
 

77 
 

 

 

 

第第 44 章章  
 

活活気気ああるる産産業業ののままちち  

＜産業・労働＞ 
 

 

 

 

第１節  農業の振興 

第２節  工業の振興 

         第３節  商業の振興 

         第４節  企業誘致・新産業の創出 

         第５節  観光の振興 
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第4章　活気ある産業のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

農業後継者等育成事
業

本市の農業の持続的発展のため、次代の担
い手である農業後継者、地域のリーダー、
女性農業者、新規就農者、農業生産法人の
従業員の育成及び確保を図る。

農業後継者等の研修活
動等に対する助成

農業後継者等の研修活
動等に対する助成

農業後継者等の研修活
動等に対する助成

農政課 事業費（千円） 500 500 500

道央農業振興公社負
担金事業

北広島市、千歳市、恵庭市、江別市、道央
農業協同組合が共同し、広域事業として農
業振興を図る。

構成員として運営に参
画
負担金の納入

構成員として運営に参
画
負担金の納入

構成員として運営に参
画
負担金の納入

農政課 事業費（千円） 1,781 1,781 1,781

【新規】

新規就農総合支援事
業

新規就農を増やし、将来の農業を支える人
材を確保するため、青年の就農意欲の喚起
と就農後の定着を図り、経営が不安定な就
農直後（5年以内）の所得を確保する給付
金を交付する。

新規就農者に対する助
成

新規就農者に対する助
成

新規就農者に対する助
成

農政課 事業費（千円） 1,827 1,827 1,827

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

道営南の里排水機場
改修事業

南の里排水機場の排水ポンプ・原動機につ
いて、機能維持のための保全改修を実施
し、地域農業の基盤の維持を図る。平成
22年度に道営土地改良事業施行申請のた
めの実施計画を北海道が策定し、平成23
年度以降に本体工事を実施する。

排水機場の改修費用の
負担

排水機場の改修費用の
負担

排水機場の改修費用の
負担

農政課 事業費（千円） 36,450 36,450 25,538

広島揚水機用水路改
修事業

広島揚水機用水路の老朽化による漏水の多
発が周辺地域に被害を与えたり、農業用水
不足となっていることから、周辺地の被害
域防止や用水不足を解消するため、用水路
の改修を実施する。

用水路改修
既設管撤去
支障物件補償

≪H24で事業終了≫

都市整備課 事業費（千円） 160,229

●第１節　農業の振興

【施策１　担い手の育成】

【施策２　農地の利用・保全】

事業内容

事業内容

第１節 農業の振興 施策１ 担い手の育成

施策２ 農地の利用・保全

施策３ 都市住民との交流

施策４ 生産・流通の振興
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第4章　活気ある産業のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

農地改良事業

農家が、転作田を含む透排水不良の農地に
おいて作物の品質向上、安定生産を確保す
るために暗渠・明渠排水整備、客土を実施
する際に助成を行い、収益性の高い品目の
生産面積拡大を図る。また、現在借り手が
いない遊休農地の流動化を図るために農地
復元を行う場合に助成を行う。

暗渠･明渠の排水整備、
客土、農地復元に対す
る助成

暗渠･明渠の排水整備、
客土、農地復元に対す
る助成

暗渠･明渠の排水整備、
客土、農地復元に対す
る助成

農政課 事業費（千円） 3,540 3,540 3,540

農業用排水路維持管
理事業

病害虫の発生を抑え、流下断面を確保し、
水害の予防を図るため、市が管理する農業
用排水路（7路線、総延長6.4km）の草刈
り、床浚いを行う。

農業用排水路の草刈り
及び床浚い
排水路側板の補修

農業用排水路の草刈り
及び床浚い
排水路側板の補修

農業用排水路の草刈り
及び床浚い
排水路側板の補修

農政課 事業費（千円） 1,881 1,881 1,881

東の里揚水機幹線用
水路移設事業

東の里に設置される遊水地の計画敷地内に
敷設されている恵庭土地改良区の財産であ
る東の里揚水機幹線用水路について、遊水
地の造成に支障があることから、国の移転
補償により、市が受託して計画敷地外に移
設を行う。

実施設計
東の里揚水機幹線用水
路の移設工事

東の里揚水機幹線用水
路の移設工事

農政課 事業費（千円） 2,900 40,000 40,000

【新規】

農地・水保全管理事
業

農業施設の長寿命化、集落機能の低下防止
などを図るため、地域の農村環境・農業用
施設の維持保全向上活動を行っている団体
に助成する。

農地・農業用施設等の
保全管理する団体に対
する助成

農地・農業用施設等の
保全管理する団体に対
する助成

農地・農業用施設等の
保全管理する団体に対
する助成

農政課 事業費（千円） 3,287 3,287 3,287

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

野菜づくり講座事業

食や農業に対する理解や関心のある市民を
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。

野菜づくり実践講座の
開設

野菜づくり実践講座の
開設

野菜づくり実践講座の
開設

農政課 事業費（千円） 185 185 185

○2012推進計画において事業名が変更となった事業

　・東の里幹線用水路移設事業（変更前）　⇒　東の里揚水機幹線用水路移設事業（変更後）

【施策３　都市住民との交流】

事業内容

事業内容

○平成23年度で事業終了した事業（事業費）

　・農地・水・環境保全向上対策事業（3,292千円）

　・農地利用集積促進事業（86千円）
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第4章　活気ある産業のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

食農教室事業

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、市内の児童とその父母を対象に、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。

食農教室の開催 食農教室の開催 食農教室の開催

農政課 事業費（千円） 62 62 62

菜園パーク促進事業

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。

認定市民農園開設の支
援

認定市民農園開設の支
援

認定市民農園開設の支
援

農政課 事業費（千円） 250 250 250

グリーンツーリズム
推進事業

市内では、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が活発になっ
ており、地域経済に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「きたひろし
まの農業」や「きたひろしまの魅力」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。

交流農園マップ等の作
成
グリーンツーリズム事
業体の連携した取り組
みへの助成

交流農園マップ等の作
成
グリーンツーリズム事
業体の連携した取り組
みへの助成

交流農園マップ等の作
成
グリーンツーリズム事
業体の連携した取り組
みへの助成

農政課 事業費（千円） 615 615 615

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

農業資金利子補給事
業

認定農業者（農業経営基盤強化促進法に基
づく農業改善計画の認定を受けた農業者）
がその計画に則して規模拡大などの経営展
開を図るために農業経営基盤強化資金
（スーパーＬ資金）を借入れした場合に利
子の一部を助成することにより、経営感覚
に優れた効率的かつ安定的な農業経営者を
育成する。

資金借入利子に対する
助成

資金借入利子に対する
助成

資金借入利子に対する
助成

農政課 事業費（千円） 726 760 760

農業振興奨励事業

農業経営者等で構成する生産組織や酪農家
等に対し、道央農業協同組合を通して支援
を行い、農業経営の近代化、安定化をめざ
す。

農業技術の向上や情報
交換への支援
健全牛育成のための預
託放牧、酪農ヘルパー
の導入への支援
野 菜 の 線 虫 被 害 の 防
止、エゾシカによる被
害の軽減への支援

農業技術の向上や情報
交換への支援
健全牛育成のための預
託放牧、酪農ヘルパー
の導入への支援
野 菜 の 線 虫 被 害 の 防
止、エゾシカによる被
害の軽減への支援

農業技術の向上や情報
交換への支援
健全牛育成のための預
託放牧、酪農ヘルパー
の導入への支援
野 菜 の 線 虫 被 害 の 防
止、エゾシカによる被
害の軽減への支援

農政課 事業費（千円） 3,000 3,000 3,000

【施策４　生産・流通の振興】

事業内容

事業内容
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第4章　活気ある産業のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

経営体育成支援事業

市の定める経営体育成施設整備計画に従
い、市内の意欲ある経営体が農業経営の発
展・改善を目的として、主に融資機関から
の融資を活用し、整備事業を行う場合にお
いて、当該整備事業に係る経費からプロ
ジェクト融資の額を除いた自己負担部分に
ついて支援を行う。

補助対象農業者への助
成

≪H24で事業終了≫

農政課 事業費（千円） 8,581

【新規】

農業者戸別所得補償
制度推進事業

農業経営の安定と国内生産力の確保を図
り、もって食糧自給率の向上と、農業の多
面的機能を維持するための農業者戸別所得
補償制度の実施にあたって、事務事業の推
進や要件確認等にあたる北広島市地域農業
再生協議会に対して必要な経費を助成す
る。

地域農業再生協議会へ
の助成

地域農業再生協議会へ
の助成

地域農業再生協議会へ
の助成

農政課 事業費（千円） 6,834 6,834 6,834

【新規】

環境保全型農業直接
支援対策事業

地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の
高い営農活動をしている農業者に対し、取
り組み面積に応じた支援を行う。

取り組み面積に応じ、
農業者に助成

取り組み面積に応じ、
農業者に助成

取り組み面積に応じ、
農業者に助成

農政課 事業費（千円） 2,126 2,126 2,126

【新規】

戸別所得補償経営安
定推進事業

土地利用型農業で、20haから30ha規模
の経営体が大部分を占める構造を目指すた
め、地域農業マスタープランを作成し、地
域の中心となる経営体への農地の集積を協
力する農業者に協力金を交付する。

地域農業マスタープラ
ンの作成
農地集積に協力した農
業者に協力金交付

地域農業マスタープラ
ンの作成
農地集積に協力した農
業者に協力金交付

地域農業マスタープラ
ンの作成
農地集積に協力した農
業者に協力金交付

農政課 事業費（千円） 1,800 1,800 1,800

事業内容

○2012推進計画において事業名が変更となった事業

　・強い農業づくり事業（変更前）　⇒　経営体育成支援事業（変更後）　
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第4章　活気ある産業のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

企業人財づくり支援
事業

活力のあるまちづくりには、企業の健全経
営が根幹であり、企業の健全経営には有能
な人材の育成や確保が不可欠であるため、
市内に立地する企業が実施する能力開発セ
ミナーや各種研修等に助成し、企業の健全
経営を促進する。

人材育成や能力開発セ
ミナー等への助成
高度な技術習得を目的
とする講習会参加に対
する助成

人材育成や能力開発セ
ミナー等への助成
高度な技術習得を目的
とする講習会参加に対
する助成

人材育成や能力開発セ
ミナー等への助成
高度な技術習得を目的
とする講習会参加に対
する助成

工業振興課 事業費（千円） 150 150 150

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

北広島クラスター構
想事業

産・学・官の連携(クラスター形成)によ
り、企業単独では実現が難しい、地域特性
を生かした新たな産業の創出や、新製品等
の開拓促進をめざす。

企業の実態把握に努め
ながら、大学や公的研
究機関を利用して行う
分析、試験、研究委託
等に係る経費に対する
助成制度の創設等を検
討

検討結果を踏まえた事
業の実施

検討結果を踏まえた事
業の実施

農政課 事業費（千円） 0 0 0

【施策２　市内での連携】

事業内容

【施策１　地元企業の育成】

事業内容

●第２節　工業の振興

第２節 工業の振興 施策１ 地元企業の育成

施策２ 市内での連携

82 



第4章　活気ある産業のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

空き店舗利用促進事
業

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。

商工会が認定し、助成
した相当額を助成

商工会が認定し、助成
した相当額を助成

商工会が認定し、助成
した相当額を助成

商業労働課 事業費（千円） 1,800 1,800 1,800

地域商店街活性化事
業

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。

商店街振興会等が実施
する商店街の活性化事
業に対する助成

商店街振興会等が実施
する商店街の活性化事
業に対する助成

商店街振興会等が実施
する商店街の活性化事
業に対する助成

商業労働課 事業費（千円） 650 650 650

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

小規模事業指導推進
事業

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務費
の一部を支援する。

中小企業の支援を行う
商工会への助成

中小企業の支援を行う
商工会への助成

中小企業の支援を行う
商工会への助成

商業労働課 事業費（千円） 26,763 26,763 26,763

中小企業者等融資事
業

中小企業者の事業資金の円滑化を図るた
め、市が市内金融機関に原資を預託する。
また、信用保証料の全額及び利子の一部を
市が補助することにより、事業者の負担を
軽減し、中小企業の育成振興を図る。

融資利子及び信用保証
料に対する助成

融資利子及び信用保証
料に対する助成

融資利子及び信用保証
料に対する助成

商業労働課 事業費（千円） 265,330 265,330 265,330

住宅リフォーム支援
事業

市民が住宅のリフォームを行う際の工事等
に要する費用の一部を助成することによ
り、住宅の改修を促進し、快適な住環境の
整備、市内の建設産業の振興及び雇用の安
定を図る。

住宅リフォーム工事費
用に対する助成

住宅リフォーム工事費
用に対する助成

≪H25で事業終了≫

0

商業労働課 事業費（千円） 15,069 15,069

【施策２　商業経営の安定】

●第３節　商業の振興

【施策１　各地域商業の振興・商業団体の育成】

事業内容

事業内容

第３節 商業の振興 施策１ 各地域商業の振興・商業団体の育成

施策２ 商業経営の安定

83 



第4章　活気ある産業のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

企業誘致推進事業

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
地による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。

企業誘致フェア等のイ
ベントを活用した企業
誘致活動
進出希望企業を訪問す
るなどの誘致活動

企業誘致フェア等のイ
ベントを活用した企業
誘致活動
進出希望企業を訪問す
るなどの誘致活動

企業誘致フェア等のイ
ベントを活用した企業
誘致活動
進出希望企業を訪問す
るなどの誘致活動

工業振興課 事業費（千円） 862 862 862

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

コミュニティビジネ
ス創業支援事業

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。

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

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

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

商業労働課 事業費（千円） 115 115 115

【施策２　新産業の創出】

●第４節　企業誘致・新産業の創出

【施策１　企業誘致の推進】

事業内容

事業内容

第４節 企業誘致・新産業の創出 施策１ 企業誘致の推進

施策２ 新産業の創出
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第4章　活気ある産業のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

観光振興事業

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。

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

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

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

商業労働課 事業費（千円） 3,930 3,930 3,930

観光基本計画策定事
業

シティセールス事業により整理された内容
をもとに、継続して行われる各種施策事業
の提案に併せて北広島市観光協会との協議
を行い、市の観光事業の方向性を示す観光
基本計画を策定する。

観光基本計画の策定

≪H24で事業終了≫

商業労働課 事業費（千円） 0

●第５節　観光の振興

【施策１　観光の振興】・【施策２　イベント等の充実】

事業内容

第５節 観光の振興 施策１ 観光の振興

施策２ イベント等の充実
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第4章　活気ある産業のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

地域職業相談室運営
事業

国との連携により、地域職業相談室(ジョ
ブガイド北広島)を運営し、求人情報の提
供、職業相談、失業者相談を実施すること
により、求職者等への利便性の向上及び就
職促進を図る。

就職支援推進員の配置 就職支援推進員の配置 就職支援推進員の配置

商業労働課 事業費（千円） 4,622 4,622 4,622

季節労働者通年雇用
促進支援事業

季節労働者の通年雇用化を図り、収入の安
定とともに安心した生活を確保するための
各種事業に取り組む北広島市季節労働者通
年雇用促進支援協議会を支援する。

求人開拓及びセミナー
の開催
職場体験実習など各種
事業に取り組む協議会
への助成

求人開拓及びセミナー
の開催
職場体験実習など各種
事業に取り組む協議会
への助成

求人開拓及びセミナー
の開催
職場体験実習など各種
事業に取り組む協議会
への助成

商業労働課 事業費（千円） 395 395 395

シ ル バ ー 人 材 セ ン
ター活動支援事業

高年齢者に臨時的かつ短期的な仕事を組織
的に確保し、提供して、高年齢者の生きが
いと活力ある地域社会づくりのために活動
しているシルバー人材センターを支援す
る。

シルバー人材センター
の運営費及び事業費に
対する助成

シルバー人材センター
の運営費及び事業費に
対する助成

シルバー人材センター
の運営費及び事業費に
対する助成

商業労働課 事業費（千円） 10,500 10,500 10,500

緊急雇用対策事業

企業倒産、解雇、雇い止め等により離職を
余儀なくされた失業者及び未就職卒業者を
対象に、北海道の基金交付金等による緊急
雇用対策事業を行う。

道補助金の活用等によ
る雇用対策の実施

≪H24で事業終了≫

0

商業労働課 事業費（千円） ＜32,997＞

●第６節　労働環境の整備

【施策１　就業機会の拡大と安定化】・【施策２　勤労者福祉の充実】

事業内容

第６節 労働環境の整備 施策１ 就業機会の拡大と安定化

施策２ 勤労者福祉の充実
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