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新市町村振興宝くじ市町村振興宝くじ

　インターネット専用の宝くじ「Quick One（クイックワン）」が令和４年４月１日から発売されて
います。この宝くじは「宝くじ公式サイト」限定での発売で、24時間いつでも購入することが可能です。
　サイト上でゲームに挑戦すると、すぐに当せん結果が分かります。１枚当たり300円、200円、
100円の３種類で、８月分と９月分の収益金が市町村振興分として配分されます。

詳細は「宝くじ公式サイト（https://www.takarakuji-official.jp/）をご覧ください。

令和4年度サマー＆ハロウィンジャンボ宝くじ！
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「クイックワン」新発売！



北海道市町村振興協会は、昭和54年３月に「市町村振興宝くじ（通称:サマージャンボ宝くじ）」の発

売収益金を、市町村振興事業や災害対策のために活用する財団法人として設立され、平成24年４月か

らは公益財団法人として活動しています。

この間、当協会は、「サマージャンボ宝くじ」の発売収益金を基金として積み立て、これを有効に運用し、

道内市町村の振興のために、公共施設整備に対する貸付をはじめ、地域の課題に対応した調査研究や

市町村職員等の研修の実施・支援、地域イベント等への助成などの各事業を積極的に推進するとともに、

平成13年度に新設された「新市町村振興宝くじ（通称:ハロウィンジャンボ宝くじ）」の発売収益金全額を、

公共事業のほか、地域における環境の保全や経済の活性化、少子・高齢化に対応する施策などのソフ

ト事業に活用いただくため、市町村へ交付しています。

めまぐるしく変化を続ける昨今の社会経済情勢の中、市町村は、限られた行財政資源のもとで高度化・

多様化する住民ニーズに的確に応え、活力ある地域社会を実現していくため、簡素で効率的・効果的な

行財政運営を推進することが求められています。

また、新型コロナウイルス感染症の流行が３年目を迎える中、各市町村においては、感染拡大防止は

もとより地域経済の回復に向けた積極的な取組が期待されております。

当協会の令和４年度事業は、引き続き市町村振興宝くじの収益金を積み立てている「市町村振興宝く

じ基金」の一部を取り崩して市町村交付金を交付するとともに、新型コロナウイルス感染症の拡大によ

り停滞した地域経済の活性化や地域活動の再開に向けた市町村の取組を支援するため、新たに「地域

活動推進特別支援交付金」を交付することとしております。また、市町村の振興・発展のために各種事

業を展開するほか、市町村職員の政策力形成のため、ゼミナール形式の調査研究事業を新たに実施する

など、市町村の各般の取組にお役に立てるよう努めてまいります。

皆様方のより一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

令和４年（2022年）７月

公益財団法人　北海道市町村振興協会

理事長 棚 野 孝 夫

江別市長評 議 員 三 好 昇

砂川市長評 議 員 善 岡 雅 文

上ノ国町長評 議 員 工 藤 昇

厚真町長評 議 員 宮坂 尚市朗

恵庭市議会議長評 議 員 野 沢 宏 紀

津別町議会議長評 議 員 鹿 中 順 一

評 議 員 林 美枝子 日本医療大学総合福祉学部介護マネジメント学科教授

白糠町長理 事 長 棚 野 孝 夫

初山別村長理 　 事 宮 本 憲 幸

北斗市長理 　 事 池 田 達 雄

北海道市長会事務局長理 　 事 出 井 浩 義

北海道町村会常務理事理 　 事 柴 田 達 夫

監 　 事 三 井 一 敏 北海道市町村備荒資金組合副組合長

監 　 事 藤 野 一 清 北海道町村議会議員公務災害補償等組合副組合長

公益財団法人北海道市町村振興協会事務局長常務理事 柏 木 文 彦

芦別市長理 　 事 荻 原 貢
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協会資金の貸付により、個性豊かな地域づくりを応援します

市町村が行う市町村振興事業（長期）及び災害対策事業（短期）のために振興協会資金を貸付します。

資金貸付事業 Loans

長期貸付金　償還期限は15年以内若しくは20年以内
　　　　　　（いずれも据置期間３年以内）
　　　　　　半年賦元金均等償還（９月、３月）
短期貸付金　貸付年度内一括償還

● 償還方法

●貸付時期（長期貸付金）
年２回（５月、３月）

● その他（長期貸付金の貸付限度額）
原則１団体（事業）５億円

資金の長期・短期貸付

●貸付予定枠
長期貸付金　60億円
短期貸付金 　 5億円

● 貸付対象事業
長期貸付金　公共施設整備事業等
短期貸付金　災害関連事業

● 貸付利率
年３％未満
（財政融資資金の貸付金利に応じて特例利率を設定）

本施設は、洞爺湖に浮かぶ４つの島の１つ、大島に位置
しており、築60年以上経過し、老朽化が激しかった旧森林
博物館を建て替え、「中島・湖の森博物館」として令和３年
４月28日に新築オープンしました。
「変動する大地との共生」をテーマとして、洞爺湖有珠山
ジオパークの成り立ち、エリア内のジオサイト、火山活動
がもたらす恵みを学べると同時に、洞爺湖中島の自然環境
や実際のフィールド散策情報などを展示・紹介しています。
展示室のほかにカフェを新設し、テラス席では湖と森に囲
まれた大自然の中でゆっくりとくつろぐこともできます。

森林博物館建設事業（洞爺湖町）

南幌町役場庁舎は昭和56年に建設され、行政サービ
スや防災の拠点として重要な役割を果たしています。
令和２年度、老朽化した施設の機能を向上し、長期的
に維持・使用していくことや、障がいがある人にも利
用しやすいよう、「できるだけ多くの人が快適に利用
できること」を目的として、エレベーターやローカウ
ンター、スロープの設置、議場観覧席の車いす対応な
ど、庁舎内・外のユニバーサルデザイン化改修工事を
行いました。
また、工事と合わせて環境に配慮した地中熱ヒート
ポンプシステムによる再生可能エネルギー設備を導入
しました。

役場庁舎改修事業（南幌町）

釧路大規模運動公園は、陸上競技場や総合体育館
等の各種運動施設を供用しており、全国・全道規模
の大会を開催できる設備を備えたスポーツ施設であ
ることから、地域住民のスポーツ振興・活性化の場
として親しまれています。
本事業では、老朽化により剥離した陸上競技場の
トラック舗装の改修工事を実施することで競技環境
の改善を図るとともに、日本陸上競技連盟競技規則
に対応した走路への改修も行い、釧路市内唯一の公
認競技場としての役割も担っています。

大規模運動公園施設整備事業（釧路市）

南渡島消防事務組合が管理する北斗消防署当別分遣所は、
市内に５カ所ある消防施設のうち築48年と最も古く、本施
設を含む旧上磯町側の全ての消防施設が、平成25年に本市
が作成したハザードマップの大津波避難目標ライン内に位
置しており、大津波が発生した場合に消防機能を果たせな
い恐れがありました。
そのため、災害時には旧上磯町・旧大野町両地区に設置
されている消防施設の連携による補完機能の強化とともに、
市全体の消防力低下を防ぐことを目的として、本施設を高
台の新たな場所に移転新築しました。

当別分遣所移転新築事業（北斗市）

（貸付総額：5,785,100,000円）

Major Projects in FY 2021令和３年度の主な事業紹介

旧青少年科学館と旧図書館本館の両館を合築し
た施設「えみらん（DENZAI環境科学館・室蘭市図
書館）」が、令和３年12月に開館しました。
誰もが使いやすい施設を目指し、各施設は段差

のない「ワンフロア」となっています。１階の図
書館には、親子で読書を楽しめる「おはなしのへや」
や自習室を新設し、２階の環境科学館では、最新
鋭の投影機を備えたプラネタリウムによりリアリ
ティのある星空を楽しめます。
また、施設に導入している自然エネルギー利用

の「見える化」を図り、施設全体での環境展示を
実現しています。

環境科学館・図書館整備（室蘭市）

江別市では、街区公園の再整備にあたり、地域の小
学生や自治会の方々とのワークショップを開催し、施
設配置や遊具選定などの計画づくりを行う「市民参加
による公園づくり事業」を実施しています。
ゆりのき公園は、近隣の保育園や小学校の子どもた
ちによる日常的な利用のほか、地域のお祭りやラジオ
体操等のイベントでも利用されるなど、地域に親しま
れてきた公園ですが、近年、施設の老朽化が進んでき
たことから、ワークショップによる計画に基づき、遊
具や広場、あずまや等の施設改築、園路のバリアフリー
化等の再整備を実施しました。

市民参加による公園づくり事業（江別市）
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まれた大自然の中でゆっくりとくつろぐこともできます。

森林博物館建設事業（洞爺湖町）

南幌町役場庁舎は昭和56年に建設され、行政サービ
スや防災の拠点として重要な役割を果たしています。
令和２年度、老朽化した施設の機能を向上し、長期的
に維持・使用していくことや、障がいがある人にも利
用しやすいよう、「できるだけ多くの人が快適に利用
できること」を目的として、エレベーターやローカウ
ンター、スロープの設置、議場観覧席の車いす対応な
ど、庁舎内・外のユニバーサルデザイン化改修工事を
行いました。
また、工事と合わせて環境に配慮した地中熱ヒート

ポンプシステムによる再生可能エネルギー設備を導入
しました。

役場庁舎改修事業（南幌町）

釧路大規模運動公園は、陸上競技場や総合体育館
等の各種運動施設を供用しており、全国・全道規模
の大会を開催できる設備を備えたスポーツ施設であ
ることから、地域住民のスポーツ振興・活性化の場
として親しまれています。
本事業では、老朽化により剥離した陸上競技場の

トラック舗装の改修工事を実施することで競技環境
の改善を図るとともに、日本陸上競技連盟競技規則
に対応した走路への改修も行い、釧路市内唯一の公
認競技場としての役割も担っています。

大規模運動公園施設整備事業（釧路市）

南渡島消防事務組合が管理する北斗消防署当別分遣所は、
市内に５カ所ある消防施設のうち築48年と最も古く、本施
設を含む旧上磯町側の全ての消防施設が、平成25年に本市
が作成したハザードマップの大津波避難目標ライン内に位
置しており、大津波が発生した場合に消防機能を果たせな
い恐れがありました。
そのため、災害時には旧上磯町・旧大野町両地区に設置
されている消防施設の連携による補完機能の強化とともに、
市全体の消防力低下を防ぐことを目的として、本施設を高
台の新たな場所に移転新築しました。

当別分遣所移転新築事業（北斗市）

（貸付総額：5,785,100,000円）

Major Projects in FY 2021令和３年度の主な事業紹介

旧青少年科学館と旧図書館本館の両館を合築し
た施設「えみらん（DENZAI環境科学館・室蘭市図
書館）」が、令和３年12月に開館しました。
誰もが使いやすい施設を目指し、各施設は段差

のない「ワンフロア」となっています。１階の図
書館には、親子で読書を楽しめる「おはなしのへや」
や自習室を新設し、２階の環境科学館では、最新
鋭の投影機を備えたプラネタリウムによりリアリ
ティのある星空を楽しめます。
また、施設に導入している自然エネルギー利用

の「見える化」を図り、施設全体での環境展示を
実現しています。

環境科学館・図書館整備（室蘭市）

江別市では、街区公園の再整備にあたり、地域の小
学生や自治会の方々とのワークショップを開催し、施
設配置や遊具選定などの計画づくりを行う「市民参加
による公園づくり事業」を実施しています。
ゆりのき公園は、近隣の保育園や小学校の子どもた

ちによる日常的な利用のほか、地域のお祭りやラジオ
体操等のイベントでも利用されるなど、地域に親しま
れてきた公園ですが、近年、施設の老朽化が進んでき
たことから、ワークショップによる計画に基づき、遊
具や広場、あずまや等の施設改築、園路のバリアフリー
化等の再整備を実施しました。

市民参加による公園づくり事業（江別市）
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市町村交付金の交付により、地域の活性化に貢献します

トマトジュース「あかずきんちゃん」は、長年多くの方
にご愛飲いただいている秩父別町の特産品です。使用する
のは朝採りの完熟生食用トマトで、多くの工程を手作業で
丁寧に行いながらジュースに仕上げています。令和２年度
には、健康志向に応えた無塩タイプと、ミニトマトを使用
したプレミアムタイプのあかずきんちゃんを開発し、さま
ざまな需要に対応した商品を展開しています。
さらに、町のご当地グルメや土産品の原材料としても活
用されており、地域の飲食店や商店への誘客効果をもたら
しています。
今後も秩父別町を代表する特産品として、地域経済の活
性化と地域産業の振興に寄与するため、安心でおいしい商
品の製造に取り組んでいきます。

トマトジュース製造等委託事業に
活用しました（秩父別町）

新市町村振興宝くじ（ハロウィンジャンボ宝くじ）の発売収益金及び市町村振興宝くじ（サマージャンボ
宝くじ）の収益金を積み立てている基金の一部を市町村に交付します。

市町村交付金事業 Municipal Grants

活力ある地域づくりのための政策課題等に関する調査研究や
情報の収集・資料の提供を行います

北海道市町村要覧の発行
（令和３年９月発行、Ａ４判1,500部）

道内市町村の人口や産業構造、財政状況等の基礎的なデータを取りまとめた「北海道市町村要覧2021」を発行しました。

市町村の振興に必要な情報収集や資料の整備を図り、政策情報や行政関係資料・情報を提供します。

情報資料等提供事業 Informative Material Provision

● 市町村ライブラリーの提供
行財政関係図書・資料等を整備し、市町村職員等の情報収集の場として提供します。

市町村職員の政策形成能力の向上に資するため、道内外の先進事例など実践的な政策情報等を掲載した政策情報
誌「プラクティス」を年３回発行します。

● 市町村政策情報誌「プラクティス」の発行

●北海道市町村要覧の発行
道内全市町村の人口や産業構造、財政状況等基礎的なデータをまとめた「北海道市町村要覧」を発行します。

● 新市町村振興宝くじ（ハロウィンジャンボ宝くじ）市町村交付金
新市町村振興宝くじの収益金及び時効金は各都道府県市町村振興協会に配分され、全額を市町村交付金として札幌
市を除く全道市町村に交付します。

市町村振興宝くじの収益金及び時効金並びに貸付償還元金を積み立てている基金の一部を取り崩し、札幌市を除く
全道市町村に交付します。また、令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により停滞した地域経済の活性
化や地域活動の再開に向けた市町村の取組を支援するため「地域活動推進特別支援」として交付金に加算します。

● 市町村振興宝くじ（サマージャンボ宝くじ）市町村交付金

●交付金の使途
地方財政法（昭和23年法律第109号）第32条に規定する事業

● 地域づくり事例集作成事業
市町村振興に係る今後の事業展開に資するため、市町村に共通する特定のテーマに関する道内外の先進的な取組事
例を調査し、事例集を発行します。

市町村職員の政策力形成のため、ゼミナール形式の調査研究を実施します。

● 市町村職員政策力形成に関する調査研究事業 ＜新規事業＞

●「地域政策の新たな潮流を探る」作成事業 ＜新規事業＞
一般社団法人地域研究工房の小磯修二代表と道内外の識者が、将来の北海道の地域政策について対談し、その内容
を対談集として編纂し、令和６年度に当協会設立45周年記念誌として発行するため、調査研究を実施します。

Major Projects in FY 2021令和３年度の主な事業紹介

市町村政策情報誌「プラクティス」の発行
（年３回、Ａ４判5,000部／回）

［発行時期］ ［特集テーマ］

令和３年5月

令和３年9月

令和４年1月

「空き家対策－人口減少時代の負動産問題」

「気候変動時代－「緩和」と「適応」の取組」

「人材獲得競争－職員採用の戦略と戦術」

調査研究事業 Investigative Research

市町村共通の政策課題等について調査研究し、その成果を市町村等に提供します。

Major Project in FY 2021令和３年度の事業紹介

地域づくり事例集2021（令和４年２月発行、A4判1,400部）
道内の市町村等において今後の地域づくりの参考となる先進的な事例を
集め、広く体系的に紹介することを目的として、「地域づくり事例集2021
～廃校利用で甦る地域の「力」～」を発行しました。

木田金次郎美術館は、生涯、故郷岩内で描き続けた画家・木
田金次郎の作品を収蔵・展示する美術館として、平成６年11
月に開館しました。さまざまなテーマで木田を紹介する企画展
や、地域の人たちの作品を展示する機会も数多く設けています。
令和３年度は、木田をはじめ北海道の芸術家を広く紹介した

「北海道銀行カレンダー」を特集する特別展示を開催しました。
また、子どもから大人までを対象とした絵画教室を開催する

など、「絵の町・岩内」の中心的な役割を果たしています。
今後も本事業を通じて、地域の芸術・文化の振興を推進して

いきます。

美術館管理運営事業に活用しました（岩内町）

（新市町村振興宝くじ交付金：817,852,843円　市町村振興宝くじ交付金：513,000,000円）

Major Projects in FY 2021令和３年度の主な事業紹介
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化や地域活動の再開に向けた市町村の取組を支援するため「地域活動推進特別支援」として交付金に加算します。

● 市町村振興宝くじ（サマージャンボ宝くじ）市町村交付金

●交付金の使途
地方財政法（昭和23年法律第109号）第32条に規定する事業

● 地域づくり事例集作成事業
市町村振興に係る今後の事業展開に資するため、市町村に共通する特定のテーマに関する道内外の先進的な取組事
例を調査し、事例集を発行します。

市町村職員の政策力形成のため、ゼミナール形式の調査研究を実施します。

● 市町村職員政策力形成に関する調査研究事業 ＜新規事業＞

●「地域政策の新たな潮流を探る」作成事業 ＜新規事業＞
一般社団法人地域研究工房の小磯修二代表と道内外の識者が、将来の北海道の地域政策について対談し、その内容
を対談集として編纂し、令和６年度に当協会設立45周年記念誌として発行するため、調査研究を実施します。
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木田金次郎美術館は、生涯、故郷岩内で描き続けた画家・木
田金次郎の作品を収蔵・展示する美術館として、平成６年11
月に開館しました。さまざまなテーマで木田を紹介する企画展
や、地域の人たちの作品を展示する機会も数多く設けています。
令和３年度は、木田をはじめ北海道の芸術家を広く紹介した

「北海道銀行カレンダー」を特集する特別展示を開催しました。
また、子どもから大人までを対象とした絵画教室を開催する
など、「絵の町・岩内」の中心的な役割を果たしています。
今後も本事業を通じて、地域の芸術・文化の振興を推進して
いきます。

美術館管理運営事業に活用しました（岩内町）

（新市町村振興宝くじ交付金：817,852,843円　市町村振興宝くじ交付金：513,000,000円）
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地域づくりを担う人材育成と資質向上を図るため、各種の研修事業を実施します。

● 北海道市町村長交流セミナー
市町村長を対象に、当面する政策課題をテーマとし
て研修会を開催します。

● 市町村職員政策研修会
市町村職員等を対象に、地域の振興施策に関する知
識を深め、その政策能力の一層の向上を図り、市町
村の活性化に寄与することを目的とした研修会を実
施します。

● 市町村職員研修センター運営費負担
市町村職員研修を実施する北海道市町村職員研修セ
ンターの運営に要する経費を負担します。

● 市町村職員国内先進事例研修
道内外市町村の個性豊かな地域づくりの優良先進事
例の手法やノウハウなどを学び、訪問先での職員や
地域リーダーとの交流を図る研修を実施します。

●実施期間 ： 令和３年10月13日（水）から10月15日（金） （３日間）
●研修先及び研修テーマ
　南富良野町 ： 「持続的な資源の保全と体験観光の取組」
　富良野市 ： 「地域資源を活かした森林学習の取組」
　北海道立総合研究機構建築研究本部 ： 「人口減少時代のまちづくり戦略」
　鷹栖町 ： 「移住定住促進と「あったかファーム」の取組」
●参 加 者 ： 市町村職員13名、事務局職員３名

市町村職員国内先進事例研修

●開 催 日 ： 令和３年10月22日（金）
●開催場所 ： 札幌市（ホテルポールスター札幌）
●研修内容
　　講演Ⅰ「地方の論理」
　　　　　　北海道大学公共政策大学院客員教授
　　　　　　小磯 修二　氏
　　講演Ⅱ「ウィズコロナ時代における危機管理」
　　　　　　東京大学大学院情報学環特任教授
　　　　　　片田 敏孝　氏
●参 加 者 ： 123名

市町村職員政策研修会

まちの予算（お金の使い道）について、町民と情報
共有し、地域づくりに対する関心を高めることを目的
に開催し、町民と町職員合わせて20名が参加しました。
ワークショップでは、まちの予算について「町民が
知りたい」、「町民に知ってもらいたい」情報の在り方・
発信方法を町民目線で議論しました。
また、その内容を踏まえた「まちづくりに関心がも
てる、まちの予算の伝え方について」をテーマに講義
を行いました。

「予算」から「地域づくり」を考える
ワークショップ（栗山町）

鹿追町がこれまで進めてきた人口減少・関係人口
拡大の取組を「もう一歩前」に進め、持続可能なま
ちづくりをしていくことを目的に開催し、町職員18
名が参加しました。
北海道田舎暮らしプロデュースの大山慎介氏が「時
勢を活かした着眼・立案・実行手法について」を、
株式会社I-PROの小林正典氏は「メディアミックス」
をテーマに講演を行いました。
講演後は、「まちのPR」や「人材不足」といった
課題にどのように施策を展開していくのかグループ
討議を行いました。

職員政策形成研修会（鹿追町）

研修事業 Training Seminars

市町村職員や地域リーダーの資質向上を図るため、各種の研修会を支援します。

● 地域づくりセミナー開催支援事業
地域住民参加の下、グループ討議やワークショップ等を通じて地域づくりを推進するためのセミナーを開催する
市町村を支援します。

● 市町村職員まちづくり研修会開催支援事業
職員を対象に、グループ討議やワークショップ等を通じてまちづくりに関する知識の習得や政策形成能力の向上を
図るための研修会を開催する市町村を支援します。

● その他研修支援事業
北海道都市問題会議支援事業、市長会研修支援事業、町村会研修支援事業、市議会議長会研修支援事業、
町村議会議長会研修支援事業、町村等監査委員協議会研修支援事業

研修支援事業 Training Support

地域の人づくりのため、各種研修会を開催します 地域で開催される研修を支援します

Major Projects in FY 2021令和３年度の主な事業紹介
Major Projects in FY 2021令和３年度の地域づくりセミナー開催支援事業紹介

Major Projects in FY 2021令和３年度の市町村職員まちづくり研修会開催支援事業紹介
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魅力ある地域づくりのための助成を行います

市町村などが地域の活性化のために実施する各種事業に対して助成します。
また、広域消防航空応援経費に対する交付金や災害復旧対策の促進のための見舞金を交付します。

助成事業 Subsidies

Major Projects in FY 2021令和３年度のいきいきふるさと推進事業紹介

Major Projects in FY 2021令和３年度の先駆的調査・実証プロジェクト推進事業紹介

● いきいきふるさと推進事業助成金
「観光及び地場産業の振興」、「少子・高齢化等対策
の推進」、「高度情報化の推進」等の課題に対応し、
地域の活性化を図るために実施するイベントや研修
等のソフト事業に対して助成します。

● 広域消防航空応援交付金
北海道広域消防航空相互応援協定に基づく航空応援
に要した経費について交付します。

● 先駆的調査・実証プロジェクト推進事業助成金
市町村が人口減少や高齢化など、地域の政策課題の
解決方策について調査研究・実証実験を行うもので、
他の地域のモデルになると認められる事業に助成し
ます。

● 北海道鉄道活性化協議会負担金助成事業
北海道市長会及び北海道町村会が負担する「北海道
鉄道活性化協議会負担金」に対して助成します。

● 災害見舞金
災害が発生した市町村に対し、その復旧対策の促進
が図られるよう災害見舞金を交付します。

● 市町村アカデミー等研修受講助成金
市町村職員中央研修所等が実施する研修に職員を派
遣した市町村等に対し、受講に要する経費の一部を
助成します。

● 救急救命士追加講習受講経費助成金
救急救命士の追加講習に係る受講経費を負担した市町
村等に対し、受講に要する経費の一部を助成します。

●（一財）地域活性化センター会費助成金
（一財）地域活性化センターの会員である道内市町
村が納入する会費の一部を助成します。

農繁期に人材不足の農家と農業に興味のある全国の大学生や
社会人をマッチングし、週５日程度、農業に従事してもらいな
がら、残りの時間で農村休暇を満喫し、本業のテレワークなど
を行う「アグリケーション実証事業」を実施しました。
事業参加者から、実際の農作業で感じた課題などをベースに、
スマート農業化に向けた提案を受け付け、今後の地域における
スマート農業モデルの検討をしました。
また、石狩市と農繁期・農閑期が異なる他産地との連携によ
る農業人材の融通に向けた調査研究を行うとともに、事業参加
者のうち希望者を高知県東洋町の果樹農園へ試験融通するな
ど、今後の人材融通に向けた連携体制の強化を図りました。

いしかり次世代農業担い手確保対策
モデル実証事業（石狩市）

松前城と並び、松前町を代表する観光施設である松前藩屋敷の
30周年を記念し、「松前藩屋敷30周年記念事業」を開催しました。
敷地内での物産販売、松前藩屋敷に隣接する水舞台では、郷土
芸能の披露や、道内を拠点に活動する３人組バンド　ハンバー
ガーボーイズによる松前町オリジナルソング・「松前DANDAN」
の初披露コンサートを実施し、約1,000人が一体となり、世代間、
地域間の交流が図られました。
また、松前藩屋敷内の水路に約3,000株のアジサイを浮かべた

「浮き紫陽花」に夜間のイルミネーションを実施することより幻
想的な空間を演出し、多くのメディアに取り上げられ、地域の活
性化と観光PRにつながりました。

松前藩屋敷30周年記念イベント事業（松前町）

滝川市では水稲の水管理作業省力化や用水を供給する揚
水機場の維持費削減に向けて、スマホで操作可能な自動給
水栓の導入効果を検証したほか、本機器の通年設置に向け
て地元工業高校の協力により越冬用防護カバーの開発に取
り組みました。
結果、本機器導入により水管理の作業回数で約53％、作
業時間で約70％削減されたほか、防護カバーの越冬試験で
は十分な耐久性を確認したところであり、今後も多角的な
視点で、水管理の省力化モデル体系である「たきかわ版ほ
場水管理システム」の確立に取り組みます。

スマート水田実証プロジェクト（滝川市）

厚岸町は北海道を代表するカキ産地で、「カキえもん」と呼ば
れるカキの養殖を行っています。地元でカキ人工種苗生産を手掛
け、手つかずの湿原や森に囲まれた厚岸湖と厚岸湾を利用して、
生産者が丹精して育てています。この場所は、日本におけるカキ
養殖の北限域に当たるため、養殖方法も寒冷な気候に合わせた技
術の工夫が必要になります。
令和３年度は、厚岸独特の養殖環境下において粒揃いで良質の
カキえもんを効率よく生産するため、従来品と異なる形状をした
養殖篭を新たに導入して、育成法の改良に取り組みました。

カキ養殖篭実証試験事業
(養殖篭活用法の比較検討)（厚岸町）室蘭の観光拠点のひとつである道の駅「みたら室蘭」では、年間を通

して周辺の賑わいを創出することを目的に、夏は七夕飾り、秋はハロウィ
ン飾り、冬はクリスマス飾りやイルミネーション、２月には工場夜景の
日にちなんだパネル展を実施しました。
また、冬のイルミネーションでは、大学から借用した光のオブジェを
合わせて展示しました。
隣接する水族館では、通常は閉館している冬期間に「冬＆夜の水族館」
と題してイベントを開催し、市内外からたくさんの方が訪れ、大変賑わ
いました。新型コロナウイルス感染症がまん延している中でしたが、通
年を通して可能な範囲で賑わいを創出することができました。

道の駅「みたら室蘭」賑わい創出事業（室蘭市）

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントを安心し
て開催することが難しいことから、会場開催を見送り、インター
ネットを活用したオンライン開催としました。普段見ることが
できない伝統的な火文字点火セレモニーを臨場感あふれる映像
でライブ配信（YouTube）したほか、赤平市の観光や特産品
を全国へ紹介し、今後の観光誘客や地域振興につなげました。
動画の再生回数は13,000回を超え、市民はもとよりコロナ
禍で帰省できない方からも「故郷赤平を感じることができた」
などの喜びのコメントが多数寄せられました。

第50回あかびら火まつり開催事業（赤平市）
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性化と観光PRにつながりました。

松前藩屋敷30周年記念イベント事業（松前町）

滝川市では水稲の水管理作業省力化や用水を供給する揚
水機場の維持費削減に向けて、スマホで操作可能な自動給
水栓の導入効果を検証したほか、本機器の通年設置に向け
て地元工業高校の協力により越冬用防護カバーの開発に取
り組みました。
結果、本機器導入により水管理の作業回数で約53％、作
業時間で約70％削減されたほか、防護カバーの越冬試験で
は十分な耐久性を確認したところであり、今後も多角的な
視点で、水管理の省力化モデル体系である「たきかわ版ほ
場水管理システム」の確立に取り組みます。

スマート水田実証プロジェクト（滝川市）

厚岸町は北海道を代表するカキ産地で、「カキえもん」と呼ば
れるカキの養殖を行っています。地元でカキ人工種苗生産を手掛
け、手つかずの湿原や森に囲まれた厚岸湖と厚岸湾を利用して、
生産者が丹精して育てています。この場所は、日本におけるカキ
養殖の北限域に当たるため、養殖方法も寒冷な気候に合わせた技
術の工夫が必要になります。
令和３年度は、厚岸独特の養殖環境下において粒揃いで良質の
カキえもんを効率よく生産するため、従来品と異なる形状をした
養殖篭を新たに導入して、育成法の改良に取り組みました。

カキ養殖篭実証試験事業
(養殖篭活用法の比較検討)（厚岸町）室蘭の観光拠点のひとつである道の駅「みたら室蘭」では、年間を通

して周辺の賑わいを創出することを目的に、夏は七夕飾り、秋はハロウィ
ン飾り、冬はクリスマス飾りやイルミネーション、２月には工場夜景の
日にちなんだパネル展を実施しました。
また、冬のイルミネーションでは、大学から借用した光のオブジェを
合わせて展示しました。
隣接する水族館では、通常は閉館している冬期間に「冬＆夜の水族館」
と題してイベントを開催し、市内外からたくさんの方が訪れ、大変賑わ
いました。新型コロナウイルス感染症がまん延している中でしたが、通
年を通して可能な範囲で賑わいを創出することができました。

道の駅「みたら室蘭」賑わい創出事業（室蘭市）

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントを安心し
て開催することが難しいことから、会場開催を見送り、インター
ネットを活用したオンライン開催としました。普段見ることが
できない伝統的な火文字点火セレモニーを臨場感あふれる映像
でライブ配信（YouTube）したほか、赤平市の観光や特産品
を全国へ紹介し、今後の観光誘客や地域振興につなげました。
動画の再生回数は13,000回を超え、市民はもとよりコロナ
禍で帰省できない方からも「故郷赤平を感じることができた」
などの喜びのコメントが多数寄せられました。

第50回あかびら火まつり開催事業（赤平市）
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新市町村振興宝くじ市町村振興宝くじ

　インターネット専用の宝くじ「Quick One（クイックワン）」が令和４年４月１日から発売されて
います。この宝くじは「宝くじ公式サイト」限定での発売で、24時間いつでも購入することが可能です。
　サイト上でゲームに挑戦すると、すぐに当せん結果が分かります。１枚当たり300円、200円、
100円の３種類で、８月分と９月分の収益金が市町村振興分として配分されます。

詳細は「宝くじ公式サイト（https://www.takarakuji-official.jp/）をご覧ください。

令和4年度サマー＆ハロウィンジャンボ宝くじ！

発 売 期 間 発 売 期 間

（水）
21日

（金）
21日

インターネット限定の宝くじ

（火）
5日

（金）
5日

7月 8月

サマー
ジャンボ宝くじ 宝くじ

ハロウィン
ジャンボ

9月 10月

「クイックワン」新発売！


