
【道実施事業】【道実施事業】【道実施事業】【道実施事業】 （単位：千円、人）

雇　用

創出数

保健福祉部 健康安全局 生活習慣改善啓発事業
71,668 12 

経済部 商業経済交流課 関西圏道産品チャレンジショップ設置･運営事業
65,571 10 

経済部 商業経済交流課 道産食品海外流通ルート開拓モデル事業
56,118 8 

３事業 193,356 30 

部局名 市町村名 事　　業　　名

平成23年度　ふるさと雇用再生特別対策推進事業一覧平成23年度　ふるさと雇用再生特別対策推進事業一覧平成23年度　ふるさと雇用再生特別対策推進事業一覧平成23年度　ふるさと雇用再生特別対策推進事業一覧

事業費



【市町村実施事業】【市町村実施事業】【市町村実施事業】【市町村実施事業】 （単位：千円、人）

雇　用

創出数

空知 岩見沢市 中心市街地空き店舗対策窓口事業
12,989 3 

空知 岩見沢市 岩見沢こだわり燻製の開発及び販路拡大事業
16,170 5 

空知 岩見沢市 地域コンタクトセンター機能構築事業
25,813 12 

空知 岩見沢市 デジタルデータ編集加工体制構築事業
42,160 26 

空知 岩見沢市 地域ICT環境活用型デジタルコンテンツ制作ライン構築事業
39,900 9 

空知 深川市 深川市アグリサポート事業
23,162 6 

空知 深川市 起業に向けた林業整備事業と間伐材を活用した新商品の開発、生産、販路調査支援事業
33,800 5 

空知 上砂川町 我が町ＰＲ大使設置事業
5,130 1 

空知 上砂川町 特産品の開発及び販路拡大事業
4,261 2 

石狩 札幌市 社会的課題解決推進事業　その1
10,395 3 

石狩 札幌市 社会的課題解決推進事業　その2
10,112 5 

石狩 札幌市 社会的課題解決推進事業　その3
11,294 3 

石狩 札幌市 社会的課題解決推進事業　その4
13,149 3 

石狩 札幌市 社会的課題解決推進事業　その5
11,727 3 

石狩 札幌市 市内IT企業ネットワーク形成事業（Ⅰ）
3,382 2 

石狩 札幌市 市内IT企業ネットワーク形成事業（II）
8,295 1 

石狩 札幌市 SaaS等関連技術者支援事業
22,575 3 

石狩 札幌市 人と文化を結ぶまちづくり事業
7,147 2 

石狩 江別市 小規模作業所等の製品の販売を促進する事業
12,171 5 

石狩 江別市 フレキシブル支援センター
17,864 4 

石狩 恵庭市 商店街活性化事業
13,938 4 

石狩 北広島市 高齢者生活支援事業
9,253 2 

石狩 北広島市 高齢者介護雇用事業
3,425 1 

石狩 石狩市 地場産品地域内流通促進事業
6,542 2 

石狩 当別町 バイオディーゼル燃料回収等事業
6,006 2 

石狩 当別町 姉妹都市交流推進事業
4,085 1 

石狩 当別町 当別町フレキシブル支援センター事業
18,891 4 

石狩 新篠津村 観光情報収集・発信事業
3,430 1 

後志 小樽市 地場産品インターネットショップ展開事業
13,650 2 

後志 小樽市 若年者就職前実践力向上支援事業
17,468 3 

後志 ニセコ町 観光誘客に関する基盤整備事業
6,909 2 

胆振 洞爺湖町 北海道洞爺湖サミット記念館管理運営事業
8,039 4 

胆振 洞爺湖町 洞爺湖温泉新観光プラン開発事業
6,056 1 

胆振 壮瞥町 壮瞥町観光再生事業
9,283 2 

胆振 白老町 アイヌ文化の保存・伝承・調査研究事業
36,451 25 

胆振 白老町 しいたけ戦略プロジェクト開発事業
10,500 3 

日高 新ひだか町 桜観光資源保護管理等業務
15,960 3 

日高 平取町 アイヌ文化連携による体験交流産業（観光農園等）創造事業
9,356 4 

渡島 函館市 北海道新幹線開業はこだて活性化アクションプラン推進事業
13,819 2 

渡島 函館市 スイーツ函館ブランド認証アンテナショップ事業
24,238 6 

渡島 函館市 中心市街地インドア・プレイスペース事業
48,000 9 

渡島 函館市 レンタル箱だてショップ事業
19,950 5 

檜山 乙部町 乙部町農業活性化支援事業
7,000 2 

檜山 上ノ国町 特産品販路拡大委託事業
11,333 4 

上川 旭川市 駐車場・公共交通機関の利用促進事業
10,818 1 

上川 旭川市 民間提案型雇用創造推進事業
52,139 16 

上川 旭川市 観光客等中心市街地誘導促進事業
17,103 3 

上川 旭川市 農産物直売所開設新規雇用創出事業
49,861 18 

上川 旭川市 農商工連携新商品等開発事業
19,351 4 

上川 富良野市 国際リゾート整備推進事業
9,975 3 

上川 富良野市 空気・水・土体験プログラム事業
7,308 2 

上川 東川町 安心生活支援ヘルパー事業
1,947 1 

上川 下川町 空き店舗等を利用した地域コミュニティ支援調査実験事業
8,526 2 

留萌 留萌市 留萌市観光物産ビジネス開発事業
5,043 2 

留萌 留萌市 障害者就労支援・資格取得事業
9,918 3 

留萌 留萌市 コホートピア地域住民健康創出事業
10,138 3 

留萌 留萌市 留萌市不用家具等リサイクル事業
7,138 1 

留萌 天塩町 地域資源を活用したてしお観光客誘致事業
17,002 4 

留萌 天塩町 観光農園運営事業
11,032 2 

留萌 天塩町 天塩砂丘を活用した雇用創出プロジェクト
8,341 2 

留萌 天塩町 観光牧場の整備事業
10,059 2 

宗谷 中頓別町 なかとんべつ・森の癒しとヘルスツーリズムプロジェクト推進体制整備事業
5,347 2 

宗谷 中頓別町 地域資源を活かした社会的起業化（ソーシャルファーム）創出事業
9,159 2 

宗谷 中頓別町 地域における保健福祉医療の総合支援サービス事業
7,592 2 

部局名 市町村名 事　　業　　名

平成23年度　ふるさと雇用再生特別対策推進事業一覧平成23年度　ふるさと雇用再生特別対策推進事業一覧平成23年度　ふるさと雇用再生特別対策推進事業一覧平成23年度　ふるさと雇用再生特別対策推進事業一覧

事業費



雇　用

創出数

部局名 市町村名 事　　業　　名 事業費

ｵﾎｰﾂｸ 網走市 地域商社的機能（地域エージェント機能）強化事業
9,765 2 

ｵﾎｰﾂｸ 網走市 地場産農産物付加価値向上推進事業
9,058 3 

ｵﾎｰﾂｸ 大空町 地場産品販路拡大事業
4,998 2 

ｵﾎｰﾂｸ 大空町 高齢者が元気で安心して暮らせる高齢者支援事業「見守りネット事業」
4,437 2 

ｵﾎｰﾂｸ 大空町 観光案内事業
4,330 2 

ｵﾎｰﾂｸ 美幌町 木質バイオマス資源活用促進事業
25,526 5 

ｵﾎｰﾂｸ 美幌町 観光案内事業
1,565 1 

十勝 帯広市 地域農産物を生かした加工品の販路拡大事業（長いもの漬物）
21,032 8 

十勝 帯広市 地域乳製品を生かした加工品の販路拡大事業（チーズケーキ）
21,032 7 

十勝 帯広市 ばんえい競馬の馬厩肥を活用したマッシュルーム栽培
84,349 20 

十勝 音更町 観光地イメージアップ事業
5,740 1 

十勝 芽室町 授産施設等の製品販売促進事業
4,368 1 

十勝 池田町 池田町観光ルート企画・観光プロモーション運営事業
5,400 1 

十勝 本別町 観光及び特産品販売拠点の整備事業
9,324 5 

十勝 足寄町 あしょろ放牧ブランド確立促進事業
8,270 2 

十勝 足寄町 木質ペレット燃焼機器開発促進事業
11,760 3 

十勝 足寄町 森林未利用資源活用事業
6,321 2 

十勝 陸別町 パーラー排水設備販売事業
13,860 3 

十勝 陸別町 育成牛確保対策事業
5,922 2 

十勝 陸別町 障害者就労支援事業（製材等事業）
11,490 3 

釧路 釧路市 交通警備員教育システム開発事業
12,642 2 

釧路 釧路市 地域経済推進力研究事業
13,575 3 

釧路 釧路市 阿寒湖温泉の業態転換に向けたニューツーリズム推進事業
24,301 6 

釧路 釧路市 プロテオグリカン新製品創出事業
19,589 3 

釧路 釧路市 水産系廃棄物新産業創出事業
33,380 10 

釧路 釧路市 海外販路拡大促進事業
34,493 4 

釧路 釧路市 丹頂の里観光づくり・誘致事業
32,373 9 

釧路 釧路市 フレキシブル支援センター事業
12,989 4 

釧路 厚岸町 地域福祉サポーター事業
4,349 2 

釧路 弟子屈町 着地型旅行企画運営事業
22,082 6 

根室 根室市 落石ネイチャークルーズ推進事業
5,824 2 

根室 中標津町 地域活動支援センター事業
1,882 1 

根室 中標津町 移住・長期滞在サポート事業
3,322 2 

根室 標津町 標津町シルバー勤労会組織充実化事業
2,042 1 

根室 標津町 移動販売及び宅配事業
3,745 1 

根室 羅臼町 知床羅臼町観光を担う人材育成支援事業
2,261 1 

１００事業 1,430,264 404 


