
平成21年度　ふるさと雇用再生特別対策推進事業実績一覧表
【道実施事業】

部局・支庁 担当課 事　　　業　　　名
事業額
　　（千円）

雇用創出
数(人）

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業務 196,000 33

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 16,035 4

総合政策部 地域主権局 フレキシブル支援センター推進モデル事業 3,884 4

環境生活部 環境政策課 ＣＯ2削減数値計測システムのソフト化等及び啓蒙、普及事業 7,600 2

環境生活部 開拓記念館 北海道開拓期の食文化発信事業 7,138 4

保健福祉部 健康安全室 生活習慣改善啓発事業 46,037 11

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・派遣事業委託業務 9,957 6

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委託業務 10,848 6

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 33,784 8

経済部 商工金融課 北海道地域企業情報発信事業 33,353 4

経済部 商工金融課 地域資源等活用サポート事業 7,331 2

経済部 産業振興課 道有シーズ活用新技術開発事業化推進事業 63,572 15

経済部 産業振興課 住民参加型起業支援ネット形成事業 31,000 6

経済部 産業振興課 次世代型商品開発・販売促進支援事業 11,947 5

経済部 産業振興課 海外からの小口投資促進支援事業 36,750 7

経済部 産業振興課 大学シーズ活用型地域産業活性化事業 12,634 4

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 71,152 16

経済部 食品加工研究ｾﾝﾀｰ 道産魚醤油の販路拡大に向けた市場調査 6,510 2

経済部 商業経済交流課 商店街まちづくりマネージャーモデル事業 11,270 5

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 15,024 3

水産林務部 林産試験場 新品種きのこ事業化モデル事業 18,768 9

建設部 都市環境課 都市公園花観光推進業務 30,697 3

教育庁 学校安全・健康課 いじめ等有害情報監視マニュアル作成事業 24,831 8

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 55,670 10

後志支庁 建設指導課 羊蹄山麓サインシステム整備事業 7,130 3

空知支庁 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 13,821 4

留萌支庁 留萌保健福祉事務所 地域連携クリティカルパス推進事業 8,458 2

留萌支庁 地域政策課 るもい食の駅構築事業 8,610 4

宗谷支庁 環境生活課 エゾシカ被害対策事業 10,185 3

胆振支庁 地域政策課 洞爺湖有珠火山マイスター制度運営業務委託事業 7,035 2

胆振支庁 商工労働観光課 いぶり体験観光コーディネートシステム開発業務及びいぶり農山漁村体験観光商品化業務 5,766 3

31事業 822,797 198



平成21年度　ふるさと雇用再生特別対策推進事業実績一覧表
【市町村実施事業】

支庁 市町村名 事　　　業　　　名
事業額
　　（千円）

雇用創出
数(人）

石狩 札幌市 都心部における北海道の魅力発信事業 1,306 3

石狩 札幌市 社会的課題解決推進事業 41,421 19

石狩 札幌市 大学と企業の連携による障がい者支援事業 15,488 5

石狩 札幌市 さっぽろ介護力アップおうえん事業 14,818 7

石狩 札幌市 研究開発支援型雇用推進事業 14,064 6

石狩 札幌市 市内IT企業ネットワーク形成事業 10,592 3

石狩 札幌市 ロケーション受入環境整備事業 6,195 2

石狩 札幌市 コールセンター就労促進事業 4,159 2

石狩 札幌市 人と文化を結ぶまちづくり事業 4,494 2

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 9,531 4

石狩 札幌市 安心・快適住まいるアップ事業 11,183 3

石狩 札幌市 環境産業創出事業 18,438 6

石狩 札幌市 公園情報発信ツール創出事業 13,297 4

石狩 札幌市 森づくりと「小金湯ブランド」創出による地域活性化事業 7,980 3

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 7,547 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 9,651 2

石狩 札幌市 SaaS(サース)等関連技術者支援事業 11,603 3

石狩 札幌市 観光都市さっぽろ推進事業 3,973 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 4,934 5

石狩 江別市 フレキシブル支援センター 6,965 5

石狩 江別市 地元地域資源発見型地域活性化推進事業 8,800 4

石狩 江別市 健康食品臨床試験事業推進による雇用の拡大 17,399 4

石狩 千歳市 千歳市障害者就労支援推進事業 6,507 2

石狩 千歳市 公共交通活性化対策推進事業 12,390 5

石狩 千歳市 教育と福祉の連携事業 7,337 5

石狩 恵庭市 商店街活性化事業 13,274 4

石狩 北広島市 高齢者生活支援事業 11,085 4

石狩 石狩市 地産地消普及拡大事業 2,640 1

石狩 石狩市 観光関連商品開発普及推進事業 1,624 1

石狩 石狩市 増養殖事業技術養成実践事業 2,151 1

石狩 当別町 姉妹都市交流推進事業 3,190 1

石狩 当別町 バイオディーゼル燃料回収等事業 5,347 2

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 1,915 1

石狩 当別町 当別コンシェルジュ事業 2,047 1

石狩 当別町 当別観光コンシェルジュ事業 2,433 1

石狩 当別町 当別町フレキシブル支援センター 8,999 4

石狩 新篠津村 観光情報収集・発信事業 1,852 1

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 7,552 2

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 8,023 2

渡島 函館市 地域資源活用新商品開発支援事業 13,419 4

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 20,116 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 12,560 2

渡島 函館市 函館がごめマーケット事業 12,716 3

渡島 函館市 レンタル箱だてショップ事業 14,000 5

渡島 松前町 地域物産品販売促進事業 6,521 3

渡島 松前町 地域資源を活用した「食」の観光資源事業 14,322 5

渡島 松前町 松前町ツーリズム推進事業 1,382 1

渡島 松前町 こんぶ養殖推進事業 5,063 4

渡島 長万部町 長万部町観光振興事業 7,329 2

檜山 江差町 江差町戦略作物拡大事業 13,128 4

檜山 上ノ国町 特産品販路拡大委託事業 6,972 6

檜山 上ノ国町 上ノ国町観光振興事業 2,802 2

檜山 厚沢部町 あっさぶ交流コンシェルジュ事業 3,691 3

檜山 乙部町 地域農業活性化支援事業 3,700 1

檜山 乙部町 乙部町ＩＴｻﾎﾟｰﾄ推進事業 3,229 1

檜山 乙部町 地域ブランドによる活性化事業 1,250 1

檜山 奥尻町 奥尻島観光資源活用・魅力創出事業 7,530 3

檜山 せたな町 せたな町観光振興事業 4,323 2

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 7,282 4

後志 小樽市 若年者就職前実践力向上支援事業 11,907 3

後志 小樽市 地場産品インターネットショップ展開事業 9,975 2

後志 小樽市 独居高齢者等給食サービス事業 3,497 1

後志 小樽市 ものづくり体験学習の実施による地域工芸の後継者育成と需要開拓支援 13,502 5



支庁 市町村名 事　　　業　　　名
事業額
　　（千円）

雇用創出
数(人）

後志 黒松内町 完熟堆肥製造試験調査及び利用促進業務委託事業 2,993 2

後志 ニセコ町 観光誘客に関する基盤整備事業 4,322 2

後志 倶知安町 ニセコ地域の観光商品の開発とガイド育成事業 23,100 7

後志 倶知安町 倶知安町アンテナショップ新設整備事業 25,169 8

後志 余市町 地域資源を活用した地場加工品の発掘による地域ブランド形成事業 3,885 2

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 14,533 6

空知 夕張市 ふれあいサロン行政窓口設置事業 4,499 5

空知 岩見沢市 市民と学生の活動情報拠点「i-BOX」運営事業 4,516 2

空知 岩見沢市 岩見沢市障害者相談支援事業 2,380 2

空知 岩見沢市 中心市街地空き店舗対策窓口事業 11,422 8

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 11,129 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 16,856 11

空知 岩見沢市 デジタルデータ編集加工体制構築事業 18,449 24

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 28,074 8

空知 美唄市 地場産品アンテナショップ運営事業 9,387 3

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 7,453 3

空知 砂川市 砂川産農作物調査・研究・栽培・販路開拓事業 2,345 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 3,653 2

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 4,498 1

空知 深川市 深川市アグリサポート事業 13,965 4

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 17,990 5

空知 上砂川町 我が町ＰＲ大使設置事業 4,100 1

空知 上砂川町 特産品の開発及び販路拡大事業 4,613 3

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 10,739 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 6,669 3

空知 月形町 月形地域ブランド商品開発・販路開拓事業 4,074 1

空知 月形町 月形町観光ビジネス開発事業 2,809 1

空知 浦臼町 道の駅つるぬま振興対策事業 3,528 3

空知 新十津川町 小規模作業所の製品開発販路促進事業 1,316 1

空知 妹背牛町 ボランティアセンター活性化事業 1,615 1

空知 妹背牛町 地場産品活用創作料理開発事業 2,589 2

空知 秩父別町 地域特産品の開発事業 2,401 1

空知 幌加内町 朱鞠内湖特産品開発事業 4,026 1

上川 旭川市 中心市街地イベントプロデュース事業 10,537 4

上川 旭川市 旭川市商店街コンシェルジュサービス事業 13,297 7

上川 旭川市 地域資源の発掘・普及事業 7,594 3

上川 旭川市 駐車場・公共交通機関の利用促進事業 7,370 2

上川 旭川市 旭川家具ブランド推進事業 3,283 1

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 8,836 3

上川 旭川市 農産物直売所開設新規雇用創出事業 15,868 8

上川 旭川市 農商工連携新商品等開発事業 16,196 8

上川 旭川市 旭山・農村体験ツーリズム拠点構築事業 8,808 3

上川 旭川市 旭川地域観光客滞在促進事業 4,820 2

上川 旭川市 観光客等中心市街地誘導促進事業 5,635 2

上川 士別市 士別市羊肉生産指導事業 2,898 1

上川 富良野市 滞在型観光推進整備事業 13,430 7

上川 富良野市 地域コミュニティ推進事業 6,167 2

上川 富良野市 空気・水・土体験プログラム事業 2,636 1

上川 富良野市 演劇のまちづくりサポート事業 2,100 1

上川 富良野市 国際リゾート整備推進事業 6,574 2

上川 東川町 商工活性化施策推進事業 4,328 1

上川 東川町 安心生活支援ヘルパー事業 2,288 1

上川 東川町 特産物販売促進事業 4,351 1

上川 東川町 交通弱者にやさしいまちづくり事業 3,959 1

上川 美瑛町 美瑛町ツーリズム促進事業 3,515 1

上川 占冠村 特産品販路拡大･販売促進事業 3,641 2

上川 占冠村 しむかっぷ地域資源活用再生事業 2,977 2

上川 下川町 下川町バイオマス研究事業 3,213 2

上川 下川町 森林環境教育と癒しのツーリズム推進事業 4,862 1

上川 下川町 特産品（手延べ麺）起業家育成支援事業 4,526 1

上川 下川町 空き店舗を利用した地域コミュニティ支援調査実験事業 7,019 2

留萌 留萌市 コホートピア地域住民健康創出事業 8,993 4

留萌 留萌市 留萌市観光物産ビジネス開発事業 2,346 1

留萌 留萌市 障害者就労支援・資格取得事業 7,300 3

留萌 留萌市 留萌市不用家具等リサイクル事業 3,449 1

留萌 小平町 生ごみ食品残渣における一次産業副資材生産事業 6,753 2

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 6,356 2



支庁 市町村名 事　　　業　　　名
事業額
　　（千円）

雇用創出
数(人）

留萌 初山別村 観光地景観再生事業 4,309 2

留萌 遠別町 「利尻富士見ヒルアウトパーク」ステップアップ事業 3,675 1

留萌 遠別町 赤ダイコンによる彩り食品の特産化と加工品の開発事業 12,075 4

留萌 天塩町 地域資源を活用したてしお観光客誘致事業 11,230 2

留萌 天塩町 観光牧場整備事業 7,644 2

留萌 天塩町 観光農園運営事業 9,580 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 8,379 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 3,915 2

宗谷 中頓別町 地域資源を活かした社会的起業家（ソーシャルファーム）創出事業 6,638 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 2,846 2

宗谷 豊富町 自然再生から始める地域再生プロジェクト 13,821 3

宗谷 利尻町 未利用資源の海藻を活かした新たなビジネス創出及び独自の旅行商品開発事業 6,747 3

宗谷 利尻町 小中学生外国語指導者雇用促進事業 4,500 1

宗谷 利尻町 高齢者居宅生活支援事業 2,002 1

網走 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 12,826 1

網走 北見市 産業クラスター推進支援事業 4,282 1

網走 北見市 木質バイオマス利活用促進 5,749 2

網走 北見市 オホーツク木育拠点づくり事業 28,166 9

網走 北見市 私立幼稚園特別支援教育支援雇用事業 9,894 11

網走 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 9,992 3

網走 網走市 網走観光素材商品化事業 8,403 3

網走 網走市 網走産かぼちゃを活用した新商品の開発・製造 5,859 3

網走 網走市 地域商社的機能（地域エージェント機能）強化事業 6,108 2

網走 網走市 食育・地域資源・地域間交流を活用した「オホーツク網走おでん」開発事業 11,880 8

網走 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」 4,375 2

網走 大空町 地場産品販路拡大事業 4,830 2

網走 大空町 観光案内事業 1,816 1

網走 美幌町 木質バイオマス資源活用促進事業 25,526 19

網走 訓子府町 訓子府町有林立木調査等管理事業 9,653 3

網走 滝上町 滝上町森林バイオマス資源活用事業 30,775 8

網走 滝上町 滝上町体験観光推進基盤整備事業 2,367 1

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 7,577 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 16,239 10

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 2,138 1

胆振 洞爺湖町 地域活性化情報収集事業 1,376 1

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 8,466 4

胆振 洞爺湖町 洞爺湖温泉新観光プラン開発事業 5,358 1

胆振 洞爺湖町 地場産品活用推進事業 1,396 1

胆振 壮瞥町 ジオツーリズム推進事業 6,434 2

胆振 白老町 アイヌ文化の保存・伝承・調査研究事業 12,136 6

胆振 白老町 しいたけ戦略プログラム開発事業 14,448 3

胆振 白老町 癒しの森活用ビジネス創出事業 6,300 1

胆振 白老町 地産地消の推進と安心・安全普及啓蒙啓発事業 1,023 2

胆振 白老町 林地残材活用事業 7,235 2

日高 新ひだか町 桜観光資源保護管理等事務 14,070 5

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 11,524 4

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と堆肥販売事業 31,890 17

十勝 音更町 観光地イメージアップ事業 3,434 1

十勝 音更町 商工業振興推進事業 1,671 1

十勝 士幌町 こまわりのきく「べんりや」事業 5,439 2

十勝 士幌町 観光及び地域産業振興事業 6,804 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 857 1

十勝 上士幌町 ぬかびら源泉郷滞在型観光推進事業 1,036 1

十勝 鹿追町 鹿追町観光インフォメーション事業 3,627 2

十勝 鹿追町 ものづくり推進事業 2,710 1

十勝 鹿追町 障害児保育の充実推進事業 1,680 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 2,387 1

十勝 新得町 地域の特性を活かした特産品（エゾシカ）の開発事業 9,265 3

十勝 芽室町 授産施設等の製品販売促進事業 4,576 1

十勝 芽室町 芽室町物産普及事業 941 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 3,412 1

十勝 本別町 観光及び特産品販売拠点の整備事業 7,333 5

十勝 足寄町 障がい者就労支援事業 2,539 1

十勝 足寄町 あしょろ放牧ブランド確立促進事業 7,263 2

十勝 足寄町 木質ペレット燃焼機器開発促進事業 11,435 3

十勝 足寄町 森林未利用資源活用事業 6,110 2

十勝 足寄町 体験型観光商品開発促進事業 3,655 2
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十勝 足寄町 障がい者地域就労支援事業 1,877 1

十勝 陸別町 パーラー排水設備販売事業 11,046 2

十勝 陸別町 育成牛確保対策事業 3,541 2

十勝 陸別町 障害者就労支援事業〈製材等事業〉 9,261 3

釧路 釧路市 交通警備員教育システム開発事業 5,208 4

釧路 釧路市 プロテオグリカン新製品創出事業 8,139 2

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 13,666 5

釧路 釧路市 水産系廃棄物新産業創出事業 10,299 2

釧路 釧路市 地域経済推進力研究事業 5,004 1

釧路 釧路町 地場ブランド商品開発・販売事業 3,780 2

釧路 厚岸町 地域福祉サポーター事業 1,916 3

釧路 標茶町 障害者スキルアップ事業 1,418 1

釧路 弟子屈町 着地型旅行企画運営事業 17,340 5

根室 根室市 地域素材の観光資源化推進事業（通年観光に向けたプロモーションの推進） 1,467 1

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 3,941 2

根室 根室市 若者の視点を生かした地域振興事業 1,629 1

根室 中標津町 地域活動支援センター事業 1,259 1

根室 中標津町 移住・長期滞在サポート事業 2,420 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 2,225 1

根室 標津町 野生鳥獣保護強化事業 2,010 1

根室 羅臼町 観光客体験事業開発事業 1,903 1

218事業 1,660,437 670


