
平成２２年度緊急雇用創出事業実績

no 実施所属
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 就職支援員配置事業 4

2 県事業 緊急 直雇 看護大学図書館データ入力作業 4

3 県事業 緊急 直雇 県立大学図書館データ入力作業 2

4 県事業 緊急 直雇 大学事務局備品台帳データ入力作業 2

5 県事業 緊急 直雇 出先機関における事務用品の定期発注事業 2

6 県事業 緊急 委託 県外からの学生集約に向けた大学生等の意識調査 3

7 県事業 重点 直雇
生物多様性国際会議いしかわＰＲ事業
（ＣＯＰ10関連の通訳翻訳業務及びＰＲ業務）

7

8 県事業 重点 委託
北陸新幹線金沢開業に向けた地域における気運の醸成、地域資源を活用した地域の魅力向上に向けた取組
（県内各地域の食材の発掘・調査、データベース化、ホームページ、メルマガの発信、イベント開催）

4

9 県事業 重点 委託
新エネルギーの導入促進に向けた取組
（先導的となる個人や企業等が県内で新エネルギーの導入を進めていくための「導入ガイド」「新エネルギー分布
マップ」を作成、普及啓発）

4

10 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）

6

11 県事業 重点 委託 地域の住民が恩恵を実感できる情報化の在り方についての調査・企画 3

12 県事業 緊急 委託 能登空港内の除草管理委託事業 4

13 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ツクを設置）

3

14 県事業 緊急 委託
能登空港周辺環境整備事業
（除草作業、水路泥上げ作業等）

16

15 県事業 重点 直雇 能登空港利用者アンケート等データ集計入力業務 2

16 県事業 緊急 直雇 統計資料電子化事業 15

17 県事業 緊急 委託 簡易グラウンドの除草管理委託業務 10

18 県事業 緊急 直雇 県労働力調査 38

19 県事業 緊急 直雇
ホームページ作成、データ移行作業
（ＣＭＳ導入により、現行ホームページデータを新ホームページに移行）

13

20 県事業 重点 委託
兼六園周辺施設広報宣伝活動事業
（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）

4

21 県事業 緊急 委託 近代文学館資料整理事業 6

22 県事業 緊急 直雇 白山ろく民俗資料館民俗資料整備 3

23 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）

3

24 県事業 重点 委託 展示解説・監視委託事業（特別展「トキ舞う空へ」） 2

25 県事業 緊急 委託 男女共同参画に関する意識調査 7

26 県事業 緊急 委託 バリアフリーマップいしかわ更新事業 6
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27 県事業 緊急 直雇 民生委員一斉改選事業 1

28 県事業 緊急 委託
全国健康福祉祭開催事業
(平成22年10月開催の第23回全国健康福祉祭いしかわ大会の開催に伴う事務補助の委託事業)

1

29 県事業 緊急 委託
全国健康福祉祭開催事業
(平成22年10月開催の第23回全国健康福祉祭いしかわ大会の開催に係る経済波及効果等の調査委託)

4

30 県事業 重点 委託
在宅要介護者の介護者を支援するための情報提供に係る取組
（介護者の負担軽減につながる情報収集、周知活動・ヒアリング調査、他県の介護情報サイトの調査、経験談やコ
ラムの募集・情報共有）

11

31 県事業
地域人

材
委託

介護雇用プログラム
（働きながらホームヘルパー、介護福祉士の資格を取得）

269

32 県事業 緊急 委託
障害者雇用推進事業
（県内授産施設等の「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

33 県事業 緊急 委託
新たなＰＲの手法を用いた授産施設等の販路・受注開拓に係る取組
（ＰＲツール（印刷物、ＤＶＤ、ホームページ）整備、訪問配布ＰＲ（ローラー作戦））

13

34 県事業 重点 委託
「いしかわ障害者プラン２００７」（平成１９年度～平成２３年度）の改定に伴い、障害者の実態把握等のために
アンケート調査

3

35 県事業 重点 直雇 県内診療所に係る基本情報収集及びデータ入力用務 1

36 県事業 重点 直雇
本県における平成２３年度からの看護教員養成講習会開催に向けた実施要綱・カリキュラムの作成、講師の確保・
説明会の開催準備

2

37 県事業 重点 委託
こどもの救急時の対応に関する普及・啓発に係る取組
（こども救急講座、ミニイベントとアンケート、冊子「子どもの救急」配布・啓蒙）

4

38 県事業 重点 委託
潜在看護職員の実態調査
（人材紹介会社を活用し、県内病院を退職した看護職員の実態や再就業希望等を調査するとともに、潜在看護師・
病院のニーズに沿ったマッチング方法を検討）

2

39 県事業 重点 直雇 地域がん登録管理事業におけるシステム移行に伴うデータの入力作業 2

40 県事業 重点 委託
全面禁煙に取り組む店舗の拡大に係る取組
（禁煙化の啓発ちらし作成、喫煙対策実態調査、ＷＥＢでの情報収集・発信）

4

41 県事業 重点 委託
中高年の健康づくりの普及拡大に向けた取組
（当ＮＰＯが推奨する「週２３エクササイズの身体活動」を県下で賛同を得た企業等を対象に実践する。）

8

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

43 県事業 重点 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などの荒廃した農地等の復旧作業）

9

44 県事業 重点 委託 自動車交通騒音環境基準監視結果のデータ入力・整理等 10

45 県事業 重点 委託
エコライフサポートプログラム事業
（県民エコライフ大作戦取り組みチェックシートの入力作業等）

12

46 県事業 重点 委託
エコチケット受付事業
（エコチケットの申請受付事務及びCO2削減量の集計事務：拡充対応）

2

47 県事業 重点 委託
いしかわエコハウス（仮称）普及用務
（いしかわエコハウス（仮称）の見学者への案内・普及）

2

48 県事業 重点 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）

6

49 県事業 重点 委託
河北潟水辺環境形成事業
（水生植物の浄化能力を高めるための植栽（水質浄化）～伐採（汚染物資の除去）～伐採した植物を有効利用した
特産品化の開発）

10
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50 県事業 重点 委託
親水性を伴った水質浄化手法の検討に係る取組
（内水面の水質浄化の現状と回復の可能性調査、水質及び底質の試料採取・分析、市民参加型の水辺技術講習会の
実施）

7

51 県事業 重点 委託
川の生き物を通じた人と自然のふれあい調査事業
（水生生物保全環境基準が新たに設定されたことにより、類型指定のため県内の各水域にどんな生物が生息してい
るかの調査を実施）

9

52 県事業 重点 直雇 マニフェスト交付等状況報告等データ整備事業 5

53 県事業 重点 直雇
白山自然史資料整備事業
（白山自然保護センター所蔵の動植物・地質・民具等の標本、資料のデータベース化、白山高山帯の植生変化に係
るデータ収集・整理、研究報告等の刊行物のＰＤＦデータ化及びホームページへのアップロード作業）

2

54 県事業 重点 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）

10

55 県事業 重点 委託
石川県生物種リスト等データ作成事業
（石川の生物種リスト等の紙ベースでの資料を電子化）

2

56 県事業 重点 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
（来園者が映像機器を操作する際の補助や、展示・映像コーナー運営の補助）

5

57 県事業 緊急 委託
基幹産業緊急支援事業費（ＩＴ産業）
（県内企業を取り巻く経営環境が激変していることに鑑み、本県の基幹産業の一つであるＩＴ産業の企業を定期的
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実施）

2

58 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。また、ウェブサイトを活用し、県や国の支援施策などについて積極的な情報発信を実施）

2

59 県事業 緊急 委託
大学等インターンシップ事業
（県内企業に対するインターンシップの周知・啓発、大学・学生とのマッチングを推進するため、インターンシッ
プ受入企業を開拓する推進員を配置）

1

60 県事業 緊急 委託
モノづくり魅力体験情報収集事業
（県下で実施されるモノづくり体験教室や理科実験教室などの子どもを対象としたイベント情報を収集し、冊子と
してとりまとめ、県内の小・中・高等学校等に配布）

1

61 県事業 緊急 委託
石川のモノづくり技術紹介事業
（本県の知られざる技術が楽しく理解できるコンテンツ（クイズ）を作成し、ジョブカフェを利用する中学生・高
校生に対してわかりやすく情報提供を実施するためのデータベースを作成）

1

62 県事業 緊急 委託
モノづくり在職者スキルアップネットワーク補助事業
（県内モノづくり企業のニーズに応じた研修や開放機器等について役割分担を協議するネットワークについて、関
係機関の研修内容や指導者についての情報収集・提供を実施）

1

63 県事業 緊急 委託
産業特性調査分析事業
（企業情報、財務データから本県主要産業分野別の基本経営指標等を調査分析、作成）

1

64 県事業 緊急 委託
中小企業販路開拓事務補助事業
（次世代ファンド事業等の事務補助）

2

65 県事業 緊急 委託
就職が決まっていない大学４年生に対する就職支援に係る取組
（中小企業をはじめとした地元企業向けの採用力向上セミナーの開催、大学４年生向けの就職力向上セミナーの開
催　他・求人情報や研修の案内、チーム討議の実施、就職のための研修プログラム）

3

66 県事業 緊急 委託 産業革新戦略２０１０の推進に係る基礎調査事業 3

67 県事業
地域人

材
委託

基幹産業分野人材育成事業
（基幹産業４分野(機械、繊維、食品、ＩＴ)の企業において、学卒未就職者等を有期雇用し、知識・技術を習得する
ためのＯＪＴを実施）

44

68 県事業 緊急 委託 工業試験場敷地内の樹木剪定・除草作業 10

69 県事業 緊急 直雇
図書整理事業
（工業試験場の約20,000冊の雑誌・資料の整理を実施）

1

70 県事業 緊急 直雇
試験等データ収集・整理用務
（膨大な試験等データの収集･整理を円滑に行うことで、試験・相談等における企業の要望に早期に対応）

2
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71 県事業 重点 委託
金沢港のにぎわいと交流人口の拡大に向けた取組
（海王丸寄港セレモニー、金沢港写真コンクール、国際クルーズプロモーション参加）

6

72 県事業 緊急 委託
中小企業支援施策普及指導委託事業費
（商工会議所、商工会、県中小企業団体中央会の支援機関に普及指導員を配置し、中小企業への国や県の支援施策
の情報提供や企業業況の情報収集等を実施）

24

73 県事業 緊急 委託
商店街の活性化に向けた取組
（継続的なイベント、高齢者向け買い物サポート隊結成・和倉温泉でのモデル店舗、来街者ニーズ調査、特産品等
の市場調査）

23

74 県事業 重点 委託
伝統的工芸品利用促進事業
（産地組合が①業務用モニター品を製作し、料亭・旅館等でモニター調査・ＰＲを実施、②一般用モニター品を製
作し、一般モニター調査及び使い方を紹介するパネル展示等を実施）

93

75 県事業 重点 委託
省エネルギー等工場集約支援事業
（工場を集約化させることで見込まれる省エネルギー効果などのデータ収集・整理・分析）

1

76 県事業 重点 委託
商店街の活性化に向けた取組
（タテマチに図書スペースの開設、リサイクルブックカフェ、移動図書館の設置）

8

77 県事業 重点 委託
石川の伝統的工芸品を活用した観光振興に係る取組
（漆器資料館での説明員の配置など輪島塗の情報発信、工房見学のコーディネート、パンフレット、ホームページ
の作成）

2

78 県事業 緊急 委託
雇用維持支援教育訓練実施委託事業
（中小企業雇用安定助成金に対応した教育訓練を実施）

4

79 県事業 緊急 直雇
職業能力開発支援事業
（産業技術専門校における職業訓練指導員の補助）

16

80 県事業 緊急 委託 石川県の労働福祉の変遷史の作成、石川県勤労者美術展の資料等をまとめた冊子の作成 6

81 県事業 緊急 委託
労務雇用管理改善支援事業
（労務雇用問題に関する知識の習得を目的とした労務雇用管理改善講座を実施）

3

82 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、労働相談内容等をデータベース化し、ホームページ等を通じ情報提
供）

2

83 県事業 緊急 委託
若年者職業能力向上セミナー
（フリーター等（概ね３５歳未満）に対して、社会人基礎力の習得を図るための講座を実施）

2

84 県事業 緊急 直雇
多能工化推進セミナー開催事業
（産業技術専門校において若年技能者の多能工化のための在職者セミナーを開催）

4

85 県事業 緊急 委託
職業能力開発関係台帳電子化事業
（産業技術専門校指導要録等のデータベース化）

12

86 県事業 緊急 委託
出前モノづくり体験教室開催費
（南加賀・能登地域の小・中学生を対象に、県内工業系教育機関によるモノづくり体験等教室等の出張開催）

2

87 県事業
地域人

材
委託

いしかわ若者就職バックアッププログラム
（学卒未就職者に対し、社会人としての基礎力を身につける研修(ビジネスマナー、ＯＡ研修等)を実施するととも
に、就業体験を受け入れする県内企業を開拓し、各企業において正規雇用に向けた就業体験研修を実施）

60

88 県事業 緊急 委託
フリーター等若者の職業意識の醸成に向けた取組
（体験就労実施協力企業の開拓、リーフレット作成、アンケート実施・公開研修プログラム、フォロー面談、合同
企業面接会の開催）

8

89 県事業 重点 委託
職業訓練総合支援システム構築事業
（県が実施している公共職業訓練について、訓練に関する情報をコースごとに入力・集計し、全体的な分析を行う
システムを開発し、管理業務や訓練生指導業務、コース設定等に資するものとする。）

2

90 県事業 緊急 委託
ふれあい昆虫館の環境整備
（温室内の手摺及び上部側壁の塗装、天井部分の修繕、生態園内の樹木剪定・伐採、排水不良地の土盛り、池の泥
上げ、ザリガニ駆除、水生植物の間引き）

6

91 県事業 重点 委託 観光動態調査 5 
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92 県事業 重点 委託
いしかわ観光特使募集情報発信事業
（募集にかかるＨＰ整備、応募者の情報管理、メール等による観光特使への情報発信）

2

93 県事業 重点 委託
首都圏等観光ニーズ調査
（北陸新幹線金沢開業を見据えた首都圏への戦略的な誘客促進策立案のためのインターネットによるアンケート調
査）（委託先：民間企業）

4

94 県事業 重点 委託
飲食メニューの多言語化推進事業
（STEP21に基づき、外国語版メニューの導入拡大及びホームページによる情報発信等）

5

95 県事業 重点 委託 ほっと石川旅ネット外国語ＨＰの充実（翻訳のリニューアル及びフランス語版の作成等） 5

96 県事業 重点 委託
外国人旅行者のおもてなし向上に向けた取組
（「いしかわコンシェルジュ」養成講座を開催し、育成・配置・スマートフォンを使った情報提供）

11

97 県事業 重点 委託

ファミリー層を対象とした誘客促進に向けた取組
（県内施設の体験プラグラムの現状整理・検証旅行会社他と参加体験型の商品開発、参加体験プログラムＰＲ（含
むＣＤ－ＲＯＭ作成）・スマートフォンを使った情報提供・いしかわの遊び場パンフレット作成、WEB開設、近隣
県へのPR・新ほっと石川家族体験ツアーキャンペーン、ＷＥＢ開設、お勧め観光スポットの募集、首都圏エリアへ
の募集実施、招待体験プログラムの実施）

18

98 県事業 重点 委託 「ほっと石川旅ネット」ＨＰ情報管理 2

99 県事業 重点 委託 コンベンション開催実績・履歴管理 4

100 県事業 重点 委託
戦略的コンベンション誘致推進事業
（民間企業会議可能性等の調査・アンケート業務補助）

3

101 県事業 重点 委託
観光実態調査事業
（能登ふるさと博・加賀四湯博魅力向上のための基礎データ収集）

4

102 県事業 重点 委託
ふるさと観光情報サテライトの開設
（輪島塗等のパンフレットラック作成）

13

103 県事業 重点 委託
新幹線沿線地域における誘客促進に向けた取組
（新幹線沿線地域の都市等で観光ブース設置、アンケート調査、データ入力、データベース化）

4

104 県事業
地域人

材
委託

温泉地観光人材育成事業
（中小規模の温泉旅館において失業者を客室係として雇用し、障がい者・高齢者・外国人など幅広い顧客を対象と
した接遇スキルを習得するためのＯＪＴ・ＯＦＦ－ＪＴを実施）

24

105 県事業 重点 委託 「いしかわ同窓会」資料・名簿の整理・データ化 2

106 県事業 重点 委託
国際化戦略プラン推進事業
（Ｈ２２中間見直しに向けた県内在住外国人へのアンケート調査）

2

107 県事業 重点 委託
多文化共生（国際理解）の促進に向けた取組
（インタビュー、アンケート、座談会、多文化共生ブックのへ編集・制作・PR・配布）

3

108 県事業 重点 委託
営農支援情報調査事業
（農業の新規参入者を受け入れる可能性のある地域における空き農地や中古機械等についての聞き取り調査を実施
し。データベースを構築する。）

5

109 県事業 重点 委託
農業者と消費者の理解・交流促進に向けた取組
（意見交換会、講習会、アンケート、情報収集・ＷＥＢを立ち上げ、コミュニティサイトの運営、メルマガ発信、
マーケティング調査・交流イベントの実効（農業体験、座談会））

7

110 県事業
地域人

材
委託

地域農業人材育成事業
（(財)いしかわ農業人材機構を通じて募集する農業経営体において、失業者を有期雇用し、農業に必要な技術・知識
を習得するためのOJTを実施）

64

111 県事業 重点 委託

県産農産物の販売促進に向けた取組
（アルコールベース原材料の供給体制構築、酒類販売・農作物のオリジナルカードゲーム制作、レシピの聞き取
り、冊子作成、上記２点を配布・教室開催等の普及活動・ホームページを開設して情報発信と情報収集、勉強会・
研究会をつうじて、地元農業者自身の販売力向上・能登野菜オリジナルキャラクターの作成、着ぐるみ、レシピ他
PR）

14

112 県事業 重点 委託
県産畜産物の販売促進に向けた取組
（能登牛WEBサイト開設、冊子作成・配布、巨大モニュメントの制作設置）

5

113 県事業 緊急 直雇
農業総合研究センタ－（本場、河北潟試験地、砂丘地農業試験場）の敷地内除草、樹木伐採簡易剪定及び側溝清掃
等

4
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114 県事業 緊急 直雇 旧押水放牧場・旧牧場公園の除草・除竹作業 3

115 県事業 重点 委託

いしかわの里山らしい風景を活用した集落活力向上に向けた取組
（航空写真を用いて竹林・耕作放棄地の調査、モデル地区での市民農園の開設、伐採竹材の再利用・遊休農地を活
用した景観づくり作物栽培・パトロール、島バーガー当特産品の開発販売、パンフレット等の作成・モデル地域の
保全計画の作成、地域の情報発信、研修会・里山景観ウォーキングマップの作成、集落景観の整備（輪島市三井
町））

20

116 県事業 緊急 委託 農林水産部所管海岸の堤防周辺の草刈り等 10

117 県事業 重点 委託 ため池台帳整備のための現況写真撮影、位置確認、ルート確認等 9

118 県事業 重点 委託
食品表示調査委託事業
（県内200の小売業において、JAS法に即した適切な食品表示がなされているかを調査）

3

119 県事業 重点 委託
食の安全･安心確保のための米トレーサビリティ制度の周知･啓発に向けた取組
（飲食業・旅館業の営業者の把握と名簿作成、PRパンフレットの企画・作成・送付、説明会の開催）

2

120 県事業 緊急 直雇 いしかわ森林環境税事業で整備した施工地のデータ整備等 6

121 県事業 緊急 委託 治山施設周辺の除草、渓流内の灌木除去 12

122 県事業 緊急 委託 治山台帳のデータ化、GPSによる施設の位置確認 5

123 県事業 緊急 委託 県有林内の作業道の砂利補充等 5

124 県事業 緊急 委託 体験の森の林道等の草刈り、側溝清掃 4

125 県事業 緊急 委託 県営林道沿線の草刈、側溝清掃、歩道補修、林内の除伐作業 3

126 県事業 重点 委託 観光地、道路周辺、集落周辺で松くい虫防除区域外にある森林を対象に松くい虫の被害木、枯損木の伐倒整理 10

127 県事業 重点 委託
造林事業履歴データ電子化事業
（造林事業履歴を電子化し、森林GISに反映する）

17

128 県事業 重点 委託
山地災害危険地区点検業務
（山地災害地区の緊急点検業務を実施し、地域住民への周知を図り、防災体制の強化を図る。）

9

129 県事業 重点 委託
県産特用林産物の販売促進に向けた取組
（県産特用林産物を特定できるキャラクター開発、レシピ募集キャンペーン、キャンペーンサイトの構築）

6

130 県事業 重点 委託
間伐材の新たな利用促進に向けた取組
（竹林の伐採、間伐作業、搬出、竹炭生産、測量設計、図面作成）

9

131 県事業 重点 委託
石川県健民海浜公園内の松くい虫被害木伐倒駆除事業
（くん蒸、破砕により伐倒駆除し、被害のまん延防止を図る。）

5

132 県事業
地域人

材
委託

林業人材育成事業
（森林組合等において失業者を有期雇用し、間伐等に必要な技術・知識を習得するためのＯＪＴ・ＯＦＦーＪＴを
実施）

5

133 県事業 緊急 委託 県管理漁港７港の除草、清掃作業等 23

134 県事業 重点 委託
県産水産物の販売促進に向けた取組
（キッチンカーを使って県産水産物の出向ＰＲ、水産物、調理法の広報、試食によるアンケート実施・外食産業で
の消費を踏まえた専門加工商社へのヒアリング高品質冷凍の商品設計、商流の構築・ＰＲ）

9

135 県事業 緊急 委託 展示用禄剛丸塗装、付属プール清掃 5

136 県事業 緊急 委託
道路や歩道安全施設の除草・清掃作業等
（県管理道路の除草、街路樹剪定・施肥および道路施設清掃作業による交通機能回復）

243

137 県事業 緊急 委託
歩道の不具合調査（段差、損傷等）
（道路パトロールでは発見しにくい歩道の不具合を一般県民の視点による歩行調査により把握）

9

138 県事業 緊急 委託
道路施設台帳の電子化
（標識、照明灯、防護柵、植栽、地下道など、各種道路施設ごとに紙ベースで保管している施設台帳を電子化）

14
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139 県事業 緊急 委託
河川台帳の現場確認等によるデータ更新
（河川状況の変化に関して、現場確認により台帳及び附図の修正を行う）

31

140 県事業 緊急 委託
河川の除草・清掃等
（河川の除草、伐木、ゴミ回収の実施）

78

141 県事業 緊急 委託
金沢みなと公園他１３公園の清掃等
（公園の清掃、除草、ゴミ拾いの実施）

21

142 県事業 緊急 委託
臨港道路の除草・清掃等
（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清掃の実施）

55

143 県事業 緊急 委託
金石・大野埋立地広場の除草・清掃等
（除草、ゴミ拾い及びトイレ清掃の実施）

7

144 県事業 緊急 委託
砂防施設の除草等
（人家背後の構造物周辺及び法面にある立木・雑草の除去）

115

145 県事業 緊急 委託
土砂災害危険箇所のカルテ整備
（土砂災害危険箇所カルテのデータ更新）

8

146 県事業 緊急 委託
屋外広告物実態調査事業費
（屋外広告物の規格測定、撮影等）

10

147 県事業 緊急 委託 県営住宅の管理図面・現況写真のデータベース化 3

148 県事業 緊急 委託
県立学校の環境整備
（除草、低木剪定など）

54

149 県事業 緊急 直雇 再編高等学校等の資料整理 4

150 県事業 緊急 委託 文教会館蔵書のデータベース化等 8

151 県事業 緊急 直雇
石川県教育センター図書整理事業
(図書データー入力、図書分類、ラベル整理等）

2

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

6

153 県事業 緊急 直雇 就職支援員配置事業 42

154 県事業 緊急 委託
県関係視聴覚フィルムのデジタル化
（県関係の貴重なフィルムを保存するため、デジタル化し、ＤＶＤ等で保存）

2

155 県事業 緊急 直雇
郷土資料データ作成
（人物を対象とした郷土資料データを作成）

11

156 県事業 緊急 直雇
図書館雑誌データ化
（図書館所蔵の雑誌のデータを入力)

14

157 県事業 緊急 委託
埋蔵文化財資料整理
（埋蔵文化財センター保管資料等のデーターベース点検・整備等）

6

158 県事業 緊急 直雇 文化財建造物の資料整理等 1

159 県事業 緊急 委託
県警ホームページ改修作業
（各ページの構成変更、サイト構造の最適化、アクセシビリティ・ユーザビリティの改善等）

1

160 県事業 緊急 委託 振り込め詐欺等の犯罪被害防止街頭指導・広報事業 9

161 県事業 緊急 委託 青色パトロールカーによる犯罪警戒活動 55

162 県事業 緊急 委託 高齢者が多く立ち寄る施設周辺や危険な路線及び交差点等における交通安全教育・広報活動の実施 29

163 県事業 緊急 委託 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 80
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164 県事業 緊急 委託 道路標識保守点検委託業務 18

165 県事業 緊急 直雇 IC運転免許更新申請者に対する手続き及び端末操作の説明 10

166 金沢市 緊急 委託
鈴木大拙記念館（仮称）施設整備事業
(施設整備に伴う埋蔵文化財の発掘調査を実施）

14

167 金沢市 緊急 委託
地域交通のあり方検討事業
(材木校下における地域交通プラン作成支援のため、歩行者誘導業務を実施）

4

168 金沢市 緊急 委託
金沢ふるさと偉人館英文資料整理費
（高峰譲吉関係書類（英語版）の翻訳）

1

169 金沢市 緊急 委託
西外惣構跡（升形）保存整備事業
（西外惣構跡（升形）の復元整備に向け発掘調査を実施）

8

170 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

171 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）

4

172 金沢市 緊急 直雇
緊急雇用促進化事業
（雇用対策セミナー等の実施）

3

173 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

174 金沢市 緊急 委託
用水管理通路除草業務
（長坂用水の管理通路の除草）

2

175 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

176 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、扶養調査事務等の補助を行う。 2

177 金沢市 緊急 直雇
託児サポート事業
（市立保育所における一時預かり業務と未就園親子向けイベント時の業務補助）

4

178 金沢市 緊急 直雇
子育て講座支援事業
（子育て支援講座の受付、連絡調整、会場準備等）

2

179 金沢市 緊急 委託
市立保育所簡易修繕事業
（保育所施設の簡易な修繕を実施）

2

180 金沢市 緊急 委託
データ入力事務等補助業務委託
（廃棄物の処理状況のデータの整理と入力）

1

181 金沢市 緊急 委託
景観パトロール事業
（案内サイン類の破損、誤植等の簡易修繕対応や違反広告物の撤去など）

2

182 金沢市 緊急 委託
城北市民運動公園等除草業務
（民有地との隣接地などを中心に除草を実施）

12

183 金沢市 緊急 委託
公園樹木・街路樹剪定事業
（開設後１０年以上経過した公園等の樹木及び繁茂した街路樹の剪定を実施）

117

184 金沢市 緊急 委託
安全施設管理システム入力業務
（道路の安全施設の点検パトロールの成果を管理システムに入力）

1

185 金沢市 緊急 委託
もてなしドームマナー向上啓発事業
（自転車乗入れ等マナー違反に対し啓発指導を実施）

7

186 金沢市 緊急 委託
未登記道路等解消のための道路調査業務
（市道及び市道予定地敷地の所有権の調査）

11

187 金沢市 緊急 委託
玉川図書館図書整理事業
（寄贈資料の整理、装備等）

2
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188 金沢市 緊急 直雇
消防防災支援事業
（防火対象物の防火安全対策支援及び住宅火災警報機の普及対策などを実施）

10

189 金沢市 緊急 直雇
金沢西部図書館（仮称）開設準備補助業務
（図書の配架、点検業務などを実施）

8

190 金沢市 緊急 直雇
償却資産電子手続システム事務補助
（電子手続システムの導入準備補助及び電子データ管理の補助）

1

191 金沢市 緊急 直雇
市民税電子手続システム事務補助
（電子手続システムの導入準備補助及び電子データ管理の補助）

8

192 金沢市 緊急 直雇
商店街実態調査事業
(市内の商店街を対象とした商店街実態調査を実施）

2

193 金沢市 緊急 委託
工業団地内除草事業
（市工業団地内の除草業務)

10

194 金沢市 緊急 直雇
野田山墓地無縁墳墓調査事業
（お盆、お彼岸後の墓花・キリコ等の設置の有無を調査）

4

195 金沢市 緊急 委託
野田山墓地内図面作成事業
（実際調査により、最新の台帳を作成）

11

196 金沢市 緊急 委託 市営住宅樹木剪定事業（１６団地の市営住宅で樹木の剪定を実施） 2

197 金沢市 緊急 委託
出雲じいさまだ遺跡発掘調査事業
（戸板小学校建設に伴う埋蔵文化財発掘調査）

20

198 金沢市 緊急 直雇
泉野図書館図書補修等事業
（貸出図書の補修等）

1

199 金沢市 緊急 直雇
読み聞かせ事業
（０歳児に対する絵本の読み聞かせを実施）

2

200 金沢市 緊急 委託
芸術創造活動補助事業
（金沢ジュニアオペラスクール等の芸術創造活動の運営補助）

4

201 金沢市 緊急 委託
安江金箔工芸館移転開館準備事業
（安江金箔工芸館の移転先での開館準備にあたり、企画等に携わる学芸員のアシスタントを雇用）

2 

202 金沢市 緊急 委託
金沢若者夢チャレンジ・アートプログラムアシスタント事業
（金沢２１世紀美術館で開催する長期プロジェクト型での学芸員のアシスタントを雇用）

1

203 金沢市 緊急 委託
体育施設維持管理事業
（市体育施設の巡回及び簡易修繕等）

13

204 金沢市 緊急 委託
トレーニング指導補助事業
（金沢市総合体育館トレーニング室の利用者に対してトレーニング指導の補助を実施）

4

205 金沢市 緊急 直雇
子育て応援クーポン事業
（市の子育て支援事業に利用できる子育て応援クーポンの申請受付と交付を実施）

4

206 金沢市 緊急 直雇
全国健康福祉祭開催事業
（第２３回全国健康福祉祭いしかわ大会金沢市開催に係る事務補助）

10

207 金沢市 緊急 委託
公的サイン管理台帳整備事業
（市が設置した公的サインの施設名称の変更や修繕に迅速に対応するため、管理に必要なデータを一括整備）

1

208 金沢市 緊急 直雇
新景観条例に基づく届出等データ入力事業
（平成２１年１０月１日施行の新景観条例に基づく届出等のデータ入力）

2

209 金沢市 緊急 委託
地域活動支援事業
（公民館振興会に委託し、事業の企画運営やホームページ整備等を行う職員を雇用することにより、地域活動の支
援を実施）

9

210 金沢市 緊急 委託
直江ボンノシロ遺跡発掘調査事業
（鞍月公民館建設区域内の遺跡発掘調査）

15
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211 金沢市 緊急 委託 市管理用地の除草を行う。 6

212 金沢市 緊急 直雇
重要考古資料保存調査事業
（中屋サワ遺跡出土品の市指定を目指したカードを作成）

2

213 金沢市 緊急 直雇
野田山墓地内堆積物排出事業
（空き墓地、参道等に堆積した落ち葉、枝などを排出）

10

214 金沢市 緊急 委託
天徳院加賀藩主前田家墓所跡発掘調査事業
（小立野小学校改築に伴う埋蔵文化財発掘調査）

5

215 金沢市 緊急 委託
娚杉少年の森整備事業
（草刈り、倒木の撤去、簡易な整備）

3

216 金沢市 緊急 委託
洪水避難地図配布事業（浅野川浸水想定区域見直しに伴い作成した「洪水避難地図」及び「浸水実績図」の該当地
区の各世帯及び事業所への配布

15

217 金沢市 重点 委託
地上デジタル放送完全移行対策事業
（地上デジタル放送完全移行に向け、出張質問会の実施や相談窓口を開設）

2

218 金沢市 重点 委託
観光ウェブサイト管理事業
（インターネット及び携帯サイトの入力更新業務）

1

219 金沢市 重点 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及び専門職員を雇用
する。）

9

220 金沢市 重点 直雇
不法投棄監視パトロール事業
（山間部、海浜の監視パトロール）

10

221 金沢市 重点 委託
近江町観光バス駐車場交通整理事業
(周辺の渋滞緩和をはかるため、近江町観光駐車場及び十間町通りに交通誘導員を配置）

4

222 金沢市 重点 委託
農業分野等への就業促進事業
（障害のある人の農業分野での就業を支援）

2

223 金沢市 重点 直雇
介護人材実践型育成事業
（社会福祉士や介護福祉士の有資格者が介護関係業務に従事し、実践的な職業能力を習得することにより、介護関
係職場への就職に繋げていく。）

3

224 金沢市 重点 委託
グループホーム夜間体制緊急強化事業
（夜間１人体制のグループホームに介護職員を配置することにより、事故発生の防止など利用者の安全確保と介護
サービスの向上を促進）

3

225 金沢市 重点 直雇
障害者施設・事業所適正化推進事業
（社会福祉士などの有資格者が障害者施設や事業所を訪問し、障害者介護の観点から障害福祉サービス提供の実態
を把握）

1

226 金沢市 重点 委託
介護・医療に関する相談体制緊急強化事業
（高齢者などを対象として、介護や医療に関する相談に対応するとともに、バリアフリー住宅改修など各種制度の
利用を促進）

3

227 金沢市 重点 委託
介護総合相談体制整備事業
（訪問介護員の有資格者を老人福祉センターなどに配置し、介護保険制度や介護技術に関する介護相談窓口を開
設）

2

228 金沢市 重点 委託
置き傘配布整理事業
（観光地などで傘の貸し借りを行う「置き傘プロジェクト」における忘れ物傘の回収・整理・配布業務）

2

229 金沢市 重点 直雇
金澤町家保全活用推進事業
（本市の観光素材である歴史的街並みを維持・継承するため、街並みを構成する金澤町家を現地調査することによ
り、実態を把握し、基礎データを作成）

3

230 金沢市 重点 委託
街路樹による歩道の破損状況調査事業
（歩行環境や自転車の走行環境の向上を図るため、計画的な補修に向けて、歩道をパトロールし街路樹による盛り
上がりなどの実態を調査）

10

231 金沢市 重点 委託
自転車利用促進・マナー向上推進事業
（まちなか公共レンタサイクル社会実験に併せて、自転車の利用促進PRやマナー向上指導を行うことにより、環境
に優しい自転車の利用を推進）

9
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232 金沢市 重点 委託
イノシシ等獣害対策事業
（獣害による農作物の被害を最小限にするため、田畑のパトロールを実施し、農地と山林の間の緩衝帯を設けると
ともに、イノシシの出没箇所や隠れ場所となる耕作放棄地を調査）

12

233 金沢市 重点 委託
学生のまち・金沢推進事業
（平成２２年４月に施行した「金沢市における学生のまちの推進に関する条例」に基づき、「金沢まちづくり学生
会議」の運営や関連施策を推進）

1

234 金沢市 重点 委託
外国人誘客に資する外国語対応支援
（金沢市海外誘客促進基礎調査事業）

7

235 金沢市 重点 委託
地域資源と企業連携を活用した中小企業の製品開発及び販路開拓支援
（金沢ブランドＰＲ支援事業）

3

236 金沢市 重点 委託
来街客の消費動向調査
（観光実態調査事業）

20

237 金沢市 重点 直雇
任意予防接種促進事業
（こどもに対する任意の予防接種を促進するため、窓口での周知や接種に関する相談等を実施）

2

238 金沢市 重点 委託
金沢海辺の林森林整備事業
（海岸林の特性を活かし、市民がやすらぎ、自然とふれあう場として利用している金沢海辺の林において、枯損木
を伐倒し、木チップを敷設するなど美しい景観を保全

5

239 金沢市 重点 委託
生鮮三品販路拡大実態調査事業
（肉、魚、青果の新たな販路拡大に向けて流通経路や消費者の購買実態を調査）

7

240 金沢市 重点 直雇
予防接種接種率促進事業
（駅西福祉健康センターにおいて予防接種事業に関する周知、接種勧奨、接種申込の受付等を行うことにより接種
率の向上を促進）

1

241 金沢市 重点 直雇
精神保健台帳整理事業
（福祉健康センターにおいて、過去の相談ケースの台帳を整理し、情報の一元化を図ることにより、年々増加する
相談に対して、迅速に対応できる体制を整備）

1

242 金沢市 重点 直雇
金沢市誘客業務調整事業
（６０回目を迎える来年度の金沢百万石まつりをはじめとする誘客に関する各種イベントにおいて学生やボラン
ティアを活用するための連絡・調整業務を実施）

xc

243 金沢市 重点 直雇
金沢海みらい図書館開館対応業務
（学卒未就職者を対象として、平成２３年春の開館準備に従事させるとともに、司書として必要な実務を経験する
ことにより、従事者のスキルアップを図り、キャリア形成に寄与）

3

244 七尾市 緊急 直雇 除草作業 6

245 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

246 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

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

6

248 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 2

249 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）

2

250 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

251 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。）

2

252 七尾市 緊急 直雇
産業化資源事業化アドバイザー事業
（産業化資源の事業化採択に向けたアドバイザー業務、企業訪問による事業相談）

2
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253 七尾市 緊急 直雇
出土品（台帳）整理業務
（市内の遺跡から発掘された出土品の運搬や台帳作成を行う）

3

254 七尾市 緊急 直雇
民族資料台帳整理事業
（寄贈品や保管している収蔵品の台帳整理を行う）

3

255 七尾市 緊急 直雇
所蔵図書のコンピュータ化
（コンピューター未登録図書や寄贈図書等の登録を行う）

4

256 七尾市 緊急 委託
能登和倉万葉の里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コース沿道の樹木の枝伐採等）

5

257 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として資料整理とデータ作成業務等を実施）

2

258 七尾市 緊急 委託
中心市街地空き店舗調査
(中心市街地の空き店舗調査を行い台帳を作成する)

2

259 七尾市 緊急 委託
市内小中学校環境保全事業
（樹木剪定・伐採作業「小学校11校、中学校9校及び通学路」）

6

260 七尾市 緊急 直雇
地上デジタル放送相談員配置事業
(地上デジタル放送移行等に係る専門の相談員を配置する)

4

261 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

262 七尾市 重点 委託 担い手等不在集落法人派遣支援事業委託 3

263 七尾市 重点 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）

2

264 七尾市 重点 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）

2

265 七尾市 重点 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 2

266 七尾市 重点 直雇
特定健康診査結果の整理及び受診勧奨強化事業
（保健師等の指導の下、健診機関から結果表の分類･整理、健診結果説明会の資料準備、受付事務、保健指導データ
の入力整理）

2

267 七尾市 重点 直雇
中島地区観光案内及び体験型メニュー提供事業
（中島地区の観光案内業務及び体験型メニューを提供し、観光客の多様なニーズに対応した観光地の魅力づくりを
図る。）

2

268 七尾市 重点 委託
七尾名産商品開発事業
(能登野菜やいきいき七尾魚を活かした商品開発を行う)

3

269 七尾市 重点 直雇
ジェネリク医薬品普及推進事業
（病気の予防とジェネリック医薬品の普及を行う推進員を配置する）

2

270 七尾市 重点 委託
七尾野菜＆いきいき七尾魚運搬実験実証事業
（七尾野菜、いきいき七尾魚の販売先運搬に係る運搬実験を行いニュ-ビジネス化の可能性を検証する）

2

271 七尾市 重点 直雇
農業委員会の体制整備事業
（農地台帳及び農業者の移動データ等を入力する）

4

272 七尾市 重点 直雇
ツーリズムに関する受入組織の事務局業務
（新たなツーリズムに関する受け入れ組織の事務局業務を行う）

2

273 七尾市 重点 直雇
能登食祭市場における観光案内業務
（能登食祭市場に総合案内所を設置し観光情報の提供を行う）

2

274 七尾市 重点 委託
長谷川等伯没後400年記念事業案内業務
（七尾市内で開催される長谷川等伯没後400年記念事業関係の案内や七尾の観光PR）

4
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275 七尾市 重点 直雇
能登島観光交流活性化事業
（能登島観光協会や能登島地区の各種団体の一元化を図り、新たな組織作りと着地型観光のコーディネート、ホー
ムページなどによる情報発信などを行う）

2

276 七尾市 重点 委託
生ゴミ堆肥化実証事業
（循環型社会システムへの転換が大きな課題となっている中、食品リサイクルの促進をとおして豊かな土づくりを
進め、地産地消、安全安心な有機農業による食物残渣等を堆肥化する実証事業を行う）

2

277 七尾市 重点 委託

集落営農法人等第６次産業化担い手派遣緊急支援事業
（集落営農法人等に米の生産出荷だけの水稲単作経営から大豆等の戦略作物生産の複合栽培を進め、加工品開発や
それらの加工品を含め直売所での販売や消費者に直接販売などを行い特色ある経営を展開しようとする集落営農法
人等に人的支援を行う）

2

278 七尾市 重点 委託
まつたけ山再生事業
（能登島で減り続ける「まつたけ」の増産を目指すため、松林の再整備に取り組み、まつたけの香りが漂う往時の
姿をよみ返らせ、産業と観光の両面から島の地域おこしを図る事業）

4

279 七尾市 重点 委託
地域生活高齢者等支援応援隊
（過疎地域等に暮らす高齢者の見守り、買い物代行等を行う事業者を募集し、生活不安者の利便を図る。）

11

280 七尾市 重点 委託

「能登鍋」の情報発信による、七尾の食産業振興と観光交流の推進
（「能登鍋」の全国ブランド化に向けて、市内の飲食店でのメニュー化、情報発信と話題づくりによって、誘客に
つなげる。）

2

281 七尾市 重点 委託
高齢者・障害者の就労機会の拡大
（高齢者・障害者の就労の場を確保するため、高齢者・障害者施設等において新たな事業内容を構築することを目
的とする。）

11

282 七尾市 重点 委託
南部工業団地伐採竹チップ化事業
（南部工業団地の伐採竹をチップ化し竹の利活用を図る）

4

283 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 2

284 小松市 緊急 直雇 憩いの森管理事業 6

285 小松市 緊急 直雇 収納率向上対策事業(窓口業務、催告業務、データー入力） 4

286 小松市 緊急 直雇 道路維持管理作業 2

287 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

288 小松市 緊急 委託
市内重要遺跡出土品整理事業
（出土した遺物の分類、接合、復元、実測、トレース作業）

22

289 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

290 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）

2

291 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）

8

292 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

293 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）

2

294 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。）

2

295 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）

17

296 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）

4
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297 小松市 緊急 直雇
家庭支援事業
（複雑化する虐待やひとり親家庭の状況で手がつけられなかった部分への支援の強化を図る。）

2

298 小松市 緊急 直雇 博物館図書資料　整理事業（資料、図書の分類整理） 4

299 小松市 緊急 直雇
古代体験学習活動事業
(古代体験学習を実施すため、道具やパネル等の作成及び修復作業を行なう。）

4

300 小松市 緊急 直雇
固定資産台帳電子化促進事業
（家屋平面図及び土地台帳の画像化、データー入力）

4

301 小松市 緊急 直雇
入所前保育推進事業
（入所前の子どもを短期間預かり、入所をスムーズにするもの。）

14

302 小松市 緊急 委託
求人開拓推進事業
（求人開拓推進員を雇用し、未就職となってしまった生徒や学生の就職先の開拓を行う）

4

303 小松市 緊急 直雇
緊急事務員確保事業
（市の情報公開及び個人情報保護制度の手引きの見直し、対象市有建築物３００件の防災安全計画・維持管理計画
の策定事務）

2

304 小松市 緊急 委託
林道管理事業
（除草作業）

3

305 小松市 緊急 直雇 公園緑地の除草、清掃、樹木選定作業 4

306 小松市 重点 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）

2

307 小松市 重点 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

308 小松市 重点 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。）

4

309 小松市 重点 直雇
国保適用適正化事業
（国保の資格喪失手続きの勧奨と喪失手続きによる国保税額の減額の説明を新規に行なう。）

2

310 小松市 重点 直雇 不法投棄防止巡回、回収、処理事業 2

311 小松市 重点 直雇 資源ごみ持ち去り禁止指導事業 5

312 小松市 重点 直雇 資源率向上のための手選別、手による解体作業 6

313 小松市 重点 直雇 健康相談に関する相談事業 4

314 小松市 重点 直雇
海外誘客推進事業
（小松在住の外国人を雇用し、市内主要地区、公共交通のサイン（標識・案内看板等）の調査を行い改善点を洗い
出し、外国人から見たサインの改善提案書を作成。小松への外国人誘客のニーズの調査を実施。）

2

315 小松市 重点 委託
観光振興事業（小松の新たな名産、土産等絶品商品の開発と産業観光を含む観光ルート、販売ルートの開発等、観
光振興を図るための組織形成の準備作業を行う。）

1

316 小松市 重点 委託
効果的な介護予防の研究
（より効果の上がる介護予防について民間のノウハウを研究し、今後の本市の施策に活かす。）

8

317 小松市 重点 委託
小松の魅力の発信（おもてなしのまちづくり）
（観光戦略アクションプランの一環として「おもてなしのまちづくり」の人材育成や市民の心の醸成に取り組んで
いく。小松の観光資源のPRを市民一丸となって全国に情報発信をしていく。）

4

318 小松市 重点 委託
新たな小松ブランド開発による地産地消の推進
（小松うどんのブランド化、食育・地産地消推進活動等の展開を図ることで、うどんの材料、具材等に係る小松産
の農産品・加工品の生産・消費拡大につなげる。）

6

319 小松市 重点 委託
選手の育成・強化と科学的トレーニングの実施
（体力、栄養、メンタル、コンディショニングなどの面から、スポーツ選手のパフォーマンス向上を支援し、体
力、体質、体調にあったトレーニングを選択できるシステムを整える。）

6
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320 小松市 重点 委託

小松空港の利用拡大
（小松の自然や歴史的・文化的資産、さらに地域のお宝などの小松の魅力を利用した集客活動の展開や観光コース
の設定、さらに北陸の玄関口こまつを国内外にＰＲすることにより、小松空港を活用した交流人口の拡大を図
る。）

10

321 小松市 重点 委託

健康体験ツアー
（小松市の中にある健康にかかわる場所、施設、ソフトなどを関連付けて「こまつ版ウェルネスツーリズム」を実
施し、県内外からの利用者を増やすためのコーディネーターを雇用して育成し、参加者の獲得などの営業活動を行
う。）

8

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

10

323 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）

7

324 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制作、被災漆器の利活用等による漆器椀等の製作等）

52

325 輪島市 緊急 直雇
文書等整理電子データ化・震災後土地利用実態調査業務
（市保存文書等のデータ化及び空き地等の実態調査）

4

326 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）

2

327 輪島市 緊急 直雇
生涯学習推進員設置事業
（ふるさと学などの講座開催するなど生涯学習の充実を図る推進員を配置）

4

328 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を実施）

4

329 輪島市 緊急 直雇
文化財所蔵品整理事業
（震災により分散された文化財資料等の収集、分類および整理データ化）

2

330 輪島市 緊急 直雇
古文書資料目録整理事業
（角海家文書の資料目録のデータ入力）

1

331 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

332 輪島市 重点 委託
着地型観光施設誘客推進業務
（観光PRグッズの配布し公共的観光施設の誘客を推進）

8

333 輪島市 重点 直雇
廃棄物減量化・有効利用推進員設置事業
（ゴミ減量化、ゴミの分別方法等の普及活動を実施する推進員を設置）

5

334 輪島市 重点 委託
漆の木適地適木調査事業
（様々な条件での漆木植樹を行うなど漆木の適地適木調査を実施）

2

335 輪島市 重点 委託
環境リサイクル推進事業
（廃布、廃油等を利用した環境リサイクル用品を製作し、環境に対する市民意識の向上を図る。）

4

336 輪島市 重点 委託
地域交通交流プロデュース事業
（交通不毛地域におけるコミュニティバスの試験的運行及び各種データ収集等を実施する。）

3

337 輪島市 重点 委託
観光宿泊施設等がおこなう観光地魅力アップ（ホスピタリティ向上）による観光振興
（禅の里交流推進事業、外国人旅行者受入推進事業）

6

338 輪島市 重点 委託
輪産品を活用した「食」に関するブランド化の推進
（輪島魚ブランド化推進事業、輪島ふらっと訪夢「食の駅」化推進事業）

4

339 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）

6

340 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、ﾊﾟﾄﾛｰﾙ）

6

341 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補助業務）

3
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342 珠洲市 緊急 委託
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）

7

343 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）

3

344 珠洲市 緊急 直雇
福祉施設環境整備事業
（市立保育所、保健施設の軽微な補修、除草、清掃）

2

345 珠洲市 緊急 直雇
観光施設環境整備事業
（観光施設等の軽微な補修、除草、清掃）

2

346 珠洲市 緊急 直雇
農林漁業施設環境整備事業
（農村公園、珠洲道路花壇、ハーブガーデン等の除草）

4

347 珠洲市 緊急 直雇 市内バス待合所にかかる現況調査及び台帳整備 1

348 珠洲市 重点 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）

7

349 珠洲市 重点 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及びデータベース作成）

2

350 珠洲市 重点 直雇
奥能登絶景海道情報発信事業
（隠れた観光スポットの開拓や情報発信及び歴史的資料の整理）

2

351 珠洲市 重点 委託
鉢ヶ崎フラワーパーク情報発信事業
（鉢ヶ崎フラワーパークの案内業務及びフラワーリース講習会の開催）

4

352 珠洲市 重点 直雇
珠洲市情報メディアライブラリー化事業
(市内各種行事や伝統文化等の情報発信に向けた撮影・編集)

1

353 珠洲市 重点 直雇
市民バンド育成事業
（音楽によるイベント開催や交流活動の拠点づくり）

1

354 珠洲市 重点 直雇
市有施設エネルギー利用実態調査及び環境実態調査事業
（国が進める省エネ対策推進のための現地調査や資料収集及び基礎資料作成）

2

355 珠洲市 重点 直雇
漁港環境点検整備事業
（漁港内美化、係留施設の点検整備や標識作成による漁港環境整備）

2

356 珠洲市 重点 直雇
ふれあい環境安全対策事業
（農村公園の器具、設備の点検・補修による環境整備）

2

357 珠洲市 重点 委託
地域の特性を活かした新たな観光ビジネスの創出に関する取り組み
（観光ビジネスと地域商業を組み合わせた新たなビジネス創出）

3

358 珠洲市 重点 委託
里山の環境保全に関する取り組み
(里山の環境保全と一次産品の生産・加工・販売)

4

359 珠洲市 重点 委託
耕作放棄地の解消に向けた新たな農業経営に関する取り組み
(生産から販売までを視野に入れた経営組織の確立)

2

360 珠洲市 重点 委託
都市と農山漁村の交流促進による一次産業の活性化に関する取り組み
(都市との交流促進と地域産物の生産・流通拡大)

9

361 加賀市 緊急 委託 市内民有林の放任竹林伐採整理 5

362 加賀市 緊急 委託 林道の除草、側溝清掃作業 5

363 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）

2

364 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）

4

365 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）

1
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366 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）

4

367 加賀市 緊急 直雇
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）

2

368 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

369 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）

2

370 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）

2

371 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）

6

372 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）

2

373 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）

8

374 加賀市 緊急 直雇
交通安全指導業務
（学校や福祉施設での安全啓発）

2

375 加賀市 緊急 委託
公立保育園・幼稚園施設の安全点検及び簡易修繕業務
（軽微な施設修繕及び安全点検）

13

376 加賀市 緊急 委託
公園台帳データ整理事業
（都市公園等各種データのデータベース化）

8

377 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

378 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

379 加賀市 重点 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）

1

380 加賀市 重点 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

381 加賀市 重点 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

382 加賀市 重点 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）

2

383 加賀市 重点 直雇
予防接種対応窓口事業
（予防接種券交付等窓口業務）

2

384 加賀市 重点 直雇
観光誘客事業
（観光情報センター窓口対応・協力団体との調整等）

1

385 加賀市 重点 直雇
観光振興アクションプラン事業
（「加賀市観光振興アクションプラン」の資料収集、会議資料等の作成、実施状況の取りまとめ）

1

386 加賀市 重点 委託
加賀市の伝統産業を活用した観光誘客
(加賀市の伝統産業である 「九谷焼」 ｢山中漆器」 などを素材としたイベントやシンポジウムなどを開催することに
よって、全国に向けての情報発信を行うことで、加賀市への観光客の誘客の推進する。)

12

387 加賀市 重点 委託
「野菜等の栽培や農作業」を通じて、生きがいづくりや健康増進を取り入れながら農業への関心を深める。
(農業に関して、新たな活用方法や利用手段を模索し、農業への関心度を高めることで、農業振興を図る。) 11
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388 加賀市 重点 委託
加賀の農産物を使った加賀ブランドづくりと地場産品の首都圏販路拡大
（加賀の農産物を使った加工食品など、地場産品から加賀ブランドを目指す商品を企画・創造する。あわせて、既
存特産品を掘り起こし、首都圏での販路拡大を行いながら、実践的な商品づくりの提案・アドバイスを行う。）

7

389 羽咋市 緊急 直雇 羽咋市文化会館管理事業 2

390 羽咋市 緊急 委託 市道･公園等除草及び雑木伐採等委託業務 5

391 羽咋市 緊急 直雇 市立学校生活指導員配置事業 10

392 羽咋市 緊急 直雇 市内遺跡出土遺物整理事業 4

393 羽咋市 緊急 委託
釜屋・一ノ宮海岸清掃美化委託事業
（海岸漂着ゴミの清掃）

4

394 羽咋市 緊急 直雇
市立学校図書館蔵書等整備事業
（市立学校図書館蔵書整理修復事業）

22

395 羽咋市 緊急 直雇
児童福祉施設環境整備等事業
（児童福祉施設の環境美化及び除草と樹木の伐採及び毛虫駆除業務）

2

396 羽咋市 緊急 直雇
市役所関係データ等整備事業
（施設台帳及び図面のデータベース化を行うためのデータ整理業務）

5

397 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 6

398 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 51

399 羽咋市 緊急 直雇 羽咋市交通安全施設整備台帳作成業務 1

400 羽咋市 緊急 直雇 統合中学校基本計画策定委員会の運営事業 1

401 羽咋市 重点 直雇 観光案内職員の配置事業 2

402 羽咋市 重点 直雇
福祉関係台帳データ化等事業
（福祉関係台帳データ化業務及び広報関係資料作成業務）

5

403 羽咋市 重点 委託
不法投棄廃棄物除去および防止パトロール事業
（不法投棄された廃棄物を除去処分および不法投棄防止パトロール事業）

4

404 羽咋市 重点 直雇
感染症に関する相談及び各種健診等事業
（感染症に対する窓口相談等業務及び各種健診及び教室等業務）

1

405 羽咋市 重点 委託
市内観光地の遊歩道整備及び緑地化と情報発信による観光推進
(市内観光地の遊歩道整備及び緑地化等を行い、千里浜なぎさドライブウェイ同様に情報発信をし、全国的なPRを展
開することにより誘客につなげる。)

8

406 羽咋市 重点 委託

ICT活用による農産物販路拡大及び自然農法による野菜づくりによる全国発信
(腐らず、枯れる野菜づくりの推進によって、安心・安全の一歩先行く自然栽培野菜の産地としての位置づけと、
ICT活用による全国の顧客への呼びかけによるネット販売事業の促進を図り山村集落でのハイテク販売と元気回復を
図る。)

2

407 羽咋市 重点 直雇
地域特産品づくりによる全国発信
(ハトムギ等、新たな地域資源の発掘及び開発によるご当地ブランド産品の創出によって羽咋ブランドの拡充拡大と
六次産業化による雇用機会の拡充を図る。　)

5

408 羽咋市 重点 直雇
生物多様性保全と自然栽培推進事業
（農薬・除草剤・化学肥料を使わない自然栽培による農産物の産出及び普及活動）

2

409 羽咋市 重点 直雇
ごみステーション台帳整備事業及びごみ排出指導事業
（ごみステーションの場所、設置状況等の現地確認を行い、ごみステーション台帳を整備するとともに、指導、啓
発を通じて、ルールやマナーの守ったごみ出し体制づくりを構築する。）

1

410 羽咋市 重点 直雇
文化羽咋を担う人材育成と文化財関係資料整理及びデータ化事業
（歴史民俗資料館に収蔵している文化財の整理とデータ化）

2

411 羽咋市 重点 直雇
社会教育地域活動拠点づくり事業
（地域住民の活動拠点である公民館の図面等の台帳整備を実施し、建物の軽微な修繕を行い、公民館の整備を図
る）

2
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412 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 4

413 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 2

414 かほく市 緊急 直雇 市内観光資源の清掃、除草業務 9

415 かほく市 緊急 直雇
小学校における学級補助員の配置
（普通学級の特定クラスにおける問題行動対処補助員）

23

416 かほく市 緊急 直雇
普通財産の維持管理作業
（市保有の土地の清掃、修復、維持管理作業）

4

417 かほく市 緊急 直雇
市有財産の冬季維持管理事業
（赤道・青道の整地・清掃、小型建物、広場の冬季除雪防寒養生作業）

2

418 かほく市 重点 直雇 医療分析事務補助事業 1

419 かほく市 重点 直雇 西田幾多郎記念館広報宣伝活動事業 1

420 かほく市 重点 直雇 防犯灯LED化促進に伴う基礎資料作成事業 2

421 かほく市 重点 直雇 公共用水域保全調査事業 2

422 かほく市 重点 委託
かほく市お国自慢調査発掘事業
(かほく市特産品（6品種）のブランド化推進及び地元キャラクターなど地元素材を活用した、かほく市の物産・観
光の振興を図る。)

2

423 かほく市 重点 直雇
エコバック作成業務
（古着でマイバックを作成・配布し地球温暖化防止の啓発を行う。）

3

424 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 8

425 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 6

426 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 4

427 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

428 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 8

429 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 6

430 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 2

431 白山市 緊急 委託 河川敷内の雑木伐採や除草作業 2

432 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

433 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

434 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 6

435 白山市 緊急 委託 林道の小木伐採、除草作業 11

436 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

437 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。

21

438 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。

12

439 白山市 緊急 直雇 道路排水桝の堆積物の除去など清掃業務 2
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440 白山市 緊急 直雇
定住促進サポートセンターの案内業務を拡大し、休日対応の宅地分譲地や空き家、居住環境の情報及び観光やイベ
ント等を周知する。

1 

441 白山市 緊急 委託
青少年育成事業の野外活動などの体験メニューの実施及び中宮温泉スキー場関連施設周辺の草刈やトイレ等の清掃
作業業務

6

442 白山市 緊急 委託 海岸のゴミ収集、不法投棄監視作業 7

443 白山市 緊急 委託 松任・美川・鶴来地区中心商店街での交通量調査、来街者アンケート調査 24

444 白山市 緊急 委託 市道及び登山道の除草、清掃や修繕作業 5

445 白山市 緊急 委託 市道の点検清掃、路肩・法面除草作業 3

446 白山市 重点 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

447 白山市 重点 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 2

448 白山市 重点 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

449 白山市 重点 直雇
農地法改正に伴い事務量の増加、農地の所有権移転、転用及び利用権設定等の申請・届出内容を農地台帳システム
に入力及び台帳整備事務

2

450 白山市 重点 直雇 白山麓内のサル等の鳥獣の動向調査、情報収集業務 2

451 白山市 重点 直雇 心身障害者医療給付金支給適正化事業 1

452 白山市 重点 委託 白峰地区歴史・文化などの観光ガイド養成事業 4

453 白山市 重点 委託 観光資源の分類化及び地域資源の発掘支援事業 1

454 白山市 重点 直雇 特定健診・がん検診受診勧奨事業 1

455 白山市 重点 委託
全国に通用する「白山食材」の発掘と情報発信によるブランド化に向けた取組
(県外への情報発信及び地産地消の拡大。)

3

456 白山市 重点 委託
白山ろくの地域資源などの特性を活かした観光振興・賑わいに関する取組
(都市と農山村との交流及び全ての方が親しむことの出来る交流支援の実現を図る。)

5

457 白山市 重点 委託
白山市産米粉の商品化・ブランド化に向けた啓蒙及び普及事業
（米粉を使用した商品の開発や活用したレシピを開発し、公式サイト開設によるレシピの公開。米粉を使用した料
理などのコンテストを開催し、レシピを公開することで米粉の啓蒙普及をはかる。）

2

458 能美市 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。

17

459 能美市 重点 委託 遊休農地での野菜づくり委託事業 3

460 能美市 重点 委託
リサイクル資源活用によるビジネスモデルの確立
(環境リサイクル資源の利活用の推進)

21

461 川北町 緊急 委託 清掃委託作業 18

462 川北町 重点 委託 新たな手法を用いた地元農産物の販売・利用促進 7

463 川北町 重点 委託 地元農産物をつかったご当地ランチの開発と定着に向けた取り組み 2

464 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 4

465 野々市町 緊急 直雇 狂犬病予防注射実施促進事業 7

466 野々市町 緊急 直雇 要保護家庭児童支援相談員事業 5

467 野々市町 緊急 直雇 用水パトロール及び漂流・漂着ゴミ回収業務 2
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468 野々市町 緊急 委託 民俗資料（農具・民具）等の整理 7

469 野々市町 重点 委託 分別収集促進業務委託事業 3

470 野々市町 重点 直雇 分別収集指導業務委託事業 5

471 野々市町 重点 委託
野々市町キャラクター「のっティ」を活用した地域振興の取り組み
(キャラクターによる地域活性化。)

7

472 野々市町 重点 委託
地域資源を活用した「市(いち)」(直売)の企画
(地域資源の発掘と地元産品の販路開拓。)

1

473 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

474 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 4

475 津幡町 緊急 委託 町内小中学校等環境整備作業業務 3

476 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 2

477 津幡町 緊急 直雇 課税台帳記載事項照合調査事業 1

478 津幡町 重点 委託 常設資源回収施設での分別収集委託業務 10

479 津幡町 重点 委託

CO2削減効果の高い取り組み
・散策林の拡張と遊歩道等の支障木の除伐採をチップ化してのエコリサイクルと雇用の促進
・地球温暖化防止に向けた促進（剪定枝の有効活用事業）
・津幡町全域道路照明灯実態調査、二酸化炭素削減に関する津幡町民意識調査
・津幡町内各種照明灯のLED転換計画策定のための調査・整理

34

480 津幡町 重点 委託
水田農業経営受託及び耕作放棄水田再生等事業
（水田経営受託機能や耕作放棄地再生の為に、地域の担い手となる若者の求職者を雇用し、担い手の育成及び農業
の持続的発展を図る。）

2

481 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） 16

482 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

483 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 5

484 内灘町 緊急 直雇 町立図書館破損図書修理業務 3

485 内灘町 緊急 直雇 観光施設入込み調査・清掃業務 4

486 内灘町 緊急 直雇 役場庁舎総合案内・観光案内員配置業務 6

487 内灘町 重点 委託
生物多様性社会の保全に向けた実態調査
（内灘町全域の動植物の種類・生息域などを調査し、生物分布図を作成する。）

4

488 内灘町 重点 委託
自転車シェアリングシステムの導入調査
（現状の課題や実施時の管理・運営も含めた自転車シェアリングシステム導入について調査する。）

9

489 志賀町 緊急 委託 町有地樹木整備、除草作業事業 4

490 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。

1

491 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）

53

492 志賀町 緊急 委託

町内観光地の清掃委託事業（海岸清掃、観光施設の除草・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

62
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493 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

11

494 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

495 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

496 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

497 志賀町 重点 委託 観光施設の管理運営事業 1

498 志賀町 重点 委託 水耕栽培ハウスの育成管理・採取作業事業 4

499 志賀町 重点 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

2

500 志賀町 重点 委託
地域資源の見直しによる既存観光施設及び新たな観光ポイント、観光ルート等の企画事業
（「観光ルート」や「観光資料」を企画して、将来の入込客数の増大を図る。）

9

501 志賀町 重点 委託
地上波デジタル放送移行へのサポート
（「志賀町地デジサポート隊」を編成し、町民の地デジ受信のサポートを行い、平成23年7月地上波デジタル放送
化へのスムーズな移行を目的とする。）

5

502 志賀町 重点 委託

売却可能資産把握のための公有財産調査事業
＊売却可能資産把握のために志賀町が所有する公有財産（土地）調査及び測量作業を行う。
＊調査実施後に把握した財産の売却を行うことで、地価下落を要因とする不動産売買の低迷を打開し志賀町の地域
再生に期待できる。

3

503 宝達志水町 緊急 委託 林道側溝清掃作業 3

504 宝達志水町 緊急 直雇 空き家・空き農地実態調査 4

505 宝達志水町 緊急 直雇
公共施設除草事業
（保育所、公園、学校周辺等の町有施設の除草作業を実施）

4

506 宝達志水町 緊急 委託 林道除草作業 5

507 宝達志水町 緊急 直雇 町指定文化財や公共施設等の樹木の剪定作業 2

508 宝達志水町 緊急 委託 広域農道除草作業 5

509 宝達志水町 重点 委託
地域資源の発掘・開発による観光資源、観光ルートの企画
(町の魅力として発信する観光資源開発と観光ルートとしての提案、企画の実施)

3

510 宝達志水町 重点 委託

農産物の消費拡大を目指し、地産地消の事例調査、及び規格外品の有効利用
(農産物の消費地及び消費者の意向を調査し、荒廃農地の活用方法を検討する。 農産物の規格外品を、加工品として
の商品化の検討）

4

511 宝達志水町 重点 委託
街灯の適正配置とＬＥＤ化による温暖化対策
（町内全域の街路灯・防犯灯等照明器具設置状況の調査、設置台帳等の作成により、ＬＥＤ照明器具等の省エネ照
明から見た安心・安全・エコタウン化による町づくりの資料を作成する。）

7

512 宝達志水町 重点 委託
ほうだつ山麓米生産・販売事業
（宝達山を源流とする清らかな水資源を利用して作付けされたコシヒカリを活用したお米「ほうだつ山麓米」と
ネーミングし安全で安心なお米を買付、販売(調査販売含む)する。）

1

513 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）

11

514 中能登町 緊急 委託 町施設等の除草作業等委託事業 3
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515 中能登町 緊急 委託
町内主要道路・施設利用状況調査事業
（町内主要道路の交通量や主要道路の利用状況などの調査）

11

516 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

517 中能登町 重点 委託 地域資源の発掘による新たな観光資源、観光ルートなどの企画 16

518 穴水町 緊急 委託
穴水町有施設管理
（町道敷きの立木伐採、林道の倒木伐採、除草作業及び側溝清掃。宮田ダム等の堤体敷き及び管理道路の除草作
業。町有林、緑地広場の芝管理及び除草作業）

24

519 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
（歴史資料・文化財及び図書の整理） 2

520 穴水町 緊急 委託
高齢者外出支援バスの添乗業務
（高齢者外出支援バスに乗り、バスの乗降の補助等を行う。）

4

521 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）

4

522 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、倒木等の処理を行う。）

3

523 穴水町 緊急 直雇
歴史・文化施設巡回、清掃業務
（観光・文化施設等の巡回、清掃業務）

1

524 穴水町 重点 直雇
資源ごみの選別作業及び粗大ごみの解体
（資源ごみの選別作業及び粗大ごみの解体作業）

4

525 穴水町 重点 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

526 穴水町 重点 委託
耕作放棄地景観対策事業
（耕作放棄地の解消策を検討し、荒廃地の草刈りや耕起を行う。また、地域の振興作物、景観作物の作付を推奨す
る。）

10

527 穴水町 重点 委託
牡蠣の試験養殖および海産物の採取、加工事業
（穴水の特産品である真牡蠣の養殖に適した環境の実証検査及びなまこ、もずく、ふじ貝等の分布調査と経営安定
化に向けた加工技術の向上等）

3

528 穴水町 重点 委託 四季の丘観光地整備事業 2

529 穴水町 重点 委託 商店街を流れる河川の浄化方法の確立 1

530 穴水町 重点 直雇 少量能登野菜の出荷啓発事業 2

531 穴水町 重点 委託
魅力ある海岸マップ作成業務
（波穏やかな能登内浦の地形や生物を調査し、釣り人の安心マップやビュースポットを選定し全方位カメラによる
映像を全国に発信し、観光客の誘致を図る。）

5

532 穴水町 重点 委託
地域資源を活用した新たな観光地整備
（魅力ある地域資源を発掘し新たな観光資源として活用する。）

6

533 穴水町 重点 委託
新たな手法を用いた農産物の商品開発
（地元の農産物に少し手を加えた商品を市場に提供することで、町の１．５次産業の活性化を図る。）

4

534 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

535 能登町 緊急 委託 有線テレビケーブル支障木除去事業 3

536 能登町 緊急 委託 町道除草等管理委託事業 5

537 能登町 緊急 委託 農林道除草等管理委託事業 3

538 能登町 緊急 委託 保育園児送迎バス運転手委託事業 2
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539 能登町 緊急 直雇
公立保育所発達障害児健やか保育事業
(公立保育所における発達障害児のために、保育士補助員を加配し、個々に応じた発達・援助や、保護者の相談・支
援等を実施）

2

540 能登町 緊急 委託 観光施設除草等管理委託事業 6

541 能登町 緊急 委託 公園・広場（都市公園等）除草管理委託事業 2

542 能登町 緊急 委託 公園・広場（森林公園等）除草管理委託事業 3

543 能登町 緊急 委託 海岸清掃等管理委託事業 3

544 能登町 緊急 直雇 町有地除草等管理事業 6

545 能登町 緊急 委託 学校施設除草等管理委託事業 3

546 能登町 緊急 委託 公共トイレ施設清掃等管理委託事業 6

547 能登町 緊急 委託 バス待合所等清掃等管理委託事業 4

548 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
（老人クラブ等に加入する高齢者へ健康の保持・増進に資するスポーツの啓蒙・啓発等を行う）

2

549 能登町 緊急 委託 災害時要支援者マップ作成事業 2

550 能登町 緊急 直雇
子育て支援サービス事業
（保護者の保育ニーズに対応するため保育士補助員を新たに配置し、農繁期、祖父母の看護、病院通院等の時期的
又は就労時間、希望時間に応じ一時預かり保育をする）

2

551 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 2

552 能登町 緊急 直雇 地上デジタル放送移行に係る調査等、放送テープなど媒体の整理を実施 2

553 能登町 緊急 委託 町道除草等管理委託事業 10

554 能登町 緊急 委託 公園・広場（都市公園等）除草管理委託事業 6

555 能登町 緊急 委託 農林道及び農業用施設除草等管理委託事業 9

556 能登町 緊急 委託 能登町立公民館除草作業委託事業 3

557 能登町 緊急 委託 学校ICT支援員配置事業 6

558 能登町 緊急 委託 寄贈テニス資料の整備事業 3

559 能登町 緊急 直雇 学校図書促進員配置事業 4

560 能登町 緊急 直雇
保育ゆとり創造事業
(児童が地域に密着して健やかに成長することを目的として、世代間交流、異年齢児交流、郷土文化、環境リサイク
ル活動等の特色ある保育に取り込む。）

2

561 能登町 緊急 委託 真脇遺跡除草等管理委託事業 4

562 能登町 重点 直雇 水田対策事業等データ入力整理事務 2

563 能登町 重点 委託
人の交流対流を促進する地域資源の発掘と利活用
(里海里山の両方を有する能登町の特色を活かして町の賑わいを創出する提案を募り、それを実践することで新たな
観光プラン作成の一助にする。)

13

564 能登町 重点 委託
バイオマス利活用を推進するための取り組み
(バイオマスを普及させることで、地域循環型社会への移行を促進するため、住民が出来ることやバイオマスを利用
した新たな産業を創造する意識付けなどの啓蒙啓発を行う)

4
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565 能登町 重点 委託

公共施設で使用する木質燃料製造及び木質燃料の普及啓発事業
（公共施設に導入されている、ペレットボイラーやペレットストーブ等に使用する木質燃料を製造する。また、化
石燃料から木質燃料に切り替えることで、地球温暖化の防止や循環型社会の構築を図るための普及啓発活動を行
う。）

1

4,486
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