
- 36 - 

２ 圏域の中長期的な将来像 

 圏域の目指す将来像 

本圏域は、政令指定都市で全国４番目の人口を擁する札幌市をはじめと

して、道央圏の食糧生産基地、昨今のインバウンドの増加にも現れている国

内有数の観光地、大学等の研究機関の集積、空港や港湾といった重要交通拠

点など、さまざまな機能や個性を持つ市町村により、これらの強みを背景と

して、互いに切磋琢磨しながら発展を続けてきました。 

 また、圏域の面積は、北海道全体のわずか５％ほどにもかかわらず、道内

の約 48％（「平成 27 年国勢調査」（総務省））の人々が生活していることや、

民営事業所における売上額などの経済規模などを踏まえると、この圏域は、

北海道全体の振興と活性化を視野に入れた先導的役割を果たすことが期待

されています。 

しかし、国立社会保障・人口問題研究所が公表した将来推計人口によれば、

本圏域の人口は、2015 年の約 260 万人から、2040 年には約 235 万人に減少

し、高齢化率も約 26％から約 39％に上昇することが推計されています。 

このような人口減少・少子高齢社会において、地域経済・社会を活性化し、

住民の方々が安心して快適な暮らしを営んでいけるようにするためには、

圏域内の市町村が行政区域の垣根を越えて連携し、地域活力の維持・発展な

どを目指し、さまざまな取組を行うことが重要であると考え、このたび「さ

っぽろ連携中枢都市圏」を形成することとしました。 

具体的な取組としては、圏域内の市町村が持つ魅力を掛け合わせた取組

を行うことによる、圏域全体にヒト、モノ、カネ、コトを呼び込む取組のほ

か、それぞれの市町村の持つ都市機能や強みを活かした役割分担による、よ

りきめ細やかな住民サービスの提供や行政コストの削減などを行う必要が

あるものと考えています。 

それらの取組を通じて、一つの大きな圏域を形成することで、北海道全体

の活性化に寄与するとともに、圏域からの人口の流出を食い止めるなど、人

口減少の緩和にもつなげていきたいと考えています。 

｢住みたくなる｣｢投資したくなる｣、｢選ばれる｣さっぽろ圏域 
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そこで、この圏域においては、構成市町村がそれぞれの特徴を生かしなが

ら、密接な連携と役割分担の下で、住民生活や圏域経済に資する取組を行

うことにより、住みたくなる人が多くなる、投資したくなる会社が増えて

いく、さまざまな面で「選ばれる」圏域となることを、目指すべき将来像と

して掲げ、この将来像を圏域全体で共有し、一致団結して圏域の発展に尽力

していきます。 

 将来像を実現するための重点施策

将来像の実現に向け、圏域市町村の特徴や圏域の概況を踏まえ、以下の３

つを重点施策として推進していきます。これらの施策は、後述する具体的取

組の体系とは別に、特に重点的に取り組む内容として位置づけたものです。 

   【重点施策①：魅力・活力にあふれ、投資や人材を呼び込む圏域に】 

地域経済の発展に向けては、圏域外から資金を獲得する産業の集積・強化

を促すことが大変重要です。 

この圏域の強みとして、圏域外から資金を稼ぐことができ、かつ、他の産

業に与える影響も高い、食料品製造業や農業、観光業が集積していることが

挙げられます。このため、これらの産業分野をさらに強化し、圏域内商品の

販路拡大や、圏域内の周遊を促す観光施策など、圏域外からの資金をより

稼ぐための取組を行っていきます。 

それに加え、圏域内のさまざまな魅力ある資源の加工や消費を促すなど、

域内での資金の循環を生み出していくことも重要です。 

また、圏域経済のさらなる発展のためにはチャレンジできる風土を醸成

し、圏域内でのイノベーションを誘発しやすい環境づくりも重要です。この

ため、その原動力となる、創業・起業の促進や新たな産業を生み出す取組も

積極的に行います。 

さらに、本圏域には、北海道の空の玄関口である新千歳空港や国際貿易港

である石狩湾新港など物流の拠点となる交通の要衝があり、2030 年度には

北海道新幹線の延伸も想定されているほか、活用可能な工業用地、鮮明な四

季の移り変わりを感じることができる快適な気候など、多彩な顔も持って

います。このような圏域特有のインフラや環境も活かしながら、連携した企

業誘致を行うことなどにより、域外からの投資や人材の獲得を目指してい

きます。 

これらのことにより、国内外において競争力を有する強い経済圏域の形

成が実現できるものと考えます。 
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【重点施策②：将来を担う人材が豊富な圏域に】 

圏域内には、バラエティに富んだ学部、学科を有する大学や多くの専門学

校、研究機関などがあり、「知」の宝庫ともいうべき学術機関の集積が見ら

れる一方、大学卒業後や、就職後早い段階での若年層の圏域外への流出が多

いことが課題となっています。 

圏域全体のさらなる発展のためには、より活発な地域経済などの環境面

での充実はもちろん、そこをフィールドとする多種多様なプレイヤーの存

在が重要です。 

このため、地域課題を学生の力で解決する取組などを通じて、圏域に住む

若者を育成する取組を行うほか、ＵターンやＩターンの促進により、域外

で積んだ経験や技術を持った人材を再び圏域に呼び戻す取組を積極的に行

うなど、人材の流出を食い止め、地域に愛着を抱き、圏域の将来を担う人材

が豊富な圏域の形成を目指していきます。 

【重点施策③：住民の安全・安心が確保され、持続可能な行政サービスが

提供できる圏域に】 

圏域が一体となってさまざまな取組を行っていくためには、それらを支

える住民生活の基盤を作ることが重要です。 

2018 年９月６日に発生した北海道胆振東部地震をはじめとする想定外の

大規模災害が全国で多く起こるなか、発災時の対応の連携や再生可能エネ

ルギーなどの活用による非常用電源の検討などの取組の重要性がより増し

ています。 

また、今後の圏域の人口減少や少子高齢社会の進展に伴い、医療需要の増

加や、地域の担い手の減少が見込まれるなかにおいては、救急医療の適正化

に向けた取組や企業と連携したまちづくり活動を促す取組も重要です。 

さらには、労働力や自治体の税収の減少も見込まれるなか、将来的に、公

共施設や公共サービスなどを、フルセットで自治体ごとに提供することが

難しい時代の到来が予測され、市町村間での役割分担のあり方や更なる民

間活力の活用などの検討を視野に入れていく必要があるものと考えます。 

そういった状況に対応できるよう、公共施設の相互利用などに係る検討

や市町村間の職員交流を行うなど、より効率的な行政運営に向けた取組も

進めていきます。 

これらのことにより、圏域に住む人々の安全・安心が確保され、持続可能

な行政サービスの提供が可能な圏域の形成が実現するものと考えます。 
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 目標人口 

圏域全体の経済成長のけん引、高次の都市機能の集積・強化、生活関連機

能サービスの向上を図ることにより、2040 年時点において、圏域人口 240

万人以上を確保することを目指します。

＜図表Ⅲ-１＞圏域の目標人口 

出典：「日本の地域別将来推計人口」（国立社会保障・人口問題研究所）、各市町村の人口ビジョン等  
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Ⅲ 計画の体系 
安全・安心
持続可能な
行政サービス

将来を担う
人材が豊富 

魅力・活力
投資や人材
を呼び込む １ 圏域全体の経済成長のけん引

２ 高次の都市機能の集積・強化

３ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上

a 経済戦略の推進

d 戦略的な観光施策

連携事業の企画、立案、効果検証

新産業の育成に向けた支援

地域資源の活用に向けた支援
産官学連携に関する体制の検討

販路拡大に向けた支援
共同プロモーションや観光資源の活用等の推進
MICE 誘致の推進

連携した企業誘致の推進b 戦略産業の育成

c 地域経済の裾野拡大

創業の促進

三次救急医療等の提供

都心アクセス強化に関する情報共有

丘珠空港の利用促進
札幌市都心部の再開発
社会や企業等のニーズに対応できる人材の育成
公共施設の相互利用や配置に関する検討

救急医療の維持・向上等に向けた取組の推進

特色ある教育活動の充実に向けた取組の推進

都市計画に関する情報共有
文化的な教育活動の充実に向けた取組の推進

雪堆積場の共同活用
にぎわいの創出
女性活躍の推進

保育士不足対策に関する検討
生活困窮者自立支援法の任意事業に関する情報共有

災害に備える連携の推進

廃棄物対策における連携の推進

再生可能エネルギーの圏域内導入拡大に係る検討
廃棄物等の共同処理

遠隔会議システムの導入・活用

オープンデータプラットフォームの共同利用
圏域内農産物の消費促進

消防の連携・協力の推進
災害時における連携の推進

地元定着等の促進

企業によるまちづくり活動の促進

職員交流
職員研修等の合同実施

航空写真の共同撮影

圏域外からの移住促進
「札幌UI ターン就職センター」の広域的利用

a 高度な医療サービスの提供
b 高度な中心拠点の整備等

c 高等教育機関の集積を活かした人材の育成
d その他高次の都市機能の集積・強化に関する連携

 圏域マネ

ジメント能

力の強化 

 結びつき

やネットワ

ークの強化 

 生活機能

の強化 

a 地域医療
b 福祉

c 教育・文化・スポーツ

d 土地利用

e 地域振興

f 災害対策

g 環境

a ICT インフラ整備

b 連携による地産地消
c 交流・移住促進

d その他結びつきやネットワ
ークの強化に関する連携 

a 人材の育成
b 職員等の交流
c その他圏域マネジメント能
力の強化に関する連携 

将来像を実現するための３つの重点施策 
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Ⅳ 連携協約に基づき推進する具体的取組 

本項においては、「連携中枢都市圏構想推進要綱」（総務省）に規定されて

いる役割や、それに応じた取組に従って、本圏域で進めていく具体的な取組

を整理し、それぞれの役割ごとに基本ＫＰＩを、個別の取組ごとに評価指標

を設定しています。

 １ 圏域全体の経済成長のけん引 

【基本ＫＰＩ】 

指標名 現状値 目標値 

圏域内民営事業所売上 27 兆９千億円

（2015 年）

30 兆円

（2023 年）

観光入込客数 37,076 千人

（2017 年度）

44,000 千人

（2023 年度）

  a 経済戦略の推進 

連携事業名 連携事業の企画、立案、効果検証 

事業概要 

圏域・道内経済のけん引や圏域の魅力・活力の向上等に寄与するため、「さっぽろ連携

中枢都市圏ビジョン懇談会」の運営や、「さっぽろ連携中枢都市圏関係首長会議」等を

通じて、連携事業の企画、立案、効果検証を行う。 

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 連携事業の企画、立案、効果検証の実施 

連携市町村 連携事業の企画、立案、効果検証への参画 

費用負担 

の考え方 

札幌市は事業実施に係る基本的な費用を負担し、連携市町村は必要に応じてその他個別

費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

さっぽろ連携中枢都市圏ビジョ

ン懇談会の開催（年１回程度） 

さっぽろ連携中枢都市圏関係首

長会議の開催（年１回程度） 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 4,083 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

本ビジョンに掲げるＫＰＩの達

成割合 
－ 100％（毎年度） 
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  b 戦略産業の育成 

連携事業名 連携した企業誘致の推進 

事業概要 

圏域・道内経済をけん引するため、道外企業を対象とした企業立地動向調査、企業誘致

のための情報共有、産業展示会の共同出展や各市町村の単独出展時における他市町村の

ＰＲ、企業立地補助の実施等による効果的な企業誘致を推進する。 

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 
企業誘致動向調査の実施、企業誘致のための情報共有、産業展示会の共同出展、企業立

地補助の実施等 

連携市町村
企業誘致動向調査への協力、企業誘致のための情報共有、産業展示会の共同出展、企業

立地補助の実施等 

費用負担 

の考え方 

札幌市は事業実施に係る基本的な費用を負担し、連携市町村は必要に応じてその他個別

費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

企業誘致動向調査、企業誘致の

ための情報共有 

※●は企業誘致動向調査の実施

年度（想定） 

● ● 

産業展示会の出展、企業立地補

助の実施等 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 960,000 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

産業展示会の共同出展回数 － １回（毎年度） 

誘致施策を活用した立地企業数 － 12社（毎年度） 

連携事業名 創業の促進 

事業概要 

圏域における創業を促進するため、創業志望者向け講座の開講のほか、小中高生を対象

とした創業体験プログラムの提供等の創業機運醸成の取組や現経営者と創業希望者との

マッチングを図る等の創業支援と連動した取組の検討等を行う。 

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 
講座の開講や、創業体験プログラムの提供等の創業機運醸成の取組・現経営者と創業希

望者とのマッチングを図る等の創業支援と連動した取組の検討等 

連携市町村
講座の開講や、創業体験プログラムの提供等の創業機運醸成の取組・現経営者と創業希

望者とのマッチングを図る等の創業支援と連動した取組の検討等への協力 

費用負担 

の考え方 

札幌市は事業実施に係る基本的な費用を負担し、連携市町村は必要に応じてその他個別

費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

講座の開講  

創業支援と連動した取組等検討 

※点線は具体的な取組スケジュ

ール（想定） 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 1,000 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

講座の受講者数 － 100 人（毎年度） 

創業支援と連動した取組等構築 － 2019 年度 
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連携事業名 新産業の育成に向けた支援 

事業概要 

圏域の強みとなり得る新産業の育成を支援するため、「食」「健康医療」「環境（エネル

ギー）」「ＩＴ」「製造」の分野を対象とした実用化・事業化の可能性が高い新製品、新

技術開発等に対する補助や、デザイン、ブランディング、マーケティング、セールス等

の分野の専門家チームの企業への派遣等を行う。 

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 新製品、新技術開発等に対する補助や専門家チームの企業への派遣等 

連携市町村 新製品、新技術開発等に対する補助や専門家チームの企業への派遣等に関する周知 

費用負担 

の考え方 

札幌市は事業実施に係る基本的な費用を負担し、連携市町村は必要に応じてその他個別

費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

新製品、新技術開発等に対する

補助等 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 88,500 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

新製品、新技術開発等に対する

補助や専門家チームの企業への

派遣等の支援件数 

－ 15件（毎年度） 

連携事業名 産学官連携に関する体制の検討 

事業概要 

圏域における産学官連携を促進するため、道内における産学官連携の総合相談（１次相

談）窓口として設置されている「Ｒ＆Ｂパーク大通サテライト（ＨｉＮＴ）」の活用方

法等を検討する。 

連携市町村 小樽市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、南幌町 

役
割
分
担

札幌市 Ｒ＆Ｂパーク大通サテライト（ＨｉＮＴ）の活用方法等の検討 

連携市町村 Ｒ＆Ｂパーク大通サテライト（ＨｉＮＴ）の活用方法等の検討 

費用負担 

の考え方 

札幌市は事業実施に係る基本的な費用を負担し、連携市町村は必要に応じてその他個別

費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

Ｒ＆Ｂパーク大通サテライト

（ＨｉＮＴ）の活用方法等の検

討 

※点線は具体的な活用スケジュ

ール（想定） 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 0 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

Ｒ＆Ｂパーク大通サテライト

（ＨｉＮＴ）の活用方法等の検

討に関する会議の開催回数 

－ ２回（2019 年度） 
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  c 地域経済の裾野拡大 

連携事業名 地域資源の活用に向けた支援 

事業概要 

圏域内の資源を効果的に活用し、企業の競争力強化や農水畜産資源の付加価値向上等を

図るため、民間企業との連携による「クラフト」や「食」関連製品の「さっぽろ雪まつ

り」における催事出展や、圏域内の１次産品の活用を視野に入れた道内２次産業者と市

内３次産業者が連携して行う食品の新商品開発支援、食関連産業と他産業との連携促進

に向けた異業種交流会の開催等を行う。 

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 
「さっぽろ雪まつり」における催事出展の企画・実施、食品の新商品開発支援、異業種

交流会の開催等 

連携市町村
「さっぽろ雪まつり」における催事出展の企画・実施への協力、食品の新商品開発支

援、異業種交流会の開催等に関する周知 

費用負担 

の考え方 

札幌市は事業実施に係る基本的な費用を負担し、連携市町村は必要に応じてその他個別

費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

「さっぽろ雪まつり」における

催事出展 

食品の新商品開発支援、異業種

交流会の開催等 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 53,000 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

「さっぽろ雪まつり」の催事出

展における売上額 
－ 8,000 千円（毎年度） 

食品の新商品開発数 － ５件（毎年度） 

異業種交流会の開催回数 － １回（毎年度） 

連携事業名 販路拡大に向けた支援 

事業概要 

圏域内企業の国内外への販路拡大を促すため、札幌市内の卸売業と連携市町村の食品メ

ーカーとの商談会の開催や、「食」に関連した国内外の展示会等への企業の出展支援、

バイヤー招聘、海外におけるフェアの開催等を行う。 

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 
圏域内商談会の開催、国内外への展示会等への出展支援、バイヤー招聘、海外における

フェアの開催等 

連携市町村
圏域内商談会の開催、国内外への展示会等への出展支援、バイヤー招聘、海外における

フェアの開催等への協力 

費用負担 

の考え方 

札幌市は事業実施に係る基本的な費用を負担し、連携市町村は必要に応じてその他個別

費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

圏域内商談会の開催 

国内外への展示会等への出展支

援、バイヤー招聘、海外におけ

るフェアの開催等 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 25,820 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

商談会の商談件数 － 60件（毎年度） 

国内外への展示会やフェア等へ

の延べ参加企業数 
－ 500 社（毎年度） 
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  d 戦略的な観光施策 

連携事業名 共同プロモーションや観光資源の活用等の推進 

事業概要 

圏域における観光客を増加させ、圏域全体の観光消費を増大させるため、圏域内市町村

で構成する協議会において、観光振興に関する取組を企画・立案し、戦略的な共同プロ

モーションの展開や、観光客動態調査の結果等を反映したツーリズム・イベント連携事

業等を実施する。 

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 
共同プロモーション、観光客動態調査の結果等を反映したツーリズム・イベント連携事

業等の実施 

連携市町村
共同プロモーション、観光客動態調査の結果等を反映したツーリズム・イベント連携事

業等の実施 

費用負担 

の考え方 
札幌市、連携市町村ともに、協議会等において決定された費用をそれぞれ負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

共同プロモーションの実施 

イベント・ツーリズム連携事業

等の実施等 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 9,000 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

共同プロモーションの実施回数 － １回（毎年度） 

イベント・ツーリズム連携事業

の実施回数 
－ 

２回 

（2020 年度以降毎年度）

連携事業名 ＭＩＣＥ誘致の推進 

事業概要 

高い経済効果が見込まれる国際会議やインセンティブツアーを圏域内に積極的に誘致す

るため、アフターコンベンションやエクスカーション等における視察ルートの設定等の

招聘事業や、海外ＭＩＣＥ見本市への共同出展等のプロモーション事業を実施するとと

もに、新たなＭＩＣＥ施設の整備を進め、その運営手法等について検討する。 

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 
招聘事業、プロモーション事業の実施、新たなＭＩＣＥ施設の整備推進及び運営手法等

の検討 

連携市町村
招聘事業、プロモーション事業の実施、新たなＭＩＣＥ施設の整備推進及び運営手法等

の検討への協力 

費用負担 

の考え方 

札幌市は事業実施に係る基本的な費用を負担し、連携市町村は必要に応じてその他個別

費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

招聘事業・プロモーション事業

の検討・実施 

新たなＭＩＣＥ施設の整備推進

及び運用手法等の検討 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 198,000 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

招聘事業・プロモーション事業

の構築 
－ 2019 年度まで 

新たなＭＩＣＥ施設の整備推進

及び運用手法等の検討 
－ 2025 年度まで 
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 ２ 高次の都市機能の集積・強化 

【基本ＫＰＩ】 

指標名 現状値 目標値 

札幌駅(※)の乗車人員数 

（１日平均） 

189,932 人

（2017 年度）

現状値からの増加

（2023 年度）

 ※ ＪＲ札幌駅及び地下鉄さっぽろ駅（南北線・東豊線） 

  a 高度な医療サービスの提供 

連携事業名 三次救急医療等の提供 

事業概要 

圏域内における安全で良質な医療の提供を行うため、三次救急医療機関である「救命救

急センター」や道央圏唯一の「総合周産期母子医療センター」等の指定を受け、東北以

北唯一の「精神科スーパー救急合併症病棟」を有する「市立札幌病院」を運営する。 

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 市立札幌病院の運営 

連携市町村 医療機関の適正受診に係る普及啓発等 

費用負担 

の考え方 

札幌市は事業実施に係る基本的な費用を負担し、連携市町村は必要に応じてその他個別

費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

市立札幌病院の運営 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 2,014,149 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

市立札幌病院の運営 常時 常時（毎年度） 

（参考）市立札幌病院における

三次救急、高度な周産期医療、

精神身体合併症を有する精神科

三次救急の受入患者数 

救急救命センター入院患

者数 467 人 

ハイリスク分娩件数329人

精神救急センター救急搬

送数 67人（2017 年度） 

－ 
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  b 高度な中心拠点の整備等 

連携事業名 都心アクセス強化に関する情報共有 

事業概要 

道内の各地域や空港・港湾等の交通拠点と都心とのアクセス性を強化し、新幹線とも連

携した広域交通ネットワークを形成するため、国等と連携して都心アクセス強化の検討

を進めており、その検討にあたり、事業効果の波及が見込まれる周辺市町との情報交換

等を行う。 

連携市町村 小樽市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、南幌町、長沼町 

役
割
分
担

札幌市 「都心アクセス強化検討に関する道央都市圏連携会議」における情報交換等の実施 

連携市町村 「都心アクセス強化検討に関する道央都市圏連携会議」における情報交換等の実施 

費用負担 

の考え方 
費用負担は生じない。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

「都心アクセス強化検討に関す

る道央都市圏連携会議」におけ

る情報共有の実施 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 0 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

「都心アクセス強化検討に関す

る道央都市圏連携会議」 

における情報共有の実施回数 

年１回（2017 年度） 年１回（毎年度） 

連携事業名 丘珠空港の利用促進 

事業概要 

丘珠空港が持つビジネス、観光、防災、医療等を支える機能を圏域の活力向上に活かす

ため、丘珠空港の利用促進に向けた丘珠空港路線やアクセス等の空港関連情報の周知活

動等を行う。 

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 丘珠空港の利用促進に向けた周知活動等の実施 

連携市町村 丘珠空港の利用促進に向けた周知活動等への協力 

費用負担 

の考え方 

札幌市は事業実施に係る基本的な費用を負担し、連携市町村は必要に応じてその他個別

費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

丘珠空港の利用促進に向けた周

知活動等の実施 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 6,500 － － － － 

評価指標 
ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

丘珠空港年間利用者数 25.1 万人（2017 年度） 29.8 万人（2023 年度） 
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連携事業名 札幌市都心部の再開発 

事業概要 
北海道新幹線の開業を見据え、圏域中心部の魅力を向上し、圏域内への経済効果の波及

等を促進するため、札幌駅交流拠点の整備等を行う。 

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 北５西１・西２街区等の再開発及び周辺街区の開発支援等の実施 

連携市町村 北５西１・西２街区等の再開発及び周辺街区の開発支援等の実施への協力 

費用負担 

の考え方 
札幌市が全額費用負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

北５西１・西２街区等の再開発

及び周辺街区の開発支援等の実

施 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 19,000 － － － － 

評価指標 
ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

札幌駅交流拠点の整備 － 2030 年度まで 

  c 高等教育機関の集積を活かした人材の育成 

連携事業名 社会や企業等のニーズに対応できる人材の育成 

事業概要 

圏域内の地域や最先端産業等における様々なニーズに対応できる人材を育成するため、

「地域課題」と「学生」のマッチングにより地域課題の解決策を検討・実施し、その成

果を圏域全体で活用する「学生による課題解決プログラム」や、「健康医療」「ＩＴ」

「経営」分野の知識を有する学生チームを組成しビジネスプランを作成する等の「健康

医療×ＩＴ起業家育成プログラム」等を実施する。 

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 各プログラムの実施 

連携市町村 各プログラムの実施への協力 

費用負担 

の考え方 

札幌市は事業実施に係る基本的な費用を負担し、連携市町村は必要に応じてその他個別

費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

各プログラムの実施 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 10,000 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

圏域内で共有した「学生による

課題解決プログラム」による解

決策の数 

－ 10件（毎年度） 

「健康医療×ＩＴ起業家育成プ

ログラム」の参加者数 
－ 45人（毎年度） 
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  d その他高次の都市機能の集積・強化に関する連携 

連携事業名 公共施設の相互利用や配置に関する検討 

事業概要 

「コンパクト化」と「ネットワーク化」による持続可能な圏域を形成するため、市町村

の区域を越えた公共施設の利用に関する先行事例（北広島市民の里塚斎場の利用に関す

る協定等）を踏まえ、札幌市における斎場等のあり方についての調査研究を行うととも

に、斎場の広域利用に関する協議・検討等を行う。 

また、連携市町村の状況などを踏まえながら、公共施設の相互利用や機能集約化、配置

等についての調査研究を行うとともに、大規模改修や災害時における相互バックアップ

体制の構築等に関する協議・検討等を行う。 

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 調査・研究の実施、相互バックアップ体制の構築等に関する協議・検討等 

連携市町村 調査・研究への協力、相互バックアップ体制の構築等に関する協議・検討等 

費用負担 

の考え方 

札幌市は斎場の広域利用に関する協議・検討に係る基本的な費用を負担し、連携市町村

は必要に応じてその他個別費用を負担する。 

その他の公共施設の相互利用等に関する協議・検討においては、費用負担は生じない。

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

斎場の広域利用に関する協議・

検討 

※●は札幌市における斎場等の

あり方に係る基本構想の策定年

度 

● 

その他公共施設の相互利用や機

能集約等の調査・研究の実施、

相互バックアップ体制の構築等

に関する協議・検討 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 12,000 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

札幌市における斎場等のあり方

に係る基本構想の策定 
－ 2019 年度 

公共施設の相互利用や相互バッ

クアップ体制の構築等に関する

協議・検討等に関する会議の回

数 

－ １回（毎年度） 
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 ３ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上 

【基本ＫＰＩ】 

指標名 現状値 目標値 

20～29 歳人口における道

外への社会増減数 

▲2,805 人 

（2017 年） 

▲1,400 人

（2023 年）

 生活機能の強化 

a 地域医療 

連携事業名 救急医療の維持・向上等に向けた取組の推進 

事業概要 

各医療圏における持続可能な救急医療体制を整えるため、各市町村の実施事業について

の情報共有、意見交換等を行い、救急医療の適正利用の取組等の検討を行う。 

また、医療機関案内と看護師による救急医療相談（24時間、365 日）を行う「救急安心

センターさっぽろ」の運営を行い、一層の広域化を図る。 

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 救急医療の適正利用の取組等の検討、「救急安心センターさっぽろ」の運営 

連携市町村
救急医療の適正利用の取組等の検討、必要に応じた「救急安心センターさっぽろ」の活

用、普及啓発等 

費用負担 

の考え方 

原則として、札幌市は事業実施に係る基本的な費用を負担し、連携市町村は必要に応じ

てその他個別費用を負担する。 

ただし、「救急安心センターさっぽろ」の運営事業費について、参加する市町村は人口

に応じた費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

救急医療の適正利用の取組等の

検討 

※点線は具体的な取組スケジュ

ール（想定） 

「救急安心センターさっぽろ」

の運営 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 111,368 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

救急医療の適正利用の取組等の

検討に関する会議の回数 
－ １回（毎年度） 
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   b 福祉 

連携事業名 保育士不足対策に関する検討 

事業概要 
拡大する保育ニーズに対応し、圏域内の子育て世帯に対するサービスを向上させるた

め、保育士確保に関する連携した取組を検討する。 

連携市町村 小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町 

役
割
分
担

札幌市 保育士確保に関する連携した取組の検討 

連携市町村 保育士確保に関する連携した取組の検討 

費用負担 

の考え方 
費用負担は生じない。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

保育士確保に関する連携した取

組の検討 

※点線は具体的な取組スケジュ

ール（想定） 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 0 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

保育士確保に関する連携した取

組の検討に関する会議の回数 
－ １回（毎年度） 

連携事業名 生活困窮者自立支援法の任意事業に関する情報共有 

事業概要 

圏域内市町村において、生活困窮者の困窮状態からの早期脱却に向けたより効果的な支

援を行うため、生活困窮者自立支援法の任意事業に関する各市町村の取組や課題等につ

いての情報共有を行う。 

連携市町村 岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町 

役
割
分
担

札幌市 生活困窮者自立支援法任意事業に関する各市町村の取組や課題等についての情報共有 

連携市町村 生活困窮者自立支援法任意事業に関する各市町村の取組や課題等についての情報共有 

費用負担 

の考え方 
費用負担は生じない。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

生活困窮者自立支援法の任意事

業の関する取組や課題等につい

ての情報共有 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 0 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

生活困窮者自立支援法の任意事

業に関する取組や課題等につい

て情報共有するための会議の回

数 

－ １回（毎年度） 
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   c 教育・文化・スポーツ 

連携事業名 特色ある教育活動の充実に向けた取組の推進 

事業概要 
「食」の大切さへの理解を深める等の圏域における特色ある教育を促進するため、農業

体験学習の受入可能団体等のリストを作成の上、各小学校に配布する。 

連携市町村 
小樽市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、 

長沼町 

役
割
分
担

札幌市 農業体験学習の受入可能団体等のリストの作成、配布 

連携市町村 農業体験学習の受入可能団体等のリストの作成、配布への協力 

費用負担 

の考え方 
札幌市、連携市町村ともに、農業体験学習に必要な経費を支出する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

農業体験学習の受入可能団体等

のリストの作成、配布 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 6,515 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

外部と連携した農業体験実施小

学校数 
－ 100 校 

連携事業名 文化的な教育活動の充実に向けた取組の推進 

事業概要 

圏域内における文化的な教育活動を促進するため、小学６年生に対する札幌コンサート

ホールＫｉｔａｒａにおけるオーケストラ演奏やオルガン演奏（Ｋｉｔａｒａファース

ト・コンサート）の鑑賞機会を提供する。 

連携市町村 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 

役
割
分
担

札幌市 コンサートの開催 

連携市町村 コンサートの開催への協力 

費用負担 

の考え方 

札幌市は事業実施に係る基本的な費用を負担し、連携市町村はコンサート会場までの移

動に関する費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

Ｋｉｔａｒａファースト・コン

サートの開催 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 24,915 － － － － 

評価指標 
ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

コンサートの参加学校数 － 235 校（毎年度） 
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   d 土地利用 

連携事業名 都市計画に関する情報共有 

事業概要 

圏域内における土地利用に関する連携を強化するため、土地利用の規制・誘導、都市施

設の整備、市街地開発事業等についての意見交換等を行う「札樽圏広域都市計画協議

会」の総会及び研修会を開催する。 

連携市町村 小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、南幌町 

役
割
分
担

札幌市 「札樽圏広域都市計画協議会」の総会や研修会の開催 

連携市町村 「札樽圏広域都市計画協議会」の総会や研修会への参加 

費用負担 

の考え方 
費用負担は生じない。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

「札樽圏広域都市計画協議会」

の総会及び研修会 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 0 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

「札樽圏広域都市計画協議会」

の総会及び研修会の開催回数 
各１回（2017 年度） 各１回（毎年度） 

連携事業名 雪堆積場の共同活用 

事業概要 
圏域内における土地の有効活用のため、札幌市が管理する雪堆積場の近隣市域内への開

設及び排雪の受入を行うとともに、将来的な共同活用に向けた検討を行う。 

連携市町村 小樽市、北広島市、石狩市 

役
割
分
担

札幌市 雪堆積場の管理・運営、共同活用に向けた検討 

連携市町村 土地の提供、共同活用に向けた検討等 

費用負担 

の考え方 

札幌市は事業実施に係る基本的な費用を負担し、連携市町村は必要に応じてその他個別

費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

雪堆積場の管理・運営 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 123,550 － － － － 

評価指標 
ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

雪堆積場の管理・運営 開設（2017 年度） 開設（毎年度） 
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   e 地域振興 

連携事業名 にぎわいの創出 

事業概要 

圏域内のにぎわいを創出し、地域の振興等を図るため、札幌市各区と近隣市町村が連携

したイベントの合同開催や相互ＰＲ等を行うとともに、「さっぽろ連携中枢都市圏」を

ＰＲするためのホームページを運営する。 

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 ホームページの管理・運営、イベントの合同開催や相互ＰＲ等 

連携市町村 ホームページの運営への協力、イベントの合同開催や相互ＰＲ等 

費用負担 

の考え方 
札幌市、連携市町村ともに、事業実施に必要な費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

ホームページの管理・運営  

イベントの合同開催や相互ＰＲ

等 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 4,387 － － － － 

評価指標 
ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

イベント等の参加人数 73,000 人（2017 年度） 75,000 人（毎年度） 

連携事業名 女性活躍の推進 

事業概要 
圏域における女性の活躍を推進するため、圏域内の大学と連携した「女性応援フェス

タ」のプレイベントの開催や、女性の起業家と創業希望者との交流会の開催等を行う。

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 イベントの実施、交流会の開催等 

連携市町村 イベント、交流会の周知等 

費用負担 

の考え方 

札幌市は事業実施に係る基本的な費用を負担し、連携市町村は必要に応じてその他個別

費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

イベントの実施 

交流会の開催 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 13,100 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

連携した大学数 － 13 大学（2023 年度まで）

交流会の参加者数 － 80人（毎年度） 
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   f 災害対策 

連携事業名 災害に備える連携の推進 

事業概要 

圏域内の災害に備える連携を推進するため、災害や防災に関する相互理解や情報共有等

を目的とする「（仮称）さっぽろ連携中枢都市圏防災担当課長会議」の開催や、緊急時

における水道水等の放射線物質濃度の把握を行う「放射線モニタリング」のための体制

の維持を行う。 

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 
「（仮称）さっぽろ連携中枢都市圏防災担当課長会議」の開催、「放射線モニタリング」

のための体制の維持 

連携市町村
「（仮称）さっぽろ連携中枢都市圏防災担当課長会議」への参加、「放射線モニタリン

グ」のための体制の維持 

費用負担 

の考え方 
費用負担は生じない。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

「（仮称）さっぽろ連携中枢都市

圏防災担当課長会議」の開催 

※点線は具体的な取組スケジュ

ール（想定） 

「放射線モニタリング」のため

の体制の維持 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 0 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

「（仮称）さっぽろ連携中枢都市

圏防災担当課長会議」の開催 
年１回（2017 年度） 年１回（毎年度） 

「放射線モニタリング」のため

の体制 
維持（2017 年度） 維持（毎年度） 
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連携事業名 消防の連携・協力の推進 

事業概要 

圏域内の消防分野における連携・協力を推進するため、各消防本部が使用する消防救急

無線の共同整備・維持管理、次期更新に向けた協議・検討や、各消防単位で実施してい

る消防指令業務の共同整備・運用の検討を行う。 

連携市町村 岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 

役
割
分
担

札幌市 
消防救急無線の整備・維持管理や次期更新に向けた調整、消防指令業務の共同整備・運

用に向けた調整等 

連携市町村
消防救急無線の整備・維持管理や次期更新に向けた調整、消防指令業務の共同整備・運

用に向けた調整等への協力 

費用負担 

の考え方 
札幌市、連携市町村ともに、事業実施に必要な費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

消防救急無線の共同整備、次期

更新に向けた協議・検討等 

消防指令業務の共同整備・運用

の検討 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 79,695 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

消防救急無線の維持管理、次期

更新に向けた協議・検討等 
常時（2017 年度） 常時（毎年度） 

消防指令システムの共同整備 － 2025 年度 

連携事業名 災害時における連携の推進 

事業概要 
災害時における連携の推進のため、消防活動や上下水道、廃棄物処理の各協定に基づき

相互応援等を行う。 

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 必要に応じた各協定に基づく相互応援等の実施 

連携市町村 必要に応じた各協定に基づく相互応援等の実施 

費用負担 

の考え方 
札幌市、連携市町村ともに、事業実施に必要な費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

必要に応じた相互応援等 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 1,000 － － － － 

評価指標 
ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

応援体制等の整備 常時（2017 年度） 常時（毎年度） 
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   g 環境 

連携事業名 廃棄物対策における連携の推進 

事業概要 廃棄物対策における連携の推進のため、廃棄物問題に関する情報交換等を行う。 

連携市町村 小樽市、江別市、千歳市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 

役
割
分
担

札幌市 定例会及び部会（企画部会、産業廃棄物部会）の開催 

連携市町村 定例会及び部会（企画部会、産業廃棄物部会）への参加 

費用負担 

の考え方 
費用負担は生じない。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

定例会・部会（企画部会、産業

廃棄物部会）の開催 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 0 － － － － 

評価指標 
ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

定例会の開催 年１回（2017 年度） 年１回（毎年度） 

連携事業名 廃棄物等の共同処理 

事業概要 

廃棄物処理の最適化のため、石狩市と当別町の区域内で収集したし尿（浄化槽汚泥を含

む。）の札幌市クリーンセンターにおける全量受入・処理や、石狩市で収集した下水等

の茨戸水再生プラザと手稲水再生プラザにおける受入・処理を行う。 

連携市町村 石狩市、当別町 

役
割
分
担

札幌市 し尿、下水等の受入・処理 

連携市町村 し尿、下水等の収集 

費用負担 

の考え方 

札幌市は事業実施に係る基本的な費用を負担し、連携市町村は処理量に応じた費用を負

担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

し尿、下水等の受入・処理 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 192,035 － － － － 

評価指標 
ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

し尿、下水等の処理 常時（2017 年度） 常時（毎年度） 
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連携事業名 再生可能エネルギーの圏域内導入拡大に係る検討 

事業概要 

北海道の再生可能エネルギーポテンシャルを活かし、風力発電等を活用したＣＯ２フリ

ー水素サプライチェーン（製造、貯蔵、利用）の構築に向けて、実証事業の検討や準備

を行うとともに、情報共有等を通して地域特性を生かした更なる取組の創出を検討し、

圏域内の再生可能エネルギー導入拡大につなげる。 

連携市町村 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、長沼町 

役
割
分
担

札幌市 実証事業の検討・準備、情報共有等 

連携市町村 実証事業への協力、情報共有等 

費用負担 

の考え方 

札幌市は事業実施に係る基本的な費用を負担し、連携市町村は必要に応じてその他個別

費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

実証事業の検討、準備 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 0 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

水素サプライチェーン実証事業

の開始 
－ 2023 年度 

 結びつきやネットワークの強化 

   a ＩＣＴインフラ整備 

連携事業名 遠隔会議システムの導入・活用 

事業概要 
圏域内市町村の事務の効率化等のため、圏域内全市町村で使用可能な遠隔会議システム

を検討・導入・運用する。 

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 遠隔会議システムの検討・導入・活用 

連携市町村 遠隔会議システムの検討・導入・活用 

費用負担 

の考え方 
札幌市、連携市町村ともに、事業実施に必要な費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

遠隔会議システムの活用 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 5 － － － － 

評価指標 
ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

遠隔会議システムの利用回数 － 年 20回（2019 年度） 
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連携事業名 オープンデータプラットフォームの共同利用 

事業概要 

圏域内市町村などが提供するデータの利用拡大・多様化に向けた「札幌市ＩＣＴ活用プ

ラットフォーム」の共同利用を行うとともに利用促進ＰＲを実施するほか、オープンデ

ータ等に関する職員のスキル向上に資する取組等を実施する。 

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 
「札幌市ＩＣＴ活用プラットフォーム」の運営、利用促進ＰＲ等、オープンデータ等に

係る職員研修の実施 

連携市町村
「札幌市ＩＣＴ活用プラットフォーム」の活用検討、運営、利用促進ＰＲ等への協力、

オープンデータ等に係る職員研修への参加 

費用負担 

の考え方 

原則として、札幌市は事業実施に係る基本的な費用を負担し、連携市町村は必要に応じ

てその他個別費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

「札幌市ＩＣＴ活用プラットフ

ォーム」の運営、利用促進ＰＲ

等 

オープンデータ等に係る職員研

修の実施 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 27,360 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

「札幌市ＩＣＴ活用プラットフ

ォーム」で公開されている 

データファイル数／セット数 

2,969／152（2017 年度） 5,559／250（2019 年度）

研修の開催人数 － 100 人（毎年度） 

   b 連携による地産地消 

連携事業名 圏域内農産物の消費促進 

事業概要 
圏域内農産物の消費促進を図るため、圏域内農産物等のリストを作成し、学校給食の使

用食材リストとして情報共有をする。 

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 圏域内農産物等のリストの作成・共有 

連携市町村 圏域内農産物等のリストの作成・共有への協力 

費用負担 

の考え方 
費用負担は生じない。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

農産物等のリストの作成・共有 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 0 － － － － 

評価指標 
ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

農産物リストの作成・共有 － １回（毎年度） 
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   c 交流・移住促進 

連携事業名 地元定着等の促進 

事業概要 

圏域における地元定着や就労を促進し、人口減少の緩和や労働力の確保等を図るため、

首都圏における合同企業説明会や、圏域内の様々な仕事を実際に体験できる高校生向け

イベント、シニア層を対象とした体験付き仕事説明会の開催等を行う。 

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 説明会やイベント等の開催 

連携市町村 説明会やイベント等の開催への協力、周知 

費用負担 

の考え方 

札幌市は事業実施に係る基本的な費用を負担し、連携市町村は必要に応じてその他個別

費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

説明会やイベント等の開催 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 22,495 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

体験付き仕事説明会来場者の就

業者数 
－ 100 人（毎年度） 

高校生向けイベントの参加人数 － 5,000 人（毎年度） 

合同企業説明会の参加人数 － 100 人（毎年度） 

連携事業名 圏域外からの移住促進 

事業概要 
圏域外からの移住を促進し、圏域における人口減少の緩和や労働力の確保等を図るた

め、道外における移住イベントの開催や情報発信を行う。 

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 移住イベント、情報発信の企画、実施 

連携市町村 移住イベント、情報発信の企画、実施への協力 

費用負担 

の考え方 

札幌市は事業実施に係る基本的な費用を負担し、連携市町村は必要に応じてその他個別

費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

移住イベント開催、情報発信 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 6,000 － － － － 

評価指標 
ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

移住イベントの開催 － １回（毎年度） 
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連携事業名 「札幌ＵＩターン就職センター」の広域的利用 

事業概要 

圏域外からの移住を促進し、圏域における人口減少の緩和や労働力の確保等を図るた

め、「札幌ＵＩターン就職センター」を運営するとともに、若年層の人材流入の促進を

図るため、道外在住学生の圏域内企業への就職活動にかかる交通費の一部を補助する。

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 「札幌ＵＩターン就職センター」の運営、交通費補助の実施 

連携市町村 「札幌ＵＩターン就職センター」や交通費補助に関する周知・協力 

費用負担 

の考え方 

札幌市は事業実施に係る基本的な費用を負担し、連携市町村は必要に応じてその他個別

費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

「札幌ＵＩターン就職センタ

ー」の運営 

交通費補助の実施 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 49,605 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

「札幌ＵＩターン就職センタ

ー」の新規学生登録者数 
－ 200 人（毎年度） 

交通費補助を利用して、インタ

ーンシップに参加し圏域内企業

の採用面接を受けた者及び採用

面接を受け圏域内企業に就職し

た者の割合 

－ 75％（毎年度） 

   d その他結びつきやネットワークの強化に関する連携 

連携事業名 企業によるまちづくり活動の促進 

事業概要 
圏域内での企業によるまちづくり活動を促進するため、札幌市が包括連携協定を締結し

ている企業と「さっぽろ連携中枢都市圏」として包括連携協定を締結する。 

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 協定締結企業と連携市町村との関係構築の契機の創出 

連携市町村 包括連携協定に係る検討及び参加 

費用負担 

の考え方 

札幌市は事業実施に係る基本的な費用を負担し、連携市町村は必要に応じてその他個別

費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

包括連携協定の締結 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 3,900 － － － － 

評価指標 

ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

包括連携協定を締結した圏域内

市町村数 
－ 12 市町村（2019 年度） 
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 圏域マネジメント能力の強化 

   a 人材の育成 

連携事業名 職員研修等の合同実施 

事業概要 
圏域内市町村の効率的な職員育成のため、札幌市が実施する研修における連携市町村職

員の受入を行う。 

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 職員研修等の実施 

連携市町村 職員研修等への参加 

費用負担 

の考え方 

札幌市は事業実施に係る基本的な費用を負担し、連携市町村は必要に応じてその他個別

費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

職員研修等の実施 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 4,824 － － － － 

評価指標 
ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

各研修等の実施 － 各１回以上（毎年度） 

   b 職員等の交流 

連携事業名 職員交流 

事業概要 
圏域内市町村の交流の深化等を図るため、札幌市と連携市町村のニーズが合致した職場

における職員交流を実施する。 

連携市町村 全市町村 

役
割
分
担

札幌市 職員の派遣・受入 

連携市町村 職員の派遣・受入 

費用負担 

の考え方 
札幌市、連携市町村ともに、事業実施に必要な費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

職員交流の実施 

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 132 － － － － 

評価指標 
ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

交流職員数 － ２人以上（毎年度） 
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   c その他圏域マネジメント能力の強化に関する連携 

連携事業名 航空写真の共同撮影 

事業概要 
固定資産評価替等のための航空写真の撮影費用等の軽減を図るため、共同撮影の実施に

向けた調査・研究を行う。 

連携市町村 岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町 

役
割
分
担

札幌市 共同撮影の実施に向けた調査・研究 

連携市町村 共同撮影の実施に向けた調査・研究への協力 

費用負担 

の考え方 

札幌市は事業実施に係る基本的な費用を負担し、連携市町村は必要に応じてその他個別

費用を負担する。 

スケジュール 

具体的項目 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

共同撮影の実施に向けた調査・

研究 

※●は実施年度（想定） 

●  

事業費見込額 

(千円) 
５年合計：－ 0 － － － － 

評価指標 
ＫＰＩ 基準値（現状値） 目標値 

共同撮影の実施 － 2022 年度 
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Ⅴ 計画の推進体制 

 本ビジョンを実効性のあるものとし、より効果的に施策や取組を進めていく

ため、「さっぽろ連携中枢都市圏関係首長会議」による協議を定期的に行うほか、

「さっぽろ連携中枢都市圏ビジョン懇談会」において、取組状況に関する情報共

有・効果検証等を行い、御助言・御意見等を伺っていきます。 

その内容等を踏まえ、「さっぽろ連携中枢都市圏実務者会議」では、各種情報

共有や着実なＰＤＣＡサイクルの実施による事業の進捗管理、新たな取組の企

画・立案等を行っていくほか、事業実施に際しては、市町村間での密接な協働は

もとより、大学、産業界などの関係機関とも積極的な連携を行っていきます。 

【推進体制イメージ図】

・ 年１回開催見込み 

・ 各種情報共有、取組内容等に係る

協議の実施 

さっぽろ連携中枢都市圏関係首長会議

・ 年６回程度開催見込み 

・ 全市町村の企画担当部局で構成 

・ 各種情報共有 

・ ＰＤＣＡサイクルによる事業の進

捗管理 

・ 新規事業の企画・立案、事業の改

廃等に係る調整 

さっぽろ連携中枢都市圏実務者会議 

・ 年１回開催見込み 

・ 産業、大学・研究機関、

金融機関、観光、福祉、地

域公共交通、その他都市圏

に関連する分野に関し識見

を有する方々により構成 

・ 取組状況に関する情報共

有・効果検証等を実施し、

御意見・御助言を聴取 

さっぽろ連携中枢都市圏
ビジョン懇談会

・ 連携事業の実施 

・ 取組の内容に応じて、協議会や会

議体等を設置し、情報共有等を行う

・ 必要に応じた関係機関との連携 

各事業部局による取組
（ビジョン掲載事業における実施体制）

事業の進捗報告、 

新規の取組協議等

事業の進捗報告、 

取組内容の協議等

さっぽろ連携中枢都市圏ビジョンについて、毎年度所要の変更を実施

大学、産業界などの関係機関 


