
第４節　 企業誘致・新産業の創出

第５節　 観光の振興

第６節　 労働環境の整備

第４章

活気ある産業のまち

＜産業・労働＞

第１節　 農業の振興

第２節　 工業の振興

第３節　 商業の振興
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第4章　活気のある産業のまち

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

農業後継者等育成事業

　

〔一般会計〕

農政課 事業費（千円） 300 600 600

【継続事業】

道央農業振興公社負担
金事業

　

〔一般会計〕

農政課 事業費（千円） 1,781 1,781 1,781

【継続事業】

新規就農・経営継承総
合支援事業

　

〔一般会計〕

農政課 事業費（千円） 5,320 5,577 5,577

【新規事業】

新規就農経営安定支援
事業

　

〔一般会計〕

農政課 事業費（千円） 750 500 500

事業内容
年度計画

農業後継者等の研修活動
等に対する助成
新規就農者支援金の交付

農業後継者等の研修活動
等に対する助成
新規就農者支援金の交付

本市の農業の持続的発展のため、次
代の担い手である農業後継者、地域
のリーダー、女性農業者、新規就農
者、農業生産法人の従業員の育成及
び確保を図る。

農業後継者等の研修活動
等に対する助成

新規就農を増やし、将来の農業を支
える人材を確保するため、青年の就
農意欲の喚起と就農後の定着を図
り、経営が不安定な就農直後(5年
以内)の所得を確保する給付金を交
付する。

人・農地プランに位置付
けられた45歳未満の新規
就農者に対する給付

人・農地プランに位置付
けられた45歳未満の新規
就農者に対する給付

人・農地プランに位置付
けられた45歳未満の新規
就農者に対する給付

新規就農者への支援を充実し、農業
後継者としての定着促進を図るた
め、新規就農者の農地賃借料を助成
する。

新規就農経営安定支援金
の交付

北広島市、千歳市、恵庭市、江別
市、道央農業協同組合が共同し、広
域事業として農業振興を図る。

構成員として運営に参画
負担金の納入

構成員として運営に参画
負担金の納入

構成員として運営に参画
負担金の納入

　　第1節　　農業の振興

　【施策1　　担い手の育成】

新規就農経営安定支援金
の交付

新規就農経営安定支援金
の交付

第１節 農業の振興 施策１ 担い手の育成 

施策２ 農地の利用・保全 

施策３ 都市住民との交流 

施策４ 生産・流通の振興 
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第4章　活気のある産業のまち

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

農地改良事業

　

〔一般会計〕

農政課 事業費（千円） 3,000 3,540 3,540

【継続事業】

農業用排水路維持管理
事業

　

〔一般会計〕

農政課 事業費（千円）

【継続事業】

東の里揚水機場幹線用
水路移設事業

　

〔一般会計〕

農政課 事業費（千円） 0 24,000

【継続事業】

多面的機能支払交付金
事業

《旧事業名》
農地・水保全管理事業

〔一般会計〕

農政課 事業費（千円） 2,445 2,444 2,444

【継続事業】

排水機場集中管理シス
テム更新事業

　

〔一般会計〕

農政課 事業費（千円） 6,615

農家が、転作田を含む透排水不良の
農地において作物の品質向上、安定
生産を確保するために暗渠・明渠排
水整備、客土を実施する際に助成を
行い、収益性の高い品目の生産面積
拡大を図る。
また、現在借り手がいない遊休農地
の流動化を図るために農地復元を行
う場合に助成を行う。

暗渠、明渠の排水整備、
客土、農地復元に対する
助成

東の里に設置される遊水地の計画敷
地内に敷設されている恵庭土地改良
区の財産である東の里揚水機幹線用
水路について、遊水地の造成に支障
があることから、国の移転補償によ
り、市が受託して計画敷地外に移設
を行う。

東の里幹線用水路の移設
工事(ガス管移設工事の為
中断)

病害虫の発生を抑え、流下断面を確
保し、水害の予防を図るため、市が
管理する農業用排水路(11路線、総
延長11.8km)の草刈り、床浚いを
行う。

《廃止》
平成26年度以降、経常経
費において実施する。

0 0

東の里幹線用水路の移設
工事
《平成27年度終了》

市内の活動組織が行う農
地・農業用施設等の保全
管理に係る費用の一部負
担

市内の活動組織が行う農
地・農業用施設等の保全
管理に係る費用の一部負
担

排水機場(南の里、新中の沢、中の
沢、共栄)の監視制御及びデータ収
集、排水ポンプの適正稼働、内水氾
濫の防止を図るため、耐用年数を超
え監視制御に支障をきたしている既
存システムを更新する。

システム更新の実施
《平成26年度終了》

農業施設の長寿命化、集落機能の低
下防止などを図るため、地域の農村
環境・農業用施設の維持保全向上活
動を行っている団体に助成する。

市内の活動組織が行う農
地・農業用施設等の保全
管理に係る費用の一部負
担

暗渠、明渠の排水整備、
客土、農地復元に対する
助成

暗渠、明渠の排水整備、
客土、農地復元に対する
助成

　【施策2　　農地の利用・保全】

事業内容
年度計画
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第4章　活気のある産業のまち

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

野菜づくり講座事業

　

〔一般会計〕

農政課 事業費（千円） 181 185 185

【継続事業】

食農教室事業

　

〔一般会計〕

農政課 事業費（千円） 51 62 62

【継続事業】

菜園パーク促進事業

　

〔一般会計〕

農政課 事業費（千円） 100 250 250

【継続事業】

グリーンツーリズム推
進事業

　

〔一般会計〕

農政課 事業費（千円） 714 615 615

市民を対象に、現役の農家や有識者
などの知識と経験を生かして農作物
の栽培知識や技術を提供する野菜づ
くり実践講座を開設し、食や農業に
対する関心を高める。

野菜づくり実践講座の開
設

ファストフードや加工食品等の消費
が拡大している中で、スローフード
や健全な食習慣を身につけることに
関心が高まっているため、市内の児
童とその保護者を対象に、健全な食
に対する理解や生産者等との交流に
より、食と農業とのかかわりについ
て理解を得るため食農教室を実施す
る。

食農教室の開催

農産物の直売や体験型農業などグ
リーンツーリズムの取組みは、地域
経済への波及効果が期待されること
から積極的なＰＲを実施する。
今後、グリーンツーリズム活動の連
携促進によりさらに多く交流が生ま
れ、本市の農業や魅力を市内外に伝
えられることから、実施者が連携し
た活動を支援する。

交流農園マップの作成
グリーンツーリズム協議
会の実施事業に対する助
成

市民の余暇活動等の憩いの場として
の認定市民農園を市内の遊休農地等
に開設する場合に、開設のための相
談や支援を行うことで、遊休農地等
の有効活用だけでなく、農業者の経
営の多角化や安定化につなげる。

認定市民農園開設の支援 認定市民農園開設の支援 認定市民農園開設の支援

交流農園マップの作成
グリーンツーリズム協議
会の実施事業に対する助
成

交流農園マップの作成
グリーンツーリズム協議
会の実施事業に対する助
成

　【施策3　　都市住民との交流】

事業内容
年度計画

野菜づくり実践講座の開
設

野菜づくり実践講座の開
設

食農教室の開催 食農教室の開催
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第4章　活気のある産業のまち

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

農業資金利子補給事業

　

〔一般会計〕

農政課 事業費（千円） 520 470 370

【継続事業】

農業振興奨励事業

　

〔一般会計〕

農政課 事業費（千円） 2,670 3,000 3,000

【継続事業】

経営所得安定対策直接
支払推進事業

　

〔一般会計〕

農政課 事業費（千円） 6,680 6,834 6,834

【継続事業】

環境保全型農業直接支
援対策事業

　

〔一般会計〕

農政課 事業費（千円） 1,205 1,326 1,326

【継続事業】

担い手への農地集積推
進事業

　

〔一般会計〕

農政課 事業費（千円） 900 900 900

【継続事業】

経営体育成支援事業

　

〔一般会計〕

農政課 事業費（千円） 19,956 5,000 5,000

認定農業者(農業経営基盤強化促進
法に基づく農業改善計画の認定を受
けた農業者)が、その計画に則して
規模拡大などの経営展開を図るため
に農業経営基盤強化資金(スーパー
Ｌ資金)を借入れした場合、利子の
一部を助成することにより、経営感
覚に優れた効率的かつ安定的な農業
経営者を育成する。

資金借入利子に対する助
成

農業経営者等で構成する生産組織や
酪農家等に対し、道央農業協同組合
を通して支援を行い、農業経営の近
代化、安定化をめざす。

農業技術の向上や情報交
換への支援
健全牛育成のための預託
放牧、酪農ヘルパーの導
入への支援
野菜の線虫被害の防止、
エゾシカによる被害の軽
減への支援

農業技術の向上や情報交
換への支援
健全牛育成のための預託
放牧、酪農ヘルパーの導
入への支援
野菜の線虫被害の防止、
エゾシカによる被害の軽
減への支援

農業技術の向上や情報交
換への支援
健全牛育成のための預託
放牧、酪農ヘルパーの導
入への支援
野菜の線虫被害の防止、
エゾシカによる被害の軽
減への支援

農業経営の安定と国内生産力の確保
により、食糧自給率の向上を図るた
めの経営所得安定対策の実施にあ
たって、事務事業の推進や要件確認
等にあたる北広島市地域農業再生協
議会に対して必要な経費を助成す
る。

地域農業再生協議会に対
する助成

地球温暖化防止や生物多様性保全に
効果の高い営農活動をしている農業
者に対し、取り組み面積に応じた支
援を行う。

一定の条件に沿って環境
に配慮した営農活動に取
り組んだ農業者に対する
補助金の交付

市の定める経営体育成支援計画に則
して、市内の経営体が農業経営の発
展・改善を目的として、融資によっ
て農業機械等を導入する場合におい
て、取得に要する経費からプロジェ
クト融資の額を除いた自己負担部分
について支援を行う。

補助対象経営体に対する
助成

地域農業を担う経営体や生産基盤と
なる農地を、将来においても確保し
ていくための展望となる人・農地プ
ランを作成し、農地中間管理機構に
農地を貸し付けて農地の集積に協力
する農業者に協力金を交付する。

人・農地プラン作成
農地集積に協力した農業
者に協力金を交付

人・農地プラン作成
農地集積に協力した農業
者に協力金を交付

人・農地プラン作成
農地集積に協力した農業
者に協力金を交付

補助対象経営体に対する
助成

補助対象経営体に対する
助成

　【施策4　　生産・流通の振興】

事業内容
年度計画

地域農業再生協議会に対
する助成

地域農業再生協議会に対
する助成

一定の条件に沿って環境
に配慮した営農活動に取
り組んだ農業者に対する
補助金の交付

一定の条件に沿って環境
に配慮した営農活動に取
り組んだ農業者に対する
補助金の交付

資金借入利子に対する助
成

資金借入利子に対する助
成
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第4章　活気のある産業のまち

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

企業人財づくり支援事
業

　

〔一般会計〕

工業振興課 事業費（千円） 150 150 150

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

北広島クラスター構想
事業

　

〔一般会計〕

農政課 事業費（千円） 60

活力のあるまちづくりには、企業の
健全経営が根幹であり、企業の健全
経営には有能な人材の育成や確保が
不可欠であるため、市内に立地する
企業が実施する能力開発セミナーや
各種研修等に助成し、企業の健全経
営を促進する。

人材育成や能力開発セミ
ナー等に対する助成
高度な技術習得を目的と
する講習会参加に対する
助成

産・学・官の連携(クラスター形成)
により、企業単独では実現が難し
い、地域特性を生かした新たな産業
の創出や、新製品等の開拓促進をめ
ざす。

企業等への意向調査及び
制度の検討

　　第2節　　工業の振興

　【施策1　　地元企業の育成】

事業内容
年度計画

　【施策2　　市内での連携】

事業内容
年度計画

人材育成や能力開発セミ
ナー等に対する助成
高度な技術習得を目的と
する講習会参加に対する
助成

人材育成や能力開発セミ
ナー等に対する助成
高度な技術習得を目的と
する講習会参加に対する
助成

第２節 工業の振興 施策１ 地元企業の育成 

施策２ 市内での連携 
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第4章　活気のある産業のまち

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

空き店舗利用促進事業

　

〔一般会計〕

商業労働課 事業費（千円） 1,160 1,800 1,800

【継続事業】

地域商店街活性化事業

　
〔一般会計〕

商業労働課 事業費（千円） 589 684 684

【継続事業】

商工会地域振興事業

　

〔一般会計〕

商業労働課 事業費（千円） 1,700 1,700

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

小規模事業指導推進事
業

　

〔一般会計〕

商業労働課 事業費（千円） 28,154 26,763 26,763

【継続事業】

中小企業者等融資事業

　

〔一般会計〕

商業労働課 事業費（千円） 269,595 265,330 265,332

【継続事業】

住宅リフォーム支援事
業

　

〔一般会計〕

商業労働課 事業費（千円）

【拡大事業】

住宅リフォーム支援事
業（拡大）

　

〔一般会計〕

商業労働課 事業費（千円） 14,039 16,046 16,046

大型店の進出や店舗の移転、事業者
の高齢化による廃業など、空き店舗
増加への対策事業を実施する北広島
商工会に対して事業助成相当額を支
援する。

空き店舗を利用して開業
する事業者の申請に基づ
き北広島商工会が認定・
助成した相当額の補助

各地区の商工業者が連携して、地域
の特性を生かしながら商店街の賑わ
いと活性化を図る各種事業に対して
支援を行う。

商店街振興会等が実施す
る商店街の活性化事業に
対する助成

小規模事業者の経営安定化を促進
し、中小企業を支援するため、小規
模事業者に対する経営指導及び経営
改善への業務指導を行う北広島商工
会に対して人件費及び事務費の一部
を支援する。

小規模事業者の経営安定
化促進に向けて中小企業
の支援を行う北広島商工
会に対する助成

本市の農産物や観光資源、歴史的資
産を活用した北広島市の知名度アッ
プや交流人口の増加を図るととも
に、新商品開発・販売などに広く商
工業者が参加できる環境を整えるた
め、北広島商工会が実施する事業に
対して支援を行う。

北広島商工会が実施する
農産物や観光資源、歴史
的資産を活用した各種事
業への支援

北広島商工会が実施する
農産物や観光資源、歴史
的資産を活用した各種事
業への支援
《平成27年度終了》

小規模事業者の経営安定
化促進に向けて中小企業
の支援を行う北広島商工
会に対する助成

小規模事業者の経営安定
化促進に向けて中小企業
の支援を行う北広島商工
会に対する助成

中小企業者の事業資金の円滑化を図
るため、市が市内金融機関に原資を
預託する。また、信用保証料の全額
及び利子の一部を市が補助すること
により、事業者の負担を軽減し、中
小企業の育成振興を図る。

融資利子及び信用保証料
に対する助成

住宅の改修を促進し、快適な住環境
の整備、市内の建設産業の振興及び
雇用の安定を図るため、市民が住宅
のリフォームを行う際の工事等に要
する費用の一部を助成する。

《平成25年度終了》

住宅の改修を促進し、快適な住環境
の整備、市内の建設産業の振興及び
雇用の安定を図るため、市民が住宅
のリフォームを行う際の工事等に要
する費用の一部を助成する制度(平
成26年3月31日終了)を3年間延長
して実施する。

住宅リフォーム工事費用
の助成

　　第3節　　商業の振興

　【施策1　　各地域商業の振興・商業団体の育成】

事業内容
年度計画

　【施策2　　商業経営の安定】

事業内容
年度計画

住宅リフォーム工事費用
の助成

住宅リフォーム工事費用
の助成

融資利子及び信用保証料
に対する助成

融資利子及び信用保証料
に対する助成

空き店舗を利用して開業
する事業者の申請に基づ
き北広島商工会が認定・
助成した相当額の補助

空き店舗を利用して開業
する事業者の申請に基づ
き北広島商工会が認定・
助成した相当額の補助

商店街振興会等が実施す
る商店街の活性化事業に
対する助成

商店街振興会等が実施す
る商店街の活性化事業に
対する助成

第３節 商業の振興 施策１ 各地域商業の振興・商業団体の育成 

施策２ 商業経営の安定 
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第4章　活気のある産業のまち

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

企業誘致推進事業

　

〔一般会計〕

工業振興課 事業費（千円） 1,861 4,862 5,362

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

コミュニティビジネス
創業支援事業

　

〔一般会計〕

商業労働課 事業費（千円） 475 1,115 1,115

優良な企業の立地による地域経済の
活性化や雇用創出の場の確保など、
活力あるまちづくりをめざして、北
広島輪厚工業団地や民間所有の分譲
地への企業誘致活動を展開する。
また、企業誘致活動の一環として北
広島市企業立地促進条例に基づき、
事業所の新・増設者に対して市内居
住者雇用奨励金を交付する。

進出希望企業への訪問な
どの誘致活動
事業所の新増設者に対す
る市内居住者雇用奨励金
の交付

コミュニティビジネスアドバイザー
を設置し、少子高齢化、コミュニ
ティ醸成、環境保全、教育、地産地
消など地域課題の解決にビジネスと
して取り組む団体、企業、個人に支
援を行い、起業の促進と地域の活性
化を図る。

コミュニティビジネスア
ドバイザーの設置
創業団体等への支援

コミュニティビジネスア
ドバイザーの設置
創業団体等への支援

コミュニティビジネスア
ドバイザーの設置
創業団体等への支援

　　第4節　　企業誘致・新産業の創出

　【施策1　　企業誘致の推進】

事業内容
年度計画

　【施策2　　新産業の創出】

事業内容
年度計画

進出希望企業への訪問な
どの誘致活動
事業所の新増設者に対す
る市内居住者雇用奨励金
の交付

進出希望企業への訪問な
どの誘致活動
事業所の新増設者に対す
る市内居住者雇用奨励金
の交付

第４節 企業誘致・新産業の創出 施策１ 企業誘致の推進 

施策２ 新産業の創出 
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第4章　活気のある産業のまち

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

観光振興事業

　

〔一般会計〕

商業労働課 事業費（千円） 3,930 3,930 3,930

【継続事業】

都市型観光推進事業

《旧事業名》
きたひろしまシティ
セールス事業

〔一般会計〕

商業労働課 事業費（千円） 645 656 656

【拡大事業】

都市型観光推進事業
（拡大）

　

〔一般会計〕

商業労働課 事業費（千円） 3,067 2,646 3,699

【継続事業】

寒地稲作発祥１４０周
年記念事業

　

〔一般会計〕

商業労働課 事業費（千円）

市の魅力などの情報発信の拡充する
とともに、観光推進協議会を設置し
て市民や観光関係団体、商業事業者
との連携等により事業を推進する。

市の魅力などの情報発信
(食資産の販路拡大、イベ
ントへの参画、外国語対
応ガイドマップの作成)
市民や観光関係団体、商
業事業者との連携等によ
る事業推進を図るための
観光推進協議会の設置

イベントの実施による市民相互及び
市民と近隣市町村来訪者の交流を図
ることが地域の活性化に寄与するこ
とから、市内外の各種イベントへの
参加や観光資源の紹介・宣伝など本
市観光の発展を図るため、北広島市
観光協会への支援を行う。
また、石狩管内の市町村等で構成す
る「さっぽろ広域観光圏」の事業の
推進に努める。

北広島市観光協会が実施
する事業への支援
管内市町村との連携

北広島市観光協会が実施
する事業への支援
管内市町村との連携

北広島市観光協会が実施
する事業への支援
管内市町村との連携

交流・定住人口の増加を目的とし
て、市内の地域資源・観光資源を活
用した良好な都市イメージの創出と
効果的なプロモーションを実施す
る。

市外・全国などに対して
の情報発信の強化による
北広島市ブランドの定着
化
市の魅力などの情報を発
信するＷＥＢコンテンツ
の作成と情報発信

明治6年、中山久蔵翁が寒地稲作に
成功し140年を迎えるにあたり、
あらためてその偉業を讃えるととも
に、市民と先人の苦労や当市の偉人
である中山久蔵翁の「挑む」精神に
触れる記念事業を実施する。

《平成25年度終了》

　　第5節　　観光の振興

　【施策1　　観光の振興】・【施策2　　イベント等の充実】

事業内容
年度計画

市外・全国などに対して
の情報発信の強化による
北広島市ブランドの定着
化
市の魅力などの情報を発
信するＷＥＢコンテンツ
の作成と情報発信

市外・全国などに対して
の情報発信の強化による
北広島市ブランドの定着
化
市の魅力などの情報を発
信するＷＥＢコンテンツ
の作成と情報発信

市の魅力などの情報発信
(イベントへの参画、観光
情報誌への広告掲載、ガ
イドブックの作成)
市民や観光関係団体、商
業事業者との連携等によ
る事業推進を図るための
観光推進協議会の運営

市の魅力などの情報発信
(イベントへの参画、観光
情報誌への広告掲載、外
国語対応ガイドマップ、
ガイドブックの作成)
市民や観光関係団体、商
業事業者との連携等によ
る事業推進を図るための
観光推進協議会の設置

第５節 観光の振興 施策１ 観光の振興 

施策２ イベント等の充実 
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第4章　活気のある産業のまち

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

地域職業相談室運営事
業

　

〔一般会計〕

商業労働課 事業費（千円） 2,403 2,403 2,403

【継続事業】

季節労働者通年雇用促
進支援事業

　

〔一般会計〕

商業労働課 事業費（千円） 395 395 395

【継続事業】

シルバー人材センター
活動支援事業

　

〔一般会計〕

商業労働課 事業費（千円） 10,500 10,500 10,500

【継続事業】

雇用対策事業

　

〔一般会計〕

商業労働課 事業費（千円） 0 0 0

【拡大事業】

雇用対策事業（拡大）

　

〔一般会計〕

商業労働課 事業費（千円） 4,503 6,000 6,000

就職支援推進員の配置に
よる地域職業相談室の管
理・運営

就職支援推進員の配置に
よる地域職業相談室の管
理・運営

季節労働者の通年雇用化を図り、収
入の安定とともに安心した生活を確
保するための各種事業に取り組む北
広島市季節労働者通年雇用促進支援
協議会を支援する。

通年雇用人材育成、求人
開拓セミナーの開催
職場体験実習などの各種
事業に取り組む北広島市
通年雇用促進支援協議会
の運営及び市負担金の支
出

通年雇用人材育成、求人
開拓セミナーの開催
職場体験実習などの各種
事業に取り組む北広島市
通年雇用促進支援協議会
の運営及び市負担金の支
出

通年雇用人材育成、求人
開拓セミナーの開催
職場体験実習などの各種
事業に取り組む北広島市
通年雇用促進支援協議会
の運営及び市負担金の支
出

国との連携により、地域職業相談室
(ジョブガイド北広島)を運営し、求
人情報の提供、職業相談、失業者相
談を実施することにより、求職者等
への利便性の向上及び就職促進を図
る。

就職支援推進員の配置に
よる地域職業相談室の管
理・運営

企業倒産、解雇、雇い止め等により
離職を余儀なくされた失業者及び未
就職卒業者を対象に、雇用対策を行
う。

失業者等の雇用創出に向
けた雇用対策の実施

高年齢者に臨時的かつ短期的な仕事
を組織的に確保し、提供して、高年
齢者の生きがいと活力ある地域社会
づくりのために活動しているシル
バー人材センターを支援する。

シルバー人材センターの
運営費及び事業費に対す
る補助金の交付

シルバー人材センターの
運営費及び事業費に対す
る補助金の交付

シルバー人材センターの
運営費及び事業費に対す
る補助金の交付

市独自の雇用対策事業として、新規
に若年求職者を雇用した市内中小企
業に対して助成を行う。

新規に若年求職者を雇用
した市内中小企業に対す
る助成

新規に若年求職者を雇用
した市内中小企業に対す
る助成

新規に若年求職者を雇用
した市内中小企業に対す
る助成

失業者等の雇用創出に向
けた雇用対策の実施

失業者等の雇用創出に向
けた雇用対策の実施

事業内容
年度計画

　　第6節　　労働環境の整備

　【施策1　　就業機会の拡大と安定化】・【施策2　　勤労者福祉の充実】

第６節 労働環境の整備 施策１ 就業機会の拡大と安定化 

施策２ 勤労者福祉の充実 
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