
番号 事　　業　　名 事　　業　　内　　容 事業区分

1 県公文書館
県政資料の目次情報デジタルデータ化事
業

公文書館が所蔵する県政資料の目次情報のデジタルデー
タ化を行い、利用者に供する。

直接実施 3,045,862 5 

2 県公文書館
古文書のマイクロフィルム化・複製本作成
事業

公文書館が所蔵する古文書のマイクロフィルム化及び複製
本の作成を行い、利用者に供する。

委託 25,649,404 16 

3 県公文書館 公文書のマイクロフィルム複製化事業
公文書館が所蔵する公文書のマイクロフィルムを複製し、利
用者に供する。

委託 17,325,000 12 

4 県税務課 緊急滞納整理強化事業

滞納者等に対する電話催告、法人課税客体補足、事前調
査等の範囲を拡大し、これに従事する補助員を配置すること
によって集中的に滞納整理を強化し、併せて正職員の滞納
整理の強化・効率化を図る。

直接実施 3,981,205 7 

5 
県学術国際

政策課
大学連携・地域貢献推進事業

県内大学等高等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企画・運営に従事させ
る。

直接実施 2,301,909 2 

6 
県学術国際

政策課
県有地環境整備事業

学術国際政策課が大潟村に所管する県有地（現状未利用
地）について、敷地内の雑草木の刈り払いとその処分等を行
うことで、地域に望ましい景観を作り上げる。

委託 2,125,830 10 

7 
県学術国際

政策課
木材産業等就業スキルアップ事業

秋田県立大学木材高度加工研究所に研究補助員を配置
し、残廃材を利用した新素材の開発や間伐材の新たな利活
用方法の研究などの業務に従事させる。

委託 6,858,073 8 

8 県科学技術課
産業技術総合研究センター研究補助員
確保事業

産業技術総合研究センターに研究補助員を配置し、輸送機
産業に関連する安価で高機能な加工具の開発実験や文献
の整理などの業務に従事させる。

直接実施 2,565,028 3 

9 県科学技術課
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。

直接実施 13,033,602 17 

10 県科学技術課 食パターン分析による高血圧対策事業

健康環境センターに研究補助員を配置し、高血圧予防のた
めの食生活改善方法の提案を行うことを目的とした試験研究
におけるデータの集計及び解析などの業務のほか、健康・
栄養調査や塩分濃度分析に関する業務に従事させる。

直接実施 1,720,910 2 

11 県科学技術課 高品質純米酒開発推進事業
秋田県産の高品質純米酒の開発を推進するため、研究補
助員を配置し、県産酒米「秋田酒こまち」と相性の良い醸造
微生物の選抜等を行う業務に従事させる。

直接実施 1,081,410 1 

12 県科学技術課 漁獲情報電子データベース化事業
水産振興センターに研究補助員を配置し、現在、紙ベース
で保存している平成９年度以前の各漁協の漁獲情報の電算
入力及び解析などの業務に従事させる。

直接実施 459,662 1 

13 
県医工連携

プロジェクトチーム
医工連携ネットワーク支援事業

医工連携推進の核となる秋田大学に、医工連携アシスタント
を配置し、医療と工学の橋渡し実務など医工連携ネットワー
クの運営に従事させる。

直接実施 3,011,964 4 

14 県情報企画課 電子申請簡易様式作成事業
イベント申込みなどをパソコンのほか携帯電話でも可能とす
る簡易な電子申請様式の作成業務に従事させる。

直接実施 882,107 2 

15 県調査統計課 統計調査員情報整備事業
平成２２年国勢調査や農林業センサス等の調査員確保に向
け、県と市町村の統計調査員台帳の照合を行い、調査員
データの整備を図る。

直接実施 2,994,584 5 

16 県福祉政策課 車いす駐車場利用等実態調査事業
車いすマーク駐車場に関する民間施設及び公共施設の利
用実態を調査する。

委託 8,713,505 120 

17 県子育て支援課 両立支援促進員活動事業
仕事と子育ての両立支援制度や一般事業主行動計画の策
定の啓発を行う両立支援促進員を配置し、個別企業への訪
問活動を行う。

直接実施 8,574,791 6 

18 県健康推進課
特定疾患治療研究データベース整備事
業

特定疾患医療受給者証交付申請書に添付される臨床調査
個人票データを入力する。

直接実施 5,264,694 11 

19 県健康推進課 発熱相談体制強化事業
新型インフルエンザ対策として、感染拡大期における発熱等
相談の対応業務を行う。

直接実施 6,014,933 6 

20 

県安全・安心
まちづくり推進室・

県警本部
交通企画課

高齢者安全・安心アドバイザー事業

「高齢者安全・安心アドバイザー」を警察署に配置し、各アド
バイザーは交通安全や振り込め詐欺等の犯罪被害及び消
費者被害等を防止するため、高齢者宅を訪問し情報提供や
アドバイスを行う。また、関係機関団体等と連携し、地域にお
ける見守り活動等のボランティア活動を支援する。

直接実施 39,629,449 73 

21 
県安全・安心

まちづくり推進室
消費生活相談員育成事業

生活センターに消費生活相談補助員を配置し、消費生活に
関する相談や消費者庁設置に伴い新たに開催する研修会
等の資料作成などの業務に従事させる。

直接実施 657,238 1 

22 
県八郎湖環境

対策室
生活雑排水流出マップ作成及び流出防
止事業

生活雑排水の水系流出者マップを作成し、戸別訪問による
実態調査を行う。調査において高齢、障害等のため対応が
困難と判断される世帯について生活雑排水(し尿以外)の水
系への流出を防止する。

委託 54,126,450 60 

23 
県八郎湖環境

対策室
湖辺景観生物多様性回復事業

かつて藻場を形成し、生物多様性を有していた八郎湖辺に
おいて、残存する周辺水路の藻を採取し、栽培・植栽・藻場
環境保全を行うことで、藻場の回復を行う。これにより、良好
な景観と生物多様性を回復させ、水質浄化に寄与する。

委託 28,346,850 10 

24 県自然保護課 寒風山草原景観保全事業 寒風山の木竹等の刈払いを行う。 委託 12,600,000 20 

25 県自然保護課 国立公園登山道等保全事業 国立公園登山道等の刈払いやゴミ拾い等を行う。 委託 2,450,000 5 

26 県自然保護課 里山環境保全事情 里山環境保全のため里山林の環境整備を行う。 委託 1,127,700 3 

27 
県水田総合

利用課
土壌浄化植物利用研究推進事業

Ｃｄを高度に吸収させた土壌浄化植物を活用してバイオエタ
ノール化するとともに、その過程で分離したＣｄを除去する技
術を確立するため、研究補助員を配置する。

直接実施
大学法人

3,172,758 3 

28 
県水田総合

利用課
土壌汚染対策地域スクリーニング調査委
託事業

カドミウムによる土壌汚染対策地域指定に向けた新たな調査
のためのスクリーニングを行うため、土壌及び玄米の試料採
取と分析を委託する。

委託 12,803,102 14 
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29 
県農畜産
振興課

先進技術利用研究推進事業
野菜・花き・果樹・きのこ等の施設栽培における、ＬＥＤを活
用した生育制御・環境制御技術研究の補助員を配置する。

直接実施 1,083,416 2 

30 県農地整備課
治山・農地地すべり防止施設位置情報作
成事業

山間奥地に点在している地すべり防止施設を現地で適切に
維持管理するため、ＧＰＳ端末により位置情報を座標で特定
する。

直接実施 7,404,444 8 

31 県農地整備課 農業用ため池点検調査
県内の農業用ため池のうち、早急な整備が必要とされる581
箇所について点検調査を実施する。

委託 43,449,000 36 

32 県水産漁港課 漁業就業者確保総合対策事業
漁業就業希望者を、漁労作業の一部や漁獲物の処理など
比較的軽易な作業に従事させる。

委託 1,200,000 3 

33 県水産漁港課 外来魚駆除・在来生態系保全事業
八郎湖を始めとする内水面漁業や在来の希少種への食害
等の被害など、大きな影響を及ぼしているブラックバスにつ
いて、緊急かつ集中的な駆除を実施する。

委託 9,334,000 9 

34 県水産漁港課 北限のフグ資源増大・消費拡大事業
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、トラフグ親魚の管理や種苗生産・育成につい
て（財）秋田県栽培漁業協会に作業員の配置を委託する。

直接実施 618,382 1 

35 
県秋田スギ

振興課
森林ＧＩＳ情報整備事業

森林ＧＩＳを操作して森林施業計画データ、保安林管理台帳
データ等の森林情報を森林簿に入力整備する。

直接実施 14,409,190 22 

36 
県秋田スギ

振興課
緑の雇用拡大推進事業

２年以上林業に従事した経験のある新規雇用労働者等を対
象に、下刈作業や間伐作業など、林業の現場作業に従事さ
せる。

委託 17,797,165 50 

37 
県秋田スギ

振興課
森林ＧＩＳ情報整備事業（地籍データ整備
事業）

地積調査で作成された電子データを森林計画図に取り込
み、さらに現行森林簿や空中写真の判読等を基に森林計画
図を調整し、新たな森林簿を編纂する。

委託 21,342,300 12 

38 
県水と緑の
森づくり課

緊急対策枝打ち事業
森林の健全化及び景観向上等を図るため、県営林等におけ
る枝打ち作業を実施する。

委託 11,881,800 30 

39 
県産業経済

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

来春の新規高卒者等の就職確保のため、これまで求人要
請・開拓活動が手薄だった概ね従業員１０人未満の小規模
事業者等を対象に、新たに「求人コーディネーター」を設置
し、商工会、商工会議所と連携して求人を掘り起こすととも
に、求人手続き等に関する相談・支援を行う。

委託 13,838,040 11 

40 
県産業経済

政策課
新規高卒者等県内就職促進事業調査費

新規高卒者等を対象とした人材育成研修を実施するため、
研修受入企業の開拓や就職状況の調査を行う。

委託 3,410,667 6 

41 県地域産業課 企業情報活用強化事業

県（地域振興局）が、企業を訪問支援する際に活用している
（財）あきた活性化センター所有の県内企業データを最新内
容に再構築し、企業支援や企業自らの情報発信を促進す
る。

委託 3,232,513 4 

42 県観光課 県有観光施設周辺環境整備事業

春～夏の観光シーズンを迎えるにあたり、主な県有観光施
設周辺において、冬季間に散乱したゴミの清掃など環境美
化活動を行い、施設の周辺部の環境面でのホスピタリティ向
上を図る。

委託 2,940,000 22 

43 県観光課
秋田県観光ホームページリニューアル事
業

秋田県観光ホームページ「あきたファン・ドッと・コム」をより使
いやすく時代に合ったホームページにリニューアルするとと
もに、データの整備（地図情報の更新）を行う。

委託 4,485,600 3 

44 県資源産業課
県有資源エネルギー関連施設環境整備
事業

県有の資源エネルギー関連施設（深層熱水施設及びコア倉
庫）の環境整備を業務委託する。

委託 1,186,424 2 

45 
県雇用労働

政策課
技術専門校実習補助員確保事業

各技術専門校に実習補助員を配置し、教務の補助業務に
従事させる。

直接実施 26,180,913 42 

46 
県雇用労働

政策課
定住支援総合情報ホームページリニュー
アル事業

「田舎暮らし」や「ふるさと回帰」を望んでいる都市住民の
方々を対象に、魅力ある情報を提供するため、「秋田県定住
支援総合情報」をＨＰを「美の国あきた」から独立させ、市町
村が直接情報を更新したり、利用者同士の情報交換ができ
るようなシステムとする。

直接実施 1,324,554 1 

47 
県建設交通

政策課
建設交通部関係資料データベース作成
事業

建設交通部の各種資料をデータベース化し、記録の保存
性・検索性を高め、効率的な事業執行等に活用する。

直接実施 10,007,718 17 

48 県港湾空港課 空港維持管理費
空港ターミナルビル前の混雑緩和のための交通誘導員を配
置し、円滑な交通を確保する。

委託 1,383,900 3 

49 
県警本部

生活安全企画課
振り込め詐欺被害予防委託事業

最近多発傾向にあるオレオレ詐欺等の振り込め詐欺の被害
防止のため、県内の金融機関ＡＴＭコーナーや無人ＡＴＭ
周辺を巡回して警戒・街頭指導するほか、大型スーパー、病
院等の人の多数集まる場所において、チラシ配布やキャン
ペーン等による広報啓発活動を実施する。

委託 57,750,000 73 

50 
県警本部
少年課

チャイルド・セーフティ・センター「子どもＳ
ＯＳ２４」事業

少年の規範意識の醸成等を図るため、問題を抱える少年の
立ち直り支援、非行及び被害防止教室の開催、学校におけ
る道徳教育の支援等の活動を行い、秋田県の将来を担う少
年の健全な育成及び子どもの安全に資する。

直接実施 23,982,353 24 

51 
県教育庁

義務教育課
チェンジあきた・教育プロジェクト事業

小中学校において、児童生徒の個性や創造性を育むプロ
ジェクトに、求職者や多様な経歴を有する社会人を活用す
る。

直接実施 2,715,945 4 

52 
県教育庁

高校教育課
学校図書館資料調査事業

学校図書館利用の利便性を向上させるため、各県立学校共
通様式でのデータベース化を行う。

直接実施 17,744,467 40 

53 
県教育庁

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

県内各地域において、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。

直接実施 22,500,309 19 

54 
県教育庁

高校教育課
高校生就職サポート事業

県立高校等に就職支援員を１２名配置し、進路ガイダンスの
実施や、進路情報活用等の指導、または生徒・保護者を対
象にカウンセリングやガイダンスを実施する。

直接実施 35,395,681 36 

55 
県教育庁

生涯学習課
図書館所蔵郷土雑誌記事等データベー
ス作成

県立図書館で所蔵している過去に寄贈された郷土資料につ
いて、記事索引のデータベースを作成し、インターネット上で
の検索を可能にする等、県民サービスのさらなる充実を図
る。また、あきた文学資料館への過去の寄贈資料についても
書誌データを作成する。

直接実施 13,167,114 14 
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56 
県教育庁

生涯学習課
生涯学習支援システム情報登録・更新

生涯学習支援システムに登録されている講師・指導者やボラ
ンティアの個人・団体情報、生涯学習講座・催物・教室等に
ついて、より最新の情報を提供するため、更新作業を行う。

直接実施 3,570,648 4 

57 
県教育庁

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

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学校利用が増加傾向にあること
から、指導補助員を２名ずつ配置し、指導員の補助業務に
従事させる。

直接実施 5,548,393 6 

58 
県教育庁

生涯学習課
子ども読書夢プラン事業

県教育委員会が、希望する市町村に、子どもの読書活動を
支援する司書を派遣し、学校図書館と公立図書館等との連
携や、学校の司書教諭・読書担当教員に対する研修会等の
実施に関する業務に従事させる。

直接実施 27,085,595 40 

59 
県教育庁

生涯学習課
県立図書館寄贈図書書誌データ作成事
業

県立図書館に寄贈された図書の書誌データを作成する。こ
れにより、県内の各公立図書館からの検索が可能になるな
ど、県民サービスの充実を図る。

直接実施 1,875,919 4 

60 
県教育庁

文化財保護室
重要遺跡調査事業

県内に所在する重要な遺跡の保護を図るため、遺跡の範囲
及び性格を確認する目的の試掘・確認調査を実施する。初
年度は重要かつ調査地選定が明確化している国史跡払田
柵跡を対象とする。

直接実施 7,486,999 13 

61 
県教育庁

文化財保護室
遺跡確認調査事業

象潟仁賀保道路建設予定地内のにかほ市横枕遺跡の確認
調査を行う。

直接実施 4,063,512 20 

62 
県教育庁

文化財保護室
埋蔵文化財出土品整理事業

払田柵跡調査事務所に収蔵・保管されている出土品や記録
資料の再整理を行う。

直接実施 4,706,674 10 

63 
県教育庁

文化財保護室
遺跡地図情報デジタルデータ化事業

遺跡地図情報をデジタルデータ化し、インターネット検索が
可能な状態にすることにより、遺跡情報を公開して各種開発
に伴う情報検索に対応できるようにするとともに、埋蔵文化財
の保護措置につなげる。

委託 8,502,444 9 

64 
県教育庁

文化財保護室
払田柵跡遺構情報デジタルデータ化事業

払田柵跡で検出された遺構情報をデジタルデータ化するこ
とにより、史跡管理団体である大仙市への資料提供と史跡公
園整備の推進に供する。また、遺跡情報を公開することで、
一般県民に対し、払田柵跡の全体像及び文化財保護・活用
の基本データを呈示する。

委託 10,568,785 7 

65 
県鹿角地域

振興局
鹿角地域誘客促進事業

東北の中学校を主な対象として、現状の教育旅行における
テーマや傾向等を調査分析するとともに、エコをテーマとし
た「金属リサイクル」「地熱発電」「農業体験」等のＰＲを行い
誘客促進を図る。また、平成２２年の東北新幹線全線開通に
向けて、観光客の動向調査や、誘客促進を図るポスター等
の作成、管内主要観光施設間のバス移動に役立つ発着
データの整備を行う。

直接実施 2,420,044 2 

66 
県鹿角地域

振興局
用地取得台帳整備事業

これまで紙ベースで整備されてきた用地取得台帳のデータ
ベース化作業を行う。

直接実施 875,965 1 

67 
県鹿角地域

振興局
砂防設備台帳システム入力事業

これまで紙ベースで整備されてきた砂防設備台帳等を砂防
設備台帳システム（砂防ＧＩＳ）に入力し、電子化する。

直接実施 888,018 1 

68 
県北秋田地域

振興局
ダム周辺除草・監査廊清掃事業

警報局周辺及びダム周辺の除草、ダム湖の支障木処理、ダ
ム監査廊の清掃等を行う。

直接実施 800,000 2 

69 
県北秋田地域

振興局
新型インフルエンザ対策事業（鷹巣阿仁）

新型インフルエンザ対策を強化するため、発熱相談・健康相
談への対応、基礎調査の実施、各関係機関との連絡調整等
の業務を行う。

直接実施 2,077,697 2 

70 
県北秋田地域

振興局
新型インフルエンザ対策事業（大館）

新型インフルエンザ対策を強化するため、発熱相談・健康相
談への対応、基礎調査の実施、各関係機関との連絡調整等
の業務を行う。

直接実施 2,265,694 2 

71 
県北秋田地域

振興局
用地取得台帳整備事業

これまで紙ベースで整備されてきた用地取得台帳のデータ
ベース化作業を行う。

直接実施 929,141 1 

72 
県北秋田地域

振興局
砂防設備台帳システム入力事業

これまで紙ベースで整備されてきた砂防設備台帳等を砂防
設備台帳システム（砂防ＧＩＳ）に入力し、電子化する。

直接実施 858,425 1 

73 
県北秋田地域

振興局
管理ダム・施設管理台帳附属図面の電子
化事業

管内ダムの保守・点検の適正な管理及び既存ストックの更新
計画を補完するため、紙ベース保管付属図面の電子データ
化（ＣＡＤ）する整備作業等を行う。

直接実施 1,093,893 1 

74 
県山本地域

振興局
海岸松林クリーンアップ事業

県が管理する海岸松林（飛砂防備保安林、保健保安林）に
おいて、不法投棄されたゴミ等を回収し処理することにより、
環境の保全を図る。

委託 5,985,000 3 

75 
県山本地域

振興局
新型インフルエンザ対策事業

新型インフルエンザ対策を強化するため、発熱相談・健康相
談への対応、基礎調査の実施、各関係機関との連絡調整等
の業務を行う。

直接実施 2,494,740 2 

76 
県山本地域

振興局
用地取得台帳整備事業

これまで紙ベースで整備されてきた用地取得台帳のデータ
ベース化作業を行う。

直接実施 846,996 1 

77 
県山本地域

振興局
砂防設備台帳システム入力事業

これまで紙ベースで整備されてきた砂防設備台帳等を砂防
設備台帳システム（砂防ＧＩＳ）に入力し、電子化する。

直接実施 761,157 2 

78 
県山本地域

振興局
管理ダム・施設管理台帳附属図面の電子
化事業

管内ダムの保守・点検の適正な管理及び既存ストックの更新
計画を補完するため、紙ベース保管付属図面の電子データ
化（ＣＡＤ）する整備作業等を行う。

直接実施 627,590 1 

79 
県秋田地域

振興局
秋田地域観光資源データベース化事業

観光案内活動団体の概要や、管内の観光資源等をデータ
ベース化し、情報の共有を図るとともに、ホームページ等で
情報発信する。また、各団体間の情報共有の輪を広げるた
め、各種関係機関との連絡調整及び交流会の運営を行う。
さらに、管内への映画等のロケーション誘致に活用するた
め、ロケ候補地をデータベース化する。

直接実施 1,400,900 2 

80 
県秋田地域

振興局
八郎湖岸植生帯周辺環境整備事業

干拓前の豊かな潟の原風景を取り戻すことを目的に設置し
ている、自然再生活動拠点である植生帯及びその周辺を、
簡易な歩道（堤防への階段設置）や休憩所（椅子等）の整備
等を行い、自然再生活動の活発化を図るほか、地域住民に
向けた普及啓発を行う。

委託 985,950 4 

81 
県秋田地域

振興局
新型インフルエンザ対策事業

新型インフルエンザ対策を強化するため、発熱相談・健康相
談への対応、基礎調査の実施、各関係機関との連絡調整等
の業務を行う。

直接実施 2,654,588 2 
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82 
県秋田地域

振興局
用地取得台帳整備事業

これまで紙ベースで整備されてきた用地取得台帳のデータ
ベース化作業を行う。

直接実施 597,104 1 

83 
県秋田地域

振興局
砂防設備台帳システム入力事業

これまで紙ベースで整備されてきた砂防設備台帳等を砂防
設備台帳システム（砂防ＧＩＳ）に入力し、電子化する。

直接実施 882,221 1 

84 
県秋田地域

振興局
管理ダム・施設管理台帳附属図面の電子
化事業

管内ダムの保守・点検の適正な管理及び既存ストックの更新
計画を補完するため、紙ベース保管付属図面の電子データ
化（ＣＡＤ）する整備作業等を行う。

直接実施 410,777 1 

85 
県由利地域

振興局
由利の農産物直売施設活性化モデル事
業

由利地域における農産物直売活動の新たな展開手法を検
討するため、宅配サービス、移動販売、学校給食用食材の
提供、食品加工等、活動の多チャンネル化に向けた活動を
モデル的に実施しする。

委託 4,200,000 6 

86 
県由利地域

振興局
新型インフルエンザ対策事業

新型インフルエンザ対策を強化するため、発熱相談・健康相
談への対応、基礎調査の実施、各関係機関との連絡調整等
の業務を行う。

直接実施 2,047,658 2 

87 
県由利地域

振興局
用地取得台帳整備事業

これまで紙ベースで整備されてきた用地取得台帳のデータ
ベース化作業を行う。

直接実施 785,675 1 

88 
県由利地域

振興局
砂防設備台帳システム入力事業

これまで紙ベースで整備されてきた砂防設備台帳等を砂防
設備台帳システム（砂防ＧＩＳ）に入力し、電子化する。

直接実施 817,711 1 

89 
県仙北地域

振興局
「街かど就業支援サロン」開設事業

ハローワークが閉まっている土・日曜日に就業の相談やアド
バイスを行う「街かど就業支援サロン」を市街地等に開設し、
気軽に相談できる環境を整えて対応に当たる。

直接実施 1,308,211 2 

90 
県仙北地域

振興局
「県民の森」関連施設等緊急整備事業

県民が憩いの場として利用している「県民の森」の広場、歩
道、作業道等の施設について、刈り払いや補修等の整備に
より機能向上を図り、利用者の利便に供する。

直接実施 2,005,794 2 

91 
県仙北地域

振興局
新型インフルエンザ対策事業

新型インフルエンザ対策を強化するため、発熱相談・健康相
談への対応、基礎調査の実施、各関係機関との連絡調整等
の業務を行う。

直接実施 1,970,103 2 

92 
県仙北地域

振興局
用地取得台帳整備事業

これまで紙ベースで整備されてきた用地取得台帳のデータ
ベース化作業を行う。

直接実施 924,373 1 

93 
県仙北地域

振興局
砂防設備台帳システム入力事業

これまで紙ベースで整備されてきた砂防設備台帳等を砂防
設備台帳システム（砂防ＧＩＳ）に入力し、電子化する。

直接実施 872,088 1 

94 
県仙北地域

振興局
管理ダム・施設管理台帳附属図面の電子
化事業

管内ダムの保守・点検の適正な管理及び既存ストックの更新
計画を補完するため、紙ベース保管付属図面の電子データ
化（ＣＡＤ）する整備作業等を行う。

直接実施 1,182,552 2 

95 
県平鹿地域

振興局
大仙市限定特定行政庁移行サポート事業

平成２２年４月から限定特定行政庁に移行する大仙市が、建
築確認等の住民サービス業務を円滑に開始できる環境を整
備するため、県が大仙市に引き継ぐ建築確認関係書類の分
類整理作業及び建築基準法関係データの整備作業等を行
う。

直接実施 828,383 1 

96 
県平鹿地域

振興局
新型インフルエンザ対策事業

新型インフルエンザ対策を強化するため、発熱相談・健康相
談への対応、基礎調査の実施、各関係機関との連絡調整等
の業務を行う。

直接実施 2,596,650 2 

97 
県平鹿地域

振興局
観光情報データベース化事業

フイルムコミッション活動や観光案内所（人）向け資料として
写真データ及びその内容の収集を行うとともに、収集した
データを整理し、共有して利用できるようデータベース化を
行う。

直接実施 2,220,658 2 

98 
県平鹿地域

振興局
用地取得台帳整備事業

これまで紙ベースで整備されてきた用地取得台帳のデータ
ベース化作業を行う。

直接実施 855,248 1 

99 
県平鹿地域

振興局
砂防設備台帳システム入力事業

これまで紙ベースで整備されてきた砂防設備台帳等を砂防
設備台帳システム（砂防ＧＩＳ）に入力し、電子化する。

直接実施 835,399 1 

100 
県平鹿地域

振興局
管理ダム・施設管理台帳附属図面の電子
化事業

管内ダムの保守・点検の適正な管理及び既存ストックの更新
計画を補完するため、紙ベース保管付属図面の電子データ
化（ＣＡＤ）する整備作業等を行う。

直接実施 663,791 1 

101 
県雄勝地域

振興局
観光ホスピタリティ向上事業

県・市町村・各種団体が設置している観光案内板等の調査・
データベース化や、観光地・主要道路の周辺環境に関する
現況確認、観光地に関する情報発信等の業務を行う。

直接実施 4,062,917 3 

102 
県雄勝地域

振興局
雄勝地域広報協働推進事業

地域振興局の事業や活動を月１回情報誌として発行するほ
か、美の国あきた等ＨＰやＦＭラジオなどを活用して地域振
興局の取組等を総合的にＰＲしていく。あわせて、協働の担
い手であるＮＰＯ法人等と連絡を密にし、地域活動の活性化
の取組を支援していく。

直接実施 4,347,659 3 

103 
県雄勝地域

振興局
ダム周辺除草・監査廊清掃事業

警報局周辺及びダム周辺の除草、ダム湖の支障木処理、ダ
ム監査廊の清掃等を行う。

直接実施 692,032 2 

104 
県雄勝地域

振興局
新型インフルエンザ対策事業

新型インフルエンザ対策を強化するため、発熱相談・健康相
談への対応、基礎調査の実施、各関係機関との連絡調整等
の業務を行う。

直接実施 1,803,317 2 

105 
県雄勝地域

振興局
用地取得台帳整備事業

これまで紙ベースで整備されてきた用地取得台帳のデータ
ベース化作業を行う。

直接実施 844,015 1 

106 
県雄勝地域

振興局
砂防設備台帳システム入力事業

これまで紙ベースで整備されてきた砂防設備台帳等を砂防
設備台帳システム（砂防ＧＩＳ）に入力し、電子化する。

直接実施 825,589 1 

107 
県雄勝地域

振興局
管理ダム・施設管理台帳附属図面の電子
化事業

管内ダムの保守・点検の適正な管理及び既存ストックの更新
計画を補完するため、紙ベース保管付属図面の電子データ
化（ＣＡＤ）する整備作業等を行う。

直接実施 1,085,047 1 

108 秋田市 健康づくり関係調査事業
保健所施策の参考にするため、市民を対象に健康づくりに
関するアンケート調査を実施する。

直接実施 1,042,828 1 

109 秋田市 企業情報データベース更新事業
秋田市ホームページで運用している「秋田市企業情報デー
タベース」のデータを、企業への照会・調査により最新の情
報に更新する。

委託 2,607,255 4 

110 秋田市 環境クリーンアップ・パトロール事業
不法投棄防止のために雄物川流域のパトロールを行うととも
に、不法投棄物の回収を行う。

委託 4,988,312 3 
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111 秋田市 地球温暖化対策意識調査

地球温暖化対策実行計画を策定するにあたり、市民・事業
者を対象に実施する意識調査のデータ入力・集計等を行う。
また、e－市民認定システム関連アンケート結果等の入力を
行う。

委託 1,471,735 5 

112 秋田市 河辺・雄和地区自然環境本調査事業
自然環境保全条例に基づき、自然環境保全を推進するため
の基礎資料を整備するため、河辺・雄和地区の自然環境現
況調査を実施する。

委託 27,825,000 10 

113 秋田市 商店街等実態調査事業

各種統計等を基に､本市商業を取り巻く環境や現状を把握
できる資料を作成するとともに､商店街実態調査等を実施し､
商業振興施策等を企画立案するための基礎的データとして
有効活用する。また、中心市街地内の空き店舗状況等の調
査および情報収集を行い､webサイトで公開することにより､空
き店舗利活用者の情報収集の効率化を図り､もって空き店舗
の解消を促進する。

委託 8,949,994 6 

114 秋田市 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。

直接実施 31,698,433 53 

115 秋田市 貴重古文書情報化推進事業
貴重な古文書を原本保存のためマイクロフィルム化し、閲覧
利用に供するため、画像および索引を付したＤＶＤ－Ｒを作
成する。

委託 23,520,000 16 

116 秋田市 農道・ため池情報整備事業
農道・ため池のデータをデジタル化し、既存の森林情報シス
テム（ＧＩＳ）に加えることで、農林施設情報の整備を行う。

委託 10,710,000 6 

117 秋田市 森林総合公園環境整備事業
森林活用による市民の健康維持を図るため、市内にある森
林総合公園等において草刈り等を実施し、適切な維持管理
を行う。

直接実施 3,907,499 9 

118 秋田市 市有林保育枝打事業

市有林の杉林で、林木に枯れ枝等が残存し林内の環境が
悪化している箇所について、病害虫の未然予防、良質材の
生産および林地の環境保全を図るため、林木の枝打ちを行
う。

委託 2,887,500 6 

119 秋田市 消防団活性化対策等事業
事業所訪問による消防団員の加入案内や、「秋田市消防団
協力事業所表示制度」の普及、住宅用火災警報機の普及
活動等、消防業務の支援活動を行う。

委託 10,508,821 10 

120 秋田市 秋田市中心市街地低未利用地実態調査

中心市街地の低未利用地の実態等について調査・情報収
集・分析等を行い、データを土地利用に意欲のあるオー
ナーや利用したい民間事業者双方の取組みの支援に活用
することにより、土地利用転換の促進を図る。

委託 1,841,700 3 

121 秋田市 秋田市中高層共同住宅実態調査

秋田市内の分譲マンションの実態を把握し、将来の修繕や
建替えに資するため、建築年や入居率、管理形態、住戸面
積、修繕計画（長期修繕積立金および建替積立金等）の有
無等について調査を行う。

委託 4,651,500 4 

122 秋田市 市営住宅等実態調査
既存の市営住宅について、その老朽化を調査し、適正な維
持管理を実施することにより、市営住宅の長寿命化を図る。
調査完了後は報告書を作成する。

委託 3,633,000 3 

123 秋田市
建築計画概要書等データベース作成事
業

建築計画概要書、定期検査報告概要書等の関係資料を
データベース化する。

直接実施 762,942 1 

124 秋田市 第６次秋田市総合都市計画関係調査
都市計画基礎調査の補完調査として、市内の既存建築物の
高さ（３階建以上）について現況調査とデータのとりまとめ等
を行う。

直接実施 1,653,822 2 

125 秋田市 景観まちづくり推進事業
景観計画の策定を受け、地域の景観まちづくり団体結成に
向けたＰＲや調整を行うとともに、景観まちづくり推進に係る
調査等を行う。

直接実施 675,822 2 

126 秋田市 耐震改修促進関係事業
住宅・建築物の耐震改修の促進、秋田市木造住宅耐震改
修等事業及び地震による家具等の転倒防止策の推進活動
に関する補助業務を行う。

直接実施 722,622 1 

127 秋田市 保存樹調査
秋田市で指定した保存樹について、現存数、樹高等、最新
の情報を把握するため、現地測量および調査を実施し、
データを入力する。

委託 1,680,000 6 

128 秋田市 公園施設点検調査
公園課で管理する施設について、危険箇所や施設数の最
新の情報を把握するため、現地測量および調査を実施し、
データを入力する。

委託 5,932,500 6 

129 秋田市 市有林風倒木処理事業
市有林内に散在し、林木や管理道等へ影響を及ぼしている
風害・雪害等による倒木等の処理を行い、健全な林内環境
を回復させるとともに景観を改善する。

委託 2,100,000 4

130 秋田市 耕作放棄地実態調査事業
耕作放棄地等の再生利用を図るため、現況把握のための現
地確認並びにその調書作成等の作業を行う。

委託 3,675,000 3

131 秋田市 人事給与システム更新準備事業

23年度に予定している人事給与システムの（新規）更新を円
滑に行うため、現行のシステムで管理している発令履歴等の
データと人事台帳の記載事項の突合事務を行い、修正のた
めの入力処理を行う。

委託 2,520,000 3

132 秋田市 道路用地実態調査事業
旧秋田市における市道路線に係わる未登記箇所の実態調
査および登記処理の準備を進める。

直接実施 2,210,279 3

133 秋田市 交通安全施設実態調査事業
道路照明灯・道路反射鏡・道路案内標識・防護柵等の交通
安全施設を調査・点検し、台帳を作成する。

委託 5,880,000 8

134 秋田市 橋台清掃事業
橋梁の支承部の調査・点検のため、橋台の清掃を実施する
（橋長15ｍ以上の100橋）

委託 3,844,693 3

135 秋田市 公有財産台帳整備事業
紙ベース(公有財産台帳)で管理している副本を電子データ
として管理するため、土地情報と現況確認作業を実施後、
データ入力を行う。

直接実施 2,777,479 3

136 秋田市 ネットいじめ等監視員配置事業
ネット上のいじめ問題等に対応するため、掲示板、ブログ、プ
ロフ等のネットパトロールを行うネット監視員を、秋田市教育
研究所に配置する。

直接実施 717,508 2
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137 秋田市 学校図書データベース化事業
学校で保管している図書台帳を電子データ化すること等によ
り、学校図書館の環境整備を行う。

直接実施 7,533,732 10

138 秋田市 小中学校グラウンド整備事業
市内小中学校全71校のグラウンド表層を敷き均しするととも
に、外周部の側溝が土砂や落葉により排水に支障を来たし
ているため、清掃し整備する。

委託 8,326,030 14

139 秋田市 小中学校設備図面データベース化事業
市内小中学校に保管している校舎や体育館、プールなどの
電気・機械設備図面のマイクロフィルム化およびデジタル
データ作成作業を行う。

委託 2,677,500 4

140 秋田市 児童館補助員配置事業

留守家庭児童の増加等により利用数が増加している児童館
に、児童館補助員を配置し、利用児童へのきめ細かい指導
体制を整備する。また、補助員の知識や特技を活かした体
験活動や、地域住民との交流活動の機会を提供し、放課後
の子どもの活動を充実させる。

直接実施 2,371,160 6

141 秋田市 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、市立高校に非常勤職員として就職支援員を２名配置
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。

直接実施 2,762,158 2

142 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・私立幼稚園において、被
雇用者が他の正職員と同様に児童の保育に携わることによ
り、児童ひとりひとりに対するよりきめ細やかな対応、手厚い
保育、クラス間の保育士の柔軟な配置等の保育の質の向上
を図り、より安全安心な保育体制を確保する。

委託 19,963,333 30

143 秋田市 椿台・高尾山環境整備事業

雄和地区の観光エリアとなっている、椿台サイクリングターミ
ナル付近の桜テングス剪定と高尾山自然公園散策路（歩道
等）の枝払いのほか、松喰い虫防除や桜テングス剪定を実
施し、椿台と高尾山の環境改善を図る。

委託 2,625,000 3

144 秋田市 華の里環境整備事業
雄和糠塚にあるダリア園周辺施設の桜や庭木周辺の枝払い
等のほか、駐車場付近の庭木の整備、剪定を実施し、華の
里の景観を改善するとともに地域の活性化を図る。

委託 6,562,500 4

145 秋田市 太平山・白子森等環境整備事業

菅江真澄に係わりのある自然公園地内の登山道や観光ス
ポットの遊歩道について、草刈り作業や枝払い作業等を実
施し、環境美化や利用者の利便性と安全性の向上を図る。
また、必要に応じてパトロールを実施し、事故防止に努める。

委託 8,452,500 11

146 秋田市 住居表示案内板等調査事業

市内各所に設置している街区表示板や町名案内板は、老朽
化等により破損や紛失しているものも多数存在していること
から、住居表示実施区域を一斉調査し、危険箇所等の現状
を把握するとともに、効率的な更新を行う。

委託 13,104,000 21

147 秋田市 平田篤胤墓所周辺環境整備事業

国指定史跡である平田篤胤墓などの文化的景観が点在して
いる手形大沢地区市有墓地において、市民、参拝者等の事
故防止および付近の景観を維持するため、敷地内の危険樹
木の伐採等の環境整備を行う。

委託 1,575,000 4

148 秋田市 河辺地域「ふるさとの桜」再生事業
河辺地域内の桜のある公園、公共施設、並木等の樹木の状
態を調査し、テングス病等により樹勢が衰えている桜の適正
な管理を集中的に行うことで景観の向上を図る。

委託 11,865,000 5

149 秋田市
地域包括支援センター運営体制強化事
業

高齢者等が住み慣れた地域で生活できるよう、地域包括支
援センターや在宅介護支援センター等に相談支援の専門職
のバックアップを行う事務職員等を雇用する.

委託 3,628,747 3

150 秋田市 石井露月資料整理推進事業
地域文化力の向上を図るため、郷土の偉人「石井露月」の事
績を後世に伝えるとともに、特色ある図書館運営をしていくた
めに基金事業を活用する。

直接実施 3,263,761 3

151 秋田市 土砂災害危険地区台帳整備事業

土砂災害警戒情報などの情報を迅速かつ確実に市民に提
供するため、エリア（地図上の５㎞格子）毎に、急傾斜地崩壊
危険箇所および土石流危険渓流に位置する対象戸数なら
びに連絡先の一覧表、当該箇所の住宅地図の写しを合わせ
た台帳を作成する。

直接実施 697,504 2

152 秋田市 生活保護医療関係台帳等整備事業
急増する生活保護の適正実施のため、頻回受診者指導台
帳や長期入院患者実態把握対象者名簿の作成業務等を行
う。

直接実施 1,909,429 2

153 秋田市 中小企業福利厚生制度調査事業

福利厚生制度を持たない市内中小企業等を対象に､福利厚
生制度に関する課題点および事業（メニュー）需要を明確化
させるために、市内事業所を訪問し、ヒアリング等をおこなう。
そこで、それらの結果を今後の市雇用政策に活用する。

委託 8,652,000 6

154 秋田市 離職者緊急雇用相談支援業務
離職者と対象とした同センターを設け、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おこなう。

委託 5,722,500 4

155 秋田市 広域観光圏周遊プラン調査事業

観光交流人口の増加は、観光産業のみならず幅広い産業
に大きな効果を生み出し、本市産業活性化の重要な手段と
なることから、観光圏整備法に基づき広域観光圏整備計画
を策定する中で、同計画に盛り込む秋田市周遊プランなど
の商品を造成する。

直接実施 851,133 1

156 秋田市 木質バイオマス資源活用促進事業

林地内から発生する未利用材等の木質バイオマス資源を有
効活用するため、木質ペレット生産工場の実現化へ向けた
ペレットストーブ・ボイラーの普及需要調査や、残材数量調
査と資源量予測を行うための林地境界の明確化、立地・生
育状況把握等を行う。

委託 12,600,000 7

157 秋田市 市関連施設等環境整備事業
市の各施設（児童福祉施設、社会教育施設、地域振興施設
等）に作業員を配置し、新たに冬期間の施設内外における
環境整備（除雪作業、簡単な修繕作業等）を実施する。

直接実施 20,348,528 48

158 能代市 公園維持管理事業
公園の維持管理のため、樹木の剪定や枯れ松の伐採、遊具
やフェンス等の施設の点検・補修を行う。

直接実施 2,297,833 4 

159 能代市 総合計画市民協働会議運営事業
市と市民の協働により能代市総合計画の検討を行う「能代市
総合計画市民協働会議」に関する業務を行う。

直接実施 707,936 2 

160 能代市 歴史的建造物管理事業
国登録有形文化財の登録を受けている歴史的建造物の保
存及び暫定活用のため、施設維持管理を行う。

委託 1,421,000 4 
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161 能代市 保育所等環境整備事業
子育て支援課管轄の認可保育所、へき地保育所、母子生活
支援施設、留守家庭児童会の環境整備を行う。（草刈り、薬
剤散布、剪定作業、ゴミの搬出、小破修理等）

直接実施 2,308,993 2 

162 能代市
高齢者関連施設管理及びイベント等支援
事業

老人福祉エリア等の施設周辺の環境整備及び敬老会等の
イベント開催の支援を行う。

直接実施 2,673,277 4 

163 能代市 市有林等松くい虫被害木処理業務
市有林等の松くい虫被害木を伐倒し、バイオマス発電所に
運搬して焼却処理する。

委託 18,188,337 10 

164 能代市 道路環境整備事業 側溝の泥上げ、街路樹の剪定、草刈りなどを行う。 直接実施 1,591,054 2 

165 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芝刈り及び植木の剪定作業（冬囲い等
含む）や、市有地の草刈り等を行う。

直接実施 1,026,071 2 

166 能代市 財産台帳等整備事業
合併した旧二ツ井地区の財産について、財産台帳等の整備
を行う。

直接実施 5,047,844 9 

167 能代市
二ツ井地域局内福祉関連施設環境整備
向上事業

各福祉関連施設内外の特別清掃等を行うことにより、施設の
利用環境を向上させるとともに、利用者の増加を図る。

委託 1,512,208 4 

168 能代市 旧学校施設物品公売事業
旧学校施設の物品を公売するため、物品の調査を行う。ま
た、不要物品の廃棄処分を行う。

直接実施 164,250 1 

169 能代市 ホームページ移行事業
ホームページ作成システムの更新に伴い、旧システムのホー
ムページを新システムに移行する。

直接実施 1,698,202 3 

170 能代市 ひとり暮らし高齢者データベース更新事業
ひとり暮らし高齢者等の情報を一元管理するためのデータ
入力や高齢者福祉サービス事業の管理ツールの作成等を
行う。

直接実施 2,289,142 3 

171 能代市 不法投棄防止等事業
不法投棄防止のためにパトロールを行うとともに、不法投棄
物の回収を行う。また、資源ごみステーション（拠点施設）の
回収回数を増加し、環境の向上に努める。

直接実施 1,876,199 3 

172 能代市 能代市企業情報データベース更新事業
能代市企業情報データベースの内容を、登録企業及び新
規企業への照会により更新する。

直接実施 411,274 1 

173 能代市
共用自転車の観光利用促進及び道の駅
等維持業務委託

旧二ツ井町区域内で運用されている無料貸し出し自転車に
ついて、観光客の利用促進を図るとともに、パトロール等を
行うことにより適正な運用を啓蒙する。併せて、「道の駅ふた
つい」について草刈り、簡易な除雪及び駐車場などの維持
業務を行う。

委託 1,268,361 2 

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。

直接実施 1,191,520 2 

175 能代市 林道等所管施設環境整備事業
林道・牧道の草刈・側溝の泥上げ及び農林課・環境産業課
所管の「ふたつい白神郷土の森」や工業団地等施設周辺の
草刈等を行い、環境を整備する。

直接実施 3,535,576 5 

176 能代市 旧学校施設等環境整備事業
旧学校施設・小中学校等の環境整備（草刈り、薬剤散布、体
育館WAX掛け、窓ガラス清掃、除雪等）を行う。

直接実施 3,209,216 6 

177 能代市 雇用相談専門員設置事業

厳しい雇用情勢下において、専門的に企業を回り、求人開
拓や企業の状況等を調査するため、専門員を設置する。ま
た、職業相談の一環として、内職相談等を行っている市民
サービスセンターで、週１回雇用相談窓口を開設する。

直接実施 1,769,514 2 

178 能代市 バス利便性向上対策調査業務委託

市が運行主体の巡回バス「はまなす号」に補助員を配置し、
乗り降り介助、行き先案内を行うほか、バス停等の状況を監
視し、環境美化・除雪等を行う。また、アンケート調査等を実
施し、ニーズの把握に努める。

委託 2,911,049 5 

179 能代市 旧金勇物品管理事業
歴史的建造物である「旧金勇」の利活用のため、館内にある
物品の仕分け及び一覧表の作成を行う。

直接実施 390,067 1 

180 能代市 安心して遊べる公園環境整備事業
子どもからお年寄りまで、安心して遊べる公園環境を整える
ため、遊具や公園施設の修繕、補修を行う。

直接実施 3,949,824 4 

181 能代市 納税コール事業
税金滞納の早期解消を目的とした電話による催告業務を、
専門のオペレータを雇い、各税の納期限後まで拡大して実
施するとともに、税の収納に係る業務を行う。

直接実施 761,736 2

182 能代市 統計データ整備事業
各種統計調査結果の分類整理を行い、各分野で統計デー
タを有効活用できるように整備する。

直接実施 696,779 1

183 能代市 高齢者関係施設等環境整備事業
高齢者福祉施設の環境整備、落ち葉清掃、農園の整備と土
壌改良、除排雪等の作業を行う。

直接実施 2,411,003 3

184 能代市 介護予防サービス計画作成事業

地域包括支援センターにおいて高齢者への包括的支援事
業の充実を図るため、指定介護予防支援業務（要支援１．２
と認定された方々の介護予防サービス計画の作成）を専門
に行う。

直接実施 1,138,105 1

185 能代市
二ツ井地域児童福祉及び高齢者福祉支
援事業

二ツ井地域内の子ども園や高齢者福祉施設等の草刈り、除
排雪、清掃小破修繕等を行うことにより、福祉環境の充実を
図る。また、独居高齢者等の実態把握補助を行うことにより、
高齢者の安否確認を兼ねながら災害時の要援護者対策に
役立てる。

直接実施 814,524 1

186 能代市 特別支援教育支援員設置事業
情緒障害等により特別な支援を必要とする児童生徒に対し、
マンツーマンで授業のサポートを行うなど、学校生活の支援
を目的として小・中学校に配置する。

直接実施 5,391,385 9

187 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ー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する。

直接実施 4,216,971 5
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188 能代市 高校就職支援事業

能代市立能代商業高校に就職アドバイザーを配置する。就
職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。

直接実施 1,248,275 1

189 横手市 Ｂ－１グランプリ支援事業
平成２１年９月に横手市を会場に開催されるB級グルメの祭
典「Ｂ－１グランプリ」の効率的な進め方を支援するため、各
団体との連絡調整や、事務補助等を行う。

直接実施 1,607,504 3 

190 横手市 横手市内遺跡調査・出土遺物整理事業
横手市内の遺跡について、発掘調査、出土遺物の分類、接
合復元、実測図・報告書作成を行う。また、展示や貸出など
により、生涯学習へ利活用を図る。

直接実施 16,735,198 36 

191 横手市 公園・水路等環境美化事業 公道・水路・公園・公共施設地内の除草作業等を行う。 直接実施 19,254,701 16 

192 横手市 林道環境美化事業
管内の林道について、希少種の盗掘や樹木の損傷を防止
するためのパトロールを実施するとともに、林道周辺の草刈り
やゴミ回収等の美化活動を行う。

直接実施 4,348,774 8 

193 横手市 公園・遊具台帳整備事業
都市公園を含む各地域局で管理している公園・遊具につい
て、台帳作成等の資料整理や現状調査を行う。また、遊具の
点検も実施する。

直接実施 2,111,465 2 

194 横手市 放置自転車整理再生事業
駅前駐輪場の放置自転車について、整理及び再生整備を
実施し、リサイクルした自転車は公共施設等に無料提供す
る。

直接実施 2,051,779 2 

195 横手市 登山路・散策路維持管理事業
山内地域の登山路・散策路について、希少種の盗掘や樹木
の損傷防止のためのパトロールを実施するとともに、散策路
周辺の草刈りやゴミ回収等を行う。

直接実施 1,340,890 2 

196 横手市 境界確認図データ化事業
各地域局で保管されている境界確認図（市道、法定外分）を
電子データ化し、境界確認図の検索の簡素化を図るととも
に、地積調査の参考データとしても活用する。

直接実施 642,767 1 

197 横手市 ホームページ評価事業
横手市のホームページの総点検と評価を実施し、市民が活
用しやすいホームページのあるべき姿を検討する。

直接実施 1,620,558 2 

198 横手市 消防関係施設・設備台帳整備事業

消防施設・設備について、位置、設置年等の詳細を調査し、
台帳を整備することにより、今後の消防施設・設備の管理並
びに更新をスムーズに行う。消防水利については、既設水利
を管内図にマーキングし、無水利地区への整備を潤滑に行
うための台帳とする。

直接実施 1,867,666 4 

199 横手市 承継登記事務事業 承継登記嘱託書作成事務を行う。 直接実施 772,056 1 

200 横手市 指定道路位置図電子管理化事業
位置指定道路申請書類を電子化するとともに、市有の道路
台帳と照合し、必要に応じて現地調査等の補完を行う。

直接実施 978,800 2 

201 横手市 建物カルテ作成事業
市有建築物について、概要や修繕履歴等の調査を実施し、
施設の保全管理を行うためのデータの収集・集約化を図ると
ともに、今後の市有建築物の修繕計画を作成する。

直接実施 1,614,512 2 

202 横手市 循環型農業促進事業

市で生産した堆肥を堆肥購入農家の水田に散布することに
より、循環型農業のより一層の促進を図る。合わせて、循環
型農業に関する普及指導・PRを広く行い、環境に配慮した
農業生産活動の浸透を図る。

直接実施 5,431,359 8 

203 横手市 学校ICT教育補助員（IT校務補助員）
校務の情報化や学校ホームページ作成の支援、教員のICT
技術向上のための指導を行う。

直接実施 3,883,525 5 

204 横手市 統計登録調査員台帳電子化事業
紙台帳で管理されている統計登録調査員台帳を電子化する
ため、確認及び入力作業を行う。

直接実施 739,897 1 

205 横手市 統計結果分析評価事業
各種統計調査の結果資料の分類整理、取りまとめと評価を
行い、様々な分野に活用できるようデータを整備する。

直接実施 1,690,443 4 

206 横手市 市内中学校統合準備事務事業

市立中学校の統合に向け、各学校の現有備品等について、
新しい統合校で使用可能かどうかなどのチェック作業を行う
とともに、備品のリストを作成する。また、新校舎や屋内体育
館の建築に係る設計や発注準備等の事務補助を併せて行
う。

直接実施 2,252,280 4 

207 横手市 教育環境総点検・改善促進事業

市内小中学校の建物は老朽化の著しいものが多く、子供た
ちにとって適切な教育環境とは言えない部分も多いため、こ
れらの総点検を行い、的確な状況把握を進める。また、点検
の結果修繕等が必要な箇所について、これに係る管理や設
計、発注準備などの事務補助を併せて行う。

直接実施 2,477,175 4 

208 横手市 ＩＣＴ環境整備支援事業

市内小中学校の教員用パソコン配置を増強し教育環境の充
実を図るため、機器の設定・配布・環境整備作業を行う。併
せて、庁舎内のＩＰ電話化とパソコンの更新により住民サービ
スの向上を図るため、電話機等機器の設定・配布・環境整備
作業を行う。

直接実施 1,854,313 2 

209 横手市 旧役場公文書等デジタル保存事業

歴史的な価値が高いと言われている旧醍醐村役場文書につ
いて、スキャナで読み込みデジタル保存することにより、閲覧
時に原本に触れる機会を減らし、劣化を抑える。また、文化
財指定などへ向けて、デジタル化により効率的に整理・管理
する。

直接実施 2,139,007 4

210 横手市 まんが美術館保管資料台帳整備事業

増田まんが美術館における単行本や雑誌、原画等の保管資
料について、台帳を整備しデータ化する。また、単行本等の
フィルムコート作業を行い、適切な保管・管理に努める。併せ
て、これら資料等の公開、有効活用のため年４回程度開催し
ている特別企画展の事務補助を行う。

直接実施 1,090,588 1

211 横手市 県内・県外指名業者台帳整備事業

市内の指名業者についてはデータベースを作成し管理して
いるが、市内以外の県内・県外業者についてはデータ化さ
れていないことから、これらについて名簿・台帳を整備し、
データベース化する。また、整備したデータを活用し市財務
会計システムのデータの更新・確認作業を行う。

直接実施 857,295 1

212 横手市
地域資源（昆虫類標本等資料群）整理事
業

増田地域には、昆虫類の標本等、大量に保管されている資
料群があり、これらの標本等を適切な保存方法により管理
し、貴重な資源として地域の教育面や環境面で活用していく
ことが望まれていることから、これらの分類整理等を専門知識
を有する業者に委託する。

委託 7,087,500 3
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213 横手市
障がい者支援施設における就労支援及び
授産開拓事業

年々利用者が増加している障がい者支援施設において、障
がい者の自立に向けた支援体制を強化するため、作業品目
に係る仕入れや納品の作業を行う専任者を配置し授産の開
拓を図るとともに、利用者の送迎等についてもより安全で快
適なサポートが出来る体制を整える。

直接実施 878,765 2

214 横手市 地域資源活用・宿泊体験交流促進事業

児童・生徒等による、田植えや稲刈りなどの農業体験や、山
歩き・川魚のつかみ取り等の自然体験、宿泊体験交流の受
け入れを進めるため、講師を勤める地元の方々との調整や
連携、体験メニューの作成、情報収集や対外的なＰＲ、宿泊
施設の開設のための諸準備等に従事させる。

直接実施 328,962 1

215 横手市 障がい者の地域移行支援事業

軽度の障がい者で地域での生活に移行する必要があると認
定された者について、早期の地域移行を支援するため、日
中の就労支援のほか夜間の共同生活を送るためのグループ
ホームにおいて支援員を雇用し、共同生活のサポート業務
に従事させる。

直接実施 467,572 1

216 大館市 市有林枝打業務委託
平成16年から平成20年までに除間伐を実施した市有林約
260haについて、枝打ちを実施し、森林環境の保全と良質な
森林資源の確保を図る。

委託 16,472,400 11 

217 大館市 図書館蔵書データ整理事業

市内４図書館の蔵書は多くがデータ化がされておらず、特に
合併前の蔵書はほとんどデータ化されていないことから、蔵
書のデータ化を実施し、利用者の利便性及び利用率の向上
を図る。

直接実施 811,188 2 

218 大館市 事務補助等臨時職員雇用(総務課)
　離職者の雇用の緊急支援を実施するため、総務課で実施
する市内全域の空家、危険家屋調査の事務補助を採用し、
離職者の臨時的・一時的な就労の機会の提供を図る。

直接実施 711,054 1 

219 大館市 事務補助等臨時職員雇用(地域振興課)

　離職者の雇用の緊急支援を実施するため、地域振興課で
実施する地域振興及び緊急雇用等の経済対策に係わる事
務補助を採用し、離職者の臨時的・一時的な就労の機会の
提供を図る。

直接実施 736,130 1 

220 大館市 事務補助等臨時職員雇用(議会事務局)

　離職者の雇用の緊急支援を実施するため、議会事務局で
実施する会議録電子データ保存作業に係わる事務補助を
採用し、離職者の臨時的・一時的な就労の機会の提供を図
る。

直接実施 692,909 1 

221 大館市 事務補助等臨時職員雇用(市民課)
　離職者の雇用の緊急支援を実施するため、諸証明の交付
申請者への記載指導等に係わる事務補助を採用し、離職者
の臨時的・一時的な就労の機会の提供を図る。

直接実施 735,268 1 

222 大館市 事務補助等臨時職員雇用(環境課)
　離職者の雇用の緊急支援を実施するため、公害苦情処理
報告書等の作成及び現場作業に係わる事務補助を採用し、
離職者の臨時的・一時的な就労の機会の提供を図る。

直接実施 716,272 1 

223 大館市 事務補助等臨時職員雇用(管財課)

　離職者の雇用の緊急支援を実施するため、管財課で実施
する地籍調査及び公有財産台帳整備に係わる事務補助を
採用し、離職者の臨時的・一時的な就労の機会の提供を図
る。

直接実施 1,342,057 2 

224 大館市 事務補助等臨時職員雇用(管理課)

　離職者の雇用の緊急支援を実施するため、管理課で実施
する農業集落排水等の図面、台帳整備に係わる事務補助を
採用し、離職者の臨時的・一時的な就労の機会の提供を図
る。

直接実施 627,036 1 

225 大館市 事務補助等臨時職員雇用(商工観光課)

　離職者の雇用の緊急支援を実施するため、商工観光課で
実施する産業データベース更新作業等に係わる事務補助を
採用し、離職者の臨時的・一時的な就労の機会の提供を図
る。

直接実施 1,494,847 2 

226 大館市 事務補助等臨時職員雇用(教育委員会)
　離職者の雇用の緊急支援を実施するため、体育施設の施
設管理に係わる事務補助及び学校公務員の事務補助を採
用し、離職者の臨時的・一時的な就労の機会の提供を図る。

直接実施 1,309,079 2 

227 大館市 待機児童解消事業
大館市の待機児童解消を目的として、待機児童が多く発生
している城南・有浦地区から近い場所にある桂城幼稚園の
空き教室を利用し、有浦保育園分園を開設する。

直接実施 5,043,239 8 

228 大館市 学校ＩＣＴ支援事業
小中学校の拠点校６校にＩＣＴ支援員１人を配置し、担当す
る学校を週１回ペースで回り、教員のＩＣＴ活用の指導力の向
上と学校のＩＣＴ環境の整備の支援を図る。

委託 2,093,220 3

229 大館市 郷土博物館収蔵資料整備事業

郷土博物館収蔵資料の整理・分類・写真撮影及びパソコン
でのデータ化作業を行い、収蔵資料の有効活用および公開
展示を進めるとともに、発掘調査等で出土した遺物の整理作
業を行い、資料の利活用および展示などにより埋蔵文化財
の周知と地域文化の振興を図る。

直接実施 9,435,904 10

230 大館市 大館市地域づくり協働推進事業
市内の旧市町エリアごとの地域再生重点推進地区に職員を
配置し、地域再生重点推進地区の調査及びデータベース化
や、集落点検チェックシートによる集落点検業務を行う。

直接実施 2,255,906 3

231 大館市 高齢者の困難事例対応事業
最近増加している高齢者の虐待、ドメスティック・バイオレンス
をはじめとする「対応が困難な事例」について、地域包括支
援センターと連携しながらその解決に努める。

直接実施 913,278 1

232 大館市 火災警報器設置推進・消防水利維持事業

住宅用火災警報器について、市内各世帯に設置の啓発を
図るとともに、取り付けが困難な高齢者や一人暮らし世帯に
対しては取付けを行い、設置率の向上を図る。また、消防水
利（消火栓・防火水槽等）の維持管理のため、消火栓のペン
キ塗りを行う。

直接実施 1,789,006 2

233 大館市 街灯設置状況調査事業 市内全域の街灯設置状況を調査し、データベース化する。 直接実施 1,563,029 2

234 大館市 会議録データベース化事業
ＰＤＦ保存されている会議録（昭和35年定例会～平成18年
第1回臨時会）を検索、活用できるようにデータベース化す
る。

直接実施 761,473 1

235 大館市 放置家屋解消事業

市が把握している空家・危険家屋データベースを元に、その
所有者に対して維持管理や環境保全を依頼するとともに、
冬期間の積雪による家屋の損傷や落雪による周囲へ影響を
防ぐため、見回りや簡易な対策を講じる。

直接実施 676,694 1

236 大館市 広報データベース化事業
昭和２６年８月２０日創刊号からの大館市広報について、紙
の劣化が著しいためデジタルデータ化し保存、管理する。

直接実施 829,721 1
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237 大館市 「大館市の統計」発行事業
「大館市の統計」を発行し、合併後の大館市の統計データを
整理・活用するとともに、教育機関等での副読本としての活
用を図る。

直接実施 803,821 1

238 大館市 ペレットストーブ導入推進事業

市内の公共施設にペレットストーブを設置する事業を行いな
がら、ＣＯ2削減や森林の保全などについて、チラシによるＰ
Ｒやアンケート調査を通じて市民にその意義や効果につい
ての啓発を行い、ペレットストーブの導入を推進する。

直接実施 865,267 1

239 大館市 農地・農業用施設災害復旧管理事業
市内で被災した農地・農業用施設について、その復旧工事
状況をデータベース化し、農地・農業用施設災害対策の効
率的な運用を図るとともに、工事履歴の適切な管理を行う。

直接実施 348,392 1

240 大館市 勤労者共済会会員拡大事業

市内の中小企業、特に小規模事業所の繁栄と、そこに働く
従業員の福利向上を図るための「大館市勤労者共済会」の
会員拡大による、事業主及び従業員の福利厚生増進、経済
的安定を目的として、市内の小規模事業者や商店への訪問
を行う。

直接実施 722,489 1

241 大館市 市道工事履歴管理事業
市道の工事及び修繕等について、工事・修繕データをデー
タベース化し、市道の効率的な管理・運用を図る。

直接実施 735,708 1

242 大館市 公共ますデータベース化事業
農業集落排水事業で整備した「公共ます」の位置を現地で
確認、写真撮影し、台帳図との整合・調整や使用者等との突
合せを行い、データベース化する。

直接実施 767,724 1

243 大館市 不法投棄未然防止事業

近年増加傾向にある不法投棄を未然に防止するため、不法
投棄現場のパトロールやクリーンアップを行うとともに、不法
投棄箇所のマップを作成するほか、イベント開催などにより
市民への啓発を図る。

直接実施 792,139 1

244 大館市 閉架書庫蔵書整理事業
中央図書館及び田代図書館の閉架書庫の蔵書について、
破損等により廃棄すべきものと他の施設で活用できるものを
整理し、蔵書の有効活用を図る。

直接実施 1,440,737 2

245 大館市 高齢者世帯生活要望調査事業
増加している高齢者世帯のニーズを調査し、必要な施策を
講ずる基礎資料を作成する業務を実施する。

直接実施 726,353 2

246 男鹿市 道路維持事業
男鹿市内の市道の側溝浚渫、路肩の除草、支障木の伐採・
枝払い作業等を行い、車両通行の安全確保を図る。

直接実施 4,279,102 4 

247 男鹿市 幼児施設及び児童遊園環境整備事業
各幼児施設及び児童遊園の園庭及び遊園周辺の草刈、枝
剪定、側溝等の砂上げ、桜の木等の害虫駆除を実施する。

直接実施 2,155,652 3 

248 男鹿市 滝川ダム草刈等業務委託事業 滝川ダム管理用道路の草刈等を実施する。 委託 414,750 2 

249 男鹿市 林道草刈等業務委託事業 市内林道の草刈、枝打ち等を実施する。 委託 1,197,000 2 

250 男鹿市 海岸漂着ゴミ清掃事業
毎年海岸部に多量に漂着するごみを、春から秋に掛けて継
続的に清掃し、市の環境美化に努める。

直接実施 3,009,559 4 

251 男鹿市 観光拠点環境整備事業
観光拠点の道路沿線の草刈り、枝切り、清掃及び海岸清掃
を実施する。

直接実施 1,711,889 6 

252 男鹿市 伝統芸能サポート業務委託事業
なまはげ太鼓等伝統芸能の運営サポート及び会場整理、伝
統芸能の伝承及び観光客体験ツアー等の補助を行う。

委託 652,536 1 

253 男鹿市 図書目録作成・収集事務 未整理図書12,500冊の登録業務を行う。 直接実施 1,296,000 4 

254 男鹿市 出土遺物等整理事業
男鹿市内の大畑台遺跡、小谷地遺跡、横長根遺跡等から出
土した遺物の整理を行い、公開展示することにより、地域文
化の振興を図る。

直接実施 1,296,000 3 

255 男鹿市 道路維持事業
市道の歩道除雪、舗装補修、側溝浚渫、支障木の伐採・枝
払い作業を行い、車両および歩行者の通行の安全確保を図
る。

直接実施 4,613,662 5 

256 男鹿市
新公会計制度に伴う公有財産台帳整備
作成業務

公有財産台帳の登記簿謄本の整理や、位置図・地籍測量
図の作成を行う。

直接実施 865,422 1 

257 男鹿市 家屋の現況床面積調査
家屋台帳と現況（床面積）を照らしあわせ、増改築等により台
帳とあわない箇所の訂正等を行う。

直接実施 10,238,227 12 

258 男鹿市 観光事業情報集積作業
観光商工課における各種イベントの運営をサポートし、より実
りあるイベントに繋げるべく参加者の声をまとめ、情報収集す
るなどの業務を行う。

直接実施 1,850,528 3 

259 男鹿市 幼児施設・児童遊園環境整備作業
保育園等幼児施設・児童遊園の枯草等処理作業、側溝砂
上げ、雪囲い、除雪作業、園内清掃等作業

直接実施 2,285,850 5

260 男鹿市 文化財資料のデジタル化推進事業
市所有の文化財資料及び古文書等を記録・保存するととも
に、検索を容易にするためのデジタルデーターベース化を
図る。

直接実施 1,029,028 2

261 湯沢市 消防体制充実事業
災害発生時に甚大な被害が生じる恐れのある市内の防火対
象物(150㎡以上の建物2,267箇所)と消防水利の調査補助を
行う。

直接実施 771,553 1 

262 湯沢市 市有林等整備直営事業
いこいの森遊歩道の環境整備、栗園の枝打ち、伐採、植栽
作業等を実施する。

直接実施 1,549,381 6 

263 湯沢市 市有林等整備委託事業 市有林の間伐、枝打、集積・搬出作業を行う。 委託 7,781,550 16 
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264 湯沢市
環境保全及び交通安全施設維持管理事
業

不法投棄を防止するための監視や不法投棄物の撤去処
分、クリーンアップの実施、家庭用ゴミ集積所を把握するた
めの実態調査、良好な景観の形成を進めるための廃屋実態
調査等により環境保全を図る。

直接実施 4,218,531 5 

265 湯沢市
道路施設等台帳整備及び調査清掃作業
事業

市が管理する道路施設等（橋梁、防護柵、標識類、街路樹、
流雪溝及び付帯施設）を再調査し、データベース化を図ると
ともに、各施設の点検及び清掃作業を実施する。

委託 11,760,000 6 

266 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、公園及び緑地内の除草
作業、樹木の枝打ち・剪定、藤棚の整備、四阿・遊具等の塗
装作業を実施する。

委託 8,379,000 5 

267 湯沢市 城址公園遊歩道整備事業
城址公園の美化と、史跡とふれあえる散策路の整備を図る
ため、樹木の枝打ち、除草、遊歩道・階段・案内板の整備を
実施する。

委託 6,609,750 5 

268 湯沢市 文化財保存整理及び芸術推進事業
寄贈写真や歴史的資料などの文化財について、保存整理
作業を行うとともに、芸術推進事務の補助を行う。

直接実施 2,093,026 2 

269 湯沢市
市社会体育施設の安全点検・保安管理事
業

現存の社会体育施設は老朽化が著しく、また、管理人等が
未設置の施設が多いため、施設設備等の日常的安全点検
等を実施することにより、常に快適に利用できる施設として地
域住民に提供する。

直接実施 3,746,960 4 

270 湯沢市 自殺予防市民アンケート実施事業
秋田大学と共同で行う自殺予防アンケート実施事業に関し
て、アンケートの発送、整理、データ入力を行う。

直接実施 1,750,525 2 

271 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の補助
等を行う。

直接実施 1,610,952 2 

272 湯沢市 「田螺沼」周辺散策路整備事業
田螺沼及び「秋田いこいの村」周辺の既存散策路の刈払い
やゴミ拾い等を実施する。

直接実施 2,535,801 5

273 湯沢市 公図電算化事前準備事業

合併前まで統一されていなかった土地所在図（公図）につい
て、将来の電子データ化による管理体制を見据え、その準
備作業として、国で保管している公図との突合せや台帳整
備を行うとともに地籍調査との整合性を図る。

直接実施 1,261,189 2

274 湯沢市 耕作放棄地現況確認調査事業
市内の耕作放棄地の現況を踏査により確認調査し、耕作放
棄地再生利用のための基礎資料とする。

直接実施 285,000 2

275 湯沢市 新型インフルエンザ等対策事業
新型インフルエンザワクチン接種に関して、医療機関から送
付される予診票等の内容確認、整理、データ入力作業等を
行う。

直接実施 716,228 2

276 湯沢市 防犯灯更新等維持管理事業

国の地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として、市
内の防犯灯（蛍光灯及び白熱灯）2,500個を水銀灯に交換し
た後、失業者を雇用し、交換が終了した灯具の検査業務に
従事させるとともに、市内の防犯灯の故障箇所の把握と修
理・交換発注等の業務に従事させる。

直接実施 372,994 1

277 鹿角市 臨時職員雇用事業
離職者を対象に、事務補助職員として臨時職員を雇用す
る。 直接実施 10,205,417 16

278 鹿角市
鹿角市森林セラピーマネージャー補助員
確保事業

森林セラピーマネージャーの補助員を配置し、森林セラピー
ロードの維持管理を定期的に実施することにより、良好な景
観の保持と利用者の安全確保を図るとともに、森林セラピー
関係の調査やイベントの実施、PR活動等を充実させることに
より、森林セラピー利用者の増加を図る。

直接実施 774,599 1 

279 鹿角市 市有財産データベース化事業
市公有財産をデータベース化し、今後の管理の資質向上を
図るとともに、公会計システム化に寄与する。

直接実施 722,712 1 

280 鹿角市 家屋評価調書データベース化事業
家屋評価調書を評価年別にデータベース化するための入力
作業を行い、評価情報の管理・運用を図る。

直接実施 1,580,971 6 

281 鹿角市 不法投棄撤去環境美化推進事業 不法投棄箇所の調査及び不法投棄物の撤去作業を行う。 委託 3,150,000 11 

282 鹿角市
十和田市民センター等樹木剪定、伐採事
業

十和田市民センター等敷地内の樹木の剪定、伐採を行う。 委託 804,094 5 

283 鹿角市 公共交通利用意識調査 バス交通に対する利用者意識調査を実施する。 委託 1,345,785 6 

284 鹿角市
保育料（児童福祉負担金）等の夜間収納
に関する嘱託員派遣事業

保育料等の夜間収納を行う嘱託員を雇用し、昼間不在の滞
納者に対する訪問徴収を実施する。

直接実施 776,018 2 

285 鹿角市
農地基本台帳システム・農振農用地入力
補助員確保事業

農地基本台帳システムにおいて、未入力データの入力作業
を実施するとともに、「農地制度改革」に対応したシステムの
構築に向けてデータ整備を図る。

直接実施 881,907 1 

286 鹿角市 農林業施設情報データベース化事業
農林業施設情報について、現地確認、現地写真撮影、図面
作成及び各種資料の電子化等の実施により、データベース
化を図る。

直接実施 1,692,342 2 

287 鹿角市 林道維持管理リフレッシュ事業 林道の側溝浚渫や、支障箇所の刈払いを実施する。 委託 6,271,247 6 

288 鹿角市 鹿角トレッキングコース環境整備事業
昨今の中高年を中心とするトレッキングブームに対応するた
め、作業員を季節雇用して登山道などの刈り払い等を実施
し、快適なトレッキング環境を提供する。

委託 2,759,253 5 

289 鹿角市 街灯台帳作成に関する基礎調査
街灯台帳作成に関する基礎調査として、現地確認調査、写
真撮影、位置図作成及び電子ﾃﾞｰﾀ化等を行う。

直接実施 1,657,599 3 

290 鹿角市 市道草刈等維持管理事業 市道の草刈や、実施箇所の現場パトロール等を実施する。 直接実施 2,265,330 4 

11 / 19 ページ



番号 事　　業　　名 事　　業　　内　　容 事業区分
実施主体

（県担当課名）
事業実績額

（円）

新規雇用者数
（延人数）

（人）

291 鹿角市 市道点検事業
市道について、交通安全施設等構造物破損状況等の調査
や、調書・位置図の作成を行う。

直接実施 297,574 2 

292 鹿角市 学校施設緑化環境向上事業（小学校）
管内小学校敷地内の緑化木について、技術取得者の指導
を得ながら、不要な枝葉等の剪定、除去を行うことにより、緑
化環境の向上を図る。

委託 1,270,857 7 

293 鹿角市 学校施設緑化環境向上事業（中学校）
管内中学校敷地内の緑化木について、技術取得者の指導
を得ながら、不要な枝葉等の剪定、除去を行うことにより、緑
化環境の向上を図る。

委託 1,178,121 5 

294 鹿角市 先人顕彰館資料電子情報処理事業
先人顕彰館の資料の電子情報化を行うことにより、貴重な資
料の保存管理と情報提供の迅速化を図る。

直接実施 3,387,700 4 

295 鹿角市 図書館蔵書データベース化事業
十和田図書館蔵書のうち、未データベース化の「立山文庫」
及び「みどりの文庫」を中心に、約15,000冊のデータを作成
する。

直接実施 3,005,779 4 

296 鹿角市 埋蔵文化財調査報告書デジタル化事業

埋蔵文化財調査報告書に関しては発行部数が定められて
いるため、過去の報告書を中心に深刻な在庫不足となって
おり、入手を希望している機関・個人などからデジタル化を
要望する声が多かったことから、調査報告書をＰＤＦファイル
として保存し、ホームページで公開・活用する。

直接実施 3,238,007 4 

297 鹿角市 市史史料・民俗資料整理事業

これまで収集した古文書類の市史史料を整理し目録化を目
指す。また、花輪図書館民俗資料室所蔵の民俗資料約2千
点のデータ作成と清掃、解説板作成等を行い展示の充実を
図る。

直接実施 7,777,632 8 

298 鹿角市 鹿角市観光交通量調査事業
本市の観光地に通ずる主要道路の交通量を調査把握するこ
とにより、今後の観光行政施策などに活用する。

委託 5,803,056 10

299 由利本荘市 固定資産（家屋）事前状況調査事業
固定資産税の適正賦課にあたり、現況と固定資産課税台帳
との一致を図るため、状況調査の事前事業を行う。

委託 27,661,200 12 

300 由利本荘市 最終処分場搬入物詳細確認事業
本荘最終処分場搬入物の詳細調査、施設の境界確認、除
草作業等を実施する。

委託 2,026,918 2 

301 由利本荘市 障害者仕事作業開始促進事業 障害者が作成する製品について、開発と指導を行う。 委託 314,699 1 

302 由利本荘市 『白砂青松復活』由利海岸清掃事業
白砂青松復活のため、漁港や港湾区域を含めた海岸への
漂着物等の回収・処分を実施する。また、定期的に実施する
ことで漂着物の埋没を防ぎ、環境保全を図る。

委託 2,658,600 3 

303 由利本荘市 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、維持管理作業
を通し、林業雇用を確保しつつ、森林施業の継続性を維持
するとともに、林業の担い手のスキル習得を目指す。

委託 18,214,350 20 

304 由利本荘市 おばこ号車窓景観イメージアップ事業
各駅ごとに紅垂れ桜・杏の梅・寒椿・夏椿・姫しゃろ・銀杏
（女）などを植栽して、四季折々の車窓景観を向上させること
により、鉄道の利用促進を図る。

委託 9,127,164 4 

305 由利本荘市 観光施設環境美化事業
既存の観光施設において、今まで作業されていなかった施
設内の草刈りや枝払い等の作業を行い、環境美化を図るとと
もに更なる誘客を図る。

委託 5,732,746 6 

306 由利本荘市 観光施設環境美化事業（冬季）
観光施設において、てんぐす病に冒されている樹木の防除
作業を緊急に行い、環境美化を図る。

委託 1,144,552 7 

307 由利本荘市 道路環境美化推進事業
市道の草刈り業務や市道側溝清掃業務、植樹帯の剪定・施
肥業務の実施により、道路環境美化を推進する。

委託 22,134,647 29 

308 由利本荘市 河川クリーンアップ事業 市管理河川のクリーンアップを行う。 委託 2,488,500 7 

309 由利本荘市 都市公園環境整備事業

都市公園の安心・安全対策として、死角となる樹木の枝切り
や草刈作業などを行い、都市公園の環境整備を図ると共
に、来年度から由利本荘市で取り組む｢さくら満開まちづくり｣
事業の一部として、既存の桜の枯れ枝切りなど桜の整備を
図る。

委託 3,496,500 3 

310 由利本荘市 本荘郷土資料館収蔵資史料整理事業
古文書目録のデータ入力と寄贈資料の整理及びデータ入
力により、パソコンでのデータベース化を行う。

委託 2,542,926 2 

311 由利本荘市 文化財整理事業

市所有民俗資料の整理作業と同時に、パソコンでのデータ
ベース化を実施し、資料の検索システムを構築する。また、
発掘調査で出土した遺物の註記・接合・実測等の整理作業
を行う。

委託 6,258,351 7 

312 由利本荘市 「高橋宏幸賞・美術館」開設事業

収蔵中の高橋宏幸賞・童話秋田県コンクール（第１回～第１
７回）優秀作品と、高橋宏幸氏の原画をデジタル化し、市
ホームページに「高橋宏幸賞・美術館」（仮称）として開設す
る。

委託 2,973,933 2 

313 由利本荘市 矢島地域さくら満開まちづくり事業
市で管理している樹木の剪定作業を行う。また、市の花であ
る桜について、テング巣病に冒されている樹木の剪定作業
を緊急に行い、美しい桜の景観を守る。

委託 2,444,908 3 

314 由利本荘市 岩城地域さくら満開まちづくり事業

市で管理している樹木について、追肥や支柱補強及び剪定
作業を行う。また、市の花である桜について、テング巣病に
冒されている樹木の剪定作業を緊急に行い、美しい桜の景
観を守る。

委託 2,521,741 3 

315 由利本荘市 由利地域さくら満開まちづくり事業
市で管理している樹木の剪定作業を行う。また、市の花であ
る桜について、テング巣病に冒されている樹木の剪定作業
を緊急に行い、美しい桜の景観を守る。

委託 2,457,000 3 

316 由利本荘市 大内地域さくら満開まちづくり事業
市で管理している樹木について、追肥及び剪定作業を行う。
また、市の花である桜について、テング巣病に冒されている
樹木の剪定作業を緊急に行い、美しい桜の景観を守る。

委託 2,496,900 3 

317 由利本荘市 東由利地域さくら満開まちづくり事業
市で管理している樹木の剪定作業を行う。また、市の花であ
る桜について、テング巣病に冒されている樹木の剪定作業
を緊急に行い、美しい桜の景観を守る。

委託 2,505,765 3 

318 由利本荘市 西目地域さくら満開まちづくり事業
市で管理している樹木の剪定作業を行う。また、市の花であ
る桜について、テング巣病に冒されている樹木の剪定作業
を緊急に行い、美しい桜の景観を守る。

委託 2,526,735 4 
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319 由利本荘市 鳥海地域さくら満開まちづくり事業
市で管理している樹木の剪定作業を行う。また、市の花であ
る桜について、テング巣病に冒されている樹木の剪定作業
を緊急に行い、美しい桜の景観を守る。

委託 2,372,061 3 

320 由利本荘市 ＣＡＴＶ制作番組アーカイブス事業

由利本荘市ＣＡＴＶセンターで制作した番組やニュースなど
をデジタルデータ化し、ＣＡＴＶ加入者がテレビやインター
ネットを通して、２４時間いつでも見たい番組を視聴できるよう
利便性の向上を図る。

直接実施 814,663 1 

321 由利本荘市 ごみステーション設置状況・安全確認事業
市内のごみステーション設置場所の安全確認や台帳作製等
を行う。

直接実施 2,284,142 2 

322 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」の更なる普及を図るた
め、作成教室の開催や展示作業、ホームページでの周知、
過去の「全国ごてんまりコンクール」の受賞者データ整理を
行うとともに、平成21年10月下旬から11月上旬に「第40回全
国ごてんまりコンクール」を開催し、誘客を促進する。

直接実施 717,290 1 

323 由利本荘市 都市公園桜維持管理事業
今年度から当市で取り組む「さくら満開まちづくり」事業の一
部として、各都市公園に植生しているさくらへの薬剤散布及
び肥料の施肥を実施し、都市公園の環境整備を図る。

委託 8,245,650 4 

324 由利本荘市 ゆり高原ふれあい農場景観改善事業

由利本荘市のさくら１００景となっている「ゆり高原ふれあい農
場」周辺に植栽されている約１，３００本の桜について、テン
グス病が寄生している桜の枝等の除去作業等を実施して景
観保全を図る。

委託 2,510,550 3 

325 由利本荘市
鳥海高原矢島スキー場魅力アップサポー
ター事業

矢島スキー場において、ゲレンデの楽しさを体験できる多様
なアイテムを整備するため、スキー・スノーボード等の愛好者
からの聞き取り調査を定期的に実施する。また、調査結果に
基づき、スキーアイテムやスノーパーク・クロスコース等のメン
テナンスを行う専門サポーターを雇用する。

直接実施 1,141,705 3 

326 潟上市 地理空間情報整備事業
現在紙ベースで管理されている地理空間情報を整理し、統
合型GISへ取り組むとともに、雇用された者の統合型GIS関連
の知識を高める。

直接実施 2,153,071 5 

327 潟上市 臨時職員雇用拡大事業
市役所にて臨時職員の雇用を拡大し、失業者の雇用の場を
確保する。

直接実施 4,681,151 10 

328 潟上市 潟上市文化財・文化財関係資料整理事業
潟上市内の文化財及び文化財関係資料について、写真撮
影・整理・清掃・分類などを行う。

直接実施 2,841,581 6 

329 潟上市 教育施設環境整備事業
教育委員会所管施設において、草刈り等の実施により環境
整備を図る。

直接実施 2,844,485 3 

330 潟上市 防犯灯調査事業
各自治会からの故障修理等の要望に迅速に対処するため、
潟上市全域の防犯灯設置箇所等を調査し、台帳を整備す
る。

直接実施 445,510 2 

331 潟上市 転作関連入力事業
転作に関するデータについて、コンピュータへの入力作業を
行う。

直接実施 1,532,089 3 

332 潟上市 市道環境整備事業
市道について、側溝の清掃・除草や、交通安全施設清掃、
街路樹の剪定を行う。

直接実施 2,340,045 4 

333 潟上市 市道構造物安全点検委託事業 市道構造物（橋梁）の安全点検業務を行う。 委託 3,650,850 4 

334 潟上市 耕作放棄地再生利用対策事業
耕作放棄地（遊休農地）の状況及び所有者・耕作者の実態
把握に努め、今後の耕作放棄地再生利用の増進を図る。

直接実施 410,790 2 

335 潟上市 公園美化環境整備事業 市管理の公園緑地等の草刈り及び樹木剪定を実施する。 委託 1,114,632 2 

336 潟上市
鞍掛沼公園及び民俗展示室環境美化整
備事業

鞍掛沼公園内施設(民俗展示室等)において、清掃等の実施
により環境美化を図る。

委託 740,250 1 

337 潟上市 広報データベース化事業
昭和３０年代からの広報は現在紙ベースで保存しているた
め、スキャナーで読み込みデジタル化することにより、デジタ
ルベースでの保存管理とする。

直接実施 2,049,600 2 

338 潟上市 学校安全サポート事業
児童・生徒の学校生活の安全確保を図るため、サポート員を
市内小中学校に配置する。

直接実施 5,625,933 12

339 潟上市 環境美化清掃事業
住宅地周辺の農業用水路を清掃することにより、生活環境の
美化を図る。

直接実施 1,057,808 4

340 潟上市 生涯学習・児童健全育成サポート事業
生涯学習関係事業の拡大に伴う補助員の配置及び各児童
クラブ開設場所周辺の環境整備を行う。

直接実施 1,035,240 2

341 大仙市 緊急雇用対策事業（現場作業員）
道路側溝清掃、樹木の剪定などを中心とした現場作業を行
う。

直接実施 14,490,022 33 

342 大仙市
緊急雇用対策事業（土地調査・消防防災
データ入力作業員）

都市計画区域の変更に係る土地調査及び消防防災データ
の調査入力作業を行う。

直接実施 1,039,863 2 

343 大仙市 緊急雇用対策事業（学校ＩＣＴサポーター）
パソコンを使用し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。

直接実施 3,502,845 6 

344 大仙市
緊急雇用対策事業（埋蔵文化財整理作業
員）

埋蔵文化財の整理作業を行う。 直接実施 3,690,186 6 

345 大仙市 緊急雇用対策事業（古文書整理作業員） 古文書の整理作業を行う。 直接実施 1,189,910 2 

346 大仙市
緊急雇用対策事業（埋蔵文化財発掘調査
補助作業員）

埋蔵文化財の発掘調査作業の補助を行う。 直接実施 1,251,023 2 
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347 大仙市 環境整備事業
林道・作業道草刈作業、牧場隔障物除去作業、児童福祉施
設・介護保険施設環境美化作業、ゴミ集積所調査・看板更
新作業及び不法投棄回収作業を行う。

直接実施 3,732,795 11 

348 大仙市
大仙市「災害時要援護者・地域福祉要援
護者」情報整備事業

災害発生時に避難支援を必要とする要介護認定者や一人
暮らし高齢者、障害者等の情報を整備すると共に、地域福
祉を推進するための要援護者情報を整備する。また、要援
護者の地域福祉マップを作成する。

直接実施 5,240,176 13 

349 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、市が実施する「就業支
援パソコン基礎講習会」の講師として指導にあたらせる。

直接実施 956,640 2 

350 大仙市 地域中核文化的観光資源環境整備事業
大仙市の中核的な文化観光資源（施設）である池田氏庭園
及び払田柵跡について、清掃の実施等により環境美化を図
る。

直接実施 5,408,728 9 

351 大仙市
消防水利標識ポール補修事業及び不要
消防ホース処分作業

錆び付いた消火栓、防火水槽標識ポールの錆落とし・塗装
作業及び不要消防ホース処分作業を行う。

直接実施 4,165,485 8 

352 大仙市 消防施設台帳整備事業
旧市町村ごとに管理されている消防施設台帳を、一元的に
管理するためのデータ入力作業を行う。

直接実施 724,445 1 

353 大仙市 財産管理システム入力作業
土地・家屋等などの財産異動に関するデータ入力及び法務
局大曲支局での財産異動調査事務を行う。

直接実施 1,499,090 2

354 北秋田市 ＩＣＴ（情報通信技術）利活用等支援事業
市内小・中学校のホームページの作成及び更新を行うため、
各校を巡回し教職員への支援を行う。

直接実施 755,480 1 

355 北秋田市 枝打ち・下刈り事業 市営鷹巣牧場の枝打ち・下刈り作業を行う。 直接実施 3,411,974 5 

356 北秋田市 有刺鉄線張り事業
市営鷹巣牧場、ノロ川牧場、高津森牧場内の有刺鉄線張り
作業を行う。

直接実施 1,929,400 4 

357 北秋田市 消火栓清掃等環境整備事業
消火活動をより迅速・円滑に行うため、北秋田市内に設置さ
れている消火栓及び防火水槽の清掃・塗装を行う。

委託 3,715,147 12 

358 北秋田市 林道沿線の草刈等環境整備事業 林道沿線の草刈を実施する。 委託 12,195,084 18 

359 北秋田市 防犯・交通安全施設データ統合事業

北秋田市に設置されているカーブミラー・防犯灯等を調査
し、データとして把握することにより、カーブミラーの角度調整
や防犯灯の球切れなどの修繕を迅速化し、市民の安全・安
心を図る。

委託 8,841,500 4 

360 北秋田市 伊勢堂岱遺跡出土品再整理事業
北秋田市内の伊勢堂岱遺跡から出土された遺跡品の報告
書を作成するため、分類や、接合・接着の作業を実施する。

直接実施 514,744 5 

361 北秋田市 都市公園等環境整備事業 公園内の桜テングス病等の樹木の剪定・撤去・処理 委託 1,608,222 4

362 北秋田市 観光宣伝及び観光振興ビジョン作成事業
観光に関する電話応対、観光資料の送付、イベント等にお
ける観光ＰＲ及び観光振興ビジョン作成等の業務に従事させ
る。

直接実施 784,655 1

363 北秋田市
消火栓文字塗装及び消防水利旗用パイ
プ設置事業

北秋田市内に設置している消火栓の文字部分を白く塗装
し、また、冬期に消火栓・防火水槽の位置を示す消防水利
旗を消火栓等に設置するためのパイプを取り付ける。

委託 1,681,114 5

364 北秋田市 森吉山冬季誘客推進事業
県内有一の貴重な資源である樹氷を活用した「森吉山の樹
氷まつり」における、現地ガイド及び会場内コース整備等を
行う。

直接実施 2,427,434 6

365 北秋田市 小中学校校内樹木等環境整備事業 北秋田市各小学校・中学校の桜のテングス病剪定を行う。 委託 3,153,150 8

366 北秋田市 臨時職員緊急雇用事業（学校教育） 学校教育課の事務補助及び学校業務補助に従事させる。 直接実施 376,453 1

367 北秋田市 臨時職員緊急雇用事業（保育） 保育園保育士補助業務に従事させる。 直接実施 331,500 1

368 北秋田市 臨時職員緊急雇用事業（作業員） 保育園施設維持管理作業に従事させる。 直接実施 636,782 1

369 にかほ市 公園等管理・整備事業 市内公園等の維持管理及び清掃等を実施する。 直接実施 2,479,346 2 

370 にかほ市 市有林等維持管理業務 市行分収林の枝打ち等を実施する。 直接実施 27,565,862 31 

371 にかほ市 資料館運営事業 郷土資料館の受付業務を行う。 直接実施 1,493,871 4 

372 にかほ市 文化財保護事業 郷土資料館における文化財資料整理等を行う。 直接実施 1,513,138 4 

373 にかほ市 文化財施設整備事業
文化財指定史跡において、下刈や軽微な修繕、案内看板清
掃等の環境整備を行う。

直接実施 1,713,936 2 
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374 にかほ市 立沢遺跡遺物整理事業
立沢遺跡の出土遺物について、遺跡の年代や性格等につ
いて検証するための資料として、整理保存する。

直接実施 1,103,391 4 

375 にかほ市 クリーンアップ作戦 海岸漂着ごみの収集作業を実施し、環境の向上を図る。 直接実施 38,647,758 46 

376 にかほ市 農地現況調査
農地台帳に登載されている農地の利用状況を把握し、農家
台帳のデータ整備等を行う。

直接実施 6,444,833 7 

377 にかほ市 図書室蔵書整理作業員雇用事業 図書室の利用向上のため、蔵書の整理作業を行う。 直接実施 510,315 2 

378 にかほ市
消防設備維持管理補助及び公用車運行
管理補助員確保事業

管内の消火栓・防火水槽の維持管理作業等を行う。 直接実施 999,428 1 

379 にかほ市 災害時避難施設調査事業
市内全域の指定避難場所、避難所及び避難路の状況、看
板設置状況を調査し、避難施設整備の基礎資料を作成す
る。

直接実施 817,000 2 

380 にかほ市 広報用写真フィルムデータベース化事業

広報用写真フィルム等をデジタルデータ化し、管理・保管す
る。また広報取材において、写真・ビデオ等の撮影業務や、
市民参加型のコーナー設置に関する記事の作成業務の補
助を行う。

直接実施 1,609,921 2 

381 にかほ市 緊急雇用・企業支援対策本部業務
緊急雇用・企業支援対策本部において、企業の雇用状況、
失業者の情報等の整理や一般事務補助に従事させる。

直接実施 1,337,057 2 

382 にかほ市 道路維持作業業務 市内一円の道路及び道路側溝の清掃作業を行う。 直接実施 32,209,843 45 

383 にかほ市 シャトル便運行事業
各庁舎や施設間の書類・物品の運搬を迅速に行うため、公
用車をシャトル便として定期的に運行し、事務事業の効率化
を図る。

直接実施 1,817,557 3 

384 にかほ市 市有地草刈事業
市管理の未利用地や駐車場貸付地等の草刈や除草を行
い、景観の向上・保全を図る。

直接実施 2,446,401 2 

385 にかほ市 水田台帳整備作業業務
水田台帳システムに登載されている農地情報の精度を向上
させるため、現地作業や集計作業、台帳整備等を実施す
る。

直接実施 1,468,253 2 

386 にかほ市 農作業受託支援事業
緊急雇用者を活用した「農作業受託チーム」を市直営にて
設立し、市内農家や農地において、農繁期の作業補助や耕
作放棄地の環境整備等を行う。

直接実施 3,541,289 4 

387 にかほ市 図書司書助手確保事業
仁賀保地区図書サービス向上のため、仁賀保地域学校を巡
回し、図書館の資料整理を行う。

直接実施 1,312,020 3 

388 にかほ市
公共資産台帳整備システム導入に伴う現
地確認調査事業

「公共資産台帳整備システム」の導入に伴い、資産（土地）の
情報と現況の整合性を図るため、現地確認調査を実施す
る。

直接実施 1,301,682 5 

389 にかほ市 公共交通体系整備計画策定事業 バス利用に関する動向調査やアンケート等を実施する。 直接実施 1,640,198 10 

390 にかほ市 災害時要援護者リスト整備業務
災害時要援護者のリストを作成し、災害時の避難準備情報
の提供などの防災業務に活用する。

直接実施 1,898,331 2 

391 にかほ市 樹花木等管理剪定・遊歩道等美化事業
行楽地及び公園内の樹花木等の管理・剪定・追肥及び遊歩
道の清掃・草刈等並びに桜の木のテングス病処理を行う。

直接実施 2,209,092 2 

392 にかほ市 消費生活相談事業

近年、消費生活に関する相談が複雑化・多様化してきている
ことから、消費者に対する情報の提供を積極的に行い、相談
事案の迅速・的確な処理を進めるなどの消費生活に関する
業務を行う。

直接実施 704,749 1

393 にかほ市 所蔵資料等データベース作成事業

白瀬南極探検隊記念館に所蔵している文化財資料等の採
寸や撮影を行い、必要な項目のデータベースを作成する。
また、寄贈された貴重図書及び一般図書、新聞記事等を分
類し、データベースを作成する。

直接実施 432,922 1

394 にかほ市 家屋全棟調査準備事業
課税客体である家屋について、課税もれ、増築、滅失等を全
棟調査をするための準備調査をする。

委託 6,720,595 8

395 にかほ市
にかほ市総合型地域スポーツクラブ設立
準備事業

平成２２年３月に設立予定である総合型地域スポーツクラブ
の設立及び運営に関わる事務局的な業務に従事させる。

直接実施 391,996 1

396 仙北市 税務事務職員確保事業
税務課に職員を配置し、統計資料の作成やＨＰへの情報掲
載等の業務に従事させる。

直接実施 3,079,078 4 

397 仙北市 地番現況図修正作業業務委託事業
平成20年度に実施した「地番現況図修正等作業業務委託
事業」における、現況地番図と土地一筆データ照合による調
査結果に基づいて、不一致箇所の整合性を図る。

委託 9,975,000 5 

398 仙北市 観光資源整備事業
市内にある登山道等の観光資源について、刈払い等の環境
整備を行い、観光振興を図る。

直接実施 2,242,756 4 

399 仙北市 自然公園等景観保全事業
自然公園（田沢湖・抱返り）内及び刺巻湿原の景観保全のた
め、清掃、刈払い、雑木等の処理を行う。

委託 2,625,000 4 

400 仙北市 観光宣伝、イベント補助事業
観光情報の対応、ＰＲ用パンフレット等の送付、お祭りイベン
トの補助等の業務に従事させる。

直接実施 1,508,279 2 

401 仙北市 各台帳整備に係る資料作成事業
管財事務及び台帳整備に係る基礎資料作成業務の補助
（登記簿閲覧、パソコン入力等）を行う。

直接実施 3,141,680 6 

402 仙北市 市有林保育等事業
仙北市の造林地において、除伐や切捨間伐作業を実施す
る。

委託 7,334,250 7 
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403 仙北市 市道及び普通河川維持整備事業
市管理の市道、普通河川の支障となる立木の枝払いや除去
作業等を行う。

直接実施 1,377,562 2 

404 仙北市 歴史的景観・環境整備事業
重要伝統的建造物群保存地区の景観維持と、平福記念美
術館の庭園の環境整備を行う。また、桜堤の枝の剪定や樹
木環境の改善なども行う。

直接実施 2,416,944 2 

405 仙北市 文化資料撮影データベース事業
文化財の保存と活用を図るため、文化財の撮影及びデジタ
ルデータ化の作業を行う。

委託 2,309,968 4 

406 仙北市 仙北市街灯設置状況等調査事業
市直営街灯の設置場所や、市プレート番号及び灯具架設柱
番号等の確認を行い、台帳を作成する。

直接実施 1,756,808 2 

407 仙北市 環境保全及び施設整備管理事業
公共施設周辺の環境整備や、道路・河川の維持修繕等の作
業補助を行う。

直接実施 361,980 1 

408 仙北市 情報センター施設整備管理事業
仙北市総合情報センターにおいて、外回りの清掃、側溝の
泥上げ、草刈等の環境整備や、無断駐車を取り締まり来館
者の利便性を図るための駐車場監視を行う。

直接実施 765,009 1 

409 仙北市 学習資料館寄贈各文庫整理事業
学習資料館において、寄贈文庫等の整理や目録作成、
データ化作業等を行う。

直接実施 2,812,614 4 

410 仙北市 生保内財産区一般財産管理事業
財産区事務及び財産台帳整備に係る基礎資料作成の補助
（登記簿閲覧、パソコン入力等）を行う。

直接実施 1,372,258 2 

411 仙北市 中心市街地活性化状況調査事業 角館中心市街地における観光客等の動向調査を行う。 直接実施 7,041,961 54 

412 仙北市 桜植林地管理育成事業
樺細工の原料供給地である桜植林地の生育状況を把握し、
適正な管理育成を図り、良質な樺細工原料の確保に努め
る。

直接実施 3,081,188 6 

413 仙北市 臨時介護職員雇用（人材育成）事業
介護職員として失業者等を雇用し、食事や入浴、排泄等の
介護業務に従事させ、実践的な知識・技術を修得させる。

直接実施 2,375,416 4 

414 仙北市 公園環境整備事業
市内河川公園において、堆積した土砂利・流木・ゴミ等の除
去作業及び各植木類の枝の剪定作業を実施する。

直接実施 1,139,472 3 

415 仙北市 環境保全及び施設維持事業
管財課が管理する財産（土地・建物）の環境整備（草刈り）及
び施設維持管理（室内整理整頓・片付け、立木の枝払い及
び軽微な伐採）作業等を行う。

直接実施 3,627,354 3 

416 仙北市 林道・作業道景観整備事業
市管理の林道・作業道の草刈、維持管理作業等を実施す
る。

直接実施 4,113,139 6 

417 仙北市 図書館蔵書整備事業
図書館の蔵書について、バーコードラベルの貼付や、整理・
補修等を行う

直接実施 1,055,238 1

418 仙北市 観光施設整備事業
観光課が管理する案内看板の補修、安全確認、トイレや駐
車場等の補修や周辺の環境整備等を行う。

直接実施 337,146 1

419 仙北市 地域特産物販路拡大等対策事業

需要が拡大している、首都圏アンテナショップへの地場産品
や特産品の収集補助とともに、地域特産品の情報データー
ベース化の準備作業を行う。また、商工課管理施設の環境
整備作業等を行う。

直接実施 652,464 1

420 小坂町 土地調査、地籍集成図修正作業事業
町有地に関しての法務局調査及び集成図への字界入作業
を行う。

直接実施 417,000 1 

421 小坂町 七滝保育所３歳未満児保育事業
保育所において、３歳未満児の新規受入を行い、保育事業
の充実を図る。

直接実施 1,304,887 2 

422 小坂町 小坂町中央児童館障害児学童保育事業 障害を持つ小学生の放課後の生活を守る学童保育を行う。 直接実施 646,932 2 

423 小坂町 狂犬病予防台帳整備事業
犬飼養者調査、狂犬病予防台帳の整理、犬の登録事務補
助等を行う。

直接実施 383,426 2 

424 小坂町 環境美化推進員配置事業
不法投棄の巡視、撤去、ごみ拾い、動物の死骸等撤去を行
う。

直接実施 479,273 1 

425 小坂町 公有財産維持管理事業 側溝土砂上げ及び法面繁茂樹木の伐採を行う。 直接実施 2,107,000 2 

426 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。

直接実施 4,211,000 8 

427 上小阿仁村 低コスト型林地活用産業振興実証事業
広葉樹を伐倒し、その樹木をホダ木として山元に於いてキノ
コ種菌を植菌して伏せ込み、自然環境でのキノコ栽培実証
試験を行う。

委託 1,220,100 3 

428 上小阿仁村 道路側溝浚渫事業
道路側溝（蓋付）について、環境整備を図るため浚渫を行
う。

直接実施 1,946,763 3 

429 上小阿仁村 炭を使った土壌改良材生産事業
間伐材を利用して作る木炭や木酢液を原料に土壌改良材
の生産を行う。

委託 771,750 2 

430 藤里町 森林整備促進事業
林道・作業道の刈払いやクリーンアップ等の美化活動を行う
とともに、間伐等を実施し、民有林の森林整備の促進を図
る。

直接実施 4,847,000 4 

431 藤里町 白神山地環境美化事業
白神山地を訪れる観光客の安全確保を図るため、雨水等で
洗われた登山道における刈払い等を実施する。また、観光
道路周辺の刈払いを行い、環境美化を図る。

直接実施 1,068,000 3 
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432 藤里町 自然公園管理事業
素波里園地等の自然公園内の桂等間伐及びグラウンドゴル
フ場（新設）の芝刈り等の管理業務を行う。

直接実施 886,000 1 

433 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、雇用された者自らも摘み取り
技術を習得する。

委託 14,053,221 16 

434 三種町 廃棄物不法投棄防止事業
不法投棄常習地帯において草刈りを行うとともに、不法投棄
廃棄物を撤去して適正に処理する。また、未然防止のため
環境整備を行う。

直接実施 4,562,108 5 

435 三種町 林道維持補修事業 林道・登山道・農村公園等の草刈りを行う。 直接実施 3,511,196 4 

436 三種町 公共用財産維持管理事業
道路・河川・森林において、作業道・自然道の修繕や草刈り
等を行う。

直接実施 1,644,534 3 

437 三種町 海岸地域環境整備事業

三種町の観光地である「釜谷浜海水浴場」を中心として、周
辺の「釜谷森林公園」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、海水浴場で開催される「サンドクラフトinみたね」
など、イベント開催に関する業務を行う。

直接実施 6,841,241 7 

438 三種町 公共施設及び公道の環境整備事業
公共施設敷地内及び公道等において、除草・草刈り・枝打ち
等を行う。

直接実施 3,740,530 6 

439 三種町 公園内草刈り等事業 公園の美化及び風景保護のため、草刈りや間伐等を行う。 直接実施 3,086,772 5 

440 三種町 耕作放棄地解消事業
耕作放棄地において、草刈り・伐採・除去・抜根・プラウ深耕
を行う。

直接実施 1,768,493 5 

441 三種町 松くい虫枯死木伐倒処理事業
松くい虫被害木のうち、長期間処理されていない松につい
て、伐倒集積を図る

直接実施 2,958,000 7

442 三種町
天瀬川・牡丹地区高位部承水路及び運動
公園立木伐採整備事業

天瀬川・牡丹地区高位部承水路及び運動公園地内の立木
伐採枝打ち等の実施

直接実施 3,367,035 4

443 八峰町 鳥獣害(サル)防止施設管理事業

猿による農林作物等への被害を防止する電気柵について、
若者の農業離れや農業者の高齢化等により管理が十分行き
届いていないことから、草刈り等の作業を行い、電気柵の正
常な機能を維持・回復することで猿被害の軽減を図る。

直接実施 2,721,666 4 

444 八峰町 ふるさと景観保全事業
公園・河川・公道等の草刈りや側溝浚渫の実施により、白神
山系の麓に位置する八峰町の景観を保全する。

直接実施 3,627,718 3 

445 八峰町
公道や公共施設敷地内の除草作業を行う
事業

上下水道施設の管理道路や側溝の浚渫等を行い、景観の
イメージアップを図る。

直接実施 1,744,461 2 

446 八峰町
学校図書室の蔵書の分類・配架の充実を
図る事業

学校図書室における蔵書の分類や配架の事務補助作業を
行う。

直接実施 2,221,447 3 

447 八峰町
歴史的資料、民俗文化財の整理、保存活
用による地域文化の振興を図る事業

未整理の古文書資料や民俗文化財のリスト・個票作成等の
事務補助作業を行う。

直接実施 614,987 1 

448 八峰町 公園美化事業 公園において、薬剤散布等の芝管理業務に従事させる。 直接実施 653,825 1 

449 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実施し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従事させる。

直接実施 757,711 1 

450 八峰町 白神山地等五能線沿線の観光案内業務
町内の道の駅について、観光案内機能、環境整備及び清掃
活動の充実を図り、白神山地をはじめ五能線沿線の観光振
興を推進する。

直接実施 1,553,557 2 

451 八峰町 緊急雇用相談対応事業 失業者に対する雇用・就業機会の相談業務を行う。 直接実施 718,256 1 

452 八峰町 海岸漂着ゴミ発生調査・収集
海岸漂着ゴミの発生調査及びゴミ収集により環境保全を行
い、 将来の観光トレッキングコースとしての整備を模索する。

委託 4,726,050 5 

453 八峰町 林道維持管理事業 林道の草刈、側溝清掃等を行う。 直接実施 6,618,569 4 

454 五城目町 町税等口座振替納付推進事業

町税、介護保険料及び後期高齢者保険料の納期内完納と
収納率の尚一層の向上を図るため、新たに口座振替納付奨
励金制度を設け、口座振替納付の推進に努めるとともに、徴
収業務の強化を図るため補助員を配置する。

直接実施 2,820,994 4 

455 五城目町 不法投棄物収集事業
環境及び景観を良好なものとするために、不法に投棄された
廃棄物を収集・処理する。

委託 2,168,250 2 

456 五城目町 森林資料館バージョンアップ事業

森林資料館の付加価値を高めるため、森林体験教室の開設
や、各種誘客イベントの開催、常設展示コーナーの内容充
実のための作業等を行うとともに、施設周辺の草刈り等の環
境整備も実施する。

直接実施 1,697,331 2 

457 五城目町 映画「釣りキチ三平」ロケ地観光事業 映画「釣りキチ三平」ロケ地の観光案内を行う。 直接実施 1,693,037 2 

458 五城目町 五城目朝市活性化対策事業

五城目朝市の活性化を図るため、朝市のＰＲ・出店相談・テ
ント設営などのサポート業務や、朝市全体の販売商品の種
類・値段などの調査及び買物客への情報提供、朝市通りの
環境美化等を行う。

直接実施 835,790 3 

459 五城目町 中小企業活性化マネジメント事業
町内中小企業の活性化を図るため、企業の経営状況・雇用
状況等について各種調査を実施する。また、相談窓口を開
設し、企業の要望等に対応するためのマネジメントを行う。

直接実施 868,964 1 
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460 五城目町 町有林整備事業
町有林の維持整備を図るため、30年生以下のスギ人工林の
除伐、枝打ち等を実施する。

委託 6,626,550 4 

461 五城目町 森山森林公園及び町有林調査整備事業
森林公園や町有林について、管理道・遊歩道等の整備や、
台帳整備のための現地調査を実施する。

直接実施 4,879,450 8 

462 五城目町 町道及び橋梁点検調査事業
町道及び橋梁の点検・調査を行うとともに、軽微な修繕等を
実施する。

直接実施 3,696,838 4 

463 五城目町
農家レストラン開設に向けた調査・研究事
業

町の研修施設を一部改築し、新たな地域雇用と魅力ある地
域づくりを創出する農家レストランの開設を前提に、地域資
源を活用したメニューの研究及びアンケート調査等を実施す
る。

直接実施 2,609,980 3 

464 五城目町 高齢者対応型農業推進事業
行者ニンニク、ゼンマイ等山菜の栽培技術の確立と、不耕作
農地の活用・解消により産地化を図り、高齢者対応型農業を
推進する。

直接実施 2,037,130 2 

465 五城目町 児童生徒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が増
加していることから、そのニーズに応えるため、サポート職員
を増員し、障害児一人ひとりへの対応時間をより一層確保す
る。

直接実施 10,588,160 16 

466 五城目町
雀舘運動公園内駐車場・芝生広場等維持
及び整備事業

雀舘運動公園内に平成20年に新設された駐車場、駐車場
芝生広場及び多目的芝生広場について、維持整備を実施
する。

直接実施 1,764,378 2 

467 八郎潟町 公共施設等環境整備事業
公道・公共施設敷地内の除草作業、アメシロ防除（薬剤散
布）、垣根・庭木などの剪定を行う。

直接実施 2,365,900 5 

468 八郎潟町 高岳山麓浦城跡整備事業
浦城跡までの遊歩道の補修及び登山道・城跡周辺の間伐・
草刈り・雑木払い等を行う。

委託 5,776,892 10 

469 井川町 河川環境整備事業
河川堤防の法面及び路肩の草刈作業の実施により環境保
全を図る。

委託 2,324,700 4 

470 井川町 公園美化事業（日本国花苑）
公園内の雑木除去、草刈、園路補修等の実施により公園内
の環境保全を図る。

委託 1,373,400 3 

471 井川町 道路環境整備事業
道路の路肩及び歩道の草刈作業の実施により環境保全を
図る

委託 783,300 2 

472 井川町 公共施設環境美化事業
公共施設の除草、整枝、草取り等を実施し、公共施設の環
境美化を図る。また、既存の空きスペースを活用して「モデ
ル花いっぱい広場」や美化ロードを作り、環境美化を図る。

委託 1,418,805 5 

473 井川町 町有地保全事業 町有地の草刈り、除草、樹木の整枝を行い環境保全を図る。 直接実施 876,072 1 

474 井川町 ふれあいプラザ等環境整備事業
ふれあいプラザ等の除草、草刈、花壇等の手入れを行い、
環境美化や環境保全を図る。

直接実施 4,179,076 6 

475 井川町 子育て支援保育士及び調理師確保事業

井川町こどもセンターにおいて、保育ニーズの高まりに対応
するため保育士を増員するとともに、食の安全確保や食育の
推進等に従事させるため、新たに調理員を雇用し、給食の
充実を図る。

直接実施 8,719,766 12 

476 大潟村 大潟村史編纂事業
平成26年10月の大潟村創立50周年に向け、大潟村史編纂
の組織体制を確立し、編纂方針を立て、資料収集と村史執
筆の準備を行う。

直接実施 1,003,140 2 

477 大潟村 中学校補助講師配置事業
普通学級において特別支援を必要とする生徒に対し補助講
師を配置し、学校生活を送るうえでの支援業務に従事させ
る。

直接実施 636,108 1 

478 大潟村 防災林地内整備事業
防災林の適切な維持管理を実施し、村有財産の適正な管理
を図る。

委託 2,835,000 6 

479 大潟村 排水路沿除草・床堀工事 排水路両側２mの除草、排水路の床堀（泥上げ）を行う。 委託 2,116,800 2 

480 大潟村 防災林地内除草工事
防災林の適切な維持管理を実施し、病害中の発生を防止す
るとともに村内の環境整備を図る。

委託 4,200,000 18 

481 大潟村 大潟村環境美化推進事業
不法投棄及びポイ捨てによる廃棄物の回収活動と、不法投
棄防止等の啓発活動を実施する。

委託 3,217,972 4 

482 大潟村 堤防沿い雑木除伐・除草事業
堤防添い道路（大潟東部線）両側の除草及び雑木の除伐を
行う。

委託 15,697,500 19 

483 大潟村 防災林地内除草事業(総中外周)
防災林の適切な維持管理を実施し、病害虫の発生を防止す
るとともに、村内の環境整備を図る。

委託 12,264,000 26

484 大潟村 並木修景木再生事業

大潟村幹線道路沿いにある桜･銀杏並木は、樹齢が25年経
過し樹勢が弱まってきたものがみられることから、並木の土壌
等の現況を把握し、3年計画で並木修景木の再生事業を行
う。

委託 23,940,000 25

485 美郷町 認定子ども園専任看護師配置事業
認定こども園において、入園児の突発的体調不良時の早急
な医療処置と保護者引き取りまでの看護を施し、入園児の健
康と保護者の安心感の向上を図る。

直接実施 5,994,841 6 

486 美郷町 郷土資料館資料整理事業
郷土資料館の資料データをパソコンに入力し、データ化する
とともに、収蔵品資料の活用と地域文化の振興を図る。

直接実施 2,693,168 4 

487 美郷町 地販地消需要状況実態調査事業
地販地消を推進するため、住民の需要と事業所の意向を調
査し、地元購買消費率向上のための施策を模索する。

直接実施 255,599 1 

488 美郷町
町道中村線拡幅工事に伴う中屋敷Ⅱ遺
跡発掘調査事業

道路の拡幅工事に伴い現状保存ができない遺跡について、
発掘調査を実施する。また、調査によって出土した遺物につ
いては、郷土資料館に展示するなど公開活用を図る。

直接実施 2,628,698 18 

489 美郷町 図書検索データ入力事業
千畑公民館図書室の図書２千冊をパソコン上で検索可能と
するため、バーコードシールの貼付や、図書のタイトル・著作
者等のデータ入力作業を実施する。

直接実施 187,440 1 
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490 美郷町 防犯灯点検管理事業
町内に約２,４００基ある防犯灯の現況を調査して台帳を整備
すると共に、必要に応じて支柱のさび止め処理等を実施す
る。

直接実施 2,128,466 7

491 美郷町 消防設備点検管理事業
町内の防火水槽及び消火栓等の場所を表示する看板等を
点検すると共に、必要に応じて塗装塗り直し等を実施し、緊
急時の迅速な防災活動に備える。

直接実施 1,013,782 3

492 羽後町 農林道整備事業
農道及び林道の草刈、側溝清掃、補修等を行うことにより、
失業者の雇用確保と農林業の振興に資する。

委託 3,916,500 3 

493 羽後町 総合窓口案内補助員確保事業
庁舎の案内・受付業務や、公共施設・観光施設・飲食店等
における案内業務の補助に従事させる。

直接実施 1,485,471 2 

494 羽後町 在住外国人生活支援補助員確保事業
町内に在住している外国人の生活支援業務の補助に従事さ
せる。

直接実施 1,260,236 2 

495 羽後町
図書情報Ｗｅｂ公開に係る蔵書分類整理
事業

町立図書館閉架書庫内の蔵書整理を行う。 直接実施 302,474 1 

496 羽後町 街路灯台帳整備事業
街灯の現地確認、台帳の補正・作成について作業補助を行
う。

直接実施 771,926 2 

497 羽後町 道路環境保全事業
道路の交通安全施設の清掃、簡易な整備補助、中低木の
剪定、除草作業等を行う。

直接実施 6,446,941 5 

498 羽後町 町・財産区有林保育管理事業
財産区有林の枝打ち、下刈り等を行い、保育管理事業の推
進を図る。 委託 7,716,788 7 

499 羽後町 新規求人創出事業
羽後町無料職業紹介所における新規求人企業の発掘や、
事業所情報のデータ入力を行う。

直接実施 2,375,822 3 

500 羽後町 空き家情報収集事業
町内の空き家について、所在地、所有者、賃貸借・売買が可
能かどうか等の情報を収集し、定住促進に資する。

直接実施 3,406,823 5 

501 羽後町 教諭補助員確保事業
中学校に教諭補助員を配置し、教諭の補助業務に従事させ
る。

直接実施 1,585,770 2 

502 羽後町 環境保全サポート事業 町内の環境保全全般に係わる業務の補助にあたる。 直接実施 1,501,749 2 

503 羽後町 生涯スポーツ推進普及員確保事業
生涯スポーツ及びニュースポーツの充実と普及を図るため、
専門職員を配置し、町民へのニーズ調査等を行ないながら
普及活動を行なう。

直接実施 739,836 1

504 東成瀬村 遺跡調査事業（縄文ロマン事業）
村内の遺跡の試掘調査や、遺物の収集・分析・選別・保管・
活用等を行う。

直接実施 949,926 5 

505 東成瀬村 『使える森』を作るための拡大推進事業
村有林や林業施設において森林整備や施設管理に従事さ
せるとともに、間伐や育成天然林改良によって林地に切り捨
てされた木材の回収とストックヤードへの集積・搬出を行う。

委託 5,002,000 4 

506 
井川町・潟上市共
有財産管理組合

森林管理道安全向上事業
森林管理道の雑草木を刈払い、通行車輌や散策者の安全
性と利便性の向上を図る。

委託 567,000 2 

2,231,001,747 3,130 

※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（一般財源、諸収入分は除いている）。

合　　　　　計
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