
ふるさと雇用再生特別基金事業計画書（平成２３年度）

1 千葉市
精神障害者生活支援員配置事
業

精神保健福祉士を責任者として、症状が安定していて就労可能な精神障
害者を雇用し、病状が重く日常生活に支援を必要とする精神障害者を支
援させる。

8

2 千葉市
魅力ある観光都市ちばづくり推
進事業

実務経験者等を配置して新たな観光商品及び観光コースをつくるととも
に、来葉者をもてなすため観光ボランティアを養成する。

2

3 千葉市
中小企業勤労者等支援・相談
事業

中小企業の勤労者、事業主等に対し、福利厚生、労働、金融などの相談
を受け付ける相談員を雇用し、中小企業の振興、地域の活性化を図る。

1

4 千葉市 地域連携コーディネーター事業
国際交流拠点である国際交流協会にコーディネーターを配置し、各ボラ
ンティアや学校、自治会等と連携強化を図り、各種多文化共生推進事業
を行う。

1

5 千葉市
市税等催告コールセンター配
置事業

市税及び各種料金（国保料・保育料）の徴収率向上を図るため、民間委
託による市税等納付推進センターを市役所内に設置し、市税等初期滞
納者への納付確認及び自主納付の呼びかけを実施する。

6

6 千葉市
幼稚園を活用した子育て支援
のための職員配置事業

私立幼稚園が子育て経験者や子育てに関心のある人材を雇用し、長時
間の預かり保育を実施できる体制を整備する。

20

7 銚子市 銚子セレクト市場開設事業
　市内の海産物、農作物を地元生活者の目と言葉で選び抜いた「銚子セ
レクト」の逸品やグルメ・お土産を市民、観光客へ紹介、販売し銚子中心
市街地の活性化を図る。

5

8 銚子市
観光プロデューサーを活用した
地域観光振興促進事業

　「着地型観光」に対応するため、専門的知識や実務経験を持つ人物を
雇用し、地域の魅力を発掘し、観光地としてプロデュースし観光振興の促
進と地域づくりに取り組む。

1

9 市川市 市民マナー条例推進指導事業
「市川市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例」のよ
り一層の推進を図るため、市内全域の路上において啓発指導を行う。

10

10 市川市 いちかわ観光・物産案内事業
地域の特色である「文化的・歴史的資産」や「伝統行事」「特産物」などを
広くＰＲし、多くの観光客を集客することで地域の活性化を図る。

4

11 市川市 青色防犯パトロール推進事業
市内の犯罪発生の抑止と市民の不安感解消のため、青色回転灯を装備
した自動車を用いた防犯パトロールを実施する。

6

12 館山市
地域資源を活用した体験型観
光推進事業

体験型観光による地域振興のため、受入体制の整備や広報を行う。ま
た、レンタサイクル等の二次交通の充実及び周遊ツアーを具体化する。

4

13 館山市 観光プロモーション事業
地域イメージ確立等のため、旅行エージェント等のプロモーション活動を
強化するとともに、各種イベントへの積極的な参加を推進する。

2

14 館山市 滞在型観光創出支援事業
滞在型の創出を図るため、地域資源である「温泉」に着目し、適切な支援
システムを検証し、インターネット等を活用したプロモーション活動の強化
を図る。

2

15 館山市 街なか情報発信事業
街なか（商店街）に館山の特産品・土産物などの情報発信拠点も設け、
商業者を核とした地域コミュニティの再生を図ることを目的とする。

3

16 館山市
マスコットキャラクター管理事
業

マスコットキャラクターの著作権・使用許可等の適切な管理を行う。また、
著作権・商標権を保護しつつ、商品の開発及び権利関係の適切な管理
を行う。

1

17 野田市 自然環境維持管理業務
自然と共生する地域づくりのため、自然観察会の実施やビオトープ・保全
樹林地の維持管理を行う。

8

18 茂原市
障害者・高齢者サポート総合案
内事業

高齢者・障害者の方が安心して市役所を利用してもらえるよう要望があ
れば庁舎内を同行して用事をすませることができるよう総合案内で対応
する。

2

19 成田市
障がい者施設就労活動支援員
設置事業

障がい者施設に新たに就労活動支援員を設置し、就職先の開拓、授産
活動の支援、授産品目の販売促進等を行う。

4

20 佐倉市 身体障害者相談支援委託事業
市内障害者福祉施設に、障害区分を身体障害に特化した相談支援事業
所を開設し、雇用機会の拡大を図ると共に障害者の地域生活の推進を
おこなう。

1
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21 佐倉市 幼稚園新教育要領推進事業
新教育要領に対応した園児の個性を活かすきめ細やかな幼稚園教育の
推進のため、読書指導などの「言葉」の領域に関する研究指導や、預か
り保育への指導を行う。

2

22 佐倉市 防犯パトロール事業
犯罪が増加傾向にある地域や駐輪場、通勤通学路等を中心とした防犯
パトロールを民間業者等に委託し、犯罪の抑止活動の充実を図る。

3

23 佐倉市 手厚い幼児教育支援事業
私立幼稚園６園において支援体制の充実を図るため、預かり保育や個
別指導の必要な園児への支援をおこなう。

6

24 旭市 ふるさと産品ショップ運営事業
　空き店舗を利用して地域産品を販売するアンテナショップを開設する。
地域産品のPRを行うとともに、交流人口を増やし、衰退している中心市
街地を活性化を図る。

4

25 柏市 環境美化パトロール事業
市ぽい捨て等防止条例に基づき，鉄道駅中心に注意・啓発を行い，市内
の環境美化の推進と歩行者の安全確保を図る。

4

26 柏市 日本語支援事業
日本語支援職員を配置し，外国人児童生徒及び児童生徒の保護者に対
し，日本語学習等の支援を行う。

1

27 柏市 柏市成長分野雇用創造事業
地域で新たな産業を創造し，成長分野に取り組む意欲的な企業等から
提案を受け，事業推進とそれに伴う人材の育成及び継続的な雇用機会
の創出を図る。

4

28 柏市 柏市都市農業担い手支援事業
地域農業の担い手である認定農業者等による経営規模拡大や新規就農
者の発掘及び就労のための環境作りを行い，労働力の確保に向けた新
たな就労支援を行う。

6

29 市原市 観光交流ゾーン活性化事業
市原市水と彫刻の丘を南市原地域の核となる施設として、観光振興、文
化芸術振興などをツールに地域振興につなげる

3

30 市原市 市民の森再生事業
１．市民の森内の間伐、倒木処理及び活用。
２．修景池の浚渫及び、浚渫により発生した汚泥と園内落ち葉による肥
料づくり。

5

31 市原市
旧鶴舞青年の家施設管理委託
事業

県から譲渡された旧鶴舞青年の家施設における、施設管理委託を行う。 2

32 市原市 農業サポートセンター事業
農産物の加工を代行するヘルパーを雇用し、農産物の加工販売をサ
ポートする。農産物の加工を実施する生産者をサポートし、高付加価値
販売の手助けをする。

3

33 市原市 市原市文化の森周辺整備事業
文化の森施設周辺で通常の維持管理委託以外の部分について、雑木な
どの選定伐採撤去をし、環境整備および景観保全を行う。

5

34 流山市
利根運河交流館管理運営業務
委託

市が国から使用許可を受けた利根運河交流館の管理運営を委託し、資
料の収集・保管、展示物の説明等により利根運河交流館の普及に努め
る。

3

35 流山市 空き店舗運営業務委託
商店街の空き店舗を活用し、アンテナショップの店舗運営を行なう（市ふ
るさと産品や地元で生産された野菜・果物、姉妹都市の特産品の販売を
予定）

3

36 流山市
流山本町見世蔵プロジェクト事
業

歴史文化を感じさせる建築物の活用により、本市の観光交流拠点として
の定着化、来訪者のリピート化による本市観光の推進及び地域の活性
化を図る

2

37 流山市 野菜直売所運営業務委託事業
無農薬野菜の地産地消を促進し、安心安全な商品供給体制の確立及び
消費者ニーズに応じたエコ農業の転換を促進させることを目的とする。

3

38 我孫子市 杉村楚人冠邸管理事業
平成23年度に一般公開を予定している、市指定文化財である「杉村楚人
冠」邸の管理を行うとともに、収蔵されている文献等の資料を整理する。

3

39 鴨川市
みんなみの里パワーアップ事
業

農村公園を整備し、新たな観光集客拠点として、季節の花の植栽等をす
ることにより、年間を通じた集客を図る。

2

40 鴨川市 地域資源ブランド化事業
市のイメージアップ、ブランド化の推進を図るとともに、民間活力を生かし
た商業振興をはじめ、農業・観光等の振興を図り、もって市全体の活性
化を図る。

2

41 鴨川市
自転車を活用した新たな旅行
商品等開発事業

市内の様々な観光資源を身近に楽しめるよう、自転車を活用した新たな
旅行商品開発、そのための仕組みづくりを行う。

1

42 鴨川市 観光プロモーション強化事業
旅行エージェント、バス会社等へのプロモーション活動や各種イベントへ
の参加などにより市の地域イメージの確立、浸透を図る。

4



43 君津市 地域ポータルサイト整備事業
君津市の地域ポータルサイト「きみなび」の充実を図るためインターネット
を活用した、店舗情報の登録の仕方の説明、講習会、新規登録の勧誘
を行う。

4

44 浦安市
地域ブランド商品の開発・販路
開拓事業

全国的にも有名となった「浦安」を一つのブランドとして、菱焼酎を発売し
ているが、それに続くブランドの商品開発を行う。

2

45 浦安市 地域スポーツ等振興事業
地域クラブチームが市内でより効果的で効率的な活動を行うために、企
業・プロスポーツ等をリタイヤした選手など雇用し、イベントの企画や運営
を行っていく。

4

46 浦安市
浦安観光（旅行商品、地域ブラ
ンド開発）推進事業

市内の観光資源を連携するため、経験者と、その商品の宣伝、地域ブラ
ンドの創出などを行うための人材雇用を目的とした事業を実施するもの
です。

4

47 浦安市 教育旅行体験学習実施事業 教育旅行の体験学習素材の造成を行う 5

48 四街道市 四街道農産物集配事業
安心・安全な地場農産物を学校給食に活用するため、生産者と学校等を
結ぶシステムをつくる

1

49 四街道市
フロアサービス・総合窓口受付
業務等委託事業

窓口の総合化に向けたﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの一環として、フロアサービス（フロアマ
ネージャーの配置）を提供するとともに、窓口に受付業務等の委託職員
を配置する。

10

50 四街道市
地域づくりコーディネーター業
務委託事業

新設したみんなで地域づくりセンターにおいて、地域づくりコーディネー
ター業務を委託する。本事業では失業者を３人雇用する。

3

51 八街市
地域資源を活用した商品にか
かるアンテナショップの運営事
業

市の中心市街地である八街駅周辺の空店舗を活用し、新たな事業を展
開することにより、中心市街地の活性化及び雇用の促進を図ることを目
的とする。

4

52 八街市 地域安全パトロール事業
青色回転灯付き防犯パトロール車を利用した市内巡回、犯罪時発生時
における警察への通報、その他広報啓発活動を行う。

2

53 印西市 地域安全パトロール事業
民間の警備業者に委託し失業者を新たに雇用し、地域安全パトロールを
実施する

3

54 白井市 不法投棄監視パトロール事業
不法投棄抑制のため、早朝・夜間及び休日に車両での監視パトロールを
行なう。

4

55 白井市 安全安心パトロール事業
犯罪の発生及び不審者の出没を抑止するため、青色回転灯装置車両に
よりパトロールを行なう。

4

56 南房総市 早春の花畑景観整備運営事業
南房総の貴重な観光資源である「早春の露地花畑」景観の保全管理と
一層の情報発信を推進し、観光振興につなげる

3

57 南房総市
地域農産物生産・流通促進事
業

資源循環社会に対応した、畜産排泄物の利活用と安全安心農作物の生
産体制確立、地域ブランド形成及び流通を図り、足腰の強い農業を確立
する

9

58 南房総市 体験活動支援事業
市内に点在する豊富な自然環境を活かした体験観光を提供するインスト
ラクターを育成するとともに、新たな体験メニューの開発を促し観光振興
につなげる

4

59 南房総市 地域づくり支援員設置事業
地域と行政の役割分担が必要とされる今日、新たな公づくりに取り組む
地域への支援事業

14

60 匝瑳市 飯高檀林観光ガイド事業
観光スポット飯高檀林駐車場に観光ガイドを常駐させ、飯高檀林・周辺
神社等のガイドを行い、併せて観光客からのニーズに合った周辺ガイド
マップを作成する

1

61 匝瑳市
国保匝瑳市民病院院内保育運
営事業

医師、看護師等の病院職員の労働環境の向上と離退職率の低減を図る
ことを目的として、病院職員が養育している児童の保育のために院内保
育所を設置する。

6

62 山武市 学校施設安全対策強化事業
　警備員による警備を実施し、夜間の学校施設の不法侵入者等による器
物破損を防止することにより、安全な教育環境の確保を図ります。

4

63 山武市 豊かな森林資源再生事業
　荒廃した森林の整備促進を図るため、山林の詳細な調査を実施し、森
林施業計画を促す事で、森林整備の団地化を促進します。また森林整備
事業を行い、森林のモデル整備事業を実施します。

6

64 山武市 農業集落排水資源循環事業
　農業集落排水の汚泥を循環利用を図るため、施設から発生する汚泥を
コンポスト化し農地に還元することにより、有機肥料を使用した土作づくり
を推進します。

3



65 山武市
魅力あるふるさと観光ガイド事
業

　観光コーディネータの養成をすることにより、観光客へのサービスの充
実を図り、山武市の観光スポットのイメージアップを目指します。

2

66 いすみ市 大原駅前観光案内所開設事業
空き店舗対策と平行し、観光案内所を駅前に開設し,観光客にサービスを
提供する。

1

67 いすみ市 田舎暮らし情報発信事業
いすみ市での田舎暮らしの魅力をホームページ等の作成や体験・交流プ
ログラムを実施することにより発信し、移住・定住・二地域居住を促進す
るとともに地域の活性化を図る。

3

68 酒々井町
地上デジタル放送の推進及び
情報発信の強化事業

住民のニーズにあった地上デジタル放送への対応に関する説明・相談を
行う。また、町からの情報発信を強化するためホームページの修正作成
等を行う。

1

69 酒々井町
安全・安心まちづくりパトロール
事業

民間の警備会社に業務委託し、｢安全・安心まちづくりパトロール隊｣によ
る防犯・交通安全活動を行う。

3

70 酒々井町 酒々井ブランド創出事業
町のイメージアップ及び商業振興のため、地元ブランドの商品開発を行
う。

2

71 栄　町 地域特産品ＰＲ・販路拡大事業
観光ＰＲ部隊を組織し、町の特産品・観光スポット・イベント等を、町のＰＲ
や販売を行なうとともに、併せて町内外の市場調査等を行い、特産品開
発の提案を行う。

3

72 九十九里町
九十九里町防犯パトロール事
業

九十九里町内の犯罪を未然に防止するために、警備員による継続的な
巡回パトロール及び防犯啓発を実施する。

2

73 九十九里町 いわし博物館古文書整理
平成16年7月30日に爆発により散乱した九十九里町いわし博物館の古
文書整理

3

74 横芝光町 畦畔被覆植物生産事業
被覆植物(ヒメイワダレソウ）は、繁茂させることによって雑草を押さえ農
家の草刈作業を軽減させる有効な手段とされているため、安価に提供で
きる生産体制を確立し、同植物を普及させる。

2

75 一宮町 高齢者安心・安全事業
独居高齢者及び高齢者だけの世帯を、民生児童委員及び近所の方と連
携を図りながら巡回し、高齢者との会話を通じて、安全確認及び社会か
らの疎外を未然に防ぐ。

3

76 長生村 高齢者見守り事業
高齢者世帯を巡回し、会話を通じて安否確認を行うとともに社会からの
孤立を防ぐ。

5

77 長生村 シルバー人材育成事業
シルバー人材センター会員の技術指導や人材育成を行い、受注を促進
する。

2

78 長柄町
地域資源（里山）活用ふるさと
雇用再生事業

主に里山から産出する林産物とその素材を活用、加工したものを中心と
した直売所を運営し、里山の再生による地域の雇用の創出と活性化を図
る。

2

79 御宿町
地域資源を活用した魅力ある
観光振興事業

新たなキャラクターを活用及び観光地としての町の魅力を効果的に情報
発信するための調査・研究・検討を行い、観光客誘致を積極的に行う。

1

80 御宿町
地域資源活用事業
（おんじゅくウェルネス計画）

御宿の自然と多くの遊休施設等の地域資源を活用し、健康で元気にな
れる各種プログラムの企画・立案および事業化を行う。

3

81 御宿町
新公会計制度対応整備及びシ
ステム開発事業

「新公会計制度対応システム」の開発・導入を行う。 2

82 鋸南町 観光プロモーション事業
観光・地域情報の収集・整理や情報発信、各種イベントへの参加を通じ
て鋸南町の地域イメージの確立、浸透を図り、さらなる観光客の誘致を
目指す。

1

303計


