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別紙２

平成１７年度におけるパッケージ事業実施地域一覧

（新規実施分 地域）35

年度17
対象地域 事業タイトル 委託額

）(百万円

北海道札幌市 先進性を活かしたニュービジネスの街、人にやさしい １７０01
おもてなしの街”さっぽろ”雇用創出プログラム事業

北海道函館市 多様で力強い産業を振興するまちづくり人材育成事業 ７３02

北海道旭川市 旭山動物園を起爆剤とした滞在型観光振興による雇用 ４２03
機会の増大

北海道恵庭市 花のまち恵庭・開花プロジェクト雇用創出事業 ３１04

北海道倶知安町 国際リゾート都市”くっちゃん”確立に向けた人材育 ９05
成及び雇用増大事業

北海道下川町 森林資源を柱にしたクラスター創造による雇用機会の １３06
創出事業

北海道利尻町 海藻おしばの里づくりによる雇用機会の増大 ８07

北海道滝上町 基幹産業と連携した地場産業振興による雇用創出計画 ９08

岩手県二戸市・浄法 地域産業の特色を活かし潜在力を発揮した雇用創出 ２６09
寺町

岩手県田野畑村 特Ａ級の自然資源を核とした体験型観光の推進による ２９10
雇用機会の増大

秋田県男鹿市 地域産業の観光産業化による雇用機会の増大 ３０11

山形県朝日町 朝日町エコミュージアム型産業と雇用の創出 ３５12

山形県最上町 最上の幸を活かした総合型産業の確立による雇用機会 １３13
増大促進プロジェクト

新潟県妙高市 妙高ナチュラルファクトリー構想の実現を目指した産 ８14
業振興と地域雇用の創造事業

富山県氷見市 地域資源保全・活用型産業の振興による雇用機会の創 ３３15
造

京都府京丹後市 人材育成及び新規事業開拓研究を通じた地域産業の再 ２６16
生と雇用機会の創出（京丹後市達人養成・鉄人育成プ
ロジェクト）

大阪府堺市 ものづくりの復権による雇用機会の創出 １９17

大阪府東大阪市 モノづくり企業を支える人材の育成による雇用創造 ２０18

兵庫県尼崎市 ものづくり政策と連携した地域雇用創出事業 ２２19

鳥取県日南町 林業の回生と新たな雇用・就業の実現～日南町の特性 １５20
に応じた地域主導の雇用対策の推進～
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年度17
対象地域 事業タイトル 委託額

）(百万円

島根県大田地域（３ 温故創新 世界遺産登録に向けて輝き再び石見銀山 ４７21
市町） ものづくり・匠の技・シルバーが輝く雇用創出

島根県美郷町 中山間地域の新たな産業創出を通じた雇用機会の増大 １２22
～豊かな地域資源を活用した産業振興～

広島県呉市 呉ものづくり産業振興・雇用創造促進事業 ４９23

愛媛県愛南町 特産品の「あいなんブランド」確立による雇用機会創 １１24
出事業

福岡県北九州市 北九州市 人づくり・未来づくりプロジェクト １０２25

福岡県飯塚市 ” トライバレー構想”に基づく雇用対策事業 １８26 e-ZUKA

福岡県立花町 竹資源を有効活用した地域産業の振興を通じた雇用機 １６27
会の拡大

長崎県島原市 薬草を活用した産業振興を通じた雇用機会の増大（島 １７28
原健康半島構想の推進による産業振興・雇用創造）

長崎県五島・対馬・ ながさき”しま自慢プロガイド”等育成による観光産 ５５29
壱岐地域（４市町） 業を中心とした雇用機会の拡大

熊本県荒尾市 中小企業及び観光と農漁業の共生対流を通した起業創 １８30
造と雇用機会の増大

大分県豊後高田市 昭和の町を核とした商業と観光の一体的振興による雇 ５０31
用の創出

宮崎県宮崎地域（７ みやざき クラスター実現のための 関連産業の人 １０９32 IT IT
市町） 材育成・確保を中心とした地域雇用促進事業

鹿児島県名瀬市 「 まちづくり」に向けた人材育成とさとうきびを活 ４９33 e-
かした奄美農業環（わ）の活性化による雇用創出

鹿児島県瀬戸内町 水産業・観光産業の振興による雇用の創出 １２34

沖縄県沖縄市 音楽ビジネス振興を軸とした観光の街づくり人材育成 ２３35
事業

（プラス事業からの継続実施分 地域）31

年度17
対象地域 事業タイトル 委託額

）(百万円

北海道小樽市 地域経済活性化事業の推進による人材の育成と雇用創 ６２01
出の増大事業

北海道室蘭市 ものづくり産業と新規成長分野における雇用創出事業 ５２02

北海道釧路市 企業誘致や地域の産業再生を通じた雇用機会の増大事 ９２03
業
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年度17
対象地域 事業タイトル 委託額

）(百万円

北海道岩見沢市 関連企業・ベンチャー企業等の集積を通じた産業 ６８04 IT
構造の高度化による雇用機会の創出

北海道苫小牧市 人材誘致及び人材育成等による雇用機会の促進支援事 ７１05
業

北海道富良野市 観光・農業・中心市街地連動による循環型経済活性化 ４４06
雇用機会増大プロジェクト

北海道登別市・白老 広域雇用創出クラスター担い手育成事業 ７９07
町

北海道上川町 温泉療養プログラムサービスによる観光客の増大とこ ４３08
れに伴う雇用機会の増大

北海道美瑛町 農業産業創造の中核を担う人材の誘致・育成による地 ４４09
域雇用創出事業

青森県青森市 地域の人材育成・確保を通じた地域産業の振興による １５４10
雇用創造の促進

青森県弘前市 伝統と先端技術がともに生きる弘前を支える人材活性 ７３11
化雇用創出プラン

青森県八戸市 地域産業（環境・リサイクル・新エネルギー）の再生 １１８12
・振興を通じた雇用創造促進事業

岩手県久慈市 地域資源の活用及び地域産業の振興を通じた雇用機会 １１13
の増大

岩手県釜石市・大槌 ものづくりのまちづくりはひとづくりから ２６14
町

福島県会津地域（ あいづ ものづくり・ひとづくり・しごとづくり支援 １３８15 27
市町村） 構想

三重県南部地域（ 三重県南部地域における産業の振興を通じた雇用創造 ４６16 15
市町村）

大阪府貝塚市 企業誘致のインパクトを活かした雇用機会創出事業 １３17

大阪府枚方市 雇用創造促進「人育て・人結び」プロジェクト ２８18

大阪府八尾市 ものづくりを担う人材の育成・確保を通じた雇用機会 １７19
の増大

２９20 島根県隠岐郡海士 島まるごと加工産業による雇用の創出
町

２８21 徳島県鳴門地域 ５ 人材の育成を中心とする産業の振興と雇用機会の（
市町） 増大を目指して

４０22 徳島県池田町 地域産業の振興を通じた雇用機会の創造
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年度17
対象地域 事業タイトル 委託額

）(百万円

６６23 高知県幡多郡大方 「知」のネットワークと”砂丘美術館”が生む雇
町 用創造促進事業 ～地域産業と地域文化の融合に

よる雇用創造～

２７24 高知県四万十市 旧 「四万十の小さな村からのブランド発信」を通じ（
西土佐村地域） た雇用機会の増大 －「ヒト 「モノ 「カネ 「情」 」 」

報」の集積と連携効果による地域産業の拡大－

９25 福岡県久留米市 地域企業のニーズに対応したキャリア・アップ推
進事業

５９26 佐賀県有田・伊万 伝統的地場産業（伊万里・有田焼）の振興を通じ
里地域（７市町） た雇用機会の増大

１５27 熊本県熊本地域 熊本セミコンフォレスト実現を目指す半導体関連（13
市町村） 産業振興による地域雇用促進事業

３２28 熊本県八代市 物流インフラを活用した環境産業の集積と製造業
の振興による地域雇用拡大事業

８２29 大分県中津市 産業振興を通じた雇用創出のススメ

２３30 鹿児島県大口市・ 伊佐地区の「安全・安心」な特産品・高齢者ビジ
菱刈町 ネスを活かした雇用創出

１７７31 沖縄県那覇市 国際ビジネス・ＩＴサポート人材育成事業


