
番号
実施主体

（県担当課名）
事　　業　　名 事　　業　　内　　容 事業実績額

新規雇用者数
（延人数）

（円） （人）

1 県地域活力創造課 白瀬南極探検顕彰推進事業

白瀬南極探検に関する資料収集等を行う人員を雇用
し、白瀬南極探検に関する知識の習得と探検隊の功績
等の情報発信を行うことにより、地域文化の振興を図
る。

2,080,867 1

2 県地域活力創造課
ＮＰＯサポートファンド資金調達推
進員設置事業

ＮＰＯの活動基盤強化のため、資金調達推進員を設置
し、活動資金獲得のための企画・立案、指示を行う。

2,397,599 1

3 県地域活力創造課 ＮＰＯよろず支援派遣員事業
ＮＰＯ活動の活性化を図るため、ＩＴを活用した広報
やコミュニティビジネスを支援する「ＮＰＯよろず支
援員」を配置する。

15,161,006 7

4 
県活力ある農村集

落づくり推進
チーム

元気な農山漁村集落応援事業

地域活性化に取り組む農山漁村集落の取り組みを支援
するためのホームページを整備し、集落のもつ景観や
歴史、文化交流施設、都市農村交流活動等の情報を地
域内外に発信する。

7,284,161 4

5 県少子化対策局 出会い・結婚支援事業
結婚支援センター（仮称）を設置し、市町村や団体・
企業等による出会い・結婚支援のネットワーク構築を
図るとともに、結婚サポーターの養成等を行う。

4,479,021 4

6 県学術振興課 社会貢献推進事業
大学コンソーシアムあきたによる地域貢献の活発化と
学生等の交流事業の企画・運営のための人員を秋田大
学に配置する。

6,854,827 3

7 県学術振興課
留学生受入拡大・交流ネットワーク
構築事業

県内各大学に専門職員を配置し、外国人留学生受入拡
大のための環境整備等を行うほか、外国人卒業生の
ネットワークを構築し、海外との人材交流の基礎づく
りを行う。

9,321,159 6

8 県学術振興課 医療情報技術者配置事業
医療と情報産業の連携を促進し、医療サービスの向上
を図るため、県内医療機関に医療情報技術者を配置す
る。

26,889,362 20

9 県学術振興課 医療機器研究開発・商品化事業
県内企業に研究者等の雇用を条件として、医療機器研
究開発・商品化を委託する。

7,381,080 5

10 県国際課 外国人支援相談員配置事業
国際交流協会に外国人等からの各種相談に応じる相談
員を配置する。

9,184,880 4

11 県福祉政策課 福祉人材求人等開拓事業
福祉人材・研修センターに福祉人材求人等開拓員（仮
称）を配置するなどし、福祉施設等への巡回訪問によ
る求人開拓等を行う。

16,660,480 5

12 県長寿社会課
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している雇用保険受給者を雇
用し、介護事業所での就労と、併せて介護の実習を積
ませるとともに、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。

53,649,525 52

13 県障害福祉課 授産施設等活性化支援事業
授産活動の活性化を図るため、専門スタッフを配置
し、授産施設等に生産技術等のノウハウを提供する。

39,412,927 29

14 県健康推進課
フッ化物洗口等歯科保健訪問指導事
業

虫歯予防を図るため、県内３地域に歯科衛生士を配置
し、フッ化物洗口を実施または実施を予定している学
校等を訪問して歯科衛生指導等を行う。

5,093,000 3

15 
県がん対策推進

チーム
メタボ予防栄養相談事業

生活習慣病の予防を図るため、「メタボ予防栄養相談
員」を配置し、食生活アンケート、栄養バランスの説
明及び栄養相談等を行う。

11,874,340 6

16 
県がん対策推進

チーム
特定健康診査等普及事業

特定健康診査の受診率向上を図るため、特定健康診査
普及員を配置し、特定健康診査及び特定保健指導の受
診指導、普及啓発活動等を行う。

12,630,385 6

17 県民文化政策課 若者の行動力発揮推進事業

若者の社会参画を促進するため、ＮＰＯのコーディ
ネートのもとに、若者が地域課題等を議論する「若者
会議」を開催等し、それらの企画・運営等をサポート
する専門スタッフを配置する。

12,454,735 6

18 県男女共同参画課 女性研究者支援事業
女性研究者の育成や働きやすい環境づくりを推進する
ため、講演会や調査研究、相談窓口等をサポートする
者を、県内大学に配置する。

3,486,125 2

19 
県八郎湖環境

対策室
八郎湖リン液肥商品開発販売事業

八郎湖干拓地内の高濃度リンを回収・製品化・販売促
進を行い、流通経路を確保し企業化をなす。

9,611,350 3
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20 県温暖化対策課
新エネルギー等普及広報サポート事
業

県内における新エネルギー等の普及をさらに進めるた
め、新エネルギー・省エネルギーを推進できる人材を
雇用し、エネルギーの有効利用に係る普及啓発等を実
施するとともに、雇用者にはエネルギー管理士などの
資格取得を促すなど、より専門的な人材の育成を図
る。

5,187,000 2

21 県温暖化対策課 地域環境施策普及事業

家庭やオフィスでの省ＣＯ２化の促進やエコ家計簿等
の普及、マイバック運動の取り組み等を促進するため
の普及活動員を配置し、低炭素社会・循環型社会に向
けた取り組みを進める。

7,998,870 3

22 県農林政策課 就農・雇用拡大緊急対策事業
離職者を農業法人で雇用し、農業者のもとで就農する
とともに、実践研修等を通じて、農業に必要な技術等
を習得させ、円滑な就農に誘導する。

30,143,770 29

23 県農林政策課 農地流動化相談員設置事業
農地の面的集積組織の取り組みに対する支援や農地流
動化施策の相談に対応する農地流動化相談員を設置
し、農地の面的な集積を推進する。

4,871,918 2

24 県農山村振興課
グリーン・ツーリズム活用型雇用創
出事業

グリーンツーリズムの徹底的な売り込みとそれに携わ
る人材の育成、起業化等を進めるための推進員を配置
し、グリーンツーリズムに関する地域資源の掘り起こ
しやポータルサイトの開設、商品の企画・開発等を進
める。

23,318,000 12

25 県流通販売課 食育普及啓発事業

食育の重要性と関心を高めるため、食育推進員を配置
し、幼稚園や保育園、地域の公民館等での出張食育教
室等を開催するほか、地域農業や食文化等への理解を
育むための取り組みを進める。

4,183,935 2

26 県流通販売課 秋田の食ＰＲ推進事業
県産農林水産物の販路拡大のため、農林水産物や産地
の情報等を収集・データ化し、広く県内外にＰＲする
ための活動を行う。

2,625,797 1

27 県農地整備課 水土里マネジメント緊急支援事業
農業用水利施設の有効活用等を図るため、水土里推進
クリエーターを配置し、農業生産の安定化を図る。

12,987,450 6

28 県水産漁港課 北限のフグ資源増大・消費拡大事業
トラフグの資源維持・増大を図るため、栽培漁業推進
員を配置し、種苗の大量生産及び放流効果の実証試験
を行う。

1,001,000 1

29 県森林整備課 森林整備推進員設置事業
森林整備推進員を配置し、森林所有者に対して、森林
が果たす公益的機能や森林整備の重要性等の周知を図
る。

21,432,105 10

30 県産業政策課 「匠の技」継承支援事業
優れた伝統技術の継承と若手技術者の育成を図るため
に育成指導者を配置し、中小企業等全体の振興につな
げる。

2,170,719 1

31 県産業政策課 秋田のものづくり情報発信事業

秋田県内で製造される全国レベルの工業製品等を展示
し、県産業品の情報発信を行うとともに、中高生や大
学生等これからの秋田を担う人材に産業製品等への理
解と体感してもらい場を提供する。

1,655,524 1

32 県地域産業振興課
エコカー買換補助制度等アドバイス
事業

環境対応車の普及を進めるため、専門相談員を配置
し、ユーザーに対する環境への意識付けを高める活動
を行うとともに、グリーン税制等の環境対応車の普及
促進に向けた制度等の周知を図る。

4,787,288 3

33 県地域産業振興課
首都圏マッチングアドバイザー配置
事業

首都圏企業の技術ニーズと県内企業の技術シーズの
マッチングを支援するアドバイザーを配置し、県内企
業の販路開拓の支援体制の強化を図る。

8,796,787 3

34 県商業貿易課 まちづくり起店強化モデル事業
消費者に支持される商店街、魅力ある個店の育成・支
援を行うための支援員を配置し、個店ローリング調査
等を通じて、商店街の再生を促す。

15,330,229 4

35 県食品産業課 農商工連携推進事業
企業活性化センターに「農商工連携推進員」を配置
し、県内の食品事業者や農林水産物の生産現場を訪問
しながら、情報収集やマッチングを行う。

4,938,845 1

36 県食品産業課
「秋田県の観光と物産展」全国売り
込み強化事業

新規百貨店に対する物産展開催の働きかけを行うとと
もに、ギフト関連国内見本市への出展業務を行う。

14,242,105 3

37 県食品産業課 食品産業未来戦略支援事業
マーケットインの考え方による県内食品企業の持つ強
みを活かした新商品開発を支援する。

11,352,459 2

38 県観光課 観光ビジネス創出推進事業
直接誘客に結び付く具体的観光関連ビジネスを創るた
め、観光ビジネス創出推進員を配置し、観光関連事業
を地域連携によりビジネスとして具現化させる。

6,680,005 2
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39 県観光課
秋田県北部広域観光案内業務委託事
業

十和田八幡平や森吉・阿仁などの観光資源を活用し、
青森・岩手方面からの新たな観光客を獲得するため、
白神山地の玄関口に当たる能代山本地域に拠点となる
観光案内機能を配備し、新たな観光需要の喚起を図
る。

11,000,000 4

40 
県資源エネルギー

産業課
環境リサイクル産業振興支援事業

エコタウンセンターに企業の受入調整、案内人の研究
支援等を行う人員を配置し、関連団体や地元団体と連
携して、環境産業観光と環境教育の推進を図る。

1,991,664 2

41 県雇用労働政策課
地域若者サポートステーション・サ
ポート事業

ニート等の若者に対する自立支援を行う地域若者サ
ポートステーションと連携し、合宿型の生活訓練や相
互交流支援、県北・県南の要支援者に対する巡回サ
ポートステーションを実施する。

13,745,960 6

42 県雇用労働政策課 中小企業雇用安定サポート事業
中小企業雇用安定助成金等の活用を図るため、申請等
をサポートする専門職員を配置し、企業の雇用維持へ
の支援を行う。

21,798,565 5

43 県建設交通政策課
秋田内陸縦貫鉄道沿線観光ＰＲ推進
事業

秋田内陸線の利用促進と地域の賑わい創出を図るた
め、沿線の魅力や観光資源、鉄道の歴史等を紹介する
者を配置する。

23,673,188 15

44 県教育庁総務課
あきたスクールサイトウオッチャー
事業

「学校裏サイト」の監視等を行う専門職員を配置し、
いじめや不登校など子供のトラブルにつながる具体的
事案に対処する体制を構築し、学校現場の対応を支援
する。

7,999,670 4

45 
県教育庁

幼保推進課
私立幼稚園子育て相談等支援事業

地域での子育て相談や預かり保育を実施している私立
幼稚園に対して、子育て支援活動の補助要員を配置し
て、子育て支援業務の強化を図る。

28,514,778 20

46 
県教育庁文化財

保護室
文化財保護のための茅葺き技術保存
事業

茅葺きづくりの建物を文化財として保護し、それらを
保存していくための技術者を育成するため、茅葺き技
術者を雇用し、実務訓練等をつみながら、伝統技術の
継承を図る。

11,794,409 4

47 
県鹿角

地域振興局
鉱山案内人育成・強化事業

史跡尾去沢鉱山の歴史や文化の紹介等を行う鉱山案内
人を配置するとともに、史跡を活用した体験型の観光
メニューの開発を行い、観光客の誘客を図る。

2,109,505 1

48 
県鹿角

地域振興局
鹿角地域イベント企画事業

鹿角地域への誘客促進を図るため、関係機関と連携し
て各種イベントや新たな体験型観光メニュー等の企
画・開発を行い、県内外への観光ＰＲ活動等を行う。

2,227,109 2

49 
県北秋田

地域振興局
地域再生を目指す大滝温泉プロジェ
クト支援事業

大滝温泉の再生と活性化を図るため、地域住民と協働
によるワークショップや意見交換会、フォーラム等を
開催するとともに、滞在型・体験型観光のモニターツ
アーの開催や温泉の情報発信等による誘客活動を行
う。

3,526,158 2

50 
県北秋田

地域振興局
バス路線等の公共交通を活用した県
北部広域観光ルート創設事業

県北部の各地域に点在する豊富な観光資源を路線バス
で結ぶ新たな観光ルートを創設するとともに、公共交
通と観光地とを結ぶＭＡＰ等を作成し、誘客拡大を図
る。

2,309,970 1

51 
県北秋田

地域振興局
ビジット・アキタ　映像プロモー
ション事業

大館・北秋田地域への海外観光客の誘客を図るため、
観光プロモーション映像を製作し、インターネット等
で国内外に配信するととともに、連動した新たな観光
サービス・商品の開発を行う。

3,998,706 2

52 
県山本

地域振興局
秋田杉材と和風空間の米国への販路
拡大事業

地域内企業と連携し、秋田杉を活用した新たな商品・
和風空間を米国へ売り込むためのサポート職員を配置
し、秋田杉材の販路拡大を図る。

3,179,709 3

53 
県山本

地域振興局
あきた白神着地型旅行商品造成事業

山本地域の新たな観光資源の掘り起こしや観光分野の
担い手育成を行い、体験・交流・滞在型の旅行商品の
企画・開発を行い、観光振興による地域の活性化を図
る。

5,186,384 2

54 
県秋田

地域振興局
地域に出かける水族館（ケイタリウ
ム）事業

男鹿水族館の魅力アップと観光地男鹿への誘客促進を
図るため、水族館の巡回展示やふれあい体験等を行
う。

4,349,852 3

55 
県秋田

地域振興局
菅江真澄を活用した観光振興事業

江戸時代の紀行家「菅江真澄」の記録・足跡を活用
し、モニターツアーの開催やＰＲ活動、マップやガイ
ドブック・関連ホームページの作成等を行うととも
に、地域住民等とも連携し、秋田・男鹿地域の観光戦
略を構築する。

2,638,650 1

56 
県由利

地域振興局
「由利で合宿」調査売り込み事業

スポーツ施設や周辺宿泊・観光施設の利活用等を図る
ため、合宿等誘致のための企画・調査等を行い、県外
の大学や高校等へＰＲ・誘致活動を行うほか、一般企
業に対しても職場研修の場としての誘致活動を行う。

2,366,234 1

57 
県由利

地域振興局
私の故郷づくり促進事業

秋田への移住促進と食を通じた秋田の良さをＰＲする
ため、首都圏住民を対象とした生活体験型旅行等の企
画・実施や空き屋情報の提供、首都圏で開催されるイ
ベント等での地元農産物のＰＲ活動等を行う。

4,508,572 2
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58 
県由利

地域振興局
知能制御機器設計技術開発支援事業

新たな産業構造への転換を図るため、産学官の連携に
よる介護福祉機器等の試作品の開発と、実用化に向け
ての設計技術者の養成を行う。

9,948,860 13

59 
県仙北

地域振興局
秋田県仙北地域滞在型観光情報発信
事業

仙北地域への観光客の誘客拡大を図るため、地域内の
滞在型観光メニューを体験レポートとして映像化する
とともに、インターネット等で配信し、仙北地域の観
光ＰＲを行う。

2,358,510 3

60 
県平鹿

地域振興局
中山間地（里地里山）観光魅力向上
事業

農山村集落の再生と活性化を図るため、地域づくり
コーディネーターを配置し、地域住民との連絡調整や
座談会等の企画・実施、地域の歴史・文化・食・温泉
等のブラッシュアップと情報発信等を行う。

3,841,829 2

61 
県平鹿

地域振興局
地産農産物販売・観光拠点化事業

地元農産品をテーマに観光客の誘客を図るため、道の
駅を拠点として農産物等の展示や商品紹介等を行うと
ともに、誘客に向けた新たな観光商品の企画等を行
う。

3,004,412 2

62 
県平鹿

地域振興局
中山間地農業新展開トライアル事業

農業による山内地域の振興を図るため、道の駅を核と
して農産物や観光のイベントを開催するとともに、
「いぶりがっこ」（漬物）づくりやそば打ちの体験、
地元農産物を活用した新たな加工品・メニュー開発、
オーナー制による地元農産物の農園事業などを行う。

2,107,301 4

63 
県雄勝

地域振興局
こまちの郷の観光案内所パワーアッ
プ事業

県南の玄関口湯沢市にある道の駅「おがち」に観光案
内人を配置し、観光情報の発信と観光物産情報のホー
ムページ運営等を行い、観光客の誘客拡大を図る。

3,637,578 3

64 
県雄勝

地域振興局
地域活性化を目指す秋の宮温泉郷プ
ロジェクト支援事業

秋の宮温泉郷の活性化と誘客を図るため、活動主体と
なる組織作りを行うとともに、地元農商工関係者との
連携や地産地消をテーマにした新たな観光事業創出、
季刊情報紙の発行等を行う。

4,497,767 3

65 秋田市 観光情報整備・発信等事業
県外からの観光誘客と地元企業の販路拡大を図るた
め、観光資源の洗い出し及び特産品の発掘調査を実施
する。

5,040,000 2

66 秋田市
河辺・雄和体験型観光資源等発掘事
業

地域資源を活用した観光客の誘客を図るため、カヌー
や自然体験など体験型ツアーの企画・開発を行う

5,227,000 2

67 秋田市 まちの駅推進モデル事業

秋田駅前に「まちの駅」を設置し、市民や観光客に対
し、イベントや観光等の情報提供を行うとともに、ま
ちづくりに関する情報交換やネットワークづくり等を
行う。

7,486,500 4

68 秋田市 秋田駅周辺にぎわいづくり推進事業

市民交流施設「アルヴェ」の賑わい創出と秋田駅東西
の人の流れを促進させるため、アルヴェへのイベント
誘致や施設のＰＲ活動等を行うほか、フリーマーケッ
トの企画・実施等を行う。

2,998,800 3

69 秋田市 放課後子どもプラン児童受入促進事業
児童館、学童クラブ等が未設置の児童の安全・安心を
図るため、既設学童クラブ等への児童の送迎や指導、
クラブ運営の企画等を行う専門職員を配置する。

1,427,217 2

70 秋田市 スポーツ振興マスタープラン策定等事業
市民のニーズに対応したスポーツ教室の開催や指導者
の育成等を図るため、新たなスポーツ振興プランの作
成に向けた企画・調査研究等を行う。

3,485,287 2

71 秋田市 排泄物有効活用調査事業
動物から排泄される糞等の利活用を図るため、堆肥等
へのリサイクル化の調査・生産を行うほか、地元農家
に対して利用促進に向けたＰＲ活動を実施する。

5,253,944 2

72 秋田市 竿灯まつり調査事業
竿燈まつりの魅力アップや、効果的なＰＲ等を行うた
めの調査研究等を行うとともに、まつりの運営を円滑
に行うためのマニュアル作成等を行う。

4,697,700 2

73 秋田市 観光情報等充実事業
市内全域の観光地、史跡、景勝地等を「秋田市バー
チャル観光」としてＷｅｂ上で公開し、インターネッ
トの活用による観光ＰＲと誘客を図る。

6,294,875 3

74 秋田市 スポーツホームタウン構想推進事業

プロバスケットボールチームの発足を契機に、スポー
ツをまちづくり・地域活性化の核とするため、情報誌
の発行やスポーツイベントの開催、運営ボランティア
の養成等を行うほか、既存の地元スポーツクラブの連
携体制づくりを進める。

12,295,297 5

75 秋田市 地域特産品等販売促進事業

地元農産物や秋田市地域特産認定品等のブランド化と
販路開拓に向けた調査・研究を行うとともに、地元農
産物を活用した新たな商品開発の調査・企画等を行
う。

3,595,000 2

76 秋田市 あきた市民農楽校（仮称）開催事業
生産者、市民が参加する「あきた市民農楽校」を開設
し、農業活性化に向けた学習会や意見交換等を行うと
ともに、食育教室の企画・実施も併せて行う。

3,454,296 3
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77 秋田市 農村資源活用促進事業
農村での暮らし体験や都市住民との交流促進を図るた
め、受け入れ農家の確保や農村体験メニューの企画開
発を行う。

3,757,000 2

78 能代市 能代街なか元気再生事業

衰退する中心市街地の活性化を図るため、中心市街地
活性化事業の企画、調整や駅前の空き店舗を利用した
まちなか交流、中心市街地の再開発に向けた調査・計
画策定等を行う。

22,871,401 8 

79 能代市 不作付け水田活用推進事業

不作付け水田の荒廃度の調査と、所有者に対する再活
用に向けた意向調査を行い、それを基に遊休水田再活
用計画を策定し、農地の集積等による水田の永続的な
活用を図る。

4,840,569 3 

80 能代市 スポーツコミュニティ活性化事業

地域におけるスポーツ人口の底辺拡大を図るため、総
合型スポーツクラブ等の設立等や各種スポーツ教室や
スポーツイベントの企画、実施等を行い、地域の活性
化につなげる。

2,814,614 1 

81 能代市 木材資源利活用促進事業

木材産業の振興と未利用の木材資源の有効利用を促進
するため、山林等に放置されている木材や枝葉等を収
集し、山林の荒廃を防ぐとともに、収集した木材等
は、バイオマス発電の燃料として再利用し、資源循環
を図る。

7,773,680 2 

82 能代市
市民活動支援センター「市民交流サ
ロン」設置事業

市民・市民団体・行政間の交流・協働を促進するた
め、市民交流サロンを設置し、団体の活動内容や行政
情報の提供を行うほか、自主講座の開催、交流の場や
活動スペースの提供等を行う。

4,304,991 3 

83 能代市 秋田スギ販路拡大システム確立事業
木材産業の振興を図るため、品質や規格、仕様を統一
し、生産から製品管理・販売までワンストップで対応
する木材の販路拡大システムづくりを行う。

5,494,333 3 

84 横手市 地域の安全・安心確保事業

地域の安全・安心、児童生徒の下校時の治安対策とし
て、防犯灯・街路灯の現状調査を行未整備地域の状況
把握し、改善に向けて取り組むとともに、防犯パト
ロールを行う地域ボランティアとの連携も検討しなが
ら、地域の安全・安心の確保を図る。

12,865,650 5

85 横手市 公有財産利活用促進事業

市所有の公有財産を広く市民等に利活用してもらうた
め、公有財産の実態把握とデータ化を行い、ホーム
ページでの情報提供や施設の検索・予約機能等を兼ね
備えたシステム構築の準備作業を行うなど、市民の利
便性を向上させる取り組みを推進する。

30,410,344 16

86 横手市 フィルムコミッション活動事業

映画等の撮影場所誘致に向けて、映画・ドラマ・ＣＭ
等のロケ撮影の対象になりそうな市内の施設や風景等
を映像を含めてデータ化し、フィルムコミッション活
動の支援体制の構築を進め、地元産業の活性化等を図
る。

4,592,000 3

87 横手市 観光案内人育成事業
市内全域をガイドできる観光案内人を育成し、観光総
合案内の体制整備と誘客の拡大等による観光振興を図
る。

5,273,000 2

88 横手市 コミュニティＦＭ放送局準備事業

生活情報から地域ニュース、行政情報、観光情報、防
災情報など幅広い情報を住民に提供するコミュニティ
ＦＭの放送局開設に向けて、調査・企画立案等の準備
作業を行う専門職員を配置し、地域の情報メディアの
充実を図る。

3,225,000 3

89 横手市 障がい者作業施設製作品新規開発事業
障害者の自立と収入の安定確保を図るため、障害者が
製作する新たな製品の企画・開発を行い、製品の情報
等を各授産施設等に提供する。

5,657,680 4

90 横手市 大学連携による教育資源活用事業

大学の持つ教育資源や知的資源、社会貢献活動を活用
し、地域の課題解決につなげるため、県内大学の公開
講座の開催や子供らを対象とした学習教室等の実施、
市内企業と大学との共同研究や技術開発にむけた支援
を行う。

1,946,648 1

91 横手市
「蔵のある町」増田観光拠点機能強
化事業

増田地域の観光資源である「蔵」を活用し、観光客の
誘客を図るため、観光拠点施設に案内人を配置し、観
光客への情報・サービスの提供、特産品等のＰＲを行
う。

774,706 1

92 大館市 遊休農地等利活用調整業務委託
遊休農地、耕作放棄地の面的集積による利用調整業務
委託を実施し、地域農業の持続的発展を推進する。

14,070,000 4 

93 大館市 市有林間伐材収集利活用事業
木質バイオマスの有効利用を図るため、間伐材を収
集・搬出し、ペレット化を図るための技術職員を配置
する。

9,670,782 5 

94 大館市 曲げわっぱづくり体験事業
伝統工芸品である「大館曲げわっぱ」の手つくり体験
教室等を通じて、その魅力を広くＰＲするため、曲げ
わっぱつくりの指導者の育成等を図る。

5,145,000 3 
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95 大館市 体験型観光商品企画事業

地域の特産物・伝統工芸品である「きりたんぽづく
り」や「曲げわっぱづくり」などを組み入れた体験型
観光商品を新たに開発し、誘客の拡大を図るととも
に、観光ホームページを充実させ、季節ごとの最新情
報を広く発信していく。

5,250,000 2 

96 大館市 大館市観光物産プラザ運営事業
観光名所やイベントの案内、物産・土産品の展示販売
等を行う観光物産プラザを設置し、その運営等に携わ
る専門職員を配置し、観光振興を図る。

10,055,200 3 

97 大館市 中心市街地にぎわい創出事業
中心市街地の活性化を図るため、商業・コミュニティ
施設を設置し、地域情報の発信や地元産品の手作り体
験、市民の憩いの場の提供等を行う。

7,770,000 5 

98 大館市 街なかコミュニティサロン事業
空き店舗を活用してコミュニティサロンを設置し、観
光客や地域住民の交流の場を提供するとともに、商店
街の情報発信も行い、賑わいを創出する。

1,811,250 1 

99 大館市 障害者就労促進事業
障害者の自立促進を図るため、就労相談、就業のため
の生活援助等を行う専門職員を配置する。

1,237,486 1 

100 男鹿市 観光誘客宣伝事業

観光案内所や観光拠点に観光案内人を配置し、観光客
等へのガイド案内を行うとともに、各種キャンペーン
やイベントにも積極的に参加し、観光誘客活動を図
る。

13,614,264 5

101 男鹿市 物産販路拡大事業

男鹿の観光や物産等を紹介するフリーペーパーを発刊
し、県内外に広く情報発信をおこなうとともに、物産
の販路拡大と特産品のブランド化に向けた各種イベン
トに参加し、地域活性化と観光誘客を図る。

16,043,128 5

102 男鹿市 体験型観光メニュー従事者養成事業
「なまはげ」の面の色塗りやケデ作り等、観光客等が
男鹿温泉郷周辺の伝統・風習を体験できる場を提供す
るとともに、新たな土産品等の企画・開発を行う。

3,445,430 3

103 男鹿市 観光物産開発事業
自家消費していた魚類などを材料にした新たな加工品
の企画・開発を行う。

5,504,383 3

104 湯沢市
伝統的工芸品「川連漆器」産業振興
事業

川連漆器伝統工芸館で漆器の実演コーナーを開設し、
実演や体験教室の講師、資料展示コーナーでの説明な
どを担当する技能者を確保する。

3,045,000 1

105 湯沢市 雇用創出プラン周知・募集事業

それぞれの業界が課題としている、研究開発、商品
化、販路開拓事業に当たらせる要員を雇用し、地域活
性化のためのニーズの把握と新規事業の発掘等を図
る。

7,975,501 2

106 湯沢市 廃食用油リサイクル推進事業

廃食用油回収業者に食用油の使用量等のチェック、広
報ＰＲ等の情報発信等を委託し、廃食用油が、地域内
の燃料として利用されるような循環システム構築を図
る。

7,097,710 2

107 湯沢市 電子部品産業活性化事業
電子部品製造関連会社の異業種への参入や電子部品を
活用できる手つかずの分野での部品製造等の新しい取
り組みを委託する。

20,251,142 12

108 湯沢市
ブランド米「あきたこまち」を使用
した米麺の新商品開発・販路拡大事
業

安全で安心な米麺の新商品開発やお土産品・贈答品等
としての販路拡大のための事業を委託する。

15,933,830 6

109 湯沢市
清酒製造副産物（米糠）の新規成分
解明及び培養研究事業

現生産・販売している食用品米糠発酵素材と並行して
多目的用途米糠発酵素材の生産・販売に向けた研究開
発を委託する。

6,017,149 2

110 湯沢市
地域資源を有効活用した新たな商品
の開発・販路開拓事業

農林水産物や観光資源等地域資源のニーズの把握を実
施し、新たな販路開拓が非常に重要なため、市場、顧
客分析、オリジナルＣＳの確立を実施するための事業
を委託する。

2,352,352 2

111 湯沢市
学校支援員配置事業（特別支援学級
支援員）

市内小中学校の特別支援学級に支援員を配置し、児童
生徒の学校生活全般における生活支援を行う。

15,743,200 5

112 湯沢市
学校支援員配置事業（情報教育支援
員）

情報教育支援員を配置し、市内小学校で実施するパソ
コンを活用した授業や教材の作成、ホームページ更新
の支援を行うほか、小中学校の図書資料のデータベー
ス化を図る。

18,652,459 5

113 湯沢市 雄勝地域各種体育大会等委託事業
地域社会におけるスポーツの振興と文化的活動の発展
に寄与するため、雄勝地域各種体育大会及びスポーツ
スクール・サークルの開催・企画運営等を行う。

3,517,500 1

114 湯沢市 地域情報発信事業
地域の祭りやイベント、旬の情報を映像化するととも
に、地域内外に情報発信するため、インターネットや
観光施設等で配信・放映する。

3,311,764 2

6 / 11 ページ



番号
実施主体

（県担当課名）
事　　業　　名 事　　業　　内　　容 事業実績額

新規雇用者数
（延人数）

（円） （人）

平成２１年度秋田県ふるさと雇用再生臨時対策基金事業　事業実績

115 湯沢市 地域資源を活用したまちづくり事業

県指定文化財である旧雄勝郡会議事堂を活用し、まち
づくりイベントの開催や各種文化資料等の展示を行う
ほか、まちづくりの取り組みや地域の人材、歴史的建
造物、自然などを紹介する情報誌を発行する。

1,732,258 2 

116 鹿角市 精神障害者ナイトサービス事業
通所施設において、夜間（17時～23時）に精神障害者
の生活相談等を行う生活支援を実施する。

8,100,557 3

117 鹿角市 着地発信型旅行商品造成事業
農林業、商工業などと連携し、地域資源の組み合わせ
あるいは発掘し、地域独自の体験型の旅行商品を提供
する。

5,242,530 2

118 鹿角市 特産品ネット販売事業
楽天市場で特産品販売をしている事業組合内で広く地
域の特産品を収集・紹介し、販売・発送・事務手続き
を行う。

1,332,570 1

119 鹿角市 八幡平地域観光関係組織一本化事業
現在、３組織ある観光関係組織を一本化することで地
域一体となった誘客活動が行えるよう、新たな組織を
立ち上げ、専従職員を雇用して運営を行う。

2,868,234 1

120 鹿角市
まちの案内人ビジネスモデル構築事
業

まちの案内人協議会が自立してガイド事業を展開でき
るようビジネスモデルを構築するため、専従の事務員
を配置するとともに、他の市内ガイドの一本化を目指
す。

1,875,877 3

121 鹿角市 スキー人口拡大事業
スキーのまち構築のためのローラースキー及びスキー
の指導及びコースの維持管理を行う。

2,737,980 1

122 鹿角市 障害児通学（通園）支援事業

比内養護学校かづの分校へ通学している児童・生徒、
重症心身障害児（者）通園事業の利用者で、事情によ
り家族が登下校時の送迎ができない児童等に対する送
迎サービスを実施する。

5,349,580 2

123 鹿角市 「淡雪こまち」のブランド推進事業
「淡雪こまち」の加工・業務用需要の可能性を模索
し、地域独自の付加価値をもった特産品等を開発、販
路開拓を行う。

2,592,951 1

124 鹿角市 体育協会法人化事業
体育協会のＮＰＯ等法人化に向けて、新たに事務局員
を雇用し、スポーツ活動の普及強化や、新たなスポー
ツ活動の掘り起こしを進める。

1,446,428 1

125 鹿角市
かづのde“ふるさとライフ”ビジネ
ス創出事業

地域の自然や特色ある食材・伝統文化とのふれあい、
空き家を活用した農業体験・居住体験等を提供する新
たな交流居住メニューの商品化を行い、新たなビジネ
ス創出を図る。

1,969,521 3

126 鹿角市
資源循環型ビジネス雇用創出支援事
業

廃食用油から再生可能な燃料として生成されるバイオ
ディーゼル燃料の品質を、高水準で安定確保するた
め、専門オペレータを配置する。

1,877,110 1

127 鹿角市 集落営農経営確立実証モデル事業

これまで主に廃棄処分されていた規格外の「枝豆」
を、付加価値をつけた「ムキマメ」として加工処理
（１次加工）し、加工用原料として販売に結びつける
とともに、他の野菜も業務用冷凍野菜として供給でき
るよう体制づくりを進める。

6,352,633 4

128 鹿角市 新たな食と癒し空間創出事業
新たな特産品の開発と観光客の誘客を図るため、豊富
な温泉熱を利用したピーナツもやしの栽培と岩盤浴を
活用した癒し空間を提供する。

1,321,895 3

129 鹿角市
受発注拡大・コア技術開発コーディ
ネート事業

地域企業の受注増大と経営基盤の安定強化を図るた
め、企業各社が有する技術を横断的に活用した共同受
注の体制の構築と新たなコア技術の開発、人材育成を
行う。

113,663 1

130 鹿角市 物産販路拡大事業
鹿角地域の観光と物産の振興を図るため、小売業者等
を対象としたモニターツアーや商談会の開催、特産品
の宣伝・販路開拓等を行う。

613,421 1

131 由利本荘市 アンテナショップ開店事業
空き店舗を利用して、障害者の自立支援に向けた創作
活動の指導等を行う。

2,732,379 1

132 由利本荘市
地域産業活性化に向けた人材雇用事
業

企業経営や技術相談・支援に対応できるコーディネー
ターを配置し、企業訪問等を通じて企業の情報やニー
ズ等の収集を行い、地域企業の支援を行う。

5,552,051 2

133 由利本荘市 情報化基盤整備事業
情報化専門職員を配置し、巡回やＩＴ講習会等を通
じ、継続的な指導を行い、ＩＴ化が遅れている地元商
工業者を支援する。

1,297,293 1

134 由利本荘市 パソコンインストラクター養成事業
パソコン講座の企画及び実施を行う事務担当者を雇用
し、合わせて資格を取得させて、指導員の確保を目指
す。

2,108,607 1
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135 由利本荘市 おばこ号ホスピタリティ向上事業
車掌業務・高齢者・身障者の乗降手助け・団体客のも
てなしなどを行う乗務員を配置する。

7,224,336 4

136 由利本荘市 本荘清掃センター安全確保対策事業
ゴミ処理の効率化と施設利用者の安全確保を図るた
め、専門職員を配置して、前処理機器の運転操作や施
設への受け入れ誘導を行う。

4,137,000 3

137 由利本荘市
地域農産物直売所販売員確保事業
（東由利）

地産地消を推進する農産物直売所で、農産物の販売及
び管理に携わる専門職員を配置し、地域農産物のＰＲ
と販路拡大を図る。（旧東由利町地域）

1,604,288 1

138 由利本荘市 アワビの保育士育成事業
アワビ養育の研究員を確保し、アワビの養殖の研究・
開発に取り組む。

631,050 1

139 由利本荘市 学校ホームページ等整備事業
小中学校に情報支援員を配置し、情報機器の活用補助
やホームページ等の制作補助等を通じて、教育活動の
充実を図る。

20,001,727 15

140 由利本荘市 地域特産品販路開拓事業

岩城地域特産のプラムを活用したワイン、シャーベッ
ト、ワインゼリー等の販路拡大を図るため、小売業者
等への売り込み強化を図るとともに、観光施設や
ショッピングモール、各種イベントでの試飲・提供等
を行い、新規顧客の掘り起こしを行う。

2,920,914 2

141 由利本荘市
大内地域農産物直売所販売員確保事
業

地産地消を推進する農産物直売所で、農産物の販売及
び管理に携わる専門職員を配置し、地域農産物のＰＲ
と販路拡大を図る。（旧大内町地域）

3,308,550 2

142 由利本荘市
西目地域農産物直売所販売員確保事
業

地産地消を推進する農産物直売所で、農産物の販売及
び管理に携わる専門職員を配置し、地域農産物のＰＲ
と販路拡大を図る。（旧西目町地域）

2,121,518 2

143 由利本荘市
鳥海地域農産物直売所販売員確保事
業

地産地消を推進する農産物直売所で、農産物の販売及
び管理に携わる専門職員を配置し、地域農産物のＰＲ
と販路拡大を図る。（旧鳥海町地域）

1,373,202 2

144 由利本荘市 学校図書館活用促進事業
各学校の図書館に補助員を配置し、生徒の学習活動等
のサポートを行うほか、図書等のデータベース化など
を行い、学校図書館の活用の充実を図る。

23,288,562 28

145 由利本荘市 図書登録事業

図書館・図書室の図書登録事務に補助員を配置し、蔵
書や図書情報のデータベースの作成・整備を行い、図
書館利用者の利便性の向上と蔵書等の有効活用を図
る。

1,912,903 1

146 由利本荘市
資料館の収蔵資史料の整理・保存業
務委託事業

資料館の未整理資史料のデータベースの作成・整備を
行い、収蔵資史料の有効活用と住民へ資史料の情報発
信等を図る。

3,749,802 2

147 由利本荘市 鳥海高原観光推進員設置事業

鳥海山麓のガイド役を担う観光推進員を配置し、
「滝」「高原」「湿原」など鳥海山麓の新たな魅力を
満喫できる鳥海山麓トレッキングマップを作成・提供
等し、観光振興と情報発信を行う。

2,856,156 1

148 由利本荘市
鳥海山麓観光資源グレードアップ事
業

鳥海山の観光資源を総合的にガイドする観光案内人を
雇用し、観光マニュアルや観光マップの作成及び鳥海
山を含む周辺の観光案内を行う。

4,147,685 2

149 由利本荘市 ふるさと資源再生育成事業

ふるさと資源を再生して、農産物等の新たな市場開拓
を図るための専門職員を配置し、地域農産物の販路開
拓や新たな加工品の開発、地域に伝わる伝統工芸品の
製作技術の継承等を図る。

1,944,600 1

150 由利本荘市 鳥海の恵みまるごとパック事業
矢島地域の特産品であるジャージー乳製品や松皮もち
等の販路開拓のため、専門職員を配置し、販売ルート
を確立する。

3,743,909 2

151 由利本荘市 東由利地域観光活性化推進事業

東由利地域の地場産品の販路拡大と誘客等を図るた
め、山菜や地場農産物を活用した新たな特産品の企
画・開発を行うとともに、農業体験等の体験型ツアー
を組み合わせた新たな観光商品の企画等を行う。

1,157,716 1

152 由利本荘市 岩城地域観光客誘致強化事業

道川漁港に隣接する「道の駅岩城」や天鷺郷を核とす
る新たな観光商品の開発や観光イベントの企画・実施
を行い、観光客の誘客拡大と観光産業の活性化を図
る。

709,590 1

153 大仙市
地域ＷｅｂサイトのＳＥＯ対策によ
るビジネス活用支援事業

地域企業のホームページを効果的に事業活動に活用で
きるようにするため、検索エンジンの最適化対策を指
導する人員を配置し、企業への支援を行う。

3,496,767 2

154 大仙市 ＮＰＯ等支援事業

ＮＰＯ等自主的に活動している団体を支援するため、
活動内容等を紹介する情報誌を毎月発行するほか、外
国人住民が安心して暮らせるよう外国人向けの生活情
報等の提供も行う。

3,169,490 2
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155 大仙市
チャレンジアップ介護職就業支援事
業

介護施設等の就業を希望する者に対して、介護施設で
の実技を通じて介護技術の向上を図るほか、介護職の
資格取得に向けた支援を行う。

10,464,971 12

156 大仙市
大仙市指定文化財等の公用活用によ
る地域活性化拠点づくり推進事業

市指定文化財等に対する市民の理解度を高めるため、
啓蒙・普及活動の中核となる専門職員を雇用し、文化
財の案内や周知活動等を通じた有効活用を図る。

8,691,000 4

157 大仙市
民俗資料活用による展示・体験型施
設を中心とした地域活性化事業

市が保有する民俗資料等の調査を行い、それらを総合
的に展示等する民俗資料展示施設を立ち上げるため、
専門職員を配置し、学校教育や生涯学習の場及び観光
客に対する体験型施設としての活用を図る。

10,279,935 5

158 大仙市
楢岡焼大杉古窯出土遺物の整理・公
開により地域振興を図る事業

文化遺産である楢岡焼大杉古窯出土遺物を整理、分類
し、図録集を作成する専門の職員を配置し、資料館で
の展示をおこなうとともに、楢岡焼の解説や製作体験
指導者としての育成も図る。

7,329,011 5

159 大仙市 耕作放棄地等利活用調整事業

耕作可能な未利用の水田・畑地等の有効活用を図るた
め、耕作放棄地の調査を行い、耕作再開に向けた所有
者と認定農業者、集落営農組織等との利用調整等を行
う。

9,944,066 6

160 北秋田市
北秋田市もの作り・観光産業支援事
業

地場産品・特産品等の提供・ＰＲや、新たな特産品の
開発、観光客の誘致等を行う専門職員を配置し、市の
もの作り・観光産業等を支援する体制を構築し、地域
産業の活性化を図る。

29,767,460 14 

161 北秋田市 新農業ファッション創出事業

衰退する縫製業を再生するため、商品の展示会やイベ
ントの開催、インターネットを活用した情報発信等を
行い販路拡大を図るとともに、新たな縫製ブランド創
出に向けたマーケティング調査等を行う。

1,254,580 2 

162 にかほ市 白瀬南極探検顕彰推進事業

白瀬南極探検に関する資料収集等を行う人員を雇用
し、白瀬南極探検に関する知識の習得と探検隊の功績
等の情報発信を行うことにより、地域文化の振興を図
る。

2,149,289 1

163 にかほ市 スポーツ施設活用促進事業

国体サッカー競技で醸成された地域の活性化と連帯感
をさらに進めるため、サッカー競技施設等を利活用し
たスポーツ教室の開催や指導者の育成等を行い、競技
スポーツや生涯スポーツの振興を図る。

16,991,625 5

164 にかほ市 四季の農産加工品特産化事業

特産農産物普及拡大支援員を配置し、農産加工品の開
発や販路拡大、地産地消の推進、消費者等への情報発
信等を通じて地域農産物利活用の充実を図り、農業農
村の活性化につなげる。

5,044,200 7

165 にかほ市 広域連携観光促進事業
観光ＰＲや観光客の受入体制の整備、観光イベントの
企画・開催等を行う専門職員を配置し、山形県側市町
村との広域的な連携も活用した観光促進を図る。

1,717,849 1

166 にかほ市 ITアドバイザー確保事業

日々複雑化する情報通信社会に対応するため、ITアド
バイザーを設置し、市民向けのパソコン教室の開催や
地デジ放送移行に対する相談等、市民・民間団体への
情報化支援を行う。

1,656,900 1

167 にかほ市 情報化基盤整備事業

商工業者を支援する情報化支援員を配置し、情報化基
盤の対応状況調査や研修会等の開催のほか、インター
ネットを活用した販路開拓や受注拡大等の支援を行
う。

2,912,761 2

168 にかほ市 要介護者支援・介護員育成事業
介護保険施設等で、介護未経験者等に対する実践的知
識や技術の習得を目指した実務訓練・研修等を実施
し、介護職員の育成を図る。

23,177,890 14

169 にかほ市 地域総合福祉推進事業

高齢者の見守り活動やいきがい活動の推進、福祉ボラ
ンティア活動や住民の支え合い活動等、地域福祉の
トータルケアの推進を図るための専門職員を配置す
る。

1,546,909 1

170 にかほ市 病院看護補助事業
看護補助員を雇用し、入院患者等の看護補助や研修等
を通じて、介護技術のスキルアップと人材の育成を図
る。

3,766,193 3

171 にかほ市 農業用水利施設保全事業

農業用水利施設等の現状調査の実施と排水経路等の
データベース化を行い、水利用者に対する水利調整や
施設の維持保全の指導等を行い、農業生産の安定化を
図る。

3,684,450 4

172 にかほ市 共同受注システム構築事業

部品製造会社等の技術力の売り込みと受注の増加を図
るため、企業連携による部品の製造や品質管理等の統
一化をはかり、受注拡大に向けた共同受注システムを
構築する。

19,540,570 12

173 にかほ市
にかほの「うめもの」づくり支援事
業

耕作放棄地・遊休農地の利活用による農産物の栽培や
畜産の飼育等を行うとともに、地場農産物を活用した
新たな特産品開発等を行う。

2,598,750 3

174 にかほ市 自然エネルギー普及促進事業
太陽光発電等の自然エネルギーの普及拡大を図るた
め、「普及促進支援員」を配置し、自然エネルギーの
導入効果や助成制度等の情報提供・周知を行う。

266,333 2
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175 にかほ市 廃瓦等リサイクル普及拡大事業
廃瓦や籾殻の再利用を図るため、破砕処理等によりリ
サイクルし、舗装材料や農業用材料としての活用を図
る。

228,847 1

176 仙北市
海外（台湾・韓国・香港等）観光宣
伝・誘客事業

海外観光客の誘致のため、海外向けのホームページ開
設と地域観光資源の掘り起こしを行い、そのＰＲ映像
を海外エージェント及び個人旅行者に対して直接情報
配信するとともに、海外へのプロモーション事業を展
開する。

5,475,397 2

177 仙北市 観光宣伝・誘客事業

観光客の誘客と産業の活性化を図るため、新たな観光
資源の発掘を行い、既存観光資源とともに地域内外に
情報発信するとともに、これらをデータベース化し、
映画やテレビ等のロケーション場所としての誘致活動
等を展開する。

2,359,384 2

178 仙北市
会議・コンベンション等誘客推進事
業

全国や東北、全県レベルの会議やコンベンション事業
等の誘致を図るため、受入体制の調査・研究・情報収
集を行い、県内外のエージェントや大学、企業等を訪
問し、会議やコンベンション、合宿等開催の誘致活動
を行う。

4,148,118 3

179 仙北市
自然体験プログラム運営・プロガイ
ド育成事業

田沢湖や駒ヶ岳等豊富な地域資源を活かしたトレッキ
ングやカヌー等の自然体験プログラムの企画・実施を
行うとともに、運営等を行うガイドの育成を図る。

2,977,226 2

180 小坂町 「菜々の油」販売推進事業
「菜々の油」を使用した新商品開発及び販路開拓を行
う。

1,479,975 1 

181 小坂町 介護予防事業
虚弱老人等の実態を調査し、介護予防教室の開催を通
じて、介護保険への移行を予防する。

3,713,762 2 

182 小坂町 小坂町バイオマスタウン推進事業 廃食油の回収､体験企画案内業務等を行う。 2,264,010 1 

183 小坂町
地域素材を活用した高付加価値商品
の開発事業

町の文化遺産等をデザインしたオリジナルの特産物や
土産品等の商品開発を行い、地域ブランドの確立と地
域の活性化を図る。

2,103,281 1 

184 小坂町 七滝観光案内事業
町中心部と十和田湖の間に位置する重要観光スポット
「七滝」に観光案内人を配置し、観光機能を強化し、
七滝及び十和田湖への誘客を図る。

1,695,000 1 

185 上小阿仁村 上小阿仁村スローツーリズム推進事業
特産の秋田スギの活用をメインにした新たな体験旅行
商品の開発を行う。

2,501,363 1 

186 藤里町 観光資源活性化事業
新たな地場産品の掘り起こしや販路の拡大、観光ヤナ
事業等、地域資源を活用した観光事業に係る人員を配
置する。

1,695,000 1 

187 三種町
農業による遊休地などの利活用とコ
ミュニティビジネス創出事業

農業への就業を希望する人々に対して、速やかな実績
研修を提供できる体制を整備し、継続的な雇用創出を
展開する。

21,078,970 8

188 三種町
森岳温泉の地域資源を利用したハウ
ス施設事業

観光地である森岳温泉の振興を図るため、地域資源で
あるカブトムシなどをハウス施設で養殖し、森岳温泉
訪れる観光客等へ無償で配布するとともに、新規農業
事業としての立ち上げ等に向けた調査研究を行う。

11,252,188 4

189 三種町
水耕栽培の導入による新たな農業活
性化事業

水耕栽培技術を活用した新たな農産物の試験栽培・研
究等を行うとともに、農家に対する栽培技術の情報提
供等を行い、水耕栽培の普及拡大を行う。

8,928,150 3

190 三種町
砂丘地を活用した新たな農産物栽培
事業

砂丘地を活用した新たな農産物の栽培・研究等を行
い、地域農家への栽培方法等の普及を図る。

7,492,850 4

191 八峰町
地域のものづくり技術を活用した新
商品開発・生産支援事業

作務衣３点セットを作成・販売するとともに白神シン
ボルマークをプリントし、地元のＰＲを図る

6,939,450 3

192 八峰町 継続商品券発行事業
期限を限定しない商品券を新たに発行し、商業活性化
を図るため、地元商工会に人員を配置し、商品券の発
行業務と普及啓発を行う。

4,120,200 1

193 八峰町
「アワビの里づくり」事業に伴う海
草類養殖事業

アワビなどの育成のための海草類の養殖等の実施検証
を行い、商品化につなげる。

3,745,350 2
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194 八峰町
白神ブランド商品の開発及び販路開
拓事業

「白神塩もろみ」の優位性を活用した白神ブランドの
商品開発を行い、販路の拡大を図るとともに、地域食
品関連企業への就職等の支援を行う。

5,271,000 2

195 八峰町
旅行商品開発及び地場産品を活用し
た料理開発事業

地域で生産される旬の食材を活用した、伝統料理、創
作料理等を開発するとともに、旅行会社との連携で観
光客の誘客を推進する。

5,466,300 2

196 八峰町
体験型観光プログラム開発実施及び
製造業・農業融合に伴う人材育成支
援事業

酒蔵を体験型観光プログラムの実践場として外部に開
放し、夏季の酒米栽培や、冬季の酒造り体験の企画開
発等を行う。

2,436,000 1

197 八峰町
町特産品（魚類）加工技術修得人材
育成事業

町の特産品である魚類に付加価値をつけ、新たな商品
づくりを進めるための人員を配置し、加工技術等の修
得と育成を図る。

1,414,350 1

198 五城目町 五城目町地域福祉総合推進事業

地域トータルケア推進及びシルバー人材センター育成
等に努めるための担当者を配置し、地域住民、ボラン
ティア、ＮＰＯなどの参加による新しい福祉コミュニ
ティづくりを図る。

3,012,000 2 

199 五城目町 五城目町農業強化対策事業

土壌分析業務等補助員、生産調整事務補助員、食育推
進事業補助員を配置し、転作田・畑の土壌分析等を通
じて五城目型農産物の開発等をはかるとともに、学校
給食の地場産品導入に係る情報等取りまとめ等を行
い、食育の推進を図る。

9,828,000 5 

200 大潟村
地場特産を活用したメニュー開発事
業

地場産野菜の生産出荷体制の整備するため、観光農園
を設置し、販売促進を図る。

9,568,782 2 

201 大潟村
ブランド加工品の開発及びグリー
ン・ツーリズムを活用した交流人口
拡大事業

村産の農産物の付加価値を高め、ブランド化し、広く
首都圏市場にＰＲ及び販売促進を図る。

27,401,948 6 

202 大潟村 営農指導支援事業
農家の経営安定を図るため、畑作物に対する新技術の
導入や野菜栽培技術の向上等に向けた指導を行う専門
職員を配置する。

1,930,534 1 

203 美郷町 美郷町特産品開発等事業
地域資源である湧水を利用した新たな特産品の開発を
行い、地域内外にＰＲし、販路拡大を図る。

2,764,880 2 

204 羽後町
安心・安全街づくりパトロール隊整
備事業

一人暮らしの高齢者や高齢者夫婦のみの世帯を巡回
し、安否確認を行うとともに、相談に迅速に対応でき
る体制を作る。

34,580,000 28 

205 羽後町 観光案内人育成事業
観光の核である「西音馬内盆おどり」の伝承と町内全
域をガイドできる観光案内人を確保・育成する。

1,447,229 1 

206 羽後町 茅葺民家保存・技術継承事業

地域の伝統文化である茅葺きづくりの建物を文化財と
して保護し、それらを保存していくための技術者を育
成するため、茅葺き技術者を雇用し、実務訓練等をつ
みながら、伝統技術の継承を図る。

2,476,331 3 

207 東成瀬村 生活相談・支援員派遣事業
高齢者世帯を対象に生活相談・支援員による相談や生
活支援を行う。

1,578,000 1 

208 東成瀬村 生ごみ堆肥化推進事業
家庭系生ごみを回収し、堆肥化施設において肥料にす
るための事業を行う。

9,640,000 6 

209 東成瀬村
地域資源を活用した商品開発と販路
拡大事業

地域の特色ある食材を活用した新たな商品開発と販路
拡大のための市場調査等を行い、地域特産品や地場農
産物のの販売・生産支援を図る。

1,852,000 3 

210 
湯沢雄勝広域
市町村圏組合

不燃ごみ等の搬入物再資源化支援事
業

不燃ごみの中からガラス残渣や陶磁器類等を回収し、
再資源化を図るための技術職員を雇用し、年間を通じ
たリサイクル率の向上と最終的な埋立物の減少を図
る。

24,578,099 7 

1,554,244,056 864

※周知・広報及び管理運営等に要する経費は除く。

合　　　計
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