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1 財政課 起債管理効率化推進事業 起債管理システムの改修及びデータ移行作業等を行う。 委託 8,095,000 2

2 税務課 課税業務集約化事業 課税業務集約化に伴う課税資料分類等を行う。 直接 3,533,000 4

3 広報広聴課
広報コミニュケーション体制整備事
業

ソーシャルメディアによる情報発信のための取材や写真・動画加工等を行う。 直接 2,092,000 2

4 総合政策課 県民読書環境整備事業
寄贈図書の回収・再活用、読書講習会の開催等、県民の読書活動推進に関する
業務を行う。

委託 8,250,000 6

5
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

東日本大震災により秋田県内に避難している被災者に対して、戸別訪問を行う。 直接 6,369,000 12

6 地域活力創造課 協働活動強化支援事業 地域づくり助成制度等の情報収集やフォローアップ等を推進する。 直接 22,678,011 19

7 地域活力創造課 ＮＰＯ経営安定化等対策事業 ＮＰＯを対象とした会計セミナー等を実施する。 委託 10,643,156 3

8 地域活力創造課 中間支援ＮＰＯ経営相談事業 ＮＰＯ等の市民活動に対する支援や周知を行う。 委託 11,539,833 3

9 地域活力創造課
ふるさと秋田移住ナビゲーション事
業

県内への移住促進のための情報収集等を行う。 委託 6,005,000 2

10
地域活力創造課
（山本地域振興

局）
能代山本地域産業振興支援事業 アンケート調査や面談による管内企業の情報収集、セミナー開催等を行う。 直接 1,816,000 2

11 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、地域で支え合うためのネットワークを構築
する。

直接 1,672,000 1

12 地域活力創造課 移住・交流支援体制整備事業
地域の賑わい創出や発展をもたらす人材の育成を目的として、行政機関と連携し
て移住希望者への相談対応、移住者向け優遇メニュー構築・提供、首都圏移住
相談フェア等、移住者向けサービスの事業化を目指した取組を実施する。

委託 5,026,209 2

13 地域活力創造課 雪下ろし等安全な雪対策推進事業

地域のニーズに応じ、将来にわたり「雪下ろし」が適切に行われるよう、雪下ろ
し可能企業登録名簿の作成・市町村等からの要請への対応・除排雪の安全対策
の普及啓発・雪下ろしの担い手の育成・倒壊危険家屋の情報提供等を実施す
る。

委託 7,943,458 11

14 地域活力創造課
高齢者等要援護者支え合い体制検
証事業

高齢化率日本一の本県において、冬季の除排雪、要援護者の交通、買い物等生
活支援、福祉や医療・介護等の状況について、地域を限定して現状の把握と分
析、課題の抽出等をモデル的に実施する。

委託 4,705,161 4

15 地域活力創造課 移住情報発信強化事業

首都圏等在住の定年退職者や地方への移住希望者等の秋田県への移住を促進す
るため、移住ポータルサイト「秋田暮らしはじめの一歩」の改修や秋田県移住ガ
イドブック作成等の情報発信強化、移住促進と結婚支援を兼ねたイベント等を実
施する。

委託 184,659 2

16 地域活力創造課 移住者居住環境整備事業
県内への移住や二地域居住を推進するため、各市町村が運営する空き家バンクと
連携して遊休資産に関する情報収集・調査やデータベースの作成を実施する。

委託 258,714 4

17 地域活力創造課 あきたジオパーク街道連携事業

ジオパークを地域振興につなげていくため、県内で日本ジオパークとして認定さ
れている「男鹿半島・大潟」、「八峰白神」、「ゆざわ」地域内の特性のある
ジオサイトのジオブック・簡易マップの作成、写真愛好家を対象にした写真コンテ
ストの開催による情報発信を実施する。

委託 394,800 3

18
活力ある農村集
落づくり支援室

つながる・広がる「元気ムラ」大
連携プロジェクト事業

活力ある農村集落の取組をウェブサイト等で情報発信する。 直接 2,543,000 3

19 少子化対策局
子どもの国づくり情報発信推進員
配置事業

脱少子化の先進的な取組等について、ウェブサイト等へ掲載するなど情報発信を
強化する。

直接 2,507,000 2

20 少子化対策局 出会い・結婚支援推進員配置事業 企業を訪問し、結婚支援センターの会員団体登録等を促す。 直接 7,430,000 7
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21 少子化対策局
一般事業主行動計画策定等企業支
援事業

一般事業主行動計画の策定を促進し、脱子化県民運動等の啓発活動を行う。 委託 16,758,000 5

22 学術振興課 大学連携・地域貢献推進事業 県内高等教育機関の活動内容について広報事務等を行う。 直接 1,622,000 3

23 学術振興課 大学連携・地域貢献推進事業 県内高等教育機関の活動内容について広報事務等を行う。 直接 1,215,000 2

24 国際課 多文化共生推進事業 県内在住外国人の状況把握やネットワーク形成、情報提供等を行う。 委託 5,363,000 3

25 観光戦略課 秋田まるごと体験魅力発信事業
県内外のイベントにおけるＰＲ等を通じて、体験・交流型の魅力ある旅行形態を
提案・発信する。

委託 6,301,000 4

26
観光戦略課

（鹿角地域振興
局）

明治百年通り情報発信事業 イベントやモニターツアーの企画等を行う。 委託 4,558,000 2

27
観光戦略課

（鹿角地域振興
局）

十和田八幡平観光再構築プロジェ
クト事業

関係者との連絡調整や観光に関する情報の発信を行う。 委託 3,942,000 3

28
観光戦略課

（鹿角地域振興
局）

鹿角賑わいづくり促進事業 観光とスポーツに関する情報発信やスポーツ合宿等の誘致を行う。 直接 5,165,000 5

29
観光戦略課

（北秋田地域振
興局）

体験型ツーリズム導入促進事業 体験型ツーリズムの構築や観光案内人の育成強化を行う。 直接 4,864,000 4

30
観光戦略課

（山本地域振興
局）

山本地域観光ＰＲ強化事業 観光情報のデータベース作成や観光イベントでのＰＲ活動等を行う。 直接 1,931,000 2

31
観光戦略課

（秋田地域振興
局）

海フェスタを活かした観光振興事
業

７月に開催される海フェスタを活かして、移動観光案内所による案内やＰＲ活動等
を行う。

委託 8,487,000 5

32
観光戦略課

（秋田地域振興
局）

ジオサイト活用観光メニュー促進事
業

男鹿半島・大潟ジオパークにおける旅行商品の売込等を行う。 直接 3,632,000 5

33
観光戦略課

（由利地域振興
局）

「まるっと鳥海」ＰＲ事業 市町村との協働による観光ＰＲ活動やフェイスブックによる情報発信等を行う。 直接 4,903,000 4

34
観光戦略課

（仙北地域振興
局）

秋田ＤＣ仙北地域情報発信事業 ブログ等を活用して観光情報の発信を行う。 直接 4,486,000 4

35
観光戦略課

（仙北地域振興
局）

温泉郷魅力アップ事業 温泉入浴法ガイド等の実施や観光プロモーションを行う。 委託 5,902,000 3

36
観光戦略課

（雄勝地域振興
局）

地域商品開発促進事業
道の駅おがちにおいて、地域の農産物等を活用した新メニューや商品提案を行
う。

委託 6,421,000 2

37
観光戦略課

（雄勝地域振興
局）

「DCに向けた湯沢雄勝の魅力」発
信事業

仙台圏等での観光物産の売り込みや情報発信を行う。 直接 2,595,000 2

38 観光戦略課 食農観連携ビジネス促進事業

食農観連携を促進し地域資源を活用した観光サービスや商品等の創出を図るた
め、連携のプラットフォーム機能を担う人材・企業を育成する（連携事例のデー
タベース作成、地域資源と事業者のマッチング支援、観光誘客と県産品販路拡大
等）。

委託 5,532,583 5

39
観光戦略課(雄
勝地域振興局)

地域資源を活用した体験交流型観
光事業

湯沢雄勝地域の資源を活用した体験交流型旅行商品の定着によるビジネスの確
立のため、自然体験型商品やインストラクター付き体験メニュー等の企画・実施
や首都圏等へのＰＲ活動・各種情報発信を実施する。

委託 4,087,031 2

40 観光戦略課
食農観資源活用型連携ビジネス創
出支援事業

本県の食農観資源を活用したサービス・商品等の創出、ビジネスモデル及び人材
の育成のため、商品開発や販路開拓、情報発信等を実施する。

委託 4,083,187 8

41
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

各種情報発信ツールのコンテンツ作成や運用のほか、各種デザインの制作を行
う。

直接 2,700,000 2
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42
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

各種情報発信ツールのコンテンツ作成や運用のほか、各種デザインの制作を行
う。

直接 1,977,000 2

43 観光振興課 ホスピタリティ調査・研修事業
観光関連施設等の巡回による課題抽出や「おもてなし」に関する接遇研修等を行
う。

委託 9,900,000 3

44 観光振興課 秋田ＤＣお出迎え推進事業
観光関連事業者による各種会議の機会を捉え、「お出迎え」の心構えについて
の啓発を行うほか、講習会の企画等を行う。

直接 8,734,000 8

45
秋田うまいもの

販売課
農商工応援ファンド活用促進事業

あきた農商工応援ファンド事業への申請を促すとともに採択後のフォローアップを
行う。

委託 4,530,000 1

46
秋田うまいもの

販売課
県産品情報活用事業

物産展等における情報収集や県内事業者への販売促進に向けた情報提供を行
う。

委託 5,871,000 2

47

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

由利地域の食材を活用した新たなメニューや加工品の開発を行う。 直接 13,825,000 10

48 スポーツ振興課
スポーツチームを活用した本県ＰＲ
事業

トップスポーツチームの応援客を対象とした観光ＰＲや情報発信を行う。 委託 6,802,000 2

49 スポーツ振興課
全県体力テスト・スポーツ実施実
態調査事業

各年代別の体力テスト及びスポーツの実施状況に関する調査を行う。 委託 3,186,000 1

50 スポーツ振興課
総合型地域スポーツクラブを核と
した地域活性化モデル事業

スポーツに親しむ健康教室の開催を通じて、総合型スポーツクラブの利用を促進
する。

委託 4,664,000 2

51 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・
解析等を行う。

直接 2,973,000 1

52 スポーツ振興課 スポーツ情報発信事業
県内のスポーツ情報を一元的・総合的に提供できるホームページをリニューアル
し、情報発信を行う。

直接 3,340,000 1

53 スポーツ振興課
秋田ノーザンハピネッツによる地域
連携カード事業

新たなプロスポーツマーケットの開拓のため、委託先が運営するチームの応援企
業等に対する地域連携カードシステムを導入し、日常生活でのチーム応援を目的
とした購買活動の促進を図る。また、失効したポイントを原資としてスポーツ教室
等の開催など地域貢献活動を実施する。

委託 189,156 2

54 スポーツ振興課
秋田ノーザンハピネッツによるバス
ケットボールアカデミー事業

チームの安定的な収益確保やアカデミー会員を通じた新たなブースター獲得及び
将来の選手育成を図るため、主に小学生を対象とするバスケットボールアカデ
ミーを実施する。

委託 73,509 1

55 スポーツ振興課
ブラウブリッツ秋田による物産ＰＲ
事業

Ｊ３参入に伴うホーム試合時のアウェイサポーターの集客・チケット収入増を図る
ため、関係団体との連携によるブラウブリッツ秋田プロデュース商品の開発やア
ウェー試合における物産ブースを出店・商品ＰＲを実施する。

委託 785,900 1

56 スポーツ振興課
ブラウブリッツ秋田によるヘルスケ
ア事業

チームの安定的な収益源確保や高齢者サポーターの獲得を図るため、主に高齢
者を対象としたスポーツ・ストレッチ教室などのヘルスケア事業を実施する。

委託 1,536,100 3

57 スポーツ振興課 スポーツ観光推進モデル事業
スポーツ観光推進の受け皿機能の強化に向けた事業多角化や収益拡大を図るた
め、観光など様々な分野との連携によるイベント事業の展開とスタッフ等マンパ
ワーの育成・管理を実施する。

委託 2,367,307 3

58
国民文化祭推進

局
国民文化祭サテライトセンター観光
文化情報発信事業

国民文化祭サテライトセンターの運営を核とした情報発信等を行う。 直接 14,348,000 11

59
国民文化祭推進

局
秋田県民歌・県民の歌普及・啓発
事業

様々なバージョンの県民歌・県民の歌の作成・配布やワークショップの開催等を
行う。

委託 2,981,000 1

60
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おいて、研修補助や分析機器操作補助などを行う。 直接 12,227,000 13

61 福祉政策課 社会福祉会館サポーター確保事業
障害者等を対象としたスポーツ教室等を開催し、会館の利用促進サポーターを確
保する。

委託 2,538,000 1

62 障害福祉課 障害者スポーツ振興事業 障害者に対してスポーツ指導等を行う。 委託 2,512,032 2
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63 障害福祉課
「秋田県相談支援アドバイザー」
機能強化事業

障害者の自立を支援する相談対応等を行う。 委託 1,350,000 2

64 障害福祉課 障害者の工賃向上等支援事業 横手・湯沢地域において障害者の一般就労や生活支援を行う。 委託 1,679,416 1

65 子育て支援課 地域の子育て力発信事業 子育て支援施策等のＰＲや授乳コーナー等を備えている施設の情報発信を行う。 直接 8,962,397 3

66 健康推進課
減塩推進による生活習慣病予防事
業

生活習慣病予防のため、減塩を主とした食生活改善普及や啓発活動を行う。 委託 12,265,000 3

67
健康推進課がん

対策室
 「みんなで行こうよ、がん検診」
推進事業

がん講座の実施、ＰＲキャンペーン等、がん検診受診率向上につながる普及啓発
活動を行う。

委託 18,560,000 8

68 県民生活課
消費サイドによる放射性物質検査
体制整備事業

県内で消費される食品の放射性物質検査を行う。 直接 5,716,000 6

69 県民生活課
サポートステーション・サポート事
業

地域若者サポートステーションにおいてパソコン等のスキルアップトレーニングを
行う。

委託 3,872,000 2

70 県民生活課 若者の交流促進事業
ニートやひきこもりといった若者の社会的自立を促進するため、各市町村と連携
して地域の公民館などを活用した「交流の場づくり」を実施する。

委託 48,655 1

71 男女共同参画課 イキイキ男性変身サポート事業 男性の家事、子育て、介護等についての講座の開催等を行う。 委託 10,098,000 3

72 男女共同参画課 地域の若者育成支援事業 県内各地の若者会議が連携する全県ネットワーク会議の開催等を行う。 委託 3,802,000 2

73 男女共同参画課 地域の若者活動応援事業
これまでの各種若年者支援の取組実績を検証して今後の活動に活かすため、活
動団体等を対象にしたワークショップや全県規模のイベントの開催及び先進的取
組事例の市町村等への普及活動を実施する。

委託 547,256 2

74 男女共同参画課 男女共同参画架け橋事業
男女共同参画社会の形成に向けた取組を促進するため、県民ニーズを把握のうえ
次期「秋田県男女共同参画推進計画」の策定及び今後の施策の検討に向けた基
礎資料とすることを目的に、アンケート調査及び啓発事業等を実施する。

委託 20,160 2

75 環境管理課 放射能に係る普及啓発事業
放射能関連情報のホームページ掲載、放射能測定データの管理・集計等の補助
を行う。

直接 1,685,000 2

76 環境管理課 秋田県認定リサイクル製品ＰＲ事業
秋田県認定リサイクル製品のＰＲのため、県内各地で行われる環境系イベント・
自主企画イベント等を活用した広報活動やＰＲ用パンフレットの作成を実施する。

委託 252,754 1

77
環境管理課八郎
湖環境対策室

八郎湖流域緊急水質監視事業 八郎湖の水質及びアオコ発生状況の調査等を行う。 直接 1,711,773 2

78
環境管理課八郎
湖環境対策室

八郎湖流域住民団体活動支援事業 地域住民団体による八郎湖の水質改善に向けたイベント開催の支援等を行う。 直接 3,181,000 1

79

環境管理課八郎
湖環境対策室

（秋田地域振興
局）

環八郎湖環境保全活動連携強化事
業

八郎湖流域における環境保全活動を強化するため、地域住民団体の環境保全活
動に係る調整や情報発信や人材育成研修、環境学習の教材作成、アオコ対策に
係るサポート等の業務を実施する。

委託 140,000 2

80 環境整備課 放射線量等測定事業 廃棄物処理施設等における放射線量測定業務等の補助を行う。 委託 4,848,000 3

81 生活衛生課 臨時飲食店食品安全啓発事業 臨時飲食店における食品による事故防止のための啓発業務を行う。 直接 2,528,000 2

82
健康環境セン

ター
残留農薬・動物用医薬品検査法の
妥当性評価業務補助

残留農薬・動物用医薬品検査法の妥当性評価に関する分析試験補助、データ整
理等を行う。

直接 2,223,000 2

83 水田総合利用課 土壌汚染対策調査事業 立毛玄米のカドミ濃度及び土壌のカドミ濃度の調査・分析補助等を行う。 直接 2,529,000 4
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84 水田総合利用課 あきた米食味向上対策事業 県産米の食味向上のため、栽培実証ほ場の管理や生育調査補助等を行う。 直接 1,729,000 2

85 水田総合利用課 環境にやさしい農業推進事業 エコファーマー制度の推進に関する試験・調査補助等を行う。 直接 2,196,000 2

86
水田総合利用課
（由利地域振興

局）
ＧＡＰ支援事業 農業生産工程管理手法（ＧＡＰ）の普及活動を行い、農家の取組を支援する。 直接 1,936,000 2

87 園芸振興課 リンドウ・ダリア種苗増産拡大事業 リンドウ・ダリアのオリジナル品種の種苗生産を行う。 直接 4,985,000 3

88 園芸振興課 ダリア栽培技術確立普及事業 ダリアの新品種について、電照効果や生産性等の試験研究を行う。 直接 1,802,000 2

89 園芸振興課
りんごオリジナル品種等種苗供給
体制確立事業

県オリジナル品種の優良系統の選抜や増殖体制の整備等を行う。 委託 9,806,000 4

90 園芸振興課
花きオリジナル種苗・新品種等緊
急生産拡大事業

トルコギキョウやキクの新品種候補の展示等を行う。 直接 4,601,000 4

91 園芸振興課 オリジナル園芸品種増産事業 オリジナル園芸品種の原種、原原種の生産を行う。 直接 3,912,000 4

92 畜産振興課 秋田県産牛ブランド確立推進事業
全県の繁殖牛・肥育牛のデータ収集や整理、放射性物質に係る牛肉の全頭検査
業務を補助する。

直接 2,176,000 1

93 畜産振興課 畜産活用型自給力向上対策事業
迅速飼料成分分析システムを円滑に運用するための分析補助及びデータ整理等を
行う。

直接 1,815,000 2

94
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

「秋田由利牛」の流通経路等の把握・分析やＰR活動を行う。 委託 965,172 1

95 水産漁港課 有用淡水魚資源保全活用対策事業
ブラックバスやカワウによる内水面漁業資源への被害を軽減するための駆除や調
査を行う。

委託 16,953,000 16

96 水産漁港課 北限のふぐ資源増大対策事業 トラフグ親魚の管理や種苗生産・育成・データ整理を行う。 委託 678,725 2

97 水産漁港課 旬の地魚ブランド力向上事業 地魚ツアー開催等により県内地魚の情報発信を行う。 委託 15,543,000 5

98 水産漁港課
銀鱗きらめくサクラマスの川づくり
事業（内水面資源利用拡大事業）

内水面の漁業資源を活用した全県的な遊漁・親水振興行事を行う。 委託 13,564,000 15

99 水産漁港課
オール秋田のハタハタ魅力アップ
事業

ハタハタの生産・加工・流通・販売における事業者の連携強化を図るため、販
促ツールの作成やイベント等ＰＲ活動、ＳＮＳを利用した情報発信などイメージ戦
略を推進し、首都圏での消費拡大を図る。

委託 2,731,050 1

100 林業木材産業課
秋田スギ製品等生産促進緊急雇用
事業

製材工場等においてＯＪＴ研修を行う。 委託 18,529,000 15

101 森林整備課 緑の緊急雇用拡大推進事業 林業事業体等においてＯＪＴ研修を行う。 委託 62,457,000 39

102 森林整備課
森林ＧＩＳ情報整備事業（所有者情
報等整備事業）

森林ＧＩＳ（森林情報システム）へのデータ入力作業を行う。 直接 1,783,000 2

103 農業試験場 研究補助員育成事業 各種作物の栽培や試験研究のデータ収集等を行う。 直接 17,990,000 26

104 農業試験場 研究補助員育成事業 各種作物の栽培や試験研究のデータ収集等を行う。 直接 1,223,000 2
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105 果樹試験場 研究補助員育成事業 果樹の栽培管理や試験研究のデータ収集等を行う。 直接 6,760,000 8

106 果樹試験場 研究補助員育成事業 果樹の栽培管理や試験研究のデータ収集等を行う。 直接 3,003,000 9

107 畜産試験場 研究補助員育成事業 肉用牛の飼養管理や試験研究のデータ収集等を行う。 直接 9,934,000 13

108
水産振興セン

ター
研究補助員育成事業 各漁協の漁獲情報等のデータ管理や試験魚の飼育管理等を行う。 直接 3,871,000 7

109
森林技術セン

ター
研究補助員育成事業 低コスト造林開発に関わる研究等の調査補助やデータ収集・管理等を行う。 直接 4,031,000 4

110
森林技術セン

ター
研究補助員育成事業 試験研究における調査補助やデータ収集・管理等を行う。 直接 1,167,000 2

111 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

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。

委託 11,852,000 5

112 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

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。

委託 26,432,000 17

113 産業政策課 産業情報発信事業 ものづくり展示ホールにおいて、展示物の管理及び解説等を行う。 委託 2,670,000 1

114 産業政策課
未来のものづくり人材創出応援事
業

多様な産業人材育成に資するため、県内中小企業やその製品・商品の情報発信
を行う「ものづくり展示ホール」における中高生向け企画展示、企業見学やもの
づくり体験等を実施する。

委託 147,395 2

115 産業政策課 小規模事業者若年者雇用推進事業
厳しい経済雇用情勢の中で小規模事業者の人材確保と若年者雇用を推進するた
め、若年者雇用推進員を県内の商工会議所・商工会に配置して若年者雇用にか
かる相談・支援や雇用のミスマッチを防止するための取組を実施する。

委託 1,292,009 19

116 地域産業振興課 伝統的工芸品等広報体制整備事業 県内の伝統的工芸品等の情報を統一的に発信するホームページを作成する。 委託 3,076,000 1

117 地域産業振興課 自動車産業アドバイザー事業
中京地区の自動車部品関連企業を訪問し、県内への誘致活動及び県内企業との
マッチングを支援する。

委託 2,320,000 1

118 地域産業振興課 知財人材育成推進事業
知的財産権の基礎及び活用に関するセミナーの開催や、知的財産権を活用した
技術や商品開発を促進する。

委託 4,800,000 2

119 地域産業振興課 植物栽培委託事業 植物工場において、栽培実証を行う。 委託 13,135,000 3

120 地域産業振興課
あきた産業デザイン支援センター
事業

産業デザイン、製品開発、マーケティング等の専門的指導及び助言を行う。 委託 11,891,000 3

121 地域産業振興課
あきた工業団体連携コーディネー
ター配置事業

県内の工業団体の連携支援や、あきた工業団体連絡協議会への参加企業の掘り
起こしを行う。

直接 2,167,000 2

122 地域産業振興課 研究補助員確保事業 産業技術センターでの実験等の補助業務を行う。 直接 7,890,000 11

123 地域産業振興課 技術マッチングアドバイザー事業
企業を訪問し、県外企業の技術ニーズと県内企業の技術シーズのマッチングを行
う。

委託 18,054,000 3

124 地域産業振興課 経営相談体制強化事業 経営等に関する窓口相談や各種支援策のコーディネートを行う。 委託 8,729,000 3

125 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、受発注情報の収集・提供、斡旋等を行う。 委託 5,896,000 1
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126 地域産業振興課 産業デザインマッチング強化事業
県内製造業の振興に資するため、H25年度開設の「あきた産業デザイン支援セン
ター」に専門スタッフを配置し、産業デザインの視点から産官学のシーズ把握・
データベース作成、製造業の分野ごとのセミナー・交流会を実施する。

委託 119,576 2

127 地域産業振興課 植物工場生産体制強化事業
植物工場の事業化を図るため、テストマーケティングや栽培・出荷など工場の運
用の実証、人材の育成を実施する。

委託 500,960 3

128 産業集積課
投資案件発掘推進事業（企業立地
サポート事業）

職員に対する企業訪問のノウハウ指導や業界における企業立地動向の把握のた
めの各種データの分析等を行う。

直接 4,029,000 1

129 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）

県内の誘致済企業を訪問しフォローアップを行う。 直接 6,964,000 2

130 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 5,095,000 6

131 商業貿易課 ＩＣＴ利活用啓発事業
ＩＣＴ利活用による県内産業振興につなげるため、情報産業事業者アンケート調査
や利活用法・取組事例に関する出前講座、ＩＴ相談会の開催等を実施する。

委託 4,437,394 2

132 商業貿易課
秋田県商業活性化本部FaceBook
活用事業

県内商業者の活性化を支援するため、商業者のデータベースの作成やフェイス
ブックへの専用サイト構築、モデル店舗の情報発信等を実施する。

委託 2,012,220 1

133 商業貿易課 県内企業海外取引推進事業
県内企業の海外展開を支援するため、企業の海外展開ニーズ及び取組状況に関
する調査、先行事例集の作成及び各支援機関の支援情報の一元的発信のための
ウェブサイト構築を実施する。

委託 199,095 1

134 雇用労働政策課 障害者雇用サポートセンター事業
障害者就業・生活支援センターが未設置の雄勝圏域内で、障害者の就職を支援
する。

委託 7,622,000 2

135 雇用労働政策課
秋田で就職応援団（Ａターン）事
業

首都圏の学生等に対して県内企業の情報や求人情報の提供を行う。 直接 3,693,000 1

136 雇用労働政策課 機械設計等技術者育成事業 地域の企業において、機械設計や加工の職場内研修及び職場外研修を行う。 委託 35,480,000 14

137 雇用労働政策課
離職者対策サポートスタッフ確保
事業

緊急就職サポート事業等の申請書類の受付・内容確認や事業のＰＲ、実施状況
のとりまとめ等を行う。

委託 2,133,452 2

138 雇用労働政策課 あきたで就職拡大事業
県内就職を希望する高校生・大学生及びＡターン者に向けた県内企業情報・採
用情報等を発信するためのコンテンツ情報の収集・作成を行う。また県内就職の
促進を図るためのニーズ調査やＰＲ活動を併せて実施する。

委託 2,929,355 4

139 港湾空港課 空港環境整備対策事業 大館能代空港の制限区域周辺の伐木等を行う。 委託 29,830,500 18

140 建築住宅課 あきた安全安心住まい推進事業 補助金の申請書類の受付・チェック等を行う。 委託 14,283,000 26

141 建築住宅課 分譲宅地等売却促進事業 分譲宅地の購入希望者等への対応、除草作業等を行う。 直接 2,313,000 4

142 教育庁総務課 情報リテラシー教育支援事業
「学校非公式サイト」の監視や、学校現場でネットトラブルなどに関する研修等を
行う。

委託 10,231,000 3

143 幼保推進課 秋田わか杉っ子！健やか推進事業 肥満傾向児の出現率の調査等を行う。 直接 1,712,000 2

144 義務教育課 学校運営支援員配置事業 小中学校の学校運営のサポートを行う。 直接 191,091,000 153

145 高校教育課 就職支援員配置事業 高校生の就職活動に対する支援等を行う。 直接 63,877,000 64

146 高校教育課 キャリアアドバイザー配置事業 高校生の将来設計における助言指導等を行う。 直接 15,908,000 18
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147 高校教育課
高校生学校生活
サポート事業

特別な教育的支援を必要とする生徒の学習等をサポートする。 直接 10,844,000 12

148 特別支援教育課
特別支援学校における職業教育・
就業促進事業

特別支援学校における就業支援等を行う。 直接 8,934,529 4

149 特別支援教育課 特別支援教育共生充実事業
障害のある子どもの地域交流活動や、発達障害等の障害のある高校生への支援
等を行う。

直接 6,437,471 6

150 特別支援教育課
特別支援学校ＩＣＴ活用教育推進事
業

特別支援学校において学習者用情報端末を活用した教育を行う。 直接 3,173,000 2

151 生涯学習課 安藤忠雄建築ナビゲート事業 新県立美術館の案内等を行う。 直接 6,033,931 14

152 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

プロジェクトアドベンチャー体験活動プログラムの指導補助を行う。 直接 6,439,249 10

153 生涯学習課
わんぱく・３ぱく・体験活動プロ
ジェクト事業

３泊４日の長期宿泊体験プログラムの体験活動補助を行う。 直接 11,456,757 14

154
生涯学習課

文化財保護室
秋田の縄文文化と世界遺産－ＰＲ
－事業

県内縄文遺跡の出土品の集成と世界遺産登録のためのＰＲを行う。 直接 2,753,000 12

155 保健体育課
安全・安心のための学校給食環境
整備事業

学校給食食材の放射性物質検査を行う。 直接 8,673,000 13

156
警察本部

留置管理課
留置業務支援事業 留置業務を適正に行うため、施設内の衛生等に関する業務を行う。 直接 7,231,000 7

157
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、収集や配達を行う。 直接 1,001,000 1

158
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

少年の健全な育成を図るため、２４時間の相談対応と巡回活動等を実施する。 直接 17,385,000 12

159
警察本部

交通企画課
高齢者安全・安心アドバイザー事
業

高齢者宅を訪問し、交通事故や振り込め詐欺被害等の防止に関するアドバイス等
を行う。

直接 29,901,000 47

160
運転免許セン

ター
高齢者交通事故防止活動「シニア
交通安全ステーション」事業

高齢運転者に対し、運転免許更新時において、交通事故抑止のための情報発信
等を行う。

直接 4,010,000 5

161
運転免許セン

ター
運転免許関係窓口案内業務事業 運転免許センターにおいて、免許取得・更新者等に対する窓口案内等を行う。 直接 2,002,000 2

162 秋田市 永年保存文書目録公表事業
特定歴史公文書等の利用請求に対応するため、永年保存文書についての利用目
録を作成し公表する。

直接 5,960,222 10

163 秋田市 保育児童受入拡大支援事業
私立認可保育所等において保育士等を雇用し、保育の質の向上や３歳未満児の
受入拡大を図る。

委託 48,771,895 36

164 秋田市 子ども広場運営事業
子どもが自由に遊べる場を提供するほか、駅周辺での買い物等のために短時間
の託児を実施する｡

委託 9,049,191 9

165 秋田市 児童館補助員配置事業 児童館補助員を配置し利用児童へきめ細かい指導体制整備する。 直接 7,108,125 22

166 秋田市 経済活動活性化情報発信事業 商工部ホームページの利便性を向上させ、ビジネスチャンスの拡大に役立てる。 委託 9,245,460 3

167 秋田市
秋田市観光おみやげ等情報発信事
業

本市の各種特産品等を調査・発掘し、観光おみやげ品として情報発信する。 委託 10,615,500 3
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168 秋田市
デスティネーションキャンペーン案
内体制整備事業

ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ本番で、本県を訪れる観光客に対し、丁寧な観光案内を行
い、今後の誘客につなげる。

委託 5,743,500 2

169 秋田市 貴重古文書情報化推進事業
古文書を閲覧利用に供するため、原本をﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ化し、画像および索引を付し
たCD-Rを作成する。

委託 38,535,000 22

170 秋田市 高校生就職支援員配置事業
秋田商業高校に就職支援員を配置し、関係諸機関との連携を図り、就職活動を
支援する。

直接 2,257,623 1

171 秋田市 被災者雇用対策事業 東日本大震災により被災した失業者を臨時職員として雇用する。 直接 12,036,393 16

172 秋田市 福祉医療制度拡充準備事業
子どもに係る医療費助成拡充に伴い、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 5,504,311 9

173 秋田市 大森山動物園入園者動向調査事業 秋田市大森山動物園の活性化につながるマーケティング調査・提案を実施する。 委託 3,987,908 2

174 秋田市
地域特産品等ブラッシュアップ事
業

秋田市地域特産品のブランド化と新商品の開発・販売促進のため、特産品紹介
用ＷＥＢ制作、統一ロゴ等やカタログの制作、試食提案発表会・メニューコンテ
ストの開催、首都圏ＰＲ等を実施する。

委託 881,352 3

175 秋田市 地域連携型農業経営モデル事業
農業への新規参入・事業化のため、耕作放棄地等を活用した農作物の栽培によ
る学校給食食材や果樹・花き類の生産、プロスポーツチームとの連携によるＰ
Ｒ・ブランド化等の活動を実施する。

委託 821,585 3

176 能代市
地域包括支援センター業務補助事
業

高齢者実態把握の強化及び困難事例への窓口体制の整備により、地域高齢者の
見守り支援の充実を図る。雇用者は、高齢者の総合相談・支援等に従事する。

直接 2,130,361 2

177 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、支援が必要な方を訪問調査等で把握し、個別計画を策定
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 4,673,451 8

178 能代市
働きながら資格をとる介護雇用プ
ログラム

仕事を探している人が、養成機関での受講時間も含めて給与を得て、働きながら
介護資格（介護職員初任者研修課程）を取得する。

委託 13,545,764 8

179 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 1,941,154 2

180 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 1,618,488 2

181 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機能を強化するため、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、道の駅構内の景観管理、道
の駅に設置している自転車の回収等を行う。また、秋田ＤＣに伴う観光キャン
ペーンやイベント等の事業を強化する。

委託 2,572,031 1

182 能代市 地域資源活用観光力向上事業
カヌーを軸とした観光振興のため、カヌーの製作や指導のほか、貸出しやイベン
ト開催の環境整備、キッド販売のための研究等を進める。

委託 2,247,333 1

183 能代市 バスケミュージアム運営事業
「バスケの街づくり」を推進する拠点として平成24年5月にオープンした「能代バ
スケミュージアム」に係る展示物の企画立案、情報発信及び管理、来館者の応
対及び施設の管理等を行う。

直接 4,049,131 5

184 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。新規雇用者は、分析業務等に従事する。

直接 3,566,855 6

185 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 3,266,545 5

186 能代市 恋文商店街推進事業
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 5,155,612 2

187 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。ス
タッフ2名にて、出張展示販売、営業、商品仕入、ホームページでの木工品の紹
介、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 5,603,113 4

188 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 13,535,961 25
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189 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 2,022,847 2

190 能代市 観光推進力強化事業
観光振興のため観光素材のブラッシュアップ、事業企画立案と運営、首都圏等
エージェントセールス及びPR活動等により、能代市の観光振興を総合的に強化す
る。

委託 4,062,238 1

191 能代市 一店逸品情報発信事業

商店街の各個店が「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することにより売上増加につなげる。被雇用者は、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
など、一店逸品運動を包括的にサポートする。

委託 2,864,286 1

192 能代市 恋文のまちづくり事業
旧天神小学校を学習・体験交流施設として利活用する事業や、「恋文」を活用
した商店街イベントの開催、きみまち阪における恋文コンテストの作品紹介事業
などにより、地域のにぎわい創出と活力あるまちづくりを行う。

直接 1,563,970 1

193 能代市 社会体育推進事業
第２次能代市社会教育振興中期計画の初年度にあたり、チャレンジデーの主催側
として、関係機関との連絡調整や参加報告の受理・集計など、実地にその運営
に携わることで、従事者のスキルアップ及び事業終了後の再就職につなげる。

直接 1,865,970 2

194 能代市 環境型観光ビジネス構築事業

能代市と周辺地域の自然を森林セラピーなど共通のテーマで繋ぎ、新たな環境型
観光の構築、森林浴プログラムの開発等のため調査・企画・関係者向け学習会
や秋田DCに向けた白神エリアの観光情報発信、地場産品を活用した物産品の製
造・販売を実施する。

委託 3,514,998 1

195 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

求人ニーズの高い介護分野での人材育成・確保を推進するため、民間の介護施
設等において「介護雇用プログラム」を実施する。被雇用者は、働きながら介護
資格（介護職員初任者研修課程）取得のための講座に通い、資格取得と自らの
スキルアップを目指す。

委託 42,029,500 24

196 横手市
介護雇用プログラム（ヘルパー２
級コース）

求人ニーズの高い介護分野での人材育成・確保を推進するため、市直営の介護
施設等において「介護雇用プログラム」を実施する。被雇用者は、働きなが介
護資格（介護職員初任者研修課程）取得のための講座に通い、資格取得と自ら
のスキルアップを目指す。

直接 9,247,587 4

197 横手市 児童厚生員人材育成事業

学童保育や児童館の需要が増加する中で、児童の健全な育成と安全・安心な生
活を支援し、遊びを指導する資質の高い指導員の確保が急務となっていることか
ら、市施設での実務経験と、資格（児童厚生員2級指導員）取得のための講座
受講等により、指導員を養成する。

直接 5,531,531 6

198 横手市 観光コンベンション誘致事業
コンベンションの誘致は、観光業をはじめ地域経済への波及効果が期待できるこ
とから、これまでの当番的な開催だけにとどまらず、攻めの姿勢で積極的にコン
ベンションを誘致する人材を育成し、誘致活動を進める。

委託 2,229,000 1

199 横手市 水洗化促進事業

公共下水道、集落排水、浄化槽の整備により生活環境の保全に努めているが、
今後一層の加入促進、水洗化の推進が必要である。これまで市が直接、加入促
進、啓発等を行ってきたが、事業を委託し、民間のノウハウ、営業力を生かし
て、水洗化率の向上につなげる。

委託 6,211,164 2

200 横手市 障害児放課後等ディサービス事業
地域に現在不足している障害児の放課後等デイサービス事業の推進のため、受
け皿となる介護事業者等による開設準備業務や介護に関する技術・技能習得の
ための教育訓練のうえで開設・運営を実施する。

委託 428,826 7

201 横手市
重要伝統的建造物保存地域公開支
援事業

重伝建保存地区に選定された横手市増田地区の観光振興のため、観光客など来
訪者に対する案内業務、秋田の重要イベントである国民文化祭やDCアフターキャ
ンペーン等のイベント事業への対応業務を実施する。

委託 63,724 1

202 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おこなう。

委託 1,700,475 1

203 大館市
大館の魅力情報発信事業　（ＦＭ
ラジオ番組制作）

毎週1回1時間の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 10,339,350 4

204 大館市 学校フッ化物洗口推進事業

子どもが健康でたくましく成長し豊かに生きていくための、健康の保持増進対策
の一環として、う歯予防を目的に市内保育園等で実施されているフッ化物洗口に
ついて、年長児が就学しても継続できるよう、小・中学校での実施拡大に向け、
体制整備と歯科指導の充実を図る。

直接 2,600,427 2

205 大館市 がん検診推進事業

がん検診推進のため、検診日程表を作成し全世帯に配布する。大腸がん検診で
は前年度受診者と受診希望者（4,000名）に検診日程に合わせ容器を送付し、受
診率の向上を図る。また、要精検者に受診勧奨を実施し、要精検受診率の向上
を目指す。

直接 1,507,490 2

206 大館市
子育て支援総合窓口「つなぐ」事
業

平成25年4月に新設予定である「子育て支援課」に総合窓口「つなぐ」（仮称）
を設け、市民への情報提供や関係各課・団体への繋ぎ役を担う専任者を配置す
る。さらに、窓口利用状況を集計することにより、市民のニーズ調査の資料とし
て活用する。

直接 1,788,895 2

207 大館市 保育従事者環境整備事業
大館市認定保育施設（認可外施設）を小規模保育施設へ移行させるにあたり、
保育の質の向上を図るために、経験豊富で高度な技術を身につけている方を指
導員として雇用し、各施設現場で1日サイクルでの技術指導を行う。

直接 2,640,104 4

208 大館市
保育補助（障害児サポーター）養
成事業

心身に障害を有する園児を保育園で受け入れ、集団による保育を通して健全な心
身の発達を図るにあたり、多くの障害者へ早期の支援が必要なことから、障害児
担当保育士をサポートできる保育補助を養成をする。

直接 14,879,790 24

209 大館市 心理士との連携児童相談事業
療育が必要な児童に対しカウンセリングや心理検査等の支援を行うため、専門の
相談員を配置して、心理士と相談員が連携して業務を遂行し、対象児童やその家
族等に対して迅速かつ的確な支援を行い、福祉の増進を図る。

直接 2,235,044 2
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210 大館市 介護雇用プログラム事業
介護現場での緊急の雇用拡大と新規雇用者の資質向上を目的として、介護保険
事業所等が、失業者等を新たに雇用し、施設における介護業務に従事させなが
ら、介護職員初任者研修を受講し、研修を修了出来るよう支援する。

委託 5,578,774 5

211 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て地元の農産物を提供するこ
とにより、市中心部の顧客を取り込んでの地産地消の拡大と、高齢化の進む各農
家からの出荷体制の整備を図る。また、料理教室や体験教室を行うことにより、
市の活性化に繋げていく。

委託 5,912,200 2

212 大館市 比内地鶏（雄）商品化推進事業

比内地鶏は、出荷できる食肉は雌鶏に限られ肉質の硬い雄鶏は処分されている
ことから、雄鶏の活用を図るため、飼料等の改良や肥育環境の整備等を図る。
また、その飼料は食品残渣等の廃棄物を利用することにより、環境負荷の少ない
畜産業の構築を進める。

委託 4,776,427 2

213 大館市 不作付地解消・就農促進事業
農業法人等に対し、耕作放棄地の再生及び就農を目指している人材の育成を委
託する。再生した農地は、新規就農者が農業を開始する土地として活用する。ま
た、委託先で育成した人材を活用して、農業法人等の規模拡大に資する。

委託 19,230,412 13

214 大館市 本場大館きりたんぽ産業化事業
本場大館きりたんぽの知名度向上を図るとともに、具材の地元生産を目指すため
の取り組みや販路拡大に向けた取り組みを行う。合わせて、大館の一大イベント
である本場大館きりたんぽまつりの開催やPR活動も実施する。

委託 6,359,050 3

215 大館市
大館曲げわっぱ販路開拓及び販売
促進強化事業

大館曲げわっぱの販売促進強化を図るため、他県のホームページや地元業者等
から情報収集を行い、販路開拓やＰＲ手法の検討を行うほか、製品の魅力等をＨ
Ｐで情報発信する。また、ＰＲチラシの作成・配布や、端材の有効活用のための
新製品考案に関する業務を行う。

委託 5,639,783 2

216 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 13,822,956 31

217 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 3,118,690 4

218 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まちなみ再生等のロードマップ作成及び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 2,469,921 2

219 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 4,455,438 11

220 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 2,501,812 4

221 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を行うとともに、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ため、パンフ作成と巡回整備を
行う。

直接 2,571,604 2

222 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。

直接 2,283,695 2

223 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 2,857,009 2

224 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。　※２名中１名が被災者

直接 3,663,584 4

225 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、大館駅からの観光ルートの説明や観光施設の案内を
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。　※４名中１
名が被災者

委託 14,755,025 7

226 大館市 市民向けサイト構築事業
大館市ポータルサイトに新たに高齢者支援サイト（介護施設等の情報、介護者の
交流、高齢者健康相談等）、郷土博物館ホームページ（所蔵品の公開等）を構
築する。

委託 8,967,000 5

227 大館市 高齢者等支援施策調査企画事業
高齢者の買い物や交通手段など困っている事項を調査し、必要な企画提案を実
施する。

委託 6,725,432 4

228 大館市
農家民宿を核とした体験型観光Ｐ
Ｒ事業

農家民宿を核とした体験型観光のＰＲを図るとともに、史跡・名所等を複合的に
提案する観光コーディネートを行う人材を育成する。

委託 2,204,280 1

229 大館市 大館・小坂鉄道レールバイク事業
旧小坂鉄道にレールバイクを走行させる観光事業を実施するため、線路敷地の維
持管理や事業化に向けた検証、車両開発・製造等を実施する。

委託 9,503,274 4

230 大館市 土壌改良材販路拡大支援事業
地域資源である十和田石の細石粉から土壌改良材を製造し全国への販路拡大を
図るための調査・データ収集やＰＲ活動を実施する。

委託 2,334,223 1
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231 大館市
地域で活動、高齢者サポート推進
事業

中心市街地の活性化を目的に、地域の直売所における重量物の配達サービスや
憩い空間の提供等を実施する。

委託 4,347,798 2

232 大館市 転作大豆利活用推進事業
ロットは小さいながらも輸入品より味や加工適性が優れた国産大豆を材料とする
加工品を、農業者自らの視点で新規商品開発を行い販売促進活動を実施する。

委託 3,256,575 2

233 大館市
とんぶり・特別栽培米生産販路拡
大支援事業

地域の特産品であるとんぶり及び特別栽培米の生産拡大及び販路拡大を目指
し、後継者育成と特産品の情報発信によるＰＲを行う。

委託 1,318,218 1

234 大館市
レーザー加工技術による新商品開
発・体験型メニュー企画事業

木材のレーザー加工技術により新商品を開発し、秋田杉や大館曲げわっぱの需要
拡大を図り、体験メニューを企画することにより市街地の活性化と観光振興を図
る。

委託 5,251,930 6

235 大館市
比内地鶏ハムの販路拡大と地ビー
ルの商品研究開発事業

地域の産業振興及び観光振興に資するため、全国的なブランドである比内地鶏を
活用した地鶏ハムの新製品の開発と販路拡大、さらに商品化を目指した地ビール
の研究開発等を実施する。

委託 2,437,000 4

236 大館市 介護職員初任者研修事業
今後の高齢者福祉を支える施設・事業所の介護職員の不足に対応していくた
め、介護職員の資格取得者の拡大を図る各種研修を実施する。

委託 828,273 3

237 大館市 ゆきさわ活性化推進事業
大館市雪沢地区の活性化のため、地場の特産品ＰＲや農産物を利用した加工品
の開発、地域の廃校の活用方策を図るためのワークショップ等を実施する。

委託 516,970 2

238 大館市 本場大館きりたんぽ産業化事業
地域の特産品であるきりたんぽの知名度向上や地元生産・販路拡大のため、大
館の一大イベントである本場大館きりたんぽまつりを見直しまちづくりを視野に入
れた事業として再構築し開催するなどＰＲ活動を実施する。

委託 74,088 3

239 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、誘致活動の実施、パンフレット・ホームページ・ＤＶＤ等の作成による情
報発信を行い、教育旅行を誘致し、滞在型観光を推進する。

委託 3,058,637 2

240 男鹿市 観光拠点アクセス整備事業

平成25年度の秋田DCにより、秋田県の観光誘客宣伝事業が集中的に行われ、本
県への観光入込数の増加が予想されることから、男鹿半島内の観光拠点を結ぶ
ガイド付き路線型アクセスバスを運行し、さらにオプショナルコースの作成、情報
発信を行う。

委託 13,530,555 5

241 男鹿市 観光案内サポート事業

平成25年度は秋田ＤＣ・海フェスタと大型イベントが開催されることから、玄関口
である男鹿駅前に観光案内サポート拠点を設置し、男鹿の観光案内並びに観光
情報発信（イベント・文化・食）、おもてなし・お出迎え活動など、男鹿半島の
イメージアップを強化し観光誘客を図る。

委託 14,081,000 6

242 男鹿市 男鹿温泉郷消費拡大支援事業
男鹿温泉郷の情報発信・受け入れ態勢を強化し、時間・物産の消費を拡大する
ことによる地域活性化を図る。

委託 8,421,227 5

243 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、世界ジオパーク登録を目指し、ジオツーリズムを推進する。ガイドスキルアッ
プ講座の開催や、ジオパークツアー、新たなツーリズムメニューの実証実験、ジ
オパーク検定試験を実施する。

委託 8,325,000 3

244 男鹿市
児童生徒学校生活サポート事業
（特別支援教育）

障害等により特別な支援が必要な児童生徒に対し、担任や特別支援教育コーディ
ネーター等と連携を密にし、適切な支援をする。支援の記録や資料の整理・保
管の補助をし、有益な支援に生かすよう担任などへ情報提供をする役目を担う。

直接 12,613,260 11

245 男鹿市
男鹿市学校支援員配置事業（図書
支援）

学校図書館の整備事業等を複数校の兼務で支援する。学校図書館の計画的な利
用と機能活用の促進を図り、小学校では読み聞かせ活動等を実施し、児童、生
徒の読書活動の活性化を支援する。

直接 4,913,930 5

246 男鹿市 介護雇用プログラム委託事業
介護保険事業所で働きながら介護資格取得のために講座（介護職員初任者研修
課程）を受講し、資格取得を目指す。

委託 4,843,579 6

247 男鹿市
男鹿地産地消食品加工人材育成事
業

男鹿市内の二次、三次産業の強化のため、地産地消の推進、食品加工の技術を
もった人材が求められていることから、失業者を一定期間雇用し、ＯＪＴやＯＦＦ
－ＪＴを組み合わせた研修を行うことで、男鹿産の食品の加工開発や開発した食
品を販売する技術を備えた人材を育成する。

委託 6,147,448 2

248 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。

委託 2,871,364 2

249 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 1,228,000 1

250 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 115,000 1

251 男鹿市 男鹿特産品開発製造事業
特産品の商品化・製造販売を目指し、地域の食材を使用した新商品の試作開発
を実施する。

委託 1,385,109 1
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252 男鹿市 なまこ加工開発製造事業
地域の海産物資源を活用した高付加価値の商品化のため、新たに本格的な「乾
燥なまこ」を新特産品として開発し、安定した品質・量での生産体制の整備及び
販売の促進を実施する。

委託 1,685,734 2

253 湯沢市 小学校外国語活動支援員配置事業
英会話の堪能な人材を活用して、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 2,624,000 2

254 湯沢市 学習補助員配置事業 複式学級へ学習補助員を配置し、担任の指示の下、学習の補助等を行う。 直接 3,543,000 5

255 湯沢市 介護分野人材育成事業
求人ニーズの高い介護分野での人材育成・確保を推進するため、市直営の介護
施設において「介護雇用プログラム」を実施する。被雇用者は働きながら介護職
員初任者研修講座に通い、資格取得と自らのスキルアップを目指す。

直接 3,564,000 4

256 湯沢市 湯沢市ジオツーリズム推進事業

平成24年9月24日に日本ジオパークに認定された『湯沢ジオパーク』の推進のた
め、案内パンフレット等の作成や、ジオツアーの企画及び実施、ジオツアー実施
に向けたツアーガイド養成講座の実施、ジオツアーの基礎となる地域住民と地球
の物語の構築に関する業務を行う。

直接 3,694,000 5

257 湯沢市 観光コンテンツ等整備利活用事業

あきた未来づくりプロジェクトのひとつである『まち歩きナビゲーションシステム』
導入に向け、観光コンテンツの整備（修正・追加等）や、位置情報の登録・修
正・検証、音声収録・編集、整備後の観光コンテンツを利活用した情報発信等を
行う。

委託 14,729,000 5

258 湯沢市 くらしの安心・安全確保対策事業

市民の安心・安全確保対策として、市内公共施設等での空間放射線量の測定
（23箇所）や、市ホームページ等での測定結果の公表、交通安全施設（カーブ
ミラー等）の巡回確認、角度調整等、降雪期におけるカーブミラーの除雪等を行
う。

直接 1,696,000 2

259 湯沢市 予防接種勧奨事業

今般、不活化ワクチン等の導入により、乳幼児期に実施すべき予防接種の種類・
回数が増加していることから、各種予防接種者の台帳管理を行い、未接種者へ
の通知等により一定間隔での接種勧奨に努め、未接種となることを未然に防止す
る。

直接 2,941,000 4

260 湯沢市 防災対策事業
市民の安心・安全確保のため、防災対策として、ハザードマップ（土砂災害等）
の作成や、災害備蓄品の整理、自主防災組織（町内会等）の災害時非難・支援
体制づくりを行う。

直接 1,601,000 2

261 鹿角市 市ホームページ再構築事業

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 2,059,000 1

262 鹿角市
介護雇用プログラム（ヘルパー２
級コース）

人口の減少と高齢化、核家族化の進行とともに顕在化する空き家問題を解決に導
くため、市内に多数存在する空き家等の管理状況や危険度等を把握する実態調
査を実施するとともに、調査結果に基づくデータベースを整備する。

直接 5,031,389 2

263 鹿角市
介護雇用プログラム（ヘルパー２
級コース）委託事業

「スキーと駅伝のまち鹿角」を標榜する本市における今後の更なる競技強化のた
め、地元選手の育成・発掘に加え、選手指導システムの構築を図るべく、競技
経験者を非常勤職員として採用し、ジュニア選手育成に携わることができる環境
を整える。

直接 2,772,089 1

264 鹿角市 児童厚生員人材育成事業

生産者の所得向上等を目指すにあたり、課題となっている生産状況（収量、園
地、品種、生産者等の情報）のデータ化の実施は急務であり、様々な商談、商
品開発案件等に対応し得る体制づくりも求められていることから、果樹データ整
理業務や園地調査業務を行う。

委託 1,987,688 2

265 鹿角市 公園・水路等環境美化事業
学校図書館環境を充実させ、児童生徒の読書意欲の喚起につなげるため、図書
のデータベース化を図る。

直接 1,615,000 2

266 鹿角市 たいゆう緑花園魅力向上事業
鹿角市のキャリア教育のガイドラインを構築し、職場体験学習を中心とした事業を
推進する。主に学校と企業との柔軟なコーディネートを行い、児童生徒の体験活
動をしやすい体制を整える。

直接 2,099,213 2

267 鹿角市 臨時事務補助員確保事業

秋田ＤＣ・いわてアフターＤＣを契機として、観光客受入態勢の充実と市民のおも
てなし意識の醸成を図るため、市内施設等への協力依頼及びパンフ等の設置、
まちの案内人（ガイド）の知識・技術向上のための研修の実施、道の駅かづの
内観光案内所での観光案内等を行う。

委託 2,768,728 1

268 鹿角市 後三年合戦活用・誘客事業
秋田ＤＣ・いわてアフターＤＣという絶好の機会を捉え、市内及び東京・仙台で
PRイベントを実施する。

委託 6,240,937 2

269 鹿角市 地域ポータルサイト構築事業
きりたんぽ発祥の地・鹿角をPRするため、秋田DC・いわてプレDCやインターハイ
といった絶好の機会を捉え、PRイベントの開催及び着ぐるみによるお出迎え等を
行う。

委託 5,718,082 2

270 鹿角市 家庭ごみ減量推進事業
本市の交流体験拠点施設である「中滝ふるさと学舎」の利用促進を図るため、
イベント情報の発信と北東北三県でのPR活動を行う。

委託 2,959,874 1

271 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、①体験作業や畜産イ
ベント等の企画立案　②新商品の開発及びかづの牛のＰＲ　③販売先拡大におけ
る営業展開　④飼育管理員の増員による子牛生産及び肥育牛生産の拡大強化
等のソフト事業を充実させる。

委託 3,713,000 2

272 鹿角市
森林セラピー基地かづの活用促進
事業

森林セラピー基地として認定されている市内施設の活用促進を図るため、体験イ
ベントの実施や企業向けＰＲ活動を実施する。

委託 2,234,731 1
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273 鹿角市 コミュニティＦＭ普及拡充事業
地域ブランド向上の寄与と行政と若者をつなぐ新たなツール及び災害時の緊急情
報発信ツールとして開局したコミュニティＦＭの地域への普及浸透を図るため、市
民・企業等に対する広報活動を実施する。

委託 140,896 1

274 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

市直営の介護施設で人員を雇用し、介護現場の負担を軽減すると共に介護職員
初任者研修の資格を取得させ、この分野を担う人材の育成及び確保を図る。

直接 2,185,111 2

275 由利本荘市 介護資格・介護労働力確保事業
介護施設で人員を雇用し、介護現場の負担を軽減すると共に介護職員初任者研
修の資格を取得させ、この分野を担う人材の育成及び確保を図る。

委託 13,426,187 9

276 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させるとともに、
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 32,718,736 23

277 由利本荘市 桑ノ木台湿原魅力アップ事業
由利本荘市の観光資源である「桑ノ木台湿原」と県道とを結ぶ3.3kmの林道に
シャトルバスを運行し、観光客への利便性を図る。また、湿原への入り込み客数
の調査やパトロール、情報発信等を行い誘客を図る。

委託 8,947,837 5

278 由利本荘市
自主防災組織支援・備蓄物資管理
事業

市内自主防災組織の支援のための貸出機材の確保や案内連絡などを行うほか、
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、備蓄倉庫
の備蓄品整理及びデータ整理を行う。

直接 1,414,634 1

279 由利本荘市 市有林森林基本調査事業
林業施業において基本となる森林簿の現況調査を行い、法改正に係る新しい森
林経営計画並びに森林施業に役立てる。

直接 4,593,233 4

280 由利本荘市 伝統工芸品・加工品特産化事業
東由利地域の伝統的なワラ・アケビ蔓細工などの工芸品や、笹巻きや干し餅など
の加工品の製作体験メニューの企画・実践と、それら特産化のためのビジネスプ
ランの研究、開発、販売を実践する人材を雇用する。

委託 4,826,000 2

281 由利本荘市 埋蔵文化財整理活用事業
本市を代表する遺跡の一つ「提鍋（ｻｹﾞﾅﾍﾞ）遺跡」において、未整理の出土遺
物（コンテナ370箱のうち150箱分）を整理し、その成果を市内の展示施設におい
て展示会を開催し、市内外に広く紹介するものである。

直接 2,687,349 6

282 由利本荘市 観光情報発信事業 観光情報収集のための観光イベント等のサポート業務や、情報発信業務を行う。 直接 6,083,126 3

283 由利本荘市 ＣＡＴＶ加入促進事業
市が運営するケーブルテレビ事業について、戸別の問い合わせに対応する（高齢
により外出が困難な方、勤務が不規則な方など）体制を作り、加入促進を図
る。

直接 4,219,344 4

284 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 1,511,588 1

285 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 1,162,463 1

286 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 1,125,117 2

287 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について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ＰＲし知名度をアップさせる。

直接 454,573 1

288 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 3,047,325 3

289 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 1,538,586 2

290 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 1,164,013 1

291 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させるとともに、
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 764,526 1

292 由利本荘市
被災者支援観光イベントサポート
事業

東日本大震災により職場を失った被災者を雇用し、観光キャンペーンイベントにお
ける人員を充実させ、本市の集客交流や観光客誘致を図る。

直接 3,757,836 2

293 由利本荘市 被災者支援農林業・観光振興事業
農畜産業・林業及び観光の事務強化を図るため東日本大震災により職場を失っ
た被災者の雇用

直接 1,384,000 2
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294 由利本荘市 地域材利活用拡大推進事業
中山間地域における間伐材等の利活用に向けた調査研究と、材の流通基盤整備
のため、小規模林業者の育成講習の開催や間伐材の販路開拓、山林保全の為の
間伐・引き出し・運搬等作業を実施する。

委託 4,020,000 2

295 潟上市 学校安全サポート事業

7：15～8：30、14:30～15:45の時間帯に児童生徒の登下校を見守るとともに、
長休み時間や昼休み、体育等屋外活動の際は不審者パトロールを行い、安全を
確保する。また、長期休業中や空いた時間には草刈りや校内清掃等を行い環境
美化に努める。

直接 10,522,000 20

296 大仙市 学校ＩＣＴサポーター事業
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業務を行う。

直接 4,826,000 8

297 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する。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 11,267,640 6

298 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 2,273,000 1

299 大仙市 特産品流通化等人材育成事業

大曲商工会議所を主体として、商工会等との連携によるインターネットを活用した
WEBサイトの立ち上げ。「大曲の花火」のブランド効果を利活用した、当地域の特
産品販売や観光資源PR業務に携わりながら、観光事業、及び販売管理の一連の
業務や情報発信できる人材の育成を図る。

委託 6,054,000 3

300 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(ｱﾙﾊﾞﾑ
約500冊分）、又データベースを作成して検索可能としたうえで管理保管する。

委託 30,537,360 18

301 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事により、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 4,388,000 2

302 大仙市 避難者サポートセンター運営事業
東日本大震災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 1,200,000 2

303 大仙市 コミュニティＦＭ開局準備事業
地域に密着した情報発信による地域活性化や非常時の災害情報の提供などに資
するコミュニティＦＭを開局するため、免許申請作業やイベントＦＭの運営等を実
施し、番組制作のノウハウの蓄積など運営体制の確立を図る。

委託 1,749,913 2

304 大仙市 特産品等販売促進事業
観光物産の開発・宣伝を目的に、特にディスティネーションキャンペーンに合わせ
今年度認定予定の特産品等の県内外へのＰＲ・販売活動を実施する。

委託 1,380,763 3

305 大仙市 支援企業組織化対策事業

不登校の小中学生や引きこもりの若者の学習・就労支援を目的にH24年度開設し
た「大仙市子ども・若者総合相談センター」の機能拡充を図るため、センター業
務の趣旨に賛同する地元企業を募り組織化を図るとともに、より多くのニーズを
掘り起こし支援業務を実施する。

委託 86,730 1

306 北秋田市
世代間における就労技術の伝達・
育成事業

観光施設、自然公園及び景勝地の整備・美化作業と、環境保全に関する啓蒙活
動を行う。また、全員が市の観光案内人の一人として活動し、環境保全を訴える
中で観光情報の提供も行い、秋田ＤＣをはじめとする大型観光キャンペーンに対
する観光客受入れ体制整備の一端を担う。

直接 18,645,864 12

307 北秋田市
観光ＩＣＴ（情報通信技術）強化事
業

北秋田市観光ＨＰ、ツイッター、フェイスブック等において、観光情報の収集、整
理、発信を行う。また、秋田県観光キャンペーン、ＪＲ東日本による秋田ＤＣをは
じめとする大型観光キャンペーンに対する観光客受入体制整備の一環として、こ
れらの情報発信分野を強化する。

直接 3,771,393 4

308 北秋田市 未就職卒業障がい者雇用促進事業
未就職卒業障がい者を雇用することにより、身体に障害を持つ若年者の社会進出
の機会を創出する。

直接 1,261,963 2

309 北秋田市 Hotコミュニティステーション事業

合川、米内沢、大阿仁地域で駅前を中心に形成されてきた商店街を”物を買う
場"から"人々が交流する場"として再生するため駅舎を活用し、イベントやチャレ
ンジショップを実施する。また、地元発信の旬のリアルな観光情報提供を行い、
観光客の誘致に寄与する。

直接 7,821,218 8

310 北秋田市
北秋田市街化区域地積調査推進事
業

用途区域内の地籍調査再開に向けた、区域内の地図及び登記簿の整備を行う。 直接 1,662,893 2

311 北秋田市 北秋田市幼児保育子育て支援事業
子育て支援施設において、子育て家庭、幼児保育に対する育児不安等について
の育児、子育て支援業務を行う。

直接 11,046,673 17

312 北秋田市
北秋田市子育て支援施設環境整備
事業

子育て支援施設の子育て環境整備のため、市内７施設の子育て支援施設の育
児、子育て環境整備作業を行う。

直接 2,694,255 1

313 北秋田市 林道防災安全施設等現況調査事業 林道施設の点検、防災・交通安全施設の現況調査及び台帳整備を行う。 委託 12,154,800 13

314 北秋田市 観光案内推進事業

観光客が来るのを待つだけの「待ちの姿勢」ではなく、「市内における、その
日その日のイベントや催し物」なども案内したり、あるいは宿泊未定者に対する
予約受付業務などのワンストップ機能を持ち合わせた常設の窓口(案内所)を開設
する。

委託 1,631,656 1
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315 北秋田市
北秋田市地域資源活用商品開発事
業

珪藻土などの地域資源を活用した新商品の開発のため、異業種連携による技術
協力等を実施する。

委託 1,444,800 2

316 北秋田市
秋田内陸部里山魅力発見ツアー造
成事業

秋田内陸部に存在する埋もれた資源の魅力を活用した着地型観光モデルを構築す
るため、里山再発見活動及びその情報発信を実施する。

委託 1,954,985 1

317 北秋田市
阿仁熊牧場を中心とした体験プロ
グラム開発・情報発信事業

地域の観光拠点化を推進するため、施設・周辺地域をフィールドとした体験プロ
グラム等の開発やモニターツアーによる体験プログラム等の評価・ブラシュアッ
プ、Ｗｅｂ、ＳＮＳの活用による情報発信のための通信環境の整備を実施する。

委託 144,054 3

318 北秋田市 森吉山誘客基礎調査事業
地域の観光振興に資する基礎資料とするため、観光資源である森吉山の観光
ニーズについて観光客・入山者の意向調査や消費動向調査、秋田市等消費地に
おける魅力アンケート等の調査を実施する。

委託 551,156 1

319 にかほ市
コールセンターオペレーター人材
育成事業

情報通信技術を活用したコールセンター分野等におけるオペレーターの人材を育
成する。Off－ＪＴ及びOJTを通じコールセンター分野で必要とされる知識やPC操
作、電話対応等業務関連スキルを習得させ、コールセンター企業等での就職を可
能にするための研修を行う。

委託 172,002,086 90

320 にかほ市
コールセンターオペレーター人材
育成事業

情報通信技術を活用したコールセンター分野等におけるオペレーターの人材を育
成する。Off－ＪＴ及びOJTを通じコールセンター分野で必要とされる知識やPC操
作、電話対応等業務関連スキルを習得させ、コールセンター企業等での就職を可
能にするための研修を行う。

委託 65,182,944 30

321 にかほ市
学校給食調理員（アレルギー対
応）

牛乳・卵・大豆・小麦・豚以外の肉・白身以外の魚・水（煮沸したものは良）
に対するｱﾚﾙｷﾞｰ反応を示す児童のための専用の調理を行う。

直接 732,016 1

322 にかほ市 スポーツイベント実施サポート事業

スポーツイベント開催による観光振興を目的に、各種イベントを実施する窓口業
務、開催・観光宣伝などの業務を積極的にサポートする。これにより次年度以
降、独自で開催・実施できるノウハウを取得し、スポーツイベント開催による、
地域貢献に結びつける。

委託 2,345,442 1

323 にかほ市 宿泊施設業務育成事業
市の直営施設である「鶴泉荘」に関する維持管理業務を行い、鶴泉荘をはじめ
とする市内宿泊施設に対応できる人材を育成する。

直接 2,126,809 2

324 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 1,680,815 2

325 にかほ市
教育施設の調査・台帳整備及び工
事台帳等整備

学校を含む教育施設の実地調査を行い、施設台帳を整備する。また、学校を含
む教育施設の実地調査を行うとともに、工事履歴等工事台帳の整備を行う

直接 3,152,892 4

326 にかほ市
広報デジタルデータのデータベー
ス作成事業

現在デジタルデータ化されている旧仁賀保町・象潟町・金浦町の広報のデータ
ベースを作成。データは旧町別・発行月日別・記事の見出し別・記事内容別に
検索可能とする。また記事に使用された写真データを現在の写真データベースと
合致させ同時に書庫の整理を行う。

委託 9,198,000 8

327 にかほ市 所蔵資料データベース作成事業

白瀬南極探検隊記念館で所蔵している白瀬南極探検隊の歴史資料や南極観測に
かかる調査資料などの写真撮影およびデータ整理をおこない、それらを一般の方
が閲覧できるようアーカイブ化し、ホームページ等で紹介できるようデータベース
を作成する。

直接 2,944,659 4

328 にかほ市 伝承芸能保存継承啓発推進事業
生涯学習や社会教育活動の拠点である公民館において、郷土芸能等を活用した
学習プログラムを作成し、若者と多世代との交流促進や伝統文化の保存意識を啓
発推進する人材を育成する。

直接 1,557,359 1

329 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、行事用物資及び廃棄物の収集
運搬作業を行う。

直接 2,593,096 4

330 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ことから、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 678,627 1

331 にかほ市 観光スポット魅力アップ事業 市内観光地の環境整備、維持管理を行い、本来持つ魅力をアップさせる。 直接 2,185,168 2

332 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 6,281,358 6

333 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 471,683 1

334 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、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 2,250,228 4

335 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 664,217 1
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336 にかほ市 企業支援情報発信事業

ＴＤＫ(株)の再編に伴い、市内製造事業所の実態把握が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 845,432 1

337 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多大な影響が及ぶことが予想されることか
ら、市内の地域商工業者を対象に景況調査を実施し、情報を収集・分析すること
により、課題やニーズ等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 1,988,000 3

338 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 1,368,807 2

339 にかほ市 白瀬南極推進事務事業
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を実施するほか、
白瀬や南極等についての各種団体との企画展示や調査研究などの準備事務を行
う。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 692,509 1

340 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を行う。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を行い、災害時の避難方法の体制整備に活
用する。

直接 531,924 1

341 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 2,202,736 3

342 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

市内屋外スポーツ施設及びスポーツ用具等の情報（データ）の整備管理台帳等
を作成し、今後の維持管理に利用するとともに、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 1,548,606 1

343 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、今後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するとともに、個人所有者へも調査
資料を提供し共有する。

直接 2,749,613 3

344 にかほ市
コールセンターオペレーター人材
育成事業

情報通信技術を活用したコールセンター分野等におけるオペレーターの人材を育
成する。Off－ＪＴ及びOJTを通じコールセンター分野で必要とされる知識やPC操
作、電話対応等業務関連スキルを習得させ、コールセンター企業等での就職を可
能にするための研修を行う。

委託 142,859,286 77

345 にかほ市
医療福祉の現場と企業をつなぐ人
材の育成事業

医療福祉市場のニーズと地域の製造業のシーズとをつなげて新たな商品開発等
の提案・コーディネートができる人材を育成するため、医療福祉機器等の製造・
設計業務のＯＪＴや医療福祉現場のニーズ調査を実施する。

委託 2,004,356 5

346 にかほ市 観光案内等委託事業
観光振興に資するため、秋田県で開催されるデスティネーションキャンペーンや国
民文化祭など大型イベントにあわせて、誘客体制を整備するとともに観光素材の
ブラッシュアップ・旅行商品の開発やＰＲを実施する。

委託 624,408 4

347 仙北市 地域特産物販路拡大等対策事業
首都圏アンテナショップ上板橋のとれたて村への地場産品出荷や特産物の収集補
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 1,859,572 2

348 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・受付手配等のコーディネーター・旧石黒(恵）家の解説等来訪者の対
応、清掃作業等施設の維持管理を行う。

直接 3,584,163 5

349 仙北市 観光商品開発事業

今までの「発地型」のありきたりの商品では、多様化する旅行者ニーズに応えき
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。また、旅行者のニーズを的確に捉えた着地型観
光メニューの開発及び商品化を行う。

委託 4,147,779 2

350 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 10,053,610 8

351 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 2,361,950 2

352 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 1,589,610 2

353 仙北市 秋田県種苗交換会開催事業
平成25年度秋田県種苗交換会開催地区に決定したことより、地域関係団体及び
協力団体との連絡調整、また外部団体の窓口業務など、事業全般の業務に従事
する。

直接 3,983,705 6

354 仙北市
地元素材活用料理・駅弁等の食開
発事業

地元素材（地場産品）の活用で観光客をターゲットにした食の開発を推進する。
とりわけ駅弁や地元産おみやげ品の開発、佐竹北家御狩場焼の普及推進、一店
逸品フェアなどの開催により、食材生産者や加工業者及び販売業者の６次産業化
の推進を図る。

委託 2,170,182 1

355 仙北市 空き家適正管理対策事業
社会問題となっている空き家対策として、空き家台帳を作成し各地域センターと
のネットワークを構築する。また、空き家の巡回指導を行い、積雪・台風等の自
然災害及び火災・犯罪の誘発防止活動に務める。

直接 1,788,209 2

356 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。
※３名中１名が被災者

直接 1,841,910 3
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357 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や、冬期間の積雪、除雪状況等の巡回パト
ロール作業等を実施する。　※２名中１名が被災者

直接 3,940,354 3

358 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 1,983,502 2

359 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 2,100,234 2

360 仙北市 重点イベントサポート事業
平成２６年度に開催されるディスティネーションキャンペーンのアフターキャンペー
ンや国民文化祭など大規模なイベントに迅速に対応するため、観光案内業務と連
携した誘客活動を実施する。

委託 1,783,222 2

361 仙北市 観光誘客・宣伝サポート事業
市内の複数の観光協会の連携による効率的な事業展開を図るため、観光連盟に
事務職員を配置し共同作業の推進など連携強化に向けた取組を実施する。

委託 811,928 1

362 小坂町 まちなか観光推進事業
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 2,665,283 3

363 小坂町
十和田湖観光情報発信・観光客受
入事業

十和田湖畔の観光施設「十和田ふるさとセンター」の管理運営、観光情報の発
信や観光客の受入業務を実施する。

委託 1,360,187 2

364 小坂町 地域農産物販売施設支援事業
町民参加型の農産物販売施設で地域の農産物を活用した商品開発、イベントや新
規事業の企画を実施する。

委託 2,255,448 2

365 小坂町 小坂レールパーク管理運営事業
旧小坂鉄道の駅構内やレールを活用したテーマパークのオープンに伴い、観光客
を受け入れるための施設の運営管理や観光情報の発信業務を実施する。

委託 903,350 4

366 小坂町 小坂レールパーク管理整備事業
廃止となった小坂鉄道を活用して新たなにぎわい創りに取り組むために、この事
業で核となるディーゼル機関車の体験運転の実施のため、車両やレールの保線
整備を実施する。

委託 1,203,407 2

367 小坂町 観光情報発信事業
H26春の小坂鉄道レールパークのオープンに伴い、芝居小屋「康楽館」、小坂鉱
山事務所、十和田ふるさとセンター等の既存観光施設と連携した観光情報発信
や、観光客の受入体制の整備を図るための総合調整を実施する。

委託 157,977 1

368 小坂町
十和田湖・明治百年通り観光案内
事業

地域の観光振興を図るため、地域の観光資源である十和田湖や明治百年通り
（康楽館、小坂鉱山事務所）での案内業務を行いながら誘客に資する人材育成
を実施する。

委託 202,983 2

369 上小阿仁村 働きながら介護資格取得事業
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（介護職員
初任者研修課程）取得のための養成講座を受講させる。

委託 1,990,000 1

370 上小阿仁村
道の駅を核とした情報発信、収集
事業

道の駅が関与するイベント、事業等全般について、関係諸団体と連携し企画・運
営・実施に参加するとともに、参加者へのアンケート調査と集計作業を行う。ま
た、村内の観光情報等の収集・整理作業を行う。さらに、誘客促進のため、道
の駅から効果的に情報を発信する。

委託 1,058,000 2

371 上小阿仁村 特産物開発試作研究事業

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）を行う。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行
う。

直接 3,879,000 4

372 上小阿仁村 学校生活サポート確保事業 上小阿仁小学校の生活サポート業務を行う。 直接 1,528,000 2

373 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 15,675,000 21

374 三種町 じゅんさい情報センター設置事業

じゅんさいの摘み取り体験者の増加に伴い、その受入窓口を設置し交流人口の
拡大を図るとともに、じゅんさいに関する最新の情報を集約し、三種町の特産物
として全国へ情報発信する。また、各種メディアへの情報提供及び取材対応窓口
として機能を一元化し、情報センター化する。

委託 3,139,057 3

375 三種町 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、
教員やｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰと連携して家庭訪問等を行い。別室登校している児童生徒の生
活・学習支援を行う。また、教員への教育相談等も行う。

直接 1,241,943 2

376 三種町 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授業の補助、指導書作成
に関する助言や教材作成等の補助を行う。また、指導に関するＡＬＴとの連絡調
整等を行う。なお、要望により中学校へも派遣する。

直接 1,105,000 2

377 三種町 生活支援員配置事業
就学指導委員会で認定された自立支援を必要とされた児童生徒に対し、学校支
援を目的として生活支援員を配置する。

直接 8,490,000 14
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378 三種町
農産物を利用した加工食品開発・
販売促進事業

遊休農地を活用して生産した農産物や、直売所へ出荷されない農産物を利用し
た安全安心な加工品の開発・製造を行い、商品力の向上と販路拡大による地域
の農業経営の改善を図る。

委託 2,368,397 1

379 三種町 農産物直売所販売促進事業
地元農産品の直売所の販売振興のため、町内各地の直売所や東京ふるさと会と
の協力体制の構築によるＰＲ等販売促進活動を行う。将来の直売所運営体制の法
人化を目指す。

委託 2,134,577 1

380 八峰町
観光ホームページの充実とジオ
パーク活動の推進

町観光ホームページの継続的な更新、内容の充実を図る。また、９月に日本ジオ
パークに認定されたことを受け、ジオパーク観光・ジオパーク学習の発信を行う
とともに、町観光案内人と連携しジオパーク案内人の人材養成事務、連絡調整を
行う。

直接 1,382,000 2

381 八峰町 遊休農地を活用した生薬栽培事業

生薬は、世界的に需要が高まり原料が高騰しているため、生薬業界では国産の
安定供給を要望している。八峰町は、遊休農地と農家の経営安定を図る新たな
作物として、生薬の試験栽培を行う。露地栽培試験が安定した後、廃校を生薬水
耕栽培施設として雇用の場を創出する。

直接 2,211,000 1

382 八峰町 特別支援教育支援員配置事業
障害の多様化により、通常の学級において特別な教育的支援を必要とする児童に
対し、学校生活の支援を目的として特別支援教育支援員を配置し、基本的生活
習慣の確立、発達障害児童の学習支援、周囲の児童の障害理解促進を図る。

直接 2,122,000 1

383 八峰町
体験活動のインストラクター等補助
員確保事業

あきた白神体験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。また、また「体験観光」という観光分野の充実を図るための人材
育成となりうる。

直接 799,000 1

384 八峰町 観光相談業務一本化推進事業

あきた白神を有する八峰町から国道101号沿線を目的地とする観光客の要望を
トータル的にサポートし、宿や案内ガイドの手配や行程の相談を含めた業務を一
括して行うシステムづくりを進めるための準備を行う。25年度中に各施設との連
絡体制を整え、26年度からの実践を目指す。

委託 4,718,000 4

385 八峰町 八峰町立小中学校図書館整備事業

書店の無い八峰町において、児童が最も身近に読書活動が出来る場が学校図書
館であり、継続的な整備が望まれるが、教職員が学校図書館事務を全て務める
のは、業務過多となることから、学校図書館業務を補助することにより、読書環
境の整備を図る。

直接 1,624,000 2

386 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込書の入力処理及び健康診査を多くの方が受診してく
ださるようチラシの配布等受診勧奨に努める。また、今年は早朝健診終了後、追
加健診を実施するので、未受診者の方へ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 1,603,712 2

387 五城目町 森林情報整備事業
地域森林管理ＧＩＳの導入に伴い、五城目町の森林の調査・情報入力作業を行
う。森林所有者の情報を整備することで、林業振興の基礎データとして活用す
る。

直接 1,533,329 2

388 五城目町
幼児児童生徒学校生活サポート事
業

心身に障害をもつ児童生徒の学校生活をサポートし、充実した学習環境や心の安
定を確保する。

直接 4,026,766 7

389 五城目町
学校図書及び公共施設図書整備事
業

町内各小・中学校及び公共施設の図書の整理や紹介を行い、児童生徒や町民の
読書活動を支援する。

直接 1,748,826 2

390 五城目町 Ｇ級ショップ五城目朝市開設事業
空き店舗解消と中心市街地の賑わい創出のため、まちの駅の開設やインターネッ
トによる特産品販売、町のポータルサイト開設等を実施する。

委託 6,573,975 4

391 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、小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 1,504,000 1

392 八郎潟町
八郎潟町・浦城趾周辺観光案内人
育成事業

本町にある戦国時代の山城「浦城」及び周辺の観光地を紹介できる案内人の育
成及び観光案内実務を行う。

委託 2,603,000 4

393 美郷町 美郷町観光ＰＲ強化事業

秋田DCにあわせて町の観光PRを強化するため、町観光協会に業務を委託して町
のPR、観光客の案内及び案内人の育成等を実施する。また、お土産品のライン
ナップを強化するため、地域資源であるラベンダーを活用した特産品（精油及び
芳香水）を試作開発する。

委託 3,182,000 2

394 美郷町 薬草産地化試験栽培事業
需要拡大が見込まれる漢方薬の原料である薬草の産地化を目指し、町有地で薬
草の試験栽培を実施する。なお、土壌改良・圃場整備、薬草栽培・管理を通じ
て栽培データを収集し、産地化形成のための基礎資料とする。

委託 2,758,000 2

395 美郷町 薬用植物試験栽培生育管理事業
需要拡大が見込まれる漢方薬の原料である薬草の産地化を図るため、薬用植物
の試験栽培、土壌改良・圃場整備、生育状況、気候、温度等のデータ収集等を
実施する。

委託 262,660 2

396 羽後町
秋田ディスティネーションキャン
ペーン推進事業

秋田県で行なわれる観光キャンペーンを羽後町の観光PRを強化するとともに、町
内事業所への普及啓発活動の強化を行なう。

委託 3,746,935 3

397 羽後町 求人状況確認事業
求人の掘り起こしと求人内容の確認により失業者への情報提供の強化を図ると伴
に必要な人材の配置に努めることにより企業発展を促す。

直接 3,905,866 2

398 羽後町 コールセンター事業推進事業
新たな産業の育成を図るため、人材育成を図りながら情報通信産業の育成を図
る。

委託 98,800,000 36
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399 東成瀬村 郷土食活用事業
村内の家庭において日常的に食べられている料理や、伝統的な料理を収集し、
東成瀬村ならではの特色ある郷土食として後世に引き継ぐ。また、収集した料理
を観光客に提供することにより、村内産業の振興を図る。

委託 3,208,000 1

400 東成瀬村 東成瀬村観光情報発信事業

当村は｢日本で最も美しい村｣連合に加盟しており、地域資源の活用による観光振
興を図っている。当事業では、当該連合に係る事務担当を配置し、連合に加盟
していることの周知やHP上での観光情報の発信を行うことで、東成瀬村をPRす
る。

直接 1,074,000 2

401
秋田県町村電算シ
ステム共同事業組

合

秋田県町村電算システム共同化
データチェック事業

県内町村の電算システム共同化を推進するため、システム更新に伴う過去の蓄積
情報を移行に伴うデータチェック（パンチ作業含む）作業を行いシステムの安定
稼働を目指す。

委託 14,320,428 16

2,857,936,860 2,276 

※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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