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は じ め に 

 

 株式会社日本政策投資銀行（ＤＢＪ）は、「金融力で未来をデザイン

します」との企業理念を定め、これまで築いてきたお客様との信頼関係

を大切にしながら、中立性やパブリックマインド、他の金融機関

と の パ ー ト ナ ー シ ッ プ 等 を 重 視 し つ つ 、 「投融資一体型の金融  

サービス」の提供を通じてお客様の課題解決に取り組んでまいりました。 

また、本年 6 月には、「株式会社日本政策投資銀行法の一部

を改正する法律」の成立を受けて、地域経済の活性化や企業の

競争力強化等に資する事業を対象に成長性資金を供給する「特

定投資業務」を開始したところであり、今後も良質なリスクマ

ネ ー と ナ レ ッ ジ の 提 供 を 通 じ て 経 済 の 成 長 に 貢 献 し て ま い り

たいと考えております。  

北海道支店では、昭和 27 年の拠点開設以来、地元企業をは

じめとした多くの関係者の皆様に支えられながら 60 年余に亘

って業務を行ってまいりました。  

この「北海道ハンドブック」は、北海道の産業・経済に関する統計、

主要プロジェクトの概要等を収録したもので、平成元年度の発行以来、

多くの皆様にご利用いただいております。記載項目、内容につきまして

は毎年見直しを行っておりますが、皆さまのご指導、ご教示をいただき

ながら、一層の充実を図ってまいりたいと考えております。当冊子が  

皆様の業務に、また地域を理解する一助となれば幸いです。 

 末筆ながら、刊行に当たってご協力いただきました関係各機関の方々 

に厚く御礼申し上げます。                                         

 

 平成 27 年 12 月 

               株式会社日本政策投資銀行 

                                  北海道支店長   松嶋 一重  



はじめに
北海道市町村区域図
北海道地域の歴史

Ⅰ．北海道の主要データ

 １．地域の特徴
　 (1)　自然　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
　 (2)　人口　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
　 (3)　経済・社会　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

 ２．主要経済指標
　 (1)　総括表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
　（2） 日銀短観　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
  （3） 鉱工業生産指数　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
  （4） 個人消費　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
  （5） 公共投資　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
  （6） 建設　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
  （7） 労働　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
  （8） 道内企業倒産件数・負債総額　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

 ３．北海道の財政状況　
 　(1)　会計別当初予算額の推移　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
  （2） 一般会計歳入・歳出予算内訳　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
  （3） 過去１０年間の主な経費の推移　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
  （4） 主な財政指標　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

 ４．金融　
 　(1)　預金残高　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
  （2） 貸出金残高　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
  （3） 道内２行一覧　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
  （4） 道内３信金の状況　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

 ５．主要機関　
  （1） 中央官庁出先機関等　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
 　(2)　経済団体　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

 ６．北海道地域設備投資計画調査
 　(1)  2014・2015年度　調査結果の概要　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
　（2） 北海道及び全国の対前年度増減率の長期推移　・・・・・・・・・・・・ 22
  （3） 北海道の設備投資水準　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

 ７．産業　
   (1)  北海道の主要工場　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
   (2)  主な製造業の動向　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
   (3)  道内企業売上高ランキング　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
   (4)  道内大型店舗売上高ランキング　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
   (5)  道内上場企業一覧　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
   (6)  通信・情報　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
   (7)  農業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

 ８．観光
   (1)  世界遺産・北海道遺産　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
   (2)  来道者数　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
   (3)  道内主要観光地の入場者数　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
   (4)  ホテル・旅館客室数　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
   (5)  観光入込客数の推移　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
   (6)  観光宿泊客数の推移　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
   (7)  平成２６年度　圏域別観光入込客数　・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
   (8)  平成２６年度　圏域別月別観光入込客数　・・・・・・・・・・・・・・ 43
   (9)  主な観光地における宿泊客数の推移　・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
  (10)  観光宿泊客数ベスト２０市町村　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
  (11)  平成２６年度外国人宿泊客数ベスト１０市町村　・・・・・・・・・・・ 45
  (12)  外国人宿泊客数の推移　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
  (13)  外国人観光客の国・地域別観光消費額単価　・・・・・・・・・・・・・ 46

目　　 　　　 次



  ９．インフラ
    (1)  空港・航空　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
 　 (2)  港湾　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
    (3)  鉄道　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
    (4)  北海道新幹線　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
　  (5)  札幌市営交通　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
    (6)  高規格幹線道路　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
    (7)  電力　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
    (8)  都市ガス　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
    (9)  工場立地動向　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
   (10)  主要工業団地　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58
　 (11)  技術・研究　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59

１０．エネルギー
 　 (1)　電源別発電電力量  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63
 　 (2)　道内風力発電所の推移　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63
  　(3)　メガソーラー着工・稼働状況一覧　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
  　(4)　風力発電の主な導入事例　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65

１１．国際交流
 　 (1)　貿易額の推移　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67
 　 (2)　北海道の品目別輸出入額　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
 　 (3)　地域別日本人出国者数　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
   （4） 都市別国際会議開催件数の推移　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
   （5） 道内企業の海外進出先　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69
   （6） 外資系企業の地域別分布　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74
   （7） 主要外資系企業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74
   （8） 在道外国公館等　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74
   （9） 北海道の姉妹友好提携等　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74
  （10） 市町村の姉妹友好提携　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75

Ⅱ．主要プロジェクト
  １．主要開発整備計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77
  ２．総合特別区域制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79
  ３．北海道創生総合戦略 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81
  ４．食クラスター 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83
  ５．構造改革特別区域計画　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85
  ６．地域再生計画　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86
  ７．中心市街地活性化基本計画 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88
  ８．札幌市の市街地再開発事業等 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89
  ９．北海道のＰＦＩ事例 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91

Ⅲ．市町村別データ
  １．道内主要都市の概要　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 93
  ２．道内全市町村データ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97

株式会社日本政策投資銀行のご案内 117


	北海道ハンドブック_平成28年版_表紙
	平成28年版　北海道ハンドブック（回議用）
	平成28年版　北海道ハンドブック
	2016北海道ハンドブック
	バインダー1
	3◇目次



	16◇はじめに 




