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【 重点プロジェクト 】 ２．にぎわい・魅力づくりプロジェクト 

（１）魅力づくりと情報発信 

●観光資源や魅力を発掘 

 

２章５節 エコミュージアム普及推進事業 継続 Ｐ58 

事業内容 エコミュージアムセンターを拠点とし、市内各地に存在する自然遺産や歴史

遺産などを現地において保存・育成・展示することにより、魅力ある地域づく

り・まちづくりを行政と市民の協働で推進する。 

また、郷土に関する学習や体験学習を通して、郷土の歴史や伝統的遺産を大

切に守る心を培い郷土愛を育む学習機会を提供する。 

計画 施設の運営、エコミュージアム推進委員会の開催、まちを好きになる市民大学 

の開講、市内見学バスツアーの実施、常設展示・企画展示・講演会の開催 

 

 

２章５節 エコミュージアム普及推進事業 拡大 Ｐ58 

事業内容 サテライトと地域遺産を結ぶ発見の小径を表示する説明板、案内標柱等の設

置や所蔵資料整理等を実施する。 

計画 案内標柱等の設置、所蔵資料等の整理 

 

 

４章５節 観光振興事業 継続 Ｐ94 

事業内容 イベントの実施による市民相互及び市民と近隣市町村来訪者の交流を図る

ことが地域の活性化に寄与することから、市内外の各種イベントへの参加や観

光資源の紹介・宣伝など本市観光の発展を図るため、北広島市観光協会への支

援を行う。 

また、石狩管内の市町村等で構成する「さっぽろ広域観光圏」の事業の推進

に努める。 

計画 北広島市観光協会が実施する事業への支援、管内市町村との連携 

 

 

４章５節 都市型観光推進事業 継続 Ｐ94 

事業内容 交流・定住人口の増加を目的として、市内の地域資源・観光資源を活用した

良好な都市イメージの創出と効果的なプロモーションを実施する。 

計画 自然や歴史、産業、文化、イベント・祭りなど、地域の魅力を情報とするＷＥ

Ｂコンテンツの作成と情報発信、きたひろ観光推進協議会の運営・イベントへ

の参画等 

 

事業区分 
2016推進計画 
掲載ページ数 

資料１ 
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４章５節 都市型観光推進事業 拡大 Ｐ94 

事業内容 地域の食資産を活用した観光ＰＲを実施する。 

計画 観光ＰＲの実施 

 

 ●市内外へ情報を発信 

 

５章９節 広報紙発行事業 継続 Ｐ115 

事業内容 市の施策や情報、市内の出来事や市民の活動を市民に分かりやすく伝えるた

め、広報北広島を発行する。 

計画 広報北広島の発行 

 

 

５章９節 コミュニティＦＭ広報事業 継続 Ｐ115 

事業内容 情報発信・受信手段の多様化に対応するため、コミュニティＦＭを通じて、

市の施策や行事などを分かりやすく市民に伝える。 

計画 「市役所情報BOX」「きたひろ再発見」番組による情報発信、協定に基づき、

災害時の緊急情報や高齢者の行方不明情報を放送 

 

 

５章９節 協働事業きたひろＴＶ広報事業 継続 Ｐ114 

事業内容 北広島市の観光・産業等の振興を図るため、NPO法人との協働により、市政

情報や、地域情報を動画を用いて発信するとともに、無料動画投稿サイトと連

携するホームページを用い、作成した映像コンテンツを配信する。 

計画 ホームページ運営、映像コンテンツ作成等 

 

 

５章９節 市勢要覧製作事業 継続 Ｐ115 

事業内容 他の自治体から訪れる個人や団体などに、まちの概要を理解してもらうた

め、市勢要覧を作成する。 

計画 市勢要覧を作成、既存の市勢要覧を増刷 

 

 

６章１節 北広島団地イメージアップ事業 新規 Ｐ121 

事業内容 高齢化率が高い北広島団地に若い世代を呼び込むため、北広島団地のネーミ

ングを改称するなどのイメージ戦略を推進する。 

計画 調査研究、エリアセールス動画作成、団地ツアーの実施 
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６章４節 シティセールス推進事業 継続 Ｐ127 

事業内容 定住人口の増加を図るため、多様なメディアを活用したプロモーション活動

を展開して市の魅力を情報発信する。 

計画 人口増加対策事業の推進、定住促進プロモーションの実施 

 

（２）にぎわいの創出と交流の促進 

 ●イベントなどを促進 

 

２章７節 芸術文化ホール運営委員会連携事業 継続 Ｐ62 

事業内容 市と協働で芸術鑑賞型事業及び芸術創造事業を推進し、市民の主体的な芸術

文化活動の活発化と資質向上を図るため、芸術文化ホール運営委員会を支援す

る。 

計画 北広島市芸術文化ホール運営委員会に助成、委員会での自主事業の実施 

 

 

２章８節 きたひろしま３０Ｋｍロードレース連携事業 継続 Ｐ63 

事業内容 参加者の交流や本市の魅力の発信によるまちの活性化と市民の健康増進を

図るため、きたひろしま30ｋｍロードレースを開催する。 

計画 きたひろしま３０Ｋｍロードレース実行委員会への支援 

 

（再掲） 

４章５節 観光振興事業 継続 Ｐ94 

事業内容 イベントの実施による市民相互及び市民と近隣市町村来訪者の交流を図る

ことが地域の活性化に寄与することから、市内外の各種イベントへの参加や観

光資源の紹介・宣伝など本市観光の発展を図るため、北広島市観光協会への支

援を行う。 

また、石狩管内の市町村等で構成する「さっぽろ広域観光圏」の事業の推進

に努める。 

計画 北広島市観光協会が実施する事業への支援、管内市町村との連携 
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 ●交流を促進 

 

２章９節 大学連携推進事業 継続 Ｐ66 

事業内容 大学が有する知的資源、研究成果やアイデア、大学生の活力を生かしたまち

づくりを推進するため、大学等との連携・協力を推進する。 

計画 連携事業の推進、学生地域活動支援助成金の交付 

 

 

２章１０節 地域交流事業 継続 Ｐ67 

事業内容 近隣市町と行政分野や経済分野のみならず、さまざまな分野での市民レベル

の身近な交流機会を確保し、交流機会の拡大や交流人口の増加を図る。 

計画 各種交流事業の実施（ファミリー森林浴ウォーキング、厚別区民まつり、近 

隣市交流パークゴルフ大会、近隣市子育て支援者交流会） 

 

 

５章１節 駅周辺まちづくり推進事業 継続 Ｐ99 

事業内容 ＪＲ北広島駅周辺の文化施設や商業・業務施設の諸機能を生かし、市の顔に

ふさわしいまちづくりを推進するため、民間用地の利用促進のための地権者と

の協議、地区計画の柔軟な対応について検討を進める。 

ＪＲ上野幌駅周辺について、交通の利便性を生かし商業・業務施設等の立地

を図る。 

計画 関係者及び関係機関との協議 

 

 

５章１節 エルフィンパーク活用事業 継続 Ｐ99 

事業内容 エルフィンパークを活用し、市民に多様な憩いと集いの場を提供するととも

に、市民自らの活動や交流を促進するため、市民やサークルによる展示などの

イベントの場を提供する。 

市民サービスコーナーを活用し、戸籍等各種証明の交付などの行政サービス

の向上を図る。 

計画 エルフィンパーク及び市民サービスコーナーの活用 

 

 

５章４節 サイクルネットワーク活用事業 継続 Ｐ105 

事業内容 環境にやさしい自転車交通の利用促進のため、市内の未整備区間の整備及び

道央馬追サイクルネットワーク構想との連携を図る。 

計画 未整備区間の調査・研究、道央馬追サイクルネットワーク推進協議会との連絡

調整 
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５章４節 レンタサイクル事業 継続 Ｐ105 

事業内容 環境にやさしい交通手段である自転車の利用促進を図るため、自転車の貸し

出しを行い、併せて市民の健康促進及びレクレーションの振興を図る。 

計画 駅東口及び自転車の駅でレンタサイクルの実施 

 

 

６章１節 （仮称）東京きたひろしま会設立事業 新規 Ｐ122 

事業内容 全国で活躍する本市にゆかりのある会員が相互に連絡・交流することによ

り、移住促進、企業誘致、人材育成など、まちづくりの様々な分野における首

都圏との幅広い人脈やネットワークを形成する。 

計画 役員の選定、発起人会の準備・開催 

 

（３）活気ある産業の創造 

 ●グリーンツーリズムや食の安全の取組みを推進 

 

１章１節 食育推進事業 継続 Ｐ18 

事業内容 心身の健康増進と豊かな人間関係の形成に向けて、食に関する知識や食を選

択する力を身につけ、健全な食生活を実践するための事業を実施する。 

食育推進計画の策定及び進行管理等を行う食育推進懇談会を開催する。 

計画 食育講演会の開催、食育推進計画（第２次）策定 

 

 

２章１節 食に関する指導の推進事業 継続 Ｐ44 

事業内容 児童・生徒が生涯にわたり健康な生活を送ることができるよう、学校給食、

教科等を通して自分で健康を考える力を育むため、食の指導の充実を図る。 

計画 学校栄養教諭による食に関する指導の実施、「食の課題と指導の手引き」改定

版の作成 

 

 

４章１節 野菜づくり講座事業 継続 Ｐ88 

事業内容 市民を対象に、現役の農家や有識者などの知識と経験を生かして農作物の栽

培知識や技術を提供する野菜づくり実践講座を開設し、食や農業に対する関心

を高める。 

計画 野菜づくり実践講座の開設 
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４章１節 食農教室事業 継続 Ｐ88 

事業内容 ファストフードや加工食品等の消費が拡大している中で、スローフードや健

全な食習慣を身につけることに関心が高まっているため、市内の児童とその保

護者を対象に、健全な食に対する理解や生産者等との交流により、食と農業と

のかかわりについて理解を得るため食農教室を実施する。 

計画 食農教室の開催 

 

 

４章１節 菜園パーク促進事業 継続 Ｐ88 

事業内容 市民の余暇活動等の憩いの場としての認定市民農園を市内の遊休農地等に

開設する場合に、開設のための相談や支援を行うことで、遊休農地等の有効活

用だけでなく、農業者の経営の多角化や安定化につなげる。 

計画 認定市民農園開設の支援 

 

 

４章１節 グリーンツーリズム推進事業 継続 Ｐ88 

事業内容 農産物の直売や体験型農業などグリーンツーリズムの取組みは、地域経済へ

の波及効果が期待されることから積極的なＰＲを実施する。 

今後、グリーンツーリズム活動の連携促進によりさらに多く交流が生まれ、

本市の農業や魅力を市内外に伝えられることから、実施者が連携した活動を支

援する。 

計画 交流農園マップの作製、グリーンツーリズム協議会、の実施事業への助成 

 

 

６章１節 グリーンツーリズム推進事業（施設等整備） 拡大 Ｐ123 

事業内容 農業者や農業者が5割以上の経営権を有する事業者が農村滞在型余暇活動機

能整備計画（北広島地区）の認定を受けた六次産業化事業を行うに当たって施

設整備を行う場合、整備事業費に対して補助を行う。 

計画 補助の検討 

 

 

６章１節 グリーンツーリズム推進事業（推進利子補給） 拡大 Ｐ123 

事業内容 農村滞在型余暇活動機能整備計画（北広島地区）の認定を受けた農業者等が

六次産業化事業を行うための資金を市中金融機関等より借入した場合に利子

及び保証料の助成する。 

計画 制度の周知（平成２９年度から） 
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 ●新産業の創出やコミュニティビジネスの育成、地域商業の振興 

 

４章３節 空き店舗利用促進事業 継続 Ｐ91 

事業内容 大型店の進出や店舗の移転、事業者の高齢化による廃業など、空き店舗増加

への対策事業を実施する北広島商工会に対して事業助成相当額を支援する。 

計画 空き店舗を利用し開業する事業者の申請に基づき北広島商工会が認定し助成

した相当額を補助 

 

 

４章３節 地域商店街活性化事業 継続 Ｐ91 

事業内容 各地区の商工業者が連携して、地域の特性を生かしながら商店街の賑わいと

活性化を図る各種事業に対して支援する。 

計画 商店街振興会等が実施する商店街の活性化事業に対する補助金 

 

 

４章３節 小規模事業指導推進事業 継続 Ｐ91 

事業内容 小規模事業者の経営安定化を促進し、中小企業を支援するため、小規模事業

者に対する経営指導及び経営改善への業務指導を行う北広島商工会に対して

人件費及び事業費の一部を支援する。 

計画 小規模事業者の経営安定化促進に向けて、中小企業の支援を行う北広島商工会

に対する助成 

 

 

４章４節 企業誘致推進事業 継続 Ｐ93 

事業内容 北広島輪厚工業団地や民間所有の分譲地への企業誘致活動を展開し、優良な

企業の立地によって地域経済の活性化や雇用創出の場の確保など、活力あるま

ちづくりをめざす。 

また、企業誘致活動の一環として、北広島市企業立地促進条例に基づき、事

業所の新増設者に対する市内居住者雇用奨励金を交付する。 

計画 進出希望企業を訪問するなどの誘致活動、事業所の新増設者に対する市内居住

者雇用奨励金の交付 

 

 

４章４節 コミュニティビジネス創業支援事業 継続 Ｐ93 

事業内容 コミュニティビジネスアドバイザーを設置し、少子高齢化、コミュニティ醸

成、環境保全、教育、地産地消など地域課題の解決にビジネスとして取り組む

団体、企業、個人に支援を行い、起業の促進と地域の活性化を図る。 

計画 コミュニティビジネスアドバイザーの設置、創業団体等への支援 
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６章１節 起業支援促進事業 新規 Ｐ123 

事業内容 新規起業に対する改装費用の一部を支援する。 

計画 交付金の交付 

 

 

６章１節 六次産業化等支援事業 新規 Ｐ123 

事業内容 農業者の経営の多角化のための六次産業化等に取り組みを推進していくた

め、市内農業者を対象にセミナーを実施するほか、市内の農産物を利用した新

商品の開発を支援する。 

計画 セミナーの実施 

 

 

【３２事業（新規４事業、拡大４事業）】 


