創造性豊な産業を育むまちづくり

農業

この事業には

1 億 2,379 万円
の予算を計上しています。

○防衛施設周辺農業用施設設置事業
担当：経済部 農林課 農畜産振興係

℡39-2309

さ じん

ほこり

陸上自衛隊上富良野演習場からの砂塵や自衛隊車輌の通行による 埃 が農産物の生育に
支障があると認められる場合、その影響をやわらげるために、農業経営の安定に役立つ施
設の整備に対して、事業費（農業用施設の設置費、または農業用機械）の 2/3 以内が国
から補助されます。
事業実施主体＝ふらの農業協同組合
国の負担額
1 億 2,371 万円
富良野市の負担額 1 億 2,378 万円
【平成２１年度の事業】
○農業用機械の購入
トラクター

５台

ロータリー

５台

リバーシブルプラウ

５台

サブソイラー

５台

牽引式防除機

１１台

トラクター

○持続的農業・農村づくり促進特別対策事業
担当：経済部 農林課 耕地林務係

℡39-2309

この事業には

6,616 万円
の予算を計上しています。
あんきょ

農業者が農地の暗渠、除れき等必要な整備に積極的に取り組めるよう、道営農業農村整
備事業に係る農家負担を道と市が連携して、その費用の一部を助成します。
《平成２１年度》

※暗渠：地下に埋設したり、ふたをかけたりした水路

北海道の負担額
富良野市の負担額

事業期間

3,308 万円
3,308 万円

※除れき：作物の根の生育促進や農業用機械の故障防
止を目的に農地にある石を取り除くこと。

平成１８年度～２２年度
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農業

○国営農地開発事業富良野東部地区負担金
担当：経済部 農林課 耕地林務係

℡39-2309

この事業には

6,120 万円
の予算を計上しています。

国営事業で造成された農地の富良野東部地区の事業に係る富良野市の負担金及び受益
者の負担金。
償還期間は、平成１３年度から平成２３年度

富良野市の負担額
受益者の負担額

新規

1,762 万円
4,358 万円

この事業には

○地域バイオマス利活用交付事業
担当：経済部 農林課 農畜産振興係

3 億 966 万円
の予算を計上しています。

℡39-2309

地域で発生・排出されるバイオマス資源を、その地域でエネルギーへ変換して、可能な
限り循環利用する総合的利活用システムを構築する地域の創意工夫を凝らした主体的な
取り組みに対して国が支援します。
ふらの農協では、平成１３年度に堆肥製造施設を整備しておりますが、この間、玉葱の
ざ ん さ

作付け面積が急増したことや、選果場、加工処理施設などから出る野菜の残渣が増えてお
り、今後もその量は増加する傾向にあります。一方、農業者からは、肥料価格が高騰した
ざ ん さ

ことから、堆肥に対する需要が増えています。ふらの農協では、増加傾向にある野菜残渣
を利用して堆肥に変換し、農地還元する循環型農業を展開するために、既存の堆肥製造施
設を増設します。

国の負担額
3 億 966 万円
富良野市の負担額はありません。

事業実施主体＝ふらの農業協同組合

・事業内容：堆肥製造施設の増設（処理能力のアップ、浄化施設の充実）
・総事業費

6 億 1,931 万円

既存の堆肥製造センター

堆肥に変わる野菜残渣

≪バイオマスとは？≫
植物や動物（特に、微生物）などの生物により生産される資源のことをいいます。
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農業

○アグリパートナー推進事業
担当：農業委員会

この事業には

264 万円
の予算を計上しています。

℡39-2323

後継者不足が深刻化しているなかで、農業への定着と農業継承の安定を図るためには農
村花嫁対策が重要な事業になっています。
次世代を担う農業青年が良きパートナーにめぐり合えるよう、広く道内外から花嫁を募
集し、パートナー対策の推進を図っています。
《平成２１年度の事業》
未婚の後継者の調査把握、地方協議会との連携
によるイベントの開催、ＨＰへの掲載によるパ
ートナー募集、農業青年の結婚相談や女性の紹
介等。

○農地・水・環境保全向上対策事業
担当：経済部 農林課 耕地林務係

℡39-2309

この事業には

3,515 万円
の予算を計上しています。

近年、農村地域では農家戸数の減少、高齢化の進行及び担い手の不足により農地や農業
用排水などの保全管理が困難な状況となってきています。
これらの資源は、食料の安定供給だけでなく、農村の豊かな自然環境や景観を形づくる
上でも大きな役割を果たしており、将来にわたって適切に管理していかなければなりませ
ん。
このため、農業者だけでなく地域住民が参
加し活動組織をつくり、農村環境を守る共同
活動に対して支援を行います。
《平成２１年度》

総事業費

国の負担額
北海道の負担額
富良野市の負担額

事業期間

1 億 4,060 万円

7,030 万円
3,515 万円
3,515 万円

平成２０年度～２３年度
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農業
新規

この事業には

268 万円

○農村実態調査事業
担当：経済部 農林課 農政係

の予算を計上しています。

℡39-2309

中山間地域にある本市農村部は、生活の場であるだけではなく、耕地や森林を維持する
ことを通じ、様々な役割を担っている。しかし農村部は、医療確保の困難性、農林業等の
衰退、耕作放棄地等による土地の荒廃や生活店舗の撤退、人口減少・高齢化によるコミュ
ニティ機能の崩壊など、その存続が危ぶまれる現実に直面している。
これまで、この問題に積極的に対応してこなかったが、新たな農業計画において対応の
必要性に対する認識が高まった。
北海道大学と連携の下、総務省で示している「集落チェックリスト」を参考に農村の原
状把握をはじめる。
《事業内容》
区分

事業内容

予算額

摘要

（1,000
（1,620

※ 北 大 サ テ ライ
ト関連事業
（H20～22）

事業推進
農村実態調査の実施

資源・人材活用方法の調
査・検討

情報収集・関係者との調整

集落チェックリスト（仮称）を作成し、農村の
現状を把握するとともに、活力維持の足がかり
を把握する。
【実施方法】
農村資源及び人材活用調査委託
産業嘱託職員配置（１名）
対象：市街地以外全集落（２ヵ年で予定）

H23 以降は単独
で作業を進める

資源・人材活用の先行事例を調査し、本市の対
策を参考とする。
【実施方法】
農村資源及び人材活用調査委託
資料収集・分析

（1,000）
（0,030

旅費

（0,038

計

（2,688

《実施・運営体制》
サテライトを介し連携
北海道大学農学部

富良野市
助言
ふらの委員会
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農業
この事業には

○自然環境活用ンター管理費
担当：経済部 商工観光課 観光物産係

203 万円
の予算を計上しています。

℡39-2312

山部太陽の里自然公園にある「ふれあいの家」は、宿泊とレストランを兼ね備えた地域
密着の交流施設です。地域の方やキャンプ場、パークゴルフ利用者、登山客のみなさんが
名物石焼きジンギスカンを始め豊富なメニューの食事を楽しみ、交流を深めています。
《平成２１年度の事業》
自然環境活用センター「ふれあいの家」の管理、及び運営に係る委託料及び施設修繕費など

林業
この事業には

○有害鳥獣駆除対策
担当：経済部 農林課 耕地林務係

578 万円
℡39-2309

の予算を計上しています。

エゾ鹿、クマ、キツネ、カラスなどの有害鳥獣による農作物及び人畜への被害防止のた
め、北海道猟友会富良野支部富良野部会の協力により駆除を実施します。
平成２１年度対策経費

578 万円

・ハンター育成費
・有害鳥獣駆除費
・猟友会運営費等

- 42 -

創造性豊な産業を育むまちづくり

商工業
この事業には

○中小企業向け融資制度
担当：経済部 商工観光課 商工労働係

1 億 670 万円
℡39-2312

の予算を計上しています。

中小企業振興資金
融資限度額 1,000 万円以内、償還期間 15 年以内。保証協会の保証付きとします
が、保証料の半額を補給します。また、0.5％の利子補給をします。
商工業パワーアップ資金
チャレンジ資金(新規開業・企業化支援)、共同施設資金、商店街等活性化資金、情
報近代化資金、土地購入資金の目的別に 500 万円から 3,000 万円の融資限度額と
10 年から 15 年以内の償還期間を設定しています。１％の利子補給をします。
小口緊急特別資金
融資限度額 500 万円以内、償還期間 5 年以内。１％の利子補給をします。
利子補給金・保証料補給金
638 万円
金融機関への預託金
1 億 32 万円

観光

この事業には

350 万円
の予算を計上しています。

○富良野・美瑛キャンペーン推進事業
担当：経済部 商工観光課 観光物産係

℡39-2312

美瑛町から占冠村までの 6 市町村の行政や観光協会、民間事業者で構成する「富良野・
美瑛広域観光推進協議会」で地域の魅力や観光資源を国内外へ PR しています。国土交通
省の 2 泊 3 日以上の滞在型観光地づくりを目指す「地域観光圏整備事業」として「ちょ
っと暮らすように旅をする～ふらのびえい田園休暇街道」事業計画が認定（道内 1 地域）
され、魅力ある観光地域づくりを行っています。
《平成２１年度の主な事業》
着地発信の体験型観光「ちょっくら旅」
宿泊キャンペーン
国内旅行会社 PR 事業
海外市場開発・PR 事業
広域観光マップ作成
ホームページ更新（日・英・韓・中）
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観光
この事業には

○通年･滞在型観光推進事業
担当：経済部 商工観光課 観光物産係

450 万円
の予算を計上しています。

℡39-2312

富良野市観光振興計画にもとづいて、富良野らしい長期滞在型観光推進に向け、グリー
ンツーリズムやエコツーリズムなど付加価値の高い観光を推進します。富良野を訪れる人
を優しく迎え、市民と観光客とが交流を深める優しい農村観光都市の形成を進めます。
《平成２１年度の主な事業》
長期滞在型観光地形成事業
閑散期対策事業
外国人観光客満足度向上事業
ウォーキングルート整備事業
人材育成･ホスピタリティ研修事業
この事業には

○北海へそ祭り実行委員会補助金
担当：経済部 商工観光課 観光物産係

400 万円
の予算を計上しています。

℡39-2312

北海へそ祭りは、親と子の絆、市民同士や観光客と市民との絆を確認しあい、意識を
高めあう祭りとして、毎年 7 月 28 日・29 日に開催しています。富良野を代表する祭り
であるとともに、今では北海道の夏の祭りを代表するまでに有名となりました。
今年は４１回目の開催となりますが、昨年から取り入れた「ワンウェイ方式のへそ踊
り大会」を中心に楽しい企画での、北海へそ祭りを開催し運営するために支援します。
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雇用の安定と定住対策
新規

この事業には

○ふるさと雇用再生特別対策事業
担当：経済部 商工観光課 商工労働係

1,960 万円
の予算を計上しています。

℡39-2312

地域の創意工夫にもとづき、地域の実情に応じた安定的な雇用の創出を図るために、北
海道が創設した「ふるさと雇用再生特別基金」を活用し、地域のニーズのあった継続性の
ある事業を民間企業等へ委託して実施します。
《平成２１年度の事業》
満足度の高い観光施設運営と情報発信の充実、新たな観光資源の開発を実施し滞在型
観光を推進します。地域情報や地場特産物を提供するアンテナショップを開設し、地域
と観光客の交流を図り地域コミュニティを推進します。

新規

この事業には

1,834 万円

○緊急雇用創出事業
担当：経済部 商工観光課 商工労働係

の予算を計上しています。

℡39-2312

離職した失業者に対して、次の雇用までの短期の雇用や就業機会を創出するため、北海
道が創設した「緊急雇用創出事業臨時特例基金」を活用して、市が新たな雇用機会を創出
し直接雇用や民間企業へ事業委託して実施します。
富良野市の負担額
国の負担額

74 万円
1,760 万円

《平成２１年度の事業》
○児童・学校施設維持管理事業、認定農業者名簿作成事業、森林計画データ修正事業
○芦別岳登山道整備事業、観光イベントサポート事業、商業振興実態調査事業
○ぶどうヶ丘公園整備事業、ホタルの里づくり環境整備事業
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雇用の安定と定住対策
この事業には

150 万円

○移住促進事業
担当：総務部 企画振興課 企画振興係

の予算を計上しています。

℡39-2312

団塊の世代の大量退職の時期を迎え、そうした方々の第二の故郷探しが、全国的に大き
な話題となっています。
富良野市としては、今お住まいの市民の皆様の生活向上を最優先事項としながら、富良
野での生活を検討されている様々な世代の方々に対しても、富良野の現状や魅力の情報を
提供し、富良野市民の仲間入りをお手伝いいたします。
【富良野市お試し暮らし住宅】
●職員住宅や旧教員住宅を利用して、テレビや冷蔵庫などの家電製
品やイスやテーブルなどの家具を準備し、富良野
の生活体験していただきます。
お試し暮らし住宅修繕費

２２万円

家具や電化製品のリース費

１６万円

備品の購入費

１０万円

東山住宅

弥生住宅
【ふらの市移住促進協議会の設立】
●平成２１年度から、ふらの市移住促進協議会を設立します。協議会では、民間団体と
市が連携・協力し、富良野市への移住の促進と地域振興を図ります。
ふらの市移住促進協議会負担金

２５万円

【移住者向けパンフレットの作成】
●富良野市の地勢や魅力などを紹介するパンフレットを作成し、相談対応や移住者向け
イベントで活用します。
パンフレット印刷代（５００部）

８万円

【移住者向けイベントへの参加】
●北海道移住促進協議会加盟市町村が参加するイベントに出展し、富良野市への移住に
関心を持つ方々に富良野市の魅力などをアピールします。
移住者向けイベント参加旅費

６６万円

【その他の取り組み】
●移住相談ワンストップ窓口を開設し、富良野への移住を検討されている方から寄せら
れる電話や電子メールなどの問い合わせや、直接訪れられた方への相談対応・市内案
内を行います。
●富良野市への移住を検討している方や、市内での転居を考えてらっしゃる方のために、
市内の空き家情報を市が募集し、インターネットを活用してその情報を提供します。
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