
平成２２年度ふるさと雇用再生特別基金事業実績

no 実施所属 事業内容
新規雇用
人数

1 県事業
のと鉄道・地域資源活性化対策事業
（新たな旅行企画商品の開発と積極的な販売促進等により、能登地域の活性化を図る）

2

2 県事業
福祉サービス向上推進事業
（外出・買い物サポート、授産施設の生産品の販路拡大、育児や体操教室等の実施、福祉サービスの魅力アップ・
利用の促進などの福祉サービスの向上に資する事業を実施）

18

3 県事業
障害者就業・生活支援センター設置促進事業
（能登中部圏域における障害者就業・生活支援センターの設置に向け、障害者からの相談業務、実習先の開拓、就
職先の開拓などを実施する人員を配置）

2

4 県事業
障害児自然体験支援モデル事業
（障害児の自然体験活動を支援するため、インストラクターを雇用し、自然体験プログラムの企画・開発を行い、
提供する）

1

5 県事業
受注開拓推進員設置事業費
（県内中小企業の経営安定に貢献するため、受注開拓員を配置し、受注機会の拡大を図る）

2

6 県事業
モノづくり産業支援強化事業費
（経済環境が激変する中、ますます高度化・多様化するモノづくり企業の経営上の問題に対し、相談指導等を実
施）

3

7 県事業
テキスタイル輸出振興事業
（海外に拠点を置くエージェント（代理人）と本県繊維企業とのマッチングを行うとともに、海外のトレンドや
ニーズを収集し、県内企業への情報提供を行う）

1

8 県事業
次世代産業雇用創出支援委託事業
（次世代産業として成長が期待される、環境価値創造産業、健康価値創造産業における県内企業の参入を推進する
ため、コーディネータを設置）

1

9 県事業
産業化資源活用等雇用創出委託事業
（産業化資源を活用するなどの研究開発、販路開拓等を実施）

92

10 県事業
中小企業事業革新（イノベーション）緊急支援雇用創出委託事業
（①企業の強みを活かした新商品・新サービスの開発、②生産方法の改善、③新たな販路の開拓などの事業革新を
実施）

12

11 県事業
小松市近郊の中小製造業者の製品の販売促進支援による営業基盤の確立事業
（道の駅、ＪＡ等で販売スペースを設置及び販売商品のプロデュース）

2

12 県事業
技術・技能デパート　テクテクかなざわ事業
（商店街の空き店舗を利用して、中小企業の優れた技術・技能・製品の常設ギャラリーを開設。情報誌の発行、
コーディネーター配置により企業のニーズ・シーズを把握し、マッチングを行う。）

3

13 県事業
富裕層誘客に伴う受入体制調査事業
（魅力の再発見と旅行客の受け入れ態勢を充実させるため、立地、商圏、観光資源などのマーケット調査）

2

14 県事業
コミュニケーション活性化によるジョブカフェの就職支援力強化事業
（就職支援情報を地元・首都圏在住学生向けに発信し、自動応募システムや情報提供希望者の登録システムを開
発、継続提供する。）

1

15 県事業
人材育成成功による成長企業のベンチマーク（成功事例の研究）
（専門人材により企業訪問、ヒアリングを行い、マッチングを成功させるための人材育成研修を提供する。）

1

16 県事業
「ふるさと就職フェアいしかわ」を活用した若者就職支援事業
（業界研究交流会、グループワーク等を企画、開催する。）

1

17 県事業
伝統的工芸品販路開拓促進事業
（伝統工芸品の販路開拓、販売促進を実施）

5

18 県事業
県産品販路開拓促進事業
（まだ埋もれている県産品の新たな販路開拓、販売促進を実施する営業・広報員を配置）

1



no 実施所属 事業内容
新規雇用
人数

19 県事業
建設業複業化支援事業
（厳しい経営環境に置かれている建設業者が、新分野進出を実施）

10

20 県事業
石川県の伝統工芸品のアジア市場へのＰＲと販路開拓のためのテスト販売機会の創出
（伝統工芸品の新商品開発及び展示会、テスト販売の実施。）

1

21 県事業
伝統産業事業者の魅力を伝える知的資産経営報告書作成事業
（現在、経済産業省が推奨している知的資産経営手法により企業の魅力を棚卸しし、知的資産経営報告書を作成す
るとともに、企業の魅力を外部発信し、産業の活性化につなげる。）

1

22 県事業
若年者職業的自立訪問支援事業
（若者の職業的・社会的自立を促進するため、若年者職業的自立支援員を配置）

2

23 県事業
中国ランドオペレーター育成事業
(中国語使用能力のある職員を雇用し、中国人旅行者の国内（県内）旅行を手配できる人材に育成することによ
り、中国から本県への誘客促進を図る）

2

24 県事業
産学官連携による県内在住外国人（外国人留学生、在住外国人）を活用した海外誘客を受け入れる体制整備と石川
の認知度向上を推進する事業
（県内在住外国人を活用した語学研修、インターネット利用の語学研修ツール開発、翻訳サービス等を行う。）

2

25 県事業
石川県在住外国人グループ活用による情報発信事業
（外国人向けポータルサイト及びネットショップ開設。在来外国人による電話通訳サービスを行う。）

4

26 県事業
観光地活性化推進事業
（県内温泉地の観光地活性化を図るため、地域の特性を活かした観光ルートの企画開発、情報発信を実施、地場産
品を活用した料理メニューの開発、高齢者や身体障害者、外国人観光客にやさしい接客の強化などを実施）

21

27 県事業
大規模なコンベンションを開催できる施設の利用を前提とした他の施設と差別化できるコンベンションや民間企業
等の会議大会の企画提案、情報発信を実施。

1

28 県事業
いしかわ農林漁業人材雇用創出事業（農業分野）
（農業の経営基盤強化等を図るため、生産規模の拡大、新規作物の導入、農林水産物の高付加価値化、作業の集団
化の推進、販路開拓、未利用資源の有効活用等を実施）

39

29 県事業
農商工連携。農業6次元化へ向けた、多様な個性ある商品開発支援事業
（農業者の６次元化を支援。農産物の商品化のアイデア提示、商品試作、営業戦略立案、製造・販売、評価測定を
行う。）

3

30 県事業
里山における循環型社会の形成をコアとした地域活性化促進事業
（荒廃竹林を整備して農業利用者向け竹支柱開発及び残渣の堆肥化を行い販路を開拓する。）

5

31 県事業
いしかわ農林漁業人材雇用創出事業（林業分野）
（林業の経営基盤強化等を図るため、間伐材等の未利用資源の有効活用等を実施）

3

32 県事業
未利用資源（竹）を活用した、「わらしべ長者」の挑戦事業
（荒廃竹林を整備し、竹をチップ化。チップの発酵熱を利する商品の開発、堆肥商品の開発、販路開拓を行う。）

4

33 県事業
いしかわ農林漁業人材雇用創出事業（水産分野）
（漁業の経営基盤強化等を図るため、市場における水産物の鮮度、規格などのアドバイスを実施）

2

34 県事業
子どもたちや高齢者への交通安全教育による笑顔の人づくり・まちづくり事業
（交通安全に関する学習コンテンツを作成、小学校や老人施設を訪問して、交通安全に関する教室を継続的に開催
し普及していく。）

2

35 金沢市
金沢の森再生事業
（間伐材を活用した林業経営の多角化（金沢産材のブランド化による品質向上や新製品の開発など）や経営規模の
拡大を図る。）

22

36 金沢市

交通マナー向上推進事業
（違法駐車防止指導、まちなか放置自転車防止指導等を行うとともに、駐車場・駐輪場の需要を把握し、駐車場・
駐輪場の適正環境計画の策定に活用することにより、交通マナー向上と円滑な流通を生み出すことにより、まちな
かの活性化を図る。）

32



no 実施所属 事業内容
新規雇用
人数

37 七尾市
ケーブルテレビ行政情報番組制作事業
（市民生活、産業振興、観光等に関して情報発信機能を高め、市民に平易に理解できるような情報提供番組を制作
することにより、地域の活性化を図る）

1

38 七尾市
のと蘭ノ国食遊館活性化事業
（能登野菜を使って地元独自の新たな自然食メニューを開拓し、新たなメニュー、サービスを提供することによ
り、のと蘭ノ国の誘客拡大を図る）

2

39 七尾市

地域ボランティア支援事業
（市民の地域活動を活性化するため、地域でボランティア活動を実施している個人や団体を組織化し、その構成員
の情報交換会、研修会の開催、情報誌の発行等による啓発活動や、ボランティア養成講座の開催、ボランティア活
動をしている人と協力を求めている人とのマッチングの実施等、地域のボランティア活動の活性化を図る）

1

40 七尾市
地域資源の連携による滞在型旅行商品開発事業
（地域資源を活用し、体験・癒し・健康といった滞在型の旅行商品を開発する）

2

41 七尾市
高齢者配食サービス事業
（地元食材等を活用し、高齢者にあったメニューを提供し、配食する）

2

42 七尾市
堆肥から生産・流通を一環とする農作物市場拡大事業
（魚介副産物、野菜カット残渣などを使った堆肥づくり、能登野菜等の促成、抑制栽培を行うためのハウス栽培な
ど、堆肥づくりから生産・加工・流通までを一貫とする、安全・安心な農作物の提供と市場開拓を図る）

3

43 七尾市
地域の子育て拠点となる保育サービス事業
（未入園児を持つ家庭を対象として、子育てに関する相談事業、支援情報の発信、育児講座、親子ふれあい交流会
などを行う）

10

44 七尾市

里山里海を活用した滞在型観光推進事業
（21年度）里山里海をフィールドとした観光情報の提供及び受け入れ先の開拓、滞在型プログラムの設計
（22年度）里山里海をフィールドとした観光モデルツアーの受入実験と検証
（23年度）里山里海をフィールドとした滞在型観光プログラムの構築

1

45 七尾市
米消費拡大米粉商品開発支援事業
（加工製造業者への委託により、七尾産野菜・米を活かし、米粉を主にした商品開発を図る。あわせて、女性の米
粉フアンが作れる簡単レシピを作成する。この成果を活かして、七尾名産品化を推進する。）

1

46 小松市
小松市産学官共同研究開発支援委託事業
（市内の産学官共同研究開発及び市内産業の高度化を推進するため、失業者を雇い入れて産学官共同研究を新たに
行う企業などを公募し、研究事業を委託する）

2

47 小松市
小松ブランド新製品研究開発・販路開拓支援事業
（販路開拓、販売促進）

3

48 小松市
ビジネスチャンスマッチング事業
（県外企業訪問等による情報収集を行い、地元企業とのマッチング及びコーディネートを図り、市内産業の振興を
図る）

1

49 小松市 小松の物産ＰＲの拡充､小松ブランド創出のための新製品開発 3

50 小松市
観光ブランド化事業
（小松市独自の観光素材の掘り起こし・整理を行い、その素材を活用した観光プランの開発を行う）

2

51 小松市
小松駅周辺駐車場治安維持事業
（小松駅周辺の駐輪場・駐車場の巡回・指導、啓発を行い、治安の維持を図る）

2

52 小松市
ＩＣＴ環境整備・インストラクター配置事業
（教職員等のコンピュータ操作能力の向上を目指すため、コンピュータの活用方法の支援を行うとともに、ＩＣＴ
環境の保守点検や管理を行う）

2

53 小松市
小松市文化資産デジタル化事業
（市が保有する文化資産の資料情報の充実とインターネット公開を推進し、教育現場での活用や観光客向け情報発
信に寄与する）

6



no 実施所属 事業内容
新規雇用
人数

54 小松市
商店街振興専門員配置事業
（中心商店街の賑わい創出を図るため、専門的知識を有し、積極的に活動できる担い手リーダとして雇用し、賑わ
い創出に向けたプロジェクトの企画立案と運営、担い手として活動できる人材育成等を行なう）

1

55 小松市
歌舞伎のまちこまつ活性化事業
（歌舞伎を楽しめる事業の企画立案。具体的には常時展示してある曳山やこまつ芸術劇場うららの見学などを盛り
込んだ周遊観光プランの作成を行なう）

1

56 小松市
木場潟を中心とする観光コース作成事業
(貴重な観光資源を用いて魅力的な観光コースの作成を行い、それを県内外に広くセールスを行なう。木場潟周辺
には粟津温泉、ゆのくにの森など魅力的な観光資源を取りまとめ、観光周遊プランを作成する）

2

57 輪島市
輪島観光誘客ツアー等開発事業
(交流人口拡大・誘客拡大を目的としたツアー等を開発する事業）

4

58 輪島市
地域資源ブランド開発支援委託事業
(地域資源を活用した新商品等の開発および販路開拓する事業）

3

59 輪島市
地産地消推進事業
(地産池消を推進するため生産者と使用者のマッチングを行う事業）

2

60 珠洲市
「珠洲のうまいもん！」流通拡大委託事業
（地域生産者と連動した新たな流通システム構築と販売促進を実施）

6

61 珠洲市
里山里海学習拠点形成事業
（自然環境に関する調査研究を行うとともに、その成果を活用しながら、環境学習プログラムを開発・提供する）

1

62 珠洲市
奥能登珠洲の体験交流拡大委託事業
（地域の暮らし、伝統文化、自然を活用した体験型の旅行プランを開発する）

3

63 珠洲市
田舎の「まちなか観光」推進事業
（地域の伝統文化や健康サービスなどを提供）

2

64 珠洲市
地域特産品直売事業
(農林水産物の都市部での直接販売、販路開拓および商品開発）

6

65 珠洲市
珠洲鉢ヶ崎観光客倍増計画
（鉢ヶ崎リゾートの魅力の情報発信および交流人口拡大）

3

66 珠洲市
顔の見える物産販売事業
（トレーサビリティを明確にしたネット販売および全国への情報発信）

1

67 珠洲市
地域内廃棄物減量化事業
（海岸漂着の発泡スチロールの再資源化と環境負荷の低減）

2

68 珠洲市
新たな輸送システム実証事業
（公共交通空白地帯における高齢者を対象にデマンド型タクシーを運行）

1

69 加賀市
消費者相談センター業務委託
（消費者金融利用者を中心とした生活相談を実施）

1

70 加賀市
山中温泉区まちづくり支援事業
（観光プランの策定や山中漆器の全国展開、各種地域住民行事の企画実行等の住民主体のまちづくり活動を推進）

1

71 加賀市
こども支援相談室運営事業及び山代地域巡回指導センター運営事業
（こどもの健全な育成や家庭指導、母子自立指導を実施）

4

72 加賀市
小中学校情報機器等サポート事業
（教職員等への情報機器の操作、管理の指導を実施し、学校におけるＩＣＴ機器の活用を推進）

1



no 実施所属 事業内容
新規雇用
人数

73 加賀市
地場産品販路開拓・拡大業務委託
（地場産品の販路開拓、販路拡大を図る）

2

74 加賀市
誘客推進支援業務委託
（地域の魅力を活かした旅行商品の造成や地域連携の促進を図り、相互に観光資源を活用した滞在型観光地を推
進）

2

75 加賀市
エコポイント定着事業
（地元商店街のポイントカードを活用して、エコポイント事業を実施し、市民レベルでの地球温暖化防止活動を推
進する）

1

76 加賀市
環境保全型農業実証事業
（無農薬・無化学肥料による野菜の栽培をモデル事業として実施し、栽培マニュアルの作成、一般農家向けの研修
を実施し、普及を図る）

1

77 加賀市
食育推進普及事業
（日本食による食生活の改善、発酵食・伝統食体験教室開催などの実施により、食育を推進する）

1

78 加賀市
地域国際化指導事業
（在住外国人の急激な増加に伴う、地域住民との問題を解決するため、交流事業等を実施）

1

79 羽咋市
コスモアイル羽咋のUFOを活かした観光拠点づくり事業
（土産品の企画・開発などを実施し、観光振興を図る）

3

80 かほく市 健康・スポーツプログラム開発と実践をとおした地域活性化事業 5

81 白山市
北陸鉄道石川線利用者の乗車支援、案内業務委託
（高齢者､障害者の乗車介添え等を行う補助員を電車内に配置。観光案内業務も担い、交流人口の増加と地域活性
化を図る）

5

82 白山市 観光案内・旅行商品の開発､観光散策マップ作成､地場商品アンテナショップの企画運営 2

83 白山市
スキー場産業再生に係るマネジメント委託事業
（スキー場産業再生に向けた新商品開発による誘客促進のため専門的従事者を雇用）

1

84 白山市
獅子吼高原地域ブランド商品開発支援委託事業
（スカイ獅子吼の新規メニューなど、高原地域ブランド商品開発を専属的に従事する者の雇用）

2

85 白山市
白山市の地域ブランド商品の開発及び販路開拓事業
（自然・食・文化・歴史など地域資源を発掘､新地域ブランド開発。集落対策と連携）

1

86 白山市
白山ろく観光・地域振興支援委託事業
（地域イベントの企画・開催や商品の販路開拓を推進）

1

87 白山市
白山ろく観光資源活用促進開拓支援委託事業
（地元協議会によるマーケティング調査､観光資源開発､新たな活用促進計画の調査研究）

1

88 白山市
日本のみならず世界でも有数の中生代化石産地である桑島化石壁やその産出化石について、世界に誇れる白山市の
財産として発信していくことが期待される。この地質遺産や化石を利用した地域ブランドや商品を開発する。

2

89 白山市
白山高山植物をはじめ白峰地域に自生する様々な山野草を活用し山野草の草木染めや薬草茶など白峰独自の地域ブ
ランドを開発する。

2

90 能美市
里山ビジネスの創出
(里山地域の特性を活かした農林産物の生産、加工、販売までの環境づくり。ふるさとガイドの養成及びエコ・
ツーリズム、グリーンツーリズムの実施）

2

91 野々市町
野々市町内の公園・地下道・陸橋・公共施設駐車場等５０箇所の夜間巡回・指導を行い、危険個所を把握し町への
連絡体制を構築することにより、継続的に地域の治安維持を図る。

11

92 内灘町
地場産農産物加工品開発推進業務
（河北潟干拓地内等地元で生産した安全安心な野菜や乳製品を活用した新製品開発、販路開拓、販売促進）

6



no 実施所属 事業内容
新規雇用
人数

93 内灘町
町商業振興組合発行のポイントカード事業の事業拡大
（ポイントカード事業の事業拡大を図るため、新たなイベントの企画立案や加盟店舗の拡大活動等を実施すること
により、町の商店街の活性化を図る）

1

94 内灘町 町民の体位向上のための各種スポーツ教室の企画・実行業務 1

95 志賀町
観光施設魅力アップ事業
（地場産品を活用した郷土料理の開発、貝細工を使った土産品の開発、伝統芸能の体験ツアーの企画開発などを実
施）

2

96 志賀町
町有緑地を活用した新たなビジネス創出事業
（緑地の倒木処理、間伐等を行うとともに、その間伐材・雑木を活用した新商品の開発、森林の癒し効果等を利用
した健康ビジネスの開発などを実施）

7

97 宝達志水町
地域バイオマス資源活用等雇用創出支援事業
（バイオマス発電確保のための供給ルート整備や処理業務を実施し、地球温暖化防止に寄与する）

5

98 中能登町
織物プリントデザイン販路開拓支援委託事業
(新たな地域資源の活用による地場産業の振興を目的として、町の基幹産業である繊維産業で蓄積されたデザイン
の分類・データベース化を行うとともに、販路開拓を実施）

3

99 穴水町
高齢者宅への配食・生活物資の宅配事業
（地元小売店の減少が顕著な地区において、食料品を中心とした生活必需品を中心に、高齢者世帯への定例的な配
食及び食料品を主体とした生活必需品の宅配業務）

2

100 穴水町
ケーブルテレビにおけるデジタル視聴の啓蒙・推進事業
（町内の各家庭を訪問し、ケーブルテレビにおけるデジタル視聴の加入促進及び啓蒙・推進をするため、訪問勧誘
員を配置）

2

101 穴水町
地域資源を活用し､新たに1次産業に進出する企業支援事業
（地域資源を活用した栽培技術の確立、販路拡大を実施）

2

102 穴水町
地域資源を活用した里海・里山再生事業
（里山から里海に至る一連の地域特産品の生産技術を確立するとともに、里山・里海の保全を図り、地域の活性化
に繋げる。）

2

103 穴水町
穴水町特産品(能登ワイン）の新品種の開発・販路拡大事業
（能登の気候風土・土壌に適した品種の選定、ブドウ品種の成分検定等を実施し、新品種の開発をする。また、販
売エリア拡大のため商談会、各種イベントに参加しPRに努め販売促進する。）

2

104 穴水町
体験観光客の受入れ体制整備・メニュー開発・販路開拓事業
（地域の特色を活かした独自の体験型観光・移住等をプランし、継続的に観光交流を主体とした誘客事業を展開。
あわせて地域の特産品を活かした新商品開発、販路開拓を実施）

2

105 穴水町
障害者作業所(NPO団体）における新商品の開発と販売促進事業
（「裂き織り」布で新商品を考え,質の向上を図りながら製品を作成。また、ボランティアなどに参加し、縫製技術
を指導。）

1

106 穴水町
内職の委託・斡旋事業
（授産施設で働く身障者等の内職を図るため、業務の受注確保、発注調整などを実施）

2

107 穴水町
のと鉄道利用促進事業
（高齢者や観光客等に対し沿線の説明や乗り継ぎや運行状況等の案内を行うアテンダントを配置し、のと鉄道の利
用促進を図る）

2

108 穴水町
能登の草木染め作品の調査研究､販路開拓事業
（植物染色作品の調査研究、販路開拓や体験メニューの整備を実施し、地域の活性化を図る）

1

109 穴水町
高齢化集落活性化支援事業
（高齢化集落の農産物や海産物を活用し、直売市の運営、特産品の販路開拓等を実施）

1

110 穴水町
まちづくり振興事業
（商店街の活性化のため、空き店舗を活用した商店街の新製品展示スペースに、消費者の意見・ニーズを把握し、
新製品開発にアドバイスを行い、かつ、各店舗のＩＴ化を推進しアドバイスを行う支援員を配置）

1
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111 穴水町
廃校校舎を利用し能登野菜を中心とした郷土料理レストランと地元の農・海産物の１次加工品の試作事業
（高齢化集落で収穫した農産物や海産物を活用し、郷土料理の提供を行ったり、特産品の開発、販路開拓を行
う。）

3

112 穴水町
穴水町定住・交流人口拡充事業
(穴水町四季の丘、穴水まいもん体験農園及び周辺荒廃農地を利用し、定住者向けの農林漁業体験メニューの充実
を図ることで、定住・交流人口の拡大と地域の活性化に寄与する。）

5

113 穴水町
資源循環型農業の確立と農産物の生産・加工・販売拡大事業
（食品残渣（食品循環資源）を堆肥化し、循環型有機農法の推進と特産化を目的とした農産物の生産を行うととも
に安心、安全、美味しい「農産物」づくりを図る。）

2

114 穴水町

穴水町中山間地域　活性化事業
（過疎・高齢化が深刻な旭ヶ丘地区を拠点として、農業、田舎体験コーディネート、地元ＰＲ活動者、現代にあっ
た安心安全な旭ヶ丘産農産物の栽培・販売スタッフなどを配置し、定住・交流人口拡大を図りながら、雇用創出・
地域活性化に取組む。）

3

115 能登町 産業化資源等を活用した製品研究開発・販路開拓支援委託 5

116 能登町 エコツアー・森林セラピー商品開発支援委託事業 1

117 能登町
バイオマス利用による燃料および飼料の開発等委託事業

2

118 能登町
体に優しい健康パン”開発委託事業
（有機野菜を使ったパンの開発、野菜の栽培から新製品の製造までの一貫した体制を構築）

3

119 能登町
魅力ある観光地推進事業
（季節にあった周遊ルートの企画や特産品の販路拡大等を実施）

5

515


