
参考資料① 第２回 札幌市観光振興に係る新たな財源に関する調査検討会議

アクションプラン2019（案）観光関連事業 （単位：千円）
観光まちづくりプラン
重点施策 事業名 事業概要 計画事業費 計画事業費

(一財+市債)
都心における冬のアクティビティ
創出事業

北３条広場にスケートリンクを設置し、札幌ならではの新たな体験型コンテンツを
創出 90,000 90,000

スノーリゾート推進事業 都市型スノーリゾートシティとしてのブランド化に向けた推進計画を策定し、スキー
場等民間事業者の共同事業を支援 38,000 38,000

夜景・夜間観光推進強化事業 札幌の夜景都市としてのブランドを広く展開し、夜間観光コンテンツの充実を図るこ
とで、更なる魅力の創出及び発信 44,000 44,000

アドベンチャーツーリズム推進事
業

外国人観光客の増加を目指し、欧米を中心に人気が高いアクティビティ・自然・異
文化の体験型観光であるアドベンチャーツーリズムを推進 13,000 13,000

定山渓集客交流拠点整備事
業

定山渓への集客と周遊促進を図るため、情報と交通の結節点となる集客交流拠
点施設を整備 10,000 10,000

定山渓地区魅力アップ事業 周遊促進や賑わいづくりのためのソフト・ハード事業、老朽施設の改修、国内外へ
の積極的なPR等を実施 214,000 214,000

観光資源発掘・魅力創出事業 夜間観光、食、体験型観光といった誘客テーマに対し、新たな観光資源の創出、
発信を行う事業を支援 46,000 36,000

みんなの商店街集客力アップ事
業

商店街の魅力を高めるため、地元住民や市内外からの来街者増加に資する新た
な取組を支援 43,000 43,000

外需獲得・海外展開支援事業 土産品等によるインバウンド需要の取り込みや環境産業、高齢産業等の海外展
開を支援 74,000 54,600

アイヌ伝統文化振興事業 アイヌ民族の伝統的な生活様式や文化の紹介などアイヌ伝統文化の保存・継
承・振興を図る。 371,000 90,283

アイヌ関係施設リフレッシュ事業 老朽化したアイヌ文化交流センターの屋内外展示物等について、計画的に更新・
改修を進める。 136,000 26,961

大倉山・オリンピックミュージアム
魅力アップ事業

大倉山ジャンプ競技場及びミュージアムを活用し、オリンピック・パラリンピック招致機
運の醸成を図る。 16,000 15,600

札幌ドーム活用促進事業 多目的施設としての能力、可能性を最大限に発揮させるための機能拡充により、
ドームの活用を促進 1,513,000 1,509,000

藤野野外スポーツ交流施設リ
ニューアル事業

藤野野外スポーツ交流施設において、老朽化が進んでいるリフトの更新を行い、
市民が身近にスポーツを楽しめる環境を整備 185,000 165,000

景観計画推進事業 札幌らしい個性的で魅力的な景観の形成を効果的に推進するため、札幌市景
観計画に基づく取組を実施、検証、見直し 80,000 80,000

地域街並みづくり推進事業 地域特性に応じた魅力的な景観づくりを推進するため、景観まちづくりの取組を展
開 22,000 22,000

サッポロさとらんど機能アップ事業 老朽化した設備の更新等を通じて施設の機能を強化し、魅力の向上、来場者数
の増につなげる。 186,000 186,000

札幌芸術の森魅力向上事業 芸術の森野外美術館の作品リニューアル計画策定及び施設環境整備により、魅
力向上及び訪日外国人観光客の利便性向上を図る。 9,000 9,000

文化財施設等保全事業 文化部所有の文化財施設及び郷土資料館の保全計画に基づく改修工事及び
文化財施設の耐震化工事を実施 119,000 119,000

国際芸術祭事業 多様な芸術表現に触れる機会を創出し、札幌・北海道の魅力を国内外に発信
するため、3回目となる国際芸術祭を2020年度冬季に開催 721,000 523,000

歴史文化のまちづくり推進事業 札幌市文化財保存活用地域計画に基づき、文化財の調査・活用等の取組を推
進 25,000 16,300

サッポロ・シティ・ジャズ事業 市民のジャズ鑑賞機会の提供及び観光資源としての魅力向上を図る。 36,000 36,000

（仮称）札幌博物館整備推
進事業

（仮称）札幌博物館基本計画、展示・事業基本計画に基づき、整備に向けた
検討を進める。 46,000 46,000

パシフィック・ミュージック・フェスティ
バル事業

クラシック音楽の普及と発展に寄与するとともに、世界的に優れた音楽に触れる機
会を市民に提供し、文化芸術を振興 1,093,000 701,992

ホッキョクグマ保全推進事業 ホッキョクグマの種の保存への貢献及び来園者への環境教育機能の拡充を図る。 30,000 30,000

類人猿館改築事業 類人猿館を改築し、動物福祉への配慮、種の保存への貢献及び来園者への環
境教育機能の拡充を図る。 1,216,000 1,216,000

観光コンテンツの充実
と魅力アップ
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園内施設維持管理事業 改修が必要と判断された獣舎等施設について、飼育環境における安全安心にも
配慮した修繕を行う。 173,000 173,000

アジアゾウ飼育技術向上・繁殖
推進事業

ゾウの健康管理及び飼育職員の安全確保のため、海外のゾウ専門家による職員
への技術研修を実施 31,000 31,000

ふれあい緑花推進事業 市民や観光客が訪れる都心部、地域の歩道等を対象とした緑化の取組など、緑
豊かな景観づくりを進める。 346,000 346,000

6,926,000 5,884,736

さっぽろ雪まつり事業 雪まつりの魅力アップと更なる集客増を図るため、実行委員会に対する補助やプロ
ジェクションマッピング等を行う。 1,683,000 1,683,000

観光イベントにおけるインバウンド
対応強化事業

インバウンドの満足度向上及び来札意欲喚起のため、観光イベントにおける多言
語対応強化等に取り組む 19,000 19,000

さっぽろホワイトイルミネーション
事業

さっぽろホワイトイルミネーション、ミュンヘン・クリスマス市の実行委員会に負担金を
支出し、夜観光の魅力向上 448,000 448,000

さっぽろオータムフェスト事業 オータムフェストの実行委員会に負担金を支出し、秋季の観光客増加を目指すと
ともに、道内各市町村の魅力発信 132,000 132,000

NoMaps支援事業 創業支援や新産業の創造、札幌・北海道への投資促進のためNoMapsの開催
を支援 110,000 110,000

2,392,000 2,392,000

受入環境整備事業 都心部案内サインの管理、観光バス駐待機場の運営・利用促進、無料Ｗｉ-Ｆ
ｉ空間の整備・運用等 186,000 131,964

富裕層受入環境整備事業 市内宿泊施設に対する富裕層向け施設整備等の支援及び富裕層向けホテルの
誘致に向けたニーズ把握やインセンティブ制度等の調査 560,000 560,000

総合案内板設置・運営事業 観光客の安心した市内周遊を促すため、市内各所に非常用電源を備えたデジタ
ルサイネージによる観光案内板を設置・運営 95,000 95,000

市内周遊交通推進事業 都心と郊外観光施設等を結ぶ周遊バスの運行やICTを活用した乗合交通の実
証実験により、観光客のニーズ把握や利便性向上を図る。 61,000 46,000

観光人材確保・育成推進事業
学生・留学生の観光業への就業を促進するための情報発信や、観光業従事者
向けの定着支援研修、日本文化・慣習等の研修、企業の生産性向上支援を実
施

18,000 18,000

観光情報発信事業 観光情報サイト「ようこそさっぽろ」及び各種SNS、札幌市公式アプリ「さっぽろいん
ふぉ」等を活用した複合的情報発信 136,000 136,000

観光案内所運営事業 札幌に滞在・周遊する観光客に情報を提供するため、各観光案内所の運営や、
ICTの活用も含めた案内機能の拡充 257,000 205,000

おもてなし推進事業 市民・事業者向けのおもてなし意識啓発や、外国人旅行者に対応可能な人材
の育成支援など 113,000 113,000

キャッシュレス推進事業 外国人観光客の受入環境向上等のため、キャッシュレス決済の導入を支援する
補助制度を新設 104,000 104,000

ICTを活用した観光マーケティン
グ推進事業

観光客の動態データを的確に把握し、官民協同で活用できる環境づくりを進め
る。 131,000 97,000

宿泊施設非常用自家発電設
備整備補助事業

協定締結により「民間一時滞在施設」となる宿泊施設が実施する非常用自家発
電設備の整備に対する補助 425,000 425,000

地下鉄南北線さっぽろ駅改良
事業

乗客の移動円滑化と駅の混雑緩和を実現するため新たなホームを増設するととも
に、エスカレーターやエレベーターの整備を実施 1,300,000 693,330

訪日外国人旅行者等受入環
境整備事業

訪日外国人旅行者の利便性向上や利用促進に向け、地下鉄駅における案内
標識・券売機等の多言語化、無料Wi-Fi整備、トイレ洋式化等を進める。 5,050,000 2,499,630

札幌市ICT活用戦略推進事業 札幌市ICT活用プラットフォーム等のデータを利活用することで、行政におけるEBPMの推進や経済活動の活性化等に寄与 154,000 154,000

中島公園駅周辺地区まちづくり
推進事業 新MICE施設の立地決定を契機に、地区の地域資源を活かしたまちづくりを推進 2,530,000 1,270,000

バスターミナル施設バリアフリー化
等整備推進事業

将来のバスターミナルの在り方や方向性を踏まえたバリアフリー整備や改築等を実
施 152,000 152,000

地下施設のバリアフリー化整備
事業

地下鉄利用者の利便性向上等のため、都心部における地下施設の更なるバリア
フリー化を図る。 714,000 612,000

イベントの魅力アップ

小計

観光コンテンツの充実
と魅力アップ

小計

受入環境の充実及び
強化
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JR駅バリアフリー化補助事業 ＪＲ北海道が行う鉄道駅のバリアフリー化工事に対して補助を行う。 130,000 130,000

創成川通機能強化検討調査
事業

都心と高速道路を結ぶ創成川通（国道５号）の機能強化を円滑に進めるた
め、必要な検討を行う。 16,000 16,000

丘珠空港利用促進事業 丘珠空港が持つビジネスや観光、防災、医療等を支える機能を市の活力向上に
生かすため、路線誘致や利用促進等を図る。 726,000 726,000

北海道新幹線推進事業 北海道新幹線札幌開業の早期実現に向けた協議・調整、情報提供等を実施 57,000 57,000

路面電車活用推進事業 延伸検討、車両や停留場のバリアフリー化、利用者増に対応した施設整備など路
面電車のまちづくりへの活用を進める。 5,027,000 2,729,600

公共交通ネットワーク確保対策
事業

乗合バスの路線維持に係る補助、デマンドバスの導入検討、公共交通の利用意
識醸成等を実施 2,955,000 2,955,000

公共交通次世代連携対策事
業

ICTを活用した交通モード間の連携に向け、SAPICAの利便性向上を図るととも
に、新たな交通手段・サービスについて調査・検討を行う。 66,000 66,000

地域公共交通利用環境改善
事業

ノンステップバスやユニバーサルデザインタクシー導入への補助等、公共交通の利便
性向上 209,000 209,000

バスロケーションシステム導入支
援事業

バスロケーションシステムの導入を促進し、バスの運行情報をリアルタイムで提供す
ることによる利便性向上 105,000 105,000

札幌駅前通地下歩行空間非
常用電源整備事業

災害時の外国人観光客を含む帰宅困難者に対応するため、非常用電源を地下
歩行空間に整備し、一時滞在施設としての機能を確保 800,000 800,000

公園ユニバーサル化推進事業 国内外からの多くの観光客に対応するため、観光地である主要公園でトイレのユ
ニバーサルデザイン化を進める。 169,000 169,000

22,246,000 15,274,524

広域連携による観光振興事業 幅広いニーズに応じた観光客誘致を進めるため、連携中枢都市圏や道内他市町
村と連携した北海道・札幌の魅力の一体的な発信や周遊促進の取組を展開 91,000 91,000

国際観光誘致事業 様々な海外市場や富裕層をターゲットとし、現地旅行会社やメディア、海外情報
拠点機能を活用したプロモーションを実施 445,000 401,895

国内観光振興事業 国内観光客に対し、メディア等を活用した観光情報の発信やプロモーション等を、
民間事業者等とも連携して実施 132,000 118,000

シティプロモート推進事業 「魅力都市さっぽろシティプロモート戦略」に基づき、統一的な都市イメージの発信
に取り組む。 40,000 40,000

冬季オリンピック・パラリンピック招
致事業

冬季オリンピック・パラリンピックの招致を目指し、機運醸成の取組や招致活動を行
う。 1,003,000 1,003,000

都心部クロスカントリースキー大
会実証実験事業

札幌ならではの冬のにぎわいを創出するため、都心部におけるクロスカントリース
キー競技大会の実証実験を実施 53,000 53,000

東京2020オリンピック・パラリン
ピック開催事業 東京2020大会サッカー競技の開催を通して、世界に対し札幌の魅力を広く発信 590,000 47,446

東京2020大会における首都圏
での札幌魅力発信事業

東京2020大会に合わせて、首都圏を訪れる多くの観光客に対して、北海道・札
幌への来客につなげるための情報発信を行う。 10,000 10,000

1972年札幌オリンピック50周
年記念事業

50年目の節目を迎えるにあたり、記念事業等を実施し、オリンピック・パラリンピック
招致の機運醸成を図る。 10,000 10,000

国際スポーツ大会等誘致促進
事業

オリンピック・パラリンピック招致に向け、ウインタースポーツ競技を中心に国際大会
等を誘致 40,000 40,000

プロスポネットSAPPORO連携
事業

札幌に本拠地を置くプロスポーツチームと連携して、スポーツを通じたまちづくりに取
り組む。 11,000 10,500

地域スポーツコミッション事業 スポーツイベントの誘致等を戦略的に行うスポーツコミッションの運営費を補助し、ス
ポーツツーリズムを推進 152,000 152,000

首都圏シティプロモート推進事
業

情報発信やイベントを通じて、首都圏における支援者・支援企業を掘り起こし、つ
ながりを強化することで、札幌への誘客を促進 51,000 51,000

2,628,000 2,027,841

誘致活動の推進

小計

小計

受入環境の充実及び
強化
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札幌MICE総合戦略（2020
～2029）の策定

MICE誘致推進やMICE開催を通した産業・研究の活性化等の実現に向け「札
幌MICE総合戦略」を改定 15,000 15,000

コンベンションビューロー運営費
補助事業 誘致活動の中核を担う札幌国際プラザコンベンションビューローの運営補助 315,000 315,000

MICE推進事業の拡充 主催者への助成制度の活用など、ＭＩＣＥ誘致活動を実施 343,000 343,000

新ＭＩＣＥ施設整備事業 大規模な国際会議等を積極的に誘致するため、新たなＭＩＣＥ施設を整備
し、その運営手法を検討 8,439,000 8,159,000

MICE施設整備に伴う中島公
園駅バリアフリー等改良事業

新ＭＩＣＥ施設への利便性向上のため、地下鉄中島公園駅のバリアフリー経路
の充実を図る。 7,000 7,000

9,119,000 8,839,000

43,311,000 34,418,101合計

ＭＩＣＥ誘致の推進

小計
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