地域戦略課 

 道内外の若者や働く世代を中心に、北海道を舞台に自ら夢を実現しようとする人々を呼び込むため、本道への

移住の総合的な窓口となる「ふるさと移住定住推進センター」を東京及び札幌に設置し、「しごと」「住まい」「暮

らし」情報の一元的な収集・提供を行う他、地域に潜在するしごとの掘り起こしや、官民連携を加速するプロデ

ューサーの配置を行う。 

若年者等地域人材誘致・交流促進事業 【新規】 

15,187 
 道内外の若者を対象に、地域への関心や愛着を高める取組を実施するとともに、将来のＵターンや移住に繋げ

るため、若年層とのネットワーク構築体制や移住に向けた支援体制を整備する。 

 

地域づくり推進費（北の大地への移住・定住促進費）  

6,088 

総合政策部 

地域創生局 

地域戦略課 

 本道への移住・定住促進を図るため、地域の受入体制づくりへの支援や情報発信等の取組を実施するほか、「

地域づくりサポート隊」の配置及び定着支援を実施する。 

総合政策部 

地域振興局 

地域政策課 

北海道における雇用創出・若者定着の推進  

－ 

総合政策部 

政策局 

総合教育推

進室 

 室蘭工業大学をはじめとした道内のものづくり系大学・高専が中心となり、卒業生の地元就職率の向上を図る

ため、道はじめ関係市や企業・金融機関などの産学官金の連携により、教育カリキュラムの改革や雇用創出・

若者定着に取り組む。 

 空き家対策推進事業  

12,500 

建設部 

住宅局建築

指導課  

 道の「空き家等対策に関する取組方針」に基づき、北海道空き家情報バンクの運営・周知や市町村の取組に

対する支援などを実施する。 

 

ベトナムとの経済人材交流事業 【新規】 〔再掲〕 

2,510 

経済部 

経済企画局 

国際経済室 

 平成29年8月の道とベトナム政府との覚書締結を踏まえ、現地でのセミナーや大学、企業等とのマッチングなど

経済人材の交流を促進する。 

 

ふるさと経済活性化のための起業応援事業 【新規】 〔再掲〕 

11,017 

経済部 

地域経済局 

中小企業課 

 道内における起業を促進するため、地域課題の既決に資する優れた事業計画を募集・選出・表彰するととも 

に、クラウドファンディング型ふるさと納税を活用して起業時の初期投資の一部を助成する。 

北海道就業サポートセンター事業費 〔再掲〕 

3,867 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 各振興局に北海道就業サポートセンターを設置し、専門家や「ほっかいどう働き方改革支援センター」と連携し

ながら企業の人材確保や職場定着に向けたアドバイスを行うとともに、若年無業者の理解・受入促進に向けた

企業訪問等を実施する。 

地域若者就業・定着支援事業 〔再掲〕 

27,907 
 若者の地元就職や職場定着に向け、振興局毎に関係団体で構成する協議会を設置し、委託業務での地元

就職・定着支援の実施による、支援ノウハウの協議会への移転を図り、地域での自立的な支援の実施を促進

する。 

若年者等人材呼び込み・呼び戻し事業 〔再掲〕 

11,380 

 本道の経済の高度化、活性化と地域経済の発展を図るため、道外大学等に進学した若年者などを地域産業

を支える人材として確保する必要がある。そのため、インターネットを活用したＵ・Ｉターンネットシステムによる求

人・求職情報の提供等や大学や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を行

うなど、若年者等のＵ・Ｉターンを促進する。 

農村ツーリズム育成支援事業費 【新規】 〔再掲〕 

1,000 

農政部 

農村振興局 

農村設計課 

 農村ツーリズムに携わる将来の人材を確保していくため、地域内のネットワークが構築された農村ツーリズムの先進地の

ノウハウを活用し、新たに多様な滞在コンテンツの提供や運営を担う若者等の育成を支援する。 

 

 農林漁業の新たな担い手確保モデル事業費 〔再掲〕 

16,370 

農政部 

農業経営局 

農業経営課 

 農林漁業の新たな担い手となり得る人材を確保するため、普通高校などの生徒に対する出前講座など一次産

業の一体的な情報発信や就業体験などの取組を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

水産林務部

水産局 

水産経営課 

水産林務部

林務局 

林業木材課 
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事 業 名 ・ 概  要            予算額 (千円) 所管部署 
北海道ふるさと・みらい創生推進事業 【新規】〔再掲〕 

30,882 

教育庁 

学校教育局 

高校教育課 

 若者の道内定着を促進するため、農林水産業の後継者の育成、労働力不足が顕著な建設産業を担う人材

の確保、世界とつながり地域社会の発展に貢献するグローバル人材の育成などの課題解決に向け、道立高校

における産業教育やキャリア教育等の一層の推進を図る。 

戦略産業雇用創造プロジェクト事業費  〔再掲〕  

 

 
経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 良質で安定的な雇用の場の創出に向け、ものづくりや食関連分野等の一層の産業育成強化と、人材育成や

就業支援といった雇用創出の取組を一体的に実施する。 

 

■雇用創出地域展開事業  

51,142 
 雇用のミスマッチの緩和や若者の早期離職を抑制するため、地域企業や地域求職者に対する支援を通じ

て、良質で安定的な雇用の創出を図る。 

 

 ■ものづくり産業企業誘致推進事業 〔再掲〕 

6,593 

経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 経済波及効果の高いものづくり産業の本道への立地を推進するため、中京圏で開催される展示・商談会に

出展するほか、重点的企業訪問により本道への立地を加速させるとともに、本道における雇用創出を図る。 

 

  

 

 

〔北海道における産業施策と雇用施策の一体的実施事業〕     
事業名・概  要            

 U・Ｉターンフェアの実施  

 高度技術者等を必要とする道内求人企業と、道内へのＵ・Ｉターンを希望する道外の求職者とのＵ・Ｉターンフェア（合同企業説明会）を首

都圏等において開催しＵ・Ｉターン人材の誘致促進を図る。 

 

 産業施策と雇用施策の一体的実施事業 (北海道ビジネスサポート・ハローワーク) 〔再掲〕 

 北海道が従前から（公財）北海道中小企業総合支援センターを通じて実施してきた中小企業者に対する各種経営面での支援と、「北海道ビ

ジネスサポート・ハローワーク」における雇用面や各種助成措置などの支援を一体的に実施することにより、中小企業者をワンストップで支援する。 

 

 

 

 

 〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事業名・概  要            

外国人サービスコーナー等事業 

 留学生が増加する中、専門的・技術的分野の労働者として、我が国での就職を希望する留学生を着実に国内就職につなげていくため、新卒応

援ハローワークに留学生コーナーを設置し、積極的な求人開拓、留学生に対する就職活動や就職支援に関する情報の提供及び全国ネットワー

クも活用したマッチングを図る。  
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（４）職業能力開発の推進 

 ① 産業人材の育成 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

 
・ 本道の経済・産業活動の担い手の育成を図るため、道立高等技術専門学院において、将来、中核的技能者とし
て活躍できる若手技能者を育成するために必要な職業訓練を実施するとともに、ハローワークと連携して、本人の
希望を踏まえたきめ細やかな就職支援を行います。 

 
・ 求職者を対象に、ハローワークや関係団体と連携するとともに、地域のニーズを踏まえながら多様な職業訓練コース
を設定し、民間教育訓練機関等への委託訓練を実施することにより、再就職の促進を図ります。 

 
・ ものづくり産業への職業意識の醸成を図るため、小中学生を対象としたものづくり体験会などを開催するほか、技能
検定制度や技能士重用制度の普及促進や優れた技能者の表彰などにより、技能を尊重する機運を醸成します。 

 
・ 学校における産業教育を充実するとともに、地域や産業界と連携しながら、ものづくりなどへの興味・関心を高める
など、将来を担う産業人材を育成します。 

 
・ 地域人材開発センターが実施する地域の実情に応じた職業訓練や技能講習等の事業を支援するとともに、地域
を支える産業を担う人材を対象に、地域特性に応じた研修を実施するなど地場企業の人材育成を支援します。 

 
・ 道立高等技術専門学院における発展途上国からの視察受入や、外国人技能実習制度への協力を通じた国際
社会への貢献に努めます。 

 
・ 外国人介護人材の受入に関する諸制度（在留資格「介護」、外国人技能実習制度及びEPA）に対する理解
促進を図るため、受入を検討する法人や事業所を対象とした研修を実施します。 

 
・ グローバル人材の育成に向けた、小学生から英語力向上を促進する事業の実施や、アルバータ州・ハワイ州と高校
生の交換留学を行うほか、「ほっかいどう未来チャレンジ基金」を活用し若者の海外留学費用等の助成などを通じ、
北海道の将来を担う人材の育成に取り組みます。 

 
・  「北海道労働政策協定」に基づき、地域ニーズに対応した人材育成強化を図るため、道立高等技術専門学院と
北海道職業能力開発促進センター等との連携を通じて、より効率的・効果的な職業訓練を実施します。 

 

 

 

 〔道予算事業等〕                                                                                              

事 業 名 ・ 概  要            予算額 (千円) 所管部署 
養成・転職職業訓練費（実習費、指導体制強化費） 

64,383 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 道立技術専門学院（８校）において、新規学卒者や離転職者等に対し、技能・知識の付与や職業能力の

再開発により、就職を容易にし職業生活の安定を図る。 

 

 インターンシップ推進事業費 

252 
 道立高等技術専門学院の施設内訓練生を対象に、実践的な技能・技術の習得と産業界のニーズに応じた

人材の育成を図る。 

 

 人口減少により働き手が減少する中、本道経済の持続的な発展を図るため、引き続きものづくり産業など
における人材の育成・確保を進めるとともに、本道が優位性を持ち、今後、成長発展が見込まれる産業分野
における人材育成・確保が重要となっています。 
このため、北海道労働局や（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構と連携を図りながら、成長分野にお

ける人材の育成、道立高等技術専門学院や民間教育訓練機関を活用した職業訓練の実施など、時代や
地域のニーズに対応した産業人材の育成を推進します。また、地域産業を支える技能の継承、学生、生徒に
対するものづくり産業への理解促進など、次の世代を担う、産業人材の育成を図ります。 
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事 業 名 ・ 概  要            予算額 (千円) 所管部署 
 次世代ものづくり人材育成事業［赤レンガ・チャレンジ事業］ 

－ 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 ものづくり産業への職業意識の醸成を図るため、将来のものづくりの担い手となる小中学生を対象に、ものづくり

体験会を開催するとともに、工業高校と道立高等技術専門学院の連携を図り、次世代のものづくり産業人材

を育成する。 

 技能向上育成対策費補助金 

3,167 
 技能士の技能水準及び資質の向上を図るため職種別研修会等の開催、技能士重用制度の普及促進、技

能士会活動の促進等を行い、技能士の社会的地位の向上を図る。 

 

 無料職業紹介事業費 

457 
 道立高等技術専門学院及び障害者職業能力開発校の訓練生に係る適切な就職を促進するため、企業に

対して求人開拓を行うほか、訓練生に対して就職相談及び就職あっせんを図る。 

 

 外国人技能実習制度による国際貢献に係る取組  

－ 
 道立高等技術専門学院における発展途上国からの視察受入や、外国人技能実習制度に係る受入状況調

査の実施や、関係機関などで構成する連絡会議の場での意見交換や情報の把握に努める。 

 

北海道未来人財応援事業  

27,452 

総合政策部 

政策局 

総合教育推

進室 

 北海道に貢献する意欲のある若者の海外での挑戦を応援し、北海道の将来を担う人材育成を図るため、ほっ

かいどう未来チャレンジ基金を活用した助成事業を実施するとともに、寄附金等を積み立てる。 

 

異文化理解・英語力向上事業 

11,871 

教育庁 

学校教育局 

高校教育課 

 豊かな語学力・コミュニケーション能力、主体性・積極性、異文化理解の精神を身に付け、国際的に活躍でき

るグローバル人材を育成するため、高校生の海外留学を促進する。 

 

 グローバル人材の育成に向けた英語力向上推進事業 

8,061 
 

 

本道において、将来の人口減少に伴う課題に対応し、活力ある未来を拓いていくため、急速に変化するグロー

バル社会の中で国際的な視野を備え、チャレンジ精神あふれる人材を育成する。 

 

教育指導費（北海道グローバル人材育成キャンプ事業）【新規】 

2,936 
 

 

本道のグローバル化の推進に資するため、国際社会で対応できる資質・能力を育むことをねらいとして、高校生

向けに全道４会場で キャンプを開催し、将来的に学校や地域での実施が可能となるよう、英語漬けで過ごす

３日間の体験プログラムを策定する。 

高校生交換留学促進事業 【新規】 

3,941 
 

 

本道の国際交流をリードする人材の育成や姉妹友好提携地域との親交を深めるため、カナダ・アルバータ州に

加え、アメリカ・ハワイ州との間で高校生の交換留学を行う。 

 小学校英語力向上支援事業 【新規】 

3,217 

教育庁 

学校教育局

義務教育課 

 

 

英語教育が小３・４から始まること及び小５・６の教科化に伴い、英語を楽しむ機会を小学生に提供すること

で、英語によるコミュニケーション力を育む。 

ベトナムとの経済人材交流事業 【新規】 〔再掲〕 

2,510 

経済部 

経済企画局 

国際経済室 

 平成29年8月の道とベトナム政府との覚書締結を踏まえ、現地でのセミナーや大学、企業等とのマッチングなど

経済人材の交流を促進する。 

 

次世代自動車関連ものづくり産業振興事業 【新規】 〔再掲〕  

8,445 

経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 次世代自動車（水素自動車・ＥＶ）など環境負荷軽減が期待できる成長分野への参入促進や、環境負

荷軽減につながる自動走行に関する取組、若年者等への環境配慮型ものづくり産業への理解促進による人材

育成等を通じ、道内ものづくり産業の付加価値向上と競争力強化を図り、もって、環境への負荷軽減と道内も

のづくり産業の振興に資する。 

宇宙へのチャレンジ推進事業 【新規】 〔再掲〕  

3,396 

経済部 

産業振興局 

科学技術振

興室 

 道内民間企業によるロケット打上げの機会を活かし、命名150年を迎える北海道の次世代へのチャレンジの象

徴として宇宙をテーマにこどもや学生の宇宙開発や科学技術に対する関心を高める。 

 

 事業内職業訓練事業費補助金 〔再掲〕 

85,413 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 認定を受けて職業訓練を行う中小企業事業主団体等に対し、事業に要する経費を助成し、技能労働者の

養成確保及び在職労働者の資質向上を図る。 
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事 業 名 ・ 概  要            予算額 (千円) 所管部署 
 技能検定促進費 〔再掲〕 

59,622 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 技能検定を実施する北海道職業能力開発協会に対し助成し、技能労働者の技能習得意欲の増進と技能

水準及び社会的･経済的地位の向上を図る。 

 

 緊急再就職訓練費 〔再掲〕 

1,709,716 
 

 

離職者等の再就職を促進するため、職業能力開発を必要とする求職者に対し、幅広い教育訓練資源を有す

る民間機関を最大限活用し、多様な職業訓練の受講機会を提供する。 

 地域人材開発センター事業費補助金 〔再掲〕 

101,972 
 道立高等技術専門学院再編整備計画に基づき、地域の人材開発型施設として転換した地域人材開発セン

ターの事業に助成し、地域の実情やニーズに応じた効果的な職業訓練を実施し、人材育成を図る。 

 

介護従事者確保総合推進事業（外国人介護人材受入研修事業） 【新規】 〔再掲〕 

2,523 

保健福祉部

福祉局 

地域福祉課 

 外国人介護人材の受入れに係る諸制度（在留資格「介護」、外国人技能実習及び経済連携協定（ＥＰ

Ａ））に係る理解促進を図るため、受入れを検討する法人の役員や介護サービス施設・事業所の管理者等

を対象に、各制度の仕組みや受入れに当たっての具体的な留意点等について網羅的な内容のセミナー（研修

）を実施する。 

木育推進事業費 〔再掲〕  

9,353 

水産林務部 

森林環境局

森林活用課 

 森林づくりへの理解促進などを図るため、森林・木材とふれあう機会の提供等に取り組む木育マイスターの育 

成、親子向けの木工教室、中高生等を対象とした林業等現場体験等に取り組む。 

 キャリア教育・職業教育推進事業 〔再掲〕 

1,940 

教育庁 

学校教育局 

高校教育課 

 高等学校において、学校から社会・職業への移行が円滑に行われるよう、社会的・職業的自立に必要な能力

などを育て、キャリア発達を促す体系的なキャリア教育・職業教育の充実を図る。 

 

北海道ふるさと・みらい創生推進事業 【新規】〔再掲〕 

30,882 
 若者の道内定着を促進するため、農林水産業の後継者の育成、労働力不足が顕著な建設産業を担う人材

の確保、世界とつながり地域社会の発展に貢献するグローバル人材の育成などの課題解決に向け、道立高校

における産業教育やキャリア教育等の一層の推進を図る。 

戦略産業雇用創造プロジェクト事業費  〔再掲〕  

 

 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 良質で安定的な雇用の場の創出に向け、ものづくりや食関連分野等の一層の産業育成強化と、人材育成や

就業支援といった雇用創出の取組を一体的に実施する。 

 

 ■食品製造業の人材育成事業 〔再掲〕 

75,137 

経済部 

食関連産業

室 

 地域における食と観光の連携などの視点を取り入れて、地域特有の資源を有効活用した自社商品の商品

力向上に取り組むことのできる「地域食マーケティング人材」を育成し、付加価値率が高く、成長市場として

有望なワイン製造について、栽培・醸造技術からマーケティングにいたるまでの総合的な人材育成を実施す 

る。 

 

 

〔独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部予算事業〕   

事 業 名 ・ 概  要            
 高度技能者養成訓練  
 高校卒業者等を対象に、技術革新に対応できる高度な知識と技能・技術を兼ね備えた実践的技能者を育成することにより、産業の基盤となる
高度なものづくりを支える人材の育成を推進する。 

 
 離職者訓練 〔再掲〕 
 離職者を対象に、機械、電気・電子、建築分野など、企業での生産現場の実態に即したものづくり分野を中心に、早期の再就職を支援するた
めの職業訓練を実施することにより、職業訓練を通じた離職者の早期再就職を支援する。 

 
 橋渡し訓練 〔再掲〕 
 就業経験の乏しい若年者等で、直ちに実践的な職業訓練を受講することが困難な者に対して、コミュニケーション能力やビジネスマナーなどの基
礎的な訓練を実施することにより、訓練を通じた職業意識の向上による実践的な職業訓練への円滑な移行を図る。 

 
 日本版デュアルシステム（短期課程活用型） 〔再掲〕 
 学校卒業後に不安定な就労を繰り返しているため安定就労に必要な能力基盤が弱い等の若年求職者を対象として、施設内訓練と企業での
実習を組み合わせたデュアル訓練を実施することにより、現場の技術・技能等を身に付けた人材を育成する。 
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② 在職者等に対する多様な訓練機会の確保等 

 〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

・ 技能労働者の養成や在職者の資質向上を図るため、道立高等技術専門学院等において、必要な知識・技能を
習得するための能力開発セミナーを実施するほか、中小企業事業主団体等が実施する認定職業訓練への助成を
行うとともに、企業における生涯職業能力体制の充実強化を図るため、向上訓練推進員を設置し、企業に対する
指導・助言等を行います。 

 
・ 技能検定制度やビジネス・キャリア制度を含めた職業能力評価システムの普及促進など、国や北海道職業能力
開発協会等の関係機関と連携して能力開発インフラを整備します。 

 
・ 従業員のキャリア形成が促進されるよう、国や地域人材開発センターなどの各機関が実施する研修やセミナーのほ
か、専門家派遣など企業に対し必要な情報を提供します。   

 
・ 小規模企業のICTの利活用などを通じた経営体質の強化や生産性の向上を支援するため、地域の支援機関の
職員や企業の経営者、従業員等への研修を実施するとともに、取組事例の普及啓発を行います。   

 
・ 「北海道労働政策協定」に基づき、北海道と中小企業者等に係る経営相談に併せて、従業員のキャリアアップを
図る各種制度や助成金等雇用支援制度の周知・活用などをワンストップで行うことにより、優秀な人材の確保や在
職者のスキルアップ・定着を図ります。 

 

 

 〔道予算事業等〕                                                                                              

事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

 事業内職業訓練事業費補助金 

85,413 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 認定を受けて職業訓練を行う中小企業事業主団体等に対し、事業に要する経費を助成し、技能労働者の

養成確保及び在職労働者の資質向上を図る。 

 

 成人職業訓練費 

   11,232 
 在職労働者に対し、生産技術の進歩等に対処する能力開発及び管理監督等に必要な知識、技能を付与す

る。在職者の能力開発を図ることにより、失業を未然に防ぎ、雇用を維持する。 

 

 向上訓練等推進員設置費 

8,387 
 企業が行う教育訓練や在職労働者の自己啓発など、企業内における生涯職業能力開発体制の充実強化を

図るため、向上訓練等推進員を設置して企業への指導・助言を行う。 

 

 地域人材開発センター事業費補助金 

101,972 
 道立高等技術専門学院再編整備計画に基づき、地域の人材開発型施設として転換した地域人材開発セン

ターの事業に助成し、地域の実情やニーズに応じた効果的な職業訓練を実施し、人材育成を図る。 

 

 職業訓練指導能力向上推進費 

2,842 
 技術革新の進展や社会経済情勢の変化に伴い、訓練ニーズも高度化・多様化しており、このような現状に対

応するため、職業能力開発に関する教育訓練に必要な教科・教材の開発や指導技法の開発研究等を行うと

ともに、指導員の研修により総合的な指導能力の向上を図る。 

技能検定促進費 

59,622 
 技能検定を実施する北海道職業能力開発協会に対し助成し、技能労働者の技能習得意欲の増進と技能

水準及び社会的･経済的地位の向上を図る。 

 

 企業間競争の激化など変化の激しい時代にあって、労働者個人が幅広い能力向上を図り、柔軟かつ積極
的なキャリア形成に取り組むことは、労働者の職場定着と企業の競争力強化につながるとともに、社会にとって
も人的資源の強化につながることから重要です。 
このため、在職労働者の資質向上を図るための職業訓練を行うほか、中小企業事業主団体等が実施す

る職業訓練を支援するとともに、関係機関等と連携し、技能検定制度を含めた職業能力評価システムの普
及促進など能力開発インフラの整備に努めます。 
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事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

産業人材育成研修情報提供事業〔赤レンガ・チャレンジ事業〕 

－ 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 道内各機関が実施する産業人材の育成を目的とした研修・セミナーの情報を一元化してホームページにより提

供し、登録利用者には、新着情報をメールマガジンにより提供するとともに、要望を受け必要な研修の実現の検

討を行う。 

小規模企業持続的発展支援事業 〔再掲〕 

10,114 
経済部 

地域経済局 

中小企業課 

 小規模企業のICTの利活用などを通じた経営体質の強化や生産性の向上を支援するため、地域の支援機関

の職員や企業の経営者、従業員等への研修を実施するとともに、取組事例の普及啓発を行う。 

戦略産業雇用創造プロジェクト事業費  〔再掲〕  

 

 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 良質で安定的な雇用の場の創出に向け、ものづくりや食関連分野等の一層の産業育成強化と、人材育成や

就業支援といった雇用創出の取組を一体的に実施する。 

 

 ■中核的人材育成促進事業  〔再掲〕 

7,000 

経済部 

産業振興局 

産業振興課 

 道内での食関連産業や健康長寿関連産業の振興を図るため、企業が中途採用者に対して実施する中核

的人材育成に必要な様々な人材育成の取組を支援する。 

 

 

 〔北海道における産業施策と雇用施策の一体的実施事業〕     
事業名・概  要            

 産業施策と雇用施策の一体的実施事業 (北海道ビジネスサポート・ハローワーク) 〔再掲〕 

 北海道が従前から（公財）北海道中小企業総合支援センターを通じて実施してきた中小企業者に対する各種経営面での支援と、「北海道ビ

ジネスサポート・ハローワーク」における雇用面や各種助成措置などの支援を一体的に実施することにより、中小企業者をワンストップで支援する。 

 

 

 〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事業名・概  要            

人材開発支援助成金 

 ■特定訓練コース 

 労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、労働生産性の向上に直結する訓練、一定の要件を満たす雇用型訓練（認定実習併用職

業訓練、中高年齢者雇用型訓練）、若年労働者への訓練、熟練技能者による技能承継訓練等を実施した事業主等に対して助成する。 

 ■一般訓練コース 

 労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、特定訓練コース以外の訓練を実施した事業主等に対して助成する。 

■教育訓練休暇付与コース 

 有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成する。 

 ■特別育成訓練コース 

 非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、有期契約労働者等に対して一般職業訓練（OFF-JT）や有期実習型

訓練（「ジョブ・カード」を活用したOFF-JT+OJT）等の訓練を実施した場合に助成する。 

 ■建設労働者認定訓練コース 

 中小建設事業主等において、建設労働者の技能向上のため、雇用する建設労働者に対し有給で認定職業訓練を行い、受講させた場合に

助成する。 

 ■建設労働者技能実習コース 

 中小建設事業主等において、建設労働者の技能向上のため、雇用する建設労働者に対し有給で技能実習を行うことまたは登録教習機関

等で行う技能実習を受講させた場合に助成する。 

■障害者職業能力開発コース 

 障害者の職業能力の開発・向上のため、対象障害者に対して障害者職業能力開発訓練事業を行うために訓練の施設または設備の設置・

整備または更新をする場合、または職業能力開発訓練事業を行う事業主等に対して助成する。  
 
〔独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部予算事業〕   

事業名・概  要            

 在職者訓練  
 中小企業の在職者等を対象に、仕事を遂行する上で必要な専門的な知識及び技能・技術の向上を図るための訓練を実施する。 

 
事業主支援事業 〔再掲〕 

 企業における「働き方改革」を進めるために、労働者一人一人の生産性を向上させる必要がある。このため、中小企業等に対する人材育成支
援を実施している各職業能力開発施設等に生産性向上人材育成支援センターを設置し、地域の関係機関と連携を図り、中小企業等におけ

る労働生産性の向上のための総合的な人材育成支援を実施する。 
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〔基本計画における施策の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔本年度の主な取組〕 

・ 企業の連鎖倒産等を防止するため、関係機関と連携した金融相談の実施や制度融資の活用により金融の円滑
化を図ります。 

 
・ 地域経済・雇用を支える小規模企業の事業活動の継続を図るため、官民連携の資金供給ファンドへの出資など
により、中小・小規模企業の円滑な事業承継を促進します。   

 
・ 地域における大量離職者の発生等による雇用情勢の急激な悪化に対し、北海道労働局などの関係機関との連
携により、職業・生活相談や求人要請・開拓、職業訓練の実施等の所要の対策を行う「緊急雇用対策プログラ 
ム」を機動的に実施し、離職者の早期再就職を支援します。 

 
・ 失業期間中の低所得者等の生活の安定を図るため、必要な生活資金を融資するほか、住居確保給付金の支
給及び就労支援など、求職者に対する生活・就労支援を推進します。 

 
・ 本道へ避難している被災者の生活や就労の実態などを的確に把握し、国などの関係機関とも連携しながら、被災
者のニーズに応じて生活や就業支援制度などの利用を促します。また、被災離職者等を雇い入れる事業主に対す
る国の支援措置の積極的な活用を促進するほか、震災の影響を受けた企業に対し、雇用維持のための支援施策
の相談対応などに取り組みます。 

 
・ 水産物の不漁による原料不足や原料高騰の影響を受ける食料品製造業や運送業などの関連産業について、庁
内関係部局や北海道労働局、関係市町村などとの連携により、離職者の発生状況などを注視しながら必要な雇
用対策を講じます。 

 
・ 離職者等の再就職のため、幅広い教育訓練資源を有する民間機関を最大限活用することにより、職業訓練受
講機会の拡大を図るとともに、多様な訓練受講機会を創出し、再就職の促進を図ります。 

 
・ 「北海道労働政策協定」に基づき、離転職者等の生活の安定に向け、多様な職業訓練機会を提供します。 

 

 

 

 〔道予算事業等〕                                                                                              

事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

 移動中小企業経営相談事業 

120 

経済部 

地域経済局 

中小企業課 

 中小企業の経営安定と金融の円滑化を図るため、道の融資制度、経営指導の周知を図るとともに、金融・経

営相談を実施する。 

 勤労者福祉資金貸付金      

貸付金 

146,629 

 中小企業従業員等及び離職者の生活安定と福祉の向上を図るため、必要な生活資金を貸し付ける。 

 

 

雇用危機対策推進費 

643 

経済部 

労働政策局 

雇用労政課 

 地域の雇用情勢の悪化による失業者の大幅な増加や、地域経済の中心を担う企業の倒産やリストラなどによ

る大量解雇に対して予めプログラム化した対策を実施し、離職者等の再就職を支援する。 

 

 本道において地域の企業は、雇用の受け皿として大きな役割を担っており、企業倒産などは、労働者自身
の生活はもとより、関連企業や地域経済に重大な影響を及ぼします。 
このため、倒産の未然の防止や休廃業の減少を図るとともに、雇用の維持に向けた一体的なサポートを実

施します。また、離職者が発生した場合には、早期再就職等に向けた支援を行います。 
一方、東日本大震災による道内への被災避難者数は減少しているものの、避難先での不安定な生活に

加え、母子のみでの避難により二重生活を強いられるケースもみられることなどから、被災者に対する支援に
は、特別な配慮が必要です。このため、国などの関係機関とも連携しながら、生活の安定にも配慮した総合的
な就業支援に取り組みます。 

３ 雇用のセーフティネットの整備 
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事業名・概  要            予算額 (千円) 所管部署 

緊急再就職訓練費 

1,709,716 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 

 

 

離職者等の再就職を促進するため、職業能力開発を必要とする求職者に対し、幅広い教育訓練資源を有す

る民間機関を最大限活用し、多様な職業訓練の受講機会を提供する。 

 

デュアルシステム推進事業費 
 

106,709 

 

 職業能力形成機会に恵まれなかった一般求職者等に対し、訓練施設での座学と企業での実習を組み合わせ

た職業訓練により、実践的な職業能力開発を行い、安定就労への円滑な移行を図る。 

 

就職支援委託訓練費 

37,481 
 

 

産業界の景気動向等、雇用失業情勢により発生する離職者や、産業構造の転換等に伴う労働力のミスマッ

チに対応するため職業訓練を実施し、再就職の促進を図る。 

 

 私立高等学校等授業料軽減補助金 

725,608 

総務部 

法務・法人局 

学事課 

 私立高等学校及び私立専修学校高等課程を設置する学校法人が行う授業料軽減事業に対する助成を行

い、経済的理由により修学困難な児童生徒の教育機会の確保と、修学上の経済的負担の軽減を図る。 

 

 私立高等学校等生徒奨学事業費 
 

13,221,757 

 

 私立高等学校等に在学する生徒のうち、経済的理由により修学困難な者に対し、奨学金を貸し付けることに

より修学を奨励する。 

 

 私立専門学校生への経済的支援等事業費 

41,442 
 国の専門学校生への効果的な経済的支援のあり方に関する実証研究事業を活用し、経済的に修学困難な

道内専門学校生に対して支援するもの。 

 

 生活福祉資金貸付事業費補助金 
 

15,991 

 保健福祉部 

福祉局 

地域福祉課 

 低所得者世帯等の経済的自立と生活意欲の助長を図ることを目的とし、（社）北海道社会福祉協議会が

実施する生活福祉資金貸付事業に対し補助することにより、失業者世帯の生活の安定を図る。 

 

 生活困窮者自立支援事業  
 

205,764 

 

 生活保護に至る前の段階にある生活困窮者に対する相談対応や就労支援を行うことにより、生活困窮者の

就労の機会の確保を図る。 

 

 公立高等学校奨学資金貸付事業 
 

5,897,966 

 

教育庁 

学校教育局 

高校教育課 

 公立高等学校等に在学する生徒のうち、経済的理由により修学困難な者に対し、奨学金を貸し付けることに

より修学を奨励する。離職を余儀なくされた者等の生活の安定を図ることにより、子弟の学習活動の継続が可

能となる。 

 中小企業総合振興資金貸付金 〔再掲〕 

貸付金 

96,642,000 
経済部 

地域経済局 

中小企業課 

 中小企業者等の経営基盤の強化、事業の活性化を図り本道経済の発展に資するため、金融機関に原資を

預託して、中小企業者等に対する融資を促進する。 

【経営環境変化対応貸付】【再生支援貸付】 

北のふるさと事業承継支援ファンド投資事業有限責任組合に対する出資金 〔再掲〕 

36,665  地域経済・雇用を支える小規模企業の事業活動の継続を図るため、官民連携の資金供給ファンドに出資し、
円滑な事業承継の成功事例づくりを行う。 

 養成・転職職業訓練費（実習費、指導体制強化費）〔再掲〕 

64,383 

経済部 

労働政策局 

人材育成課 

 道立高等技術専門学院（８校）において、若年者や離転職者等に対し、職業に必要な技能・知識を付与

する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。 

 

がん患者就労支援事業費 〔再掲〕 

822 

保健福祉部

健康安全局

地域保健課 

 がんになっても安心して暮らせる社会を構築し、がん患者とその家族の精神的・心理的・社会的苦痛を和らげる

ため、がん患者等が社会生活を営む上での不安又は負担の軽減のために必要な支援として、企業における職

場環境の整備へ向けた研修会を開催する。  母子父子寡婦福祉資金貸付金 〔再掲〕 

43,864 

保健福祉部 

子ども未来 

推進局 

子ども子育て

支援課 

 配偶者のない者で現に児童を扶養している者等に対し、その経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせてそ

の扶養している児童の福祉を増進するために資金を貸し付ける。 
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 〔北海道経済産業局予算事業〕                                                             

事業名・概  要            

 中小企業再生支援協議会事業 

 道内の主要商工会議所、中小企業支援機関、金融機関等を構成員とする「北海道中小企業再生支援協議会」を設置し、金融支援、事業

の見直し等について、弁護士、中小企業診断士等の専門家による相談対応や再生計画策定支援等を実施する。また、事業引継ぎ、事業承

継等について、相談対応や仲介業者への橋渡しを実施する。 

事業承継・世代交代集中支援事業（事業承継補助金）【新規】 〔再掲〕 

 事業承継・世代交代を契機に、経営革新等に取り組む中小企業や、事業転換に挑戦する中小企業に対して、設備投資・販路拡大・既存事

業の廃業等に必要な経費を支援する。また、サプライチェーンや地域に根付いた価値ある事業の継続のために、M&A等の手法を活用した 事業

再編・事業統合を促進して、サプライチェーンや地域経済の活力維持、発展を図る取組に 必要な経費を支援する。 

 

 

 

〔北海道労働局予算事業〕                                                                 

事 業 名 ・ 概  要            
労働移動支援助成金 

 ■再就職支援コース 

 

 

再就職援助計画を作成した事業主が、事業規模の縮小に伴い離職を余儀なくされる労働者に対して、民間の職業紹介事業者（再就職

支援会社）を活用して再就職支援の取組を行う場合に助成する。 

■早期雇入れ支援コース 

 

 

事業規模の縮小に伴い、離職を余儀なくされた再就職援助計画対象労働者等の労働者を、早期に受け入れた場合、または受け入れと訓

練を行った場合に助成する。 

■中途採用拡大コース 

 

 

中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、採用者に占める中途採用者の拡大や中高年齢者を初めて採用することを通じて、生産性を

向上させる事業主に対して助成する。 

 雇用調整助成金 

 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等（休業及び教育訓練）又は出向を行っ

た事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的としている。 
 

職場適応訓練費 

 雇用保険の受給資格者等に職業訓練等を受講させた事業主へ給付金を支給する。 
 

 求職者支援制度 

 雇用保険（失業給付）を受給できない求職者に対し、無料の職業訓練を受講する機会を確保するとともに、一定の要件を満たす場合、訓練

期間中に生活を支援するための給付金を支給する。 
 

 特定求職者雇用開発助成金 〔再掲〕 

 ■被災者雇用開発コース 

 

 

事業主が、被災離職者及び被災地域居住者をハローワークや一定の条件を満たした職業紹介事業者の紹介で雇い入れ、１年以上継続

雇用する場合に賃金の一部を助成する。 

■生活保護受給者等雇用開発コース  

 自治体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワークや一定の条件を満たした職業紹介事業

者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる場合に賃金の一部を助成する。 

 
 
〔独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部予算事業〕   

事 業 名 ・ 概  要            
  離職者訓練  
 離職者を対象に、機械、電気・電子、建築分野など、企業での生産現場の実態に即したものづくり分野を中心に、早期の再就職を支援するた
めの職業訓練を実施することにより、職業訓練を通じた離職者の早期再就職を支援する。 

 
  施設内訓練に係る託児サービス付加事業  
 機構の施設内で行う離職者職業訓練の受講者に対して、託児施設と共同して、公共職業訓練の受講期間中において託児サービスを提供す
ることにより、職業訓練受講中において子供の世話が困難となることが要因となり訓練受講をあきらめる母子家庭の母等や出産等によりいったん

離職した女性等の就業に向けた訓練の受講促進を図る。 

  離職者訓練「CADものづくりサポート科」 〔再掲〕 
 女性の離職者を対象とした職業訓練コース「CADものづくりサポート科」を設置し、企業の生産現場の実態に即した職業訓練を実施することで、

女性離職者の再就職を支援する。 
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