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 産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する基本計画 

～富良野・美瑛地域～ 

 

 

 

１ 産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する目標 

（１）地域の特色と目指す産業集積の概要について 

（地理的条件） 

富良野市、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村の隣接する１市４町１

村から構成される富良野・美瑛地域（以下「本地域」という。）は、北海道のほぼ中央部に

位置し、合計面積２９万ｈａと東京都(２２万ｈａ)の約１．３倍、人口は約５万４千人の地

域である。 

本地域の地勢は、東に大雪山系・十勝岳連峰、西に夕張山系が連なり、地域の中央部には

富良野盆地が形成され、石狩川水系の空知川・富良野川・美瑛川が流れている。また、夕張

山系から日高山脈に至る南部は、太平洋に注ぐ鵡川水系や空知川上流のかなやま湖など豊か

な自然環境と恵み豊かな大地に恵まれた地域である。 

また、気候は、四季の変化が明瞭で、梅雨がなく、夏は気温が高いが湿度が低く大変過ご

しやすく、北海道の内陸部で大雪山系と夕張山系に囲まれた地形のため、典型的な内陸性気

候であり、気温の日較差や年較差が大きい特徴がある。 

  

（既存の産業集積の状況） 

 平成２４年の工業統計調査によると、上川管内の製造品出荷額等は２，４３０億円であり、

本道全体の製造品出荷額等６兆１，３９４億円の４％となっている。また、本地域における

製造品出荷額等は１９７億円となっており、上川管内全体の８％を占めている。 

 本地域の基幹産業は豊かな自然と恵まれた環境を生かした農業、畜産業及び観光であり、 

富良野盆地特有の寒暖の差を生かした農業では、たまねぎ、にんじん、かぼちゃ、スイート

コーン、メロン、すいか、ほうれんそう、アスパラガスなどは全国トップクラスの作付面積

を誇り、質の高い農産物を豊富に生産している。畜産においては「かみふらのポーク」や「美

瑛豚」「ふらの和牛」「びえい和牛」などのブランド肉が生産されている。 

 これらの地域の良質な農畜産物を活かした食料品製造業は、本地域における製造業で最も

優位性を有する産業であり、出荷額等は１１０億円で製造業全体の約５６％を占めており、

関連産業の農業機械などの製造業が立地している。また、豊かな森林資源を背景とした木材

などの製造業も展開されているほか、プラスチック製品製造業や電子部品製造業などの立地

もある。 

 観光では、大雪山国立公園の雄大な景観、美しい田園風景やラベンダー等の花々が彩る丘

陵風景、白金温泉、十勝岳温泉などの温泉、「北の国から」や「鉄道員」に代表されるドラマ

や映画のロケ地など、恵まれた自然環境や豊富な観光資源を有し、宿泊施設や観光施設、ス

キー、カヌーやフィッシングなどの自然体験メニュー、農産品販売や土産品等販売など、観

光関係の多種、多様な産業の集積があり、東アジア諸国や豪州など外国人観光客が大勢訪れ

る全国有数の観光地となっている。 

近年では、地元食材を活かした食観光として「富良野オムカレー」（富良野市）、「美瑛カレ

ーうどん」（美瑛町）、「かみふらの豊味豚カレー」（上富良野町）、「南富良野エゾカツカレー」

（南富良野町）、「森の恵み しむかっぷ村 山菜カレー」（占冠村）と連携した「富良野・美瑛

カレー街道」のＰＲなど食と観光の融合による集客にも取り組んでいる。 

さらに、観光に係る新たな取組みとして、大雪～富良野～十勝を結ぶ全長２５０ｋｍに点

在する北海道の代表的な美しい８つのガーデンが連携した「北海道ガーデン街道」による広

域観光ルートの造成や本地域の雄大な自然を自転車で駆け抜ける「グレートアース富良野ラ

イド」「丘のまちびえいセンチュリーライド」「かみふらの十勝岳ヒルクライムレース」など
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のサイクルツーリズム振興など、新しいツーリズムに対する機運が高まっている。 

（交通などインフラ整備状況） 

○交通アクセス 

ａ）空港 

上川地域の空の玄関口である旭川空港は、東京、名古屋へ１日８便の国内線のほか、台

北、上海、北京などへ国際線が就航しており、年間、約１１０万人の利用があるほか、約

４千５百トンの貨物取扱量がある。 

 本地域の中心である富良野市からは当該空港まで車（国道２３７号）で約１時間１０分

の距離にある。 

占冠村からは、当該空港まで国道２３７号で約２時間１０分と比較的遠距離ではあるが、

北海道の空の玄関口である新千歳空港までＪＲ石勝線の利用により約１時間であるほか、

２,５００ｍの滑走路を持つとかち帯広空港へも約１時間３０分の距離にある。 

ｂ）道路 

  道路網は、北海道横断自動車道（占冠）、国道３８号（富良野～南富良野）、国道２３７

号（美瑛～上富良野～中富良野～富良野～南富良野～占冠）などで結ばれており、富良野

市から北海道縦貫自動車道滝川インターチェンジへも国道３８号で約１時間１０分の距離

にある。 

特に、国道２３７号はシーニックバイウェイ北海道大雪・富良野ルートとして指定され、

また、「花人街道２３７」の愛称で呼ばれており、大雪山・十勝岳連峰の裾野とその山懐を

通り、ラベンダーに代表される花々に彩られ、四季折々に美しい表情を見せるルートで、

景観や自然環境に配慮した地域の魅力を道でつなぐ個性的な地域、美しい環境づくりを進

めており、ドライブ観光の一つとして注目されている。 

これら主要道路の利用により、本地域の中心である富良野市から札幌（約２時間）、旭川

（約１時間３０分）、帯広（約２時間１０分）、新千歳空港（約２時間２０分）など、主要

都市や空港を結ぶ交通ネットワークが形成され、また、平成２３年には、北海道横断自動

車道の夕張～占冠間の開通により、更に利便性が向上したほか、地域高規格道路旭川十勝

道路は、北海道横断自動車道と北海道縦貫自動車道を結ぶ（旭川～占冠）計画路線として

指定されており、現在、富良野道路区間、富良野北道路区間が事業中である。 

ｃ）鉄道 

  鉄道は、根室本線、富良野線、石勝線の３線があり、根室本線の利用により富良野から

札幌及び帯広まで約２時間１０分、旭川までは富良野線利用により約１時間１０分、石勝

線利用により占冠から札幌までが約１時間３０分、帯広まで約１時間２０分となっている。 

  また、観光地である本地域へは、夏の臨時列車「ラベンダーエクスプレス」が札幌～富

良野間を約 2 時間で結んでおり、同期間、富良野～旭川間では「富良野・美瑛ノロッコ号」

が運行され、車窓から雄大な自然を満喫することができるなど、鉄道により観光振興を後

押ししている。 

ｄ）港湾 

  本道の中央に位置するため本地域に港湾はないが、港湾取扱貨物量道内１位の苫小牧港

（国際拠点港湾）や小樽港（重要港湾）へは車で約２時間２０分、その他の重要港湾へは

留萌港まで約２時間、釧路港まで約４時間２０分の距離にある。 

 

○産業立地基盤 

地域内には、富良野市、美瑛町、上富良野町に農村地域工業等導入促進法に基づく農工地

区（団地）や都市計画で工業地域等を指定している。 

また、中富良野町、南富良野町、占冠村においても工場立地に適した用地等の産業立地基

盤がある。 

 

○教育・研究機関等の状況 

本地域には、大学・短期大学などは立地していないが、東京大学大学院農学生命科学研究
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科付属「科学の森教育研究センター」の演習林があり、施業実験林・保全林・外国樹種見本

林など、約２万ｈａの面積を有する。 

また、かつて富良野市に北海道大学の第８農場があったことから、平成２４年に富良野市

と北海道大学が農業・観光分野における連携協定を締結し、富良野農業発展に向けた農業基

本条例の制定や各種計画の策定のほか、各種シンポジウム・研修会などを実施している。 

さらに、研究・調査の拠点として、富良野市内に「北海道大学富良野サテライト」を設置

している。 

観光分野においても、北海道大学観光学高等研究センターと協働で観光振興の発展や地域

デザイン力・コミュニケーション力・マネジメント力などの向上を目指す人材育成の場とし

て「観光アカデミー」などのセミナーを開催している。隣接する旭川市には、国立大学法人

旭川医科大学、国立大学法人北海道教育大学旭川校、旭川大学のほか、独立行政法人国立高

等専門学校機構旭川工業高等専門学校などの教育機関がある。 

美瑛町には、標高２，０７７ｍの十勝岳の麓に位置する日本最北の独立行政法人国立青少

年教育振興機構国立大雪青少年交流の家がある。周囲が原生林と高山植物に囲まれ、自然豊

かな環境や青少年交流の家の施設を活用し様々な事業を行っている。 

北海道の普及指導機関として、富良野市に、北海道上川農業改良普及センター富良野支所、

北海道上川総合振興局南部森林室富良野事務所があり、技術相談や試験研究などを行ってい

るほか、公設試験研究機関として、隣接する旭川市には、地方独立行政法人北海道立総合研

究機構（以下「道総研」という。）林産試験場、道総研北方建築総合研究所、比布町には道

総研上川農業試験場があり、技術相談や共同研究等の支援を行っている。 

また、全道のものづくり産業をサポートする機関として、道総研工業試験場（札幌市）

と道総研食品加工研究センター（江別市）を設置しており、ものづくり産業に関する研究

開発や技術支援などを行っている。 

本地域の農産加工の研究機関としては、富良野市にぶどう果樹研究所が設置され、原料用

ぶどうの生産、ワイン・ぶどう果汁の製造・販売を行い、稲作転換事業の一環として農家の

自立経営を目指す農家の支援を行っている。また、㈱ふらの農産公社を設立し、農業振興の

一環として牛乳の消費拡大と合わせ乳製品加工の研究開発・製造を行っている。 

産業支援機関としては、富良野地域人材開発センターがあり、地域の就労者や求職者を対

象として、人材育成・能力開発を実施しているほか、隣接する旭川市には人材育成機関とし

て北海道旭川高等技術専門学院で２年制の職業訓練が行われているほか、独立行政法人中小

企業基盤整備機構中小企業大学校旭川校で中小企業経営者及び管理者等の研修などを実施し

ているほか、産業支援機関として一般財団法人旭川産業創造プラザがあり、道北地域のもの

づくり産業を総合的に支援しており、インキュベーション施設も設置している。 

 

（目指す産業集積の概要） 

国内有数の野菜産地であり観光地といった地域の基幹産業を通して、食料品製造業や宿泊

業など、これまでの産業集積の強みを最大限活かしながら、引き続き本地域の地域資源やブ

ランドイメージなどの優位性を最大限活用し、基幹産業である農業と観光を軸にした製造業

やその関連企業などの地域資源関連産業や宿泊・観光施設などの観光関連産業に加え、今後

の地域の発展を支える機械・金属関連産業や産業支援関連産業をターゲットにして産業集積

を目指す。 

また、富良野地域では平成２６年度から５年間、「地域・産業特性に応じたエネルギーの分

散型利用モデルの構築」に関する戦略研究がスタートしたことから環境・新エネルギー関連

の業種など新たな産業集積を目指す。 

 

○地域資源関連産業 

本地域は、良質な農畜産物や森林資源に恵まれた地域である。地域内には、野菜ジュース

等を製造する(株)マルハニチロ北日本富良野工場（富良野市）、にんじんジュース等を製造す
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るふらの農業協同組合（富良野市）、農産冷凍加工品製造のびえいフーズ (株)（美瑛町）、大

根おろし・おろし生姜等を製造する大阪丸北商事(株)（美瑛町）、と畜から規格肉やハム・ソ

ーセージ等を加工・製造する(株)かみふらの工房（上富良野町）、醤油・味噌・麹等を製造す

る竹本醸造元（中富良野町）、ポテトチップス製造のふらの農業協同組合「シレラ富良野」（南

富良野町）、山菜加工品製造の(株)占冠山村産業振興公社（占冠村）、ラベンダーなどを使用

した香水等を製造する(有)ファーム富田（中富良野町）などが立地している。また、一般製

材業の相田木材（株）（富良野市）、山本木材 (株)（富良野市）、三津橋産業 (株)島ノ下工場

（富良野市）、丸枡木材 (株)（富良野市）、板材・角材・杭丸太等を製造する北海カラマツ加

工(企)（上富良野町）、フローリング材製造の北日本木材工業 (株)（上富良野町）などの木材・

木製品製造業、外衣・シャツ製造業の(株)カリカワ（上富良野町）、生コンクリート製造業の

東海生コン(株)（上富良野町）、自然科学研究所としてホップの品種改良などを行うサッポロ

ビール(株)北海道原料研究センター（上富良野町）の立地がある。 

今後も農産物等の地域資源を原材料とした食料品製造業をはじめ、農産物等の保管・物流

などの倉庫業や道路貨物運送業、飲食料品卸売業などの物流関連企業等の進出、環境・リサ

イクルの観点から食品系廃棄物処理業や新たな技術・製品開発の基盤となる研究開発施設な

どの立地を目指す。また、森林資源が豊かな本地域における木材・木製品製造業や関連産業

の立地など「地域資源関連産業」の集積を図る。 

 

○機械・金属関連産業 

本地域の基幹産業である農業を軸にした農機具製造のオサダ農機(株)（富良野市）や電子部

品・半導体用検査基板等を製造する(株)北光電子工業（上富良野町）、電子部品製造のムサシ

電子(株)（中富良野町）、プラスチック製容器製造業の竹本容器(株)（上富良野町）などが立

地している。今後も機械・金属関連産業のさらなる集積を図るとともに、道路貨物運送業や

倉庫業、各種商品卸売業などの物流関連企業の集積を図る。 

 

○産業支援関連産業  

本地域には、印刷業の(株)コダマ（富良野市）、 (有)ビースカイ（美瑛町）のほか、情報提

供サービス業の（株）コンピューターアシストサービス（上富良野町）などが立地している。 

これらの既存の産業と連携・支援する各種サービス業やインターネット関連のサービス業

のほか、コールセンターやデータセンターなども含めた様々な産業の集積や高度化をサポー

トした「産業支援関連産業」の集積を図る。 

 

○観光関連産業 

本地域には、(株)プリンスホテル(新富良野プリンスホテル・富良野プリンスホテル) （富

良野市）、 磯田水産(株)(ニュー富良野ホテル) （富良野市）、(株)グリーンホテル(ホテルエ

ーデルヴェルメ) （富良野市）、北海道ホテル&リゾート(株)(ホテルナトゥールヴァルト富良

野) （富良野市）、(株)ナチュラクス(ナチュラクスホテル)（富良野市）、(株)第一寶亭留(フ

ラノ寶亭留)（富良野市）、(株)大雪山白金観光ホテル(大雪山白金観光ホテル)（美瑛町）、大

雪リゾート開発(株)(ホテルパークヒルズ)（美瑛町）、白金温泉ホテル(株)(湯元白金温泉ホテ

ル)（美瑛町）、(株)北海道産地直送センター(白金温泉郷森の旅亭びえい)（美瑛町）、旭川タ

ーミナルビル(株)(ホテルラヴニール)（美瑛町）、十勝岳温泉(株)(湯元凌雲閣)（上富良野町）、

(有)ホテルテトラ(富良野ホップスホテル)（上富良野町）、(株)カミホロ荘（上富良野町）、

ダイエー(株)(ふらのラテール)（中富良野町）、(株)ヒム(富良野リゾートオリカ)（中富良野町）、

(株)星野リゾートトマム（占冠村）などの宿泊施設、テレビドラマ「北の国から」「優しい時

間」「風のガーデン」などのロケ地（富良野市）、(有)ウィズユー(四季彩の丘)（美瑛町）、

(株)アトム農機(ぜるぶの丘)（美瑛町）、(株)丹渓(拓真館)（美瑛町）、(株)後藤美術研究所(後

藤純男美術館)（上富良野町）、(株)アラタビル(トリックアート美術館・深山峠アートパーク)
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（上富良野町）、スガノ農機（株）(日本機械遺産認定の「土の館」)（上富良野町）、(有)フ

ァーム富田（中富良野町）などの観光施設、スキー・スノーボードのＦＩＳワールドカップ

が過去１２回開催されている富良野スキー場（富良野市）や雲海テラスを有する星野リゾー

トトマム（占冠村）、カヌー競技のメッカとなっている空知川（南富良野町）などのスポー

ツ施設、中心市街地活性化の拠点となる複合商業施設「フラノマルシェ」（富良野市）、農

産品販売・手作り体験工房の(有)フラワーランドかみふらの（上富良野町）などの土産品等販

売など、関係する多種多様な産業が集積している。 

今後もラベンダーや丘陵地の風景、温泉・リゾート施設のほか、農畜産物を活かした特産

品やグルメなど、豊富な観光資源を活用した「観光関連産業」の集積を図る。 

 

○環境・新エネルギー産業 

富良野地域には、バイオマス、地中熱、温泉熱、太陽熱、雪氷、小水力などの未利用の再

生可能エネルギーが存在し、平成２６年度から５年間、地方独立行政法人北海道立総合研究

機構（道総研）と「地域・産業特性に応じたエネルギーの分散型利用モデルの構築」に関す

る調査や技術開発、実証試験に取り組む戦略研究がスタートしたことを受け、地域に分散す

るエネルギー資源を有効に利活用することにより、地域の振興・活性化とエネルギー自給率

の向上を図る企業の立地など「環境・新エネルギー産業」の集積を図る。 

 

（２）具体的な成果目標 

 現状（Ｈ２６） 計画期間終了後（Ｈ３１） 伸び率 

集積区域における集積 

業種全体の付加価値額   ７７億円  ８３億円 ７．８％ 

 

（３）目標達成に向けたスケジュール 

（産業用供用施設の整備等に関する事項） 

     取  組  事  項 取組主体 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

①－１ 

 工業団地の造成・整備等 

市町村 

関係機関 

     

①－２ 

 その他産業基盤等の整備 

国      

 

（人材の育成・確保に関する事項） 

     取  組  事  項 取組主体 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

②－１ 

北海道産業振興条例に基づく人材育成支援 北海道 

     

②－２ 

教育訓練機関等による人材の育成・確保 

協議会 

北海道 

市町村 

関係機関 

     

②－３ 

人材誘致推進事業 

北海道 

市町村 

関係機関 
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②－４ 

通年雇用促進支援事業 

北海道 

市町村 

関係機関 

 

 

     

②－５ 

広域的な産業集積の活性化に関する事項 

      

 北海道観光関連産業人材育成事業 協議会 

関係機関 

     

 

（技術支援等に関する事項） 

     取  組  事  項 取組主体 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

③－１ 

 北海道産業振興条例に基づく技術支援 北海道 

     

③－２ 

 技術支援機関等による新製品開発等支援 

 

北海道 

関係機関 

     

 

（その他の円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備に関する事項） 

     取  組  事  項 取組主体 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

④－１ 企業立地促進のための優遇措置等 

    （補助制度等） 

北海道 

市町村 

     

④－２ 企業立地促進のための低利融資 北海道 

市町村 

関係機関 

     

④－３ 企業誘致推進事業 協議会 

北海道 

市町村 

     

④－４ 市場開拓・経営支援等 北海道 

市町村 

関係機関 

     

④－５ 新製品開発に対する助成 富良野市 

美瑛町 

     

④－６ 広域的な産業集積の活性化に関す

る事項 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食産業集積高付加価値化支援事業 北海道 

「北海道食産

業の集積活性

化の促進に係

る広域ビジョ

ン」に参画す

る地域産業活

性化協議会 

（公財）北海

道科学技術総

合振興センタ

ーほか関係機

関 
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北海道機械金属関連産業集積活性
化促進事業 

北海道 

「北海道機械

金属関連産業

の集積活性化

の促進に係る

広 域 ビ ジ ョ

ン」に参画す

る地域産業活

性化協議会 

(財)北海道中

小企業総合支

援センター 

ほか関係機関 

     

④－７ その他事業環境の整備に関する事

項 

市町村 

関係機関 

     

 

２ 集積区域として設定する区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（区域） 

 区域は、富良野市、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町及び占冠村で構成す 

る１市４町１村の区域(以下「集積区域」という。)とする。 

ただし、企業立地が地理的、地勢的に、また、自然環境の保全などから、不可能または

不適切な場所である「山林地域」、「自然公園法及び北海道立自然公園条例に規定する自然公

園地域」（大雪山国立公園、富良野芦別道立自然公園)､｢北海道自然環境等保全条例に規定す

る環境緑地保護地区等（自然景観保護地区、学術自然保護地区及び記念保護樹木を含む。）｣、

｢鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に規定する鳥獣保護区」、「環境省が自然環境保

全基礎調査で選定した特定植物群落、日本の重要湿地５００、その他の自然環境保全上重要な地

域」、｢絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法に規定する生息地等保護区｣
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等を除く。 

（集積区域の可住地面積） 

８４，３５３ｈａ（全道の約３．８％） 

（各市町村が集積区域に指定されている理由） 

集積区域の設定に当たっては、次の点を考慮している。 

  (1)  一定の地域において集中的に施策を実施することが効果的であることから、最小限

の範囲とすること。 

  (2) 一定の工業集積があり、集積形成の核となる企業が立地していること、また、立地

の受け皿となる工業・産業団地や用地を有していること。 

  (3) その他の判断指標として、学術研究機関や教育機関の存在、交通インフラや住環境

などが整備されていること。 

以上の観点を踏まえ、関連企業の集積が見られるとともに、工業団地等産業基盤の整備に

より今後とも関連企業の立地が期待でき、地理的・経済的にも一体であり､本計画への参加

による産業集積の形成及び高度化に意欲的な６市町村を集積地域として設定した。  

なお、設定する区域は、平成２６年４月１日現在における行政区画その他の区域又は道路、

鉄道等により表示した。 

 

＜参考＞集積区域の各市町村の概要   

  総面積 

   (ha) 

可住地面積 

     (ha） 

人 口 

    (人) 

事業所数 

 (カ所) 

従業者数   

(人) 

製造品出荷 

額等 (万円) 

粗付加価値 

額  (万円) 

富良野市 60,097 19,873 23,372 25 348 773,836 262,620 

美瑛町 

 

67,716 31,457 10,651 18 313 588,116 257,907 

上富良野町 23,718 11.996 11,321 10 333 499,302 143,132 

中富良野町 10,870 6,645 5,304 3 93 106,055 77,191 

南富良野町 66,552 9,560 2,669 2 37 X 

 

X 

占 冠 村  57,131 4,822 1,215 1 25 X 

 

X 

区域計 286,084 84,353 54,532 59 1,149 1,967,309 740,850 

構成比 3.4% 3.8% 1.0% 1.0% 0.7% 0.3% 0.4% 

全  道 8,345,748 2,220,730 5,437,988 5,716 166,429 613,942,547 165,849,017 

※全国都道府県市区町村別面積調(H25.10.1国土地理院)、統計でみる市区町村のすがた 

2014（H26.6総務省統計局）、住民基本台帳(H26.9.30北海道)、平成24年工業統計調査 

(経済産業省)による。 

 

 

３ 集積区域内において特に重点的に企業立地を図るべき区域 

現時点では、集積区域の区域内において特に重点的に企業立地を図るべき区域は定めない。

当該区域を定める必要が生じた場合は、基本計画を変更し区域を明示する。 

 

 

４ 工場立地法の特例措置を実施しようとする場合にあっては、その旨及び当該特例措置の

実施により期待される産業集積の形成又は産業集積の活性化の効果 

（工場立地法の特例措置を実施しようとする区域） 

本計画では、当面、工場立地法の特例を実施しようとする区域は指定せず、必要が生じた

場合に基本計画を変更するなど、適切に対処する。 
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５ 集積業種として指定する業種（以下「指定集積業種」という。） 

（１） 業種名 

（業種名又は産業名） 

①  地域資源関連産業 

②  機械・金属関連産業 

③  産業支援関連産業 

④  観光関連産業 

⑤  環境・新エネルギー産業 

 

（日本標準産業分類上の業種名） 

① 地域資源関連産業 

  ・０９ 食料品製造業 

  ・１０ 飲料・たばこ・飼料製造業（たばこ製造業を除く。） 

  ・１１ 繊維工業 

  ・１２ 木材・木製品製造業 

  ・１３ 家具・装備品製造業 

   ・１４ パルプ・紙・紙加工品製造業 

  ・１６ 化学工業（塩製造業及び医薬品製造業を除く。） 

  ・２１ 窯業・土石製品製造業 

  ・４４ 道路貨物運送業 

  ・４７ 倉庫業 

  ・４８ 運輸に付帯するサービス業（鉄道施設提供業を除く。） 

  ・５０ 各種商品卸売業 

  ・５２ 飲食料品卸売業 

  ・７１ 学術・開発研究機関 

  ・８８ 廃棄物処理業 

 

② 機械・金属関連産業 

 ・１６ 化学工業（塩製造業及び医薬品製造業を除く。） 

 ・１８ プラスチック製品製造業 

 ・１９ ゴム製品製造業 

・２２ 鉄鋼業 

・２３ 非鉄金属製品製造業 

・２４ 金属製品製造業 

・２５ はん用機械器具製造業 

・２６ 生産用機械器具製造業 

・２７ 業務用機械器具製造業 

・２８ 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

・２９ 電気機械器具製造業 

・３０ 情報通信機械器具製造業 

・３１ 輸送用機械器具製造業（鉄道車両・同部分品製造業を除く。） 

・４４ 道路貨物運送業 

  ・４７ 倉庫業 

  ・４８ 運輸に付帯するサービス業（鉄道施設提供業を除く。） 

  ・５０ 各種商品卸売業 

  ・５３ 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 
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  ・５４ 機械器具卸売業 

    

③ 産業支援関連産業 

  ・１５ 印刷・同関連産業 

  ・３９ 情報サービス業 

  ・４０ インターネット付随サービス業 

  ・７２ 専門サービス業 

  ・７４ 技術サービス業 

  ・９０ 機械等修理業 

  ・９２ その他の事業サービス業 

  ・９５ その他のサービス業 

 

④  観光関連産業 

・７５ 宿泊業 

 

⑤ 環境・新エネルギー産業 

  ・１２ 木材・木製品製造業 

  ・２７ 業務用機械器具製造業 

  ・２９ 電気機械器具製造業 

  ・３２ その他の製造業 

  ・３３ 電気業 

  ・３５ 熱供給業 

  ・４４ 道路貨物運送業 

  ・４７ 倉庫業 

  ・７１ 学術・開発研究機関 

  ・８８ 廃棄物処理業 

 

（２）（１）の業種を指定した理由 

① 地域資源関連産業 

  集積区域は、豊かな自然と恵まれた気候を活かした農林業、畜産業及び観光を基幹

産業とする田園都市であり、地域の良質な農畜産物を活かした食料品製造業は、当地

域における製造業で最も優位性を有する産業であり、出荷額等は１１０億円で製造業

全体の約５６％を占めており、物流などの関連産業も立地している。また、豊かな森

林資源を背景とした木材製造業や繊維工業、窯業・土石製品製造業のほか、新たな技

術・製品開発の基盤となる研究開発施設や環境リサイクルを促す廃棄物処理業など多

様な地域資源を企業が有する人材や技術力を活かすことで地域の雇用確保や一次産業

の活性化にも期待できることから地域資源関連産業を集積業種として指定するもので

ある。 

 

② 機械・金属関連産業 

  集積区域は、機械・金属関連工業やプラスチック製品製造業が立地し、地域産業の

競争力強化や高度化、雇用創出など不可欠な産業となっている。既存企業の高度化を

促進し、企業立地の効果を最大限に発揮させるとともに、これらの集積の波及効果に

より立地が期待できる道路貨物運送業や倉庫業、各種商品卸売業などの物流関連企業

等の集積を促進する。 

さらに、当地域の良質な農畜産物を活かした食料品製造業に関連する農業機械、食

品機械等の食品関連企業や物流関連企業など、さらなる産業の集積に取り組むことに
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より、地域の持続的な発展を可能とすることから機械・金属関連産業を集積業種とし

て指定するものである。 

③ 産業支援関連産業 

  集積区域は、印刷業や情報・専門サービス業が、サポーティングインダストリーと

して、既存企業の競争力強化や高度化をバックアップしている。農林業・畜産業及び

観光などの基幹産業や機械・金属関連産業の高度化を支える情報サービス業や専門サ

ービス業、技術サービス業のほか、豊富な人材を活用できるインターネット付随サー

ビス業や情報通信技術利用業などの集積を高めることにより、地域産業の発展の土台

となる産業技術力を蓄積し、持続的な発展を可能とすることから、産業支援関連産業

を集積業種として指定するものである。 

 

④ 観光関連産業 

  集積区域は、富良野美瑛観光圏整備計画（2013-2017）の認定を受け、滞在型・通年

型観光地の形成に向けた環境整備を進めているところであり、十勝岳連峰の雄大な景

観、美しい田園風景やラベンダー畑、スキー場、テレビドラマや映画のロケ地、温泉

など、恵まれた自然景観や豊富な観光資源を有し、宿泊施設、観光施設、スキーやカ

ヌーなどのスポーツ施設、農産品販売や土産品等販売など、観光関係の多種多様な産

業の集積し、さらに、近年では良質な農畜産物を活かした食観光や花やガーデンを活

用した観光、アウトドアでの体験型観光やサイクルツーリズムなど新しいツーリズム

に対する機運も高まるなど、国内のみならず円安を背景に東アジア諸国や豪州などか

らの訪日外国人観光客の増加が期待されることから、宿泊業などの立地や既存企業の

事業拡大、関連企業の立地促進により、土産品や特産品開発、販路拡大など波及効果

が期待できるものであることから、観光関連産業を集積業種として指定するものであ

る。 

 

⑤ 環境・新エネルギー産業 

  集積区域内では、富良野地域の５市町村が連携し、し尿・浄化槽汚泥・生ごみの一

般廃棄物を堆肥化し、農地に還元するなど、広域でリサイクルに取り組んでいる。ま

た、美瑛町においても近隣２町と連携し、缶類・びん類・ＰＥＴボトルの再資源化な

ど環境に配慮したリサイクルに取り組んでおり、今後も当地域の自然と調和した環境

リサイクルを促す新たな産業の立地も期待できる。 

さらに、地方独立行政法人北海道立総合研究機構（道総研）と富良野地域５市町村

は２６年度から５年間、地域振興及び活性化、エネルギー自給率の向上を目指し「地

域・産業特性に応じたエネルギーの分散型利用モデルの構築」に関する調査や技術開

発、実証試験に取り組む戦略研究がスタートし、木質系バイオマスや地中熱、温泉熱、

太陽熱、小水力発電、ＲＤＦペレットなど、再生利用エネルギーを利活用の研究を通

じて熱供給業や電気業などの新たな地域産業の創出や雇用も生み出すことが期待され

る。また、これらの集積の波及効果により業務用機械器具製造業や電気機械器具製造

業の集積や倉庫業、道路貨物運送業などの物流関連企業等の立地も期待できる。さら

に、新たな技術・製品開発の基盤となる研究開発施設など企業と共に人材や技術力を

活かすことができることから環境・新エネルギー産業を集積業種として指定するもの

である。 

 

 

 

 



 

 12 

６ 指定集積業種に属する事業者の企業立地及び事業高度化の目標 

 項               目 目標数値 

指定集積業種の企業立地件数             １０件 

指定集積業種の製造品出荷額等の増加額            ７億円 

指定集積業種の新規雇用創出件数        １０９人 

 

７ 工場又は事業場、工業用地又は業務用地、研究開発のための施設又は研修施設その他の 

 事業のための施設の整備（既存の施設の活用を含む。）、高度な知識又は技術を有する人

 材の育成その他の円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備の事業を実施す

 る者及び当該事業の内容 

（産業用共用施設の整備等に関する事項） 

（１）工業団地の造成・整備等（市町村、関係機関） ①－１関連 

既存工業用地の環境整備、新たな工業団地の造成にあたっては、関係機関と協力しな

がら対応していく。 

  

（２）地域高規格旭川十勝道路の整備（国土交通省） ①－２関連 

   北海道横断自動車道と北海道縦貫自動車道を結ぶ延長約１２０ｋｍの計画路線の全 

  線供用に向けて、引き続き富良野道路と富良野北道路の整備を進める。 

   

（人材の育成・確保に関する事項） 

（１）北海道産業振興条例に基づく人材育成支援（北海道） ②－１関連 

    北海道産業振興条例に基づき、中小企業が実施するアドバイザー等招聘や従業員等

の派遣に係る事業を支援する。 

 

（２）教育訓練機関等による人材の育成・確保 ②－２関連 

 ｱ）若年者等に対する職業訓練（北海道） 

    北海道立旭川高等技術専門学院において、若年者や離転職者等に対し、技能・知識

の付与やその職業能力を再開発することにより、就職を容易にし、職業生活の安定を

図る。 

 ｲ）インターンシップ推進事業（北海道） 

    北海道立旭川高等技術専門学院において、訓練生の実践的な技能・技術の習得と産

業界のニーズに応じた人材の育成を図ることを目的にインターンシップを実施する。 

ｳ）企業の在職者、離転職者などを対象とした職業能力の開発 

（北海道、市町村、協議会） 

  富良野地域人材開発センターにおいて、職業人としての技術向上に向けた職業訓練や資格取

得に向けた講座などにより、職業能力の向上を図りながら、地域の産業発展に役立つ人材の育

成を行う。 

ｴ）富良野市キャリア教育推進会議(富良野市) 

市内における学校や関係機関・団体等の連携を強化し、職場体験学習やキャリア教

育全体の議論・情報交換を実施し、新規学卒者の雇用機会拡大を図る。 

ｵ）技能者養成に対する助成（美瑛町） 

美瑛町中小企業等振興条例に基づき、職業訓練施設又は指定する職業訓練の事業を

行った中小企業者等に対し、助成を行う。 

 

（３）人材誘致推進事業 ②－３関連 

  ｱ）人材誘致推進事業（北海道） 
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    道外に在住する高度技術者等のＵ・Ｉターン就職を促進するため、インターネット

の活用による求人企業・求職者の登録、求人・求職情報の提供や北海道人材誘致推進

協議会と連携して全国的なＰＲ活動を展開するなど、本道への人材誘致を推進する。 

ｲ）地域企業振興事業（占冠村） 

現に村内に事業所を有し、かつ、３年以上営業を継続している事業者で、中小企業基 

本法（昭和38年法律第154号）第２条に定めるもののうち、村内事業所における常用従業

員の数が20名以下の事業者であることを要件に、以下の支援を行う。 

１ 人材育成支援 

① 受講料等支援 

受講料若しくはそれに相当する講習を受けるための負担金及び教材費（旅費交通費を 

除く）のうち村長が認めた額の100分の90以内に相当する額を交付。ただし、年額１人あ

たり30万円、年額１企業あたり60万円を上限 

② 賃金等支援 

当該研修等に要した日数に要する従業員の賃金に相当する額のうち、村長が認めた額 

の100分の90以内に相当する額を交付。ただし、年額１人あたり30万円、年額１企業あた

り100万円を上限 

２ 雇用支援 

最多常用従業員を超える常用従業員１人につき 

① 村民採用支援 

１名につき年額50万円以内、１事業所につき年額100万円以内を助成 

② 村民外採用支援 

１名につき年額25万円以内、１事業所につき年額50万円以内を助成 

ｳ)担い手サポート奨励事業（上富良野町） 

  商工業に従事する後継者の確保を図るため、商工業の自営業に専業として新規に従 

事する満４５歳以下の者で今後２年以上にわたり居住する見込みのある者に奨励金を 

交付する。 

ｴ)雇用促進事業（富良野市） 

  市内企業と求職者の面談会の場を設け、求職者に対するセミナーを開催するなど、 

 本市への人材誘致を推進する。 

ｵ)産業担い手サポート事業（中富良野町） 

産業担い手の育成確保を図るため、満４５歳未満の者で新規就業者の研修等に対し

補助金を交付する。 

 

（４）通年雇用促進支援事業（北海道、市町村、関係機関） ②－４関連 

基幹産業である農業の経営多角化（６次産業化）による雇用創出や労働力の需要が見

込まれる介護分野における人材育成、季節労働者の資格取得によるスキルアップなど、

地域の新たな雇用確保の創造や季節労働者の就労促進に係る事業を実施し、季節労働者

の通年雇用化を促進する。(厚生労働省受託事業) 

 

（５）広域的な産業集積の活性化に関する事項 ②－５関連 （地域産業活性化協議会、

関係機関） 

○北海道観光関連産業人材育成事業（地域産業活性化協議会、関係機関） 

北海道観光のくにづくり行動計画及び「北海道観光人材の育成に係る広域ビジョン」

に基づき、地域産業活性化協議会の構成員等が連携し、人材育成・確保事業を行う。 
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（技術支援等に関する事項） 

（１）北海道産業振興条例に基づく技術支援（北海道） ③－１関連 

    北海道産業振興条例に基づき、高い経済的効果をもたらす産業や地域の特性に応じ

た産業等に重点を置き、新分野・新市場進出等を目指す中小企業の取組を支援する。 

（２）技術支援機関等による新製品開発等支援 ③－２関連 

  ｱ) 公設試験研究機関による技術支援等（関係機関） 

    製造業等の技術力の向上、製品の高付加価値化及び技術者の育成などを支援するた

め、道総研等の公設試験研究機関による技術支援・共同研究等を活用するとともに、技

術講習会等により、研究成果等の情報を広く共有する。 

  ｲ) 知的所有権センター事業（北海道） 

   「北海道知的財産情報センター」内に開設している北海道知的所有権センターにおい

て、企業の開放特許や地域の大学や研究機関から生まれる研究成果としての特許技術

を企業などで活用していくための橋渡しをすること等により、新事業、新産業の創出

を図る。 

 

（その他円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備に関する事項） 

（１）企業立地促進のための優遇措置等 ④－１関連 

  ｱ) 北海道産業振興条例（北海道） 

    北海道産業振興条例に基づき、本道の成長発展を牽引する産業の立地促進や、地域

特性に応じた産業集積と雇用拡大を促進するため、工場その他を新設し、又は増設す

る者に対し助成の措置を行う。 

ｲ）富良野市企業振興促進条例(富良野市) 

  富良野市企業振興促進条例に基づき、工場等の立地を促進し、市の経済発展と市民

の雇用機会拡大を図るため、工場等を新設もしくは増設する事業者に対し助成措置を

行う。 

ｳ）美瑛町企業振興促進条例（美瑛町） 

美瑛町企業振興促進条例に基づき、工場その他を新設し、又は増設する者に対し課

税、土地取得、雇用、緑化などに対する助成措置を行う。 

ｴ）上富良野町企業振興措置条例（上富良野町） 

上富良野町企業振興措置条例に基づき、工場その他を新設し、又は増設する者に対

し課税の免除・一部助成、利子助成措置、雇用補助などの助成措置を行う。 

ｵ）中富良野町商工業総合振興条例（中富良野町） 

企業等の振興を促進するため、町内に工場等を新設し、または増設する事業者に対

し低開発地域工業開発促進法及び過疎地域活性化特別措置法の規定に基づき、その工

場等に対する固定資産税の免除または補助の措置を行う。 

ｶ）別荘新設事業（占冠村） 

当該施設に賦課された当該年度の固定資産税相当額の５％を助成する。 

ｷ）工場新設事業（占冠村） 

工場を新設し、かつ常用従業員を３名以上雇用する企業に対し、当該施設に賦課さ 

れた固定資産税を新たに賦課されることとなった年度より100分の50に相当する額を

免除することができる。 

ｸ）余暇利用施設新設事業（占冠村） 

当該施設に賦課された当該年度の固定資産税相当額の45％を助成する。 

ｹ）福利厚生施設整備事業（占冠村） 

企業が規則で定める施設を建設する資金の借入れに対する利子補給として２％を助 

成する。ただし、限度額年50万円とする。 
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ｺ）老朽村有施設再生事業（占冠村） 

当該施設（用地を含む。）に賦課された当該年度の固定資産税納付済み額の50％を 

助成する。 

ｻ) 就業奨励事業（占冠村） 

工場、医療・福祉施設又は情報通信施設の新設に伴い、常用従業員として新たに村

内居住者を雇用する企業に対し、その数に24万円を乗じた額を、営業を開始した日か

ら１年を経過した日の属する年度に助成することができる。ただし、３年間の合計額

が1,500万円を超えるときは、1,500万円を限度とする。 

ｼ) 用地取得奨励事業（占冠村） 

工場、医療・福祉施設又は情報通信施設の新設に伴い、当該施設の建設に係る用地

取得費の100分の50に相当する額を、営業を開始した日の属する年度の翌年度に、一企

業に対し１回限り、1,000万円を限度に助成することができる。ただし、用地取得日か

ら起算して３年以内に工場、医療・福祉施設又は情報通信施設を新設し、営業を開始

するものに限る。 

ｽ) 医療・福祉施設新設事業（占冠村） 

医療・福祉施設を新設し、かつ常用従業員として30名以上雇用する企業に対し、当

該施設に賦課された固定資産税を新たに賦課されることとなった年度より免除するこ

とができる。 

ｾ) 情報通信施設新設事業（占冠村） 

  報通信施設を新設し、かつ常用従業員として30名以上雇用する企業に対し、当該施 

設に賦課された固定資産税を新たに賦課されることとなった年度より免除することが

できる。 

ｿ) 簡易水道料金助成事業（占冠村） 

工場、医療・福祉施設又は情報通信施設を新設し、かつ常用従業員として30名以上

雇用する企業に対し、営業を開始した日以降に、営業の用に直接供した簡易水道料金

を支払った場合、営業を開始した日の属する月から起算し、１年度ごとに支払った額

の100分の50に相当する額を、その翌年度に助成することができる。ただし、５年間の

合計が1,500万円を超えるときは1,500万円を限度とする。 

ﾀ) 環境保全推進奨励事業（占冠村） 

工場、医療・福祉施設又は情報通信施設を新設した企業に対し、村内で環境保全の

ために行う緑化事業に直接要した費用の100分の30に相当する額を、一企業に対し１回

限り、100万円を限度に助成することができる。ただし、営業を開始した日から５年以

内とし、事業を実施した日の属する年度の翌年度に助成するものとする。 

ﾁ) 特産品開発事業（占冠村） 

工場を新設した企業に対し、地域資源を活用した新商品又は新製品の開発に直接要

した費用の100分の50に相当する額を、一企業に対し１回限り、50万円を限度に助成す

ることができる。ただし、製品化された日の属する年度の翌年度に助成するものとす

る。 

 

（２）企業立地促進のための低利融資 ④－２関連 

  ｱ) 中小企業総合振興資金貸付金(北海道） 

    中小企業者等の経営基盤の強化、事業の活性化を図り、本道産業経済の発展に資す

るため、金融機関に原資を預託して、中小企業に対する融資を促進する。 

  ・企業立地貸付 

      工場、事業所等を新増設する事業者に対し、事業の実施に必要な資金を供給する。 
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    ・観光振興貸付 

   観光施設を新増設する事業者に対し、事業の実施に必要な資金を供給する。 

ｲ）富良野中小企業向け融資(富良野市) 

  富良野市中小企業振興条例に基づき、中小企業振興資金・商工業パワーアップ資金・

小口緊急特別資金の低利融資と併せ、保証料や利子の一部を助成する。 

ｳ）美瑛町中小企業特別融資制度規則（美瑛町） 

  美瑛町中小企業特別融資制度規則に基づき、中小企業の運転資金、設備資金及び高度

化資金の融資を行い、保証料全額を補助する。 

ｴ）上富良野町中小企業融資条例（上富良野町） 

 中小企業者等の経営基盤の強化、事業の活性化のため、短期特別資金、中小企業振

興資金、商店街活性化資金などの融資を行う。 

ｵ）中富良野町商工業総合振興条例（中富良野町） 

中小企業等の振興並びに経営の合理化を促進し事業資金融通の円滑化を図るため、補

償付融資の斡旋を行う。 

ｶ）南富良野町融資条例（南富良野町） 

町内中小企業の育成振興を図るため、中小企業の維持発展に要する資金の円滑化の

促進のための資金の貸付を行う。利子や保証料の一部を助成する。 

  ｷ）占冠村中小企業振興資金融資制度（占冠村） 

   村内の中小企業の維持発展に要する資金の貸し付けの円滑化を促進し、かつ利子補給

によって支払利息等の軽減により、企業の健全育成振興を図る。 

  ｸ）占冠村商工業者等特別対策資金制度（占冠村） 

   村内において信用力、担保力の不足等の理由により金融機関との取引が困難となっ

ている商工業者等への事業用資金の調達を容易にし、もって緊急的に商工業者等の経

営安定に資する。 

 

（３）企業誘致推進事業  ④－３関連 

企業誘致促進事業（北海道、市町村、協議会） 

国内外からの幅広い産業・機能の立地を促進するため、各種企業誘致活動を展開する。

（北海道企業誘致推進会議負担金等） 

 

（４）市場開拓・経営支援等 ④－４関連 

ｱ）地域プラットフォーム（（財）北海道中小企業総合支援センター） 

中核的支援機関である（財）北海道中小企業総合支援センターを中心とした総合支援体

制（地域プラットフォーム）において実施する事業などにより、新産業・新事業の創出、

経営革新等の促進に取り組む。 

ｲ）富良野市中小企業振興条例(富良野市) 

  富良野市中小企業振興条例に基づき、マーケティングの活動の強化、販売促進、サ

ービス改善など、本市産業の吸引力を高める中小企業者に助成措置を行う。 

 

（５）新製品開発に対する助成 ④－５関連 

ｱ）富良野市中小企業振興条例(富良野市) 

  富良野市中小企業振興条例に基づき、新製品・新技術の開発を行う中小企業者、農

業者等に助成措置を行う。 

ｲ）美瑛町中小企業等振興条例（美瑛町） 

美瑛町中小企業等振興条例に基づき、新製品の開発を行う中小企業者等に助成措置

を行う。 
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（６）広域的な産業集積の活性化に関する事項 ④－６関連 （北海道、「北海道食産業

の集積活性化の促進に係る広域ビジョン」に参画する地域産業活性化協議会、（公財）

北海道科学技術総合振興センターほか関係機関） 

①食産業集積高付加価値化支援事業 

地域の資源や技術を活用し付加価値の高い新たな商品の開発や新たな技術       

による高度化を推進するため、道内のネットワークを活用した商品開発案件の発掘、開

発・事業化支援や人材育成支援など高付加価値化につながるコーディネイト活動等を行

う。 

・（財）北海道科学技術総合振興センターは、北海道食産業の集積活性化の促進に係る

広域ビジョンの各地域の地域活性化協議会の構成員等と連携して、高付加価値化支援に

資する事業を行う。 

②北海道機械金属関連産業集積活性化促進事業 

 （北海道、「北海道機械金属関連産業の集積活性化の促進に係る広域ビジョン」に参画

する地域産業活性化協議会、(財)北海道中小企業総合支援センターほか関係機関） 

今後成長が見込まれる環境・エネルギー分野やロボット等の先端分野などに係る機械

金属関連産業を発展させるため、その基礎となる基盤技術産業の技術力を向上するため

の人材育成事業や海外を含めた道外への市場開拓、参入促進を図る事業に取り組む。 

 

（７）その他事業環境の整備に関する事項 ④－７関連 

   ｱ) 富良野市中心市街地活性化基本計画(富良野市) 

    中心市街地の活性化に向けて「フラノマルシェ」事業をはじめ、現在、工事中の東４

条街区地区第一種市街地再開発事業（ネーブルタウン）などを通して、まちなか居住人

口の増加を図ることを目的に各種活性化事業に取り組む。 

  ｲ）富良野美瑛広域観光推進協議会による広域観光の推進（市町村、関係機関） 

    集積区域の６市町村の自治体・観光関係団体、公共交通機関等の民間企業が連携し、 

広域のスケールメリットを生かしながら、富良野美瑛観光圏整備計画に基づき、滞在型・

通年型の観光地域づくりを目指す。 

  ｳ）観光地域ブランド確立支援事業（市町村、関係機関） 

富良野・美瑛田園休暇～アジアで最も豊かで美しい四季彩の大地へ～をコンセプトに、 

強みである｢花｣｢彩｣｢田園｣を活かし、他と差別化された国内外から選好される｢日本の

顔｣となる観光地域づくりを目指す。 

  ｴ）ビジットジャパン地方連携事業（市町村、関係機関） 

    海外エージェントやメディアを招聘し、海外における知名度向上と誘客を図り、滞在 

型・通年型観光を推進するなかで地域の活性化を目指す。 

  ｵ）上富良野町観光振興計画（上富良野町） 

    観光関係団体、観光事業者、町民との協働による観光地域づくりを進め、観光人材の 

育成、観光資源の発見（再評価）と磨き上げ、観光関連施設等の整備、観光情報の効果 

的な発信に取り組む。 

  ｶ）富良野市観光振興計画（富良野市） 

 観光関係団体、観光事業者、市民との協働による観光地域づくりを進め、滞在型・

通年型観光の推進、受入環境の整備、観光客の誘客、持続可能な観光振興の推進に取

り組む。 

 

８ 環境の保全その他産業集積の形成又は産業集積の活性化に際して配慮すべき事項 

（環境の保全に関する事項） 

企業の事業活動に伴う周辺住民への生活環境等への影響については、環境基本法、北海
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道環境基本条例等の環境保全関係諸法令に基づき、道及び市町が密接な連携を図りながら、

大気環境の保全、水環境の保全、騒音・振動及び悪臭防止対策、土壌汚染及び地盤沈下対

策、化学物質等対策、環境汚染対策などの総合的推進に努め、必要な措置を講じていく。 

また、北海道環境影響評価条例やその他関係法令に基づく所定の手続きが適正に行われ

るよう対応し、必要な措置を講じていく。 

環境保全については、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、北海道公害防止条例等の環境

関連法令及び北海道公害防止条例に基づく、各種規制の遵守に向けて、必要な指導等を行

っていく。 

○自然との共生 

 「環境に配慮した地域づくり」を行うため、国土利用計画や北海道土地利用基本計画

など、土地に関する諸計画や都市計画法、森林法、農地法等の関連法令を適切に運用

することにより、環境に配慮した土地利用を進めるとともに、開発に伴う大気汚染物

質、温室効果ガスの排出抑制など、環境に対する負荷を極力少なくすることにより、

自然と共生した良好な環境の保全に配慮するよう努める。 

○各種規制の遵守 

  環境基準の達成を図るため、大気汚染防止法や水質汚濁防止法等の環境関係法令及び

北海道公害防止条例に基づき、ばい煙、粉じん、排水等について、各種規制の遵守状

況を監視し、必要に応じて指導を実施する。 

○環境監視 

  大気汚染、水質汚濁等に関する監視測定及び監視調査を継続的に行っていく。 

○廃棄物処理 

  北海道が策定した「北海道循環型社会形成推進基本計画」に基づき、廃棄物の発生・

排出の抑制、循環型利用及び適正処分を促進する。 

○公害防止 

  地域内に立地する一定以上の環影負荷を有する企業に対しては、必要に応じて自治体

と当該事業所の間で公害防止協定を締結し、法令によって規制されない施設であって

も、周辺環境に著しい影響を及ぼす場合は、各種規制に応じた改善を促し、必要に応

じ立入検査結果の公表を行うなど、環境保全について適正な措置を講ずる。 

また、関係法令に基づく所定の手続きが適正に行われるよう対応するとともに、住民

に対して説明等が必要な場合は説明会を開催するなど、広く住民の理解を得ていく。 

 

（安全な住民生活の保全に関する事項） 

 北海道では、「北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり条例（平成１７年４月１日施

行）」を制定し、犯罪のない安全で安心な地域づくりに関し基本理念を定め、道、道民及

び事業者の責任を明らかにするとともに、道の施策の基礎となる事項を定めることにより、

犯罪のない安全で安心な地域づくりに関する施策の総合的な推進を図り、道民や観光客が

安心して暮らし、活動することができる社会の実現を図っている。 

 また、条例に基づき、学校、通学路等における児童等の安全確保や犯罪の防止に配慮し

た構造、設備等を有する道路、公園、駐車場、住宅等の普及を図るための４つの指針を策

定するほか、推進項目等を「北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり推進方策」で定め、

北海道、市町村、事業者、関係団体からなる全道推進会議・地域推進会議において、各種

事業に取り組んでいる。 

 こうしたことから、地域としては安全な住民生活の保全に向けて、以下の取り組みを行

っていく。 

○犯罪及び事故の防止に配慮した施設の整備と管理 

 犯罪及び事故の防止を図るため、防犯性能の高い設備や見通しを確保した施設（道路、
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公園、工場、事業場等）の配置並びに同施設における植栽の適切な配置及び剪定、防護柵

の設置など歩道と車道の分離、防犯カメラや防犯灯等の設置などに住民の理解を得ながら

努めるとともに、夜間において公共空間、駐車場、空き地等が地域住民に迷惑を及ぼす行

為に利用されることがないようその管理の徹底を図る。 

○地域における防犯活動への参加、協力 

 事業者等は、地域住民等が行う犯罪のない安全で安心なまちづくりに関する自主的な活

動に積極的に参加するほか、活動に必要な情報、物品、場所等を提供するなどの協力を住

民の理解を得ながら行う。 

○警察への連絡体制の整備 

 事業者等は、事件・事故発生時における警察への連絡体制の整備と捜査活動への積極的

な協力を行う。 

○従業員に対する指導 

 従業員に対して各種法令の遵守のほか、犯罪被害防止や交通事故防止についての指導を

行う。 

 また、外国人の従業員に対して日本の法制度の教育、法令遵守の指導等を確実に行う。 

○財政上の支援 

 犯罪や事故防止、地域の安全確保のために必要な経費等の支援に配慮する。 

○暴力団等の排除 

 「北海道暴力団の排除の推進に関する条例」を踏まえ、暴力団等の反社会的勢力の排除

に努めるとともに、同勢力からの様々な要求には応じない。 

○不法就労の防止 

 外国人の雇用に際しては、自治体等関係機関と連携を図り、旅券等により就労資格の有

無を確認するなどして不法就労防止の徹底を図る。 

○地域住民との協議 

 事業者又は関係自治体が基本計画に基づき産業集積の形成又は産業集積の活性化のため

の措置を実施するにあたっては、犯罪のない安全で安心な地域づくりの見地から地域住民

の意見を十分に聴取して進める。 

 

（国、道、市町村の定める計画との調和に関する事項） 

基本計画の推進に当たっては、「国土形成計画」や｢新・北海道総合計画｣､｢北海道ものづ

くり産業振興指針｣などの各種計画等との調和について、関係市町村や関係団体等で構成する

協議会の場において調整を図るとともに、新たに工業団地等の施設整備を進める場合には、

関係法令の遵守はもとより、各市町の「都市計画」や「農業振興地域整備計画」などの各種

計画との調和を図りながら進めることとする。 

 

９ 法第５条第２項第３号に規定する区域における同項第７号の施設の整備が農用地等とし

て利用されている土地において行われる場合において、当該土地を農用地等以外の用途に

供するために行う土地の利用の調整に関する事項 

な し 

 

１０ 計画期間 

・本計画の計画期間は、計画同意の日から平成３１年度末日までとする。 

  

 


