
第３章 大地に根ざしたたくましい産業が躍動するまち 

 

第１節 活力に満ちた魅力あふれる産業をつくる  

 

目標１ 魅力ある観光地づくり  

団体から小グループへと変化する旅行形態や、アウトドアスポーツ、観光

農業などの体験型が増えている観光行動など、観光客のニーズを的確に把握

するほか、ほかの観光地との差別化を意識しながら、豊かな温泉に加え、自

然、農業、漁業など地域の潜在資源を活用した観光地づくりを進めていきま

す。 

 

カルルス温泉スキー場事業 

観光やウインタースポーツの振興、カルルス地区の活性化を図るため、カル

ルス温泉スキー場を委託して運営します。 

・運営経費  2,982 万 3 千円 

・基本業務委託料 1,200 万円 

・運営管理負担金 7,541 万 7 千円 

▼ 問い合わせ 観光振興グループ 
 
観光客誘致促進事業費 375 万円 

 観光客誘致のため、パンフレットやポスターの作成や配布、各種イベントの

参加で、登別の観光を広く周知し観光客の増加を図ります。 

▼ 問い合わせ 観光振興グループ 
 
登別観光協会助成金 1,060 万円 

多様なニーズに対応できる観光地づくりを推進するため、その重要な役割を

担う登別観光協会を支援します。 

▼ 問い合わせ 観光振興グループ 
 
観光ホスピタリティ推進事業補助金 90 万円 

観光ボランティアガイドの養成や活動の支援のほか、受け入れ環境の整備な

どと併せ、観光ホスピタリティの啓発活動を行います。 

▼ 問い合わせ 観光振興グループ 
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登別観光協会特別助成金（衛生設備整備事業分） 1,800 万円 

 専用水道施設を設置しているホテル・旅館の衛生設備整備を支援します。 

▼ 問い合わせ 観光振興グループ 
 
観光振興特別対策事業補助金 4,190 万円 

 登別観光協会が行う修学旅行や国内外の誘客宣伝のほか、登別地獄まつりな

どのイベントを実施する事業を支援します。 

▼ 問い合わせ 観光振興グループ 
 
観光施設維持管理事業 326 万 3 千円 

各種観光施設を安全で快適に利用していただくための清掃や維持管理を行い

ます。 

▼ 問い合わせ 観光振興グループ 
 
温泉供給施設維持管理経費 1,352 万 8 千円 

上登別地区に安定した温泉を供給するために、施設の維持や補修などの管理

を行います。 

▼ 問い合わせ 観光振興グループ 
 

目標２ 域内経済循環の基礎となる複合的産業基盤の形成  

民間企業主体の『登別市産業クラスター形成協議会』を核として、地域の

潜在資源を活用した新たなビジネスモデルの事業化に向けた取り組みを進め

るほか、観光産業を軸に、産学官の連携や環境・文化・教育・福祉・医療分

野などとの異業種交流・連携を深めるなど、複合的産業基盤の形成を図りま

す。 

 

いいモノ発見「のぼりべつ」（明日のまちづくり事業費） 139 万円 

市内の既存資源や商品・製品の発掘を行うほか、「のぼりべつブランド」推奨

制度を創設し、発掘した商品や市内業者が開発した新商品・新製品に推奨マー

クを交付します。 

▼ 問い合わせ  商工労政グループ 

 

起業化支援事業補助金 600 万円 

市内において、地域の資源や技術を活用した地場産品の創出や新たな技術の

事業化、新たなサービスの提供を行う起業家の事業を支援します。 

▼ 問い合わせ  商工労政グループ 
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ものづくり創出支援事業負担金 260 万円 

（財）室蘭テクノセンターが行う『ものづくり創出支援事業』に対し、市内

中小企業などが事業のために要した経費を負担します。 

▼ 問い合わせ 商工労政グループ 
 
産業クラスター構築支援事業費 110 万円 

 地場のさまざまな産業を集積し、自立的発展を可能とする地域市場を創出す

るため、モデル事業の構築やビジネス創出などの研究を支援し、地域再生計画

『登別市産業クラスター形成計画』を推進します。 

▼ 問い合わせ 商工労政グループ 
 
企業立地振興補助金 86 万円 

企業の立地や振興を促進するため、市内に事業所を設置、または増設する事

業者を支援します。 

▼ 問い合わせ 商工労政グループ 
 
目標３ 活力ある地場企業の育成  

地域の資源や技術を活用した新たな地場産品の創出や新技術の事業化、新

サービスの提供などを促し、起業化への意欲の向上などを図ります。 

 

札幌のぼりべつ交流プラザ開催経費 7 万 1 千円 

札幌のぼりべつ会と市内企業とのネットワークを構築し、札幌圏との経済交

流を図ります。 

▼ 問い合わせ 商工労政グループ 
 

登別商工会議所事業推進職員設置補助金 153 万 9 千円 

登別商工会議所が行う各種事業の推進と関係機関との連携強化のため、商工

会議所に派遣する市職員に係る経費の一部を補助します。 

▼ 問い合わせ 商工労政グループ 
 
中小企業相談事業補助金 800 万円 

商工業者の経営の安定化や健全化を目的に登別商工会議所中小企業相談所が

行う金融や経営などの相談事業を支援します。 

▼ 問い合わせ 商工労政グループ 
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中小企業特別融資利子補給金 39 万 5 千円 

中小企業の事業活動を支援するため、中小企業特別融資制度の小口事業や団

体事業、新分野進出支援の資金を利用した方の借入金の利子の一部を補給しま

す。 

▼ 問い合わせ 商工労政グループ 
 
物産展参加補助金 20 万円 

 地場産品の紹介や宣伝、販路拡大のため、姉妹都市白石市の農業祭や各都市

で開催されるイベントなどへ出展する市内の事業者に対して経費の一部を支援

します。 

▼ 問い合わせ 商工労政グループ 
 
中小企業特別融資積立金 6,600 万円 

中小企業者の資金調達の円滑化や資金確保の環境づくりを進めるため、低利

の融資を行います。 

▼ 問い合わせ 商工労政グループ 
 
商店街近代化融資積立金 800 万円 

市内の商店街の近代化を図るため、北海道中小企業高度化資金貸付制度の対

象となる商店街近代化に関する事業に対し、低利の融資を行います。 

▼ 問い合わせ 商工労政グループ 
 

住宅改良促進特別融資積立金 2,500 万円 

市民の住環境の向上と地場における住宅関連産業の振興育成を図るため、住

宅の改良を行う方に、低利の融資を行います。 
貸付限度額 ３００万円（１０年償還） 
利   率 住宅改良 １．９５％、バリアフリー改良 １．７５％ 

新エネルギー関連改良 １．７５％ 
※利率は平成２１年４月１日現在です。 

▼ 問い合わせ 商工労政グループ 
 

新産業創造活動事業補助金 60 万円 

地域の特性や技術などを活用した新技術、新製品、新サービスなどの研究・

開発事業を行う団体などを支援し、複合産業の基盤をつくります。 

▼ 問い合わせ 商工労政グループ 
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目標４ 雇用と就業環境づくりの推進  

ハローワークと連携するなど、きめ細かな雇用情報の提供を行うほか、若

年者や女性、高年齢者、障がい者の就業を支援し、誰もが生涯を通して働け

る環境づくりを進めます。 

 

雇用対策救援事業費 2,597 万 9 千円 

公共施設の清掃や通学路などの除雪作業を通して雇用の場を確保し、季節労

働者の就労と生活の安定を図ります。 

▼ 問い合わせ 商工労政グループ 
 
労働相談事業助成金 100 万円 

 市内労働者の雇用環境改善などを目的に、労働組合連合会が行う労働相談事

業を支援します。 

▼ 問い合わせ 商工労政グループ 
 
勤労者特別融資積立金 3,500 万円 

市内に居住する勤労者の生活安定を目的に、生活資金などの融資を行います。 
生活（一般）資金 貸付限度額 １００万円（償還期間１０年以内） 

利   率 ２．２８％ 
生活（特別）資金 貸付限度額  ３０万円（償還期間３年以内） 

利   率 １．００％ 
教育資金     貸付限度額 １５０万円（償還期間１０年以内） 

利   率 １．９４％ 
※利率は平成２１年１月末日現在です。 

▼ 問い合わせ 商工労政グループ 
 
高校生のための企業見学会経費 11 万円 

高校生の就職活動を支援するため、登別・室蘭・伊達の３市が合同で管内の

企業見学会を行います。 

▼ 問い合わせ 商工労政グループ 
 
地域職業相談室運営管理経費 291 万 2 千円 

 市民の就職の促進や利便性を図るため、登別中央ショッピングセンター・ア

ーニス２階に設置した登別市地域職業相談室『ジョブガイドのぼりべつ』の運

営管理をハローワーク室蘭と連携して行います。 

▼ 問い合わせ 商工労政グループ 
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事業所内職業訓練助成金 210 万円 

登別地方高等職業訓練校で行う木造建築科やＯＡシステム科など６科目の訓

練事業に助成します。 

▼ 問い合わせ 商工労政グループ 
 

第２節 自然を活かした産業の育成  

 

目標１ 特色ある農業・漁業の推進  

農水産物の地産地消に取り組むほか、観光と連携したグリーンツーリズム

（農村との交流を楽しむ余暇活動）、マリンツーリズム（漁村との交流を楽し

む余暇活動）を推進し、農水産業の振興などを図ります。 

 

担い手育成総合支援協議会負担金 3 万円 

農業従事者の担い手の確保と育成を図り、豊かな農村生活の実践と活力ある

地域社会の形成を図るための活動を行う登別市担い手育成総合支援協議会を支

援します。 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 
 

有害鳥獣駆除経費 66 万 7 千円 

キツネ・シカ・カラスなどによる農業被害などを最小限に食い止めるため駆

除を行います。 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 
 
農業振興特別補助金 759 万円 

土地改良事業の実施に伴う農業者の負担軽減を図るため、補助金を交付しま

す。 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 
 
胆振西部乳牛検定組合補助金 45 万円 

胆振西部乳牛検定組合に補助金を交付し活動を支援します。 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 
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牧場管理経費 119 万 5 千円 

草地不足の酪農家の育成牛などを市牧場（鉱山町）で預託することにより、

飼養管理、労働の省力化を図ります。 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 
 
酪農ヘルパー事業運営補助金 72 万円 

酪農ヘルパーの導入により酪農家の休暇取得が可能となり、ゆとりある酪農

経営の確立と傷病などによる負担を軽減して、経営の安定を図ります。 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 
 
農業用施設等管理経費 76 万 7 千円（うち道 34 万 7 千円） 

農業用排水路などの施設の補修などを行います。 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 
 
中山間地域等直接支払交付金・中山間地域等直接支払推進事務費 190 万 6 千円 

（うち国 88 万 5 千円、道 50 万 5 千円） 

耕作放棄地の発生防止、農地の多目的機能の確保を図るため、中山間地域等

直接支払交付金事業を実施し、農業生産条件の不利な地域における農業者を支

援します。 

   実施事業：農道維持管理活動、集落説明会等 

   事 業 費：交付金 １，７７０千円／事務費 １３６千円 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 
 
札内高原館運営管理経費 606 万 6 千円 

コミュニティの場としての活用を図るとともに、観光客や地域住民を対象と

したアイスクリームやバターづくりなどの加工体験学習を引き続き行います。 

▼ 問い合わせ  農林水産グループ 
 
登別救難所運営事業補助金 25 万円 

海難事故が発生した場合の救出や救助に備えた訓練などの活動を支援します。 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 
 
漁業近代化資金利子補給金 113 万 9 千円 

漁業経営の近代化を促進し、負担を軽減するため、漁業近代化資金に係る借

入金利子の１％を負担します。 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 
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漁港まつり運営費補助金 32 万円 

地場水産物のＰＲと消費拡大、漁港愛護の啓蒙、漁港を核とした地域の振興

発展を目的に開催される登別漁港まつりの運営を支援します。 
開催予定日 ９月１2・１３日（土・日） 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 
 

漁業専門員設置補助金 120 万円 

地域海洋特性に適した魚介類の栽培や新しい資源づくりを推進するため、い

ぶり中央漁業協同組合や白老町と広域的に専門員を配置し、漁家経営の安定を

図ります。 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 
 

沿岸漁業構造改善事業補助金 699 万 5 千円 

登別漁港で水揚げされた水産物の鮮度の良さや安全性、信頼性を兼ね備えた

供給体制を確立するため、いぶり中央漁協が行なった漁獲から出荷まで一貫し

た衛生管理体制を構築する高度衛生管理型、登別漁港水産物荷捌所（製氷・冷

蔵施設併設）建設及び水道管敷設工事を支援します（１０年計画）。 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 
 

登別漁港維持管理事業補助金 31 万 9 千円 

登別漁港の軽易な維持管理と港内照明灯電気料金を補助します。 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 
 
鷲別漁港維持管理事業補助金 10 万 2 千円  

 鷲別漁港の軽易な維持管理と港内照明灯電気料金を補助します。 

▼ 問い合わせ 農林水産グループ 
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