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厚 生 労 働 省 発 表 厚生労働省職業安定局地域雇用対策室
平成1 8年 6月 2 9日 (木 ) 担 参 事 官 菅野 孝一

室 長 補 佐 村上 竹男
かやの当

室 長 補 佐 榧野 一美
03 5 2 5 3 1 1 1 1㈹(内線)5 8 6 5- -
夜 間 直 通 03 3593 2580- -

健康増進型観光、フレッシュ・フード産業

及びＩＴ産業の育成等による雇用創造を支援！

－地域提案型雇用創造促進事業平成１８年度第１次採択分決定！－

（ポイント）

１ (別紙１参照)については、平成18地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）

年度における第1次採択分として、 （49市町村が対象） が44地域 から事業構想の応募

ありました。

31地域 の事業構想が第三者委員会の審査の結果採２ この中から、 （36市町村が対象）

され、これらについては地域再生計画の認定を受けた後、事業が開始されることと択

なっております （別紙２参照 。。 ）

また、雇用改善の動きが弱い7道県(注）に対する特別雇用対策として、本事業につ

いては 7道県の配分比率を50％に引き上げることとしており 今回は17地域(54.8 )、 、 %
が採択されました。

(注)北海道、青森県、秋田県、高知県、長崎県、鹿児島県、沖縄県

３ これらの地域は、 による地域再生、森林・温泉・食農を活かした健康増進型の観光

オリジナルブランドを活用したフレッシュ・フード産業の育成 健康・長寿産業と情、

、 による地域産業創出、地域の素材報化 日本一のパイル織物・紀州へら竿産業の再生

を活かした といった地域資源・地域の特人・もの交流産業とロボット関連産業の振興

色を最大限に活用した地域独自の取組を行っており、これらの取組と一体的に採択さ

雇用創造効果をさらに高めることとれた本事業を実施することにより、地域における

。なります

４ なお、本事業については、年度を通じて継続して事業構想の募集を行っており、今

後は、各地域からの応募状況を踏まえつつ、地域再生計画の次回の認定スケジュール

と合わせて審査を行うことを予定しております。
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厚生労働省は、平成17年度より、地域再生に取り組む市町村等に対する支援の一環とし

て、地域の創意工夫により行う雇用面での対策にかかる経費を全額支援する「地域提案型

雇用創造促進事業(パッケージ事業)」(別紙１)を実施している。

本事業の実施を希望する市町村、経済団体等から成る協議会から事業構想の提出がなさ

れたところであるが、これらについては、地域における雇用創造に関する学識経験者等か

らなる第三者委員会での審査の結果 本年度における新たな事業実施分として 31地域 3、 、 （

6市町村が対象）の事業構想が採択された。

本事業の実施については、地域再生計画の認定を受けることが条件となっているため、

各地域においては、地域再生計画の認定後（平成18年7月3日）に事業が開始されることと

なっている。

なお、平成17年度から本事業を実施している66地域と合わせ、本年度における本事業の

実施地域は全部で97地域となり、これらについては別紙２のとおりである。

なお、本事業については、年度を通じて継続して事業構想の募集を行っているところで

あり、今後は、各地域からの応募状況を踏まえつつ、地域再生計画の次回の認定スケジュ

ールと合わせて審査を行うことを予定している。

本年度、新たな実施分として採択された31地域の事業構想は、例えば、以下のように、

それぞれの地域の特色を生かした地域活性化の取組に併せ、それら産業の担い手となる中

核的人材の育成、確保支援等を行うことにより、雇用創造効果を高め、地域の活性化に資

するものとなっている。

例１：長野県飯山市「地域資源（森林・温泉・食農）を活かした健康増進型の観光による地域再生」

飯山市は、美しい自然・景観に恵まれた地域であり、冬期スキーに加え、グリーンツーリズム

事業に力を入れてきたところであるが、各地で行われているグリーンツーリズム事業も増加傾向

にあり、さらに特色を打ち出す必要が出てきている。

そこで、飯山市では、森林、温泉、食農を活かした健康増進型のプログラム（森林での運動療

法、温泉療法、食事療法）を構築したところであり、これを観光に取り入れることで、集客力を

高め、地域再生を図ることとしている。

このため、本事業では、健康増進型プログラムの提供のための専門的知識を有する人材を確保

・育成することにより、地域における雇用の増加を図るものとする。

例２：鹿児島県阿久根市「 アクネうまいネ自然だネ』雇用創出プラン～地域資源を活用したフレッシ『

ュ・フード産業の育成による雇用の創出～」

阿久根市は農水産業の第一次産業と、それらを活用した製造加工や流通などの食の関連産業を

基幹産業と位置づけ 「食」のまちづくりに向けて、農水産業の基盤整備をはじめ関連企業の立地、

支援、地場産業の物産振興や販路拡大等に取り組んできた。しかし、生産者の高齢化や後継者不

足等により第一次産業を取り巻く環境は厳しさを増し、製造加工や流通についても時代のニーズ

に応じた事業展開が求められている状況にある。

そこで阿久根市は 「アクネうまいネ自然だネ」の統一ブランドを活用した地場産業の販売促進、

を行っているほか、企業の農業分野への新規参入を柱とする「アクネうまいネ自然だネ特区」認
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定を受けるなどの食の関連産業の振興に取り組んでいる。

本事業では、食の関連産業にかかる中核人材や担い手を育成することにより、地域における雇

用創出を図るものとする。

例３：沖縄県うるま市「うるま市産業振興QOL向上プロジェクト事業～健康・長寿産業と情報化による

雇用機会の増大～」

うるま市は建設業の衰退や、さとうきびなどの農業不振、石油精製企業の閉鎖、観光資源の開

発の遅れなどにより、厳しい経済・雇用情勢にある。

他方、うるま市は、沖縄振興計画に基づいた「環金武湾振興QOLプロジェクト」の「健康長寿産

」 、 、業振興の中核拠点 として位置づけられており 予防医療・代替医療等が産業化へと動いており

これにより、観光、リゾート産業 「食」産業との連携や新たな雇用創出に向けた取組を進めるこ、

ととしている。さらに、IT事業支援センターにより、IT関連企業やコールセンター等の誘致に努

めるなどの産業振興に取り組んでいるところである。

本事業では、健康・観光・環境関連産業の中核人材等の育成や、IT関連企業やコールセンター

の人材確保・育成等を支援することにより、地域における雇用創出を図るものとする。

例４：和歌山県橋本市「日本一のパイル織物・紀州へら竿産業の再生による地域産業創出と雇用機会

の増大」

橋本市の産業は、製造業、商業とも低迷を続けており、全国シェア９０％を誇る地域を代表す

るパイル織物と紀州へら竿についても、地域経済の低迷を受けて、厳しい状況におかれている。

そこで、橋本市では、パイル織物と紀州へら竿産業等伝統産業の継承と発展を支援しつつ、こ

れらの技術を活かした新商品の開発や、観光ビジネスによる新しい地域産業の創出を推進するこ

ととしている。

このため、本事業では、伝統産業等地場産業にかかる人材育成を図るとともに、新しい地域産

業による雇用創出の中核となる人材を育成することなどにより、地域の雇用創出を図るものとす

る。

例５：山形県長井市「地域の素材を活かした人・もの交流産業とロボット関連産業における中核的人

材育成による雇用機会の創出」

長井市は、大手総合電器メーカーの企業城下町として成長し、装置産業、切研削、プレス、鋳

鍛造などの基盤技術がそろっているが、近年、装置産業（ロボット関連）等の生産量は、設計、

金属加工、電子組立などに携わる技能労働者不足に比例して減少している。

他方、長井市の観光については、桜やアヤメの花観光、黒獅子まつり等の観光資源に恵まれて

いるものの、通過型観光にとどまっている状況である。

このため、長井市では企業交流の強化等による製造業への支援や観光・物産産業の振興に努め

ているところである。

そこで、本事業では、ロボット関連産業等や観光・物産産業の中核人材等を育成することによ

り、雇用機会の創出を図ることとする。



別紙１

地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）の概要

１ 趣旨

○ 雇用機会が少ない地域において、雇用創造に自発的に取り組む市町村等が提案

した雇用機会の創出、能力開発、情報提供・相談等の事業の中から、コンテスト

方式により雇用創造効果が高いものを選抜し、当該市町村等に対しその事業の実

施を委託する事業を実施する。

２ 事業内容

（１）対象地域

次のいずれも満たす地域とする。

①雇用機会が少ない地域（直近１年間の有効求人倍率の平均が１倍未満等）

②地域再生計画を策定する等により自発的に地域の雇用創造に取り組む地域

（２）実施主体

市町村、地域の経済団体、その他有識者により構成される協議会（民間団体

等への再委託は可）

（３）対象事業

産業振興、地域開発等により地域雇用創造を行うに際しての課題を解決するた

めに必要かつ雇用創造効果の高い事業

（例）

①雇用機会創出メニュー

・地域における創業、事業拡大等に必要な中核的・専門的人材の誘致

・創業者に対する労務管理についての研修、相談

・他地域における雇用機会創出の成功事例研究やその中心人物を招いて

のセミナー 等

②能力開発メニュー

・求職者等の訓練・講習、国内外留学 等

③情報・相談メニュー

・求職者に対する訓練・講習に関する情報提供・相談 等

（４）事業額等

・ 事業額は、１地域１年度当たり２億円を上限とする。

・ 同一地域における事業期間は、３年を上限とする。
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別紙２

平成１８年度におけるパッケージ事業実施地域一覧

（新規採択分 地域）31

対象地域 事業タイトル

北海道帯広市 作って・食べて・楽しんで！まるごと「帯広・とかち」の活性化01
プラン 地域資源を活用した産業の活性化による雇用機会の増大

北海道標津町 「交流・健康・保養」のテーマのもとで、地域の特色ある資源と02
魅力を活用した観光の産業化と高品質な物づくりの推進による雇
用機会の増大事業

北海道洞爺湖町 「２（観光・産品）×２（虹田・洞爺）＝１０（とうや 」湖三03 ）
昧一体雇用のみちづくり事業

北海道根室市 地域資源を活かした産業担い手育成事業04

青森県五所川原市 立佞武多を核とした観光振興を支える中核的人材～観光コンシェ05
た ち ね ぷ た

ルジュ～の養成事業等の実施による雇用の創出

秋田県鹿角市・小 「ふれあい 「あじわい」による観光産業進化プロジェクト06 」
坂町

秋田県藤里町 地域特性を活かした観光産業による雇用機会の創出07

秋田県横手市 ・アグリビジネス・ものづくり支援による雇用機会の増大08 IT

山形県長井市 ～地域の素材を活かした人・もの交流産業とロボット関連産業に09
おける中核的人材育成による雇用機会の創出～

山形県遊佐町 「参加・協働・共生の力による遊佐の資源活用型」雇用拡大計画10

11 =神奈川県川崎市 川崎ものづくり産業の高度人材育成による産業振興・雇用創造
=エンベデット（組込み）システム人材を中心として

石川県七尾市 観光・食・ヘルスケアのネットワーク化による雇用の地産地消～12
湯上がり美ジョンでおもてなし～

長野県飯山市 地域資源（森林・温泉・食農）を活かした健康増進型の観光によ13
る地域再生

大阪府大東市 地域ぐるみの産業づくりによる雇用拡大事業14

和歌山県田辺市 世界遺産・熊野における“癒し・健康を核とした蘇りの地域づく15
り”による雇用創造

和歌山県橋本市 日本一のパイル織物・紀州へら竿産業の再生による地域産業創出16
と雇用機会の増大

島根県浜田市 浜田再生を担うひと創り－水産業・地元食・矯正施設を柱とした17
雇用創造－

岡山県新見市 ～ラストワンマイルで産業創造を～ 《 かのさとにいみ地域ブラ18
ンド育成・雇用促進事業 》
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対象地域 事業タイトル

広島県安芸郡熊野 筆の都の仕事人・わっしょい！元気事業19
町

愛媛県宇和島市・ “牛鬼の里”海と山の資源を活かした食産維新による雇用創出事20
北宇和郡鬼北町・ 業
松野町

高知県四万十市中 『 四万十川の水面に輝く観光のまちづくり」による雇用機会の21 「
み な も

村地域 創出』

福岡県八女市・上 八女地域農業を活かした地産地消による雇用創出22
陽町

福岡県八女郡矢部 森林資源を活用した地域雇用機会の増大23
村

長崎県平戸市・松 体験型観光・特産品開発等の観光人材育成・能力開発による雇用24
浦市 創出

長崎県長崎市 「ものづくり」と「観光」のまち長崎の再生を核とした雇用機会25
の増大

鹿児島県阿久根市 『アクネうまいネ自然だネ』雇用創出プラン～地域資源を活用し26
たフレッシュ・フード産業の育成による雇用の創出～

鹿児島県大島郡与 島の地域資源、特性を生かしたオンリーワンの産業づくりによる27
論町 雇用機会の創出

沖縄県うるま市 「うるま市産業振興 向上プロジェクト」～健康・長寿産業28 QOL
と情報化による雇用機会の増大～

沖縄県名護市 ヤンバルの中核都市・名護市の活性化と雇用創造事業29

沖縄県浦添市 手作り工芸町屋構想に基づく工芸技術者育成と工芸工房の地域内30
集積による雇用機会創出と観光拠点構築事業

沖縄県石垣市 地域資源を活用した観光・情報関連業種人材育成事業31

（継続実施分 地域)66

事業開
対象地域 事業タイトル 始年度

北海道札幌市 先進性を活かしたニュービジネスの街、人にやさしいお 年度01 17
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 年度02 17

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出 年度03 16
の増大事業

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機 年度04 17
会の増大
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事業開
対象地域 事業タイトル 始年度

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 年度05 16

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業 年度06 16

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構 年度07 IT 16
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業 年度08 16

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雇 年度09 16
用機会増大プロジェクト

北海道登別市・白 広域雇用創出クラスター担い手育成事業 年度10 16
老町

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 年度11 17

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成 年度12 17
及び雇用増大事業

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れ 年度13 16
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・育成による地域 年度14 16
雇用創出事業

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創 年度15 17
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 年度16 17

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 年度17 17

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雇 年度18 16
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化 年度19 16
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・ 年度20 16
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の 年度21 16
増大

岩手県釜石市・大 ものづくりのまちづくりはひとづくりから 年度22 16
槌町

岩手県二戸市 地域産業の特色を活かし潜在力を発揮した雇用創出 年度23 17

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雇 年度24 17
用機会の増大
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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 年度25 17

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 年度26 17

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増 年度27 17
大促進プロジェクト

福島県会津地域 あいづ ものづくり・ひとづくり・しごとづくり支援構 年度28 16
想

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業 年度29 17
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造 年度30 17

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 年度31 16

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生 年度32 17
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 年度33 17

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 年度34 16

大阪府枚方市 雇用創造促進「人育て・人結び」プロジェクト 年度35 16

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の 年度36 16
増大

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 年度37 17

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 年度38 17

鳥取県日南町 林業の回生と新たな雇用・就業の実現～日南町の特性に 年度39 17
応じた地域主導の雇用対策の推進～

島根県大田市 温故創新 世界遺産登録に向けて輝き再び石見銀山 年度40 17
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～ 年度41 17
豊かな地域資源を活用した産業振興～

年度42 16島根県隠岐郡海 島まるごと加工産業による雇用の創出
士町

広島県呉市 呉ものづくり産業振興・雇用創造促進事業 年度43 17

年度44 16徳島県鳴門地域 人材の育成を中心とする産業の振興と雇用機会の増
大を目指して

年度45 16徳島県三好市 地域産業の振興を通じた雇用機会の創造
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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出 年度46 17
事業

年度47 16高知県幡多郡黒 「知」のネットワークと”砂丘美術館”が生む雇用
潮町 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～

年度48 16高知県四万十市 「四万十の小さな村からのブランド発信」を通じた
（旧西土佐村地 雇用機会の増大 －「ヒト 「モノ 「カネ 「情報」」 」 」
域） の集積と連携効果による地域産業の拡大－

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 年度49 17

年度50 16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

福岡県飯塚市 ” トライバレー構想”に基づく雇用対策事業 年度51 e-ZUKA 17

年度52 17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
機会の拡大

年度53 16佐賀県有田・伊 伝統的地場産業（伊万里・有田焼）の振興を通じた
万里地域 雇用機会の増大

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（島原 年度54 17
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業 年度55 17
・壱岐地域 を中心とした雇用機会の拡大

年度56 16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産
業振興による地域雇用促進事業

年度57 16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

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造 年度58 17
と雇用機会の増大

年度59 16大分県中津市 産業振興を通じた雇用創出のススメ

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用 年度60 17
の創出

宮崎県宮崎地域 みやざき クラスター実現のための 関連産業の人材 年度61 IT IT 17
育成・確保を中心とした地域雇用促進事業

鹿児島県奄美市 「 まちづくり」に向けた人材育成とさとうきびを活か 年度62 e- 17
した奄美農業環（わ）の活性化による雇用創出

年度63 16鹿児島県大口町 伊佐地区の「安全・安心」な特産品・高齢者ビジネ
・菱刈町 スを活かした雇用創出

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 年度64 17
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年度65 16沖縄県那覇市 国際ビジネス・ＩＴサポート人材育成事業

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事 年度66 17
業
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