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「ほっかいどう産業振興ビジョン」

平成２４年度実施計画及び同地域版の概要

平成２４年３月

北 海 道 経 済 部

第１ 実施計画

Ⅰ 実施計画の位置付け

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

つ集中的に取り組むべき方向性と施策を示す「ほっかいどう産業振興ビジョン」（H23.12策定、以

下ビジョン）を着実に推進するため、本道が置かれている厳しい経済・雇用情勢を踏まえ、平成23

年度の主な取組の進捗状況を取りまとめるとともに、平成24年度の施策を展開するに当たっての基

本方針と、具体的な取組内容や施策を盛り込んだもの。

なお、平成23年度の取組実績と目標の達成状況については、施策の成果が地域の経済や雇用に及

ぼす効果の分析・評価などを行ったうえ、平成24年夏頃を目処に取りまとめ、公表する。

Ⅱ 本道の経済情勢

本道経済は、東日本大震災の影響からの持ち直しの動きが一服し、全体として横ばい圏内で推移

している。

■法人企業景気予測調査（北海道財務局）（単位：%ﾎﾟｲﾝﾄ）

区 分 24年1月～3月期 24年4月～6月期 24年7月～10月期

（現状） （先行き） （先行き）

全産業 ▲14.1 ▲2.3 6.0

製造業 ▲19.4 ▲0.0 9.2 ■雇用情勢

非製造業 ▲12.7 ▲2.9 5.2 完全失業率23年10月～12月 本道：4.4% 全国：4.3%

有効求人倍率24年2月 本道：0.54倍 全国：0.74倍

Ⅲ 平成２３年度の主な取組状況

項目 主な取組状況

(１)道内経済への影響対策

１ ・観光キャンペーンなど、外国人入国者数の回復に向けた取組を展開

東日本大震災の影響に (２)被災地への支援と我が国の経済復興に向けた本道の貢献

対する対策 ・東北・関東に配置した取引支援コーディネーターの活動により、道内

企業と東北・関東企業とのビジネスマッチングを促進

(１)中小企業の競争力強化

・産業支援機関に配置したインキュベーション・マネージャーなどによ

り、地域の中小企業の課題解決を支援

２ (２)地域商業の活性化

人々の生活を支える力 ・地域の小売商業の実態調査を実施し、条例や施策に反映

強い地域経済づくり (３)ものづくり産業の競争力強化と地域展開

・食品加工機械に関するノウハウ習得のセミナー開催により、道内メー

カーの参入を促進

(４)地域産業を担う人材育成と就業促進

・若年者や離転職者等に対し、道立高等技術専門学院における職業訓練

や、国等と連携したカウンセリングなどを実施して、就業を促進

(１)食の総合産業化による食産業立国の形成

・食クラスター活動やフード特区の取組に加え、道産品製造業者とバイヤ

ーとの地元での商談機会の提供により、道産品の地域内外への販路を拡大

３ (２)地域における魅力ある観光の新展開

本道の成長力強化に向 ・本道が優位性や可能性を持つ｢食｣｢環境｣｢健康｣をテーマとした新たな

けた取組の推進 観光メニューや着地型の旅行商品の開発に向けた取組を実施

(３)世界の中の北海道を意識した海外市場の開拓

・道産品及び北海道観光の海外市場獲得を目指すため、上海事務所を設

置し、中国への情報発信・ビジネスサポート機能を強化

(４)環境・エネルギー産業の振興

・市町村と民間企業や NPO 等が連携して行う地域の特色を活かした省

エネ・新エネ事業を通じて、地域経済の活性化を促進

■本道に直接入国した外国人（法務省出入国管理局）

年 月 23年9月 23年10月 23年11月 23年12月 24年1月

対前年度比 60.8% 106.2% 105.2% 97.6% 123.4%
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Ⅳ 実施方針

本道の経済・雇用情勢は依然として厳しい状況にあるほか、公的需要への依存度の高さや総生産

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

に、東日本大震災後の環境変化や食や環境関連分野における新たな動きなど経済社会環境の変化を

踏まえ、引き続き、東日本大震災の影響への対策に取り組むとともに、北海道の元気の源である‘

地域’にこだわり、地域の中小企業の活性化や雇用の場づくりなどを進める、力強い地域経済づく

りの取組や、本道の優位性を活かし、食や観光、環境などの分野における成長力強化に向けた取組

を進める。

Ⅴ 施策展開

１ 東日本大震災の影響に対する対策１ 東日本大震災の影響に対する対策１ 東日本大震災の影響に対する対策１ 東日本大震災の影響に対する対策

（１）道内経済への影響対策

＜中国をはじめとした東アジア地域などを対象に観光誘客キャンペーンの実施や、放射線モニタリング調査による結果の

情報発信など「安全・安心」な北海道のPR など＞

（２）被災地への支援と我が国の経済復興に向けた本道の貢献

＜震災を契機とした企業誘致の促進や、道内企業と東北地方の企業とのビジネスマッチングの支援 など＞

２ 人々の生活を支える力強い地域経済づくり２ 人々の生活を支える力強い地域経済づくり２ 人々の生活を支える力強い地域経済づくり２ 人々の生活を支える力強い地域経済づくり

（１）中小企業の競争力強化

＜産業支援機関に配置したインキュベーション・マネージャーによる中小企業の課題解決への支援や、

創業･新事業展開の促進と事業再生への対応、NPO 等多様な事業者の経済活動への資金面での支援 など＞

（２）地域商業の活性化

＜「北海道地域商業の活性化に関する条例」に基づく地域の実態に応じた取組を誘導するモデルの創出 など＞

（３）ものづくり産業の競争力強化と地域展開

＜本道の基幹産業である食関連分野や今後成長が期待される環境関連分野への参入促進、「北海道産業振興条例」に

基づく新エネルギー関連産業の誘致促進 など＞

（４）地域産業を担う人材育成と就業促進

＜道立高等技術専門学院における職業訓練による産業人材の育成や、ジョブカフェとジョブサロンの一体的

運営による効果的な就業の促進 など＞

３ 本道の成長力強化に向けた取組の推進３ 本道の成長力強化に向けた取組の推進３ 本道の成長力強化に向けた取組の推進３ 本道の成長力強化に向けた取組の推進

（１) 食の総合産業化による食産業立国の形成

＜経済団体や関係市と連携し、「フード特区機構」を通じた販路拡大等の取組を推進、地域の食産業モデルの形成や

試験研究機関等と連携した新商品・新技術開発などによる付加価値の高い食品づくりの推進 など＞

（２）地域における魅力ある観光の新展開

＜道内での教育旅行や長期滞在型観光の拡大に向けた国内外からの観光客の誘致促進や、地域が連携した魅

力ある観光地づくりに向けた受入体制整備の支援 など＞

（３）世界の中の北海道を意識した海外市場の開拓

＜道産品の販路拡大に向けた上海事務所などの海外拠点を活用した情報発信やビジネスサポート など＞

（４）環境・エネルギー産業の振興

＜エネルギーの地産地消に向けた地域の取組への支援、地域の特色を活かした環境・エネルギー関連技術

の開発や事業化の促進 など＞

※ビジョン推進に資する主な事業を掲載
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第２ 実施計画(地域版）

Ⅰ 実施計画の位置付け

ビジョンに基づき、地域の強みや特性を活かした取組を着実に推進するため、平成２４年度に各

（総合）振興局管内において展開する取組内容や具体的な施策を取りまとめたもの。

Ⅱ 平成２３年度の主な取組状況

地域 主な取組状況

１ 空知 ・ワインを核とした地域の活性化に向けた取組を進めていく場として、「そらち

総合振興局 ワイナリー・ヴィンヤード連絡会議」を設置

・「フットパスルートマップ」を作成し、エージェント等にＰＲ

２ 石狩 ・新規農産物･品種に係る加工適性等について、食品関連企業と共同で検討する

振興局 とともに､産地における販路拡大の取組を支援

・エージェント等向けの広域観光モデルツアーを実施

３ 後志 ・東京及び札幌で特産品の試食販売等を実施

総合振興局 ・首都圏マスコミの招聘事業を実施するとともに、閑散期の誘客に向けた新た

なルート案を作成し、道外へのＰＲを実施

４ 胆振 ・ものづくり企業間のマッチング等を実施

総合振興局 ・札幌地域で「～来て! 観て! 食べて!!～ いぶり×ひだか☆食と観光まつり

2011」を開催

５ 日高 ・日高信用金庫と協働で、管内の食料品製造業者や生産者と道内のバイヤー等

振興局 との取引商談会を開催

・胆振及び十勝総合振興局と連携して、広域観光ルートを開発

６ 渡島 ・市町、関係機関との連携を図り、「道南食と観光ブランドフェア」を開催する

総合振興局 とともに、観光と連動し、札幌圏等で「道南フェア」等を開催

・エージェントを対象とした青函モニターツアーや観光地見学・相談会を実施

７ 檜山 ・「ひやまご当地グルメ検討会議」や「ひやま物産・観光フェア」を開催すると

振興局 ともに、「さっぽろオータムフェスト」に出展

・観光地見学・相談会や道外観光プロモーションを実施

８ 上川 ・札幌の百貨店で道北地域の「食」の物産展を開催

総合振興局 ・管内の花やガーデン等をテーマに、ブログ作成や道内外のプロモーション活

動等を実施

９ 留萌 ・管内産の食素材を活用し、食・生産地情報や機能性・効能などを明らかにし

振興局 たメニューを企画

・体験観光に係るマネジメント組織の試行や利用促進活動等を実施

10 宗谷 ・「宗谷地域ネットワークづくりプロジェクト会議」や「地産地消コーディネー

総合振興局 トショー」を開催

・サハリン観光ルートを作成し、札幌や東京で説明会を開催

11 オホーツク ・食料品製造業を対象に、商品開発の実態と商品化・事業化の可能性について

総合振興局 調査を実施

・「ひがし北海道・インバウンドセミナー」を開催

12 十勝 ・管内の製パン業者やレストラン等の協力を仰ぎ亜麻を使った小麦商品・料理

総合振興局 などの試作品を作成

・「とかちの魅力をつたえ隊」を結成し、道央圏や十勝圏で各種ＰＲを実施

13 釧路 ・「くしろ地域ブランドコンセプト」の策定と当該コンセプトの今後の活用方策

総合振興局 の共通認識を図る「くしろブランド創造検討委員会」を開催

・公共交通等を利用する旅行者向けの周遊マップを作成・配布

14 根室 ・地域の民間企業等と協働して、地域情報ポータルサイトを開設

振興局 ・市町村、関係団体と連携して、「根室地域観光推進会議」や「根室地域修学旅

行等誘致検討会」を開催するとともに、教育旅行モニターツアー等を実施

Ⅲ 実施方針

「新・北海道総合計画」に基づく「政策展開方針」等に示された地域のめざす姿の実現はもとよ

り、地域経済の活性化を図るため、各（総合）振興局管内ごとに、「地域の強みや特性を活かした

取組」を展開するとともに、「東日本大震災の影響に対する対策」や「人々の生活を支える力強い

地域経済づくり」、「本道経済の成長力強化に向けた取組」を全道各地で推進する。
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Ⅳ 施策展開

■ 地域特性に応じて取り組む独自施策

１ 空知総合振興局１ 空知総合振興局１ 空知総合振興局１ 空知総合振興局

（１) おいしい！安心！こだわり食の空知ブランドづくり

＜醸造用ぶどうと空知産ワインの振興、さつまいもを活用した付加価値の高いものづくり など＞

（２）地域資源を生かしたそらちのファンづくり

＜石狩地域と連携した新たな観光メニュー開発、産炭地域固有の資源を生かした地域づくり など＞

（３）地域で取り組む“エコそらち”の形成

＜地域資源を生かしたエネルギーの導入に向けた検討 など＞

２ 石狩振興局２ 石狩振興局２ 石狩振興局２ 石狩振興局

（１）道央工業地帯への産業集積の促進

＜石狩湾新港地域への企業立地の促進、ＬＮＧ冷熱利用型プロジェクトの検討 など＞

（２）大消費地近郊の利点を生かした食関連産業の促進

＜農商工連携による新商品の開発、北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区の推進 など＞

（３）食・観光・体験が一体となった滞在型観光の推進

＜空知地域と連携した新たな観光メニュー開発、在留留学生と連携した情報発信 など＞

３ 後志総合振興局３ 後志総合振興局３ 後志総合振興局３ 後志総合振興局

（１）道央工業地帯への産業集積の促進

＜石狩湾新港地域への企業立地の促進、ＬＮＧ冷熱利用型プロジェクトの検討 など＞

（２）「食」の“しりべし”ブランド化の推進

＜首都圏のバイヤー等を活用した特産品の磨き上げ、地元食材を活用した弁当開発 など＞

（３）“しりべし”国際観光リゾートエリアの形成

＜国際観光リゾートエリアの魅力アップ、東アジア圏からの観光客の誘客促進 など＞

（４）豊かな自然を生かした再生可能エネルギーの導入推進

＜再生可能エネルギーの導入可能性や事業化に向けた検討 など＞

４ 胆振総合振興局４ 胆振総合振興局４ 胆振総合振興局４ 胆振総合振興局

（１）いぶり・ものづくり産業の活性化

＜室蘭地域と苫小牧地域の連携促進、将来の地域産業を担う人材の育成・確保 など＞

（２）消費者に選ばれる食ブランドづくり

＜地域産品の供給側と需要側のマッチング、エゾシカの有効活用 など＞

（３）観光客に選ばれる観光地づくり

＜「山」を活かした新たな観光スタイルの創出、十勝・日高地域と連携した広域観光ルートの開発 など＞

（４）サミット開催を契機とした環境関連産業の振興

＜省エネ・新エネ導入推進のための体制整備、環境・エネルギーに係る取組の情報発信 など＞

５ 日高振興局５ 日高振興局５ 日高振興局５ 日高振興局

（１）「日高」ブランドの構築

＜未利用資源の高付加価値に向けた方策の検討、エゾシカの有効活用 など＞

（２）日高独自の地域資源を活かした観光地づくり

＜胆振・十勝地域と連携した広域観光ルートの開発、専門家招聘による観光人材の育成 など＞

６ 渡島総合振興局６ 渡島総合振興局６ 渡島総合振興局６ 渡島総合振興局

（１）産学官連携による地域産業の活性化

＜工業技術センターを活用した新事業創出の促進、産学官連携成果品の情報発信 など＞

（２）渡島の多様な農水産物を生かした食のブランド力の強化

＜道南産品の磨き上げと販路拡大、北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区の推進 など＞

（３）新幹線開業を見据えた広域観光の推進

＜檜山・後志・青森地域と連携した広域観光ルートの開発、北の縄文文化回廊づくり など＞

７ 檜山振興局７ 檜山振興局７ 檜山振興局７ 檜山振興局

（１）檜山の多様な農林水産物を生かした食のブランド力の強化

＜道南産品の磨き上げと販路拡大、農産物の高付加価値化と販売力の向上 など＞

（２）食・文化・歴史を生かした観光の推進

＜渡島・後志・青森地域と連携した広域観光ルートの開発、観光客動態調査 など＞

８ 上川総合振興局８ 上川総合振興局８ 上川総合振興局８ 上川総合振興局

（１）上川の魅力ある食ブランドの強化

＜「かみかわ食べものがたり」ブランドの磨き上げと販路拡大、上川産小麦の利用拡大 など＞

（２）知名度の高い観光資源を生かした魅力ある観光地づくり

＜体験型観光の発掘・発信、道北地域が一体となった情報発信 など＞

※地域の強みや特性を活かした地域独自の取

組を推進する事業を掲載
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９ 留萌振興局９ 留萌振興局９ 留萌振興局９ 留萌振興局

（１）「食」の地域ブランド化と健康産業の振興

＜健康産業の創出・育成、留萌産小麦のブランド化 など＞

（２）地域資源を活用した観光の振興

＜観光産業コーディネーターの育成、道北地域が一体となった情報発信 など＞

１０ 宗谷総合振興局１０ 宗谷総合振興局１０ 宗谷総合振興局１０ 宗谷総合振興局

（１）「宗谷の食」の高付加価値化・ブランド力の強化

＜食ブランドの情報発信、エゾシカ肉の有効活用 など＞

（２）多様な魅力あふれる広域観光の推進

＜地域ネットワークを活用した広域周遊型イベントの実施、道北地域が一体となった情報発信 など＞

（３）サハリン市場の開拓推進

＜宗谷地域のＰＲやサハリンに関する情報収集、定期フェリー航路の活用促進 など＞

１１ オホーツク総合振興局１１ オホーツク総合振興局１１ オホーツク総合振興局１１ オホーツク総合振興局

（１）豊富な地域資源を生かした「食」の地域ブランドの形成

＜地元食材の利用促進やこだわり産品の磨き上げ、規格外農水産物等を活用した商品開発 など＞

（２）優れた自然を生かした環境と調和する観光の展開

＜ひがし北海道観光ブランドの確立に向けた取組、オホーツク流氷トラスト運動の推進 など＞

１２ 十勝総合振興局１２ 十勝総合振興局１２ 十勝総合振興局１２ 十勝総合振興局

（１）「農」ブランドを生かした食関連産業の振興

＜「麦チェン」の加速、北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区の推進 など＞

（２）北海道横断自動車道の開通を生かした観光振興

＜「とかち魅力発信キャンペーン」の展開、胆振・日高地域と連携した広域観光ルートの開発 など＞

（３）豊富なバイオマス資源の利活用の促進

＜道産バイオ燃料の普及促進、とかち型エコ住宅の普及 など＞

１３ 釧路総合振興局１３ 釧路総合振興局１３ 釧路総合振興局１３ 釧路総合振興局

（１）消費者の信頼に支えられた食産業の振興

＜「くしろ地域ブランドコンセプト」の定着、エゾシカ肉の新たな有効活用 など＞

（２）森・湖・湿原を生かした観光振興

＜クールサマーキャンペーン活動、修学旅行の受入体制づくり など＞

（３）環境に配慮した自然エネルギー利活用の促進

＜再生可能エネルギーの開発・普及に向けた検討 など＞

１４ 根室振興局１４ 根室振興局１４ 根室振興局１４ 根室振興局

（１）安全・安心で質の高い農水産物を生かした食ブランド創造

＜地域食材のＰＲ、地域ブランド創出の取組 など＞

（２）森・湖・湿原を巡る根室らしいツーリズムの展開

＜修学旅行等の受入促進・強化、ホスピタリティの向上に向けた体制づくり など＞

■ 全道一律に取り組む基本施策

地域経済の活性化に向けて、ビジョンに基づく「東日本大震災の影響に対する対策」や「人々の

生活を支える力強い地域経済づくり」に向けた施策の地域展開を図るとともに、「食」及び「観光」、

「国際」、「環境・エネルギー」分野において地域の特性に応じた取組を推進する。

※ビジョンに基づき地域展開する事業を掲載


