
平成２１年度緊急雇用創出事業実績

no 所　管
事業
区分

業務
区分

事業内容
新規雇用

人数

1 県事業 緊急 委託
就職支援員を設置し、私立高等学校生徒の進路相談・指導、企業への採用依頼を行
う。

3

2 県事業 緊急 直雇 看護大学図書館システムデータ入力 6

3 県事業 緊急 直雇 県立大学図書館図書データ入力、及び、備品台帳データ入力業務 3

4 県事業 緊急 直雇
事務用品の定期一括発注を出先機関に拡大するため、出先機関分のとりまとめ作業を
行う

1

5 県事業 緊急 直雇 滞納整理資料の作成業務、電話催告等 1

6 県事業 緊急 直雇 コンビニ納税準備等業務 1

7 県事業 緊急 委託
県内高等教育機関学生の意識調査
（県内高等教育機関の４年生（短大は2年生）を対象に高等教育機関集積に関する意識
調査を実施する）

3

8 県事業 緊急 直雇
情報セキュリティ推進事業
（ネットワーク管理台帳整理、セキュリティ監査）

3

9 県事業 緊急 直雇 能登空港統計関係資料整備 3

10 県事業 緊急 委託 能登空港内の除草管理委託事業 3

11 県事業 緊急 委託
能登空港制限区域内小動物侵入防止対策事業
（場周柵下部に侵入防止ブロックを設置）

3

12 県事業 緊急 委託
能登空港環境整備事業
（除草作業、水路泥上げ作業等）

9

13 県事業 緊急 直雇 統計資料電子化事業 14

14 県事業 緊急 委託 簡易グラウンドの除草管理委託業務 9

15 県事業 緊急 直雇 県労働力調査 41

16 県事業 緊急 委託
NPO実態調査事業
（県内NPO団体についての実態調査を実施）

3

17 県事業 緊急 直雇 ホームページ作成、データ移行作業 7

18 県事業 緊急 委託 文学資料整理事業 2

19 県事業 緊急 委託 白山ろく民俗資料館環境整備事業（クレガエシ） 3

20 県事業 緊急 直雇 白山ろく民俗資料館民俗資料整備 4

21 県事業 緊急 委託 兼六園周辺文化施設の利用実態調査 8

22 県事業 緊急 委託
館蔵資料デジタル化移行事業
（歴史博物館の所蔵資料の整理・データベース化）

1
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23 県事業 緊急 委託
広報宣伝活動事業
（展覧会等に係るポスター・チラシ・リーフレットの発送及び配布等）

2

24 県事業 緊急 直雇
新型インフルエンザ対策事業
（国、各都道府県等の情報収集、資料整理等）

1

25 県事業 緊急 委託 バリアフリーマップいしかわ更新事業 8

26 県事業 緊急 直雇 民生委員データベース作成・一斉改選事業 1

27 県事業 緊急 委託 介護雇用プログラム（ホームヘルパー２級） 67

28 県事業 緊急 委託 全国健康福祉祭開催準備事業 1

29 県事業 緊急 委託
障害者雇用推進事業
（県内授産施設等が制作している授産製品の「石川らしさ」を備えた新製品や第２３
回全国健康福祉祭いしかわ大会でのＰＲ用品の開発生産業務）

5

30 県事業 緊急 直雇 総合看護専門学校における図書の台帳との照合、補修、整理及び校内備品の整理等 1

31 県事業 緊急 委託 子ども交流センター管理運営（屋外ゴミ拾い・除草業務等） 2

32 県事業 緊急 委託
いしかわの里山魅力回復モデル事業（雇用型）
（里山地域における耕作放棄地の復旧作業）

22

33 県事業 緊急 委託 自動車交通騒音環境基準監視調査 9

34 県事業 緊急 委託 レジ袋削減推進・普及啓発事業 5

35 県事業 緊急 委託
エコライフ推進事業
（街頭での環境に配慮した生活についての普及啓発活動など）

13

36 県事業 緊急 委託 浄化槽法定検査受検促進事業 4

37 県事業 緊急 委託
浄化槽維持管理適正化促進事業
（浄化槽の適正な維持管理を促すための戸別訪問による普及啓発業務）

5

38 県事業 緊急 直雇 マニフェスト交付等状況報告等データ整備事業 5

39 県事業 緊急 委託 夕日寺里山環境整備事業 3

40 県事業 緊急 委託 自然公園等環境美化事業 16

41 県事業 緊急 直雇 白山自然史資料整備費 3

42 県事業 緊急 直雇
行政財産資料等整理事業
（景観地等県有財産の登記簿、公図等の整理、自然公園の許認可台帳等の整理） 1

43 県事業 緊急 委託
先駆的里山保全地区等生物多様性保全対策事業
（本県が７月に選定した先駆的里山保全地区等に生息する希少水生昆虫の保護のた
め、保全地区やその周辺の外来生物の分布調査と駆除作業を実施）

6

44 県事業 緊急 委託
希少種等分布データ作成事業
（県内希少種の分布データ及び生物種リストの電子データを作成）

2
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45 県事業 緊急 委託
トキ展示・映像コーナーを活用した普及啓発等促進事業
（展示物の整理や映像コンテンツの編集を行うほか、展示物の解説や展示されている
機器類の操作方法の説明等を行う。）

3

46 県事業 緊急 委託
モノづくり産業支援強化事業費
（県内鉄工関連企業を定期的に巡回し、県や国の支援施策の情報提供や企業の業況、
資金繰り、受注状況、雇用の情報収集等を行う）

3

47 県事業 緊急 委託 企業の人材ニーズに関するアンケート調査委託事業 4

48 県事業 緊急 委託 若年者就業状況調査事業 1

49 県事業 緊急 委託
在職者スキルＵＰネットワーク補助事業
(県内モノづくり関係機関の研修内容や指導者についての情報収集・整理）

2

50 県事業 緊急 委託
産業実態調査・分析
（企業の財務データを用いた産業の特徴・傾向の分析）

3

51 県事業 緊急 委託
繊維産業支援強化事業
（繊維関連企業を定期的に巡回し、県や国の支援施策の情報提供や企業の業況、資金
繰り、受注状況、雇用の情報収集等を行う）

1

52 県事業 緊急 委託
ＩＴ産業支援強化事業
（IT関連企業を定期的に巡回し、県や国の支援施策の情報提供や企業の業況、資金繰
り、受注状況、雇用の情報収集等を行う）

1

53 県事業 緊急 委託
食品産業現況調査事業
（食品関連企業を定期的に巡回し、県や国の支援施策の情報提供や企業の業況、資金
繰り、受注状況、雇用の情報収集等を行う）

2

54 県事業 緊急 委託 工業試験場敷地内の樹木剪定・除草作業 9

55 県事業 緊急 直雇
図書データベース作成事業
（工業試験場の約４，０００冊の一般図書をデータベース化し・ラベルを貼ること
で、利用者の利便性向上を図る）

1

56 県事業 緊急 直雇 工業試験場における試験等データ収集・整理用務 1

57 県事業 緊急 委託

中小企業支援施策普及指導委託事業
（中小企業に対して業種を問わず横断的に指導等を行っている商工会議所等に業務を
委託し、国や県の支援施策の情報提供や企業の業況、資金繰り、受注状況、雇用の情
報収集等を行う。）

11

58 県事業 緊急 委託 伝統的工芸品　ＰＲ・ニーズ調査事業 217

59 県事業 緊急 委託 雇用維持支援教育訓練実施委託事業 2

60 県事業 緊急 直雇
職業能力開発支援事業
（職業訓練事業の拡充）

17

61 県事業 緊急 委託
非正規社員雇用管理調査事業
(調査内容の企画、調査用紙の発送、とりまとめ、結果報告書の作成等を行う）

1

62 県事業 緊急 直雇

石川県職業能力プラザ情報提供推進事業
(プラザ内に、情報提供推進員を１名配置し、雇用情勢の悪化により増加・多様化して
いる労働相談について、相談内容等をデータベース化し、ホームページ等を通じて情
報提供を行う）

1
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63 県事業 緊急 委託
観光動態調査事業
(本県観光地等において観光動態調査を実施）

10

64 県事業 緊急 委託
県民の森　園内整理事業
（立木伐倒整理）

10

65 県事業 緊急 委託
森林公園　園内歩道修繕事業
（遊歩道の丸太階段の修繕）

5

66 県事業 緊急 委託 森林公園　施設塗装修繕 6

67 県事業 緊急 委託 いしかわ動物園　飼育ゲージ等塗装修繕 5

68 県事業 緊急 委託
観光振興事業費
（修学旅行アンケート調査及び民間企業インセンティブ実態調査）

4

69 県事業 緊急 委託
みちカードプレゼント、白山スーパー林道キャッシュバックキヤンペーン利用実績集
計用務

1

70 県事業 緊急 委託 ほっと石川旅ネットホームページの情報入力作業 1

71 県事業 緊急 委託 コンベンション開催データのパソコン入力作業 2

72 県事業 緊急 委託
いしかわ同窓会資料整理事業
（同窓会組織の強化・交流人口拡大・情報提供機能を向上等を図るため、「いしかわ
同窓会」の名簿の再整備を行う）

1

73 県事業 緊急 委託
石川県在住外国人アンケート
（国際化戦略プランの見直しに向け、在住外国人を対象にアンケートを実施）

2

74 県事業 緊急 直雇
廃ビニールハウス撤去事業
（農業総合研究センター等にある使用不能となったビニールハウスを撤去）

2

75 県事業 緊急 直雇 農業総合研究センター河北潟試験地に設置するビニールハウスの組立て作業 4

76 県事業 緊急 直雇 青果物統計データ整備事業 3

77 県事業 緊急 委託 樹木公園展示林整備 6

78 県事業 緊急 直雇
旧押水放牧場、旧牧場公園環境整備事業
（除草・除竹作業）

2

79 県事業 緊急 直雇 県管理土地改良施設の管理台帳整備事業 3

80 県事業 緊急 直雇 農地転用許可データ整理事業 2

81 県事業 緊急 委託
地すべり台帳整備事業
（地すべり防止区域台帳に地すべり防止施設の位置情報及び施設情報の関連付けを行
う）

11

82 県事業 緊急 委託
ため池台帳整備事業
（現況写真撮影、GPSによる位置確認、ため池へのルート確認、調査結果をため池台
帳へ反映する作業を実施）

6

83 県事業 緊急 委託
いしかわ農業公園（仮称）内の園内管理通路の敷砂利、側溝土砂上げ及び竹垣補修作
業

11
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84 県事業 緊急 委託
海岸林等環境整備事業
（道路環境整備用地管理事業、能登有料道路沿道の枯死木除去及び植栽作業を含む）

34

85 県事業 緊急 委託 松林等景観整備事業 27

86 県事業 緊急 直雇 公的森林データ整備業務 6

87 県事業 緊急 委託 治山事業台帳整理業務 10

88 県事業 緊急 委託
県営林内環境整備事業
（県営林道沿線の草刈、側溝清掃、歩道補修、林床整理（林内の除伐作業））

4

89 県事業 緊急 委託
山地災害危険地区点検業務
（山地災害危険地区の点検調査、点検簿の整理、台帳の修正等を実施）

12

90 県事業 緊急 委託
海岸林等環境整備事業
（有料道路沿線の枯損したアカシア林を伐採整備する。）

8

91 県事業 緊急 委託 体験の森整備事業 4

92 県事業 緊急 委託 漁港除草等委託事業 9

93 県事業 緊急 委託 漁業権資料整備 12

94 県事業 緊急 委託
産地市場衛生管理調査等委託事業
（県内荷さばき施設の衛生管理調査等）

7

95 県事業 緊急 委託 県管理漁港内のゴミ除去作業 27

96 県事業 緊急 委託 道路環境美化事業 101

97 県事業 緊急 委託
歩道歩行点検調査事業
（県管理歩道の不具合を歩行調査により把握）

13

98 県事業 緊急 委託
道路交通量調査
（交通安全対策を検討するための基礎資料とするため、県道における自動車、自転
車、歩行者の交通量を計測する）

7

99 県事業 緊急 委託
交通事故台帳整備
（交通安全対策を検討するための基礎資料とするため、交通事故台帳の作成、交通事
故箇所を道路台帳附図にプロットする作業）

4

100 県事業 緊急 委託
歩道安全施設清掃作業
（県管理道の歩道部における安全施設類、歩道路面の清掃作業）

112

101 県事業 緊急 委託
道路施設台帳更新・電子化事業
（紙ベースで保管している植栽台帳について、現状に合わせ更新するとともに台帳を
電子化）

9

102 県事業 緊急 委託 緊急堤防点検委託事業 64

103 県事業 緊急 委託
緊急河川海岸台帳整備委託事業
（河川・海岸の状況変化に関して、現場確認により台帳及び附図の精査を図る）

22

104 県事業 緊急 委託 緊急河川環境保全対策委託事業 62
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105 県事業 緊急 委託 港湾台帳整備 3

106 県事業 緊急 委託
港湾環境美化事業
（港湾施設内公園の除草作業）

15

107 県事業 緊急 委託
港湾施設環境美化事業
（臨港道路の除草、ゴミ拾い、側溝清掃業務や港湾施設内漂着ゴミの清掃を実施）

11

108 県事業 緊急 委託
港湾施設環境美化事業
（七尾マリンパーク内舗装補修作業や清掃）

5

109 県事業 緊急 委託
港湾施設環境美化事業
（臨港道路の除草、ゴミ拾い、側溝清掃業務）

13

110 県事業 緊急 委託 砂防等指定地内管理業務 54

111 県事業 緊急 委託
土砂災害危険箇所カルテ整備事業
（土砂災害危険箇所カルテ整備）

3

112 県事業 緊急 委託 砂防関係法指定地の標示板・標柱の老朽度等調査・台帳整備 5

113 県事業 緊急 委託 都市計画決定図書データ整理作業 4

114 県事業 緊急 委託
金沢外環状道路海側幹線、都市計画道路金沢鶴来線の除草、及び、金沢西部地区の県
所有地の除草

12

115 県事業 緊急 委託 屋外広告物の実態調査（規格測定、撮影等） 6

116 県事業 緊急 委託 健民海浜公園松くい虫被害対策事業 2

117 県事業 緊急 委託
県営公園施設塗装修繕事業
（白山テーマパーク、北部公園などの木道、階段、木柵等の防腐塗装等を行う）

14

118 県事業 緊急 委託
県営公園図面等資料整理事業
（紙ベースの図面や関係資料を整理し、電子データ化を行う）

4

119 県事業 緊急 委託 県立学校環境整備委託事業（急傾斜地等の除草） 22

120 県事業 緊急 委託 県立学校環境整備（低木剪定等） 40

121 県事業 緊急 直雇 学校備品のデータベース化 55

122 県事業 緊急 直雇 再編高等学校等の資料整理 9

123 県事業 緊急 直雇 県立学校図書データ入力 32

124 県事業 緊急 直雇 石川県教育センターの図書データ入力作業、図書分類、ラベル整理作業 3

125 県事業 緊急 直雇
石川県教育センター環境整備事業
（除草作業、竹林の伐採・間伐作業等）

2

126 県事業 緊急 直雇
就職支援員を設置し、県立高等学校生徒の進路相談・指導、企業への採用依頼を行
う。

19

127 県事業 緊急 直雇 図書整理事業 20
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128 県事業 緊急 直雇
郷土資料データ作成事業
（人物を対象とした郷土資料データを作成する）

6

129 県事業 緊急 直雇
図書館雑誌データ化事業
（図書館所蔵の雑誌のデータを入力する作業）

6

130 県事業 緊急 委託 埋蔵文化財資料整理事業 8

131 県事業 緊急 直雇 県内文化財ホームページのデータ充実、写真・資料整理 1

132 県事業 緊急 委託 犯罪被害防止街頭指導・広報事業 10

133 県事業 緊急 委託
安全・安心「いしかわ」パトロール事業
 (青色パトロールカーによる犯罪抑止流動警戒活動)

19

134 県事業 緊急 委託
高齢者安全対策訪問指導事業
（老人会未加入高齢者世帯を中心に戸別訪問し、交通安全・防犯指導活動）

40

135 県事業 緊急 委託
初発型非行防止対策事業
（初発型非行防止を図るため駐輪場において鍵掛け指導活動等）

12

136 県事業 緊急 委託
シルバー交通安全広報教育事業
（高齢者が多く立ち寄る施設周辺や高齢者にとって危険な路線及び交差点等を重点と
した交通安全教育・広報活動を実施）

31

137 県事業 緊急 直雇
IC運転免許更新手続案内事業
（申請者に対して手続きの説明、端末操作説明を行う）

5

138 金沢市 緊急 委託 未登記道路解消等のための道路調査業務 7

139 金沢市 緊急 委託 城北市民運動公園等除草業務 12

140 金沢市 緊急 委託 用排水路占用橋安全指導強化事業 14

141 金沢市 緊急 直雇 不法投棄監視パトロール業務 21

142 金沢市 緊急 委託 地域交通のあり方検討事業 5

143 金沢市 緊急 直雇 託児サポート事業 4

144 金沢市 緊急 直雇 子育て講座等支援事業 3

145 金沢市 緊急 委託 まちなか景観パトロール事業 4

146 金沢市 緊急 委託 景観計画周知活動事業 3

147 金沢市 緊急 委託 所蔵品の整理業務（金沢くらしの博物館） 2

148 金沢市 緊急 委託 収蔵品目録のデータ化（前田土佐守家資料館） 1

149 金沢市 緊急 委託 英文翻訳（金沢ふるさと偉人館） 1

150 金沢市 緊急 委託 図書整理業務（玉川図書館） 4
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151 金沢市 緊急 直雇 近世史料館史料目録作成事業 9

152 金沢市 緊急 委託 図書整理業務（泉野図書館） 1

153 金沢市 緊急 直雇 住居表示基本図のフォローアップ作業 5

154 金沢市 緊急 委託 安全施設管理システム入力業務 3

155 金沢市 緊急 委託 観光ウェブサイト管理事業 2

156 金沢市 緊急 直雇 少年補導部門「全国大会」開催事業 1

157 金沢市 緊急 直雇 地方消費者行政活性化事業（消費生活センターの広報等の強化） 2

158 金沢市 緊急 委託 中小企業金融安定化推進事業（金融窓口相談等の実施） 2

159 金沢市 緊急 直雇 就労支援推進事業（雇用対策事業の進捗状況等管理） 2

160 金沢市 緊急 直雇 緊急雇用促進化事業費事務補助（雇用対策セミナー等の実施） 2

161 金沢市 緊急 直雇 体育施設管理台帳作成業務 5

162 金沢市 緊急 委託 公園施設現況調査事業 5

163 金沢市 緊急 委託 金澤町家ファイル作成業務 2

164 金沢市 緊急 委託 もてなしドームマナー向上啓発事業 5

165 金沢市 緊急 委託 キゴ山再整備維持管理業務 7

166 金沢市 緊急 直雇 消防防災支援要員派遣業務 10

167 金沢市 緊急 直雇 安江金箔工芸館移転整備事業 5

168 金沢市 緊急 委託 西外惣構跡（升形）保存整備事業 9

169 金沢市 緊急 委託 旧本多家上屋敷関連遺構調査事業 3

170 金沢市 緊急 直雇 歴史的用水復元整備事業 3

171 金沢市 緊急 委託 新幹線側道整備事業 10

172 金沢市 緊急 委託 地上デジタル放送完全移行対策事業 1

173 金沢市 緊急 委託 市立保育所簡易修繕巡回業務 2

174 金沢市 緊急 委託 データ入力事務等補助業務委託 1

175 金沢市 緊急 直雇 重要考古資料保存調査事業 1

176 金沢市 緊急 委託 用水管理通路除草業務 2
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177 金沢市 緊急 直雇 地図上の遺跡分布範囲等の情報群を再整理し、データ入力業務を行う。 2

178 金沢市 緊急 直雇 生活保護新規申請者の金融機関調査事務、扶養調査事務等を行う。 2

179 金沢市 緊急 委託 街路樹の現況を調査し、樹木管理台帳の整理・更新を行う。 5

180 金沢市 緊急 委託 金沢テクノパーク内の道路の除草、側溝の清掃を行う。 3

181 金沢市 緊急 委託 市管理用地の除草を行う。 12

182 金沢市 緊急 委託 マイクロ化されている登記情報の電子ファイル化作業を行う。 2

183 金沢市 緊急 直雇 有形民俗文化財の適切な保存管理のため、台帳を作成する。 3

184 金沢市 緊急 直雇 市内の工業団地及び商店街事業所を訪問し、無料職業紹介所のＰＲを実施する。 1

185 金沢市 緊急 委託
まちなか低未利用地活用促進モデル地区調査事業
（低未利用地の活用促進を図るため、重点整備地区において、空き家・空き地の現地
調査を実施する。）

3

186 金沢市 緊急 直雇 金沢西部図書館（仮称）購入図書発注リスト作成業務 1

187 金沢市 緊急 委託 近江町観光バス駐車場冬期繁忙期交通整理業務 2

188 金沢市 緊急 委託
埋蔵文化財収蔵庫整理事業
（今後、出土する遺物箱の収蔵スペースを確保するため、埋蔵文化財収蔵庫の再整理
を行う。）

5

189 金沢市 緊急 委託
お年寄り地域福祉支援センター地域相談体制強化事業
（お年寄り地域福祉支援センターにおいて、相談支援の専門職のバックアップを行う
事務職員を雇用する。）

3

190 金沢市 緊急 委託 井戸調査業務（地下水適正利用のための井戸調査業務） 6

191 金沢市 緊急 委託 公園樹木剪定事業（開設後10年以上経過した公園、緑地等の樹木の剪定を実施） 44

192 金沢市 緊急 委託 レジ袋有料化推進事業 2

193 金沢市 緊急 直雇 公共施設現況調査事業 25

194 金沢市 緊急 委託 学習教材ライブラリ資料整理 1

195 金沢市 緊急 直雇 野田山墓地内堆積物排出事業 10

196 七尾市 緊急 委託 能登演劇堂ロングラン公演支援事業 9

197 七尾市 緊急 直雇 地上デジタル放送移行周知事業 4

198 七尾市 緊急 直雇 中心市街地活性化基本計画策定事務補助事業 2

199 七尾市 緊急 委託 イベント等入込・空家調査 4

200 七尾市 緊急 委託 観光施設散策路・遊歩道修繕業務 5
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201 七尾市 緊急 委託 担い手等不在集落法人派遣支援事業委託 2

202 七尾市 緊急 直雇 除草作業 4

203 七尾市 緊急 委託 農地里山再生活動事業 2

204 七尾市 緊急 直雇 後期高齢者医療制度周知事業 1

205 七尾市 緊急 委託 南部工業団地分譲区画の伐採業務 14

206 七尾市 緊急 委託 のと蘭の国ふれあい広場施設管理 3

207 七尾市 緊急 直雇 民俗資料整理調査 3

208 七尾市 緊急 直雇 遺跡出土品整理業務 3

209 七尾市 緊急 直雇 農業者年金整理業務 1

210 七尾市 緊急 直雇 蔵書点検整理業務 4

211 七尾市 緊急 委託 和倉まちなか環境整備事業（花植、清掃作業等） 4

212 七尾市 緊急 直雇 男女共同参画推進プラン策定にかかる事務事業（アンケート実施、集計作業等） 1

213 七尾市 緊急 直雇 教育施設（公民館や複合施設）の環境整備事業（草刈り、剪定作業） 2

214 七尾市 緊急 直雇 市史編さん資料整理事業（市史資料の写真撮影及び整理作業等） 2

215 七尾市 緊急 直雇 国保被保険者保健事業に伴う健診結果整理事業（特定健康診査結果の整理事務作業） 2

216 七尾市 緊急 直雇 農道等の環境整備事業（草刈りや雑木の伐採作業） 7

217 七尾市 緊急 直雇 市総合計画に関する市民ニーズ、商店街での交通量調査等 1

218 七尾市 緊急 委託 公営施設（能登演劇堂）に、繁忙期対応のためのスタッフを配置 5

219 七尾市 緊急 直雇 未登記道路解消等に係る調査業務（分筆済み道路所有者の現況調査等事務） 1

220 七尾市 緊急 委託
間伐材利活用環境美化推進事業
（間伐材を活用した温もりのある、環境にやさしい街づくりの推進として、プラン
ターやベンチなどを製作し、町会に配布や公園・遊歩道に設置する。）

4

221 七尾市 緊急 直雇

障害者医療費データ入力業務
（新たに導入される高額介護合算療養費の支給制度関連事務に対応する。①障害者に
助成している医療費データーの福祉給付システム入力業務、②心身障害者医療費支給
申請書及び医療費支払証明書（領収書等）整理業務）

1

222 七尾市 緊急 直雇
市道法面樹木等伐採処理業務
（道路除雪に先立ち、通行の安全確保、除雪作業時間の短縮を図るため、市道法面に
繁殖した樹木等を伐採する。）

3

223 七尾市 緊急 直雇
能登七尾まちなか観光コーディネイト事業
（観光客の受入に対応した観光案内業務、観光客と「語り部処」とのマッチング）

1
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224 七尾市 緊急 直雇 観光圏整備計画に伴うアクションプラン（七尾版）策定業務 1

225 七尾市 緊急 直雇
七尾市情報番組制作支援事業
（七尾市の情報番組の充実を図るために、取材・編集スタッフを雇用することによっ
て、より生活に密着した番組を提供する。）

1

226 七尾市 緊急 直雇
地消地産化動向調査事業
（地消地産を進めるために、七尾産の農水産物の利用・消費拡大に向けた動向・需要
調査を行う。結果を元に消費者と流通者のマッチングを模索する。）

1

227 七尾市 緊急 委託
能登和倉万葉マラソン周回コース整備事業
（能登和倉万葉の里マラソン（フルマラソン）コースにおける沿道の樹木の枝伐採、
草刈及び処理）

7

228 七尾市 緊急 委託
湾岸道路環境整備事業
（湾岸道路の環境整備の一環として、植樹帯の高木、低木の剪定、除草や枯れ木の伐
採、補植を行う。）

3

229 七尾市 緊急 直雇

公会計固定資産情報等整備事業
（公会計の固定資産整備について、リストアップした既存する固定資産の財源を調査
するため、資料の整備とデータ作成業務を実施する。また地方債を充当した事業の実
施事業概要を電子化し共有することにより、既存の建築物等のより有効的適切な管理
運営を実施する。）

1

230 小松市 緊急 直雇 中小企業者経営安定化に向けた融資受付業務 3

231 小松市 緊急 直雇 憩いの森管理事業 6

232 小松市 緊急 直雇 収納率向上対策事業 2

233 小松市 緊急 直雇 道路維持管理作業 3

234 小松市 緊急 直雇 学校の教育現場における実験助手を配置 2

235 小松市 緊急 委託 消防団員確保対策事業（消防団員確保の為の企画・運営） 2

236 小松市 緊急 委託 市有建築物点検業務委託事業 4

237 小松市 緊急 委託 市内重要遺跡出土品整理事業 7

238 小松市 緊急 直雇
介護保険料収納対策事業
(滞納者の状況把握、制度の説明と徴収活動（訪問、電話、郵送）　南部地区）

1

239 小松市 緊急 委託
林道管理事業（路肩清掃作業）
（林道の路肩・排水清掃）

5

240 小松市 緊急 委託
青少年・女性防災ひとづくり事業
（クラブ活動の資料作成、講習会の資料作成と会場設営）

1

241 小松市 緊急 委託
埋蔵文化財資料の管理台帳作成及び運搬事業
（県指定等重要出土品、一般出土品、図面・写真ファイル、図書の整理台帳の作成、
埋蔵文化センターへの運搬と配置）

12

242 小松市 緊急 委託
市内遺跡出土木製品整理事業
(水漬け木製品の選別）

11

243 小松市 緊急 委託
消防活動円滑化事業
（防火水槽の点検・清掃）

4
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244 小松市 緊急 直雇
市史料整理及び郷土史料整備業務事業
（古文書の埃払い、アイロンがけ、目録作成）

1

245 小松市 緊急 直雇
図書館資料収集・整備事業
（郷土資料の収集(切り抜き）、データの入力、書庫の整理）

1

246 小松市 緊急 直雇
子ども異世代交流ふれあい事業
(放課後児童クラブ等において、地域のお年寄りなど異世代との交流を促進するための
指導・育成を行なう。）

1

247 小松市 緊急 直雇
耕作放棄地調査及び農家繁忙期等対応事業
（耕作放棄地の実態調査、自然環境保護のための竹林管理、農家の繁忙期対応作業を
行う。）

4

248 小松市 緊急 委託
公園台帳資料データ化事業
（公園台帳資料のデータ化）

12

249 小松市 緊急 委託
応急手当普及啓発事業
（随時実施する救命講習会の講師を行なう。）

3

250 小松市 緊急 直雇
ホームページリニューアル事業
（小松市民防災センターのホームページをリニューアル）

1

251 小松市 緊急 直雇
憩いの森　薬草園管理事業
（薬草園の草刈、樹木・立竹等の伐採）

2

252 小松市 緊急 委託
地域振興券発行事業
（地域商品券発行に向けた準備作業）

1

253 小松市 緊急 直雇 家庭支援事業（虐待、ひとり親家庭への支援） 1

254 小松市 緊急 直雇 国保適用適正化事業（国保資格喪失手続きの勧奨作業） 1

255 小松市 緊急 委託 林道管理事業（除草作業） 3

256 小松市 緊急 直雇 公園緑地の除草、清掃、樹木剪定作業 3

257 輪島市 緊急 委託
輪島地域資源再生事業
（耕作放棄地や空き家の調査及び周辺環境の清掃）

7

258 輪島市 緊急 委託
輪島観光地魅力アップ事業
（市内観光地の清掃及び観光アンケート調査）

8

259 輪島市 緊急 委託
輪島漆器の普及整備事業
（輪島塗ＰＲのための漆器グッズ等の製作等）

11

260 輪島市 緊急 直雇
文書等整理電子データ化業務
（市保存文書等のデータ化等）

3

261 輪島市 緊急 直雇
障害児支援業務
（障害児を対象にした児童センター支援員を配置）

1

262 輪島市 緊急 委託
着地型観光施設誘客推進事業
（観光ＰＲグッズ等を配布し、公共的観光施設の誘客を推進）

3

263 輪島市 緊急 委託
基幹農林道環境整備事業
（農林道における除草作業、側溝清掃の実施）

3
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264 輪島市 緊急 直雇
市指定文化財データベース化事業
（文化財指定台帳の整備、指定文化財の写真撮影及び資料整理）

2

265 輪島市 緊急 直雇
生涯学習推進員設置事業
（各種講座やイベントを実施するなど生涯学習の充実を図る推進員を設置）

2

266 輪島市 緊急 委託
美しい森づくり事業
（環境林整備事業で間伐された森林の枝打ち作業）

6

267 珠洲市 緊急 直雇
のと鉄道廃線跡地除草管理事業
（市街地を横断する廃線となった線路敷きの除草作業）

4

268 珠洲市 緊急 直雇
子育て施設環境美化事業
（市立保育所周辺の除草、清掃作業）

2

269 珠洲市 緊急 直雇
ふれあいの里環境美化事業
（保健施設周辺の除草、清掃作業）

2

270 珠洲市 緊急 直雇
海岸漂着ごみ回収及び不法投棄防止啓発事業
（海岸漂着ゴミの発見、回収及び不法投棄啓発、パトロール）

6

271 珠洲市 緊急 委託
観光客入込み調査委託事業
（新たな調査ポイントでの通過車両台数による入り込み調査）

6

272 珠洲市 緊急 直雇
指定文化財環境整備事業
（竹木を伐採、除草作業）

4

273 珠洲市 緊急 直雇
八ヶ山ハーブガーデン除草作業
（雑木伐採及び除草作業）

3

274 珠洲市 緊急 直雇
珠洲道路花壇除草作業
（花壇の除草及び灌水作業）

2

275 珠洲市 緊急 直雇
育苗育成試験事業
（苗木試験栽培のための苗木用枝の採取作業）

1

276 珠洲市 緊急 直雇
絵画・美術品・歴史資料調査整理事業
（公共施設に散在する絵画・美術品等のデータベース化）

2

277 珠洲市 緊急 直雇
学校給食調理現場の充実事業
（完全米飯給食移行のための給食調理業務）

1

278 珠洲市 緊急 直雇
市道側溝清掃作業
（集落内及び集落連絡道の側溝清掃作業）

4

279 珠洲市 緊急 直雇
市の花「椿」の植栽・保全事業
（市の花「ヤブツバキ」の植栽および群生地保全活動）

6

280 珠洲市 緊急 直雇
珠洲市公共施設現状等調査事業
（公共土地・建物の危険個所調査および管理調書作成）

1

281 珠洲市 緊急 直雇
教育・文化施設の美化事業
（教育・文化施設の清掃・塗装作業、除草等の美化作業）

2

282 珠洲市 緊急 直雇
耕作放棄地の実態調査及びデータベース化事業
（耕作放棄地の解消に向けた実態調査およびデータベース作成） 1
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283 珠洲市 緊急 直雇
奥能登絶景海道情報調査発信事業
（隠れた観光スポットの開拓や情報発信および歴史資料の整理） 1

284 珠洲市 緊急 委託
「ヤブツバキ園」整備事業
（八ヶ山ハーブガーデンの遊休土地にヤブツバキの群生地を整備）

34

285 珠洲市 緊急 直雇
市有物品倉庫整備事業
（不用物品廃棄のための仕分け作業及び倉庫整理）

3

286 珠洲市 緊急 直雇
スポーツ施設魅力向上事業
（野々江総合公園内のテニスコートのフェンス網の張り替え）

2

287 珠洲市 緊急 直雇
鉢ヶ崎海水浴場メインバースハウス補修作業
（ウッドデッキの保護着色剤の塗装）

2

288 珠洲市 緊急 委託
市道等環境整備事業
（市街地における有蓋側溝の清掃）

8

289 珠洲市 緊急 直雇
市道など除草管理事業
（倒木の伐採及び除草作業）

5

290 珠洲市 緊急 直雇
フラワーパーク（円形花壇）除草作業
（農村公園の除草作業）

1

291 加賀市 緊急 委託 市内民有林の放任竹林伐採整理 7

292 加賀市 緊急 委託 林道の除草、側溝清掃作業 2

293 加賀市 緊急 直雇
危機管理対策事業
（「新型インフルエンザ行動計画」及び「業務継続計画」策定）

1

294 加賀市 緊急 直雇
道路・河川等安全点検及び状況資料作成事業
（市道・支弁河川の安全点検及び状況資料作成）

2

295 加賀市 緊急 直雇
「加賀市の選挙」作成・編集事業
（各種選挙のデータベース化及び「加賀市の選挙」作成・編集）

3

296 加賀市 緊急 直雇
郷土資料現代語訳事業
（図書館等に残る郷土資料を現代語訳し、学習資料とする）

2

297 加賀市 緊急 委託
消防団員確保のための企画・運営補助
（市内事業所への啓発活動・震災専門団員等の研究）

1

298 加賀市 緊急 直雇
国民健康保険証等居所不明調査事務
（保険証差戻者宅の実地調査及びデータ整理）

2

299 加賀市 緊急 委託
鶴仙渓遊歩道枯れ枝及び倒木処理
（枯れ枝・倒木処理及び周辺除草作業）

3

300 加賀市 緊急 委託
登山道安全点検
（除草及び軽微な修復作業）

3

301 加賀市 緊急 直雇
中小企業相談事業
（中小企業からの相談対応、申請書類の受付・分類・データ整理）

1
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302 加賀市 緊急 直雇
自然体験活動普及促進事業
（自然体験・農林漁業体験指導員）

1

303 加賀市 緊急 委託
里山・里海体験活動推進事業
（市内里海・里山を活用した環境保全・地域振興の調査研究）

1

304 加賀市 緊急 直雇
ふるさと学習支援事業
（郷土の歴史・文化・民俗等を活かしたふるさと学習講師）

1

305 加賀市 緊急 委託
植樹用苗木管理指導業務
（地球温暖化防止のため植樹拡大に要する苗木の育苗管理等）

4

306 加賀市 緊急 直雇
山中温泉地区道路施設維持及び除草事業
（山中温泉地区市道120kmの除草、軽微な修復作業）

3

307 加賀市 緊急 直雇
学校施設設備保守点検管理業務
（学校施設補修データ整理、修繕年次計画作成）

1

308 加賀市 緊急 委託
ＩＣＴ活用推進支援業務
（小学校児童へのパソコン操作指導員）

4

309 加賀市 緊急 直雇
介護保険料納付啓発事業
（介護保険料の納付相談・戸別訪問による制度の周知と納付依頼）

1

310 加賀市 緊急 直雇
総湯利用実態調・アンケート調査事業
（市内三温泉の総湯の利用実態調査及びアンケート調査）

1

311 加賀市 緊急 直雇 高齢者が健康でいきいきと暮らす様子を高齢者に広報する等 2

312 加賀市 緊急 委託
学校施設における施設整備の安全点検及び簡易修繕
（軽微な施設修繕及び安全点検）

6

313 加賀市 緊急 委託
保育園における施設整備の安全点検及び簡易修繕
（軽微な施設修繕及び安全点検）

6

314 加賀市 緊急 直雇 文化イベント（花と器のコラボ展）の事務・作業員 1

315 加賀市 緊急 直雇 地球温暖化防止活動普及事務及び指導業務 2

316 加賀市 緊急 委託
市内動植物生態調査
（潜在植生調査の拡充調査で、資源の保護策や活用策を検討）

4

317 加賀市 緊急 直雇
一般廃棄物実態調査業務
（各町のごみ集積場所の巡回調査と把握、地図へのプロット）

2

318 加賀市 緊急 委託
産業人材育成研修支援事業
（企業人材育成研修のメニュー作成と運営、講師の手配等）

1

319 羽咋市 緊急 委託 旧羽咋市散弾銃射撃場鉛除去委託事業 6

320 羽咋市 緊急 直雇 羽咋市文化会館管理事業 2

321 羽咋市 緊急 委託 市道･公園の倒木伐倒や除草作業の委託 4

322 羽咋市 緊急 直雇 市立学校生活指導員配置事業 8
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323 羽咋市 緊急 直雇 市内遺跡出土遺物整理事業 4

324 羽咋市 緊急 直雇 観光案内職員の配置事業 3

325 羽咋市 緊急 直雇 福祉関係台帳データ化等事業 3

326 羽咋市 緊急 委託 釜屋・一ノ宮海岸清掃美化委託事業 4

327 羽咋市 緊急 委託 旧羽咋市散弾銃射撃場内のクレー等堆積物回収事業 8

328 羽咋市 緊急 委託 不法投棄廃棄物除去および防止パトロール事業 4

329 羽咋市 緊急 直雇 市立学校図書館蔵書等整備事業 10

330 羽咋市 緊急 直雇 市立学校運営敷地環境整備事業 2

331 羽咋市 緊急 直雇 羽咋市史資料収集業務 1

332 羽咋市 緊急 直雇 児童福祉施設環境整備等事業 2

333 羽咋市 緊急 直雇 市役所関係データ等整備事業 3

334 羽咋市 緊急 委託 市有地及び観光施設等除草清掃委託事業 5

335 羽咋市 緊急 委託 旧羽咋市散弾銃射撃場表層土除去委託事業 12

336 羽咋市 緊急 直雇 羽咋市交通安全施設整備台帳 1

337 かほく市 緊急 直雇 石川県西田幾多郎記念哲学館デジタルアーカイブ作成事業 2

338 かほく市 緊急 直雇 口座振替ﾃﾞｰﾀの削除及び修正事務 3

339 かほく市 緊急 直雇 高齢者健康づくり事業実施に係る事務及び先進地の調査、情報収集等 1

340 かほく市 緊急 直雇 都市公園等における除草作業、冬季間の道路維持管理業務 5

341 かほく市 緊急 直雇 市内観光資源の清掃、除草業務 3

342 かほく市 緊急 直雇 小学校における学級補助員の配置 10

343 かほく市 緊急 直雇 防犯灯、ｶｰﾌﾞﾐﾗ-の現地調査と同台帳作成事務 2

344 かほく市 緊急 直雇 滞納者に対する電話催告、台帳整理業務 2

345 かほく市 緊急 直雇 下水道未接続者に対する接続促進、接続調査業務 2

346 かほく市 緊急 直雇
エコバック普及事業(古着にてマイバックを制作し、配布することにより普及啓発を行
う）

3

347 白山市 緊急 直雇 市内公園の樹木剪定、花植え、除草、園内道路清掃等 5

348 白山市 緊急 委託 北陸自動車道、小舞子キャンプ場及び周辺等の保安林の雑木伐採、除草作業 5
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349 白山市 緊急 委託 市営住宅建物等の図面の電子データ化 4

350 白山市 緊急 委託 集落周辺の森林内の下草刈及び不用木の除伐 3

351 白山市 緊急 委託 公営住宅（集会所、公園等を含む）見回り点検及び除草・清掃等管理業務 16

352 白山市 緊急 委託 道路の除草・清掃・散水作業、道路安全施設の調査・点検作業等 8

353 白山市 緊急 委託 調整池内の堆積物及び雑草などの除去作業 3

354 白山市 緊急 直雇 市税自主納付者の口座振替未加入者宅を訪問し､加入を勧奨 2

355 白山市 緊急 直雇 予防接種済者の過去の未入力分及び現年度分のデータ入力と台帳整理 2

356 白山市 緊急 直雇 未整備の農地台帳システムを整備する。 2

357 白山市 緊急 委託 市道の点検清掃、路肩・法面除草作業 4

358 白山市 緊急 委託
ＪＲ松任駅周辺の市営駐輪場の駐輪誘導、整理清掃業務及び違法駐輪防止のための監
視

4

359 白山市 緊急 委託 市内保育所等の遊具施設塗装など補修事業（保育所、放課後児童クラブ） 4

360 白山市 緊急 委託 土地台帳及び家屋台帳の紙ベース運用をデータ化する。 7

361 白山市 緊急 直雇 旧白峰村の行政歴史資料整理業務 1

362 白山市 緊急 委託 国指定史跡内管理施設の巡視及び史跡内除草業務 4

363 白山市 緊急 委託 林道の小木伐採、除草作業 8

364 白山市 緊急 委託 自然公園登山道及び遊歩道の倒木・支障伐採や除草作業の委託事業 2

365 白山市 緊急 直雇 美川地域のスポーツ活性化を図るため各種教室及び行事等の企画立案する。 1

366 白山市 緊急 直雇 水田農業構造改革対策事業として農地の作付一筆ごとのデータ電算化 1

367 白山市 緊急 委託 吉野工芸の里の活性化を図るための企画立案と普及啓発事務 1

368 白山市 緊急 委託
公園施設の遊具等の破損事故未然防止及び樹木の生育生態を調査するため、各施設を
巡視し、既存台帳の情報を早急に見直しデータ化する。

10

369 白山市 緊急 委託
松任駅前及び駅周辺文化ゾーンの違法駐車を無くすため、施設周辺を巡回し、注意を
喚起することで、公共施設の正常な利用促進を図る。

9

370 白山市 緊急 直雇
旧美川町所蔵の歴史民俗品（約９００点）の目録及び美川地域の体育施設管理台帳の
作成業務。

2

371 白山市 緊急 直雇 防災安全対策としての過去の開発許可申請台帳のデータ入力作業。 1

372 白山市 緊急 直雇 認知症サポーター、キャラバンメイトのスキルアップ事業の企画事務。 1
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373 白山市 緊急 直雇
市の農林水産業における地産地消を推進するため、生産者、食品関連事業者、消費者
など意向調査を実施し調査結果をデータ化する。

1

374 白山市 緊急 直雇 道路排水桝の堆積物の除去など清掃 2

375 白山市 緊急 委託 海岸のゴミ収集、不法投棄監視作業 5

376 白山市 緊急 直雇
図書館蔵書台帳とデータの照合、訂正や新規の入力及び博物館収蔵庫の資料運搬等の
作業

3

377 白山市 緊急 委託 松任・美川・鶴来地区中心市街地での交通量調査、来街者アンケート調査 24

378 白山市 緊急 委託 市道の小木伐採や除草作業 2

379 白山市 緊急 直雇 防災安全対策として過去の建築確認申請台帳のデータ入力作業 1

380 白山市 緊急 直雇 データ整理等、災害時要支援者(障害者）マップの作成補助事務 1

381 白山市 緊急 委託 河川敷内の雑木伐採や除草作業 3

382 白山市 緊急 委託 市道及び登山道の除草、清掃や修繕工事 5

383 白山市 緊急 直雇 データ入力、計算、照合確認等の子育て支援医療給付金の支給事業事務補助 1

384 能美市 緊急 委託 遊休農地での野菜づくり委託事業 3

385 川北町 緊急 直雇 子育て支援保育事業（保育所にイベントに係る指導員を配置） 3

386 川北町 緊急 委託 公共施設の清掃委託作業 9

387 川北町 緊急 直雇 川北町内各戸へ配布作業（各戸への配布物の配布） 1

388 野々市町 緊急 直雇 子育てママ応援事業(子育てアドバイザーを設置) 2

389 野々市町 緊急 直雇 野々市駅前駐車場・駐輪場の整理の配置事業 2

390 野々市町 緊急 委託 常設資源回収場所不法投棄監視及び案内業務 2

391 野々市町 緊急 委託 歴史・文化に関する図書、郷土史書などのデジタル情報化 3

392 野々市町 緊急 直雇
次世代育成支援地域行動計画策定事業
(行動計画策定基礎資料作成のためのアンケート、データ整理等)

2

393 野々市町 緊急 委託
分別収集促進業務(委託)
(資源回収場所における分別作業及び分別方法の指導、ごみ質調査)

8

394 野々市町 緊急 直雇 分別収集促進事業(分別収集実態調査、共同住宅管理会社調査) 2

395 野々市町 緊急 直雇 狂犬病予防注射実施促進事業 4

396 野々市町 緊急 直雇 野々市駅乗降客調べ 8

397 津幡町 緊急 委託 道路管理資料データ化委託事業 5
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398 津幡町 緊急 委託 常設資源回収施設での分別収集委託業務 8

399 津幡町 緊急 委託 津幡運動公園野球場周辺環境整備（竹林間伐） 4

400 津幡町 緊急 委託 農林道除草等管理委託及び竹林整備作業委託 20

401 津幡町 緊急 委託 町内小中学校等環境整備作業業務 3

402 津幡町 緊急 直雇 石川県津幡漕艇場津幡町艇庫管理員設置事業 1

403 内灘町 緊急 委託 町有林（アカシア林、松林等）の整備　（支障木伐採、除草含む） 7

404 内灘町 緊急 直雇 公立保育所の施設安全点検及び清掃業務 2

405 内灘町 緊急 直雇 子育て支援センターでの子供一時預かり業務 2

406 内灘町 緊急 直雇 町立図書館破損図書修理業務 1

407 内灘町 緊急 直雇 観光施設入込み調査・清掃業務 2

408 志賀町 緊急 委託 緊急経済活性化事業(地域経済の活性化のため、地域商品券の広報などを行う） 3

409 志賀町 緊急 委託 観光施設の管理運営事業 2

410 志賀町 緊急 委託 水耕栽培ハウスの育成管理・採取作業事業 4

411 志賀町 緊急 委託 町有地樹木整備、除草作業事業 6

412 志賀町 緊急 直雇 子育て支援拡充事業 7

413 志賀町 緊急 直雇

町内の不法投棄、環境美化、廃棄物収集処理業務
 ・町は海岸線が長く、また、山地内林道等が多いため、巡回を強化し、不法投棄を抑
止する。 ・ボランティアによる海岸清掃等の集積廃棄物の収集、運搬及び仕分け、裁
断等適正処分のための作業を行う。

2

414 志賀町 緊急 委託
町道・通学路除草等管理委託事業
・道路、歩道の草刈機等による除草作業
（車両、歩行者の安全対策及び環境美化対策）

9

415 志賀町 緊急 委託

町内観光地の清掃委託事業（海岸清掃、観光施設除草・除砂作業等）
 ・ビーチクリーナーによる海岸清掃作業
 ・草刈り機による町内観光地除草作業
 ・強風で吹き寄せられた浜砂の除去作業等

36

416 志賀町 緊急 委託
公園・広場（都市公園等）松木剪定委託事業
・柴木総合公園及びせせらぎ自然公園内の松木等の剪定、処分作業

5

417 志賀町 緊急 委託

観光アンケート・観光客入込調査、観光施設のＰＲ業務
 ・観光アンケートや観光客入込調査の実施及び集計作業
 ・観光パンフレットなどの発送作業等

1

418 志賀町 緊急 直雇

法人（企業）申告等に係る資料の整理、仕分け、入力作業
　・申告書及び支払報告書等の仕分け、整理作業
　・台帳、資料簿の編冊作業
　・パソコンによるデータパンチ入力、照合作業

1
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419 志賀町 緊急 直雇
歳入歳出データ伝送システムの更新事業
・各端末への更新（ソフトの切り替え）作業

1

420 志賀町 緊急 直雇

図書館受付業務の拡充事業
・町立図書館の受付（来場客への蔵書）後の館内案内スタッフ（誘導員）を配置し、
利用者へのサービスの向上を図る

1

421 志賀町 緊急 直雇
志賀町広報番組制作に係る作業
（取材、カメラ撮影、編集作業等）

1

422 志賀町 緊急 直雇 円滑な地上デジタル放送への移行対応促進事業 1

423 宝達志水町 緊急 委託 林道側溝清掃作業 5

424 宝達志水町 緊急 直雇 空き家・空き農地実態調査 1

425 中能登町 緊急 委託
町安全安心マップ作成委託事業
（町内の施設案内看板、交通標識、カーブミラー、通学路等の設置箇所を調査点検
し、安全安心マップを作成する）

5

426 中能登町 緊急 委託
町施設等の除草作業等委託事業
（町施設や町道等の環境美化の推進のため除草及び清掃作業等を行う）

7

427 中能登町 緊急 委託
雇用提供委託事業
（シルバー人材センターに緊急雇用対策事業について手配する人員を配置）

1

428 中能登町 緊急 直雇
地上デジタル放送移行推進事業
(地上デジタル放送へのスムーズな移行のための普及推進活動)

2

429 穴水町 緊急 委託 穴水町有施設管理 12

430 穴水町 緊急 委託 穴水町環境保全事業 3

431 穴水町 緊急 直雇 棚田・耕作放棄地の台帳整備、内水面漁業調査、係留船舶実態調査 2

432 穴水町 緊急 直雇 歴史史料・文化財及び図書の保存整理事業 2

433 穴水町 緊急 委託 研修・一般宿泊繁忙期におけるサービス業務向上事業 2

434 穴水町 緊急 委託 高齢者外出支援バスの添乗業務 4

435 穴水町 緊急 直雇 資源ごみの選別作業及び粗大ごみの解体 4

436 穴水町 緊急 委託
町有地、町道、林道、のと鉄道跡地保全管理事業
（港湾緑地、由比ヶ丘台地等の保全管理)

4

437 穴水町 緊急 委託
町道付帯施設現況調査委託業務
（カーブミラー、 ガードレールの機能確認、道路側溝、暗渠等が集中豪雨に対応でき
るかの調査、デジタルマップの作成）

7

438 穴水町 緊急 直雇
地域高齢者健康管理巡回業務
（一人暮らし及び老老介護世帯を巡回し、健康状態や薬の服用を確認し、介護等の指
導を行う。）

1
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439 穴水町 緊急 委託
「四季の丘」除草管理事業
（景観整備事業により整備された「四季の丘」の周辺等の除草管理）

5

440 穴水町 緊急 直雇
歴史史料編さん事業
（遺跡出土品の保存作業、古文書の整理及び修復作業等）

2

441 穴水町 緊急 委託
公営宿泊施設繁忙期におけるサービス業務向上事業
（繁忙期における公営宿泊施設の清掃等業務）

2

442 穴水町 緊急 委託
美しい森づくり事業
（木の枝打ち作業、伐倒・枯損木処理等）

3

443 穴水町 緊急 直雇
電子データ作成作業
（将来の地域医療の連携に向けた資料の電子データ化）

4

444 穴水町 緊急 委託
町道、町有地景観維持作業委託業務
（景観樹木の枝打ち、剪定作業及び雪吊り作業等）

3

445 穴水町 緊急 直雇
不法投棄、漂着ゴミ処理・回収事業
（山林、海岸等の不法投棄、漂着ゴミの回収・処理作業等）

2

446 穴水町 緊急 直雇 道路維持管理事業（町道、林道等をパトロールし、側溝清掃、倒木等の処理） 2

447 穴水町 緊急 直雇
ふるさと教育（里海、里山、歴史文化）指導者派遣事業（郷土の歴史、文化の教育、
里海里山保全の大切さを学ぶことにより郷土愛の育成を図る）

1

448 穴水町 緊急 委託
耕作放棄地景観対策事業（荒廃地の草刈りや耕起を行うことで、周辺農地に対する害
虫対策、景観保全を推進する）

9

449 穴水町 緊急 直雇 歴史・文化施設巡回、管理業務 1

450 穴水町 緊急 委託 穴水町有施設管理事業 10

451 能登町 緊急 委託 のと鉄道旧能登線跡地除草管理委託事業 2

452 能登町 緊急 委託 有線テレビケーブル支障木除去事業 3

453 能登町 緊急 委託 町道除草等管理委託事業 5

454 能登町 緊急 委託 農林道除草等管理委託事業 6

455 能登町 緊急 委託 保育所園児送迎バス運転手委託事業 2

456 能登町 緊急 直雇 公立保育所発達障害児健やか保育事業 2

457 能登町 緊急 委託 観光施設除草等管理委託事業 3

458 能登町 緊急 委託 公園・広場（都市公園等）除草等管理委託事業 4

459 能登町 緊急 委託 公園・広場（森林公園等）除草等管理委託事業 3

460 能登町 緊急 委託 海岸清掃管理委託事業 3

461 能登町 緊急 直雇 町有地除草等管理委託事業 5
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462 能登町 緊急 委託 学校施設除草等管理委託事業 3

463 能登町 緊急 委託 公共トイレ施設清掃等管理委託事業 8

464 能登町 緊急 委託 バス待合所等清掃等管理委託事業 3

465 能登町 緊急 直雇 高齢者のスポーツ・ボランティア促進事業 2

466 能登町 緊急 委託 災害時要支援者マップ作成事業 1

467 能登町 緊急 直雇 子育て応援サービス事業　～保育サービスの拡充～ 1

468 能登町 緊急 直雇 能登町クロマルハナバチ試験飼育生産施設における清掃作業 1

469 能登町 緊急 直雇 能登町有線放送テレビ放送事務事業 1

470 能登町 緊急 委託 農林道及び農業用施設の除草等管理委託事業 16

471 能登町 緊急 直雇 水田対策事業等データ入力整理事務 1

472 能登町 緊急 委託 学校ＩＣＴ支援員配置事業 3

473 能登町 緊急 直雇 保育ゆとり創造事業 1

3,113
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