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1 総務課 公益法人等電子化推進事業

公益法人等の事務効率化を支援することにより、民による公益の増進に寄与する
ため、新公益法人制度に係る移行申請及び移行後手続において、県所管の特例
民法法人、公益法人及び一般法人に対し電子申請手続の周知、電子申請利用の
支援等を行う。

直接 1,416,948 2 

2 広報広聴課
ＷｅｂＴＶあきた　リニューアル事
業

現在、県庁の独自サーバーから公開している広報番組や知事記者会見等の動画
コンテンツをYoutubeなどの動画投稿サイトから公開するため、ファイルの整理、
変換およびWebサイトの構築を行う。

委託 2,087,400 1 

3 総合防災課 消防団員の増員・育成支援事業 消防団員の増員・育成等、消防団員活性化に向けた業務を行う。 委託 3,024,000 2 

4 総合防災課 防災センター説明員配置事業

東日本大震災の発生以降、県民の防災意識の高まりから、防災センターへの入
場者数は増えているが、現在、専任の説明・案内人が配置されず、事務職員等
が対応していることから、センター本来の機能である防災教育の普及・啓蒙を充
実させるため、専任の職員を繁忙期となる４月から１２月まで配置する。

直接 1,904,557 3 

5 総合政策課 県民読書環境整備事業

県民の読書活動を推進するため、｢家族で読書｣運動を推進するほか、著名な文
学者等から読書の効用等についてわかりやすく語ってもらうなど、読書に親しむ
機運の醸成を図るとともに、読書や本に関する総合ウェブサイトを運営し、読書
推進情報の発信を行う。

直接 12,262,385 8 

6
総合政策課被災
者受入支援室

震災被災者受入支援スタッフ雇用
事業

震災被災者に対して、個々の事情に応じたきめ細かい対策を行うため、戸別訪問
や情報交換・交流会等を実施する。

直接 27,748,814 13 

7 地域活力創造課 秋田の魅力データベース事業
県民が「秋田の魅力はこれだ」と誇る、人材や物産、芸術・文化、自然・生態
系や景観など、秋田の魅力について、既存データをもとに、新たに県民参加によ
るデータ収集により充実させ、ホームページ上で総合的に発信する。

委託 5,439,000 2 

8 地域活力創造課 移住ビジネスモデル構築事業
本県への移住希望者に対して、ニーズ等の把握、優遇メニューの構築、情報発
信、個別相談対応等の仲介サービスを行う。

委託 9,289,328 5 

9 地域活力創造課 高齢者住宅安全対策調査事業
高齢者住宅の屋根の雪下ろしの際の安全確保のため、要援護者の家屋調査を行
う調査員２４名を地域振興局に分けて工務店等に配置する。

委託 17,123,423 21 

10 地域活力創造課 雪対策地域ネットワーク構築事業
高齢者等生活弱者の除排雪支援など、地域での支え合いをより堅固なものにする
ため、地域「共助」ネットワークを構築する。

直接 1,891,710 2 

11
活力ある農村集
落づくり支援室

広域的集落支援事業
広域的集落支援員を配置し、小規模過疎集落等の集落点検、話し合いと実践活
動、広域的情報発信を行い、市町村における集落の維持活性化の取組を支援す
る。

直接 13,071,140 9 

12 少子化対策局
一般事業主行動計画策定等企業支
援事業

仕事と家庭・育児を両立する環境づくりのため、従業員数１００人以下の企業を
個別訪問し、一般事業主行動計画の策定促進、両立支援事業及び脱少子化県民
運動等の啓発活動を行う。

委託 15,697,500 5 

13 学術振興課 大学連携・地域貢献推進事業

県内大学等高等教育機関による地域貢献活動の活発化を図り、大学の知的資源
を県民に提供することを目的に、多様な教育機会を県民に提供する各種講座の運
営業務に当たらせるとともに、カレッジプラザの活動内容を県民に周知するため
の広報事務に当たらせる。

直接 3,596,264 4 

14 学術振興課 秋田産学官ネットワーク構築事業
大学等の技術シーズや県内企業のニーズを収集し、マッチングによる事業化を促
進する。

直接 5,444,390 2 

15 学術振興課 医工連携コーディネート促進事業

医工連携を促進するため、医工連携コーディネータを雇用し、企業訪問等による
調査を基に、県内企業と研究者及び医療器メーカーのマッチング、新規研究開発
のプロデュース等の支援を行い、県内ものづくり企業の医工連携ポテンシャルの
把握、掘り起こし及び活性化を図る。

直接 5,856,127 1 

16 学術振興課 秋田県治験活性化促進事業

看護師や薬剤師、臨床検査技師等の資格やＣＲＣ（治験コーディネータ）の経験
を有しながら、医療現場での職から離れている潜在的な専門人材を、秋田大学
附属病院で雇用し、最先端医薬品・医療機器等の開発にかかる秋田県内の治験
の活性化を図る。

委託 3,029,493 1 

17 国際課 多文化共生推進事業

県内在住外国人と県民が共生できる安全で安心なまちづくりを推進するため、多文化共
生推進員として職員を2名雇用し、地域の在住外国人の状況とニーズを把握しする。ま
た、外国人ネットワークの形成を図るとともに、地域の自治活動やイベントに参加できる
ように情報提供を行うほか、地域住民とのコーディネーター役を果たす。

委託 5,228,717 2 

18 観光戦略課
コミュニティ・ビジネス推進緊急雇
用創出事業

秋田のグリーン・ツーリズムや農林水産物を売り込むため、民間企業の技術やプ
ロジェクトを活用し情報発信戦略を強化する。また、平成２５年のＪＲのディスティ
ネーションキャンペーンに向けて「食・農・観」連携の一層の推進、多様な媒体
による本県の魅力の積極的ＰＲを推進する。

委託 19,892,050 7 

19
観光戦略課（鹿
角地域振興局）

鹿角ニューツーリズム促進事業
鹿角地域の特長である、スキースポーツや自然エネルギー、産業遺産を生かした
教育旅行などニューツーリズムといわれる新たな観光メニューの構築を目指す。

直接 5,301,642 4 

20
観光戦略課（北
秋田地域振興

局）
「地域の元気」ＰＲ事業

北秋田地域で開催される観光イベントの情報収集を行うとともに、これらの情報
のデータベース化や、誘客のためのＰＲ等を行う。また、北秋田地域振興局が主
催するイベントにスタッフとして参加する。

直接 4,604,024 2 
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21
観光戦略課（山
本地域振興局）

山本地域観光情報収集発信事業
山本地域の観光資源・素材の収集・整理を行い、情報発信や観光ＰＲを行うこと
により、誘客の促進を図る。

直接 2,046,959 2 

22
観光戦略課（山
本地域振興局）

白神地域観光案内強化事業
白神地域の観光案内人を養成するため、養成制度の構築やテキストの作成、観
光案内人受講サイトの作成等を行う。

委託 6,889,591 2 

23
観光戦略課（秋
田地域振興局）

”旬”の食農観情報発信事業
平成23年度に制作した秋田地域内の食農観資源の動画データの認知度アップの
ためのＰＲ活動とともに、地域内の旬の食農観情報に関する情報収集とマップや
ガイドブックの作成、ホームページの制作・運営等を実施する。

直接 3,418,443 2 

24
観光戦略課（由
利地域振興局）

「由利ならでは」のスタイル構築
事業

由利地域観光推進機構と連携して、由利地域の観光資源の情報収集とプロモー
ションを行う。

直接 4,549,901 4 

25
観光戦略課（仙
北地域振興局）

ゆるキャラ観光地創出事業
ゆるキャラによる観光客や温泉入浴客等のお出迎え等を通じたおもてなし及び観
光キャラバンを行い、当該ゆるキャラの知名度を上げ、もってゆるキャラ観光地の
創出を目指す。

委託 12,224,333 5 

26
観光戦略課（仙
北地域振興局）

仙北地域食・農・観情報総合発信
事業

仙北地域の食・農・観に関する情報を各種媒体を作成し、または用いて総合的
に発信するため、食情報マップ、体験型観光ガイドブック、食・農・観ＰＲグッズ
作成のほか、ブログでの食・農・観情報の発信、県内外での食・農・観ＰＲ活
動などを行う。

直接 7,280,383 2 

27
観光戦略課（雄
勝地域振興局）

「湯沢雄勝の多彩な魅力」発信事
業

湯沢雄勝地域の観光物産を、イベントの開催等により仙台圏に売り込むととも
に、仙台圏・首都圏等の旅行エージェントや雑誌社等において市場動向を把握
し、ニーズに合った情報を発信する。また、特産品や滞在型メニュー等の新たな
観光素材の情報を収集する。

直接 6,360,823 4 

28
イメージアップ推

進室
秋田県イメージアップ戦略推進体
制整備事業

イメージアップ戦略を推進するため、各種情報発信ツールのコンテンツ作成や運
用のほか、新たな基本デザインを活用した各種デザインの制作を行う者を雇用
し、戦略の推進体制を整備する。

直接 4,673,411 5 

29
イメージアップ推

進室
ソーシャルメディア活用情報発信
事業

県のコミュニケーションデザインのＰＲ展開と並行して秋田の情報に関心を寄せる
ファンを増やすため、Facebook等ソーシャルメディアを活用して秋田の本質的な
魅力を発信する者を雇用する。

委託 6,035,000 2 

30 観光振興課 ロケ地ブランド化推進員配置事業

主要交通ターミナルとロケ地等間を結ぶ二次アクセスの状況や、ロケ地に関連し
た観光情報等の収集・整理を行い、ＷＥＢサイトやリーフレット等での情報発信に
より観光客の利便性向上を図るほか、アイリス関連情報を発信する特別展を企画
し、各ロケ地のネットワーク化を図るスタッフを雇用する。

直接 4,259,970 4 

31 観光振興課
キャンペーンムード盛り上げ推進事
業

平成２５年度に開催されるデスティネーションキャンペーン（ＤＣ）を広く県民に周
知し、機運醸成を図るために、「キャンペンムード盛り上げ隊」を結成するととも
に、ＤＣ情報の共有化を図るためにメールマガジン等による広報活動を行う。

直接 10,068,162 6 

32 観光振興課 ペットもウェルカム推進事業

ペットを同伴の観光客を誘致を目的として、ペットツーリズムを推進するために、
関係観光団体のネットワーク化を推し進め、連携キャンペーンを企画する他、マッ
プや共通のぼりを作成する。また、ホームページの強化やペット情報誌に広告を
出すことにより、情報発信を行う。

委託 8,558,104 4 

33 観光振興課 秋田型ニューツーリズム検討事業
県外にほとんど知られていないが、有力な観光資源になりえるものを調査・発掘
を行い、その利用方法を検討する。

委託 17,100,000 4 

34 観光振興課 県民総ＰＲ事業
県外に贈答されている県産品のお中元、お歳暮等に秋田の観光地や食品を紹介
するガイドブックを添えて送るとともに、その仕組みを確立させる。

委託 17,127,208 8 

35 観光振興課 秋田県版着地型旅行最適化事業
ニューツーリズム等の各種ツアーやモニターツアーを主要マーケットである首都圏
や仙台圏で各種媒体によりＰＲするとともに、ツアー催行後、分析を行い今後の
旅行商品の造成に役立てる。

委託 21,396,960 6 

36 観光振興課
アーティスト・イン・レジデンス事
業

秋田内陸縦貫鉄道を軸とした秋田県全域にて、アーティスト・イン・レジデンス
（滞在制作プログラム）の運営・実施を通して、観光と文化の融合型ニューツー
リズムの新規開拓のため、多様なプログラムの検討・提案・実践を行い、秋田県
内の観光事業や経済活性化につなげる。

委託 27,192,273 12 

37
秋田うまいもの

販売課
食品事業者販路開拓事業

県内食品事業者の販路を開拓するため、「販路開拓コーディネーター」を雇用
し、県内食品事業者の一次加工品等の売れる商品を発掘するとともにその商品を
県内外の食品加工メーカー等の事業者へ提案し、県産品の販路開拓を行う。ま
た、ニーズに基づいた商品開発支援を行う。

委託 7,214,192 1 

38
秋田うまいもの

販売課
食品事業者マッチング推進事業

県内事業者のマッチング推進のため「マッチング推進員」を雇用し、県内事業者
（食・農中心）を訪問して得た情報を基に事業者のマッチングを行う。また、
マッチングしての商品開発支援や利用できる補助等の紹介など、マッチング後の
フォローも行う。

委託 5,013,420 1 

39
秋田うまいもの

販売課
県産品情報活用事業

県内事業者の販売推進を支援するため、秋田県の観光と物産展実施協議会が参
加する物産展等における活動を通じて得られた情報を県内事業者に提供する。

委託 8,210,771 2 

40
秋田うまいもの
販売課（由利地

域振興局）

由利にウェルカム！旬の食ストー
リー創出事業

全国に誇る地元食品加工会社の優れた加工技術と味覚センス・販売網などを核
として、食農観の３方向の視点から由利の農産物をブラッシュアップし、これまで
の「素材の提供」から「料理の提供」へと形態を変化させたプライベートブラン
ド（ＰＢ+）を創出する体制を構築する。

委託 12,142,715 13 

41
総合食品研究セ

ンター
総合食品研究センター研究補助員
確保事業

総合食品研究センターに研修補助や実験補助などを行う研究補助員を配置する。 直接 17,010,888 14 
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42 交通政策課
秋田内陸線沿線活性化サポート事
業

秋田内陸線沿線の活性化を図るため、沿線のＰＲや町歩き等のガイド、内陸線や
沿線施設の需要調査などを行う職員を、緊急雇用創出臨時対策基金事業を活用
し配置する。

委託 19,515,247 9 

43 文化振興課 国民文化祭普及啓発事業
国民文化祭の認知度アップと開催に向けた機運醸成のため、国民文化祭サテライ
トセンターの運営を核とし、国民文化祭や文化イベント等の情報を県内外に広く発
信する。

直接 9,950,968 6 

44 スポーツ振興課
スポーツチームを活用した本県ＰＲ
事業

ホームタウンのＰＲパンフレットを作成し、トップスポーツチームの県外への遠征
機会に本県の刊行・物産のＰＲを実施するほか、ホームゲーム開催時の相手チー
ム応援客に本県のＰＲを実施する。

委託 11,999,827 2 

45 スポーツ振興課
スポーツチーム試合運営等業務支
援事業

スポーツチームのうち、業務が共通している部分について従事するスタッフを雇
用し、各チームの試合運営を支援することにより、チーム運営の安定化を図るほ
か、業務ノウハウの共有により効率的・効果的な試合運営を図る。

委託 5,344,912 2 

46 スポーツ振興課
スポーツ情報提供ホームページ整
備事業

県民のスポーツへの幅広い参加、県民の利便性の向上、スポーツを通した秋田
の情報発信等を図るため、各種スポーツ大会・スポーツ教室・スポーツ施設等
の情報収集を行い、平成２２年度作成済みのホームページに掲載する。

委託 4,779,667 2 

47 スポーツ振興課
ジュニア競技力向上のためのデー
タ収集・解析事業

県内中学生（Jr.アスリート）に対しアスリート診断を行い、体力データの収集・
解析と体力の向上方策や科学的なトレーニング方法を指導するとともに、東北各
県の高校強豪チームのデータ収集・解析等を行い、競技団体等へ情報提供する
ことで、トップアスリートの育成とジュニア種目の競技力向上を図る。

直接 4,500,000 2 

48 スポーツ振興課
総合型スポーツクラブを核とした
地域活性化モデル事業

県内３カ所程度の総合型地域スポーツクラブを指定し、スポーツ科学センターの
ノウハウをフルに活用して健康づくり事業を実践し、その地域の高齢者医療費の
伸び率を３年間で５％削減する。この効果を市町村（首長）にＰＲすることによ
り、「新しい公共」としての総合型クラブの有効活用につなげる。

直接 7,684,000 4 

49 長寿社会課
介護職へのキャリア転換就労支援
事業

介護分野への就労を希望する失業者を雇用し介護の実務を経験させるとともに、
就労相談等を行い介護職へのキャリア転換・就労を支援する。

委託 7,000,000 17 

50 障害福祉課
障害者スポーツ振興事業（障害者
スポーツ推進員設置事業）

秋田県障害者スポーツ協会へ障害者スポーツ推進員を設置し、障害者スポーツ
教室等の開催やスポーツ活動の指導等を行う。

委託 3,842,526 2 

51 障害福祉課
障害者自立支援促進事業（障害者
の工賃向上及び社会活動の場の整
備促進事業）

障害者施設における作業活動の充実及び工賃向上を図るため、販路拡大の支援
等を行うコーディネーターを配置する。

委託 1,357,639 1 

52 障害福祉課
障害者自立支援等対策事業（障害
者の一般就労・生活支援重点強化
事業）

湯沢・雄勝圏域には就業・生活支援センターが未設置で、支援強化の余地があることに
加え、この３月にはＴＤＫ羽後の湯沢工場が閉鎖され、職場開拓がより重要であることか
ら、横手市に所在する社会福祉法人慈泉会の拠点に、湯沢地区の障害者を重点的に支援
する人員を１名配置し、障害者の一般就労や生活支援の充実を図る。

委託 1,479,806 1 

53 子育て支援課 子育て情報ＰＲ支援員活動事業
県の子育て支援ＰＲの総合的な情報窓口である、あきた子育て情報ウェブサイト
「いっしょにねっと。」に関するＰＲ業務を行う。

直接 3,542,233 1 

54 健康推進課 健康増進メニュー開発普及事業
「秋田県健康増進交流センター」を拠点に、プール・温泉・森林浴等を活用し
た新たな健康増進メニューを開発し、より多くの県民の利用を促すことにより、県
民の健康増進を図る。

委託 8,678,588 2 

55 健康推進課
新型インフルエンザ相談窓口強化
事業

新型インフルエンザが発生した場合、直ちに必要となる相談窓口業務対応ができ
るよう情報収集や各保健所、市町村、病院等への情報提供、必要に応じて訓練
等の活動を行う。

直接 2,703,940 2 

56 健康推進課 あきた減塩意識革命推進事業
専門職による、生活習慣病予防のための食生活の啓発普及活動。（レシピコン
クールの実施、対象者別啓発用媒体の作成と普及）

委託 14,235,940 5 

57 がん対策室
県民こぞってがん検診運動推進事
業

がん検診受診率向上のため、がん検診推進員を配置の上、ＰＲキャンペーンやが
ん講座の実施、タウンミーティングの開催などにより、受診率向上の草の根運動
につながる活動を行う。

委託 20,094,421 7 

58 がん対策室 職域等がん検診受診実態調査事業
県内医療機関の協力を得ながら、職域等におけるがん検診の受診実態調査を行
う。

委託 3,152,495 1 

59 生活センター
生活センターにおける食品の放射
能測定事業

消費者の安全・安心の確保に向け、秋田県内の住民が消費する食品の放射性物
質検査体制を確立するため、県機関に検査機器を導入し、検査体制を整備す
る。

直接 4,482,433 6 

60 男女共同参画課 地域の若者育成支援事業

県内３地域で活動している広域若者会議の連携を図るため、全県ネットワーク会
議を開催し、講演会や活動情報交換を行うほか、市町村と広域若者会議の協働
へ向けた体制を作る。また、ファシリテーター養成研修等に参加し、新規雇用者
のスキルアップを図る。

委託 3,741,000 1 

61 男女共同参画課 男女の意識と生活実態調査事業
少子化対策施策の基礎となる男女共同参画についての意識や生活実態について
調査し、報告書を作成する。

直接 1,731,263 1 

62 環境管理課 放射能に係る普及啓発事業
福島第一原発事故による放射性物質の拡散に対し、県民の安全・安心を確保す
るとともに、放射能汚染に対する県民の不安を払拭するため、放射能濃度の測定
体制を強化するとともに、県民への適切な情報提供を図る。

直接 1,741,414 3 
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63 環境整備課 放射線量測定等事業
災害廃棄物の広域処理に伴う受入市町村等の処理施設における定期的な放射線
量測定及びサンプル採取等の補助業務を実施する。

直接 3,755,483 3 

64 農林政策課 全国農業担い手サミット推進事業 全国農業担い手サミットの開催に係る業務を行う。 直接 3,013,191 2 

65 農林政策課 震災被災者就農研修事業
就農または農業に関する技術習得等への意欲が高い東日本大震災の被災者を対
象に、県内の農業法人等で農業従事等の実践研修を行う。

委託 954,500 2 

66 農林政策課
農林水産技術センター研究補助員
育成事業

農林水産技術センター所属の研究機関に研究補助員を配置し、試験研究におけ
るデータ収集や農林水産物の管理などの業務に従事させる。

直接 40,538,405 60 

67 農林政策課
農林水産技術センター研究補助員
育成事業（果樹栽培管理支援者育
成事業）

果樹栽培の経験を有する求職者や果樹栽培を目指す求職者を対象に、果樹試験
場の圃場での技術指導と作業の実践を通して、栽培管理のスキルを身につけても
らい、果樹農家の支援や指導ができる人材を育成する。

直接 7,535,451 12 

68 水田総合利用課 土壌汚染対策調査事業
食品衛生法における米のカドミウム基準値に対応した対策地域を特定するため、
調査区域を設定し、立毛玄米及び土壌中のカドミウム濃度分析を実施する。

直接 1,829,495 2 

69
水田総合利用課
（由利地域振興

局）

地域を挙げて取り組むＧＡＰ推進
事業

農家の経営管理能力の向上や、「選ばれる産地」としての条件を確保するた
め、食品安全、環境保全、労働安全の視点に立った農業生産工程管理手法（Ｇ
ＡＰ）を推進する必要があることから、農家の取組を支援する人員を雇用する。

委託 2,043,956 3 

70 園芸振興課 ダリア生産技術確立事業
本県ダリアの全国トップブランド産地化に向け、技術の確立を急がなければなら
ない日持ち向上技術、電照効果の検討、効率的苗増殖技術の実用化に向けて取
り組む。

直接 2,409,707 2 

71 園芸振興課
りんごオリジナル品種苗木供給力
強化事業

雪害を受けた樹園地の補改植や「ふじ」に偏重した品種構成の是正を推進する
ため、本県で唯一りんごの苗木を生産している(社)秋田県果樹協会における県
オリジナル品種苗木の供給力の強化を図る。

委託 8,261,757 3 

72 園芸振興課 葉たばこ作付転換対策事業
平成２４年度から葉たばこを廃作する農地（全県１５１戸、７１ｈａ）について、今
後の農地の活用状況や営農意向等を把握する。また、作付されない葉たばこ廃
作地については、他の農家への流動化を働きかけ、耕作放棄地の防止を図る。

委託 857,487 1 

73 園芸振興課
樹園地利用集積促進マップ作成事
業

豪雪により被害を受けた果樹産地における樹園地の利用集積を進めるため、農
家や市町村、ＪＡ等との検討の際に活用する樹園地マップを作成する。

直接 15,126,420 21 

74
花き種苗セン

ター
ダリア種苗生産緊急拡大事業

オリジナルダリア候補の茎頂培養からの種苗増産などを行い、本県の独自性を発
揮した産地づくりとブランド化を推進する。

直接 2,765,025 2 

75
花き種苗セン

ター
花きオリジナル品種等生産拡大事
業

花き種苗センターによる小ギクの県推奨品種やトルコギキョウなど県オリジナル品
種の採種からの種苗増産などを行い、戦略作目の産地拡大を推進する。

直接 5,531,921 5 

76 畜産振興課
肉用牛経営緊急支援対策サポート
事業

枝肉検査の証明書発行等にかかる作業補助、台帳への入力、各種データの整理
等を行う。

直接 1,900,967 2 

77 畜産振興課
肉用牛情報システム利活用促進事
業

秋田県肉用牛情報ネットワークシステムの整備を行い、整備に伴う肉用牛情報の
バックアップや、報告データの整理、入力を行う。

委託 5,823,818 1 

78
畜産振興課

（由利地域振興
局）

秋田由利牛ブランドアップ支援事
業

本県初の地域団体登録商標の認定を受けた「秋田由利牛」について、出荷量や
価格、流通経路等の把握・分析を行うとともに、新たにホームページやブログ等
を開設等しＰＲに努めるなど、生産と販売の両面からの強化を図る。また、これ
らの業務を通じて農業者等と協働のうえ専門的人材を育成する。

委託 2,373,208 1 

79 水産漁港課 トラフグ稚魚生産育成放流事業
県の重要魚種に位置づけられているトラフグの資源維持・増大を図るため、トラ
フグの親魚の管理や種苗生産・育成・データ整理を行う。

委託 2,002,582 1 

80 水産漁港課 漁業技術習得支援事業
就業希望者に漁労作業の一部や漁獲物の処理など比較的軽易な作業を体験させ
てスキルアップを図る。

委託 800,000 4 

81 水産漁港課 旬の地魚ブランド力向上事業
地魚の知名度をアップさせ消費拡大を図るため、鮮魚取扱箇所マップの作成や漁
業体験ツアーの企画等を行う。

委託 19,371,498 6 

82 水産漁港課 有用淡水魚資源保全活用対策事業
内水面の漁業資源に捕食被害を及ぼしているブラックバスやカワウの食害実態を
把握し、被害軽減策を実施するとともに、アユ産卵場の機能強化調査を試行す
る。

委託 15,750,000 15 

83 森林整備課 森林ＧＩＳ情報整備事業
森林ＧＩＳを操作して、市町村森林整備計画書で設定された公益的機能別森林、
森林経営計画認定、県が実施している公共事業や補助事業の実績データ等を入
力する。

直接 16,695,278 20 
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84 森林整備課 緑の緊急雇用拡大推進事業
除間伐作業など林業の作業現場における実践研修を通じて、林業技能者として
育成するとともに、林業事業体等における雇用を拡大する。

委託 56,477,181 40 

85 産業政策課
小規模事業者向け求人コーディ
ネーター設置事業

依然として厳しい新規高卒者等の就職状況を踏まえ、商工会、商工会議所と連携
して、概ね従業員１０人未満の小規模事業者等を対象に求人の掘り起こし、求人
手続きに関する相談・支援を行う「求人コーディネーター」を設置する。

委託 34,027,482 36 

86 産業政策課
小規模事業者向け求人コーディ
ネーター設置事業

依然として厳しい新規高卒者等の就職状況を踏まえ、商工会、商工会議所と連携
して、概ね従業員１０人未満の小規模事業者等を対象に求人の掘り起こし、求人
手続きに関する相談・支援を行う「求人コーディネーター」を設置する。

委託 955,341 14 

87 産業政策課 産業情報発信事業
県民に対して本県産業への理解をより一層深めてもらうため、県庁第二庁舎１階
（ものづくり展示ホール）を拠点として秋田県産業の情報発信を行う。

委託 3,648,384 1 

88 産業政策課 産業情報発信事業
県民に対して本県産業への理解をより一層深めてもらうため、県庁第二庁舎１階
（ものづくり展示ホール）を拠点として秋田県産業の情報発信を行う。

委託 51,047 1 

89 地域産業振興課 震災復興需要喚起事業

震災復興需要を取り込むため、首都圏・東北の企業訪問を行い、受発注情報の収集・提
供、取引あっせん及びビジネスマッチング支援を行うアドバイザーを配置する。また、アド
バイザーが開拓した企業等を対象とした商談会の実施や、収集した情報をもとにした情報
報告会、営業力強化のためのセミナー等を開催し、県内企業に対する販路開拓支援を行
う。

委託 19,113,185 3 

90 地域産業振興課 震災・円高緊急相談体制強化事業
震災や円高などによる影響に対応するため、企業に対する窓口相談、訪問相談
等を行う者を（財）あきた企業活性化センターに配置する。

委託 7,585,838 2 

91 地域産業振興課 技術アドバイザー事業
県内製造業企業の技術課題解決を支援するため、企業ニーズの収集と技術シー
ズとのマッチングや、競争的研究開発資金申請のコーディネートを行う技術アドバ
イザーを雇用し、産業技術センターにおける技術支援機能強化を図る。

直接 5,874,636 1 

92 地域産業振興課 リーディングカンパニーPR事業

秋田県内の新エネルギー関連企業や食品・流通・サービス業の中から対象とな
る企業１００社程度を調査・選定し、被選定企業を紹介するガイドブック（電子媒
体）を作成し、県内外へ広くＰＲする。また、リーディングカンパニーを紹介する
シンポジウムを開催し、普及・啓発を図る。

委託 16,310,969 5 

93 地域産業振興課
キラリと光る伝統的工芸品等調査
発掘事業

地域に根ざした、国や県の指定を受けていない小規模な伝統的工芸品等の販路
拡大等を図るため、これらの実態を調査発掘し、ＰＲ等を支援する。

直接 7,827,596 6 

94 地域産業振興課 あきた産業デザイン創出支援事業
県内企業に産業デザイン導入の重要性を認識してもらい、付加価値の高いものづ
くりを促進するため、産業デザイン導入推進のための組織設立や、産業デザイン
に関する講座・セミナーを実施する。

委託 7,968,237 2 

95 地域産業振興課
暮らしに息づく「伝統の技」魅力
発信事業

県内で生産される伝統的工芸品等を広くＰＲし、さらなる販売拡大を図るため、
伝統的工芸品等の展示即売・実演等のイベントを実施し、併せて産業デザインの
普及・啓発等を図る。

委託 7,985,726 2 

96 地域産業振興課 県内企業受発注支援体制強化事業

歴史的円高による生産拠点の再編に伴い、本県主力の電子部品・デバイス産業
をはじめ、多くの県内企業において今後取引の受注減少・契約解除が見込まれ
るなど、県内製造業を取り巻く状況の悪化が危惧されることから、県内企業に対
する受発注支援の体制を強化するため、受発注支援スタッフ１名を雇用する。

委託 3,068,102 1 

97
産業技術セン

ター
研究補助員確保事業

産業技術センターに研究補助員を配置し実験等の補助業務を行うほか、機械器
具操作、工業に関する知識や技術を習得させ、雇用された者のスキルアップを図
る。

直接 10,240,620 11 

98 産業集積課
投資案件発掘推進事業（企業立地
活動サポート事業）

県内への新たな投資案件を掘り起こすため、県内の誘致済企業を訪問しフォロー
アップを行う。

直接 7,487,640 2 

99 産業集積課
投資案件発掘推進事業（企業立地
活動サポート事業）

企業立地事務所職員に対し、企業訪問のノウハウを指導するとともに、業界にお
ける企業立地動向の把握のため、各種データの分析等の業務を行う。

直接 4,401,250 1 

100 産業集積課 工業団地環境整備事業 県が管理する工業団地内の未分譲地の除草及び伐木を行う。 委託 617,000 6 

101 商業貿易課 地域商店街モデル店舗支援事業
(株)全国商店街支援センターからのノウハウの提供を受けながら、秋田県の風土
に合致した「儲かる店舗」のモデル化を図るための調査・研究を行う。

委託 11,226,769 2 

102 商業貿易課 ビジネス世代交代マッチング事業
空洞化、後継者不足等により疲弊する商店街等への対応として、後継者がいな
い店舗と新規出店希望者を結びつけ、地域の特性にあった継続的な個店の経営
を目指す。

委託 7,612,724 4 

103 商業貿易課
アキタＩＴ・コンテンツネットワーク
推進事業

県内情報産業関連企業によるネットワークを拡充するため、ウェブサイトの運営、
交流会、セミナー等を実施し、他産業との異業種交流とビジネスマッチングの機
会を創出するとともに、今後の情報産業振興及び方向性等について検討するため
に、検討委員会を組織し、振興計画の策定につなげる。

直接 3,299,892 3 

104 商業貿易課 産業ＩＴ化・協働可能性調査事業
県内情報産業のビジネスチャンスの拡大を図るため、県内企業のＩＴ化状況等や
製造業をはじめとした他の産業と県内情報産業界との協働の可能性について調査
する。

委託 9,551,582 4 
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105 商業貿易課
ＩＴ・コンテンツ人材育成ＯＪＴプロ
ジェクト

県内業界の提案アイディアや産業界ニーズの具現化と新分野技術での人材育成の
ため、県内情報関連企業のワーキンググループにより、新たなソフトやデバイス等
の開発に取り組み、先進地等のアドバイスを受けながら、実践を通じ県内業界の
スキルアップと新たな人材の育成と新規分野への進出の動機付けを図る。

委託 22,901,769 7 

106
雇用労働政策課
（由利地域振興

局）
機械設計等技術者育成事業

円高の長期化による製造業の拠点再編等により、今後由利管内で離職者の増加が懸念さ
れることから、失業者等に就業研修機会を提供し、地域企業での職場内研修（ＯＪＴ）や
職場外研修（Ｏｆｆ－ＪＴ）を通して、管内企業で必要とされている機械設計・加工技術者
の育成を図り、もって失業者等の継続雇用に結び付けることを目的とする。

委託 15,518,031 14 

107 雇用労働政策課
離職者対策サポートスタッフ確保
事業

県が独自に実施する離職者対策事業に関する各種業務を行う。 直接 120,342 1 

108 建設政策課 復興支援建設産業サポート事業

被災地の復興を東北全体で支え合うことが重要との考えから、県内企業が復興事
業に円滑に協力できるよう、県内建設産業関連団体が建設産業サポーターを雇用
し、被災地においてニーズの把握等を行うとともに、県内企業や被災地の企業等
に関係情報を提供する。

委託 31,555,073 21 

109 都市計画課 北欧の杜公園環境整備事業
秋田県立北欧の杜公園において、雑木等により見通しの悪くなった散策路林縁部
の伐採を実施し、公園利用者に対して安全安心を確保すると共にやすらぎと潤い
を提供する。

委託 2,835,000 4 

110 港湾空港課 空港環境整備対策事業
空港制限区域周辺樹木の餌場となる樹木を伐採することにより、獣類の生息環境
を悪化させ、空港内への侵入を抑制する。また、林業従事希望者が作業すること
で、スキルアップと雇用促進が図られる。

委託 14,535,150 37 

111 建築住宅課
秋田県住宅リフォーム緊急支援事
業

住宅リフォーム事業の申請書類受付・チェック等を行う。 直接 21,752,478 42 

112 建築住宅課 分譲宅地等売却促進事業
旧秋田県住宅供給公社の解散に伴い取得した分譲宅地について、売却の促進を
図るとともに、良好な維持管理を行うため、分譲宅地（南ヶ丘ニュータウン）の
購入希望者等への対応や除草作業等の維持管理業務を行う職員を配置する。

直接 2,516,457 6 

113 幼保推進課 秋田わか杉っ子！健やか推進事業
人間形成の基盤をなす乳幼児期からの健康的な生活習慣の確立、肥満傾向児の
出現率低下を図るため、身体データ等を収集・分析し、結果に応じて必要な支
援を行う。

直接 1,905,705 3 

114 幼保推進課 私立幼稚園読書活動等推進事業
私立幼稚園における読書活動の推進及び幼児教育の質の向上を図るため、県内
私立幼稚園に対して、読書活動等を行う補助職員を派遣する。

委託 23,612,879 12 

115 高校教育課 高校生就職サポート事業
景気低迷により、企業の雇用情勢悪化が続いており、高卒者の就職状況が一段
と厳しさを増していることから、県立高校に就職支援員を配置し、地域の関係諸
機関との連携を図りながら、生徒（未内定の卒業生含む）の就職支援を行う。

直接 40,184,078 36 

116 高校教育課
ものづくり地域ネットワークコー
ディネーター事業

県内各地域でのものづくり人材育成ネットワークの形成を図るため、地域企業と
工業高校とを結び、地域産業活性化につながる体制を構築することを目的とした
コーディネーターを各工業高校に配置する。

直接 19,512,776 17 

117 特別支援教育課
であい　ふれあい　まなびあい事
業

市の教育委員会に特別支援教育交流推進員を配置して、地域での障害児の理解
促進を図り「共に育ち、共に学ぶ」体制づくりを推進する。また、地域との交流
を推進することで、地域に密着した学習活動を展開し、地域理解や進路指導等、
学校運営の充実を図る。

直接 6,694,829 6 

118 特別支援教育課
県立高校学校生活サポートモデル
事業

平成２３年度の県立高等学校３校への学習支援サポーター配置の成果に基づき、
平成２４年度はサポーター配置校拡充の他、新たに特別支援教育アドバイザーの
派遣や研修の充実等を通して、高等学校における特別支援教育の体制を整備す
る。

直接 12,220,604 12 

119 特別支援教育課
特別支援学校生就業促進ネット
ワーク充実事業

これまでの個々の事業所とのつながりから、商工会議所等を含めた新たな産・
学・官のネットワークの充実により特別支援学校高等部生の就業を一層促進す
る。就業推進アドバイザーによる職場実習支援、ネットワーク推進員配置による就
労支援のコーディネート、職業教育フェスティバル等の開催などを行う。

直接 9,448,132 6 

120 生涯学習課
少年自然の家プロジェクト・アドベ
ンチャー活動支援事業

県立少年自然の家で実施しているプロジェクトアドベンチャー体験活動プログラム
の利用が増加傾向にあることから、プログラムを安全にかつより効果的に実施す
るために指導補助員を配置する。

直接 7,358,548 17 

121 生涯学習課
デジタルアーカイビング＆アプリ
ケーション開発促進事業

県立博物館が所蔵している県有財産をデジタルアーカイブすることにより、郷土の
文化資源の発信拠点として、館内のみならずＷｅｂ等どこからでもアクセスできる
ようにし、小中学校や高等学校や自治体による生涯学習への活用を広げる。

委託 32,415,172 16 

122 生涯学習課 安藤忠雄建築ナビゲート事業
安藤忠雄設計の新県立美術館建物の魅力を県民にわかりやすく紹介し、暫定オー
プン期間中の建物を堪能してもらうため、案内人を配置する。また、新県立美術
館の竣工までの記録を県民にわかりやすく紹介するための展覧会を開催する。

直接 17,763,846 17 

123 生涯学習課
「秋田昭和の時代」映像アーカイ
ブ制作事業

県公文書館で所有する映像データを県民が利用しやすいように、年代別、地域
別、分野別に分類・整理した検索システムを構築する。紹介する映像は１、2分
程度のダイジェスト版とする。過去（昭和）と現在（平成）の映像を対比した
「昭和と平成の秋田」（ＤＶＤ）を作成する。

委託 5,073,603 3 

124 生涯学習課
わんぱく・３ぱく・体験活動プロ
ジェクト事業

少年自然の家及び自然体験活動センターにおいて、３泊４日の宿泊体験活動モデ
ル事業を実施するとともに、学校等利用団体に提供する長期宿泊体験プログラム
を安全にかつより効果的に実施するために体験活動補助員を配置する。

直接 13,308,972 21 

125 生涯学習課 県民総「行動人」推進事業

「秋田県生涯学習ビジョン」の実現のために、「すべての県民が行動人になる」ことを
めざし、県民の機運の醸成を図り環境づくりを行う。行動人をつなぐ「紹介人」を地域に
派遣し、市町村、民間団体、ＮＰＯ等と連携して「行動人」を県民に広く紹介する。その
際、生涯学習支援システム「まなびサポート秋田」の機能を拡張してＨＰを作成し活用す
る。

委託 8,200,000 5 
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126 文化財保護室
秋田の縄文文化と世界遺産－ＰＲ
－事業

県内縄文時代の出土品の集成と世界遺産登録のためのＰＲ事業の実施 直接 15,899,070 18 

127 保健体育課
安全・安心のための学校給食環境
整備事業

福島第一原発の事故を受け、学校給食に使用されている食材について安全・安
心への不安が保護者にあることから、放射性物質検査機器を購入し、検査体制
を整備し、児童生徒の内部被ばくを防止する。

直接 11,625,339 18 

128 警察本部警務課 留置業務支援事業
留置業務支援員を配置して、留置施設内の巡視、被留置者の動静監視等を行
う。

直接 7,541,218 18 

129
警察本部生活安

全
企画課

安全・安心パトロール事業

振り込め詐欺や自転車盗、車上ねらい等の被害防止のほか、性犯罪等の前兆事案となる
児童に対する声かけ事案防止のため、県内の大型スーパー、駅等の駐車場、駐輪場の
巡回による警戒や鍵かけ指導と広報啓発活動を行うほか、金融機関ＡＴＭコーナーの巡回
による街頭指導や、通学路等における見守り及びパトロール活動を実施する。

委託 63,867,300 78 

130 警察本部少年課
チャイルド・セーフティ・センター
「子どもＳＯＳ２４」事業

少年の非行及び犯罪被害の防止を目的として、子どもに関する相談の対応、巡
回・声かけ活動、非行防止及び被害防止等の教室、情報発信活動等を行う。

直接 24,840,047 35 

131
警察本部交通企

画課
高齢者安全・安心アドバイザー事
業

高齢化の進展が著しい本県においての高齢者への交通安全指導及び防犯指導を
強化するため、専門的に高齢者宅を訪問して交通安全・防犯指導を行う「高齢
者安全・安心アドバイザー」を配置するものである。

直接 43,578,453 138 

132
警察本部情報管

理課
警察文書逓送業務事業

警察本部と各警察署の文書類について、毎週車両で各警察署を廻り文書類を収
集・配達する。

直接 1,450,379 1 

133
運転免許セン

ター
運転免許関係窓口案内業務事業

運転免許センター内において、来場者に対する窓口案内や各種申請書類の記載
要領等の来場者案内を実施する。

直接 2,832,779 4 

134 秋田市 保育児童受入拡大支援事業
私立認可保育所、認定保育施設および幼稚園に対し保育士等の雇用を委託し、
保育の質の向上や３歳未満児の受け入れ拡大を図る。

委託 45,402,727 60

135 秋田市 子ども広場運営事業
就学前児童を対象に、子どもが自由に遊び、親同士が情報交換する場を提供す
るほか、就学前児童を子育てしている保護者が、駅周辺で買い物をしたり、各種
イベント等に参加できるよう、短時間の託児を実施する。

委託 13,310,331 12

136 秋田市 児童館補助員配置事業

児童館等に児童厚生員（教員・保育士資格保有者）を配置しているが、利用児
童数が多い、又は増加している特別な支援を要する児童へ対応など、児童厚生
員１人が受け持つ児童数が多い児童館等に児童館補助員を配置し、利用児童の
きめ細かい指導体制を整備する。

直接 7,439,238 21

137 秋田市 まちなかデザイン調査事業
観光地としての魅力アップをはかるため、まちを彩る装飾デザインの検討と、掲
示場所の調査等を行う｡

委託 9,735,945 5

138 秋田市 外国人旅行者受入体制整備事業
中国、韓国、台湾などからの観光客に対応できる地元ガイドの育成等を行い、受
入体制の充実を図る｡

委託 20,389,600 5

139 秋田市 まちあるき観光推進事業
市内観光関係事業者と連携して、スマートフォンによる観光案内システム「おもて
ナビ」の利用促進に取り組み、まちあるき観光の推進を図る。

委託 5,587,283 2

140 秋田市 介護雇用プログラム事業
離職失業者等を雇い入れ、介護施設で働かせるとともに、介護資格（介護福祉
士）取得のための養成講座を受講させる。

委託 13,281,563 10

141 秋田市 永年保存文書目録作成事業
公文書管理法の趣旨に沿って、市民による特定歴史公文書等の利用請求に対応
するために、請求の対象となる秋田市保有の永年保存文書について利用目録を
作成する。

直接 6,233,804 10 

142 秋田市 被災者等雇用対策事業 東日本大震災により被災した失業者等を対象に、臨時職員として採用する。 直接 60,689,764 92 

143 秋田市 地域防災力強化事業
地域の防災力を強化するため、津波避難訓練等の実施および啓発の補助、自主
防災組織への助成資機材の保管状況調査、避難所への特設公衆電話設置のため
の事前調査などを行う。

直接 3,162,507 4 

144 秋田市
情報発信コーナーにぎわい創出事
業

地元トップスポーツチームや大森山動物園をはじめとする観光施設などの情報提
供・発信の拠点として情報発信コーナーを整備・運営するとともに、各種イベン
ト等を企画・開催する。また、県内外から本市を訪れるアウェイチームファンとの
交流の場とすることで、スポーツを核とした地域のにぎわいづくりを進める。

委託 17,096,500 5 

145 秋田市
秋田駅周辺魅力創造プロジェクト
事業

県都の玄関口である秋田駅周辺のにぎわい創出に向けて、周辺情報の一本化、
双方向化、リアルタイム化、映像化、保存記録化、多言語化の環境を整える。

委託 36,517,169 18 

146 秋田市 公用車低炭素化調査検討事業

本市公用車両から排出される二酸化炭素排出量を削減するため、公用車両の運
行実績と維持管理コストを把握し、保有台数および維持管理コストの最適化に向
けた調査・検討を実施するとともに、削減が見込まれるコストを原資とした無理
のない低炭素車両（EVなど）の導入に関する報告書をまとめる。

委託 9,140,254 4 
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147 秋田市 指定ごみ袋交換事業
家庭系ごみ有料化により旧指定ごみ袋が使用できなくなることから、使い切れな
い旧指定ごみ袋を保有する市民について、有料化の開始前または有料化以降に
新指定ごみ袋（有料袋）と一定の割合で旧指定ごみ袋を交換する。

委託 13,817,000 25 

148 秋田市
買い物弱者支援ビジネスモデル構
築事業

高齢者に限らず子育て中の家庭など、さまざまな買い物弱者を想定し、買い物関
連サービスの新たなビジネスモデルを構築し定着させるため、民間事業者のアイ
ディアを公募し、採算性、継続性などについて社会実験を実施し検証する。

委託 10,737,708 5 

149 秋田市 離職者緊急雇用相談支援事業
離職者を対象に、カウンセリング、就労実務（履歴書・面接 等）に関する助
言・指導の他、生活安定等に関する各種施策の案内や関連窓口の紹介を行う。

委託 10,185,000 4 

150 秋田市 竿燈まつり誘客促進事業

本市最大の観光資源である竿燈まつりについて、関連グッズの開発や体験メ
ニューの試行等を行い、さらなる竿燈の魅力向上につなげる。また、インター
ネット調査等を実施し、全国各エリアでの、竿燈の認知・関心度、まつりへの来
訪意向などを把握し、的確なＰＲ活動や受け入れ体制の向上につなげていく。

委託 7,056,000 2 

151 秋田市 公園水辺環境整備事業
千秋公園、広面近隣公園、光沼近隣公園の堀、沼に繁茂したハス、ヨシ等の刈
り払い処理をする。

委託 2,509,500 6 

152 秋田市 油谷コレクション活用推進事業
個人から市へ寄付される昭和時代の民具約20万点について、現保管場所から秋
田市内の保管場所への運搬、分類整理、陳列および保管、写真付一覧台帳およ
びＰＲ用ホームページの作成を行う。

委託 15,662,724 6 

153 秋田市
短期大学サテライトセンター運営事
業

秋田公立美術工芸短期大学教員や学生等の作品展示、授業成果の公開、美短紹
介コーナーの設置など、美短の特色、活動を広く市民にＰＲするとともに、秋田
駅前の賑わい創出にも寄与する。

委託 4,199,359 4 

154 秋田市 下堤Ｇ遺跡出土遺物整理事業
1982年に発掘調査された下堤G遺跡の出土遺物の中で、学術的に価値の高い旧
石器時代の遺物を再整理し、正式な報告書を刊行して活用を図る。

委託 18,000,000 13 

155 秋田市 文化財関係資料整理事業

市で保有する文化財関係資料について、撮影されたカラーポジフィルムのデジタル化およ
び管理データーベースの作成、市に寄贈される全国からの発掘調査報告書等の整理およ
び管理データーベースの作成、GIS「秋田市埋蔵文化財等地理情報システム」のプログラ
ム修正、文化財標柱の現地調査およびGISへの入力作業を行う。

委託 8,000,000 5 

156 秋田市
地域創造文化推進事業（石井露月
生誕１４０周年記念事業）

郷土が生んだ石井露月の生誕１４０周年を記念し、地域の発展に貢献した石井露
月をさらに顕彰していくことを目的とし、露月が師と仰いだ正岡子規を顕彰してい
る松山市にある正岡子規記念博物館の協力を得ながら、露月句碑マップの作
成、露月とその時代展並びに記念講演会等を開催する。

直接 2,657,313 2 

157 秋田市 高校生就職支援員配置事業
高校生の就職を取り巻く環境が一段と厳しさを増していることから、秋田商業高
校に非常勤職員として就職支援員を配置し、関係諸機関との連携を図りながら、
就職活動を支援する。

直接 2,415,147 1 

158 秋田市 危険家屋調査事業
緊急雇用創出事業の活用により、空き家の現地調査を実施し、危険な空き家の
所在地・構造・危険度などの実態を把握するとともに、その情報をＧＩＳソフトに
より一元管理する。

委託 11,580,800 11 

159 秋田市 福祉医療制度拡充準備事業

心身の健康の保持と生活の安定を図るため医療費の自己負担分を助成している
制度である。平成２５年８月から、子どもに係る制度の拡充を予定しているが、
これにともない新たな対象者に対して勧奨通知の発送や台帳入力作業等を実施す
る。

直接 4,266,202 9 

160 秋田市 石井露月資料整理事業
当館が所蔵する「石井露月」資料及び雄和地区個人所有資料のデジタルデータ
を作成し、市民の知的共有財産として永続的に保存するとともに、市民等への利
用提供を促進する。

委託 8,707,176 9 

161 能代市
地域包括支援センター業務補助事
業

指定介護予防支援業務(要支援１．２の介護予防サービス計画の作成)の充実及
び高齢者実態把握の強化により、見守り支援の充実を図る。雇用者は、高齢者
の総合相談・支援及び介護予防ケアプラン作成と係る調査等に従事する。

直接 1,877,208 2

162 能代市 能代市健康づくり事業

各地区での健診募集説明会や健康教育等のほか、妊婦教室などの母子保健事業
や献血推進事業など、健康づくり事業全般について補助員を確保し、健康教室等
の準備、説明補助員としての業務等に従事させる。また、能代市健康づくり計画
の改定時期であるため、改定に係る事務補助業務にも従事させる。

直接 2,110,435 2

163 能代市 予防接種実績管理事業 各種予防接種請求書などの整理や、予防接種情報のシステム入力を行う。 直接 1,601,787 2

164 能代市 旧金勇管理事業

国登録有形文化財である「旧料亭金勇」を、中心市街地に位置する観光施設と
して活用し、一般公開するとともに各部屋の貸出等を行ない、地域のにぎわい創
出の一助にするため、見学者の応対、館内案内、施設の管理等を行う管理人を
配置する。

委託 925,330 3

165 能代市 土壌分析事業
土壌分析装置、pH計、土壌分析ソフトにより、農家等より依頼された圃場の土壌
の分析を行う。

直接 3,545,573 6

166 能代市 二ツ井地域中心商店街活性化事業
駅通り商店街の空き店舗を活用し、ミニギャラリー、バス待合所、商店会の情報
発信、事務所などアンテナショップ的な機能を持たせ、管理運営を行う。

委託 9,130,922 6

167 能代市 特別支援教育支援員設置事業
障害等により特別な支援を必要とする児童生徒に対し、学校生活の支援を目的と
して小・中学校に配置する。

直接 13,347,795 22
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168 能代市 情報学習支援員設置事業
学校での情報教育の一層の進展を目指し、教員における教科等でのコンピュータ
の効果的な活用を支援する。また、児童生徒の情報活用能力の向上を図る支援
を行う。

直接 4,686,653 8

169 能代市 高校就職支援事業

能代市立能代商業高等学校に就職支援アドバイザーを配置する。就職支援アドバ
イザーは、企業を訪問し、個々の生徒に合った就職先を開拓していくほか、生徒
や保護者・教員への情報提供、進路相談、インターンシップやデュアルシステム
の支援等を行い、就職希望の高校生を支援する。

直接 2,606,556 2

170 能代市 地域資源活用観光力向上事業

米代川カヌー体験イベントをさらに発展させて、観光客等を対象とした営業に結
び付けるため、地元秋田杉を使ったウッドカヌーの製作、普及のためのカヌー製
作指導のほか、カヌー体験や試験的な貸出しなどの各種事業を行う。併せて通年
観光に向け、夏季以外の各種イベントについても強化を図る。

委託 2,336,061 1

171 能代市 恋文データ化事業

旧二ツ井町が実施したきみまち恋文全国コンテストの応募作品をデータ化し、パ
ソコンで抽出・並べ替え・検索等ができるようにする。これにより、ホームページ
での活用や、観光地等でのパソコンによる全作品の閲覧ができるようになるな
ど、恋文を活用した各種事業が可能となる。

委託 2,382,379 1

172 能代市
人事台帳等整備事業（未就職卒業
者）

市職員の人事台帳及び臨時職員履歴の電子化、その他各種電子化されていない
書類の電子化を行う。

直接 1,597,464 2

173 能代市
災害時要援護者非難支援プラン個
別計画策定等支援事業

災害時の避難に際し、支援が必要な者を訪問調査等で把握し、個別計画策定を
支援するとともに、民生委員・自治会・町内会・老人クラブ等関係団体の活動を
支援する。

直接 4,435,779 7 

174 能代市 観光情報対応力強化事業
電話やＰＲパンフレットの送付等の観光に関する照会事項への対応、観光イベント
の補助及び観光情報の収集、既存の情報の整理に関する業務を行う。

直接 2,240,801 2 

175 能代市 一店逸品情報発信事業

商店街の集客を高めるため、各個店それぞれが「我が店の自慢の一品（逸品）」をブ
ラッシュアップし、市内外へＰＲする。被雇用者は、「我が店の自慢の一品（逸品）」を
選出する際のサポートや、売り出しのアドバイス、売り出し用情報発信のツール作成及び
情報発信など、一店逸品運動を包括的にサポートする。

直接 6,449,105 4 

176 能代市
畠町新拠点施設カルチャーセン
ター機能試行事業

中心市街地の顔である畠町通りに設置している新拠点施設において、カルチャー
センター常設化に向けて拡大試行する。カルチャーセンターの集客を中心市街地
の商店街の振興、販売促進につなげていく。

直接 5,471,853 6 

177 能代市 特定健康診査対策事業
自覚症状のないまま進行する糖尿病等の生活習慣病等を未然に防止し、生活習
慣を振り返る絶好の機会としての特定健康診査を周知しながら、受診勧奨を電話
等で行う。併せて、未受診の原因分析を行い、受診率の向上を図る。

直接 1,649,584 2 

178 能代市 観光案内所設置等事業
観光振興のため観光案内所を設置し、ＨＰ等による情報発信、各種案内チラシの
作成、窓口案内業務、列車内でのＰＲ等を行う。また、地域一体となって観光振
興に取り組むため観光協会の会員加入を推進する。

委託 4,909,185 3 

179 能代市 道の駅ふたつい観光強化事業

二ツ井町の観光拠点である道の駅ふたついの観光機能を強化するため、二ツ井
町観光協会においてＨＰ等による情報発信、各種案内チラシの作成、窓口案内業
務等の補助、道の駅ふたつい構内の清掃・草刈及び道の駅に設置している自転
車の回収等、総合的な観光業務を行う。

委託 2,143,060 1 

180 能代市 バスケ資料館設置事業
本市が進めている「バスケの街づくり」において、誘客のためのバスケ関連資料
の展示を行う資料館の設置が必要となっているため、資料の展示・管理や接客
を行う人を雇用する。

直接 5,726,074 4 

181 能代市 大型七夕復活推進事業

かつて実在した大型の能代七夕を復活させ、多くの市民、観光客が参加できるイベントと
して地域活性化に繋げるため、平成25年度運行に向けた準備作業を行う。平成24年度
は、事業計画・運行計画策定等の業務のほか、市民や企業に対して大型七夕の事業説
明、協賛募金等を行う。また、ねぶた祭りから大型七夕への観光ルートをメニュー化す
る。

委託 8,017,726 2 

182 能代市
第１３５回秋田県種苗交換会準備
等事業

第１３５回秋田県種苗交換会の各種催事を円滑に進めるため事前準備や関係各所
との連絡調整を行う。

委託 3,052,410 2 

183 能代市 地場産材供給促進事業

被災地を中心にした県外の木材需要等の情報収集を図るとともに、品質・規格の確かな
木製品ほか、住宅の建築用部材の様々な品揃えについて情報発信する。収集した情報は
地域の木材産業関連企業等へ提供し、製品需要の情報を基に製品の品質管理業務の推
進を図る。また、地場企業の製品の在庫管理状況を的確に行い、需給窓口の一本化へ繋
げる。

委託 9,418,510 2 

184 能代市 のしろ木工品市場事業
空き店舗を利用して、能代の木工品を一堂に展示販売できる場所を設置するとと
もに、各種イベント会場での出張展示販売を実施し、木都能代の木工品を宣伝す
る。

委託 6,067,808 6 

185 能代市 地域支え合い高齢者等見守り事業

地区民生委員や自治会等と連携して、地域高齢者や要援護者の見守りを強化
し、地域生活を支援するため、巡回相談員を配置する。また、相談員に緊急医
療情報キットを高齢者世帯等へ配布してもらい、救急搬送時に迅速な対応ができ
るよう役立てる。

委託 5,755,883 3 

186 能代市
働きながら資格をとる介護雇用プ
ログラム

離職失業者等を雇い入れ、介護施設で働かせるとともに、介護資格（ホームヘ
ルパー２級）取得のための養成講座を受講させる。

委託 17,439,433 13 

187 能代市 福祉関連施設環境整備向上事業
高齢者福祉施設の環境整備、農園の管理と土壌改良、除排雪のほか、施設の小
破修繕等を行う。また青空デイサービスや敬老会等のイベント会場準備等も行
う。

直接 2,355,444 4 

188 能代市 二ツ井地域児童福祉等支援事業
二ツ井地域内の児童・高齢者福祉施設等の小破修繕、遊具の整備、園庭整備、
害虫駆除、清掃、除排雪等を行うことにより、福祉環境の充実を図る。

直接 2,442,816 2 
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189 能代市 能代地域児童福祉支援事業

子どもの活動が豊かに展開されるよう、保育所や放課後児童クラブ等の施設や設
備の補修、園庭の整備、遊び道具や用品の製作などを行い、保育環境の改善や
児童の処遇向上を図る。また、子どもが安心・安全に過ごせる環境を整えるため
の安全対策を実施する。

直接 2,672,055 2 

190 能代市
身近な公園における子育て環境整
備事業

子どもたちが伸び伸びと遊び、健やかに成長できるよう、地域の身近な公園の遊
具や施設の点検・補修を行い、安心して子どもを遊ばせることができる公園を整
備することによって、子育てを支援する。

直接 4,286,735 8 

191 能代市 学校施設等環境整備事業

児童生徒が安全に学校施設を利用できるよう小中学校の環境を整備する。また、
旧小学校の環境整備を行い、地域住民が施設を利用できるようにする。環境整
備業務は、草刈り・薬剤散布・枝切りのほか学校校務員では対応困難な作業を
行う。

直接 4,821,696 4 

192 能代市 バス利便性向上対策調査事業

高齢者等の交通弱者にとって重要な交通手段となっている路線バスや市街地巡回バスの
利便性向上や効率化等のため、利用状況やニーズについて、乗降調査やアンケート調査
等を行い、よりよい運行形態、運賃に反映させていく。また、バスの乗降補助やバス停
の維持管理、美化、除雪等を行い、利用しやすい環境整備を行う。

委託 3,233,175 3 

193 能代市
二ツ井町庁舎周り及び市有地整備
事業

二ツ井町庁舎周りの草刈、芝刈、薬剤散布、松の剪定作業等を行うことにより、
庁舎周辺の環境を維持する。

直接 1,153,309 2 

194 能代市 高齢者バス利用促進支援事業
満６５歳以上の高齢者が、バス利用時にパス券等を提示することにより低額で利
用できる制度の実施にあたり、パス作成・利用者管理等に係る事務補助員を配
置する。

直接 1,669,208 3 

195 能代市 市道の維持管理事業
自治会からの要望に応えるため、新たに市道や生活道路等の小破修繕を実施す
るほか、市道の草刈り、側溝清掃、砕石敷等を行う。

直接 1,597,780 6 

196 横手市 下水道水洗化・加入促進事業
下水道への加入促進を図るため、下水道整備区域内の未使用世帯を訪問し、水
洗化の指導を行うとともに、聞き取り調査により水洗化されていない事由を把握
する。水洗化を促進することで、自然環境の保護・維持へつなげる。

直接 1,967,222 2

197 横手市 文化財建造物利活用事業

市所有の文化財建造物の有効活用を図るため、施設の解説・案内業務や、膨大な歴史
的資料の整理業務等を行う。解説・案内業務については地域住民とも連携し、単に施設
についてだけでなく、地域の魅力について幅広く伝え来館者の満足度を高められるよう努
める。文化財としての価値を活かしながら、そうした地域連携とともに観光振興等へつな
げていく。

直接 1,692,008 1

198 横手市 受診率・接種率向上促進事業
がん検診の受診率向上、及び各種予防接種の接種率向上のため、未受診者、未
接種者の台帳を精査し、勧奨の前段のデータを整備した上で、通知郵送、電
話、訪問などによる勧奨・指導等を行う。

直接 5,293,606 3

199 横手市 増田まちなみ通年公開促進事業

歴史的なまちなみ、伝統的建造物群の景観を観光客向けに一般公開し、観光振
興につなげるため、建物の所有者等に対して一般公開への協力を働きかける。
また、観光案内等の業務に携わり、直に観光客と接しながら、ニーズを掘り下げ
ていく。

委託 1,799,300 1

200 横手市 観光コンベンション誘致事業

観光コンベンション誘致の取り組みを進めていくため、情報収集や施設データベース整備
等を実施する。各種大会や式典等の誘致は観光業のみならず地域全体への経済効果が期
待されるものであり、秋田市などの活動を参考にしながら、誘致活動のためのパンフレッ
ト作成等も行い、今後の誘致活動の基礎となる整備を図る。

委託 3,769,000 1

201 横手市
伝統的建造物群設計技術団体育成
事業

増田地域における伝建保存地区の指定を想定し、伝統的建造物の設計や施工監
理に携わることのできる団体を立ち上げるため、域内企業の建築士等を対象とし
て勉強会の実施や情報交換の場を設けながら、技術の向上や伝建制度への理解
浸透を図る。

直接 1,297,568 1 

202 横手市
子育て支援総合コーディネーター
育成事業

地域における子育て支援について、様々な制度や情報等を総合的に把握し保護者等へ提
供、あるいは必要とされる機関へ橋渡しするなどのコーディネート機能が求められてい
る。県内で新たに創設される「子育て支援総合コーディネーター養成のためのプログラ
ム」を受講し、実務経験を積ませながら、人材育成を図る。

直接 1,590,477 1 

203 横手市
ごみ集積所調査・分別等指導強化
事業

ごみ集積所調査のこれまでの結果等を基に、分別指導やごみ減量啓発、不法投棄対策
等、総合的に環境対策を強化する。また、集積所を見回りながら、ごみに関する相談対
応を行うとともに、季節要因である稲わら焼き防止、果樹園等爆音機の適正使用、ごみ
の野焼き禁止などについて周知・啓発するパトロールを行う。

直接 3,609,834 2 

204 横手市
市営墓園整備計画策定に係る事前
調査事業

各地域・集落における墓所について引き続き現地調査等を行い、土地利用状況
の把握などを進める。H23に実施した市民へのアンケート・需要調査の集計結果
等から、市営墓園についての潜在的な需要状況などを含め検討を行い、自然環
境に配慮した墓園整備計画の策定へとつなげていく。

直接 3,719,603 2 

205 横手市 市ホームページ再構築事業

平成23年10月から市公式ホームページのリニューアルを行ったが、行政情報の発信力の
向上を目指して、まだまだ改善が必要な状況である。利用者の目線に立って個々のペー
ジ、掲載内容細事項の点検・編集作業を行う。また、動画を使った情報発信を効果的に
行うため、取材、編集等作業を通してフローの確立を目指す。

直接 2,291,526 2 

206 横手市
介護雇用プログラム（ヘルパー２
級コース）

離職失業者等を雇い入れ、市直営の介護施設で働かせるとともに、介護資格
（ホームヘルパー２級）取得のための養成講座を受講させる。

直接 9,002,978 4 

207 横手市
介護雇用プログラム（ヘルパー２
級コース）委託事業

離職失業者等を雇い入れ、民間の介護施設で働かせるとともに、介護資格
（ホームヘルパー２級）取得のための養成講座を受講させる。

委託 50,621,550 27 

208 横手市 児童厚生員人材育成事業

保護者が労働等により昼間家庭にいない世帯における児童の放課後や土曜、長期休業日
の居場所として、学童保育や児童館の需要が増加する中で、子どもたちの健全な発達と
生活を援助し遊びを指導する資質の高い指導員を確保するため、市施設で実務経験を積
ませながら、資格（児童厚生２級指導員）取得を目指す。

直接 6,246,520 4 

209 横手市 公園・水路等環境美化事業
公園や公道、水路、林道や、公共施設地内等これまで手の行き届かなかった場
所も含め、除草や清掃作業を徹底して行い、市民が快適に過ごすことのできる住
環境の確保に努める。

直接 32,059,616 27 
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210 横手市 たいゆう緑花園魅力向上事業

たいゆう緑花園において、夏から秋の見頃を迎える期間に見晴台を設置し、観光
客のニーズに応える。この見晴台周囲の安全確保と、緑花園のさらなる魅力向
上のための除草や環境整備を徹底するため、監視員兼管理作業員を雇用し、土
日も含め現地での対応を行う。

直接 1,203,569 2 

211 横手市 臨時事務補助員確保事業
業務量の増加が生じている事業担当部署において臨時的に事務補助員を雇用
し、行政事務の円滑化と雇用機会の創出を図る。

直接 5,370,414 5 

212 横手市 後三年合戦活用・誘客事業

世界文化遺産登録された平泉文化の源流（ルーツ）である後三年合戦を、観光誘客の素
材として活用するためPR活動等を行う。各地のイベント会場等へ出向き、武将の衣装をま
とったパフォーマンスや物語風に仕立てた演出などでインパクトのある宣伝・告知活動を
積極的に展開する。内外へ幅広くPRを行い、横手市への誘客、地域活性化へとつなげ
る。

委託 2,926,793 3 

213 大館市 地域ポータルサイト構築事業
地域ポータルサイトの構築及び市ホームページの地域ポータルサイトへの移行等
に関する業務を行う。

委託 26,094,171 7

214 大館市 家庭ごみ減量推進事業

ごみの分別方法について市民に周知し、家庭ごみの減量化を進める。「家庭ご
みの分別冊子」を作成するほか、ごみ分別の仕方についてホームページを活用し
て周知を図ったり電話やメールによる相談を受け付けたりする。また、出前講座
や環境イベントによる啓発活動を行う。

直接 1,650,047 2

215 大館市 がん検診推進事業

県は平成23年度にがん対策推進条例を施行し、がん対策を講じている。市も県と連動し
てがん検診を推進するため、新規の事業として、検診日程表を作成し全世帯へ配布す
る。大腸がん検診では、H23年度の大腸がん検診の受診者全員及び希望者に、検診容器
を検診日に合わせ、地域ごとに事前送付する。また、事業終了後に事業評価のための資
料の作成を行う。

直接 2,245,553 2

216 大館市 予防接種推進事業

子宮頸がんワクチン及びインフルエンザ菌ｂ型ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン接種推進
のため、勧奨用チラシ作成・配布、個人通知の作成・送付するとともに、種類が多くなり
複雑になった予防接種の相談対応を行う。また、これらに必要な健康管理システムの更
新に伴い、予防接種情報のデータベース化を進めるため、予診票のチェックとデータの入
力を行う。

直接 2,275,566 2

217 大館市
「満５歳ステップ相談」事前アン
ケート事業

満5歳を迎えた児童（年中児童）に対して再来年の春始まる小学校生活や学習にスムーズ
に適応し楽しい学校生活を送るために「満5歳すてっぷ相談事業」を開催しているが、新
規事業として事前アンケートを実施し、1人1人の児童についての状況把握を深める。事前
アンケートの作成・送付及び回収・分析を行い、児童の発達検査や子育て学習会で活用
する資料を作成する。

直接 1,642,909 1

218 大館市 農業者拡充支援事業

農業者に対して、座談会等により農業制度資金等の説明会をするほか、雇用拡充に向け
た6次産業化について積極的な情報提供をする。また、各種制度資金対象外となる小規
模農業者に対して、高収入の期待できる作物の情報を提供するほか、拡充意欲のある小
規模農家には、耕作放棄地の情報を提供する。併せて、新品種等への取り組みに関する
各種栽培研修を実施する。

直接 3,525,902 6

219 大館市 地域農産品情報発信事業
地域の農産物、伝統的食材や新商品のＰＲ、東京でのキャンペーンなど、内外へ
の情報発信と農家と消費者の交流を図るための事業を行う。

委託 1,700,475 1

220 大館市 空家バンク事業

市内の空き家の有効活用を通して、定住の促進を進め、地域の活性化を図る。
大館市内の空家情報を調べ、空家の売買及び賃貸借を希望する方の物件を空家
情報としてHP上で発信し、IターンやUターンを希望する方を受け入れやすい体制
づくりを行う。

直接 1,901,220 1

221 大館市 地域産業振興人材育成事業

地場産品・観光関連産業や製造業等の在職者、及び同産業に就職しようとしている求職
者等を対象に、業務の遂行や就職に必要な技能・知識を習得させる講座を開催し、地域
主要産業が求める人材を育成する。併せて、市が取り組む産業・観光振興施策・行事と
相まった事業推進態勢を確立し、地域の人材育成及び雇用創造の醸成を図る。

委託 2,938,545 2

222 大館市 観光力レベルアップ事業
モニターツアーを実施し意見を聞くことにより、観光案内組織の強化を図る。ま
た、既存イベントについて、県外市外からの観光客を呼び込むような新しいアイ
ディアを盛り込み、魅力を磨き上げる。

委託 12,038,000 5

223 大館市
大館の魅力情報発信事業（FMラジ
オ番組制作）

FMラジオ番組を制作して、大館周辺の魅力と観光情報を県内に発信する。 委託 20,515,710 8

224 大館市 御成町商店街情報発信事業

中心市街地の北地区に位置する御成町を活性化し遠方からの集客を図るため、ＨＰを立
ち上げ、御成町地区の魅力や各店舗のイベント情報を発信し、御成町地区商店街全体の
賑わいを創出する。また、ＨＰ情報の発信基地（事務所）を、誰でも気軽に立ち寄れる
憩いのスペースとして設け、地域コミュニティの創造と町の活性化を図る。

委託 3,500,000 1

225 大館市
キャリア教育コーディネーター派遣
事業

小･中学校におけるキャリア教育を推進するため、学校と地域･企業とのネットワー
クを構築し、より効果的なキャリア教育プログラムを作成、提供する。

直接 2,002,860 1

226 大館市 外国語活動支援員配置事業
新学習指導要領の実施に伴い小学校での外国語活動（学習）が増加することか
ら、支援員を派遣し、児童の外国語への興味を惹きつけることによって学力の向
上を図る。なお、要望により中学校にも派遣する。

直接 2,163,730 4

227 大館市
放課後児童クラブにおける障害児
保育事業

近年、放課後児童クラブにおいても特別支援を要する児童が増加傾向にあり、集
団保育の中で対応してきている。２施設に、言葉の出ない児童がそれぞれ１名ず
つ在籍しており、当該児童に対し集団保育のみならず、個別に対応することによ
り当該児童の健全育成に努める。

直接 3,011,978 4

228 大館市
「真崎コレクション」デジタルデー
タ化事業

本館が所蔵する「真崎コレクション」（土器・石器類の考古資料）を、市民の知
的共有財産として永続的保存並び活用を図るため、資料のデジタル化により電磁
的検索・閲覧の便を図り市民や研究者等への利用を促進する。

委託 5,294,000 5

229 大館市 保育補助養成事業

現在、大館市の保育園では、保育士の資質向上を目指し勉強会や公開保育の開
催などを積極的に行っている。資質向上に向けて多忙な保育士たちの補助とし
て、保育の手助けや教材作りなどを学び、園児たちの安全確保や保育の充実を
サポートできる保育補助を養成する。

直接 7,889,721 10 

230 大館市 保育園ICT支援事業
福祉課においてICT支援員を雇用し、へき地保育所を中心に、公立認可保育園も
対象としながら保育士のICT活用力の向上と保育園のICT環境整備の支援を図
る。

直接 5,204,397 7 
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231 大館市
地産地消を活かした地域づくり推
進事業

大館市の中心地であるハチ公小径に直売所を展開し、地元で採れた安心できる農産物を
提供することにより地産地消の拡大を図りながら、ＨＰ等で情報発信するとともに、高齢
化の進む各農家からの出荷体制の整備を目的とする。また、手作り体験教室や体験型
ツーリズムの受入れを行うとともに、憩いのスペースを設置して市の活性化に繋げてい
く。

委託 12,722,200 5 

232 大館市
水土里情報システムの情報整備及
び管理事業

H24から本格的な運用が始まるWebGIS「水土里情報システム」への情報とデータ
の入力及びそれらの現地確認作業を行う。

直接 3,210,574 2 

233 大館市 森林公園他樹木データ化事業

森林のもつ広大な空間や豊かな緑による心の豊かさが求められ、自然と人との共生の需
要が高まっている昨今、森林自然公園は市民の保健休養（癒し)の場として重要な役割を
果たしていることから、当市の森林自然公園において、既存資源の把握による生育マップ
の作成、樹木（樹種・樹径・樹高・樹勢等）のデータ化を行い、今後の森林整備に繋
げる。

委託 6,691,508 3 

234 大館市 企業支援事業
大震災後の企業の資金繰り改善のため、国や県の融資制度や、本市の融資あっ
せん制度等を、企業訪問しながら周知を図り、手続き等を説明する。また、本市
の産業情報データベースへの掲載を促すことで、企業及び製品のＰＲに繋げる。

直接 4,142,205 4 

235 大館市 大館まるごと売り込み隊事業
市内外でのイベント時における物産品のＰＲや、大館地区のガイドブックの作成に
より、誘客及び物産品のＰＲ活動に務める。

直接 5,209,545 5 

236 大館市
大館曲げわっぱ販路開拓及び販売
促進強化事業

伝統工芸品である大館曲げわっぱの販売促進強化を目的として、他県のＨＰや地元業者
等から情報を収集し、販路開拓やＰＲ手法の検討を行うほか、製品の魅力や関係情報を
ＨＰで提供する。また、ＰＲチラシを作成し、隣県や都内等で配布したり、製品に対する意
見や感想をまとめるなどの情報収集や、端材を有効活用した新たな製品考案のための業
務を行う。

委託 6,814,285 2 

237 大館市
大館駅での観光案内及びレンタサ
イクル運営事業

平成25年の秋田ＤＣ本番を控え、北秋田の玄関口となる大館駅に観光案内所を設
置し、おもてなし隊として観光案内を行う。業務として、大館駅からの観光ルート
の説明、観光施設の案内を行う。また、無料のレンタル自転車を配置してレンタ
ル業務を行う。

委託 15,248,100 8 

238 大館市 体験型観光受入体制整備事業

市が策定した観光基本計画の中で、体験・滞在型観光の振興が重要視されてい
ることから、今年度設立した体験型観光の受け入れ組織「大館市まるごと体験推
進協議会」のNPO法人化を目指すとともに、より一層の受け入れ誘致、体制整備
を行うための事業を展開する。

直接 5,125,676 3 

239 大館市 アートによる街なか活性化事業
中心市街地である大町に位置するゼロダテアートセンター(ＺＡＣ）にて、一年を
通して市民の拠り所として認知されるよう、多様なプログラムの検討･提案･実践
を行い、大館市の雇用創出や経済活性化につなげる。

委託 6,400,000 4 

240 大館市 特別支援教育支援員配置事業
普通学級に在籍する、障害を持った児童・生徒の学習面や生活面の支援を行な
うため、特別支援教育支援員を配置する。

直接 17,766,197 40 

241 大館市
郷土博物館展示研究及び図録作成
事業

郷土博物館所蔵資料の効果的な紹介方法、展示方法を検討し、展示図録の作成
（学校等市内教育機関に配布）、ホームページでの情報発信、展示資料の模様
替えを実施する。

直接 4,077,560 4 

242 大館市
郷土の自然環境に関する調査研究
事業

郷土の自然環境（風穴現象、気候、生物分布、外）に関する文献収集・聞き取
り・現地調査を行うとともに、その成果を児童・生徒の郷土学習、成人の生涯学
習及び観光客向けのジオ及びエコガイド等に活用できるように、各展示施設の資
料の見直しや各種解説資料の考案を行う。

直接 12,013,511 12 

243 大館市 大館市内文化財調査研究事業

市内の未確認の石造紀年物を含む文化財について、現状、由来や分布の詳細な
調査研究を行い、データベース化を図る。また、教育面のほか観光面でも活用
できるような文化財マップや冊子を作成するとともに、ホームページでのプレゼン
化を図る。

直接 5,224,119 7 

244 大館市
大館市内遺跡発掘調査記録及び出
土品整理事業

これまで発掘調査した大館市内遺跡について、調査記録や出土品など資料の再
整理を行い、調査報告書等を刊行し、今後の古代史研究に寄与する。

直接 8,488,786 10 

245 大館市 農業後継者育成事業
農業後継者不足を補うため、受け入れ可能な地域の認定農業者に対し、就農を
目指している人材育成を委託する。

委託 38,389,669 25 

246 大館市 通り再生ロードマップ作成事業
区画整理事業によるメインストリートのまちなみ再生等のロードマップ作成や、ま
ちなみ再生のための情報収集・ワークショップ開催に関する業務を行う。

直接 2,509,745 3 

247 大館市 学校ＩＣＴ支援員配置事業
ＩＣＴ支援員を配置し、学校を回り、教員のＩＣＴ活用の指導力の向上と学校のＩＣ
Ｔ環境整備の支援を図る。

直接 2,123,432 3 

248 大館市
比内地域における観光関連施設の
状況調査及び情報発信事業

比内地域の観光関連施設の老朽状況等の調査及び調査結果のデータベース化を
図る。また、樹齢数百年のブナ林が美しく広がる竜ケ森を広く内外にPRし、観光
客や登山愛好家の利便性向上を図る。

直接 1,873,565 2 

249 大館市 公有財産地目変更事業
市有地の適正な管理を図るため、現況と登記地目が異なる地目を整理して一致
させるため、地目変更登記の事務を行うものである。

直接 1,946,990 3 

250 大館市 消防施設等維持管理事業
消防施設等（消防車庫・消防器具置場・消火栓・防火水槽等）の調査及び維持
管理と、消火資機材の改修作業を行なう。

直接 2,753,353 2 

251 男鹿市
農業振興地域整備計画策定準備業
務

合併前の１市１町の整備計画状況を調整し、現行データの整理、集計、区域一筆
調査基礎資料作成業務を行う。また、計画変更案の精査作業、システム入力の
ためのデータ整理等を行う。

直接 1,924,569 2
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252 男鹿市 男鹿市ラジオ番組放送事業
男鹿市の観光情報や地域情報を、エフエム媒体を使用して、毎週1回55分番組枠
の放送により秋田県内全域に情報発信する。

委託 20,392,074 8

253 男鹿市
男鹿観光情報発信ビジュアルアッ
プ事業

本事業で収集した(撮影・市民提供)男鹿の観光関係の写真画像を管理、保管し
雑誌やメディア等に利用しやすい観光画像を提供することにより、男鹿観光の宣
伝を効果的に発信する。

委託 3,056,873 1

254 男鹿市 男鹿市学校支援員配置事業
児童生徒の良好な学校生活環境を確保するとともに学習意欲の高揚と学習習慣
の定着を図るため、児童生徒の学習補助、学習環境の充実を目的とした学校支
援員を市内小中学校に配置し、学校運営を支援する。

直接 14,007,432 12

255 男鹿市
介護雇用プログラム（ホームヘル
パー２級）委託事業

離職失業者等を雇い入れ、介護施設で働かせるとともに、介護資格（ホームヘ
ルパー２級）取得のための養成講座を受講させる。

委託 11,332,345 13

256 男鹿市 保育園等保育補助雇用事業
保育園の保育補助員を増員することにより、児童1人1人に対するきめ細かな対応
ができる保育環境の向上を図る。

直接 6,684,102 8 

257 男鹿市 成人・母子に係る健（検）診事業
健（検）診未受診者対策や、がん検診、特定健診実施に係る補助業務、未受診
者の台帳作成、乳幼児健診・予防接種等に係る補助業務を行う。

直接 2,600,996 5 

258 男鹿市 不法投棄監視・清掃事業
海岸部や山間部に不法投棄されるごみが増加しているため、不法投棄されやす
い夜間・明け方に重点的に監視を行うことで、不法投棄を未然に防止する。日中
については、不法投棄物の回収や、清掃活動を行う。

直接 10,815,686 9 

259 男鹿市 あしねけ賑わい事業
男鹿駅前にある空き店舗を活用し、一般市民の作品展示ギャラリーや地域の各種
イベントの告知、学生によるチャレンジショップを展開し、駅前に賑わいと地域の
交流滞在空間を創出する。

委託 8,498,050 3 

260 男鹿市 観光アクセス強化事業

平成２４年度のプレＤＣ及び平成２５年度のＤＣにより、秋田県の宣伝と観光誘客事業が集
中的に行われることから、この機会をとらえ、男鹿市への一層の観光誘客を図るため、
男鹿半島内外のアクセス向上を目的として、秋田空港等との直通バスの運行、男鹿市近
郊の周遊コースプランの作成及びこうした情報の幅広い広報業務等を行う。

委託 22,209,646 7 

261 男鹿市
「なまはげ」活用キャンペーン事
業

ＤＣをより効果的に展開する為、男鹿の観光の振興に資すことを目的としたキャンペーン
推進役「なまはげ歓迎ＰＲ隊」を選任し、首都圏において観光ＰＲやプロモーション事業
の展開を行うとともに、、駅構内では「なまはげ」に扮し「観光客お出迎え」歓迎事業
を集中的に展開することで、更なる観光客の誘致拡大を図る。

委託 17,604,401 6 

262 男鹿市 男鹿の食資源活用情報発信事業

これまで、観光客等に対する男鹿市の魅力をアピールする素材として市内産の旬の食材
を活用してきたが、本事業では、さらなる有用資源の掘り起こしを行い、新たな視点で食
材を提供するとともに、観光客の評価や意見を取りまとめ、宿泊業者や食品提供店舗等
に情報を還元して検証を行いながら、ホームページ等で広告宣伝のための情報発信を行
う。

委託 8,673,165 2 

263 男鹿市 観光宿泊拠点整備事業
男鹿温泉交流会館を拠点に、地域文化をビジネス化する従事者を育成するととも
に、各種スポーツ大会や合宿、教育旅行やイベント事業等の受入れをサポートす
る事業を展開し、北部地区の観光客の流動を図る。

委託 10,810,269 3 

264 男鹿市 男鹿温泉郷消費拡大支援事業
域内での時間の消費を含めた物産、観光行動の消費を拡充させ、温泉郷自体が
観光地としてより消費地化されることを推進する事業を行う。

委託 7,559,295 3 

265 男鹿市 教育旅行誘致推進事業
エージェント及び学校関係者等の招聘旅行（ファムツアー）の開催、受入態勢の
整備、パンフレット・ホームページ・ＤＶＤ等の作成、誘致活動を実施すること
で、教育旅行を誘致し、滞在型観光を推進する。

委託 8,429,501 3 

266 男鹿市
地域の特色を活かした理科教育支
援事業

日本ジオパークに認定された自然遺産の積極的な活用をメインテーマとした理科
教育全般の充実や、地域等の人材を積極的に活用した体育・文化教育等の支援
拡充により、小中学生の学力・体力の向上を図る。

直接 3,270,487 3 

267 男鹿市 世界ジオパーク登録推進事業
男鹿半島・大潟ジオパークが東北初のジオパークに認定されたことを弾みとし
て、地域に存する地形や地質、温泉、食の恵み等の地域資源を生かしたジオ
ツーリズムを推進する。

委託 13,308,768 7 

268 男鹿市 アパレル製造業人材育成事業

アパレル製造業に就職しようとしている求職者を対象に、業務の遂行や、技能・
知識を習得させる研修等を行い、関連企業が求める人材を育成することにより、
地域産業の振興と求職者の就職促進を図る。同時に、観光アパレル製品を開発
し、新たな観光事業の展開を画策する。

委託 7,161,112 2 

269 男鹿市
「しょっつる」製造担い手育成事
業

しょっつる製造の担い手を育成するため、ＯＪＴやＯＦＦ-ＪＴを組み合わせた研修
を行い、技術の修得・スキルアップ・販売促進を図り、将来の就業に結びつけ
る。

委託 4,116,704 2 

270 男鹿市 製材業人材育成事業
地域産業である木材関連産業に就職しようとしている求職者を対象に、業務の遂
行や、技能・知識を習得させる研修等を行い、関連企業が求める人材を育成す
ることにより、地域産業の振興と求職者の就職促進を図る。

委託 6,140,941 4 

271 男鹿市 電子部品製造担い手育成事業
電子部品製造の担い手を育成するため、ＯＪＴやＯＦＦ-ＪＴを組み合わせた研修を
行い、技術の修得・スキルアップを図り、将来の就業に結びつける。

委託 5,349,078 2 

272 男鹿市 臨時職員緊急雇用対策事業 雇用情勢の悪化に伴う離職者を対象に、雇用対策として臨時職員を雇用する。 直接 5,845,582 10 
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273 男鹿市 鳥獣被害防止計画策定調査業務
鳥獣被害防止計画を策定するため、被害農作物、被害場所、被害面積、被害
額、鳥獣名、生息場所等を調査するとともに、図面等の作成業務を行う。

直接 789,064 1 

274 湯沢市 小学校外国語活動支援員配置事業
小学校外国語活動に対し、各小学校での外国語活動の際の授業の補助、指導案
の作成に係る助言、教材作成等の補助を行う。また、指導案の英語への翻訳作
業、ＡＬＴとの連絡調整等を行う。

直接 3,586,138 2

275 湯沢市 学習補助員配置事業
外国からの転校等により、日本語を理解するのが困難な児童生徒がいる学級及
び複式学級へ学習補助員を配置し、担任の指示のもと、学習の補助等を行う。

直接 7,725,136 8

276 湯沢市 読書活動支援員配置事業
学校図書の購入・廃棄本選定の補助や読み聞かせ、学校図書ボランティアや図
書館とも連携を図り、児童生徒が読書をしやすい環境を作り、読書活動の推進を
図る。

直接 3,261,513 2

277 湯沢市 空間放射線量測定事業
市民の健康と安全・安心な生活環境確保のため、公共施設等の空間放射線量を
測定し、測定結果をホームページで公表する。

直接 2,485,147 2

278 湯沢市 介護分野人材育成事業
離職失業者等を雇い入れ、介護施設で働かせるとともに、介護資格（ホームヘ
ルパー２級）取得のための養成講座を受講させる。

直接 3,645,297 4

279 湯沢市 市民健（検）診受診啓発事業
受診率の向上を図るため、電話等による受診勧奨を実施するとともに、未受診の
理由等についてデータ収集・分析を行い、次年度以降の健（検）診業務の参考
とする。

直接 3,105,120 4 

280 湯沢市 ジオツーリズム推進事業
湯沢市のジオパーク関連事業として、ジオツーリズム用案内パンフレットの作成
や、ジオツアーの企画と実施、ジオツアーに係るガイド養成事業の実施、日本ジ
オパークの登録認定に向けた活動を行う。

直接 7,355,048 7 

281 湯沢市 ジオサイト環境整備事業

ジオパークの趣旨に沿ってジオサイトを適正に保護・保全するとともに、教育活動
やジオツーリズムに有効活用し、ジオサイトの安全性と利便性を確保するため、散
策ルートの整備や、ジオポイントの保護、訪問者の安全保護施設の設置、ジオポ
イントまでの誘導標識の整備を行う。

委託 6,600,000 6 

282 湯沢市
「美バッゆざわ」外国人観光客受
入サポート事業

外国人観光客を誘客することを目的として、湯沢市の観光地や体験メニューの洗
い出し、受け入れ態勢の整備を実施するとともに、今後のＤＣ実施を見据え、国
内観光客への新たな魅力を発信する。

委託 16,358,000 4 

283 湯沢市 都市公園環境美化整備事業
公園の環境整備と美化を図るため、都市公園等の除草作業、樹木の枝打ち・剪
定、薬剤防除等を実施する。

委託 6,233,850 3 

284 湯沢市
市社会体育施設安全点検・保安管
理事業

既存の社会体育施設は老朽化が著しく、また、ほとんどの施設に管理人が配置
されていないことから、地域住民に対して快適に利用できる環境を提供するた
め、施設設備等の日常的安全点検や補修等を実施する。

直接 4,291,469 5 

285 湯沢市 市道維持補修事業 市道の路肩等の除草作業及びその他道路維持作業を行う。 直接 2,523,424 2 

286 湯沢市 公有財産台帳データベース化事業
市の公会計管理台帳作成の前段階として、現在紙ベースで管理している土地、
建物等の管理台帳をデータベース化する。

直接 1,929,018 3 

287 湯沢市 議会議事録データベース化事業

議事録のＨＰ公開を見据え、平成17年の市町村合併以降、紙ベースで調製・保
管している本会議の議事録をデータベース化するとともに、本庁・各支所に点在
している合併前の本会議の議事録を紙ベースからＰＤＦ化することにより、一括管
理、検索、閲覧を可能とする。

委託 9,991,118 4 

288 湯沢市 地域連携型情報発信事業

地域におけるＩＣＴを活用した情報発信力を強化するため、行政や商工団体、観
光・物産組織、ＮＰＯ、コミュニティラジオ局と連携をとり、地域連携型情報ポー
タルサイト「Ｗｅｂの駅ゆざわ」を立ち上げ、湯沢市をまるごと発信する仕組みを
構築するとともに、当事業を通じて情報通信分野の人材育成を図る。

委託 5,605,000 2 

289 湯沢市 空き家等台帳整備事業

湯沢市空き家等の適正管理に関する条例（平成24年条例第１号）に基づき、市
内に存在する空き家等（H23.12.19現在1,017件）について、関係公簿等により
所有者又は管理者を特定するとともに、建物の損壊状況、位置情報などを台帳に
入力する。

直接 1,051,024 1 

290 鹿角市 八幡平ＰＲ体制構築事業
国立公園八幡平及び八幡平温泉郷に関する情報を収集し、フリーペーパーの発
行により情報発信し、誘客を図る。

委託 3,969,000 1

291 鹿角市
きりたんぽ発祥の地PRイベント開
催事業

きりたんぽ発祥の地をPRするイベント（仮）日本一の大たんぽ会開催事業事務を
行い、きりたんぽによる誘客を目指す。きりたんぽ発祥の地及びたんぽ小町ちゃ
んを活用した宣伝による誘客を図る。

直接 2,543,423 3

292 鹿角市
東北観光博地域観光案内人養成事
業

東北観光博において設定された十和田八幡平ゾーンにおいて、着地型商品を普及促進
し、リピーターやファンを獲得するための「地域観光案内人」を養成する。新規雇用者
は、案内人向け研修事業の準備や連絡調整等を行う。また、鹿角市内に設置される「旅
のサロン」での案内業務に関連した、ゾーン内他市町村の情報収集、資料作成等を行
う。

委託 3,615,262 1

293 鹿角市 フッ化物洗口推進員確保事業

市内の子どものむし歯が多い現状を打開するため、市が実施を予定しているフッ
化物洗口について、保育園や小中学校における啓発活動や関係機関との連絡調
整を行うほか、健診時等でその必要性を広く周知することで、フッ化物洗口の円
滑かつ効率的な実施を図る。

直接 2,214,412 1
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294 鹿角市 かづのでこころ元気支援事業
地域における心の健康づくりや相談体制を確立するため、市が実施を予定してい
る高齢者の交流事業や個別相談会の連絡調整をするとともに、傾聴ボランティア
（ふれあいパートナー）団体の支援及び育成を図る。

直接 1,525,413 1

295 鹿角市
統合型ＧＩＳ導入に伴う地図データ
作成事業

統合型ＧＩＳの導入にあたって、各課で保有する様々なアナログ地図データのデジ
タル化とレイヤ－作成を行い、全庁的に各種地図データを利活用できる環境を整
える。

委託 2,406,600 1

296 鹿角市 保育サービス環境充実事業

共働き世帯等による年度途中の入園者の増加や保育ニーズの多様化に伴い、定
員を超えて児童を受入れしている保育所等も多くなってきていることから、各保
育所等に新たに保育士を配置し、児童の居場所の確認と保育の質の向上を図
る。

委託 6,730,659 3

297 鹿角市 農地集積ビジョン策定事業
高齢によるリタイア等で耕作が困難となり、貸し付けを希望する農地データ化を進
め、可視化できる地図情報システムの整備を行う。

直接 2,038,203 2

298 鹿角市
みんな生き生き学校サポート事業
（学校生活サポート事業・中学
校）

通常学級に在籍する障害等により特別支援を要する児童生徒の学校生活をさまざ
まな場面でサポートする非常勤職員を配置する。

直接 2,181,406 1

299 鹿角市
観光まちづくりプラットフォームＰＲ
事業

市内の観光資源（人・モノ）と観光市場をつなぐプラットフォームとしての認知度
を高めるため、旅行代理店や旅行関係マスコミ等を対象としたＦＡＭツアーを実
施する。

委託 7,790,956 2 

300 鹿角市 鹿角総合泊覧会開催事業
「オンパク」手法を参考に、一定の期間内に様々な体験プラグラムを提供するた
め、プラグラムの開発促進、体験プログラムに関する問い合わせ・申し込みを行
うワンストップ窓口の整備及びＰＲを行う。

委託 8,253,000 2 

301 鹿角市 鹿角“食”の魅力ＰＲ事業
旅行先を決める際に「食」が大きなウェートを占めるようになってきていることか
ら、鹿角の「食」の魅力を積極的にＰＲするため、地元物産展の開催、大消費
地での物産展への参画や、エージェントを招待して試食会の開催を行う。

委託 8,499,309 4 

302 鹿角市
森林セラピーステーション機能活
用促進事業

森林セラピー基地・鹿角市をＰＲし、市内に２箇所ある森林セラピーステーション
の活用を図るため、森林セラピー体験バスツアーや、首都圏等の企業の福利厚
生事業として採用してもらうためのＰＲ活動を実施する。

委託 5,707,089 2 

303 鹿角市
農地基本台帳システム地図データ
補正作業委託企業育成事業

平成２４年度は農地基本台帳システムの更新を予定しており、この機会に連動する農地情
報システムの地図データ補正作業委託が可能な市内企業を育成するべく、システム会社技
術員の派遣指導および実務経験よる企業育成と雇用の場を創出する。また、今回の事業
内容を検証し、次年度以降継続して業務委託を行うための仕組みを検討する。

委託 4,143,157 2 

304 鹿角市 国体事務局事務補助員確保事業
第６８回国民体育大会冬季大会スキー競技会の開催にあたり、事務補助員を配置
し、適正な大会運営の推進を図る。

直接 2,528,759 1 

305 鹿角市 地域力再生支援事業
少子高齢化が進む中、持続可能な集落づくりを目的として、モデル３集落のワー
クショップを継続して開催するほか、１９２集落（自治会）のアンケート分析を行
い、今後の支援体制の確立を目指す。

直接 1,572,612 2 

306 鹿角市 冬期教育旅行メニュー確立事業
スキー体験、スノーシュー、モービルアトラクション等を活用した、冬期の教育旅
行メニューを確立し、冬期教育旅行の誘致を図る。教員のモニターツアー等を実
施し、通年、教育旅行の受入地として周知を図る。

委託 4,051,052 3 

307 鹿角市 かづの牛増頭対策緊急雇用事業
かづの牛の増頭を含めた生産振興を実施していくにあたり、営業力の強化や畜産
イベント等の実施及び競争力強化のための新商品開発等のソフト事業を充実させ
る。

委託 2,963,644 2 

308 由利本荘市
伝統工芸品「ごてんまり」普及事
業

当市の伝統工芸品である「ごてんまり」の更なる普及と周知を行うため、随時ご
てんまり作成教室や、平成24年11月上旬に「全国ごてんまりコンクール」を開催
し、誘客を促進するとともに、積極的にウェブを利用する等、「ごてんまり」のさ
らなるブランド化を図る。

直接 1,029,062 1

309 由利本荘市
市文化交流館「カダーレ」地域物
産販売促進事業

市文化交流館カダーレ内の「物産館」において、地域の特産品や農産物の販売
及び管理に携わる専門員を雇用し、物産振興と販売促進を図る。

委託 5,666,368 6

310 由利本荘市
市文化交流館「カダーレ」観光情
報案内事業

市文化交流館カダーレ内の「観光情報案内コーナー」において、地域の観光案
内をする事務員を雇用し配置することで、観光情報の発信とホスピタリティの向
上を図る。

直接 1,829,762 2

311 由利本荘市 桑ノ木台湿原魅力アップ事業
本市の観光資源である桑ノ木台湿原において、無料シャトルバスの運行、湿原の
パトロール及び情報発信等の業務を行う。

委託 5,441,796 4

312 由利本荘市 観光情報発信ウェブ強化事業

観光に係る基礎情報及びブランド情報の発信につき、現代の観光マーケットに対
応するため、ブログや動画サイトの活用やホームページの新規作成等、ウェブに
よる情報発信を重点的に促進し、本市の観光宣伝及び紹介に関して強化を図
る。

直接 2,215,460 2

313 由利本荘市
自主防災組織育成支援・備蓄物資
管理事業

近年多発する自然災害を最小限の被害に留めるため、自主防災組織を中心とし
た危険箇所の把握、情報収集・伝達方法の体制整備及び災害の種類に合わせた
避難経路、避難所の確認などについて、その指導にあたる。また、市内16箇所
の備蓄倉庫の備蓄品整理及びデータ整理を行う。

直接 1,288,718 2

314 由利本荘市
鳥海山周辺観光集客力向上・ロー
カル線魅力創造事業

鳥海山及び鳥海山ろく線周辺の観光マップ等作成のための情報収集や観光案
内、おばこ号の列車アテンダント業務や旅行商品やイベント列車等の企画立案、
鳥海山ろく線沿線並びに鉄道施設の環境整備及び仙台圏などでのＰＲ活動を実施
する。

委託 31,754,625 8 
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315 由利本荘市 由利本荘魅力発信事業
由利本荘市の観光、イベント、商業、農業、教育、福祉などのコミュニティ情報
の番組を制作・発信し、多くの方に由利本荘の魅力を伝える。

委託 11,672,982 2 

316 由利本荘市 由利本荘市有林状況台帳整備事業
由利本荘市の山林状況や施業の履歴を森林簿と対比調査して森林台帳を作成す
る。

委託 16,020,900 4 

317 由利本荘市 市有林森林基本調査事業
東由利地域内の市有林において森林経営計画等を行うため森林簿の現況調査を
行う。

直接 4,546,688 5 

318 由利本荘市 伝統工芸品・加工品特産化事業
伝統工芸品や加工品製作体験メニューの企画・実践と、それらを特産化するため
のビジネスプランの研究、開発、販売を行う。

委託 4,775,259 2 

319 由利本荘市 住宅用火災警報器設置対策事業

消防法により全ての住宅に設置が義務付けられた住宅用火災警報器について、
市内約３万戸の住宅を対象に個別訪問し、聞き取り調査により設置状況を把握す
るとともに、未設置住宅への啓発活動を行う。また、調査結果を分析することに
より、全戸設置達成に向けた効果的な対策の実施につなげる。

委託 10,366,000 4 

320 由利本荘市 埋蔵文化財整理活用事業
提鍋遺跡の出土遺物の破片を洗浄・接合復元し、市複合文化施設「カダーレ」
において展示会と説明会を開催する。また、学術研究の一助として、パンフレッ
トを作成し、遺跡の重要性を広く紹介する。

直接 5,448,381 6 

321 由利本荘市
東由利地域介護資格取得・介護労
働力確保事業

離職失業者等を雇い入れ、東由利地域の介護施設で働かせるとともに、介護資
格（ホームヘルパー２級）取得のための養成講座を受講させる。

直接 3,317,540 4 

322 由利本荘市
鳥海地域介護資格取得・介護労働
力確保事業

離職失業者等を雇い入れ、鳥海地域の介護施設で働かせるとともに、介護資格
（ホームヘルパー２級）取得のための養成講座を受講させる。

直接 3,188,470 4 

323 由利本荘市
介護資格取得・介護労働力確保事
業

離職失業者等を雇い入れ、社会福祉法人等の介護施設で働かせるとともに、介
護資格（ホームヘルパー２級）取得のための養成講座を受講させる。

委託 27,147,939 12 

324 由利本荘市
県内就職支援・観光施設利用促進
事業

若年者の就職を支援して地元定住を図るため、市内の観光施設等で実務を通し
た実地研修により接客・接遇・施設管理作業等のスキルを習得してもらう。ま
た、観光施設等における接客等の人員を増加させることにより、利便性を高めて
誘客並びに利用促進を図る。

委託 29,405,796 23 

325 由利本荘市
被災者支援観光イベントサポート
事業

東日本大震災による被災者を事務補助員として雇用し、観光イベントの運営や観
光キャンペーンイベントへの参加等における人員を充実させることにより、本市の
集客交流及び観光客誘致に関して強化を図る。

直接 3,498,138 1 

326 由利本荘市
被災者支援観光ブランド情報発信
事業

観光ブランド情報の発掘を図るほか、フライヤーの作成、ウェブにおける発信及
び観光キャンペーンイベントへの参加により観光ブランド情報の演出を充実させる
ことで、本市の観光宣伝及び紹介に関して強化を図る。

直接 2,850,243 3 

327 由利本荘市 被災者支援農林業・観光振興事業
東由利地区における農畜産、林業及び観光振興事業に関して、台帳整理や案内
業務等を行うことにより事務事業の充実を図る。

直接 1,527,876 1 

328 由利本荘市
被災者支援地域振興事務補助員雇
用事業

本庁、各総合支所及び市関連施設において、多様化する市民ニーズへの対応と
市民協働による地域振興施策を推進するため、事務補助員として新規の臨時職
員を雇用する。

直接 18,051,495 28 

329 由利本荘市 買い物動向実態調査事業
市内全域における買い物動向の実態調査を実施するとともに、消費者ニーズに合
わせた事業を企画立案する。

委託 1,829,089 1 

330 由利本荘市 地域情報発信強化事業
本荘市内を中心に商工会員の事業所情報(取扱商品、イベント等)を収集し、市内
外へ向けて情報発信を強化する。

委託 1,565,480 1 

331 由利本荘市 ＹＢネット利用拡大促進事業
市営のＹＢネットとＣＡＴＶインターネットの棲み分けや、加入促進対策ついて、新
たな視点での取組を行う。

直接 2,697,020 5 

332 由利本荘市 鳥海山スポーツ観光情報発信事業
鳥海山に関連したスポーツ情報をホームページなどを通じて更なる情報発信を行
いより多くの方へのＰＲし知名度をアップさせる。

直接 1,278,126 2 

333 由利本荘市 鳥海高原乳製品販売多角化事業
地元の食材のジャージーチーズを更に多くの方に知ってもらうため、年間を通じて
販売できるよう専門の営業販売員を雇用する。

委託 1,822,291 3 

334 由利本荘市 由利地域公共施設等樹木管理事業
由利地域の各施設にあるさくら等の樹木について、剪定作業等を行い適切な管
理を行う。

委託 2,921,100 3 

335 由利本荘市 地域特産品開発促進事業
新たにプラム果汁を原料とした新商品（清涼飲料等）の開発に取り組むととも
に、特産品の販売促進を図る。

委託 4,573,758 2 
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336 由利本荘市 企業情報データーベース化事業
市内企業の情報収集を行いデーターベース化することにより、今後の様々な状況
に対応するために活用し、本市の商工業振興を図る。

直接 1,469,225 1 

337 由利本荘市 都市公園環境整備事業
公園の美化及びイメ－ジアップを図るために樹木の剪定や管理、環境整備に伴う
草刈り等を行う。

直接 3,116,507 2 

338 由利本荘市 備品等台帳整備事業
旧前郷小学校に保管されている備品のうち、価値のある備品の把握や図書を旧
鮎川小学校に備え付けて有効活用していくため台帳整備を行う。

直接 680,914 1 

339 由利本荘市 不法投棄対策事業
警察等と連携した夜間巡回を実施し不法投棄を未然に防止する。また、すでに不
法投棄された箇所における撤去活動を展開し地域の環境美化を目指す

委託 6,760,000 4 

340 由利本荘市 公共交通再就職支援事業

求職者の就職を支援して地元定住を図るため、市内の公共交通機関等で実務を
通した実地研修により接客・接遇・経理事務等のスキルを習得させるとともに、
公共交通機関における接客等の人員を増加させることにより、利便性を高めて誘
客並びに利用促進を図る。

委託 1,839,890 1 

341 由利本荘市
鳥海山麓観光アイテムビルドアップ
事業

矢島スキー場は県内を始め山形県から年間累計約３０万人が利用する県内有数の
スキー場となっているが、その一番の魅力が多数のアイテムが整備されているス
ノーパークであり多くのスノーボーダーから好評を得ている。そのスノーパークの
更なる充実を図るため、スノーパークディガー（コース整備人）を雇用する。

直接 1,470,288 2 

342 潟上市 潟上市文化財調査事業
八郎潟漁労用具を中心とした民俗文化財及び歴史資料等について、実測、作
図、使用用途の判別・分類、説明文等の作成を行う。

委託 3,635,348 3

343 潟上市 学校安全サポート事業
学校の施設および周辺地域の巡回、点検を実施し、児童生徒の学校における安
全体制を支援する。また、夏季・冬季休業中は、草刈りや校内清掃等の学校環
境美化に従ずる。

直接 11,641,994 19

344 潟上市 林道・水路環境整備事業 林道周辺の水路の除草並びに清掃作業を行う。 直接 4,118,454 4 

345 潟上市 市道環境整備事業
市道の側溝清掃、交通安全施設(ガードレール・カーブミラー等)清掃、街路樹剪
定を行う。

直接 4,711,628 4 

346 潟上市 教育施設環境整備事業 教育委員会および教育委員会所管施設の環境美化を図る。 直接 5,448,762 8 

347 大仙市
緊急雇用対策事業（学校ＩＣＴサ
ポーター）

小・中学校のパソコンを使った授業や事務作業の補助、パソコンと周辺機器等の
簡易な補修整備や廃棄手続きの支援を行う。

直接 5,044,804 10

348 大仙市 ＩＴ講座指導補助員確保事業
神岡総合情報センターにＩＴ講座の指導補助員２名を配置し、講座の補助にあたら
せるとともに、雇用された者自らのスキルアップを図り、市が実施する「就業支
援パソコン基礎講習会」の講師として指導の経験を積ませる。

直接 1,893,500 7

349 大仙市 大腸がん検診の有効評価研究事業
大腸がん検診において、受診者に対して比較試験の事業・検診内容を説明し研
究参加への応諾を得る業務と、研究参加者に係る受付や受診データの入力・集
計処理等の業務を行う。

直接 2,668,853 4

350 大仙市 避難者サポートセンター運営事業
東北地方太平洋沖地震により、県外から避難される方やその希望者に対して、住
居相談や避難者への各種支援等における業務を行う。

直接 2,202,302 2

351 大仙市 学校生活日本語支援事業
日本語、外国語の堪能な避難者の人材を活かした事業として、学校生活・学習
活動において支援が必要な外国人児童生徒に対し支援員を配置し、学校生活で
必要な様々な支援を行う。

直接 795,903 1

352 大仙市 空き家等対策事業

空き屋調査データーに基づき、空き家の冬期多雪による民家や一般通行に支障
がないか空き家周辺について現場確認等のパトロールを行うとともに、空き家倒
壊の危険性及び落雪による通行人等への危険性などを総合的に勘案しながら、
緊急避難的に市で雪下ろし・除雪等の作業を実施する。

直接 2,293,616 4

353 大仙市 スポーツ合宿等推進事業

スポーツ合宿等を誘致するため、スポーツ団体等に対し情報発信を行うほか、大
仙市内スポーツ施設・宿泊施設等と連絡調整を図る。また、第39回東北総合体
育大会なぎなた競技大会・柔道競技大会、平成24年全日本大学軟式野球選手権
大会開催に伴う関係団体、施設との連絡調整を図る。

直接 1,425,912 2

354 大仙市 観光情報発信力強化事業
大仙市内の観光事業や地域の観光素材の掘り起こし等、様々な地域資源の収
集・集約を行い、県内外へ観光に関するあらゆる情報を発信するための媒体を
作製し、誘客ＰＲ活動を展開する。

委託 2,866,805 1

355 大仙市 特産品流通化等人材育成事業
「大曲の花火」のブランド効果を利用した当地域の特産品販売や観光資源PR業
務等に従事させることにより、観光事業及び販売管理システムを構築できる人材
の育成を図る。

委託 6,153,896 3

356 大仙市
青少年自立困難者訪問サポート事
業

不登校、引きこもりなど社会的自立が困難な状態にある青少年を対象に、相談
員が本人を訪問し、自立に向けたサポート活動を行う。

委託 4,395,572 2 
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357 大仙市 特定外来生物駆除事業
市内湖沼において生息が確認された特定外来生物（ブラックバス・ウシガエル）
の駆除を実施するともに、在来生物のモニタリングによる調査検証を行うことによ
り、地域生態系の環境保全を図る。

委託 15,364,416 8 

358 大仙市
写真フィルムデジタルデータ化事
業

合併前において、旧市町村で撮影した写真フィルムをデジタルデータ化し、管理
保管する。

委託 15,618,054 15 

359 大仙市
チャレンジアップ介護職就業支援事
業

離職失業者等を雇い入れ、介護施設で働かせるとともに、介護資格（ホームヘ
ルパー２級）取得のための養成講座を受講させる。

委託 7,299,207 5 

360 大仙市
県内就職支援・観光施設利用促進
事業

観光施設等の人材育成を図るため、市内の観光施設等で実務を通した実地研修
により接客・接遇・施設管理作業等のスキルを習得してもらうほか、職場外研修
を行いスキルアップを図る。

委託 11,584,833 6 

361 大仙市 地域振興人材育成事業

商工団体（大仙市商工会）の企業経営支援及び地域振興に関する業務に携わる
とともに、商工会が事業所等に実施する各種講習会にも参加し、知識を高める。
また、パソコンの外部研修を受講することにより、パソコン操作技術の向上を図
り、地域が必要とする人材を育成する。

委託 7,077,999 3 

362 大仙市
大仙市アーカイブズ（公文書館機
能）構築事業

総務課の事務補助員として臨時職員を雇用する。 直接 2,540,270 4 

363 大仙市 契約検査業務事務補助事業 契約検査課の事務補助員として臨時職員を雇用する。 直接 261,877 1 

364 大仙市 農林振興業務事務補助事業 農林振興課の事務補助員として臨時職員を雇用する。 直接 1,319,239 2 

365 大仙市 企業対策業務等事務補助事業 企業対策課の事務補助員として臨時職員を雇用する。 直接 436,642 2 

366 大仙市
大仙市建築確認窓口業務等サポー
ト事業

建築確認関係書類の受付、発送及び整理等や、建築確認システムへの入力業務
を行う。

直接 1,251,689 2 

367 大仙市
歴史遺産等を活用した文化的観光
振興事業

秋田県の内陸南部の主要観光資源である旧池田氏庭園や払田柵跡を中心に、角
館や平鹿・雄勝地域の文化財等と広域的に連携し、県南部の文化的観光の振興
を図る。

直接 7,018,739 10 

368 大仙市 民俗資料交流館活用事業
平成２４年春に開館する仮称・大仙市総合民俗資料交流館において、資料館の
来客者対応、館内見回り、資料の保管管理、資料の展示替え、展示パネルの作
成補助、館内の日常清掃等を行う。

直接 1,548,149 2 

369 大仙市 林道・作業道等維持管理事業
林道・作業道等の草刈りや側溝の泥上げ等の維持管理作業を実施し、通行の安
全や、森林施業の保全を図る。

直接 2,742,382 8 

370 大仙市 くらしの安心サポート推進事業
除排雪支援を必要とする単身高齢者世帯等のパトロールを行い、親族や近隣者
の援助が困難である、または緊急性を要するなど総合的に勘案しながら、作業
員による除排雪等の支援を実施する。

直接 1,284,377 4 

371 大仙市 歴史的衣服資料等調査整理事業

大仙市南外民俗資料交流館の収蔵資料について、個々の名称、寸法、用途、収
集地等を調査点検し、写真撮影を行い資料カード（台帳）作成を行う。本事業で
資料整備することで、多様な公開活用に対応可能となる。また、資料の全体を詳
細に把握することで、国の有形登録民俗文化財への申請も現実的なものとなる。

直接 810,102 1 

372 北秋田市 北秋田市観光情報システム化事業
平成２３年度に構築した観光案内システムの多言語化とご当地情報や観光資源の
収集、コンテンツの整理の追加及び観光ルート情報等の強化、市民や観光客へシ
ステムの周知及び講習会等を行う。

委託 16,594,156 7

373 北秋田市 秋田内陸線利活用推進事業
秋田内陸線の利活用に関するイベント・PR事業の実施とそれに係る資料作成等の
業務を行う。

直接 2,326,679 2

374 北秋田市
北秋田農業振興地域整備計画推進
事業

北秋田農業振興地域整備計画に伴う地図及び台帳の整備を行う。 直接 1,537,106 2

375 北秋田市 旧米内沢病院内備品等整理事業
旧病院の建物内には、医療機器を始め、備品・カルテ等多岐にわたる物品等が
存在することから、売却するなどして処分してもなお残る備品の整理・処分、文
書、カルテ、レントゲンフィルム等の整理を行う。

直接 2,656,843 2 

376 北秋田市 観光宣伝等推進事業 北秋田市の観光宣伝及びイベントの運営・連携支援及びPR活動を行う。 直接 7,669,127 7 

377 北秋田市
秋田内陸線駅ターミナルパワー
アップ事業

合川、米内沢、比立内の各駅で、地域活性化に資するイベント実施及び観光案
内、駅利用者へのくつろぎスペースを提供するための施設の維持管理を行う。

直接 12,056,577 11 
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378 北秋田市
北秋田市子育てサポート育児支援
事業

市立保育園に於いて、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談、子育
てサポート、育児支援の補助業務を行う。

直接 11,585,338 14 

379 北秋田市 市内観光地魅力向上事業
北秋田市の観光地及び観光施設等の魅力を向上させるため、施設周辺整備や春
～秋にかけての登山道整備及び刈払、冬の樹氷まつりにおける会場案内及び会
場内コース整備並びに登山客に対するガイド、環境保全及びパトロールを行う。

直接 20,342,664 12 

380 北秋田市 都市公園等環境整備事業 所管課管理の公園・緑地の草刈り、集草等を行う。 直接 1,713,479 1 

381 北秋田市 都市公園堤水草除去事業 公園堤のコオニビシ（水草）の抜き取り、運搬、処理を行う。 委託 3,227,070 15 

382 北秋田市 林道側溝等環境整備事業 林道側溝等の用途復旧及び草刈りを実施する。 委託 10,651,725 26 

383 北秋田市 北秋田市企業誘致活動支援事業
市工業団地、市有の住宅地及び市遊休地等について、草刈り等環境整備を行う
ことにより、市の魅力を高め、企業進出が進出しやすい環境作りを支援する。

委託 2,627,830 16 

384 北秋田市
建築住宅書類整備及び住宅リ
フォーム緊急支援事業

市営住宅の修繕工事や入退居に係る手続き及び書類整備、調査関係集計等を行
う。また、市住宅リフォーム緊急支援事業の書類整備、電話対応等を行う。

直接 1,081,626 2 

385 北秋田市 土地家屋情報整備事業
北秋田市の固定資産税課税台帳と大館法務局登記簿との整合を図るため、デー
タの調査と記載内容の確認・突合を行い、随時台帳の修正、加除を行う。

直接 6,972,399 9 

386 にかほ市 高齢者福祉推進事業
高齢者福祉サービスに対する助成事務や高齢者福祉バリアフリー化に対する改修
費助成事務を行う。

直接 1,579,121 2 

387 にかほ市 観光宣伝・イベント補助事業
観光情報や公園情報等問い合わせへの対応、PR用パンフレットの送付・管理、
各種イベントの事務サポートを行う。

直接 1,735,014 2 

388 にかほ市 観光商品開発・ＰＲ推進事業
観光振興のため、地場特産品や観光商品の掘り起しを行い、観光情報の収集・
発信を図るとともに、これら特産品等を活用した推奨制度の構築に向け制度運営
をサポートする業務を行う。また、観光案内に関する業務もサポートする。

委託 5,423,315 3 

389 にかほ市 着地型観光商品造成事業
地域の人と資源を有効活用する体験型観光を、地元発着の広域、周遊型のいわ
ゆる着地型旅行商品として造成するためモニターツアーを実施し、本ツアー実施
に結びつけるためのサポート業務を行なう。

委託 4,289,331 2 

390 にかほ市 就農準備実践業務委託事業

農業生産法人の営農支援（農作業・農業経営事務等）を行い、法人の多角化等
による産地力強化を図り、雇用創出可能な強固な事業体を育成する。また、緊急
雇用作業者自ら、営農技術習得により就農準備実践の機会とし、新たな農業の
担い手確保と雇用創出を図る。

委託 1,853,798 1 

391 にかほ市 水田台帳整備作業等業務
水田台帳に登載されている農地情報の精度を向上させるための現地調査作業、
集計や台帳整備作業、及び市が推進する農政事業の円滑な推進を図るための現
場補助作業等を実施する。

直接 2,416,296 2 

392 にかほ市 農作業受託支援事業
「農作業受託チーム」を市直営にて設立し、園芸作物を基幹とする担い手農家
の育成強化のため、にかほ市花き生産推進協議会の加入農家における園芸作物
の栽培作業を支援する。

直接 5,503,064 6 

393 にかほ市
広報用写真フィルムのデータベー
ス化事業

データベース化された広報用写真フィルムに、索引を付けて整理する。 直接 1,621,255 2 

394 にかほ市
ダジック・アースを用いた展示説
明マニュアル作成事業

白瀬南極探検隊記念館における、デジタル４次元地球儀「ダジック・アース」を
用いた展示説明マニュアル（マニュアル、マニュアル付属用パワーポイント、ワー
クシート）を作成する。

直接 1,696,167 2 

395 にかほ市
スポーツ施設・スポーツ用具等
データベース化及び台帳管理業務

市内スポーツ施設及びスポーツ用具等のデータ整備及び台帳等の作成を行い、
今後の維持管理に利用する。また、整備した情報を基に、各施設の写真・用具
等をホームページに掲載し、施設利用者の利便性の向上を図る。

直接 1,438,152 1 

396 にかほ市 文化財等歴史資料調査保存事業
市内に点在する文化財や個人蔵などに保管されている歴史資料の状態や所在を
把握し、適正な保存管理ができるよう調査する。調査した資料は、分野ごとに寸
法や画像データなど細かくデータベース化し、個人所有者へも情報提供する。

直接 4,763,368 4 

397 にかほ市 所蔵資料等データベース事業

白瀬南極探検隊記念館に所蔵している文化財資料や寄託している資料の採寸、撮影を行
い必要な資料のデータベースを作成する。また、当館に寄贈された貴重図書、一般図
書、新聞記事、切手の分類及び過去の映像資料等を分類しデータベースを作成する。こ
れまでに整理分類した資料については、アーカイブ公開を視野にした準備を進める。

直接 1,882,751 2 

398 にかほ市 教育施設環境整備業務
学校を含む教育施設の環境整備全般（側溝等清掃、樹木支障木枝除去、グラウ
ンド等除草作業）や、施設内及び通路等の除雪、行事用物資運搬作業、廃棄物
収集運搬作業を行う。

直接 8,053,809 11 
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399 にかほ市 スポーツ施設環境整備事業
市有グラウンド周辺において、強風時の飛砂被害が発生しているため、平成24年
度から芝生化や散水などの飛砂対策を実施するため、新たに作業員を雇用し当
該施設を含めた市内スポーツ施設の環境整備を行う。

直接 1,863,953 2 

400 にかほ市 シャトル便運行事業
分庁方式をとる当市における各庁舎・施設間の書類、物品の運搬業務につい
て、公用車を定期的に運行し、事務事業の効率化を図る。

直接 1,391,764 2 

401 にかほ市 市有地環境整備業務
市管理の未利用地や駐車場貸付等の草刈や除草及び支障木の伐採等を行い、景
観の向上・保全を図る。

直接 7,690,539 11 

402 にかほ市 入札参加資格申請受付事務
平成２５・２６年度の入札参加資格申請受付・台帳作成事務、データ入力作業及
び書類整理等を行う。

直接 869,251 1 

403 にかほ市 企業支援情報発信事業

市内の中核をなす企業の再編問題で影響が及ぼす範囲は裾野が見えない状況で
あり、市内製造事業所の実態把握は喫緊の問題となっていることから、市内製造
事業所のデータベース化を図り今後の対応の状況把握に努める。また、構築した
データにより集積マップを作成しＰＲを行い、本市の工業振興を図る。

直接 807,683 2 

404 にかほ市
地域商工業者の経営実態に関する
調査及び研究

ＴＤＫ(株)の事業再編が今後本格化し、地域商工業者に多大な影響が及ぶことが予想さ
れることから、にかほ市内の地域商工業者を対象に景況調査を実施し、情報を迅速・的
確に収集・分析することにより、課題やニーズ、将来の潜在的な課題について多面的に
把握する。また調査結果をもとに、関係機関への政策提言等に活用する。

委託 3,331,909 3 

405 にかほ市 郷土資料館運営事業 郷土資料館受付業務および資料館資料整理業務を行う。 直接 1,618,444 3 

406 にかほ市 史跡等整備事業 文化財指定史跡等の整備（下刈り、建物簡易修繕、案内看板清掃等）を行う。 直接 2,686,532 2 

407 にかほ市 白瀬南極推進事務事業

平成２３年度をもって３ヵ年実施してきた白瀬日本南極探検隊100周年記念事業が終了す
るが、これまで行ってきた白瀬南極出前講座や新たに白瀬南極検定などを行う予定のほ
か、白瀬や南極等について各種団体との企画展示や調査研究などの準備事務を進める。
また、ホームページの更新や上記事業に必要な事務等を行う。

直接 893,411 2 

408 にかほ市
写真フィルムデジタルデータ化およ
び検索用データベース作成事業

広報広聴班が所蔵する画像（写真）をデジタルデータ化し、データベースを構築
する。各種・多様にわたる写真データを自由に検索できるようにする。

委託 19,130,047 13 

409 にかほ市
備蓄物資管理・地域防災計画見直
し作業

市内の備蓄倉庫の備蓄品整理及びデータ整理。また災害時要援護者リスト更新
作業や地域防災計画見直し作業の補助を行い、災害時の避難方法の体制整備に
活用する。

直接 925,209 1 

410 にかほ市 観光コンシェルジュ育成事業
市内観光スポット、イベントや旬の食材情報など、観光関連案内業務のエキス
パートを養成し、観光コンシェルジュとして来訪者へのサービスの向上を図る。

委託 3,129,029 4 

411 にかほ市 観光スポット魅力アップ事業 市内観光地の環境の整備、維持管理を行い、本来持つ魅力をアップさせる。 直接 216,518 2 

412 にかほ市 観光施設人材育成事業
市内観光施設の観光関連業務やイベントに従事し、観光産業を担う人材育成を図
る。

委託 446,836 4 

413 にかほ市 コールセンター人材育成事業
Off-JT、OJTを通じ、電話対応等のコールセンター業務に関するスキルを身につ
けさせ、雇用の新規創出と企業の新規立地を図る。

委託 76,458,800 104 

414 仙北市 地域特産物販路拡大等対策事業
新たに加入した首都圏アンテナショップ大和市への地場産品や特産物の収集補助
を行うとともに、首都圏等でアンケート調査の実施を行い、新たな地域特産物発
掘と販売促進を図る。

直接 1,775,546 2

415 仙北市 観光宣伝・イベント補助事業
観光情報・問い合わせへの対応、PR用パンフレットの送付、各種イベントの事務
補助等を行うことにより、雇用された者の観光及び事務職に対するスキルアップを
図る

直接 1,589,993 2

416 仙北市 観光商品開発事業

旅行者ニーズの多様化に伴い、今までの「発地型」のありきたりの商品では、ニーズに
応えきれていないことから、地元の考えや利を活かし、地元の人しか知らないような穴場
の楽しみ方を調査、発掘するとともに、旅行者のニーズを的確に捉えた市内はもとより、
広域・周遊型の着地型観光メニューの開発及び商品化を行う。

委託 4,413,480 1

417 仙北市 広域観光案内事務職員確保事業

仙北市を訪れる観光客に対して、広域の観光案内情報の提供と、仙北市ﾂｰﾘｽﾄｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ（仙北市Ｔ.Ｉ.Ｃ）で造成した着地型体験旅行商品の宣伝紹介の業務を行う。また、
仙北市を訪れる外国人観光客に対して地域の小中学生が案内やふれあいが出来るよう
に、小中学校で語学体験の時間を設けてもらい交流を行う。

直接 2,731,106 2

418 仙北市 アイリスインフォメーション事業
仙北市内に点在しているアイリスロケ地をアイリスミュージアムの素材として活用
し、ネットワーク化を図るため、アイリスに関連するコンテンツの維持管理を行うと
とともに、ロケ地の雰囲気作り、ロケ地の案内等を行う者を雇用する。

委託 9,447,051 4

419 仙北市 小学校英語活動推進事業

小学校における新学習指導要領が平成２３年度から実施され、新たに外国語活動
が授業に組み込まれたことにともない、市内小学校児童に対する外国語（英語）
指導体制の充実を図り、子どもたちの英語への関心と意欲を高めるために、語学
指導員を雇用する。

直接 2,184,813 2
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420 仙北市
特定健康診査及びがん検診等受診
向上対策事業

特定健康診査及びがん検診等の受診向上のため、未受診者への電話等による勧
奨を実施する。また、健診事務等の補助を併せて行う。

直接 1,549,407 2

421 仙北市 高齢者世帯生活支援事業

救急医療情報キッドを、ひとり暮らし高齢者の未設置者及び高齢者世帯と日中ひとり暮ら
しで配布を希望する人を対象に、家庭訪問により配布する。また、訪問することにより現
状を把握し、何が不足か何が必要かを実際の声を聞き生活環境の充実を図る。また、冬
期間は安否確認や除雪作業等を実施するための調査補助とする。

直接 1,835,246 2

422 仙北市
旧石黒（恵）家公開事業「こども
歴史・文化塾」

旧石黒（恵）家の公開にあたり、「文教の地」である角館の歴史と文化を学ぶ
拠点として、冬期間を含む通年公開事業を実施する。「こども歴史・文化塾」の
指導員や受付手配等のコーディネーター、旧石黒(恵）家の解説等来訪者への対
応、清掃作業等施設の維持管理を行う。

直接 3,446,012 5 

423 仙北市 税務課マンパワー確保事業 税務業務に係る書類整理、パソコンによるデータ入力等事務補助業務を行う。 直接 6,319,905 8 

424 仙北市
田沢湖地域センターマンパワー確
保事業

公共施設等側溝の清掃及び除草作業を行う。なお、冬期間は積雪、除雪状況等
の巡回パトロール作業等を実施する。

直接 5,297,865 4 

425 仙北市 商工課マンパワー確保事業 仙北市企業等連絡協議会事務及び課内事務を行う。 直接 1,507,025 2 

426 仙北市
田沢湖図書館システム導入付帯整
備事業

図書館システム導入に伴う蔵書データ整備及び蔵書整理作業等事務補助業務を
行う。

直接 2,946,033 5 

427 仙北市 生保内財産区一般財産管理事業 財産台帳整備（公会計）に係る基礎資料の磁気化作業を行う。 直接 3,290,716 4 

428 仙北市 農山村活性課マンパワー確保事業 就業改善センター他農林業施設の使用窓口業務、施設の維持管理等を行う。 直接 1,549,727 2 

429 仙北市 各台帳整備に係る資料作成事業
管財事務補助及び台帳整備（公会計）に係る基礎資料作成業務（登記簿閲覧、
パソコン入力ほか）を行う。

直接 1,913,749 2 

430 仙北市 情報センターマンパワー確保事業
情報センターに作業員を配置し、おもに施設の外回りの清掃、草刈り作業や無断
駐車の取り締まり、来館者の利便性を図るため駐車場の監視にあたらせる。

直接 1,624,900 2 

431 仙北市 仙北市民会館マンパワー確保事業 市民会館の事務補助及び施設の外回りの清掃・草刈り作業等を行う。 直接 1,786,109 2 

432 仙北市 体育施設環境整備事業
市内体育施設において、施設廻りの除草や側溝清掃、グラウンド維持整備等を行
う。

直接 3,510,118 4 

433 仙北市
仙北市公有財産環境保全及び施設
維持事業

仙北市公有財産環境保全及び施設維持業務を行う。 直接 2,178,302 2 

434 仙北市 観光資源整備事業 登山道の刈払いや清掃等の環境整備を行う。 直接 1,631,580 3 

435 仙北市 自然公園環境保全事業 公園、遊歩道の刈払い等の環境整備を行う。 直接 2,453,389 3 

436 仙北市 公園、住宅環境整備事業
公園内の除草作業、樹木類の枝の剪定作業、雑木の伐採、側溝の清掃等を行
う。また、市営住宅の軽微な補修及び維持作業を行い居住環境の向上を図る。

直接 3,335,335 5 

437 仙北市
平福記念美術館庭園整備及び施設
維持事業

　平福記念美術館は、県外の観光客の利用も多く樹齢１００年以上の大木も多い
ため、樹木の剪定や枝の処分が必要である。また、敷地が広大であるため、定
期的な草刈りや側溝の泥上げ等も欠かせない。美術館を訪れる人たちに安らぎを
提供できる庭園と施設の整備をめざしたい。

直接 2,711,469 2 

438 仙北市
観光案内コミュニケーション・ツー
ル活用事業

平成２５年１０月から本番をむかえる秋田ＤＣ、国民文化祭を前に、当協会の観光
案内業務を通して情報収集を行い、年間１００万件のアクセスを誇る協会ＨＰのツ
イッター、フェイスブック等コミュニケーション・ツール運用による情報発信を行
う。

委託 1,561,742 2 

439 仙北市
観光イベント・フォーラム誘致促進
事業

仙北市田沢湖地区では、年間を通して数多くのイベントが開催されており、ま
た、今年度の秋から冬にかけては新規のイベント・フォーラムも予定されている
ことから、これらのイベント等に従事する者を雇用する。

委託 1,453,739 2 

440 小坂町 読書活動支援員配置事業
子どもたちの読書活動を支援するために町内の学校に支援員を配置し、町立図書
館と連携を図り、読み聞かせボランティアの確保と育成及び地域における子ども
の読書活動の推進を図る。

直接 1,191,529 1
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441 小坂町 観光宣伝・イベント補助事業
観光情報に関する問い合わせへの対応、ＰＲ用パンフレットの送付、各種イベント
の事務補助等を行う。

直接 846,076 1

442 小坂町
明治百年通りにぎわい創出企画立
案事業

平成２４年度から小坂町が「明治百年通りにぎわい創出事業」を実施するにあた
り、第一のステップである「社会実験と地域住民への周知理解」を進めるための
イベント企画・実施のほか観光客や地域住民への調査活動を行う。

委託 1,897,027 1

443 小坂町 小坂町ブドウ栽培振興事業
町営ブドウ試験場栽培のブドウ栽培及び加工と施設管理行いブドウ栽培の振興を
図る。

直接 1,758,539 1

444 小坂町 小坂町学校生活サポート事業
障害等により特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対し、学校生活の支援を
目的としてサポート員を配置する。

直接 4,055,542 6 

445 小坂町
明治百年通りにぎわい創出・活性
化事業

近代化産業遺産の集積されている明治百年通りの賑わい創出のため、人力車運
行を強化し、町のＰＲ、オープンカフェ等イベントを実施する。

委託 1,280,218 2 

446 上小阿仁村 農産加工品生産事業
村の農産加工施設を活用し、村の産物を原料とした加工品の企画開発製造及び
ＰＲ業務を行う。

委託 2,271,988 2 

447 上小阿仁村 林産物利活用事業
山元で植菌した伐採樹木のキノコの栽培実験及び間伐材等を利用した木炭や木酢
液の生産事業を実施する。

委託 2,641,565 5 

448 上小阿仁村 特産物開発試作研究事業

本村の主力品種である「ベイナス」「ズッキーニ」「食用ほおずき」や「コハ
ゼ」等の安定した栽培技術の確立及び農家への普及促進を図るため、直売所向
け野菜（ミニ野菜）品種の展示、実証、売れ筋山菜の栽培実験（路地及び促
成）を実施する。

直接 7,262,177 9 

449 上小阿仁村
働きながらホームヘルパー２級資
格取得事業

離職失業者等を雇い入れ、介護施設で働かせるとともに、介護資格（ホームヘ
ルパー２級）取得のための養成講座を受講させる。

委託 1,671,026 1 

450 上小阿仁村 　道路側溝浚渫作業 道路側溝、林道について、環境整備を図るため浚渫を行う。 直接 2,950,000 4 

451 上小阿仁村
老人ホーム介護・看護及び庁務員
の補助用務

特別養護老人ホームにおける介護・看護・庁務員の補助業務を行う。 直接 2,887,000 4 

452 上小阿仁村
道の駅を核とした観光情報発信、
収集事業

道の駅を観光の核として位置づけた様々なイベントが開催されるが、企画や実施のための
調整に多くの労力が割かれ、PR活動やイベント実施後の情報収集作業が十分に行われて
いないことから、関係諸団体と連携し効果的なPR活動を行うとともに、スタッフとしてイベ
ント運営に関与し、参加者へのアンケート調査等による情報収集を行う。

委託 469,232 1 

453 藤里町 ブランド産地情報発信事業
これまで掘り起こしされた素材（農水産物、加工品、観光地など）を、新たにカ
テゴリー別にデータベース化し、ホームページ等でブランド産地としての魅力を発
信するための事務補助を行う。

委託 957,154 1

454 藤里町 福祉の拠点運営事業
引きこもり者、不就労者及び精神障害者を地域で支える福祉の拠点「こみっと」
において、軽食喫茶の運営や、サークル活動支援、介護予防支援、精神保健福
祉ボランティアの養成等に関する業務を行う。

委託 1,843,936 1

455 藤里町 高齢者実態把握等強化事業
高齢者の実態把握等を強化することで、地域のネットワークの強化、ニーズの早
期発見、早期対応の充実を図るため地域包括支援センターに事務補助員を配置
する。

委託 1,696,054 1

456 藤里町
観光案内所（森のえき）環境整備
事業

観光案内所兼物産販売所（森のえき）において、観光案内及び施設内の環境整
備（掲示や飾り付け等）を行う。

委託 1,366,717 1 

457 三種町
グリーン・ツーリズム活性化支援
事業

地域資源や人材を活かしたグリーン・ツーリズムの活性化により、地域にヒトとお
カネを流通させる仕組みづくりを行う。そのため、町内に潜在する素材を発掘
し、磨き上げ、魅力ある商品開発に結びつける。また、都市農村子ども交流の
全国的な取り組みに着目し、首都圏を始めとする営業活動を積極的に展開する。

委託 4,812,386 2

458 三種町
じゅんさいを活用した着地型観光
メニュー開発事業

じゅんさい摘み採り体験のPRや受入窓口を設置し交流人口の拡大を図る。また、
摘み採ったじゅんさいとじゅんさい料理を食べられるお店の紹介を行い、地域へ
の経済波及効果を図る。さらに、食育や体験学習をメニュー化し情報発信するこ
とにより着地型観光メニューの充実を図る。

委託 4,627,561 3 

459 三種町
森岳じゅんさい摘み取り担い手育
成事業

じゅんさい加工業者の所有する「じゅんさい沼」で摘み取りの補助業務に従事す
るとともに、自らも摘み取り技術を習得する。

委託 16,270,477 20 

460 三種町
じゅんさいＧＡＰ認証取得支援事
業

森岳じゅんさいの里活性化協議会は、平成２３年度秋田県食農館ビジネス等推進
重点支援地域形成事業に採択され、日本一のジュンサイ産業の振興のため、ジュ
ンサイの売上単価アップを図る事業を展開している。その一環として栽培マニュア
ルと連動したＧＡＰ認証取得等を進め、ジュンサイの安全安心を確立する。

委託 5,559,490 2 

461 三種町 海岸地域環境整備事業

三種町の観光地「釜谷浜海水浴場」を中心として、周辺の「釜谷浜森林公園」や「新奥
の細道」も合わせ総合的に環境を整備することにより、海岸付近に点在する施設を連携さ
せる。また、「サンドクラフトinみたね」などの海水浴場で開催されるイベントについて、
開催までの準備期間における駐車場周辺草刈や、当日の補助業務に従事させる。

直接 4,409,386 5 
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462 三種町
フラワーゾーン及び旧鯉小・上岩
川小学校校地の環境整備事業

八郎潟残存湖堤防部分のフラワーゾーン及び小学校の統合により廃校になった旧
鯉川小及び上岩川小学校校地の草刈り等環境整備を実施する。

直接 3,281,206 6 

463 三種町 松くい虫枯死木伐倒処理事業
長期間放置されている松くい虫被害木が道路及び農地周辺にあり被害を及ぼす
可能性があるため、それらを調査するとともに伐倒処理を行い、住民の安全性を
確保する。

直接 5,299,817 4 

464 三種町 公園内草刈り等事業 公園等の美化及び景観保護のため草刈り等を行う。 直接 2,380,632 4 

465 三種町 林道維持補修事業 林道、登山道、農村公園等の補修草刈を行う。 直接 2,611,664 4 

466 三種町 公共用財産維持管理事業
道路、河川、森林の維持管理（草刈、森林整備の作業道・自然道の修繕等）を
行う。

直接 1,990,993 2 

467 三種町 廃棄物不法投棄防止事業
不法投棄常習地帯の草刈を行い、不法投棄廃棄物を撤去・適正に処理し、防止
看板を設置する。
また、未然防止のため環境整備活動を行う。

直接 824,986 2 

468 三種町 教育施設の環境整備事業 教育施設の草刈り・除草・伐木等、環境整備を行う。 直接 2,408,257 3 

469 八峰町
体験活動のインストラクター等補助
員確保事業

当センターで行っている山や海の体験活動において、インストラクター等の補助
作業にあたらせるとともに、雇用された者の体験活動指導のスキルアップを図
る。

直接 1,625,756 2

470 八峰町 観光ホームページ作成
町観光ホームページのリニューアル、更新を継続的に実施する。また、観光庁か
ら東北観光博覧会の１ゾーン（白神）に選定されたことにより町観光案内人の人
材養成の事務、連絡調整を行う。

直接 1,510,139 3

471 八峰町
あきた白神体験センター及び体験
商品等売り込みのための営業活動
事業

あきた白神体験センターにおける体験商品の売込み等を目的に、県内外や首都
圏で営業活動を行う。

直接 3,007,297 1

472 八峰町
白神山地等八峰町の観光案内及び
情報発信

町内を訪れた方への観光案内、町内施設への観光依頼（パンフ等の配布）、そ
の他各種催事等での観光情報発信、及び情報発信のために観光施設の環境整備
を行う

委託 8,431,261 6 

473 八峰町 町特産品の営業業務 町特産品（塩、塩もろみ、しょっつる等）の情報発信、商談等を行う。 委託 4,448,034 3 

474 八峰町
町図書室・小中学校図書館連携事
業

ゆたかな人生につながる子どもの読書習慣を築けるよう、町公民館図書室と町内
小中学校との連携を図り、読み聞かせ・おはなし会等の読書活動を行う。

直接 3,142,411 4 

475 五城目町
幼児児童生徒学校生活サポート事
業（日本語支援）

保護者が外国人のため、基本的な日本語能力が不足していることから、学習内
容の理解に支援のある児童に対し、支援を行う。

直接 1,375,379 2

476 五城目町 学校図書整備及び記念誌編纂事業
小学校の図書の整理や児童への図書の紹介等を行い、学校図書館の充実を図
る。また、廃校となる小学校の閉校記念誌の編纂業務を行う。

直接 1,940,874 2

477 五城目町 農地有効活用対策事業

厳しい農業情勢や高齢化による耕作放棄地が増加していることから、意欲ある農
業者や集落等共同経営体などの農地集積による規模拡大を円滑に進めるため、
現況農地の調査・データベース化を行ない、GISとの共有を図り、農地集積円滑
化団体（町）の機能強化を図る。

直接 2,208,747 2

478 五城目町 健康診査受診率向上対策事業
各種健康診査に係る健診申し込み書の入力処理及び受診勧奨のためのパンフ
レットの配布を行う。また、未受診者の方への通知及び電話による受診勧奨によ
り受診率向上を図る。

直接 1,758,001 2

479 五城目町 空家調査台帳作成事業
町内の空家状況を調査することにより、緊急時における所有者への連絡対応及び
定住希望者に対する住居斡旋などに対応するための台帳を作成する。

直接 3,155,409 4 

480 五城目町 五城目町食育推進事業

「食」に関わる関係機関・各種団体及びグループ等との連携を図り、「食」に
関する知識の普及、啓発に努め、安全・安心な農産物の流通を図り、地産地消
を推進する。特に、子どもと子育て世代に焦点をあてた食育推進事業に取り組
む。

直接 4,466,878 4 

481 五城目町 五城目型農業推進事業

転作田及び畑の土壌分析及び現地確認を行い、無駄な肥料を抑えた安全・安心な農産
物の栽培を支援するとともに、関係機関との連携を図り五城目型農業の推進を図る。ま
た、土壌分析を活用して、新たな転作作物の開発や既存の転作作物の規模拡大を図る。
さらに、農産物の備蓄化に向けた加工品の創出・販路拡大による不作け地解消も図る。

直接 4,490,415 4 

482 五城目町
環境にやさしい資源循環型社会推
進事業

各種生ゴミを堆肥化して農業者に提供し、五城目発ブランド野菜の開発などに向
けて、生ゴミ堆肥の試用効果を明らかにするため、生ゴミの収集と運搬、堆肥製
造、農業者との試験栽培、堆肥のPR、施肥効果のアンケート調査等を行う。

委託 16,612,000 5 
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483 五城目町 町有財産等整理整備事業
町財産台帳の整理及び整備や、町有地の雑草木等の刈払いと処分を実施し環境
整備に資する。また、町保管文書の整理・台帳整備・廃棄等を実施する。

直接 2,192,588 2 

484 五城目町
五城目町不法投棄物・散乱ごみ監
視等事業

町内全域を巡回監視し、不法に投棄されるなどして散乱したごみを集積所へ収集
運搬する。

直接 2,946,573 4 

485 五城目町 山村道路環境整備事業
林道路盤への土砂流入の堆積により、雑草の繁茂や側溝の詰まり等、道路機能
が著しく低下しているため、土砂等を除去し、山腹への土砂流出を抑制すると共
に、林内への採光量増幅により林業環境の維持を図る。

直接 1,518,294 2 

486 五城目町
森山森林公園及び町有林調査整備
事業

森山森林公園について、管理道・遊歩道の管理及び整備を行う。また、町有林
について、整備が必要な森林の下刈りやつる切り等を行う。

直接 2,061,908 3 

487 五城目町 緊急事務補助員
森林経営計画の資料取りまとめや、現場確認及び測量等の補助、情報収集、
データ入力等を行う。

直接 1,374,118 2 

488 五城目町
雀館運動公園多目的広場及び駐車
場と周辺の維持管理事業

雀館運動公園多目的広場及び駐車場と周辺の維持管理業務を行う。 直接 3,602,174 4 

489 五城目町 生涯学習課事務補助員 生涯学習課の事務補助員として臨時職員を雇用する。 直接 1,401,328 1 

490 五城目町
杉沢交流センター友愛館管理運営
事業

杉沢交流センター友愛館の管理運営並びに交流活動や体験活動事業の推進に関
する業務を行う。

直接 5,714,812 7 

491 八郎潟町 町図書館機能整備事業
町にある図書施設について、中学校図書館を中心に蔵書整理や利用しやすい体
制づくりを行い、学校と町が連携した利便性の高い図書館運営を行う。

直接 1,001,439 1

492 八郎潟町 公共施設等環境整備事業 町道、公共施設敷地内の草刈り、アメシロ防除、剪定、排水溝泥上げを行う。 直接 2,356,263 4 

493 八郎潟町 高岳山麓一帯の整備と観光開発 高岡山麓一帯及び浦城に関わる史跡内や観光ルートの環境整備を行う。 委託 3,765,058 5 

494 井川町 高齢者実態調査事業
高齢者の実態調査を実施するとともに相談活動を実施し、今後の本町の福祉及
び介護サービスのニーズの把握、介護サービスの活用、生活実態の把握に努め
る。

委託 2,487,078 1

495 井川町 幼児保育推進事業
井川町こどもセンターにおいて、一時保育や延長保育へのニーズの高まりと０歳
児保育に対応するため、保育士を増員する。

直接 3,834,000 4

496 大潟村 介護従事者育成事業
新卒者或いは離職失業者を介護福祉施設に勤務させ、介護従事者の育成に努め
るとともに、介護資格の取得を目指して実務経験を積ませる。

委託 2,560,502 2

497 大潟村
大潟村情報発信ポータルサイト構
築事業

大潟村の様々な情報が発信できるポータルサイトを開設し、インターネットを活用
した特産品の情報発信基盤を構築するとともに、インターネット上で様々な情報
交換や交流基盤を構築し、村内経済の活性化と知名度向上を目指す。

委託 3,642,031 1

498 大潟村
米粉プロジェクト関連営農指導・
支援事業

米粉プロジェクトによる米粉餃子への素材供給体制の確立を進め、野菜への作付
取り組みへの指導や食品加工企業との連携などにより、農業経営の改善、強化
へ向けた営農指導体制をつくる。

委託 4,015,200 1

499 大潟村 担い手チャレンジアップ事業

大潟村農業チャレンジプランの基本戦略の１つである「挑戦する農業への支
援」、「意欲ある農業者への支援」の一環として、チャレンジ実践農場（仮称）
での新規作物導入のための研修や営農・技術講習、農業者自身による技術開発
や実証研究等を通じ、担い手と後継者育成を図る。

委託 7,639,042 3

500 大潟村 大潟村地質調査事業

男鹿半島・大潟ジオパークが日本ジオパークに認定されたことに伴い、今後は大
潟村のジオサイト、地質について広く内外に発信していく必要がある。そこで、干
拓後の大潟村の地質についての調査を行い調査結果をまとめた報告書を作成す
る。併せてジオサイトについてのパンフレットを作成する。

直接 3,960,941 4 

501 大潟村 大潟村湖沼水質改善対策試験事業
村内の３湖沼において、資材の投入及び在来希少植物等の増殖と刈取り管理に
よる、水質浄化効果の試験・検証を行う。 委託 8,725,000 7 

502 大潟村 地域資源活性化事業
大潟村の知名度アップと誘客促進を図るため、ジオパークに因んだ観光・料理・
民芸品等の開発や、都市部を中心とした市民レベルでの交流強化、ネイチャーツ
アーなどのオリジナル企画の開発等を行う。

委託 34,398,000 8 

503 大潟村
中央幹線排水路沿西線除草・除伐
委託事業

道路沿いの雑木が大きくせり出しており、車両の往来に支障をきたしていること
から、除草及び除伐を実施し、適正な管理に努めるものとする。

委託 2,205,000 11 
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504 大潟村 防災林除草委託事業
防災林地内の除草・雑木の除伐を実施し、防災林の適切な管理と景観美化を図
る。

委託 24,916,500 51 

505 大潟村 修景木地除草委託事業
修景木地内の除草・雑木の除伐を実施し、防災林の適切な管理と景観美化を図
る。

委託 13,534,500 22 

506 大潟村 防災林危険木処理委託事業 大潟村全域で散見される危険木及び倒木の処理を行う。 委託 21,367,500 43 

507 美郷町 交通安全施設設置位置図作成事業
町内に設置しているカーブミラー等の交通安全施設について、位置や規格を地図
データに入力して設置位置図を作成し、施設の整備計画や維持管理の効率化を
図る。

直接 486,268 1

508 美郷町 不登校児童生徒支援事業
町内小中学校に在籍する不登校児童生徒の解消を図るため、支援員を配置し、
教員や教育アドバイザーと連携して家庭訪問や出前学習等の支援を行う。また、
別室登校している児童生徒の生活支援及び学習支援を行う。

直接 1,647,731 2

509 美郷町 温水プール運営事業
町が新たに運営する温水プールを年間を通じて開設して町民が水泳に親しむ機会
を創出し、生涯スポーツ活動の活性化及び町民の健康増進を図るため、温水
プールの管理運営業務のほか、水泳教室の開催や水泳指導などを実施する。

直接 8,374,275 10 

510 美郷町 社会教育施設等物品整理事業

公共施設の再編に伴い社会教育施設及び社会教育体育施設に移設している備品
及び未利用物品等について、破損状況等を調査点検する。また、調査結果をも
とに備品台帳を整備するとともに、備品整理及び再配置を行い物品の効果的な利
活用を図る。

直接 2,389,785 4 

511 美郷町 学校図書整理事業

町内小中学校が統合再編されることから、各小中学校図書館の図書について、
図書システムに情報登録及びデータ化して図書台帳を整備し、統合校図書館にお
いて検索し易い環境を整えるとともに、図書を適正に配架する。また、調べ学習
の支援を行う。

直接 5,968,938 6 

512 美郷町 歩行者等安全安心事業

歩道歩行者等の安全安心を促進するため、歩車道境界ブロックの調査点検や、ブロック
及び反射器支柱の破損・紛失状況の確認を行い、取替修繕等の計画策定に活用する。
また、管理者表示がない支柱への表示シールの貼付、ブロック脇に堆積した土砂や落葉
の撤去、けやきが植栽されている歩道の枝剪定を実施する。

直接 4,069,441 3 

513 美郷町 観光施設等点検調査事業

観光客が訪れる施設等の外観について、一斉点検調査を実施し、修繕等の必要
箇所を把握する。なお、点検調査の結果、外観に軽微な汚れや錆び等が発見さ
れた場合は、清掃やペンキ補修等を行い、観光客が気持ちよく利用できるような
対策を講じる。

直接 1,869,514 2 

514 美郷町 町有地（林）管理強化事業

町有地（林）と隣接している農地の日照被害等を防止するため、町林地の除伐
下刈りや樹木剪定の作業実施する。また、町有林の良質材の成長促進のため枝
打ちを実施し良質材の生産に努める。さらに、町有地に隣接している農地のカメ
ムシ等防虫対策のため草刈等管理強化に努める。

直接 14,958,839 8 

515 美郷町 町遊休地境界確認調査事業
町の遊休地について、町有地と民有地の境界確認調査を実施する。杭が紛失し
ている境界については復元作業を実施し、遊休地の有効活用を図るための環境
を整える。

直接 5,938,991 4 

516 美郷町 学校物品整理分別適正配置事業
町内小中学校の統合再編計画（10校⇒4校）により、各小中学校に配置している
物品を統合校に移設するため、物品の整理分別作業及びリスト作成を行い、リス
トに基づき統合校物品の適正配置を行う。

直接 3,833,754 10 

517 羽後町
震災による離職者臨時事務員雇用
事業

震災の影響等により離職を余儀なくされた方々を臨時事務員として雇用する 直接 21,464,979 23 

518 羽後町 介護従事者雇用事業
介護ニーズの増加に伴い有資格者が不足している現状を踏まえ、資格取得を目
指す人材を雇用し、ホームヘルパー2級を取得し、サービス受給者の利便性の向
上と有資格者の増加を目指す。

直接 3,584,445 4 

519
井川町・潟上市
共有財産管理組

合
森林景観保全事業

マツクイムシ被害木調査及び森林管理道の雑草木を刈払い、景観保全や通行者
の安全性向上を図る。

委託 728,700 3 

3,746,321,706 3,328 

※周知・広報及び管理運営等に要する経費は除く。

※各市町村における臨時職員の雇用事業を含む。

※事業実績額は、基金財源のみを計上している（一般財源、諸収入分は除いている）。

※新規雇用者数には退職補充者を含む。また、雇用期間の更新により同一の者を雇用した場合は、更新回数に応じた人数を計上している。

合　　　　　計
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