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 第１項 農業の振興 

 

■現状と課題      

本町の農業は、恵まれた自然と豊かな大地のもとで経営が展開され、畑作４品を中心とした作付体

系により輪作体系を維持し、地域を支える基幹産業として大きな役割を果たしているとともに、我が国

の食料基地として、また、国土や環境の維持・保全など多面的な機能を発揮しています。しかし、農業

を取り巻く情勢は、消費税増税、肥料・飼料・燃油の高騰、異常気象の影響による農作物の収量・品

質への影響など、大変厳しい状況にあります。とりわけ、平成 27 年 10 月には※ＴＰＰ（環太平洋パート

ナーシップ協定）交渉が大筋合意に至り、国家貿易の維持やセーフガード等の措置が講じられたもの

の、多くの品目で一部関税の撤廃や引き下げ、輸入枠の拡大等が盛り込まれ、本町農業や地域経

済、地域社会の崩壊を招きかねない極めて大きな影響を及ぼすことが懸念されます。 

近年、国の農業政策においては、攻めの農林水産業を展開し、強い農林水産業と美しく活力ある

農山漁村を実現するための施策が打ち出され、経営所得安定対策、担い手・農地制度の改革、食料

自給率の向上、農業環境・資源保全対策の確立、ＴＰＰ影響緩和対策など、農業・農村は大きな変革

期を迎えています。 

本町においても、農政・農地改革が進められる中、農業者の高齢化や後継者・配偶者不足等による

農家戸数の減少、農業所得の低下、農産物価格の低迷や農村地帯の活力の低下等、多くの課題を

抱えています。畜産を取り巻く環境も、酪農家戸数の減による生乳生産量の減少、不安定な燃料価格

や人件費、資材費、飼料価格の高騰等依然厳しい環境に置かれており、今以上に効率的な経営、企

業的な意識を持った経営が求められています。 

また、近年の異常気象は、作物の生育及び農作業の効率に大きな差が出ることから、農業生産の

基盤となる土地基盤整備を計画的に実施していく必要があります。 

これらの状況を踏まえ、効率的な農地の利用、担い手の確保、人材育成などを図り、消費者のニー

ズに応えた新鮮・良質・安全で安定した農畜産物を供給していくことが重要であり、そのためには農業

生産力を高め体質の強い本町農業の構築を図る必要があります。 

一方、本町の農畜産物は原材料としての販売が主であり、消費者の信頼獲得などのブランド化、さ

らには、加工などによる付加価値づくりによる所得の向上を模索していく必要があります。 

 

■基本方針 

農業の根幹である安全・安心で良質な農畜産物の安定供給や、国土・自然環境保全、水源かん

養、景観形成、文化伝承といった農業・農村が持つ多面的機能などの役割を一層発揮するため、※本

別町農業基本構想の推進により、関係機関と連携を密にした諸施策の実現に向けた取り組みや、ＴＰ

Ｐ協定をはじめとする国際貿易協定や食料政策など、引き続き国の動向に注視しながら、本町農業の

持続・発展に向けた取り組みを進めます。 

また、農畜産物を単に原材料として生産、移出するだけでなく、今後は※付加価値を高めた※６次産

業化への取り組みによる農家所得の向上と地域の雇用創出を促進します。 
 

■施策の体系（主な施策・事業） 

農業の振興 (1)営農対策の強化 

①生産コスト低減に向けた意識高揚対策の推進 

②複数戸法人の設立支援 

③経営改善計画の樹立励行 

(2)計画的な農地利用と流動化対策 

①効率的な農地集積の推進 

②賃貸借型農地の流動化 

③地積調査事業の推進 

(3)計画的な土地基盤整備の推進 

①明渠・暗渠・心土破砕等排水対策の推進 

第２章 地域資源を活かした豊かなまちづくり 

第１節 環境と調和し、高い生産性を目指した農林業の振興 
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(4)食の安全・安心対策 

①生産履歴記帳運動の展開 

②※GAP手法の推進（農業生産工程管理手法） 

③キレイマメ原料の確保 

(5)農業生産のシステム化 

①農産物乾燥調製貯蔵施設の整備 

②農作業受委託・※コントラクターの体制整備強化 

(6)農産振興対策 

①農作物の計画的作付確立 

②良品質農産物の安定供給 

③農畜産物の付加価値向上 

④耕畜連携による土づくりの推進 

⑤高性能機械の導入 

⑥有害鳥獣被害対策の推進 

⑦新規作物の導入 

(7)畜産の振興対策 

①生乳増産体制の強化 

②乳用育成牛、肉用牛の資質向上 

③酪農ヘルパー制度の拡充 

④家畜防疫対策の強化 

⑤馬産振興 

⑥※ＴＭＲセンターの設立支援 

(8)環境保全型農業の推進 

①農業用廃プラスチックの適正処理 

②家畜ふん尿の適正管理 

③※バイオガスプラントの設立支援 

(9)担い手の確保と育成対策 

①農家子弟支援・新規参入者支援の取り組み強化 

②農業実習生受入強化 

③後継者・配偶者対策の推進 

④家族経営協定の推進 

(10)農村女性のパワー促進 

①女性の経営参画環境づくり 

②農産物加工の促進 

(11)農村生活の環境整備 

①生活環境整備・農村景観整備の取り組み強化 
 

※ ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）＝太平洋を囲む多国間（現在 12 カ国）による経済分野での連携協定。 

※ 本別町農業基本構想＝農業者・農業関係機関が一体となり本町農業が将来的に持続発展していくため平成 25 年度に策

定した計画。 

※ 付加価値＝農畜産物に手を加える（加工等）ことにより、機能性や利便性などの新たな効用（価値）を生み出すこと。 

※ ６次産業＝農業が原料のみ提供する 1次産業に止まることなく、食品加工（２次産業）や、販売・情報・観光（３次産業）へも

積極的に乗り出し、付加価値と雇用の場を創り出す創業産業のこと。 

※ GAP 手法＝農業生産活動の各工程において法令を遵守し記録、点検及び評価を持続的に実施すること。 

※ コントラクター＝農作物を栽培するにあたり、耕起・整地、播種、防除や収穫などの農作業を業者に委託すること。 

※ TMR センター＝粗飼料と濃厚飼料等を適切な割合で混合し、乳牛の養分要求量に合うように調製した飼料（ＴＭＲ：Total 

Mixed Rations）を地域の酪農家に供給する組織。 

※ バイオガスプラント＝バイオマス資源をバイオガスエネルギーへ転換するシステム。  
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第２項 林業の振興 

 

■現状と課題 
森林は、木材の生産はもとより、国土保全や水源かん養、環境保全など多くの公益的機能を有して

おり、住民生活や経済の中で重要な役割を果たしています。本町の林業は、木材の生産・流通・加工
の各段階のコスト低減の立ち遅れや輸入材の増加、林業労働者の減少・高齢化などによる担い手不
足など厳しい状況となっています。長期的な国産材の需要は回復傾向にあり、木材価格も維持してい
ますが、今後のＴＰＰ協定による影響が懸念されるとともに、森林所有者の高齢化と、相続や転居等に
よる※不在村森林所有者が増えてきていることから、十分な整備が行われていない森林が増加する傾
向にあり、森林資源の保続が危ぶまれ、林業・木材産業への影響が懸念されています。※主伐期を迎
えたカラマツは、加工技術の向上や新技術の開発により見直されてきており、安定的な供給への期待
が高まっています。森林資源の増強や※森林の持つ公益的機能の発揮と持続可能な森林づくり、施業
意欲のある森林所有者への林地の流動化等が課題となっており、持続的な林業生産活動と適切な森
林整備を実施していくことが強く求められています。 

 

■基本方針 
森林の持つ公益的機能の発揮、木材の安定供給、森林・林業、木材産業等の安定のため、関係者

が一体となり、町民の理解を得ながら、適切な森林整備及び管理体制による持続可能な森林づくりな
ど本別町森林整備計画の推進を図ります。 

また、森林整備や素材生産、流通、加工の各段階でのコストダウンや、地域材の利用拡大、森林整
備の担い手の育成や※木育などを推進します。 

 

■施策の体系（主な施策・事業） 

林業の振興 
 

(1)適切な森林整備の推進 
①植栽の推進による造林未済地の解消、適確な更新の確保 
②適切な時期での下刈・保育※間伐等の推進 
③林地流動化対策の検討 

(2)計画的な施業の集約化 
①集約化施業の推進 
②森林経営計画の作成支援 

(3)林道網などの整備 
①林道の整備及び管理 
②林業専用道などの整備 

(4)人材の育成 
①林業グループ及び林業後継者の支援 
②担い手の育成 

(5)森林の持つ公益的機能の啓発 
①森林と親しむ活動の促進（植樹祭等） 
②木育の推進 

(6)地材地消の推進 
①公共施設等の木造化の推進 
②地域材利用の普及啓発 

 

※ 不在村森林所有者＝所有する森林とは別の市町村に居住（所在）する個人または法人。 

※ 主伐期＝伐採する時期に到達した樹木。 

※ 森林の持つ公益的機能＝森林がもつ木材の生産機能のほか，渇水や洪水を緩和し、良質な水を育む水源のかん養機能、

山地災害の防止機能、二酸化炭素の吸収・貯蔵や騒音防止、飛砂防止などの生活環境保全機能、多種多様な動植物の

生息・生育の場を提供する生物多様性を保全する機能、レクリエーションや教育の場の提供、芸術・創造の場の提供など

の保健文化機能等の多面的な機能のこと。 

※ 木育＝子供をはじめとするすべての人びとが、木とふれあい、木に学び、木と生きること。 

※ 間伐＝森林の木の生育を助けたり、採光をよくしたりするために、適当な間隔で木を伐採すること。 

第２章 地域資源を活かした豊かなまちづくり 

第１節 環境と調和し、高い生産性を目指した農林業の振興 
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第１項 商工業の振興 

 
■現状と課題 

景気低迷による購買力の低下や車社会の進展による帯広近郊の大型店への消費の流出、また、通

信販売などにより、本町の商店は苦しい経営を迫られています。 

また、人口減少や後継者不足の問題から市街地の国道沿いにも空き店舗が目立ち、商店街の空洞

化も進んでおり、消費者にとって魅力ある商店街をどのように整備していくかが大きな課題です。 

さらに、北海道横断自動車道の整備進行により札幌圏・釧路圏からのアクセスが向上し、消費者が

都市部へ流出することが予想されることから、魅力ある持続的な商店街をつくることが重要です。 

工業については、本町の最大の資源である農畜産物を活用した製造、加工業を中心に発展し、特

に北海道糖業本別製糖所、明治本別工場の２社が製造品出荷額のほとんどを占めており、その他の

事業所については、出荷額・従業員数ともに小規模であり、停滞が続く地方経済のなかで、さまざまな

課題を抱えています。 

また、近年、社会・経済環境が大きく変化し、公共事業が激減するなかで、本町の建設業界は極め

て厳しい状況にあります。このため、今後は様々な変化に柔軟に対応し、持続・発展を遂げていけるよ

う、経営力強化や人づくり強化の取り組みへの支援策、さらには、異業種産業への進出など経営の多

角化に向けた支援策が望まれています。 

北海道横断自動車道のジャンクションとインターチェンジを有する本町において、輸送時間などの

短縮は、活性化に向け優位点であり、高速自動車道路網を活用した商工業の振興を早急に進めなけ

ればなりません。 
 
■基本方針 

これからの商店街は、多様なサービスの提供など大型店では出来ないきめ細やかなサービスなど顧

客満足度を高める工夫から、来店者が安心して買い物ができる小売業の環境づくりを促進するととも

に、消費者にとって魅力ある商店づくりを進めます。 

本町ならではの農畜産物などの地域資源や地域特性を活かした食料品製造を中心に技術力の向

上や人材育成に努めるとともに、経営基盤の強化に向け、新たな支援策を構築し、商工業の振興を図

ります。 

長引く景気後退の影響などにより、北海道、特に過疎地域への企業立地は厳しい状況にあります

が、地域の特性や資源であるジャンクションや良質な農畜産物を活かしながら、地域経済の活性化に

つながる企業の立地を促進します。 
 
■施策の体系（主な施策・事業） 
商工業の振興 
 
 
 
 
 
 

(1)既存商工業の活性化 
①魅力ある商店づくり 
②個性ある商店街の形成 
③購買流出対策、愛町購買運動の推進 
④商店街の環境整備（高齢者福祉との連携） 
⑤消費者との交流の推進 
⑥企業立地の促進（空き公共施設の活用など） 

(2)経営基盤の強化 
①人材の育成・後継者対策 
②融資制度の充実 
③経営指導の充実 
④商工業関係機関の連携 
⑤企業立地制度の充実 

(3)研究・開発型企業の育成 
①起業家の養成と起業化の支援 
②地場特産品を活用した新製品の調査研究・開発 
③農産物加工施設の利用促進 

(4)産学官連携の推進 
①産学官連携による活性化の推進 
②農商工連携人材育成セミナーの開設 

第２章 地域資源を活かした豊かなまちづくり 

第２節 新たな活力を生む商工業の振興 
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第２項 多様な取り組みによる新産業の創出 
 
■現状と課題 

町民の生活基盤の安定において、暮らしやすさや生活重視の視点でまちづくりを進めていくことは

重要なことですが、活力ある本別の創造のためには、経済基盤の確立が大きな課題と捉えています。 

町民アンケートにおいても、多くの方から「産業を振興し、雇用を拡大させ経済を活性化させる取り組

み」や「多様な就労環境の創出」が必要との意見が寄せられています。 

本町の基幹産業である農業は、国際化、自由化が一段と進み、従事者の高齢化、担い手不足、農

地の流動化、農畜産物価格の低迷等多くの課題を抱え、厳しい状況となっており、林業についても材

価の低迷、担い手の不足等により、経営は依然厳しい状況が続いています。さらに、国や地方自治体

の財政難による公共事業の減少から、地方の建設業にも大きな打撃を受けています。本町の経済も厳

しい状況にあることから、既存産業の振興と併せて新たな産業の創出を目指さなければなりません。 

本町の特性を活かした農畜産物を素材として加工することにより付加価値を創出し、それを流通・販

売するなど、地域の第１次産業としての農業とこれに関連する第２次・第３次産業にかかわる事業を融

合させることにより、総合的かつ一体的な産業化を進めていくことが必要なことから、農商工連携等も併

せて推進しなければなりません。 

また、本町が先進的に進めている福祉施策による雇用の拡大や新規参入なども模索しながら、政策

間連携による産業の振興、さらに、北海道横断自動車道網や町内全域を網羅した高速通信網を活か

した新産業の創出も期待されています。 

 
■基本方針 

恵まれた自然と豊かな大地のもと生産される安心、安全な農畜産物や高速自動車道路網、町内全

域を網羅した高速通信網、「福祉でまちづくり」を合言葉に展開している先進的な福祉施策などの本別

ならでは地域資源を活かし、地域における新たなビジネスチャンスの拡大を図ります。 

生産・加工・販売・流通の一体化や第１次産業と第２・３次産業の融合、さらには農村の風景やそこに

住む人の経験や知恵などの「資源」と、食品産業、観光産業、ＩＴ産業等の「産業」を結び付け、新たな

業態の地域ビジネスである第６次産業を創出します。 

また、官民一体による推進体制を整備し、北海道横断自動車道網を利活用した施策等の推進を図

り、これらの取り組みによる新たな付加価値を地域内で創出し、雇用と所得を確保するとともに、若者が

定住できるまちづくりを進めます。 

さらに、経営意欲に富んだ起業家を輩出するため、人材の育成と起業化に向けた支援体制の充実

を図ります。 

 
■施策の体系（主な施策・事業） 

多様な取り組みによる新産業

の創出 

 

(1)新たなビジネスチャンスの拡大 

①農畜産物を活かした新産業の創出 

②北海道横断自動車道網を活かした新産業の創出 

③高速通信網を活かした新産業の創出 

④福祉関連産業の創出 

⑤その他新産業の創出 

(2)新たな支援策の創出 

①起業化に向けた支援策の充実 

 

  

第２章 地域資源を活かした豊かなまちづくり 

第２節 新たな活力を生む商工業の振興 



  - 14 - 

 

 

 

第３項 消費生活の向上 

 

■現状と課題 

消費者の暮らしを取りまく現状は、携帯電話やインターネットなど発達した情報化社会により消費者

ニーズが多様化し、これに伴う高度なサービスの出現から、若年層や高齢者を問わず、悪質商法や振

り込め詐欺など巧妙な手口により契約や取引にかかわるトラブルが大幅に増加し、大きな社会問題に

発展しています。 

私たちが生きていくうえで欠かすことのできない「食」においては、食品流通のグローバル化の進展

や消費者ニーズの多様化、また、食品に含まれる放射性物質による不安などから、消費者に対する食

品の安全性や適切な商品表示が求められています。 

また、消費者団体が推進する、環境と経済の※循環型社会形成を目的とした３Ｒ（※リデュース、※リユ

ース、※リサイクル）や省エネ、※地産地消の取り組みなどの積極的な推進と消費者行政の重要性は高

まっています。 

このような多種多様な消費者問題において、本町としても消費者行政・消費者相談窓口の一層の充

実はもとより、自主的な消費行動の確立や各関係機関との情報交換、連携などの取り組みを強化し活

動を支援していく必要があります。 

 

■基本方針 

消費者団体との協働による消費者相談窓口の充実、関係機関との連携を図りながら、悪徳商法など

による消費者被害の救済を行なうとともに、被害を未然に防ぐため、消費者保護と各種生活情報の提

供や啓発活動などを推進します。 

また、多様化する消費生活に対応できるうる主体性のある消費者を育成するため、消費生活モニタ

ーの設置や正しい商品知識や価格調査などの情報や資料を提供するとともに消費者教育等の実施よ

る意識の高揚を図り、消費生活の安定・充実に努めます。 

 

■施策の体系（主な施策・事業） 

消費生活の向上 

 

 

 

 

 

 

(1)消費者意識の高揚 

①価格調査及び量目試売調査の実施 

②消費生活の多様化、高度化による商品取引等の被害解消のための 

意識啓発 

③環境保全、リサイクル運動、地産地消の推進 

(2)消費生活運動の展開 

①消費者団体と関係機関との連携による拡大強化 

②消費生活リーダーの養成 

③消費生活展及び講座等による啓発 

④消費者相談の充実 

(3）関係機関との連携 

①高齢者福祉団体への情報提供 

②道消費生活センター、警察署等との連携及び情報提供 

 

※ 循環型社会＝有限である資源を効率的に利用するとともに再生産を行って、持続可能な形で循環させながら利用していく

社会のこと。 

※ リデュース＝廃棄物を減らすこと。 

※ リユース＝再使用すること。 

※ リサイクル＝廃棄物や不用物を回収・再生し、再資源化、再利用すること。 

※ 地産地消＝地域で生産されたものをその地域で消費すること。 
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第１項 観光、地場産品の振興 

 
■現状と課題 

近年の観光旅行は、個人・家族旅行が増加の反面、団体旅行が減少し、個人・家族型の旅行も、参
加・体験や地域との交流を楽しむ観光と、多種多様に変化してきています。 

本町は観光資源に乏しいこともあり、産業として伸び悩みではありますが、今後は、環境と観光との
調和をめざす視点を重視し、地域の人々や観光客の心の豊かさに貢献できる質の高い観光地づくりを
目指すとともに、観光産業の成長が期待されています。 

町内最大である「きらめきタウンフェスティバル」は町内外からの多くの入り込みがあり、十勝管内でも
屈指のイベントの一つとして成長しており、今後も質の高い内容が求められています。 

また、本町は北海道横断自動車道の整備進行により十勝圏と釧路圏、さらには北見圏を結ぶルート
として交通立地が良く、観光産業の発展に繋げることが重要なことから、地域の特色を活かした魅力あ
る観光サービスの創造や提供を行うため、観光資源である本別公園や道の駅など施設整備の充実や
人材育成を図る必要があります。 

また、本町の良質な農畜産物や地域資源を活用した加工製品はキレイマメをはじめとする地場産品
として全国に向け発信しています。また、新たな地場産品発掘や新加工・新サービスを提供する企業の
創出、起業家の育成が求められていることから、新たな展開の可能性に対する支援策や人材育成の取
り組みが必要となっています。 

 
■基本方針 

北海道横断自動車道の整備により、ますます交流人口が増加することが予想される反面、単なる通
過点とならないよう、貴重な資源である「義経の里本別公園」、や道の駅、さらにはキレイマメを中心とし
た本別産にこだわった食や産業、地域の人々との交流など、地域の特色を活かした体験型観光を推
進し、魅力ある観光資源としての整備を図ります。 

着地型観光の柱である「きらめきタウンフェスティバル」は、町民が一体となって本町のイメージアップ
のイベントとして、継続・発展を図ります。 

成長が期待される観光産業を発展させるため、観光パンフレット、広告、インターネット、ケーブルテ
レビなどのメディアを最大限に活用し、自然景観、食べ物、体験など固有の観光資源のＰＲや団体、個
人・家族へのＰＲなどの情報発信を推進します。また、本町の大切な観光資源を次代に伝え残せるよ
う、観光関係団体や地域産業との連携、次代を担う人材の育成、観光推進体制の充実を図ります。 

本町ならではの食材、人材、技術その他の資源を効果的に結びつけ、地域の個性を活かした新商
品の共同開発、消費者ニーズに対応した販売戦略、地場産品の利用拡大等を推進します。 

 
■施策の体系（主な施策・事業） 
観光、地場産品の振興 
 
 
 
 
 
 
 

(1)魅力ある観光資源の整備 
①義経の里本別公園一帯の施設、看板の整備 
②食観光の充実 
③道の駅及び周辺施設等の整備・充実 

(2)※体験型滞在型観光の推進 
①農家民泊、滞在型観光の体制整備 
②観光専門家の育成 

(3)イベントを核とした着地型観光による誘客 
①「きらめきタウンフェスティバル」の継続・発展 

(4)観光推進体制の連携強化 
①観光協会等関係団体・人材の育成 
②情報発信体制の確立強化 

(5)地場産業の振興・起業の促進 
①地場産品のＰＲと販路拡大 
②本別ブランドの確立 

(6)ふるさと寄付金制度の拡大・充実 
①町をＰＲする特産品の贈呈とメニューの充実 
②来町の機会となる寄付特典の創出 

 

※ 体験型滞在型観光＝一箇所に滞在し、滞在地で静養や体験型（自然、景観、歴史、文化、地場産業など、豊かな地域資

源を有効に活用）を始めとしたレジャーを楽しむこと、またはそこを拠点に周辺の観光を楽しむレジャー形態のこと。  

第２章 地域資源を活かした豊かなまちづくり 

第３節 地域に根ざした特色ある観光 
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第１項 雇用環境と勤労者福祉の整備 

 

■現状と課題 

長引く景気の低迷や産業構造の変化、企業における事業再構築への取り組みがなされるなど、経

営や雇用へのさまざまな影響が生じており、本町においてもこの景気低迷の影響による企業の閉鎖や

縮小により雇用の場の確保が難しい状況にあります。 

こうした状況の中、本町の過疎化をくい止め町民が安心して暮らせる町づくりのために、新たな雇用

の場の創出や地元出身者、高校生の就労の場の確保、企業の存続や求人情報の提供を積極的に進

めるための支援制度を検討する必要があります。 

勤労者福祉については、企業における各種共済制度への加入促進や、生活資金貸付制度により

安定した就業や生きがいをもって働ける職場づくりなど、勤労者の福祉向上に努める必要があります。

さらに、季節労働者の通年雇用化に向けた取り組みについて、事業者や関係機関・団体・行政が一体

となって推進していかなければなりません。 

 

■基本方針 

企業の新たな雇用創出に対する支援体制の充実や、起業による雇用創出に対する環境整備に努

めるとともに、生活の基盤となる労働者の安定的な就労の場を確保します。 

若者労働者や女性労働者などの地元定着のため、就労に適切な求人情報など就業支援体制を促

進します。また、中・高校生などのインターンシップ研修の積極的な受け入れによる職業観の醸成を図

り、ワークシェアリングを含め地元での就職に努めるとともに、地元出身者や高校卒業者、さらに障がい

者や季節労働者に対し魅力ある雇用の場の確保や支援体制の充実を図り、雇用の安定と地域の活

性化を目指します。 

労働環境の改善と総合的な福祉事業の実施を促し、勤労者の豊かでゆとりある職場・社会生活の

実現を促進するとともに、高齢者の知識と経験に基づく労働能力の活用により、高齢者の生きがい対

策を推進します。 

 

■施策の体系（主な施策・事業） 

雇用環境と勤労者福祉の整備 (1)雇用の場の確保と情報提供 

①ハローワークによる労働情報の提供 

②障がい者等の雇用促進 

③中・高校生などのインターンシップ研修による職業観の醸成 

④地元出身者・高校卒業者の雇用の場の確保・支援体制の充実 

⑤季節労働者対策の充実 

⑥雇用創出のための支援体制の充実、環境整備及び人材育成 

(2)労働環境と労働福祉の充実 

①各種共済制度への加入促進、生活資金貸付制度の充実 

②振動障害防止対策と労働災害の防止 

③労働団体の育成 

④労働能力の開発の推進 

(3)高年齢者の労働能力の活用 

①高年齢者の雇用の場の確保 

 

※インターンシップ＝学生が在学中に自分の専攻に関連する企業に体験入社する制度。 

※ワークシェアリング＝労働時間の短縮などにより、より多くの人で仕事の総量を分け合うこと。 
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