
○ 人材確保対策事業（子育て分野）

○ 人材確保対策事業（介護分野）

○ 医師及び医療従事者修学資金貸付事業

○ みらいの活力応援事業

○ ハンター育成支援補助事業

○ 若年者等雇用促進支援事業

○ 根室なでしこ応援事業

○ 人材確保対策事業（合同説明会）

○ 人材確保対策事業（中小企業等人材育成）

○ 農業後継者対策事業

○ 救急救命士養成事業

ふるさと未来創生に関する事業③
【ふるさと応援・人材確保対策安定化基金】



平成30年度（2018年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

(1)ふるさと未来創生に関する事業③

寄附金活用金額

千円4,583

総事業費

千円5,454

所管部署

市民福祉部

子育て支援の仕事に関心を持ち、市内でその担い手として従
事することを希望する方に対し「根室市子育て支援員研修」
を開催し、また、将来市内で幼稚園教諭や保育士として勤務
を希望する学生に対し、修学資金の貸付を実施しました。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

幼稚園教諭・保育士等人
材バンクの登録が合計35
名、また、平成30年度に
卒業した修学資金貸付者5
名全員が市内に就職しま
した。

担当者

寄附金活用金額

千円30

総事業費

千円30

所管部署

市民福祉部

介護職員初任者研修等資格取得にあたっての費用を助成しま
した。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

平成30年度は1名の申請
があり、介護職員初任者
研修の資格取得にあたっ
ての費用を助成しました。

担当者

【寄附者の声】
・医療と介護の充実に貢献できればと思います。
・都会以外の市町村は、どこでも少子高齢化が避けて通れ
ないようです。この寄附が、少しでも根室市の活性化に
お役に立ちますように。

【寄附者の声】
できれば保育士などを目指す若者に対する支援に使用してく
ださりますと幸いです。応援してます！
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【ふるさと応援・人材確保対策安定化基金】



平成30年度（2018年度）根室市ふるさと応援寄附金活用事業

(1)ふるさと未来創生に関する事業③

寄附金活用金額

千円31,140

総事業費

千円48,000

所管部署

市民福祉部

地域医療を担う人材確保のために、将来根室市で医師または医療従
事者として従事しようとする方に、知識と技能の習得に必要な資金
の貸付をしました。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

平成30年度は44名（医師
2名 医療従事者42名）
の医師や看護師などの医
療従事者を目指す方々に
貸付を行いました。

担当者

寄附金活用金額

千円1,740

総事業費

千円1,740

所管部署

水産経済部

「根室市沿岸漁業振興計画」に基づき、当市の水産業を将来にわた
り維持・発展させるため、平成３０年度においては、主に「漁業者
の経営安定」及び「担い手の育成・確保」に資する取り組みを展開
しました。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

自発的な資格取得を奨励す
るための助成金交付制度を
制定し、約60名の漁業就業
者が「巻上機の運転教育」
「海技士免許」等の資格を
取得しました。また、次世
代を担う漁協青年部員の資
質向上を図るため、6次産
業化先進事例の視察を行い

ました。担当者

【寄附者の声】
未来の子どもたちも、自然の中で漁業の担い手として生活
出来るよう応援したいと思います。

【寄附者の声】
地域がら、医師の確保などご苦労をなさっていることと思
います。このたびの寄付が少しでもお役にたてればと願っ
ております。
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平成30年度（2018年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

(1)ふるさと未来創生に関する事業③

寄附金活用金額

千円

総事業費

千円670

所管部署

水産経済部

有害鳥獣による農林水産物等への被害を防止するため、新規
に狩猟免許・猟銃所持許可の取得や猟銃等の購入に要する経
費に対し、補助金を交付しました。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

農林水産物等への被害軽
減とともに後継者となる
担い手の確保が図られて
います。この補助金を活
用され、３名の方が地元
猟友会に所属し、駆除活
動に取組んでいます。

担当者

寄附金活用金額

千円1,588

総事業費

千円

所管部署

水産経済部

高校生や非正規雇用者等の若年者に対し、介護職員の資格取
得支援や、ＵＩターン者の正規雇用の促進に際する奨励金の
支給を行いました。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

平成30年度は、高校生4
名、若年者1名が介護職員
初任者研修課程を取得し
ました。

担当者

【寄附者の声】
若者を主とした労働機会の提供、産業育成による過疎防止
に資することを期待します。

【寄附者の声】
鹿が急に飛び出してくるような自然がたくさんある場所
で、今と変わらず上手く共存できる環境作りなど、大変だ
と思いますが応援しています。
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670

1,588



平成30年度（2018年度）根室市ふるさと応援寄附金活用事業

(1)ふるさと未来創生に関する事業③

寄附金活用金額

千円307

総事業費

千円307

所管部署

水産経済部

女性の活躍を推進することにより、雇用の創出や労働力の確保、産
業振興に繋げることを目的に、資格取得支援や職業体験実習を行
い、女性に対する就労支援を行いました。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

平成30年度は3件の資格取
得支援を行いました。引き
続き、「なでしこバンク」
登録者に対し、セミナーの
開催や、就労に対する情報
提供を行います。

担当者

寄附金活用金額

千円3,376

総事業費

千円3,376

所管部署

水産経済部

人口流出が問題となっている中、外郭団体が主催する都市部
における就職説明会を開催し、市外からの人材確保対策事業
を行いました。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

平成30年度は、7月に大阪
市において開催し、市内企
業6社が参加しました。今
後も引き続き人材・労働力
の確保に努めます。

担当者

【寄附者の声】
地方活力の源は人材と知恵です。地方に住む我々は、お互
いに知恵を絞って是非頑張りましょう！

【寄附者の声】
・子育てや女性に優しい市を目指してください。
・すごく素敵な町だなあと思うので、老若男女問わず、安
心して、楽しく、希望を持って毎日を過ごせる町づくり
をしていって欲しいです。
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平成30年度（2018年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

(1)ふるさと未来創生に関する事業③

寄附金活用金額

千円22

総事業費

千円22

所管部署

水産経済部

市内中小企業等の経営者・従業員において、中小企業大学校が主催
する経営に関する研修会を受講した際に、その受講料の一部を支援
しました。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

平成30年度は1件に対し
て受講料の補助を行いま
した。引き続き、受講料
の支援を行い、地元中小
企業における有為な人材
育成を目指します。

担当者

寄附金活用金額

千円450

総事業費

千円450

所管部署

水産経済部

基幹産業である農業の維持的発展のため、農業後継者のパー
トナー対策として、都市部の女性との出会いの場を提供する
機会を設けました。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

9月にファームinねむろを
開催予定でしたが、胆振
東部地震の影響で開催中
止になってしまいまし
た。また、北海道農業青
年と関西女性との交流会
は男性4名・女性5名の参
加者で開催されました。

担当者

【寄附者の声】
実家は酪農業（根室）です。酪農家も減少しているようで
すが将来の日本を考えると心配しております。自給自足が
ある程度必要ですので是非増やしてほしいです。

【寄附者の声】
地域産業、人材育成に微力ながら貢献できればと思います。
いつか根室を訪れる日を楽しみにしています。
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平成30年度（2018年度）根室市ふるさと応援寄附金活用事業

(1)ふるさと未来創生に関する事業③

寄附金活用金額

千円2,583

総事業費

千円2,583

所管部署

消防本部

救急現場で医師の指示の下、救急救命処置が行えるよう、救
急救命士の国家試験取得することを目的に、養成所へ職員を
派遣しました。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

これまで救急救命士12名
でしたが、このたびの事
業によって1名の職員が救
急救命士国家試験に合格
し、13名となりました。
今後も市民の生命を守る
ため、継続的に養成を進
めていきます。

担当者

【寄附者の声】
胆振東部地震のような大地震に備えて住民を守る対策に力
を注いで頂きたい。
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