
平成22年度　ふるさと雇用再生特別対策推進事業一覧
【道実施事業】 （単位：千円、人）

部・局名 課名等 事　　業　　名 事業額
雇用創
出数

総合政策部 地域づくり支援局 移住・交流ビジネス化モデル事業 19,582 4
総合政策部 科学技術振興課 冒認出願等状況監視事業 3,651 2
総合政策部 情報政策課 次世代型電子行政サービス化調査研究事業 148,281 18
環境生活部 環境推進課 中小企業の環境保全行動啓発・促進事業 9,686 2
保健福祉部 障がい者保健福祉課 障がい者就労サポーター養成・派遣事業 25,714 9
保健福祉部 健康安全室 生活習慣改善啓発事業 61,263 10
保健福祉部 障がい者保健福祉課 授産施設等における販路開拓推進事業 27,035 10
経済部 観光局 インバウンドビジネス雇用創出モデル事業 41,589 11
経済部 商工金融課 北海道地域企業情報発信事業 48,814 5
経済部 商工金融課 地域資源等活用サポート事業 26,101 4
経済部 商工金融課 中小企業商品力等向上支援事業 18,489 5
経済部 産業振興課 道産研究シーズ活用型地域産業活性化事業 109,788 37
経済部 産業振興課 健康・環境等次世代商品開発・販売促進支援事業 13,203 2
経済部 産業振興課 海外からの小口投資促進支援事業 31,605 4
経済部 産業振興課 住民参加型起業支援ネット形成事業 46,778 8
経済部 産業振興課 高齢者にやさしい運転環境技術開発促進事業 11,984 1
経済部 商業経済交流課 商店街まちづくりマネージャー成果普及発展事業 15,450 4
経済部 商業経済交流課 卸売市場を中核とした道産生鮮食料品等販路拡大モデル事業 16,433 4
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 36,378 10
経済部 商業経済交流課 北海道コスメＰＲ事業 11,289 3
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 17,537 3
経済部 雇用労政課 キャリア教育受託ビジネスモデル構築事業 14,396 6
農政部 農業経営課 ほっかいどう農業法人経営発展雇用支援事業 31,961 10
水産林務部 林業木材課 新品種きのこ事業化モデル事業 28,512 7
建設部 都市環境課 都市公園花観光推進業務 35,553 3
教育庁 教育政策課 北海道公立学校校務システム構築事業 88,800 12
教育庁 学校安全・健康課 ネットトラブル等未然防止事業 12,267 4

空知総合振興局地域政策課 そらち『炭鉱（やま）の記憶』活用地域ビジネス展開事業 17,640 4
胆振総合振興局地域政策課 洞爺湖有珠火山マイスター制度運営事業 7,959 2
留萌振興局 保健福祉企画課 地域連携クリティカルパス推進事業 15,901 4
留萌振興局 地域政策課 るもい食の駅構築事業 11,025 4
留萌振興局 地域政策課 健康産業研究コーディネート事業 11,112 2
宗谷総合振興局 環境生活課 エゾシカ被害対策事業 18,795 3

33事業 1,034,569 217



平成22年度　ふるさと雇用再生特別対策推進事業一覧
【市町村実施事業】 （単位：千円、人）

局名 市町村名 事　　業　　名 事業額
雇用創
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空知 夕張市 ふれあいサロン行政窓口設置事業 9,567 4
空知 夕張市 交流定住人口・産業活用コーディネーター育成事業 23,530 6
空知 岩見沢市 市民と学生の活動情報拠点「i-BOX」運営事業 4,620 2
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 15,666 4
空知 岩見沢市 高齢者サポート用地域コンタクトセンター機能構築事業 24,853 16
空知 岩見沢市 デジタルデータ編集加工体制構築事業 45,466 35
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 33,883 13
空知 岩見沢市 岩見沢市障害者相談支援事業 4,903 2
空知 岩見沢市 就職サポート事業 20,360 3
空知 美唄市 地場産品アンテナショップ運営事業 13,075 3
空知 三笠市 三笠市観光コンシェルジュ事業 2,561 1
空知 三笠市 ヒストリー・コミュニケーター育成活用事業 3,181 1
空知 滝川市 地域医療及び福祉、教育分野へのレクリエーション療法導入事業 12,073 3
空知 砂川市 砂川産農作物調査・研究・栽培・販路開拓事業 2,549 1
空知 歌志内市 観光施設における地場産品料理創作提供事業 5,935 3
空知 深川市 災害時要援護者避難支援プラン作成等高齢者サポート事業 5,995 1
空知 深川市 深川市アグリサポート事業 19,730 5
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 33,200 5
空知 上砂川町 我が町ＰＲ大使設置事業 5,100 1
空知 上砂川町 特産品の開発及び販路拡大事業 5,500 2
空知 由仁町 公共施設現況点検調査・維持管理業務効率化推進事業 15,192 2
空知 栗山町 廃校施設を拠点としたエコツーリズム・モデル開発支援事業 11,303 4
空知 月形町 月形町地域ブランド商品開発・販路開拓事業 4,295 1
空知 月形町 月形町観光ビジネス開発事業 3,413 1
空知 浦臼町 道の駅つるぬま振興対策事業 6,825 4
空知 新十津川町 小規模作業所の製品開発・販路促進事業 1,423 1
空知 妹背牛町 ボランティアセンター活性化事業 1,739 1
空知 妹背牛町 地場産品活用創作料理開発事業 2,958 1
空知 秩父別町 地域特産品の開発事業 2,507 2
石狩 札幌市 都心部における北海道の魅力発信事業 6,000 2
石狩 札幌市 社会的課題解決推進事業（その１） 10,843 4
石狩 札幌市 社会的課題解決推進事業（その２） 11,662 4
石狩 札幌市 社会的課題解決推進事業（その３） 11,924 3
石狩 札幌市 社会的課題解決推進事業（その４） 13,846 4
石狩 札幌市 社会的課題解決推進事業（その５） 12,344 3
石狩 札幌市 さっぽろ介護力アップおうえん事業 24,595 5
石狩 札幌市 安心・快適住まいるアップ事業 17,220 4
石狩 札幌市 大学と企業の連携による障がい者支援事業 22,909 4
石狩 札幌市 元気ジョブアウトソーシングセンター運営事業 21,629 6
石狩 札幌市 環境産業創出事業 29,085 6
石狩 札幌市 公園情報発信ツール創出事業 20,948 4
石狩 札幌市 さっぽろ花と緑のネットワーク推進支援事業 11,979 2
石狩 札幌市 研究開発支援型雇用推進事業 24,886 7
石狩 札幌市 市内ＩＴ企業ネットワーク形成事業－Ｉ 7,964 1
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(サース)等関連技術者支援事業 22,578 4
石狩 札幌市 ロケーション受入環境整備事業 15,540 2
石狩 札幌市 グラフィックデザイン産業ビジネスマッチング事業 21,569 2
石狩 札幌市 コールセンター就労促進事業 5,322 2
石狩 札幌市 バリアフリー観光推進事業（旧：観光都市さっぽろ推進事業） 9,240 3
石狩 札幌市 観光おもてなしタクシー乗務員認定制度（札幌版）事業 14,807 2
石狩 札幌市 人と文化を結ぶまちづくり事業 7,009 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 12,174 5
石狩 江別市 フレキシブル支援センター 15,049 6
石狩 江別市 地元地域資源発見型地域活性化推進事業 15,732 4
石狩 江別市 健康食品臨床試験推進事業による雇用の拡大 37,482 7
石狩 千歳市 千歳市障害者就労支援推進事業 9,914 3
石狩 千歳市 公共交通活性化対策推進事業 16,254 5
石狩 千歳市 教育と福祉の連携事業 12,519 4
石狩 恵庭市 商店街活性化事業 13,872 4
石狩 北広島市 高齢者生活支援事業 16,581 4
石狩 北広島市 高齢者介護雇用事業 6,679 2
石狩 石狩市 地産地消普及拡大事業 4,235 1
石狩 石狩市 観光関連商品開発普及推進事業 4,095 1
石狩 石狩市 増養殖事業技術養成実践事業 4,232 1
石狩 石狩市 地場産品地域内流通促進事業 6,546 4
石狩 当別町 バイオディーゼル燃料回収等事業 5,570 2
石狩 当別町 姉妹都市交流推進事業 4,461 1
石狩 当別町 アンテナショップ・サテライトショップ等出店事業 2,593 1
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局名 市町村名 事　　業　　名 事業額
雇用創
出数

石狩 当別町 当別コンシェルジュ事業 1,911 1
石狩 当別町 当別観光コンシェルジュ事業 2,345 1
石狩 当別町 当別町フレキシブル支援センター事業 17,467 5
石狩 当別町 当別観光拠点事業 5,792 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 ミュージアム・コミュニケーター育成・活用事業 8,545 7
後志 小樽市 地域工芸職人後継者育成及び需要開拓支援事業 13,575 4
後志 小樽市 独居高齢者等給食サービス事業 3,833 2
後志 小樽市 地場産品インターネットショップ展開事業 10,920 2
後志 小樽市 若年者就職前実践力向上支援事業 14,149 5
後志 ニセコ町 学校ICT推進員導入事業 3,696 1
後志 ニセコ町 観光誘客に関する基盤整備事業 8,558 2
後志 倶知安町 倶知安町アンテナショップ運営事業 27,552 8
後志 倶知安町 ニセコ地域観光商品の開発及びガイド育成事業 26,775 7
胆振 苫小牧市 苫小牧地域物産アンテナショップ運営事業 7,789 4
胆振 登別市 登別温泉コンシェルジュサービス・アンテナショップ運営事業 17,942 5
胆振 伊達市 乗り合いタクシー当日予約制移行に係る受付業務事業 2,725 1
胆振 伊達市 産品発掘と販売促進・消費拡大事業 3,308 1
胆振 伊達市 景気対策事業に係る事務受付業務事業 4,832 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 7,963 4
胆振 洞爺湖町 洞爺湖温泉新観光プラン開発事業 5,966 1
胆振 洞爺湖町 地域活性化情報収集事業 1,917 1
胆振 洞爺湖町 地場産品活用推進事業 2,985 1
胆振 壮瞥町 ジオツーリズム推進事業 6,582 2
胆振 壮瞥町 壮瞥町観光再生事業 9,997 2
胆振 白老町 癒しの森活用ビジネス創出事業 6,231 1
胆振 白老町 しいたけ戦略プロジェクト開発事業 12,600 3
胆振 白老町 林地残材活用事業 13,129 2
胆振 白老町 地産地消の推進と食の安心・安全普及啓発事業 2,435 2
胆振 白老町 アイヌ文化の保存・伝承・調査研究事業 19,308 16
胆振 白老町 バイオマス燃料化施設の副資材調達システム構築事業 9,210 2
日高 平取町 平取町アイヌ文化資源の保全・活用による持続的産業モデル創造事業 39,113 11
日高 平取町 森の番人育成とふるさとの森づくりパイロット事業 17,850 3
日高 新冠町 児童デイサービスセンター開設事業 3,229 2
日高 新ひだか町 桜観光資源保護管理等業務 15,900 3
日高 浦河町 水産系廃棄物を活用した再生製品開発事業 3,711 1
渡島 函館市 函館国際水産・海洋都市構想推進産学連携促進事業 8,130 2
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 10,864 2
渡島 函館市 中心市街地インドア・プレイスペース事業 38,500 11
渡島 函館市 レンタル箱だてショップ事業 20,000 6
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 24,062 6
渡島 函館市 地域資源活用新商品開発支援事業 13,409 5
渡島 函館市 地域資源活用新商品販売チャンネル支援事業 12,180 2
渡島 函館市 函館がごめマーケット事業 17,479 6
渡島 函館市 はこだて圏観光推進事業 8,251 2
渡島 函館市 市立小中学校ネットパトロール事業 14,339 5
渡島 松前町 地域物産品販売促進事業 4,276 3
渡島 松前町 地域資源を活用した「食」の観光創造事業 8,792 5
渡島 松前町 松前町ツーリズム推進事業 1,623 1
渡島 松前町 こんぶ養殖推進事業 9,624 4
渡島 知内町 地域資源を活用した「体験観光」の開発発信事業 7,723 2
渡島 知内町 知内町特産品販路拡大事業 6,584 2
渡島 八雲町 パノラマパーク地域物産品販売促進事業 5,620 3
渡島 長万部町 長万部町観光振興事業 7,520 2
檜山 江差町 江差町戦略作物拡大事業 12,676 5
檜山 上ノ国町 特産品販路拡大委託事業 7,403 3
檜山 上ノ国町 上ノ国町観光振興事業 5,016 2
檜山 厚沢部町 あっさぶ交流コンシェルジュ事業 11,032 3
檜山 乙部町 地域農業活性化支援事業 6,143 3
檜山 乙部町 乙部町ITサポート推進事業 3,213 1
檜山 乙部町 地域ブランドによる活性化事業 2,410 1
檜山 奥尻町 奥尻島観光資源活用・魅力創出事業 8,452 3
檜山 せたな町 せたな町観光振興事業 5,796 2
上川 幌加内町 朱鞠内湖特産品開発事業 3,218 1
上川 旭川市 旭山・農村体験ツーリズム拠点構築事業 15,853 5
上川 旭川市 民間提案型雇用創造推進事業 30,567 16
上川 旭川市 中心市街地イベントプロデュース事業 21,593 5
上川 旭川市 駐車場・公共交通機関の利用促進事業 10,967 2
上川 旭川市 旭川市商店街コンシェルジュサービス事業 25,842 9
上川 旭川市 地域資源の発掘・普及事業 20,657 5
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上川 旭川市 旭川家具ブランド推進事業 6,782 2
上川 旭川市 旭川地域観光客滞在促進事業 9,072 2
上川 旭川市 観光客等中心市街地誘導促進事業 17,622 4
上川 旭川市 旭山動物園多言語ＦＭ放送配信システム構築事業 13,173 3
上川 旭川市 農産物直売所開設新規雇用創出事業 45,341 16
上川 旭川市 農商工連携新商品等開発事業 26,812 8
上川 士別市 士別市羊肉生産指導事業 3,045 1
上川 富良野市 国際リゾート整備推進事業 9,923 2
上川 富良野市 演劇のまちづくりサポート事業 10,858 3
上川 富良野市 空気・水・土体験プログラム事業 7,305 2
上川 富良野市 地域コミュニティ推進事業 6,650 2
上川 富良野市 滞在型観光推進整備事業 13,244 6
上川 東川町 交通弱者にやさしいまちづくり事業 4,976 1
上川 東川町 特産物販売促進事業 6,270 1
上川 東川町 安心生活支援ヘルパー事業 2,329 1
上川 東川町 商工活性化施策推進事業 4,169 1
上川 美瑛町 美瑛町ツーリズム促進事業 5,864 1
上川 占冠村 しむかっぷ地域資源活用再生事業 12,567 3
上川 占冠村 森林資源活用再生事業 21,375 4
上川 下川町 森林環境教育と癒しのツーリズム推進事業 5,355 1
上川 下川町 特産品（手延べ麺）製造起業家育成支援事業 3,738 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 8,138 2
上川 下川町 下川町バイオマス研究所事業 9,923 2
上川 美深町 美深町観光力向上事業 5,013 1
上川 中川町 地域観光資源活用・魅力創出事業 13,682 3
留萌 留萌市 留萌市観光物産ビジネス開発事業 5,027 2
留萌 留萌市 障害者就労支援・資格取得事業 10,105 3
留萌 留萌市 コホートピア地域住民健康創出事業 13,304 4
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 小平町 生ゴミ食品残渣における一次産業副資材生産事業 7,217 3
留萌 初山別村 地域特産品インターネットショップ開設運営事業 6,552 2
留萌 初山別村 観光地景観再生事業 4,620 3
留萌 遠別町 赤色系天然色素の抽出量調査業務 7,718 3
留萌 遠別町 えんべつ安心安全コミュニティ・ネットワーク支援事業 7,665 2
留萌 天塩町 地域資源を活用したてしお観光客誘致事業 11,498 2
留萌 天塩町 観光農園運営事業 9,492 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 8,274 2
留萌 天塩町 観光牧場の整備事業 9,345 4
宗谷 中頓別町 なかとんべつ・森の癒しとﾍﾙｽﾂｰﾘｽﾞﾑﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進体制整備事業 3,891 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 8,243 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 7,314 2
宗谷 枝幸町 枝幸町観光振興事業 2,546 1
宗谷 豊富町 自然再生から始める地域再生プロジェクト 17,536 3
宗谷 礼文町 礼文島ゆとり案内人事業 5,124 2
宗谷 利尻町 未利用資源の海藻を活用した新たなビジネス創出及び独自の旅行商品開発事業 5,856 3
宗谷 利尻町 小中学生外国語指導者雇用促進事業 5,460 1
宗谷 利尻町 高齢者居宅生活支援事業 2,418 1
ｵﾎｰﾂｸ 北見市 地場産品のモニタリング調査及び販路開拓促進事業 20,991 5
ｵﾎｰﾂｸ 北見市 産業クラスター推進支援事業 11,844 2
ｵﾎｰﾂｸ 北見市 木質バイオマス利活用促進事業 8,815 2
ｵﾎｰﾂｸ 北見市 オホーツク木育拠点施設づくり事業 40,184 8
ｵﾎｰﾂｸ 北見市 私立幼稚園特別支援教育支援雇用事業 16,614 12
ｵﾎｰﾂｸ 北見市 地場工業技術・製品等販路開拓コーディネート事業 16,790 3
ｵﾎｰﾂｸ 網走市 網走観光素材商品化事業（受入体制整備事業） 7,520 4
ｵﾎｰﾂｸ 網走市 網走産かぼちゃを活用した新商品の開発・製造事業 8,839 3
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 8,404 2
ｵﾎｰﾂｸ 網走市 エミュー孵化・増殖効率化事業 5,040 2
ｵﾎｰﾂｸ 網走市 エミュー解体処理能力向上事業 5,250 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 8,841 3
ｵﾎｰﾂｸ 網走市 食育アンテナショップ運営事業 7,054 2
ｵﾎｰﾂｸ 紋別市 森林認証取得推進事業 4,253 1
ｵﾎｰﾂｸ 紋別市 コムケネイチャーガイド養成事業 3,009 1
ｵﾎｰﾂｸ 紋別市 観光コーディネート事業 2,799 1
ｵﾎｰﾂｸ 大空町 地場産品販路拡大事業 4,830 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」 4,440 2
ｵﾎｰﾂｸ 大空町 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 21,084 5
ｵﾎｰﾂｸ 美幌町 美幌町観光案内事業 1,626 1
ｵﾎｰﾂｸ 美幌町 移住・定住・Ｕﾀｰﾝ相談、宿泊体験ｴｺﾊｳｽ管理事業 7,737 2
ｵﾎｰﾂｸ 訓子府町 訓子府町有林立木調査等管理事業 11,403 3
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局名 市町村名 事　　業　　名 事業額
雇用創
出数

ｵﾎｰﾂｸ 滝上町 滝上町森林バイオマス資源活用事業 28,291 6
ｵﾎｰﾂｸ 滝上町 滝上町体験観光推進基盤整備事業 4,105 1
十勝 帯広市 地域デザインを活用した地場産加工品の販路開拓事業 22,155 13
十勝 帯広市 地域素材を生かした加工品の販路拡大事業 34,230 14
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 79,844 23
十勝 音更町 観光地イメージアップ事業 5,040 1
十勝 音更町 商工業振興推進事業 4,470 1
十勝 士幌町 観光及び地域産業振興事業 7,728 2
十勝 士幌町 こまわりのきく「べんりや」事業 5,586 2
十勝 士幌町 地域活動支援センター事業 5,000 2
十勝 上士幌町 農林商工連携によるビジネス創出促進事業 5,890 1
十勝 上士幌町 ぬかびら源泉郷滞在型観光推進 2,415 1
十勝 鹿追町 ものづくり推進事業 3,029 1
十勝 鹿追町 障害児保育の充実推進事業 7,967 4
十勝 鹿追町 特別支援教育の充実推進 2,468 2
十勝 新得町 北海地鶏Ⅱの特産品の生産体制・販路開拓事業 2,050 1
十勝 新得町 地域の特性を活かした特産品の開発事業 7,390 3
十勝 芽室町 授産施設等の製品販売促進事業 4,368 1
十勝 芽室町 観光物産推進事業 6,048 3
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 4,857 1
十勝 池田町 移住定住促進に伴う地域産業活性化事業 2,942 1
十勝 本別町 観光及び特産品販売拠点の整備事業 9,765 5
十勝 足寄町 あしょろ放牧ブランド確立促進事業 7,197 2
十勝 足寄町 木質ペレット燃焼機器開発促進事業 10,619 3
十勝 足寄町 森林未利用資源活用事業 5,721 3
十勝 足寄町 体験型観光商品開発促進事業 4,293 2
十勝 陸別町 パーラー排水設備販売事業 12,548 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） 11,273 3
釧路 釧路市 交通警備員教育システム開発事業 10,947 2
釧路 釧路市 地域経済推進力研究事業 10,900 1
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 21,723 6
釧路 釧路市 プロテオグリカン新製品創出事業 15,771 4
釧路 釧路市 水産系廃棄物新産業創出事業 24,015 5
釧路 釧路市 海外販路拡大促進事業 21,000 4
釧路 釧路市 丹頂の里観光拠点づくり・誘致事業 12,924 3
釧路 釧路市 フレキシブル支援センター 11,107 4
釧路 釧路町 地場ブランド商品開発・販売事業 6,048 4
釧路 厚岸町 地域福祉サポーター事業 4,339 2
釧路 標茶町 障害者スキルアップ事業 2,219 1
釧路 弟子屈町 着地型旅行企画運営事業 21,315 8
根室 根室市 魅力ある観光施設のグレードアップ推進事業 5,623 3
根室 根室市 若者の視点を活かした地域振興事業 2,817 2
根室 根室市 落石ネイチャークルーズ推進事業 5,257 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 2,611 1
根室 標津町 エコ・ツーリズム商品開発及び観光案内システム整備事業 3,849 1
根室 標津町 野生鳥獣保護強化事業 3,913 1
根室 標津町 標津町シルバー勤労会組織充実化事業 1,892 1
根室 標津町 移動販売及び宅配事業 3,050 1
根室 羅臼町 観光客体験ツアー開発事業 2,237 1
根室 羅臼町 野生鳥獣による生活環境被害調査及び被害防除手法検討事業 3,612 1

262事業 2,851,170 877


