
　市内に住む外国人技能実習生に対し、多様性に富んだ日本文

化を体験してもらうことにより、本市での生活の質が向上し、

魅力を伝えることで、今後の継続的な技能実習生確保につなげ

ていき、外国人に選ばれるまちを目的とする。

　参加者のニーズを把握し、講座内容を精査していく必要があ

る。

特徴 日本文化を体験し、生活の質向上を目指す。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　市内文化団体に委託し、日本文化体験を実施。1回限りの体

験である短期講座と、数カ月継続して行う長期講座を設けた。

【短期講座】

・日本食調理（おにぎり、豚汁、かつ丼）

・和菓子調理（さくらもち）

・アレンジフラワー作成

・写真撮影講座

【長期講座】

・クラシックギター演奏

　通訳の人数が少なく、全講座に常駐させることが難しいた

め、内容を翻訳したハンドブックを作成。

【短期講座】

・日本食調理…2回、37名

・和菓子調理…1回、20名

・アレンジフラワー作成…1回、6名

・写真撮影講座…1回、12名

　計75人

【長期講座】

・クラシックギター演奏…4回、

　のべ8名

実施主体

(所在市町村)
紋別市国際交流サロン運営委員会（紋別市）

事業名 日本文化体験事業

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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実施主体

(所在市町村)
森町教育委員会

事業名 国際交流のつどい事業

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　「国際交流のつどい」とは1979年に16名の留学生が七飯町の

農家に2週間ホームステイをし、日本の農業や文化を学んだこ

とがきっかけとなり、1997年から一般財団法人北海道国際交流

センターが実施しているホームステイプログラムである。

　本町でも、家庭交流、学校交流、地域交流を行い、他国の文

化や様子、習慣などを学ぶために、この取り組みを開催してい

る。

　令和２年度及び令和３年度については、新型コロナウイルス

感染症の影響により事業は中止となった。

　令和４年度以降の実施については未定となっている。

特徴
北海道国際交流センターが主催する「国際交流のつどい」を本町で開催し、

ホームステイを中心とした交流の機会を通じ、国際理解や他国の文化や習慣を学ぶ機会とする。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

【期日】8月24日～9月1日(8泊9日)

【留学生】2名

【ホストファミリー】2家族

【内容】

　在日留学生を受け入れるホストファミリーを募り、９日間の

交流を行う。交流内容は学校交流や日本文化体験などの交流で

ある。

【交流行事内容】

　まき割り・そば打ち体験、書道体験、剣道体験、茶道体験、

勾玉作り体験、雅楽演奏会鑑賞、幼稚園・学校交流

・町内の児童生徒や園児と国際交流を行う事ができた。

・地域交流等で多くの町民と交流ができた。

・日本の伝統文化及び地域文化を体験させることができた。

そば打ち体験の様子 学校訪問の様子
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　市内に住む外国人技能実習生の人数は年々増加している。

もっと本市を知ってもらい、本市の魅力を本国に伝えてもら

う。

　社会科見学は、本市の産業などを見てもらい、写真展では参

加者（技能実習生）の視点から見た本市の魅力を撮影してもら

う。

　今後の課題は、本市での日常生活が、安全で安心に送れるよ

う、消防、警察、海上保安部など、行政間の連携をさらに深め

て、見学内容を設定する。

特徴 市内の施設見学や市内の写真を撮ることで、本市の様々な魅力を伝える。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　技能実習生が本市の魅力を知るため、次の事業を実施。

【社会科見学】

　博物館や市内の観光産業施設を見学し、市内観光産業につい

て知ってもらう。

　また、消防による119番通報やAEDの使用法を学ぶことで、

緊急時の対応について学んだ。

【写真展】

　市内の写真を技能実習生に撮影してもらい、それを展示。

【社会科見学】参加人数…64名

　博物館、観光産業施設、消防での119番通報のかけ方やAED

の使い方に多くの関心を持っていた。

【写真展】参加人数…70名

　展示期間中、市民から投票（投票数1,608名）してもらい、

上位5位を選抜した。

　市内の産業施設を見学し、本市を知ってもらい、さらに市内

の写真を撮影してもらうことで、本市の魅力を伝えた。

実施主体

(所在市町村)
紋別市国際交流サロン運営委員会（紋別市）

事業名 外国人技能実習生市内見学事業

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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業界や企業等における
受入環境づくりを
支援する

　本章では、業界や企業等において外国人材の受入れが適切に進め

られるよう、行政や業界団体等の連携体制の構築、外国人材の就業

支援、適正な雇用管理・就業環境の周知などの取組を紹介します。





1）介護人材の確保

　　①介護職員の不足

　　　　2025年時点で、全国でおよそ33万人

　　②全産業的に人手不足感

　　③在留資格「介護」の創設

　　　　外国人の介護福祉士養成施設受入環境の整備急務

　

2）外国人介護人材の受入れ

　　①EPA経済連携協定に基づく受入れ

　　　　介護福祉士の就労範囲の拡大（平成29年4月～）

　　②介護資格を取得した留学生への在留資格【介護】付与

（平成29年9月～）

　　③技能実習制度への介護職種の追加（平成29年11月～）

今後は、学生の一定数確保と就職後の勤務地の定着についてが

課題となっている。

令和２年度については、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り外国人介護人材の受け入れが難しく、会員施設が希望する人

数を確保できなかったが、2年間東川町で日本文化や生活習慣

も含めて、しっかりと介護福祉士としての意識を醸成し、会員

施設で定着できるよう支援していきたい。

特徴 市町村・学校・介護福祉施設の連携による介護人材の確保。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

外国人介護福祉人材育成支援協議会（Ｈ３０年１２月設立）

正会員：東川町、鷹栖町、幌加内町、浜頓別町、愛別町、滝上

町、枝幸町、美瑛町、南富良野町、豊富町、湧別町、幌延町、

中川町、礼文町、木古内町、紋別市、島牧村、中頓別町、津別

町、黒松内町、富良野市、㈻北工学園旭川福祉専門学校、２１

市町村内の４５介護福祉施設）

賛助会員：１３市町２４施設

・奨学金：留学生１人当たり年間約２５０万円。

（８割は、特別交付税措置）

・支給期間：２年間

・条件：卒業後５年間、協議会加盟施設で勤務すれば返済免除

・令和３年３月に、給付対象学生２０名が卒業し、全道の会員

介護施設に就職

・東川町だけではなく道内の自治体で協議会を構成し、自治体

が奨学金を給付ことで、人材確保が喫緊の課題となっている介

護人材の育成を図る。

・各地域の自治体と介護施設が一体となって協議会へ加盟する

ことで、官民連携の人材育成の取り組みとなっている。

実施主体

(所在市町村)
外国人介護福祉人材育成支援協議会（東川町ほか）

事業名 東川町立東川日本語学校外国人介護福祉人材育成支援事業

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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　恵庭市内の在住外国人数は、2016年頃まで約240名（全人口

の0.3％）で推移していたが、2016年以降増加傾向にあり、現

在は約500名（全人口の0.7％）となり、倍増した。

　国籍別にみると2016年まで在住外国人の60％近くを占めてい

た中国、韓国・朝鮮籍といった漢字圏の国籍が占めていたが、

2016年以降、フィリピン、ベトナム、ネパールなど東南アジア

系の国籍が増えてきている。在留資格別では、技能実習生等の

外国人材が急増。

　受け入れている団体や町内会へのヒアリングから、大きなト

ラブルや問題は発生していないものの、外国人と地域住民との

交流が少ないことや日本語習得に関する課題があることが見え

てきたことから、それらの課題解決に向けての検討体制を整え

ることにより、地域全体で多文化共生のまちづくりを推進して

いくことを目的とした。

　多文化共生のまちづくり連絡協議会設置に伴い課題として見

えてきた「地域住民との交流機会」の創出と「日本語習得支

援」の体制ができることで、在住外国人が、より暮らしやすい

環境が整い、地域活性化の貴重な人材となると期待される。

　また、多文化共生のまちづくりを担う地域人材の育成を推進

し、現在、行政が先導的機能を果たしているが、将来的には、

地域住民、民間団体、企業や大学等高等教育機関などによる民

間主導型を目指していく。

特徴

　地域全体で多文化共生のまちづくりに取り組むことを目指し、技能実習生を受け入れている企業等だけではな

く、留学生を受け入れている大学や日本語学校の教育関係者、在住外国人の多い町内会やボランティア関係者、商

工会議所や行政関係者も含めた連絡協議会を設立。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　恵庭市内に在住する外国人と接点のある関係者を一堂に会して、

情報共有や意見交換の場として恵庭市多文化共生のまちづくり連絡

協議会を設立。

【協議会の設立】

　日時：令和元年12月

【議題や情報交換内容】

　◆令和元年度

　・ベトナム労働・傷病兵・社会省 海外労働管理局副部長に

　　よるベトナムにおける海外への人材派遣の現状について

　・コーディネーターによる、日本における外国人の在留資格

   　 や技能実習制度、送出国の状況、入管法についての基礎

　　セミナー

  ・北海道警察札幌方面千歳警察署の職員による、外国人が

　　巻き込まれやすい事故・犯罪等についての情報提供

  ・アイスブレイクによりお互いをよりよく知るためのグルー

　　プワークを実施

　◆令和２年度

　・新型コロナウィルス感染拡大における在住外国人への影響

　　について

　多文化共生のまちづくり連絡協議会設置にあたっては、技能実習

生を受け入れている事業者（食品製造業、農業、建設業）や留学生

を受け入れている大学と日本語学校といった直接在住外国人と接点

のある受入れ団体のほか、在住外国人が多く住む地域の町内会、交

流イベント等を実施しているボランティア関係者、農協や商工会議

所、行政関係者など間接的に在住外国人との接点のある団体にも声

をかけ、参加を依頼。

　地域全体で、多文化共生のまちづくりに取り組み、お互いに顔の

見える関係を目指した。

　協議会の設置時に、普段はほとんど接点のない関係者同士が顔を

合わせるだけで打ち解けていくというのは、なかなか時間がかかる

という実感があったことから、第２回目の情報・意見交換の時に

は、アイスブレイク「他己紹介」を使い、グループ内で意見交換を

しやすい雰囲気を作るように実施。

　令和２年度は、新型コロナウィルス感染症の影響から書面開催と

なったが、それぞれの立場からの意見が提出され、情報交換の場と

することができた。

実施主体

(所在市町村)
恵庭市

事業名 在住外国人受入支援事業

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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　国内企業のグローバル化の促進にあたり、外国人労働者は必

要不可欠となっている中で、東川町日本語学校の卒業生は母国

語だけではなく、日本語での会話が可能なことから企業からの

需要は高い。しかし、これまで留学生が卒業した際、国内での

就職を希望せずに自国へ帰国するケースが多く見られた。本事

業を通じて、外国人留学生の国内企業への就職支援を行い、国

内企業の人員不足解消へと繋げることを目的としている。

　企業説明会に招へい出来ている企業数は少ない状態であるこ

とから、本事業の取組を広く周知することで参加頂ける企業数

を増加し、留学生の国内就職の選択肢を増やしていくことが今

後の展望となっている。

　令和２年度については、新型コロナウイルス感染症の影響に

より留学生企業説明会の開催は中止となったが、令和３年度

（以降）については、感染防止対策を講じた上で、感染状況を

踏まえて時期を見て開催予定。

特徴
町内における留学生卒業時の出口構築の取組として、町内企業や個別企業の担当者を本町に招聘し、

企業説明会を実施することで外国人留学生の就職支援を行う。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　東川町日本語学校に在籍する外国人留学生の卒業時の出口構

築の取組として町内企業や個別企業の担当者を本町に招聘し、

企業説明会を開催した。

　本事業は本町と町内企業や個別企業との信頼関係により成り

立つことから、企業側が求める人材像とのマッチングしている

ことが鍵となる。必要に応じて企業説明会だけではなく、事前

に個別企業についての調査や見学会への参加等を留学生に推奨

することで双方にとって有意義な場としている。

実施主体

(所在市町村)
東川町

事業名 留学生企業説明会

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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　（独）日本学生支援機構の調査によると、令和元年度におけ

る大学（大学院を含む）を修了した外国人留学生の日本への就

職率は37％にとどまっている。

　また、留学生をはじめとする日本で就職したい外国人が困っ

ていることとして、外国人向けの求人情報が少ないこと、日本

独自の雇用慣行や就職活動への知識が無いことなどが挙げられ

ている。

　そのため、ものづくり・ＩＴ・食・観光関連企業における海

外進出や外国人顧客対応等新たな事業展開、企業の人手不足解

消に向け、道内企業と外国人材のマッチングの機会を創出する

ことを目的とする。

　本道では人口減少等により人手不足の深刻化が見込まれてお

り、人手不足の解消のみならず、事業のグローバル化に伴い外

国人に活躍を期待する企業は、益々増えていくものと思われ

る。

　そうした中、本事業は、北海道内の外国人と北海道の企業の

相互理解を促進し、良質で安定的な外国人材雇用や定着に繋げ

るものであり、事業を通じて、3名の内定者（正社員）が決

まったことは大きな成果である。

　今後もより多くの企業と外国人に対し、就労ビザや採用・就

職活動方法についての啓発活動を行い、双方の交流機会を増や

すことが必要であることから、本事業の継続した実施が望まれ

る。

特徴
道内企業への外国人材の就職を促進するため、外国人材の採用事例セミナーの開催や

留学生等外国人材を対象とした企業見学会、企業担当者との交流会を開催。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　留学生をはじめとする外国人材の採用事例の普及、外国人材

と道内企業相互の理解、外国人材の就職を促進する３事業を実

施した。

①外国人材採用事例普及事業

（事例集作成及びセミナーの開催）

②企業見学ツアー

③外国人材と企業の交流会

・外国人材採用事例普及セミナーでは、在留資格に関する説明

だけではなく、事前に作成した道内企業の外国人材採用事例集

を活用し、実際に採用した企業の体験談や採用後の活用手法な

どを普及することで、外国人材の採用・活用のイメージが湧き

やすいよう工夫した。

・新型コロナウイルス感染症の影響で、一部事業をオンライン

で実施することになったが、遠方の留学生も参加でき、道内企

業を知ってもらうきっかけにつながった。

・セミナー参加企業数は、51社67名。

・交流会参加者（外国人材）は34名、参加企業は8社10名。

・企業見学ツアー参加者（外国人材）は57名。

・交流会後、参加者（企業）にアンケートを実施したところ、

回答のあった全ての企業から「今後も良い人材がいれば採用し

ていく」との回答があった。

・本事業に参加した企業及び外国人材のうち、２月末時点まで

に3名の内定者（正社員）を出した。

実施主体

(所在市町村)
北海道

事業名 外国人材の雇用促進

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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　東川町は、海外との姉妹都市交流・フォトフェスタ・国際交

流写真フェスティバルなど多くの国際交流事業を実施してお

り、2015年町立東川日本語学校の開校により、多くの外国人が

暮らす町となった。

　外国人も安心して暮らせる町を目指し2019年4月より多文化

共生室を設置。外国人の生活や就職支援等の相談・サポートを

行っている。

　「世代・性別・国籍・民族」などの異なる人々が対等な関係

を築こうとしながら、同じ東川町民としてお互いを尊重し合い

共に生きていく町づくりを目的としている。

　外国人材を採用する際に必要な在留資格や手続き等の知識・

法律等の最新情報を知る機会、外国人材を採用している企業同

士の交流の必要性などが課題。

　今後も企業側のニーズに合わせたセミナーやネットワークの

構築を推進する予定。

特徴 外国人を雇用する際に必要な知識と受入れ態勢づくりのポイントを学ぶセミナー。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　外国人を採用するために

・まず何をしたらいいのか分からない

・知識がないので具体的に教えて欲しい

・将来の基幹人材を育成したい

・人材不足を解消したい

等、誰に何を相談して良いか分からないレベルから参加のでき

るセミナーを開催。

　セミナーは、対面からオンライン・動画配信へ内容を変更

し、講師が一方的に話をするだけでなく、東川在住の外国人留

学生や国際交流員にも参加を依頼した。

　外国人留学生の参加は、日本語レベルの高さを知る機会とな

り、国際交流員の参加は、日本人と働く際に困っていることな

どを直接聞くことができたため、受入れ体制の検討材料となっ

た。企業側は、外国人材のレベルの高さやコンテクスト（共通

の概念）が違うからこそ、相手に正確に伝える能力を身につけ

る必要性を学んだ。

実施主体

(所在市町村)
東川町

事業名 企業向け外国人材採用セミナー

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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　北海道労働局の発表によると令和２年10月末の外国人労働者

は2万５千人を超え、外国人雇用状況の届出が義務化されて以

降、過去最高を更新した。平成31年4月には在留資格「特定技

能」が新設され、外国人労働者を採用できる範囲が拡大するな

ど、外国人労働者を取り巻く環境は大きく変化している。

　一方で北海道は依然として様々な業種において人材不足が深

刻化しており、外国人の採用を希望する事業者は増えている。

本事業はそういった事業者が、円滑に外国人材を確保できるよ

う支援することを目的とする。

　多くの企業は外国人採用への

関心は高いが今年は新型ウイル

スの影響により、入国が未定・

延期となり採用活動に影響が出

ている企業もあり、採用活動は

活発ではないことがわかった。

　一方で、本セミナー・相談会

への参加を契機に外国人の採用

を検討したり、専門事業者に依

頼したりと活動に進歩がみられる企業もあることから、本事業

が参加企業の外国人採用に関する判断の参考になったものと考

えられる。（前述21％）

　今後も人口減少等により人手不足の深刻化が見込まれる本道

においては、外国人労働者は増えていくものと思われる。外国

人採用を考えている道内企業が制度を理解し、信頼して相談で

きる外国人専門事業者とつながる機会を持つことは重要である

ことから、本事業の継続した実施が望まれる。

特徴 外国人採用に関する基礎的な内容のセミナーと人材紹介企業等の専門事業者との相談会（マッチング）。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　外国人材の採用経験がない企業や新たな採用ルートを開拓し

たい道内企業等を対象に、外国人材の確保に向けたノウハウ等

のセミナーや個別企業の状況に応じた個別相談を対面にて３

回、オンラインにて２回実施した。

・外国人採用に向けた基礎的な内容のセミナーのみならず、人

材紹介企業等の専門事業者とのマッチングの場を用意。数ある

専門事業者の中から、自社のニーズ（在留資格、国籍等）に

あった事業者を比較検討できるよう工夫した。

・セミナーの内容については外国人採用全般について説明し、

在留資格ごとに偏りが出ないように配慮した。

・セミナーから約1～3ヶ月後、参加者（企業）にアンケートを

実施したところ、11社（セミナー全参加企業の内、21％）か

ら「外国人採用に進捗あり」との回答があった。

実施主体

(所在市町村)
北海道

事業名 外国人採用基礎セミナー・相談会の開催

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

外国人採用を

検討しない理由
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　平成31年４月に新設された在留資格「特定技能」の外国人材

を受け入れる事業者は、職業生活上、日常生活上、または社会

生活上の支援を行う必要があり、外国人材から選ばれる地域と

なるためには、事業者のみならず、地域が一体となって状況に

応じたきめ細やかな支援を提供していく必要がある。

　そのため、道では全道14カ所及びオンラインにて3回、ワー

クショップを実施して、外国人の受入整備を促進するとともに

多文化共生への意識啓発を図ることを目的として実施した。

　本道では、地域における外国人の総人数、また地域総人口に

占める割合も増え続けている。それぞれの地域の主産業で外国

人材が活躍しており、地域経済の活性化に貢献しているが、今

後も安定的に外国人材を受け入れていくためには、各地域が外

国人に選ばれる地域であり続けなければいけない。

　そのためには、地域の外国人の状況や考え方を知るなど地域

として外国人について知る機会を設けるとともに、地域におけ

るキーマンとなる人材の発掘を進めていくこと等が必要とな

る。

　そして、各自治体がその地域に暮らす外国人に適した対策を

施し、多文化共生への

意識啓発を実施し続けて

いくことが重要である。

特徴 外国人の受入環境整備を促進するため、全道14カ所でワークショップを開催。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　令和元年度に外国人の受入環境の整備を目的に道内4つのモ

デル地域で行ったコーディネーターの派遣や協議会の設置等の

事業を踏まえ、モデル地域での成果や課題を全道に普及させ、

より外国人の受入環境の整備を促進するため、全道14カ所及び

オンラインで3回、ワークショップを開催した。

　セミナーとワークショップの2部構成で実施し、セミナーは

前年度実施した4地域のモデル事業の紹介を行い、ワーク

ショップでは前年度のモデル地域のアンケート結果より、各地

域の関心度が高かった「日本

語教育」と「イベント企画」の

どちらかのテーマを地域の要望

に合わせて選択し実施した。

・地域ごとに「日本語教育」または「イベント企画」のどちら

かにテーマを設定し、参加者が主体となって外国人との多文化

共生を考え、体験できる実践的な内容とした。

・新型コロナウイルス感染症の影響により、一部地域ではオン

ラインでの開催となったが、オンライン開催となった小樽市で

は姉妹都市交流も兼ねてロシアの大学生も参加したワーク

ショップとなった。

・ワークショップには外国人71名を含む計289名が参加した。

・ワークショップ終了後のアンケートでは、96％以上の参加者

が「外国人の受入環境の整備に向けて具体的な取組のイメージ

が持てた」との回答があった。

実施主体

(所在市町村)
北海道

事業名 外国人材の受入環境整備支援

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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　留萌地域では、全道のペースを上回る人口減少や少子高齢化

の進行により、地域経済を支える人手不足が喫緊の課題となっ

ているなか、地域の主要産業では外国人材の受入数が増加傾向

にあり、今後も活躍が見込まれることから、更なる受入の促進

に向けた取組や地域で安心して暮らせる環境づくりを支援して

いく必要があるため、地域の魅力を発信する取組や受入環境整

備に係る取組を推進するとともに、多文化共生に向けた気運醸

成を図ることを目的とする。

　今後も地域で外国人材の活躍が

見込まれるなか、採用(受入)する

側が正しい情報や知識を身につけ

る必要がある。

　そのため、Ｒ２年度事業で制作

したツール等を活用したセミナー

の開催など、今後、外国人材の受

入を希望する事業者等への支援を

実施していく。

　このほか、外国人材を受け入れている事業者や外国人技能実

習生からのニーズが高い「日本語教室」の開催については、令

和３年度振興局事業にてオンラインでの実施を予定している

が、継続的な取組に向けては、地域における日本語教育支援者

を養成するなどの体制づくりが必要である。

特徴 地域において今後も活躍が見込まれる主にベトナムの外国人材の誘致・受入環境整備に係る事業。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　外国人材に「留萌地域を選んでもらう」取組及び「外国人材

に留萌地域が働きやすい環境を構築・整備する」ための取組を

実施した。

＜外国人材に留萌地域を選んでもらう（誘致）＞

・留萌地域ＰＲパンフレット(ベトナム語版、英語版)を制作

・留萌地域ＰＲ動画(ベトナム語テロップ入り)を制作し、北海

道公式YouTubeチャンネルにて公開。

＜外国人材が働きやすい環境を構築・整備(共生環境整備)＞

・在留資格「特定技能」の資格取得を促進するパンフレット(ベ

トナム語)の制作並びにオンライン「特定技能」勉強会を開催

・るもいエリア外国人材雇用ガイド(事業者向け)を制作

・地域の外国人技能実習生を紹介するチラシ(地域住民向け)を

制作

・外国人と地域住民の多文化共生フォーラムを開催

・留萌地域をPRする動画や受入に係る各種マニュアルを制作

するにあたり、地域の課題やニーズを反映できるよう、事前に

事業者や関係機関・団体等へヒアリングを実施し、留萌地域な

らではのツールとなるよう工夫した。

・事業実施にあたり、管内市町村や商工団体等と連携し、取組

を強化した。

実施主体

(所在市町村)

北海道

（留萌振興局）

事業名 留萌地域外国人材誘致・共生環境整備事業

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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