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第６章・第１節 農 業

現況と課題■

農畜産物の自由化が進むなど、国際経済の枠組みの中で、38年ぶりに農業●

基本法が見直され、新基本法の施行で、日本の農業は大きな転換期を迎え

。 、 、ています 食料の自給率の問題や 安全な農産物の安定的供給の観点から

。 、国内農業の果たすべき使命と役割に大きな期待が寄せられています また

農業・農地が潜在的に持っている環境・景観・国土保全などに果たす多様

な公益的機能が大きくクローズアップされており、その再評価が高まって

います。

本市は、中山久蔵による寒地稲作発祥の地として北海道農業において古く●

からの歴史をもっており、先人のたゆまぬ努力によって道央圏の農産物供

給に一定の役割を果たしてきました。しかし、都市化による営農環境の変

化、農業後継者の大幅な減少、農畜産物価格の低迷などが経営基盤の低下

を招いています。

市内の農地面積は、平成２年(1990年)の 2,501ha から平成11年(1999年)●

には 2,407haと減少傾向にあります。また、農業者数も 377戸から 277戸

に減少しており、このうち 50歳未満の農業後継者のいる世帯は 37戸にし

か過ぎず、農業経営主の平均年齢は 64.8歳に達しています。このような

状況は地域の農業振興と農地の保持・保全に大きな影響を及ぼしていま

す。

近年、この現状の打開に向けての動きが出てきており、都市近郊を意識し●

た観光農園・市民農園・農産物直売所などの開設がみられるなど、新たな

農業展開が芽生えてきています。

市民が農業や農地に抱く印象も大きく変化してきており、農畜産物の安定●

供給という生産面にとどまらず、安全・安心やゆとり・豊かさをもたらす

場としての期待が寄せられつつあります。農業のもつ多様な公益的機能を

市民・地域へどう還元していくかということも今後の課題のひとつとなっ

ています。

第６章 力強い産業活動が展開されるまち
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本市の今後の農業振興を図るためには、産業としての経営基盤の強化はも●

とより、農業経営主の急速な高齢化が進む中、新たな担い手を含めた農業

後継者の育成と確保が急務となっています。

一方で就農希望者の相談が増えつつあり、また、農業生産法人による農業●

への参入の動きもみられるようになっています。

地域特性を生かした経営と流通販路の拡大をめざした事業展開を図るとと●

もに、異業種交流を通した農業分野のすそ野拡大を進めることにより、地

域経済の活性化に貢献することが求められています。

遊休農地の活用や農業地域のコミュニティの醸成を図るとともに、土や緑●

に親しむ都市住民のニーズに対応するため、農的生活空間の提供など新た

な取組みが求められています。

基本的方向■

都市空間と調和した農地の保全と有効活用の促進を図ります。●

中核的な担い手の確保と新たな担い手の創出や育成を図ります。●

都市環境に調和した農業の育成と生産流通形態の多様化を促進させ、経営●

基盤の安定と強化に努めます。

農業のもつ多面的機能を、まちづくりに積極的に生かす都市型農業の確立●

に努めます。

第６章 力強い産業活動が展開されるまち
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第６章 力強い産業活動が展開されるまち

施策の体系■

農 業 農地の保全 農地の有効利用の促進

優良農業景観区域の設定

新規就農や市民農園等への活用

担い手の育成 地域リーダーの養成や新規参入を含
めた担い手の育成

農業生産法人等の組織の育成

生産・流通の振興 排水対策事業など生産基盤の整備

生産、販売形態の多様化促進

異業種交流等による事業の創出

都市型農業の展開 市民農園の拡大

観光農園、直売方式の普及促進
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主要施策■

１ 農地の保全

農業振興地域整備計画に基づき、農地の保全を進め、中核的な担い手へ農●

地の利用を集積させるなど、有効な土地利用を促進します。

優れた農村景観を創出するため、優良農業景観区域を設定し、地力増進対●

策とあわせ支援します。

新規就農・新規参入や市民を取り込んだ農地の活用を検討します。●

【主な計画事業】

◇中核的農業者への農地利用集積 ◇優良農業景観区域の設定

◇新規参入支援

２ 担い手の育成

青年・女性層を中心とした、新たな地域リーダーの人材発掘と養成を促進●

します。

新規就農・新規参入などの新たな担い手の導入と育成を図ります。●

農業生産法人等の組織の育成を進め、経営の多角化と安定化を図ります。●

【主な計画事業】

◇ニューファーマー（新たな農業の担い手）創出支援事業

◇農業生産法人セミナー開催事業

３ 生産・流通振興

環境に調和した農業を育成し、安全で良質な農畜産物を求める時代のニー●

ズに対応したクリーン農業を促進します。
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異業種交流を通した農業関連事業の創出を図り、地域経済の活性化を促進●

します。

市内の商業、食品加工業などとの連携を強め、地場農畜産物の流通ルート●

の拡大を図り、地場消費を促進します。

契約栽培、直売など生産及び販売形態を多様化することにより、経営の安●

定化を図ります。

排水対策事業を柱とした生産基盤整備を推進します。●

経営主の高齢化に対応し、軽量野菜への栽培転換を促進するための支援を●

行います。

【主な計画事業】

◇クリーン農業の推進 ◇農業振興奨励事業

◇異業種交流懇話会の開催 ◇契約栽培の奨励

◇生産基盤整備 ◇軽量野菜への転換等に対する支援

４ 都市型農業の展開

市民参加型農業を展開するため、市民と農業者が直接交流できる市民農園●

の拡大を図ります。

農業経営の多角化と安定化を図るため、観光・直売方式の普及を促進し、●

必要な施設整備に対し支援を行います。

遊休農地を活用し、都市住民等が生きがいとして、土にふれ、作物を収穫●

する農的生活空間の提供などの検討を進めます。

高齢農業者などの知識と経験を生かした市民農業講座を開設します。●

【主な計画事業】

◇市民農園の拡大 ◇観光農園・直売方式の普及、拡大

◇市民農業講座の開設
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第６章・第２節 工 業

現況と課題■

国際化、高度情報化等の進展により産業構造も大きく変化してきており、●

活力あるまちづくりや地域の経済的、社会的発展のためには、時代のニー

ズを的確にとらえた産業の振興が求められています。

本市の工業団地は、国道274号沿いの東部地域と国道36号沿いの大曲地域●

、 、 。に分かれ 全体の開発面積 267ha うち分譲面積は 208haとなっています

企業の立地は比較的順調に進んできましたが、近年は景気低迷の影響から

低水準で推移しています。今後も分譲中の工業用地への企業誘致を進める

、 。とともに 分譲済み工業用地での早期工場建設を促進する必要があります

立地企業の業種を見ると、昭和40年代から50年代にかけては金属加工や一●

般機械製造業等が多く、最近は配送センター、印刷、薬品、食品製造業等

が立地しています。平成12年(2000年)３月末現在で立地企業の本社所在地

は、札幌市が全体の 37％と最も多く、次いで市内の地元企業が 34％、道

外 23％となっています。

本市の製造業は、昭和63年(1988年)における事業所数が 77社、従業員数●

1,742人、製造品出荷額 636億円でしたが、平成11年(1999年)には、それ

ぞれ 96社、2,728人、844億円となっており、着実に伸びてきています。

、 、●札幌市を中心とする道央圏は 新千歳空港など広域交通機能の整備が進み

北海道の拠点圏域として発展を続けており、道央圏の一翼を担う本市は、

産業面においても地理的優位性や自然環境等を生かした適切な機能分担を

図っていくことが求められています。

市内企業の生産力や技術力を高め、厳しい経済環境や企業間競争に打ち勝●

つ企業の育成に努めるために、経済団体等への支援を強化していく必要が

あります。

活力あるまちづくりを進めるために、本市の地理的優位性を生かし、時代●

に対応した新しい工業団地の開発に取り組み、積極的に企業誘致を進めて

いく必要があります。
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基本的方向■

市内の工業を振興するとともに、技術力の向上を目的とした事業を推進し●

ます。

活力あるまちづくりや地域の経済的・社会的発展のため、企業の誘致を強●

力に押し進めます。

札幌都市圏がもつ道内産業の中心地としての特性、人口集積地・大消費地●

としての特性を生かしながら、工業団地の拡大に取り組みます。

新しい時代に対応した産業の振興に取り組みます。●

施策の体系■

工 業 企業の育成 中小企業の経営安定と体質強化

異業種交流の促進、研修支援等によ
る技術力の向上

企業誘致の推進 工業地域への立地促進

未操業企業の工場建設、操業促進

工業団地の拡大 新工業団地構想の推進

新しい時代に対応した 情報通信、物流産業や健康・福祉産
産業の振興 業の立地誘導

研究開発型産業等の誘致

市民や産・学・官の連携による産業の
振興



- 165 -

第６章 力強い産業活動が展開されるまち

主要施策■

１ 企業の育成

中小企業の経営安定と体質強化を図り、企業の技術力の向上を図る施策の●

、 、展開や各種融資制度の運用を促進するとともに 関係機関との連携のもと

情報交換や経営者研修を進めます。

企業の研修や情報交換の場として、大曲ふれあいプラザの有効活用を図り●

ます。

、 。●企業の育成と技術力の向上のため 異業種間の交流を積極的に推進します

また、市内企業の製品や技術力が幅広く活用されるよう、ＰＲ機会の拡大

に努めます。

【主な計画事業】

◇先端技術者養成事業（移動大学） ◇工業技術ランクアップ事業

◇中小企業特別融資事業

２ 企業誘致の促進

工業団地の分譲地には、製造業を中心とした優良企業を誘致し、雇用機会●

の創出を図ります。

分譲済みの工業用地については、未操業企業の工場建設、操業開始を促進●

します。

【主な計画事業】

◇企業誘致の推進 ◇早期操業の促進

◇立地企業への助成
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３ 工業団地の拡大

本市の立地特性をアピールし、物流・情報産業や製造業を主体とした新工●

業団地の開発を推進します。

【主な計画事業】

◇新工業団地構想の策定と推進

４ 新しい時代に対応した産業の振興

産業集積を促進させる情報・通信産業や物流産業、また、これからの福祉●

社会に対応した健康・福祉産業などを立地誘導していきます。

新しい産業創出の先導的な役割を果たす研究開発型産業、研究機関などの●

誘致を図ります。

市民や産・学・官の連携による調査や研究を進め、新しい時代にふさわし●

い産業の振興をめざします。

【主な計画事業】

◇情報通信、物流、健康福祉、研究開発型産業等の立地誘導

◇経済懇話会等の設置
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第６章・第３節 商 業

現況と課題■

平成９年(1997年)の商業統計によると、本市の卸売業、小売業を合わせた●

商業の年間販売額は 1,102億円で、平成６年(1994年)の前回調査の 852億

円を大きく上回っています。卸売業、小売業の部門別にみると、卸売業が

食品卸などの企業進出により 457億円から 700億円と大きく伸びているの

に対し、小売業では 395億円から 401億円と横ばいとなっており、長びく

消費不況の実態を示す結果となっています。

小売商業においては、人口あたりの商店数、売場面積、販売額とも全道都●

市平均を下回っており、商業集積の立ち遅れを示しています。その大きな

要因としては、市街地が分散していることから、都市の規模の割には、商

業集積が大規模化せず、大型化、効率化が図られにくい状況にあること。

また、本市は札幌市の大きな商圏に組み込まれており、世帯消費のかなり

の部分が流出し、市内に買い回り品等の商業集積が形成されにくいことな

どがあります。しかし、ＪＲ千歳線及び主要国道、道道が横断しており、

交通利便性が高いことから、今後新たな商業集積立地の可能性も有してい

ます。

平成10年度(1998年度)に策定した地域商業活性化計画を踏まえ、本市の住●

環境や都市像にふさわしい魅力的な商業振興、商業環境整備を図る必要が

あります。

本市においても、出会いや買い物を通じて市民の活力が形成され、交流の●

場となるなど、市民の生活拠点としての魅力的な中心商業地が求められて

います。ＪＲ北広島駅周辺や中央地域の商業地を核に、専門性、娯楽性、

飲食機能などを備えた中心商業地の形成をめざし、まちの求心力を高める

必要があります。

生活圏に密着した地域商業としては、西地区、西の里地区がそれぞれの立●

地特性や消費特性に応じ、個性的な商業の形成を進めるとともに、中心商

業地を核とした地区間連携を図り、生活圏の消費需要に応えていく必要が

あります。
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高齢化の進展に伴い、高齢者を主要顧客として想定した商店街構成やサー●

、 。ビスなど 高齢社会に適した商業環境の整備を図っていく必要があります

基本的方向■

商業環境の変化に対応した商業近代化など商業振興策を推進します。●

ＪＲ北広島駅周辺や中央地域を核に中心地区の形成をめざします。●

生活圏に密着した利便性の高い地域商業の形成に努めます。●

中小企業や商店の経営の安定と組織の育成・強化に努めます。●

経済情報の発信、提供体制の充実を図ります。●
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施策の体系■

商 業 商業活性化の促進 商業活性化推進組織の設置

高齢者等にやさしい商業の促進

商店街の近代化事業等への支援

各地域商業の振興 にぎわいのある商業拠点の形成
（駅周辺及び中央地域）

生活圏に密着した商業機能の充実
（西地区、西の里地区）

商業経営の安定 中小企業特別融資制度の充実

商工会が行う経営指導事業への
支援

経営診断の実施

商業団体の育成 地区商店街振興会の育成、支援

商業環境変化への対応 新たな審議会の設置、運営

経済情報ＯＡ化の推進 各種情報提供の促進
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主要施策■

１ 商業活性化の促進

商業者、消費者、関係機関等からなる組織を設置し、地域商業活性化計画●

の推進に向けて取り組みます。

高齢者や障害者などに対するやさしいまちづくりを進めるため、必要な業●

種構成やサ－ビスを調査し、利用しやすい新しい商業形態や商業空間づく

りを促進します。

地区商店街振興会が実施する研修会、環境整備、消費者流出防止などの自●

主的な近代化事業を支援します。

中小企業振興条例に基づき、商店街の法人化、近代化及び高度化に向けて●

の自主的事業を支援します。

【主な計画事業】

◇地域商業活性化計画の推進 ◇人にやさしい商業環境の整備促進

◇商店街近代化事業助成

２ 各地域商業の振興

ＪＲ北広島駅から中央地域一帯の地区は、商業、業務、飲食等の機能が複●

合化した、にぎわいのある商業業務拠点として形成を促進します。

西地区、西の里地区については、住宅地形成や道路形状に応じ、商業機能●

を適切に配置し、身近な生活圏の中で地区住民の日常生活の利便を図って

いきます。

ＪＲ上野幌駅周辺や北西部地域については、開発動向に合わせた土地利用●

や商業機能の集積を促進します。

【主な計画事業】

◇地域商店街活性化事業の促進
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３ 商業経営の安定

中小企業の育成と経営の安定を図るため、中小企業特別融資制度を実施す●

るとともに起業者などに対する新たな融資内容を検討します。また、利子

及び信用保証料に対する補給を行い、融資利用者の金利負担等の軽減に努

めます。

商工会が行う経営革新、創業支援、経営改善指導、記帳指導、金融斡旋等●

の事業を支援します。

商店の経営指標の把握や分析を行う経営診断を実施し、商業経営の安定化●

を図ります。

【主な計画事業】

◇中小企業特別融資事業 ◇商工会への助成事業

◇商店経営診断事業

４ 商業団体の育成

商業者が連携し、地域の特性を生かしながら、主体的に振興活動に取り組●

む地区商店街振興会を育成、支援します。

【主な計画事業】

◇地域商店街振興会への助成

５ 商業環境変化への対応

商業者、消費者、学識経験者などからなる審議機関を設立し、大規模小売●

店舗立地法の施行など、商業環境の変化に対応していきます。

６ 経済情報ＯＡ化の推進

経済情勢や景気動向を的確に把握し、商業経営の指針とするためパソコン●

やファクシミリを活用して、商業者に対して経済情報や企業情報等を提供

します。
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第６章・第４節 労働環境

現況と課題■

近年、社会経済情勢は、雇用情勢の悪化、景気の低迷と厳しい状況が続い●

ており、また、高齢化、女性の職場進出の一般化、産業構造の変化等が進

み、労働市場を取り巻く環境が大きく変化してきています。こうした環境

の変化に対処しながら、働く人たちが快適でゆとりのある生活を送ること

ができるよう、安定した雇用の確保を図っていく必要があります。

産業の技術革新に対応するため、技能職のより高い資質の向上を図る必要●

があります。

働く人たちの勤労意欲を高め、職場定着化を図るためには、福利厚生の充●

実など、より良い労働環境の形成を進めることが必要です。

高齢化社会を迎え、働く意欲を持つ高年齢者の雇用、就業機会の確保も重●

要な課題となっています。

基本的方向■

高齢者の急増、女性の職場進出の進行やパートタイム就労の増加等、労働●

市場の変化に対応した雇用の促進を図ります。

Ｕターン、Ｊターン、Ｉターン希望者のニーズに対応するため、情報の収●

集・提供の充実に努めます。

高年齢者が培ってきた知識や経験を生かし、就労を通して地域社会に貢献●

することを目的としたシルバー人材センターの育成、支援を行います。
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技能職の資質向上を図るため、技能尊重運動の普及、推進により職業能力●

の開発促進に努めます。

安心して働くことができる労働環境をつくるため、労働条件を把握し情報●

の提供に努めます。

生活の安定と豊かでうるおいのある労働環境を確保するため、働く人たち●

の交流を促進するなど、福利厚生の充実を図ります。

施策の体系■

労働環境 雇用の促進 雇用相談、求人情報提供の充実

ＵＪＩターンの促進

シルバー人材センターの支援

職業能力の向上促進

勤労者福祉の充実 労働事情調査の実施

勤労者福祉共済制度の充実
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主要施策■

１ 雇用の促進

働く人たちの安定雇用を確保するため、雇用相談、求人求職情報の提供等●

を充実します。

関係機関などと連携し、求人情報のほか、住宅・宅地情報などＵターン、●

Ｊターン、Ｉターンに関する情報提供の充実を図ります。

高齢者等の就業機会の拡大を図るシルバー人材センターの運営支援や公共●

事業の発注などを通じた支援を行います。

職業能力の開発を促進するため、技能尊重運動の普及、技能士会の育成に●

努めます。

【主な計画事業】

◇雇用相談、求人求職情報提供 ◇シルバー人材センター運営支援

◇技能士会への支援

２ 勤労者福祉の充実

労働条件を把握するため、労働事情調査を毎年実施します。●

働く人たちの福利厚生の向上を図るため、交流の促進や中小企業勤労者福●

祉共済会制度等を充実します。

【主な計画事業】

◇労働事情調査 ◇勤労者交流大会への助成

◇市中小企業勤労者福祉共済会の運営・支援
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