
平成２４年度緊急雇用創出事業実績
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1 県事業 重点 委託
私立高校就職支援員配置事業
(私立高等学校に就職支援員を配置し、企業訪問による求人開拓、生徒への進路相談、進路指導を実施)

5

2 県事業 震災 委託
私立高校就職支援員配置事業
(就職希望者の多い私立高等学校に就職支援員を配置し、企業訪問による求人開拓、生徒への進路相談、進路指
導を実施)

4

3 県事業 震災 直雇
共済組合員情報等管理システムへのデータ入力
(旧システムからのデータ移行作業)

1

4 県事業 震災 直雇
県税の賦課徴収に係る補助業務
(戸籍調査業務の補助、督促状等の発送業務、各種資料整理等)

2

5 県事業 震災 直雇 大学コンソーシアム石川の利用者（学生等）に対するアンケート調査・集計等事務補助 2

6 県事業 震災 直雇 国際機関の動向等の情報収集・分析・連絡調整等事務補助 2

7 県事業 震災 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

8 県事業 震災 直雇 能登空港利用者アンケート等データ集計入力業務 1

9 県事業 重点 委託
のと鉄道・世界農業遺産観光資源発掘発信強化事業
(新たな地域観光資源を発掘し、きめ細かい情報を首都圏に発信することで、観光誘客を促進する)

2

10 県事業 震災 直雇
並行在来線第三セクター開業に向けたＪＲ鉄道資産データ整理業務
(ＪＲ資産の現地確認、撮影、資産台帳作成)

1

11 県事業 震災 直雇
県労働力調査
(県民の就業・不就業の状況を調査)

26

12 県事業 震災 直雇
統計ライブラリ整備事業
(紙の統計資料の電子化、電子化したデータのＨＰ掲載)

11

13 県事業 震災 委託
文学資料整理事業
(近代文学館の文学資料の分類、整理、データ入力、写真撮影、目録作成など)

2

14 県事業 震災 直雇
白山ろく民俗資料館民俗資料整備事業
(民俗資料の調査、写真撮影、データ入力)

2

15 県事業 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)

169

16 県事業 震災 委託
未就業看護職員再就職支援研修事業
(長期間看護職から離れていた看護師に対して、再就業に必要な最新の看護技術や知識を講義・病院実習により
習得させ、正規雇用化に繋げる)

41

17 県事業 震災 委託
がん予防推進事業
(がん予防のため、県内全域のイベントや企業等を巡回し、啓発活動を実施するとともに、オリジナルキャラク
ター等を使った啓発用媒体を作成し、啓発活動に活用)

15

18 県事業 震災 直雇
全国食生活改善推進事業
(全国食生活改善大会等開催のための委員会・部会準備、資料発送等の事務、大会当日の会場準備)

1

19 県事業 重点 委託 いしかわエコチケット申請受付事務、家庭版ＩＳＯの登録事務 1

20 県事業 重点 委託 いしかわエコハウス見学者への管内案内、普及啓発用務 1

21 県事業 重点 委託 省エネ・節電アクションプランシート取組報告書の入力作業 3

22 県事業 震災 委託
水質と生態系の保全を目的として、水生植物の植栽や外来植物の除去などを行うとともに、刈り取った植物の
有効利用の検討を行う

4

23 県事業 震災 委託 河北潟の流入負荷の一層の削減のため、農地からの排水改善調査と中小規模事業者を対象とした排水実態調査 4
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24 県事業 震災 直雇 産業廃棄物関連の各種報告書のデータ入力 3

25 県事業 震災 直雇 世界農業遺産国際会議（仮称）の開催準備のため、関係機関との連絡調整、情報収集など 3

26 県事業 震災 委託
県管理地における特定外来生物（オオキンゲイキク）の除去及び普及啓発活動。小学生等にオオキンゲイキク
の除去作業を実施してもらい、県民に対して外来生物の普及啓発を行う

2

27 県事業 震災 委託 世界農業遺産に登録された能登の里山里海の生物多様性の保全を図るため、その実態を調査する 12

28 県事業 震災 委託
県内の生物種リストのデータに、過去の自然環境調査や公共事業調査の生息地情報等を追加で入力し、生物多
様性の基礎情報として整理する

4

29 県事業 震災 委託 いしかわ動物園でのトキ展示・映像コーナーでの展示物解説・機器類の操作 4

30 県事業 震災 委託 いしかわ動物園でのライチョウ舎でのスバールバルライチョウの飼育展示補助 2

31 県事業 重点 委託
若年者就労状況等調査事業
(県内企業や従業員に対する人材確保・育成に係る現況・課題等の実態調査・分析)

2

32 県事業 重点 委託
石川県新情報書府事業ホームページの整備
(ホームページ掲載データの整理・更新)

0

33 県事業 重点 委託
産業革新戦略2010の推進にかかる基礎調査事業
(産業革新戦略2010の評価と本県産業の現況調査を実施する)

1

34 県事業 震災 委託
繊維産業現況調査事業
(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
報収集等を実施)

1

35 県事業 震災 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
報収集等を実施)

2

36 県事業 震災 委託
IT産業現況調査事業
(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
収集等実施)

1

37 県事業 震災 委託
能登の産業化資源活用調査
(「能登の里山里海」の事例を地域の産業化資源として活用するための可能性調査を目的に、各事例の情報収集
と活用の方策について検討)

1

38 県事業 震災 委託
機械産業現況調査事業
(機械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
報収集等を実施)

1

39 県事業 震災 委託
基幹産業分野人材育成事業
(県内の基幹産業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)

25

40 県事業 震災 直雇
研究開発支援業務
(再生可能エネルギーに対する県内企業への国等の支援施策の情報提供・相談・技術指導等)

1

41 県事業 震災 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)

1

42 県事業 震災 委託
みなと賑わい創出事業
(金沢港、七尾港において、クルーズ客船や護衛艦の誘致に向けた交流・PRイベントの開催等)

2

43 県事業 震災 直雇
日本海側拠点港推進体制強化事業
(金沢港のさらなる利用促進に向けた効果的なポートセールスを図るため、貨物量や海外船社の客船データ等の
データの収集・整理)

1

44 県事業 重点 委託
伝統的工芸品利用促進事業
(各産地組合が業務用モニター品を製作し、ホテル等でモニター調査・PRを実施)

62

45 県事業 重点 委託
伝統的工芸品実演・体験事業
(金沢駅周辺で、伝統的工芸品の実演・体験及び展示を実施し観光客等にPR)

1
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46 県事業 重点 直雇
首都圏における物産品の販路拡大及び情報発信機能の強化検討
(他県の物産品の販路拡大・観光情報発信の事例分析、本県の物産品や観光などの特徴や強みを生かした機能強
化方法の検討)

1

47 県事業 重点 委託
首都圏における認知度調査
(首都圏への戦略的な誘客促進策を立案するため、首都圏での観光ニーズ調査を行う)

1

48 県事業 震災 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の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)

14

49 県事業 重点 委託
生活・就労支援事業
(求職者等に対して生活・就労相談と職業相談・職業紹介を一体的に実施する支援センターを運営)

3

50 県事業 人材 委託
いしかわ若者就職バックアッププログラム事業
(社会人基礎力や、企業で必要とされる技能・技術を習得させるための各種研修を行うとともに、県内事業所か
ら就業体験受入企業を開拓し、正規雇用に向けた就業体験研修を行う)

128

51 県事業 震災 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)

2

52 県事業 震災 直雇
職業能力開発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、労働相談内容をデータベース化してホームページ等を通じ情報提
供)

2

53 県事業 震災 委託
若年者ものづくり技能強化事業費
(H24.11開催予定の第12回高校生ものづくりコンテスト全国大会に向け、企業OBを専任指導員として雇用
し、本県参加者に対し技術指導を行う)

1

54 県事業 震災 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)

5

55 県事業 震災 委託
大卒予定者等合同就職面接会開催等事業
(大卒予定者等の若年者を対象とした合同就職面接会の実施)

5

56 県事業 震災 委託
若年者就職能力向上セミナー
(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)

1

57 県事業 震災 委託
いしかわ若者就職バックアッププログラム
(学卒未就職者等の就労を促進するため、社会人の基礎力研修やＯＡ研修等を実施するとともに、県内企業での
インターンシップ（就労体験）の実施により正規雇用化に繋げる)

27

58 県事業 震災 委託
技能振興基礎調査事業
(県内企業や従業員に対する技能検定受講者の潜在的人数・技能検定受検の課題等の実態調査・分析)

1

59 県事業 震災 委託
若年者就職基礎能力向上推進事業
(就職を目指す若者に対して、ビジネスマナーやコミュニケーションの習得を図るための講座を実施するととも
に、中・高校生に対して社会人講話等を実施する)

1

60 県事業 震災 委託
いしかわ観光特使事務局運営事業費
(特使に対し、メルマガの配信やパンフレットの送付などの情報提供を行うとともに、特使からの活動状況のと
りまとめを行う)

3

61 県事業 震災 委託
観光動態調査事業費
(県内観光地の観光客に対し、居住地、日帰り・宿泊別、観光消費額等のアンケート調査を実施する)

16

62 県事業 震災 委託
スマートフォンを活用した誘客対策
(H24雇用事業で作成した本県観光に関するスマートフォン用アプリについて、飲食店や土産物産販売店等の
情報の追加などの機能強化及びアプリの周知を図る)

6

63 県事業 震災 委託
ファミリー層向けの誘客対策
(H22雇用事業で作成したファミリー層向けホームページ、パンフレット等を活用し、近隣県を対象とした誘
客活動を実施する)

2

64 県事業 震災 委託
外国人観光客受入体制の整備
(観光事業従業者（ホテル・旅館等）を対象とした外国語講座などを実施し、外国人観光客が安心して県内をめ
ぐることが出来る環境づくりを図る)

0

65 県事業 震災 委託
首都圏等観光情報発信事業
(首都圏や新幹線沿線地域におけるイベントでの観光ブース出展や、首都圏協力店舗にて配布する観光情報誌を
発行する)

9
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66 県事業 重点 委託
金沢観光情報センター利用者実態調査
(金沢駅情報センターの来訪者に対する旅行ニーズ調査を行うとともに、全国の駅機能の調査を行う)

3

67 県事業 重点 委託
いしかわスイーツ博開催事業
(いしかわスイーツ博来場者を対象にアンケート調査を実施し、次年度以降より魅力あるものにするための基礎
データを収集する)

0

68 県事業 重点 委託
首都圏への新幹線開業基礎的情報の発信
(インターネットを活用した情報発信(開業年度、所要時間、ルートなど))

1

69 県事業 重点 委託
旅ねっと情報充実事業
(観光施設でのクレジットカードの利用や文化財の保有状況など追加する項目について情報を収集し、システム
入力する)

3

70 県事業 震災 委託
コンベンションデータの整理
(県内で開催されるコンベンションの主催者について、開催内容についてのアンケート調査を実施するととも
に、開催実績データを整理・管理する)

2

71 県事業 震災 委託
能登ふるさと博・加賀四湯博のアンケート調査
(両広域イベントに訪れた観光客に対して、利用者集計・満足度調査を実施し、より魅力あるものにするための
基礎データを収集する)

2

72 県事業 震災 委託
「ほっと石川旅ねっと」の管理運営
(県観光ホームページに掲載する県内各種イベント等を最新の情報に更新し、タイムリーかつ魅力ある情報発信
を実施する)

1

73 県事業 震災 委託
本県修学旅行及び民間企業等会議の実態調査等
(学校や民間企業等が実施するMICE（修学旅行含む）について、県外団体に実態調査を行い県内誘致に向けて
情報整理等を図る)

2

74 県事業 震災 委託
団体旅行向け企画素材集の作成
(団体客を誘致するために、石川県ならではの施設特別見学（金沢城等）や工芸体験等の情報を収集、整理し、
団体向けの企画素材集を作成し情報発信する)

1

75 県事業 震災 委託
観光案内標識保守点検委託業務
(巡回により観光案内標識を点検し、汚れ、標識の傾き等軽微な補修を実施)

4

76 県事業 震災 委託
いしかわ旬の食材活用店舗普及事業
(「いしかわ旬の食材」を活用した料理を提供する店舗の普及に向けて、県内飲食店に対して食材・レシピの活
用を働きかけたり、協力店舗や提供メニューのHPでの紹介を実施)

3

77 県事業 震災 委託
多文化共生意識調査
(県内在住の外国人、地域住民、自治会等に対して、生活での困り事や必要な情報等のアンケート調査を行い、
多文化共生政策に反映させる)

1

78 県事業 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)

68

79 県事業 震災 委託
石川の農業の応援団づくり事業
(消費者向けのコミュニティサイトによるじわもん情報発信、じわもんサポーターの募集、企業や販売店等への
PR活動等)

6

80 県事業 震災 委託
農業者情報発信事業
(石川の農業の応援団づくりのため、農業者から情報を発信するためのポータルサイト等を構築)

1

81 県事業 震災 委託
農業経営管理支援システム再構築
(農業経営体の情報など9事務所ごとの個別データベースを農総研データベースに移設し一元管理)

2

82 県事業 震災 委託
いしかわ米粉販路開拓推進事業
(企業訪問による米粉PR、ニーズ調査、食品企業と生産者・製粉業者とのマッチング)

1

83 県事業 震災 委託
いしかわ米粉ポイント制度実施事業
(米粉ポイント制度の実施、協力企業・店舗の募集等)

6

84 県事業 震災 委託 WEBサイト構築、ポスター、パンフレットの作成、イベント出演等を通じ、能登牛の販売促進 6

85 県事業 震災 委託 棚田景観の復元や集落内の交流を促進し、里山景観を活かした地域活力の向上を図る（木滑地区） 3
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86 県事業 震災 委託
いしかわ農業公園（仮称）維持管理
(人力除草、放牧による除草、幹線道路の敷き砂利補修、排水路泥上げ)

1

87 県事業 震災 委託 海岸堤防周辺の除草 5

88 県事業 震災 委託
食品表示調査事業
(米トレーサビリティー制度の対応状況調査)

3 

89 県事業 重点 直雇
家畜伝染病防疫体制確立事業
(これまでに作成した口蹄疫等防疫カルテのデータ入力、更新作業)

1

90 県事業 重点 委託
松くい虫駆除対策事業
(河北潟周辺の松くい虫被害木についてチップ化を行い、近隣にある海岸保安林等への蔓延を防ぐ)

14

91 県事業 震災 委託 県有林内の作業道の砂利補充等 6

92 県事業 震災 委託
県産特用林産物の販売促進事業
(県産特用林産物（のとてまり等）を食材としたレシピ作成等)

2

93 県事業 震災 委託 きのこ試験林内の雑木除去、境界フェンスの補修等 4

94 県事業 震災 委託 林業試験場樹木公園内の下刈り作業の他、歩道の補修等 4

95 県事業 震災 直雇
カキ自家採苗試験業務
(海から採取したカキの種苗の大きさ、数を電子顕微鏡を使用して調査)

1

96 県事業 震災 委託 県管理漁港7港の除草、清掃作業等 19

97 県事業 震災 委託
道路現況動画の作成
(道路の現況を記録し保存管理することにより日常の道路管理の効率化と災害復旧業務等に利活用)

6

98 県事業 震災 委託
道路区域変更・併用開始等文書の電子化
(紙ベースで保管している文書をパソコンに取り込み、電子データ化・データベース化)

23

99 県事業 震災 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・施肥及び道路施設清掃作業による交通機能回復)

127

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

97

101 県事業 震災 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)

7

102 県事業 震災 委託
臨港道路等の除草・清掃作業等
(臨港道路・港湾施設用地の除草、ゴミ拾い、側溝清掃や港湾内漂着ゴミ清掃等の実施)

29

103 県事業 重点 委託
砂防施設台帳の整備
(これまでに作成した台帳の土砂災害情報システムで閲覧するための電子データ化)

4

104 県事業 震災 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)

76

105 県事業 震災 委託 土砂災害危険箇所カルテのデータ更新 1

106 県事業 震災 委託
屋外広告物実態調査
(屋外広告物の規格測定や撮影等作業。違反広告物に対する指導のための資料収集)

10

107 県事業 震災 委託
教職員履歴等に関するデータエントリー作業
(教職員履歴のデータベース化に伴う入力、点検作業)

10

108 県事業 震災 直雇
教育センター里山整備事業
(敷地内の荒廃する竹林等を整備する)

4

109 県事業 重点 直雇
公立高校就職支援員配置事業
(就職希望者の多い県立高等学校に就職支援員を配置し、企業訪問による求人開拓、生徒への進路相談、進路指
導を実施)

24
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110 県事業 震災 直雇
公立高校就職支援員配置事業
(就職希望者の多い県立高等学校に就職支援員を配置し、企業訪問による求人開拓、生徒への進路相談、進路指
導を実施)

15

111 県事業 重点 直雇
貴重資料デジタル化事業
(図書館所蔵の貴重資料のスキャニング・データの保存加工・ホームページでの公開)

1

112 県事業 震災 直雇
国際交流事業の交換図書をはじめとする外国語資料の整理登録
(図書検索データベースへの入力、点検)

4

113 県事業 震災 直雇
銃砲刀剣類登録システム移行作業
(新システムデータベースへの入力、点検)

1

114 県事業 震災 直雇
埋蔵文化財所在地等地図情報資料整理事業
(県内遺跡情報の更新データを電算入力)

1

115 県事業 重点 直雇
犯罪に関するパンフレットを作成し、インターネットにより関係機関（町内会、PTA連合会等）に情報発信
し、防犯意識の高揚を図る

2

116 県事業 重点 委託
安全・安心「いしかわ」パトロール事業
(公営駐輪場における鍵掛け指導、青色パトロールカーによる深夜重点警戒活動)

29

117 県事業 重点 直雇
「犯罪の起きにくい社会づくり」推進事業
(防犯に関するパンフレットを作成し、インターネットにより関係機関（町内会、PTA連合会等）に情報発信
し、防犯意識の高揚を図る)

1

118 県事業 震災 委託 振り込め詐欺を始め各種犯罪被害防止や交通事故防止のため、電話により情報提供、注意喚起を実施 4

119 県事業 震災 委託
高齢者交通安全教育指導事業
(高齢者世帯を戸別訪問し、交通安全教育を実施するとともに、交差点等における街頭交通安全教育を実施)

35

120 県事業 震災 委託
道路標識保守点検委託業務
(巡回により道路標識を点検し、汚れ、標識の傾き等軽微な補修を実施)

13

121 県事業 重点 直雇
運転免許更新申請者案内業務
(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)

2

122 金沢市 重点 委託
グループホーム防災管理体制強化事業
(夜間一人体制でスプリンクラー未設置のグループホームにおいて職員配置を実施)

2

123 金沢市 重点 委託
地域包括ネットワーク強化事業
(相談支援業務の補助、会議研修会等開催時の関係者との連絡調整等の業務補助を行う)

10

124 金沢市 重点 委託
学卒未就職者就労支援事業
(民間企業において実務的な研修、就業体験の実施)

10

125 金沢市 重点 直雇
食肉衛生検査所放射性物質測定検査費
(食肉中に含まれる残留物質の含有量の検査補助)

2

126 金沢市 重点 直雇
不法投棄監視パトロール事業
(軽易な不法投棄の回収、看板の設置維持管理、空き地等の管理状況調査、監視カメラ設置個所の土地管理状況
調査等の業務を実施)

6

127 金沢市 重点 直雇
中小企業雇用促進事業
(事業所や労働者を支援する助成金の支給や各種セミナー等の開催準備を実施)

2

128 金沢市 重点 直雇 北陸新幹線開業対応誘客促進費
(観光客数増加に対応するため臨時職員2名を配置し、新幹線対応の観光誘客業務を推進)

2

129 金沢市 重点 直雇
介護保険業務効率化事業
(臨時職員を雇用し、認定申請書や認定調査票の整理等業務の執行の効率化を進める)

1

130 金沢市 重点 直雇
医療扶助適正化推進事業
(医療扶助における医療券・調剤券の発行等に関するデータ入力や郵便等の補助業務)

2
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131 金沢市 重点 直雇
子ども・子育て新システム重点取組年度データ整理事業
(今後予定されている大きな保育制度改革に向けた新システムへの移行に伴う保育所からのデータの入力業務)

2

132 金沢市 重点 直雇
障害者職場実習・チャレンジ就労支援事業
(市役所での職場実習・臨時職員等の業務経験を通して公的機関や一般企業への就職の実現を図る)

1

133 金沢市 重点 直雇
健康診査受診案内業務
(コールセンター業務及び受診券紛失者等への再発行業務を実施)

1

134 金沢市 重点 直雇
不妊治療助成事業
(申請繁忙期での不妊治療費助成に係る申請書審査、データ入力、台帳作成事務対応業務)

2

135 金沢市 重点 直雇
精神保健相談事業
(精神保健福祉士による通年での精神保健関係電話相談、面接、精神保健業務補助)

1

136 金沢市 重点 直雇
栄養相談指導事業
(栄養士による栄養指導・教育業務等栄養指導業務補助（泉野福祉健康センター、元町福祉健康センター）)

1

137 金沢市 重点 直雇
福祉健康センター窓口サービス向上事業
(各センターに1名ずつ配置し、福祉健康センター業務に係る各種申請等窓口受付、応対、事務補助等を行う)

3

138 金沢市 重点 直雇
景観計画周知活動事業
(本市の観光資源となる景観にかかる届け出等に関するデータ入力業務を実施)

1

139 金沢市 重点 直雇
大家家文書整理事業
(藩政期から廻船業を営んでいた大家家より寄贈された加賀藩の海運史料群を整理する)

2

140 金沢市 重点 直雇
快適で美しいまち推進事業
(条例施行に関する周知・啓発業務補助、問い合わせへの対応、その他関連事務の実施)

1

141 金沢市 重点 直雇
ポリオ予防接種対応事業
(ワクチン接種の配付済み接種券の差替えや問い合わせへの対応)

3

142 金沢市 重点 直雇
快適で美しいまちづくり推進事業
(「金沢市におけるぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進に関する条例」の周知等を実施)

2

143 金沢市 震災 直雇
東日本大震災被災者雇用促進事業
(震災により被災し、金沢市へ避難している者を図書館等で雇用)

4

144 金沢市 震災 委託
観光宣伝物配達整理事業
(市で作成している観光宣伝物を市内各所にある観光施設へ配布し、周知を図る)

4

145 金沢市 震災 委託
森林境界明確化事業
(森林境界が明確でない地域を対象に境界を明確化し、間伐等森林整備を実施)

6

146 金沢市 震災 委託
金沢の森林再生啓発事業
(親子を対象とした森林整備の見学と体験等を実施)

1

147 金沢市 震災 委託
鳥獣害防止対策事業
(農地や集落周辺のパトロールの実施、出没や被害状況の確認、緩衝帯の設置等の環境整備)

14

148 金沢市 震災 委託
山間部道路現況調査事業
(車載カメラでの撮影・調査、道路現況資料の作成等による道路の管理体制の強化)

9

149 金沢市 震災 直雇
地域防火支援事業
(立入検査業務、未把握防火対象物の実態把握、自主防火団体の活性化、地域自主防災体制の育成強化等の支
援)

7

150 金沢市 震災 委託
ものづくり産業異業種連携促進事業
(他業種連携による新製品・新技術開発を促進し、ものづくり産業の新たな魅力創出を目指す)

3

151 金沢市 震災 委託
中小企業雇用状況調査事業
(雇用状況や労働実態等の調査)

3
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152 金沢市 震災 直雇
MICE誘致促進事業
(ワンストップ型のセールスプロポーション組織の窓口設置のため、電話応対や現地案内を担当する職員を配
置)

3 

153 金沢市 震災 委託
再生可能エネルギー活用型廃棄物減量化調査事業
(石川県金沢食肉流通センターの廃棄物の減量化とエネルギーコスト削減のため、再生可能エネルギーを用いた
汚泥の減量化実験を実施)

7

154 金沢市 震災 委託
ふらっとバス利用促進対策事業
(利用者の実態調査やルート周辺住民アンケートを実施)

4

155 金沢市 震災 委託
屋外広告物適正化事業
(未許可屋外広告物の実態調査・事業者向けの屋外広告物手引きを作成等の啓発活動を実施し、広告景観向上を
図る)

2

156 金沢市 震災 直雇
就学援助等データ整理事業
(就学援助に関する申請データの点検及び学校事務支援システムへの入力を実施)

1

157 金沢市 震災 委託
小中学校財産管理支援事業
(現地調査を行うことにより、管理台帳を整備する)

2

158 金沢市 震災 委託
金沢駅東広場マナーアップ啓発事業
(金沢駅東口広場において、自転車走行等のマナーアップに関する啓発指導を実施)

3

159 金沢市 震災 委託
本庁舎耐震等改修工事関連事業
(庁舎前広場の仮設駐輪場に監視員を配置)

5

160 金沢市 震災 直雇
男女共同参画社会づくり推進事業
(男女共同参画全国都市会議及び「新・金沢市男女共同参画推進行動計画」に関する業務)

1

161 金沢市 震災 直雇
小中学校施設管理支援事業
(市内小中学校における消防設備等に関する点検項目をデータベース化)

1

162 金沢市 震災 委託
金沢ブランド優秀新製品販路開拓支援事業
(金沢ブランド優秀新製品認定製品の検証及び商品の販路拡大を支援する公募型プロポーザルを実施)

2

163 七尾市 重点 委託
和倉温泉運動公園合宿誘致コーディネート事業
(活用推進、地域の子供に対するスポーツ団体との交流事業を企画実施)

2

164 七尾市 重点 委託
のと蘭ノ国「蘭遊館」活性化事業
(植替え実習・栽培講習等の体験教室、来館者への植物ガイド等を実施し誘客を図る)

2

165 七尾市 重点 委託
能登島の誘客促進事業
(観光事業アドバイザー的役割の職員の雇用)

1

166 七尾市 重点 委託
住民福祉団体の活動支援事業
(活動団体と市内の社会資源のネットワーク化)

2

167 七尾市 重点 委託 生物多様性及び地域資源に関する調査業務（中島地区） 2

168 七尾市 重点 委託
市内観光看板等調査事業
(市内の観光看板等を調査し、当該情報をデータベース化する)

7

169 七尾市 重点 直雇
観光・交流事業
(市内の観光事業の情報発信等を実施)

2

170 七尾市 重点 直雇
障害者生活実態把握調査事業
(市内に居住している障害者の介護力や生活実態を調査)

1

171 七尾市 重点 直雇
産業振興プラン策定準備事業
(プラン策定のための情報・データ収集及び資料作成)

1

172 七尾市 震災 委託
東日本大震災にかかる被災農業者の就農定着支援事業
(営農活動の支援、将来の集落の担い手の育成、有機肥料を活用した野菜作り)

1

173 七尾市 震災 委託
生ゴミ堆肥化拡充事業
(有機農業、一般家庭系生ゴミ受入の実施)

2
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174 七尾市 震災 委託
集落営農法人６次産業化支援事業
(加工品開発、直売所での販売、消費者への直接販売の実施)

4

175 七尾市 震災 委託
里山再生事業
(松林の再整備)

6

176 七尾市 震災 委託
演劇のまち振興事業
(鑑賞者や施設利用者の増加を図る業務担当者、照明・音響等の用務担当者の雇用)

1

177 七尾市 震災 委託
農林業施設環境整備業務委託
(草刈、法面の雑木の伐採作業の実施)

5

178 七尾市 震災 委託
和倉温泉誘客促進及び賑わい推進事業
(イメージキャラクター「わくたまくん」を活用した誘客宣伝を実施)

1

179 七尾市 震災 委託
長期実践型インターンの受け入れによる企業課題解決事業
(長期実践型インターンプログラムの設計、全国の学生・若者を募集・マッチングしプロジェクトのマネジメン
トを実施)

1

180 七尾市 震災 委託
体力向上推進事業
(スポーツアドバイザーによる体育授業のサポート、放課後のスポーツ指導の実施)

2

181 七尾市 震災 直雇
農地台帳システム活用事務及び業務
(農地台帳システムのデータの追加及び移動)

1

182 七尾市 震災 直雇
生涯現役社会推進事業
(事業にかかるボランティアの募集、講師と派遣先の調整等)

1

183 小松市 重点 委託
環境王国こまつのブランド商品開発事業
(農産物や加工品等を中心としたブランド商品の開発)

8

184 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検証事業
(スポーツ選手のパフォーマンス及びコンディショニングの向上を科学的に指導・支援する)

3

185 小松市 重点 直雇
小松市ものづくり支援等コーディネータ設置事業
(新商品・新技術の開発、ベンチャー企業の創出を図る)

2

186 小松市 重点 直雇
戦略的企業誘致事業
(小松市独自の企業、立地環境を調査研究)

1

187 小松市 重点 直雇
介護保険料収納対策事業
(重点地区の設定)

2

188 小松市 重点 直雇
国保適用適正化事業
(資格喪失手続きの勧奨、現年度滞納者の早期の電話催告の実施)

2

189 小松市 重点 直雇
特別支援教育支援員配置費
(障害のある児童・生徒に対し、特別支援教育の充実を図る)

12

190 小松市 重点 直雇
健康相談に関する相談事業
(介護認定調査とともに健康相談を実施し、在宅介護を支援する)

3

191 小松市 重点 委託
求人開拓推進事業
(学生の資質のレベルアップを図り、就職先の開拓を実施)

1

192 小松市 重点 委託
小松市成長産業等研究開発促進事業
(今後成長・発展が期待できる新分野における研究開発等を促進)

3

193 小松市 重点 委託
小松市地域資源ブランド化促進事業
(地域資源を活用した商品の開発や販路開拓の促進を実施)

4

194 小松市 重点 委託
小松市ソーシャルビジネス育成事業
(社会教育、子育て等のソーシャルビジネスを育成し、課題を民間的な手法で解決)

2

195 小松市 震災 委託
応急手当普及啓発事業
(救急講習会及び講習会に関する事務作業の実施)

2
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196 小松市 震災 委託
青少年・女性防災ひとづくり事業
(資料作成、講習会、研修会の開催補助、防火防災資料の作成補助事務等の実施)

2

197 小松市 震災 委託
こまつふるさと再発見推進事業
(観光ツアー企画、市民向けウォーキングコースの企画事業、観光パンフレットの企画制作等の実施)

6

198 小松市 震災 委託
小松市物産PR全国発信事業
(環境王国対象物産品販売を目玉商品とする選定推奨、充実した”おもてなし”の推進を図る)

2

199 小松市 震災 委託
林道管理事業
(倒木処理や除草・路肩土砂除去等の委託業務)

5

200 小松市 震災 直雇
古代体験学習活動事業
(パネル、道具等作成及び修復作業を実施)

2

201 小松市 震災 直雇
道路維持管理事業
(道路補修作業、路肩の草刈等)

2

202 小松市 震災 直雇
憩いの森管理事業
(草刈等の清掃作業、樹木・立木等の伐採及び受付業務)

6

203 小松市 震災 直雇
健やかふれあい保育事業
(障害児保育に関する専門的知識と経験を有する保育士の確保)

35

204 小松市 震災 直雇
東日本大震災被災者緊急保育士等確保事業
(避難住民を事務補助員として雇用する)

2

205 小松市 震災 直雇
緊急事務員確保事業
(防災関係の部署へ臨時職員として雇用する)

12

206 輪島市 重点 直雇
輪島の魅力案内事業
(ガイドを設置し、情報発信及び受入体制の強化を図る)

7

207 輪島市 重点 直雇
漆の実を活用した漆の里輪島の発信事業
(漆茶ふるまい、漆の実を使ったグッズ製作、漆の実活用パンフレット作成等の実施)

1

208 輪島市 重点 委託
輪島市観光情報発信事業
(地域の情報等ラジオ番組の放送、フェイスブックの活用)

2

209 輪島市 重点 直雇 市道河川の工事等情報のファイリング・提供業務 1

210 輪島市 重点 直雇 輪島里山里海推進業務 1

211 輪島市 震災 委託
緑の回廊整備事業
(幹線農林道の除草、側溝清掃作業等の実施)

10

212 輪島市 震災 直雇
不法投棄防止パトロール事業
(市内一円のパトロールを実施)

11

213 輪島市 震災 直雇
世界農業遺産観光統計事業
(発地別の車両入り込み調査を実施し観光行政の基礎資料とする)

6

214 輪島市 震災 直雇
スポーツ合宿推進事業
(大学・高校等の関係機関への意向調査、スポーツ合宿のインセンティブ等の情報発信を実施)

2

215 珠洲市 震災 直雇
農林業施設の環境整備（施設の清掃・除草）
(倒木処理及び除草作業)

4

216 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
(自然体験・農業体験・食育プログラムの作成・実施、ネットワーク構築、情報発信)

7

217 珠洲市 重点 委託
里山の環境保全
(体験プログラムの構築、企業・大学等を対象とした体験の受け入れ体制の整備を実施)

4

218 珠洲市 震災 直雇
市道等環境整備事業
(除草・枝打や清掃等の維持作業、除雪作業、河川災害用の写真撮影及びデータ整理作業)

8
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219 珠洲市 震災 直雇
教育・文化・観光施設他、市有施設周辺の環境整備事業
(除草・清掃、並びに施設に係る軽微な修繕等作業)

3

220 珠洲市 震災 直雇
不法投棄防止啓発パトロール事業
(投棄物回収等の実施)

2

221 珠洲市 震災 委託
観光客入込み調査事業
(車両通過台数調査・精算)

0

222 加賀市 重点 直雇 国民健康保険被保険者証等居所不明調査事務 2

223 加賀市 重点 直雇
予防接種対策窓口業務
(事務処理及び管理情報等入力業務)

2

224 加賀市 重点 委託
観光誘客促進事業
(観光情報の発信、観光商品の企画・販売)

2

225 加賀市 重点 委託
加賀ブランド振興イベント
(地域農産物を活用したコンテストや食談会の開催等の実施)

5

226 加賀市 重点 委託
地域資源を生かした新商品開発事業（重点分野雇用創造事業）
(松尾芭蕉が食した食材を活用した新商品を企画・開発する)

2

227 加賀市 重点 委託
安全施設管理システムデータ入力業務
(新規データ作成・入力業務)

1

228 加賀市 重点 委託
関西都市圏観光物産ＰＲ事業
(関西都市圏における加賀温泉郷のＰＲ活動を実施)

2

229 加賀市 震災 直雇
交通安全・防災啓発事業
(交通安全教室・自転車教室の開催、不審者犯罪や振り込め詐欺被害防止の呼びかけ等の実施)

2

230 加賀市 震災 委託
首都圏誘客宣伝事業
(北陸新幹線金沢暫定開業を見据えた誘客宣伝の企画事務)

3

231 加賀市 震災 委託
加賀ブランド推進事業
(加賀市産の食品のPR、情報発信)

5

232 加賀市 震災 直雇
第３次男女共同参画行動計画策定推進事業
(市民意識調査の実施、モデル地区支援事業でのワークショップ等の開催)

1

233 加賀市 震災 直雇 山中温泉地区道路施設維持作業及び除草作業 5

234 加賀市 震災 委託
鶴仙渓遊歩道枯れ枝倒木処理
(除草作業等)

7

235 加賀市 震災 委託
ICT活用推進支援業務
(教員への授業提案・実施、公務及び学校行事等の支援)

2

236 加賀市 震災 直雇
消防団員確保のための企画・運営補助
(地域町内会・企業等への広報活動企画立案補助)

2

237 羽咋市 重点 直雇
感染症に関する相談等事業
(窓口相談、各種健診及び教室等の業務)

3

238 羽咋市 重点 直雇
任意予防接種等相談等事業
(相談、健康調査に関する業務)

2

239 羽咋市 重点 委託
不法投棄ごみの除去及び未然防止対策事業
(不法投棄マップをもとにした看板の設置、パトロール等の実施)

5

240 羽咋市 重点 直雇
社会教育地域活動拠点づくり事業
(体育施設や公民館等の台帳整備、軽微な修繕の実施)

5

241 羽咋市 重点 委託
公園及び市道の維持管理委託業務
(公園の芝生等、市道街路樹等の管理)

4
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242 羽咋市 重点 直雇
観光案内職員の配置事業
(出向宣伝、パンフレットや資料等の作成)

2

243 羽咋市 重点 直雇
生物多様性保全と農業活性化事業
(「自然栽培実践塾」の実施と周知活動事業)

2

244 羽咋市 震災 直雇
児童福祉等施設環境整備等事業
(環境美化及び除草等業務)

3

245 羽咋市 震災 直雇
ごみ排出調査事業及び墓地台帳整備事業
(ルールを守ったごみ出し体制づくり等業務)

3 

246 羽咋市 震災 直雇
市情報PR事業
(データの整理・点検、パソコン入力作業、HP更新作業・サイト構築や支援等業務)

5

247 羽咋市 震災 直雇
市有財産処分推進事業
(データ整理、パソコン入力作業、GISへの登録、配布等)

4

248 羽咋市 震災 委託
市道・公園等除草及び薬剤散布等委託事業
(除草・倒木伐採及び薬剤散布作業の実施)

3

249 羽咋市 震災 委託
千里浜・釜屋・一ノ宮・柴垣海岸美化委託事業
(海浜の海岸漂着物の撤去を実施)

8

250 羽咋市 震災 直雇
市立小・中学校図書館蔵書等整備事業
(図書の貸出及び返却等の受付、補修整備、登録データの作成業務等)

9

251 羽咋市 震災 直雇
市立学校生活指導員配置事業
(児童に対する学習面及び生活面の個別支援を実施)

14

252 羽咋市 震災 委託 市有地及び観光施設等除草清掃委託事業 10

253 羽咋市 震災 委託
観光玄関口美化委託事業
(観光施設等の美化維持作業を実施)

9

254 羽咋市 震災 直雇
学習支援員配置事業
(教師の補助として多動な児童生徒を授業の円滑進行を図る)

5

255 羽咋市 震災 委託
学校環境整備事業
(学校敷地内及び境界付近ある樹木の枝打ち及び撤去を実施)

0

256 かほく市 重点 委託
健康なまちづくり協働推進事業
(市民の多様なニーズに応えうるプランの提供)

5

257 かほく市 重点 直雇
地域包括支援センター相談体制強化事業
(介護に関する相談業務の増加に伴い、窓口及び電話の相談体制の強化を図る)

1

258 かほく市 重点 直雇
埋蔵文化財発掘調査出土品整理作業
(各地区に点在した発掘調査した出土品の集約化を図る)

4

259 かほく市 震災 委託
総合窓口案内業務充実事業
(各課のインフォメーションや担当者へのアポイントメント業務)

2

260 かほく市 震災 直雇
心のケア支援員配置事業
(学習困難な児童生徒に対し、きめ細やかな学習支援や生活支援を行う)

8

261 かほく市 震災 直雇
生活環境調査員
(騒音・振動・悪臭・放射線等の環境測定調査、各種規制区域見直資料収集調査の実施)

2

262 かほく市 震災 直雇
ジェネリック医薬品利用促進事業
(利用促進の啓発活動や差額通知送付後の使用分析等の実施)

1

263 かほく市 震災 直雇
健康診断受診促進事業
(受診状況・健診データ等の分析、未受診者に対する受診勧奨の実施)

1

264 かほく市 震災 直雇
農林道台帳等電子化事業
(修正や各種データの電子化等の実施)

2
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265 かほく市 震災 直雇
道路台帳整備事業
(現在の道路台帳と現況との状況を把握し、今後の適正管理と長寿命化を図る)

1

266 かほく市 震災 直雇
公共用水域保全業務
(下水道接続状況を調査し未接続者に対しての接続依頼業務、下水道台帳システムの更新業務)

1

267 かほく市 震災 直雇
住基戸籍システム更新事業
(住基戸籍システム更新に伴うデータ作成・入力等を行う)

1

268 かほく市 震災 直雇
電子入札システム導入事業
(電子入札システムの導入に伴うデータ管理の補助事務)

1

269 白山市 重点 直雇
特定健診・がん検診受診勧奨事業
(健診受診者の診察結果データを整理分析し、指導対象者に対し保健指導を行う)

1

270 白山市 重点 直雇
予防接種済者のデータ入力台帳整備事業
(予防接種に関するデータ入力及び台帳等のデータの整備を実施)

1

271 白山市 重点 直雇
心身障害者医療給付金適正化及び虐待防止相談事業
(平成24年10月開設の障害者虐待防止センターの立ち上げ準備、相談支援窓口業務等の実施)

1

272 白山市 重点 直雇
水田農業構造改革事業として農地の作付一筆ごとのデータ電算化
(作付状況等のデータ入力作業)

1

273 白山市 重点 直雇
白山麓内のサル等の鳥獣動向調査
(情報収集及び資料作成)

1

274 白山市 重点 委託
林地の再生対策事業
(所有者等への指導、小木・雑木の伐採及び除草作業、林業再開への支援指導等の実施)

5

275 白山市 重点 委託
鳥獣被害対策事業
(下草刈り及び不用木の伐採業務、防護柵の設置業務、安全パトロール等の実施)

4

276 白山市 重点 委託
【民間提案】商店街ドキドキプロジェクト事業
(商品販売紹介可能な通販サイトの設置、ネット通販、商店街の周知活動の実施)

6

277 白山市 重点 直雇
遊休農地対策促進事業
(遊休農地の把握調査、環境整備の実施)

1

278 白山市 重点 委託
吉野工芸の里　観光魅力アップ事業
(伝統文化工芸を普及活動する企画展等の実施事業)

2

279 白山市 重点 委託
［民間提案］白山麓の地域資源等の特性を活かした観光振興・賑わいに関する事業
(「温泉」「観光拠点施設」「地域文化」等の調査結果に基づく誘客企画の実施)

4

280 白山市 震災 直雇
高齢者を対象とした災害時要介護者台帳作成
(避難支援等の具体的な計画の検討、マップを含む要援護者台帳の作成)

1

281 白山市 震災 直雇 震災等の避難者各種相談及び避難者支援業務 0

282 白山市 震災 委託
不法投棄監視巡回業務及び各地区資源ごみ集積施設の巡回強化推進事業
(持ち去り行為の巡回及び監視、漂着物の海岸清掃及び不法投棄の監視・回収作業の実施)

7

283 白山市 震災 委託
山のもんづくしの健康ごはん【白山百膳】広報PR事業
(参加店舗の商品をブラッシュアップ・拡充、フェイスブックを活用した情報発信等を実施)

1

284 白山市 震災 委託
日本3名山　山のスイーツ【白山もんぶらん】拡充・広報事業
(菓子店等の参加事業者を増加させる、フランス関係機関との事業連携を図る)

3

285 白山市 震災 委託
岩間噴泉塔群等への来訪促進事業
(山道整備、案内板、広報・案内活動、百四丈の滝への進路開発の調査等を実施)

3

286 白山市 震災 直雇
道路河川パトロール及び環境美化対策事業
(道路樹木の軽剪定、除草、排水溝等の清掃及び河川敷内の雑木伐採除草、調整池の清掃作業)

5

287 白山市 震災 直雇
各種公園施設保全及び緑化推進事業
(樹木剪定、除草、清掃作業及び花壇の花苗植込みの作業)

7
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288 白山市 震災 委託
白山手取川ジオパーク推進事業
(ホームページの内容充実及び更新作業等の業務)

1

289 白山市 震災 委託
保安林区域及びキャンプ場などの雑木伐採及び植樹事業
(枝打ち、伐採及び枯れ木の除去、植樹作業)

6

290 白山市 震災 直雇
白山高山植物園のPR活動及び自然環境美化事業
(公民館事業・学校行事での利用、登山困難者への情報発信・案内、施設の環境整備等の実施)

2

291 白山市 震災 直雇
白山市観光プラットフォーム推進事業
(豊かな自然・観光施設・イベント等のホームページ作成、情報発信及びアンケート調査、データ分析)

2

292 白山市 震災 直雇
子育て医療給付金支給事業
(子育て支援医療給付金の支給申請について、申請書の審査及び整理等を実施)

1

293 能美市 重点 委託
道路照明灯設置状況調査事業
(照明灯管理の明確化及び位置等の把握、故障等の修理、台帳整備の実施)

3

294 野々市市 震災 直雇
JR野々市駅前公共施設自転車等整理事業
(自転車等の駐輪指導及び整頓、放置自転車等の確認を行う整理員の配置)

3

295 野々市市 震災 直雇
七ヶ用水・遊歩道ゴミ回収事業
(遊歩道のパトロール・ゴミの回収、用水に漂着したゴミの回収を実施)

2

296 野々市市 震災 委託
安全・安心のまちづくり推進事業
(夜間巡回指導、防犯灯の点検、危険箇所の把握調査、市への連絡体制の構築等)

12

297 野々市市 震災 委託
デジタル資料館事業
(御経塚遺跡出土品のデジタル化資料を市のホームページ上に公開する)

1

298 野々市市 震災 直雇
母子・寡婦家庭相談員配置事業
(自立に必要な情報提供、相談指導等を行う相談員を配置)

1

299 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
(容器包装資源ごみ等の監視、分別作業の委託業務)

7

300 津幡町 重点 委託
民間提案型雇用創出事業（CO2削減効果の高い取組）剪定枝の有効活用
(剪定枝葉をチップ化し堆肥等に活用する)

28

301 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
(担い手となる者の求職者を雇用、育成)

2

302 津幡町 重点 直雇
消費生活の相談体制強化事業
(消費者庁への情報通知、イベント等での啓発パンフレット配布、出前講座等を実施)

1

303 津幡町 震災 直雇
学校図書館強化事業
(館内整備、レファレンス、図書の紹介、書誌データ登録等の学習活動の支援)

3

304 津幡町 震災 委託
公園台帳資料データ化事業
(既存台帳及び図面の電子化)

3

305 津幡町 震災 委託
民間提案型雇用創出事業（CO2削減効果の高い取組）エコリサイクルと雇用促進
(散策林の拡張、遊歩道等の支障木の伐採・除伐を行いチップ化し活用する)

5

306 津幡町 震災 委託
ごみステーション管理台帳の整備
(状況調査を実施し位置情報等をデータ化する)

2

307 内灘町 重点 委託
竹間伐材利用による酪農環境改善調査事業
(竹チップ・竹パウダーを用いた有効的利用方法及びその効果を探る)

3

308 内灘町 震災 委託
内灘町の新たな魅力発信・創造事業
(アンテナショップを開設し、内灘ブランド及び観光PR戦略を検討する)

3

309 内灘町 震災 委託
電子マネー活用基盤構築に関する調査事業
(町内の各施設・商店等において電子マネー導入・活用に向けた調査を実施)

5
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310 志賀町 震災 委託
公有財産調査及び公共施設維持管理事業
(売却可能資産把握のため公有財産調査及び測量作業、除草等の公共施設維持管理業務の実施)

6

311 志賀町 震災 委託
能登野菜栽培拡大事業
(水耕栽培施設を活用し、品質や生産コスト等を検証する)

3

312 志賀町 震災 委託
観光PR・誘客促進事業
(観光パンフレット等の作成及び発送、ホームページの更新、問合せの対応等の業務)

1

313 志賀町 震災 委託
福祉施設での高齢者等健康保持対策事業
(高齢者の健康増進、教養の向上、レクリエーション等での心身・健康保持対策)

2

314 志賀町 震災 委託
公共宿泊施設誘客促進対策事業
(来場者サービスの向上、世界農業遺産のPR、地域のコミュニティとしての利活用等を図る)

2

315 志賀町 震災 委託
海浜清掃等業務委託事業
(海岸清掃及び公園の清掃、除草作業)

9

316 志賀町 震災 委託 工業団地等緑地除草事業 6

317 宝達志水町 重点 委託
町観光資源情報発信素材の収集・編集事業
(「観光素材写真集」を収集・データベース化、発掘された資源情報の小冊子を作成)

3

318 宝達志水町 震災 委託
宝達志水町里山保全事業
(中山間地域の道路等の適正な維持管理を行い、里山の環境管理を実施)

6

319 宝達志水町 震災 直雇
町有地及び町道等管理事業
(除草・清掃作業等を実施し、町内の環境美化を図る)

5

320 宝達志水町 震災 委託
宝達志水町特産品販売促進事業
(町の特産品を広く国内にＰＲし、能登有料道路無料化、新幹線金沢開業に向けた準備等を行う)

3

321 中能登町 重点 直雇
中能登町観光PR促進事業
(ホームページの作成・更新、四季折々の写真撮影や取材、物産展や展示会、「おりものの町中能登」をPRし
た産業観光プランの作成等を実施)

5

322 中能登町 震災 委託
町施設等の除草作業等委託事業
(草刈りや簡単な修繕等の軽作業を実施)

8

323 中能登町 震災 委託
水辺の生き物生息マップ作成委託事業
(現地調査・アンケート調査等で生息マップを作成し、魚類及びホタルの分布状況を把握する)

3

324 穴水町 重点 委託
能登牡蠣試験養殖実証事業
(養殖試験と加工技術の取得及び販路開拓を行う)

1

325 穴水町 重点 委託
プレミアム能登ワインの製造研究
(高級ワイン用ぶどうの品種選定及び製造工程の研究)

1

326 穴水町 重点 直雇
安全な道路維持管理事業
(支障となる危険木処理や、路面修理等を実施)

4

327 穴水町 重点 委託
世界農業遺産「能登の里山・里海」啓発事業
(地域資源の掘り起こし、新しい体験メニューや旅行商品のモデルプログラムの作成)

1

328 穴水町 震災 委託
能登野菜の栽培技術の確立と販路拡大事業
(農産物の試験栽培と収穫量の増加に併せて販路拡大を図る)

10

329 穴水町 震災 委託
地場産業振興支援事業
(地場産業である能登ワインのためのぶどうの試験栽培を実施)

1

330 穴水町 震災 委託
花等景観形成作物による高付加価値商品の発掘・開発事業
(遊休農地や耕作放棄地等に、花を主体とした景観形成作物を栽培し、里山保全・景観整備を図るほか、栽培し
た花を使用した商品の研究、開発を実施)

1

331 能登町 重点 直雇
真脇遺跡出土遺物収蔵庫整理作業
（再整理・再収納を行い、発掘調査・遺物整理作業の効率化を図る）

3
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332 能登町 重点 直雇
農地現況調査指導事務
(遊休農地の実態把握及び耕作放棄地の発生防止、農地の一筆データ整理、資料作成事務

1

333 能登町 重点 直雇
子ども食育事業
(子ども達に対して食事マナーを身につけさせる為の補助を行う)

1

334 能登町 重点 直雇
ふれあい保育サポート事業
(保護者の育児相談、未就園児対象の体験保育を実施)

1

335 能登町 重点 委託
真脇遺跡発掘土壌水洗及び微細遺物取上げ作業
(発掘調査で出土した土壌の水洗いを行い、土壌内の微細遺物を取り上げる)

2

336 能登町 重点 直雇
地域ふれあい事業（こどもみらいセンター）
(子ども達に昔ながらの遊びや手仕事を学ぶ機会の創出、地域住民とふれあう機会を設ける)

1

337 能登町 重点 委託
能登町バイオマス普及啓発事業
(バイオマスツアー・イベント・講座等の開催、資源の利活用の紹介、先進地の視察)

4

338 能登町 震災 直雇
町管理施設等清掃景観整備事業
(観光地や駐車場・海岸の漂着ゴミ収集、施設の清掃・除草・支障木伐採を実施)

6

339 能登町 震災 委託
史跡真脇遺跡等美化清掃除草管理業務
(史跡及び周辺の除草等の美化清掃を実施)

4

340 能登町 震災 委託
スポーツ施設環境整備事業
(スポーツ施設とその周辺の除草等の清掃活動を実施)

4

341 能登町 震災 委託
農林水産災害防止・機能回復事業（除草・支障木撤去等作業）
(農道・林道・農業用ダム等の除草・側溝清掃等の実施、避難経路・避難場所の確保)

9

342 能登町 震災 委託
道の駅等除草清掃管理事業
(道の駅や街路の除草・樹木剪定等の実施)

0

343 能登町 震災 直雇
公立図書館蔵書整備職員配置事業
(分類整理・データ入力・ブックコート処理等の司書業務の補助的作業を担う人員の配置)

2

344 能登町 震災 委託
農林水産災害防止・機能回復事業（漁港施設老朽化調査）
(延長・亀裂段差等の現状を測量し、現況写真の整理や測量データの整理を行う)

6

345 能登町 震災 直雇
観光誘客促進事業
(観光誘客のため、出向ＰＲをし、首都圏からの誘客を図る)

1

346 能登町 震災 直雇
畜犬登録確認等事業
(町内で飼育されている犬の登録状況を調査する)

1

2,186
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