
平成２５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 重点 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)

1

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)

3

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)

2

4 県事業 重点 委託
北陸新幹線金沢開業にむけた県民意識高揚ツールの作成事業
(北陸新幹線金沢開業をＰＲし、県民意識を高めるため実施する県内でのイベントに使用するパネルやフラッグ
など装飾品や県民に配布する啓発グッズの作成を行う)

3

5 県事業 起業 委託
外国人旅行客向け「英語版石川県内レンタカー旅行完全ガイド」事業
（外国人旅行客向け「英語版石川県内レンタカー旅行ガイド」を作成し、観光案内所や宿泊施設等に配付）

2

6 県事業 起業 委託
石川の発酵食文化の魅力を首都圏に発信！～「発酵王国いしかわ」の首都圏戦略プロモーション～
（塩麹等の発酵食のＰＲ等を通じ、「発酵王国いしかわ」として石川県の新たな魅力を発信）

3

7 県事業 起業 委託
「北陸鉄道石川線」活用と連動した白山市観光プラットフォーム整備計画策定事業
（石川線の有効活用や鶴来駅のハブ機能化、沿線の観光関連事業者との連携事業（モニターツアー等）によ
り、開業効果を白山地域に波及させる）

2

8 県事業 起業 委託
カフェ設置を通じた奥能登地域での観光客誘致と地域活性化事業
（現在食事等ができる場所のない奥能登外浦地域にカフェ及び地元ブランド品を扱うアンテナショップを作
り、観光客誘致と地域活性化を実現）

2

9 県事業 起業 委託
移住検討者のための「お試し短期居住」用住居の供給体制構築事業
（金沢近郊の空き物件を移住検討者に短期貸与し、同時に市内案内も実施。）

0

10 県事業 起業 委託
「ご当地グルメナビ（仮称）」による石川県の魅力発信事業
（県内のご当地グルメをフリーペーパーで紹介。また、ホームページにも同内容を登載することにより、県内
外に石川県の魅力発信を行う）

3

11 県事業 重点 直雇
並行在来線開業に向けた利活用策等の検討に関する情報収集
(並行在来線の利用促進方策を検討するための情報整理・資料作成等の事務補助)

1

12 県事業 重点 委託
のと鉄道と沿線地域観光資源の発掘・情報発信
(世界農業遺産の中を走るのと鉄道を活用した新たな地域観光資源の発掘、能登地域のきめ細かい情報の首都圏
に向けた発信等により観光誘客を促進)

2

13 県事業 起業 委託
介護雇用プログラム
（介護現場で働きながら介護職員初任者研修を受講させ、介護職員の確保を図る）

57

14 県事業 重点 委託
介護雇用プログラム
（介護現場で働きながら介護職員初任者研修を受講させ、介護職員の確保を図る）

47

15 県事業 重点 委託
潜在看護師再就職支援事業
(長期間看護職から離れていた看護師に対して、看護に必要な最新の医療事情や技術等を講義・病院実習により
習得させ、正規雇用化に繋げる)

41

16 県事業 重点 委託
がん検診受診率向上のための啓発
(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)

7

17 県事業 重点 委託 プラネタリウムの番組制作 2

18 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 2

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

20 県事業 重点 委託
木場潟環境調査事業
(潟内の水深別の水温や流向・流速を調査し、木場潟発の浄化技術の発信につなげる)

3

21 県事業 重点 直雇 産業廃棄物関連の各種報告書のデータ入力 2

22 県事業 震災 直雇 世界農業遺産国際会議の開催のため、関係機関との連絡調整、情報収集など 3

23 県事業 起業 委託

いしかわの里山の仕事づくりプロジェクト
（里山里海において新たな生業づくり事業を行ったものの、なかなか軌道に乗せることができていない新規事
業者に対し、新たに有能な人材を雇用し軌道に乗せる）

6
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24 県事業 重点 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 2

25 県事業 重点 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 1

26 県事業 重点 委託
トキの放鳥に向けた事前調査として、能登におけるトキの餌生物について調査。土地の利用形態別（森林、棚
田、平野、湿地、無農薬・減農薬水田等）に四半期別にドジョウ等の生物の生息数を調査

5

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。 4

28 県事業 重点 委託
産業人材育成ニーズ発掘事業
(H25策定予定の「いしかわ産業人材構想」の策定のため、人材育成メニューの創設に向けた県内企業ヒアリン
グ、課題の整理)

1

29 県事業 重点 委託
世界農業遺産周遊促進事業（能登スマート・ドライブ・プロジェクト利用促進事業）
(PHVレンタカーによる能登スマートドライブコンテスト、スマートフォンを活用した世界農業遺産等を周遊
するビンゴゲーム)

3

30 県事業 重点 直雇
新産業振興指針等策定事業
(企業訪問の応接録、パブリックコメントの取りまとめ、会議資料作成補助・議事録取りまとめ等)

2

31 県事業 重点 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)

28

32 県事業 重点 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

33 県事業 重点 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

34 県事業 重点 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 重点 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

36 県事業 重点 委託
映像を活用した情報発信に関する調査分析事業
(観光客に対するアンケート等から映像事業を調査・分析し、報告書及びその調査に基づくモデル映像を作成す
る)

4

37 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

38 県事業 起業 委託
起業支援型地域活性化人材育成事業
（活性化ファンド支援事業者や革新的ベンチャー認定事業者等に対して、新商品開発・マーケティング等の事
業拡大に必要なスキルを取得する人材育成事業を委託し、委託事業終了後の正規雇用化につなげる）

31

39 県事業 起業 委託
能登の地域資源（農林水産物）を使ったスイーツ商品の販路開拓事業
（能登の地域資源（揚げ浜の塩、能登の米）を使ったスイーツ商品の開発・販路開拓業務を通じ、商品プロ
デュースができる人材を育成する）

1

40 県事業 起業 委託
100年続く老舗企業の知的資産を学ぶいしかわ老舗企業研究会事業
（県内老舗企業の経営ノウハウ等を学ぶ研究会を発足させ、研究会の講座を通じ、経営ノウハウ等を他の県内
企業へ波及させる）

1

41 県事業 起業 委託
カラス・小動物などに対しての忌避剤開発・製造及び販売事業
（生薬残渣を利用した動物（カラス、ハクビシン）忌避剤の販路開拓、製品の特徴を生かした使用指導ができ
る人材を育成する）

3

42 県事業 起業 委託
アルミ押出鋳造用金型のライナー焼ばめ事業立上を通じた人材育成事業
（既にニーズがある新商品開発（ライナー焼ばめ）を通じ、県内産業の競争力強化を図る人材を育成する）

2

43 県事業 起業 委託
北陸・首都圏ビジネス開発事業
（首都圏の会計事務所や同窓生等のネットワークの活用により、首都圏の企業等を石川県に誘致し、誘致候補
地の選定や住居などのフォローを行う）

2

44 県事業 起業 委託
クルーズ航海海外富裕層乗客向け石川食文化体験ツアー商品開発造成事業
(石川食文化体験ツアーを開発・造成し、食文化の拡大を生み出すことで地域経済の活性化に繋げる)

2

45 県事業 重点 委託
みなと賑わい創出事業
(金沢港・七尾港において、クルーズ寄港時の歓送迎事業の実施)

3
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46 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

47 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PR用品を製作し、オピニオンリーダー等に配付し、石川県の伝統的工芸品の品質や魅力をPR)

52

48 県事業 重点 直雇
首都圏アンテナショップの機能強化検討事業
(一般消費者や富裕層等を顧客ターゲットとしたＰＲ用品を製作し、石川県の伝統的工芸品の技術や魅力をＰＲ
する)

1

49 県事業 重点 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)

31

50 県事業 重点 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（10月、2月）)

5

51 県事業 重点 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や改善方法の習得を目的とした講座を実施し、労働環境の改善や継続雇用の強化を
図る)

2

52 県事業 重点 委託
IT産業ビジネスマッチング支援事業
(県内IT企業のシーズ発掘及び大手首都圏企業のニーズ把握により、企業のマッチングやフォローアップを実施)

1

53 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

54 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

55 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

56 県事業 重点 委託
「いしかわ観光特使」事務局委託業務
(特使に対し、本県観光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

57 県事業 重点 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)

17

58 県事業 重点 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など)

4

59 県事業 重点 委託
インターネット活用事業
(本県観光資源を取材した体験ルポなどをインターネットで情報発信)

1

60 県事業 重点 委託
家族旅行者誘客対策
(家族旅行者向けホームページ・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)

3

61 県事業 重点 委託
団体旅行実態調査・情報整理・発信事業
(学校や民間企業等が実施する修学旅行・MICE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)

1

62 県事業 起業 委託
小松市ボンネット電車展示広場を基点とした県内「乗り物」資源連携の観光誘客及び商品開発事業
（小松市所有のボンネット電車をはじめ、石川県内の乗り物資源を有効活用し、旅行商品の開発、イベントの
開催により、首都圏を含む観光誘客を促進）

3

63 県事業 起業 委託
森光子芸能遺産活用による山中温泉観光旅行商品開発事業
（森光子一座記念館を拠点とした首都圏向け旅行商品開発や山中漆器とコラボした商品開発により、山中温泉
郷への観光誘客を図る）

2

64 県事業 起業 委託
レディー・カガによるカガ温泉郷ＰＲプロジェクト事業
（レディー・カガを用いた写真素材集やパンフレットの作成、インターネットを活用した情報発信により加賀
温泉郷への観光誘客を促進させる）

1

65 県事業 起業 委託
「いしかわ旬の食材」ＰＲ映像コンテンツ製作および活用店舗普及業務
（「いしかわ旬の食材」のＰＲ映像コンテンツ制作及び「旬の食材」を活用したメニューを出す飲食店でプレ
ゼントキャンペーンを実施し、来客促進を図る）

2

66 県事業 起業 委託
観光誘客の促進を目的としたITによる情報発信事業
（「ほっと石川旅ねっと」内の動画や、配付用ＤＶＤ等の映像コンテンツの作成及びリニューアルを通じ、観
光誘客を促進）

2
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67 県事業 起業 委託
白山スーパー林道域で実施するアウトドアツアーの開発事業
（白山スーパー林道やその周辺ｴﾘｱを活かしたアウトドア体験型ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを策定することにより、観光誘客を促
進する）

3

68 県事業 重点 委託
首都圏等観光ニーズ調査事業
(首都圏等の北陸新幹線の認知度、観光ニーズ調査を行うことにより、首都圏500万人構想に、向けた状況を把
握)

2

69 県事業 起業 委託
石川県マスコットキャラクター活用ＰＲ事業
（石川県のマスコットキャラクターを活用し、イベントの出演やメディア等において新幹線開業ＰＲを行い誘
客に繋げる）

2

70 県事業 起業 委託
百万石鮨キャンペーン事業
（組合加入店舗において、統一価格で提供する「百万石の鮨セット」のキャンペーンを実施するとともに、旅
行会社に対し旅行商品造成の働きかけを行い誘客に繋げる）

2 

71 県事業 起業 委託
在住外国人による地域インバウンド環境整備事業
（外国人客用宿泊予約システムの開発準備や、インターネットによる海外への観光情報の発信、モニターツ
アーを行うなど外国人目線により、観光誘客を目指す）

2

72 県事業 起業 委託
外国人旅行客目線による石川県の観光資源の発掘と効果的な情報発信事業
（外国人調査員に県内各地を旅行させ、外国人目線による体験談をインターネット等により情報発信すること
により、国外に石川県をＰＲする）

2

73 県事業 重点 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)

33

74 県事業 重点 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)

2

75 県事業 重点 直雇 第１６回全国農業担い手サミットの開催準備のため、関係機関との連絡調整、開催案内など 2

76 県事業 起業 委託
起業型農業人材育成事業
（(公財)いしかわ農業人材機構を通じて募集する農業法人等（起業または新分野進出10年以内）において、失
業者を雇用するとともに、農業に必要な技術・知識を習得するためのOff－JTを実施）

67

77 県事業 起業 委託
農業の６次産業化支援と体験型グリーンツーリズムの開発と地域文化の発信を担う人材育成事業
（県内農家への商品開発等の指導、県産食材や加工品の首都圏向の販路拡大や、農場農家への体験型旅行商品
の開発を行う）

3

78 県事業 起業 委託
農業の６次産業化のトータルサポート事業
（新たに6次産業化を行う業者等へ、これまでの経験を活かし、農産物の栽培、加工、マーケティングや在庫
管理等の総合支援を行う）

2

79 県事業 起業 委託
耕作放棄地を再生利用した農産物の基幹事業の基盤整備及び産地化推進事業
（鳳珠郡穴水町内の再生した耕作放棄地6.8ヘクタールにおいて、大玉系のキャベツの産地化を目指す）

3

80 県事業 起業 委託
「能登の活性化 百姓プロジェクト」事業
（羽咋郡志賀町内の耕作放棄地4ヘクタールにおいて、能登野菜の生産や、枯露柿を生産し、販路を拡大す
る）

4

81 県事業 起業 委託
米作りによる『能登の里山』再生・保全と新たな雇用創出事業
（鳳珠郡能登町内の耕作放棄地4.5ヘクタールにおいて、米作りを行い、新たな雇用創出と就農促進を図る）

2

82 県事業 起業 委託
耕作放棄地拡大未然防止対策事業
（鳳珠郡能登町内の再生した耕作放棄地4.0ヘクタールにおいて、野菜や山菜栽培を行い、新たな雇用創出と
就農促進を図る）

1

83 県事業 起業 委託
限界集落における野菜・野菜加工品の生産、販売事業
（鳳珠郡穴水町内の耕作者のいない農地2ヘクタールにおいて、サツマイモ、ニンニク等の野菜を生産し、青
果販売や加工品等の商品開発を行う）

3

84 県事業 起業 委託
いしかわ里山の資源「耕作放棄地」を蘇らせる生業創出事業
（輪島市及び珠洲市内の耕作放棄地4.8ヘクタールにおいて、蕎麦、ハトムギの生産や、マーケティング調査
をすることで、6次産業化までを実施）

2

85 県事業 重点 委託 いしかわ米粉食べまっしキャンペーン＆米粉需要開拓推進事業 8

86 県事業 重点 委託
能登牛販売促進事業費
(HP、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。食肉フェスの開催)

6

87 県事業 重点 委託
地域農業人材育成事業
(能登牛畜産農家において、失業者を有期雇用し、能登牛肥育等に必要な技術・知識を習得するためのOJTを実
施)

1
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88 県事業 重点 委託
エアリーフローラＰＲ推進事業
(ＰＲイベントの実施、商品開発)

2

89 県事業 起業 委託
食のもてなしプロジェクト事業
（石川の食材のパンフレット作成や、食材を使ったﾒﾆｭｰを飲食店に募集する。また、石川の食材を使用した加
工品に関する商品を発掘しながらそれらのマーケティング等を行う）

3

90 県事業 起業 委託
The Pride of ISHIKAWA
（もてなし食材の消費拡大を目的として、本食材を使ったメニューを提供するイベントの実施や、各種イベン
トにおいて本食材のPR活動を行う）

2

91 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)

12

92 県事業 重点 直雇
金沢競馬の魅力発信
(平成25年度は、金沢競馬場移転40周年でありJBC競走が開催されるなど金沢競馬の魅力を全国に発信する絶
好の機会であることから、県内外の競馬ファンに対し広報・PR活動、イベントの企画などを幅広く実施)

2

93 県事業 重点 委託
橋りょう台帳の電子データ化
(紙ベースの現物をデータベース化。橋りょうの場所・補修履歴等の迅速な把握整理が可能。)

21

94 県事業 重点 委託
河川施設台帳のデータベース化
(現況の現地調査および紙ベースの現物のデータベース化。河川施設管理や占用許可等の際の迅速な情報把握に
活用。)

37

95 県事業 重点 委託
土砂災害危険箇所のデータベース化
(土砂災害危険箇所の現地点検調査結果（地形、周辺人家など）をデータベース化。)

1

96 県事業 重点 委託
屋外広告物実態調査
(屋外広告物の規格制定や撮影等作業。違反広告物に対する指導のための現状把握と情報収集)

22

97 県事業 重点 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)

5

98 県事業 重点 直雇
公立高等学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)

19

99 県事業 震災 直雇
公立高等学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)

20

100 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)

4

101 県事業 重点 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

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

3

103 県事業 重点 委託
犯罪被害防止電話広報事業
(振り込め詐欺等の犯罪被害防止のため、電話により注意喚起を実施)

2

104 県事業 重点 委託
安全・安心「いしかわ」パトロール事業
(県民の安全・安心を実現するため、深夜の流動警戒活動を行う)

12

105 県事業 重点 委託
高齢者交通安全教育指導事業
(交通安全教育を行うため、高齢者世帯を戸別訪問するとともに、交差点等の街頭における活動を実施)

31

106 県事業 重点 委託
大型道路標識点検事業
(巡回により大型道路標識を点検し、傾き調整等軽微な補修を実施)

5

107 金沢市 重点 委託
学卒未就職者就労支援事業
(学卒未就職者に対し、民間企業において研修を実施した後、企業にて就業体験を実施することにより、就職支
援を図る)

10

108 金沢市 重点 委託
森林境界明確化事業
(森林整備が進まない地域を対象に境界を明確化し、森林整備の促進を実施)

4

109 金沢市 重点 直雇
不法投棄監視パトロール事業
(不法投棄の未然防止を図るため、監視パトロールや空き地等の管理状況調査等を実施)

5

110 金沢市 重点 委託
観光宣伝物等配達整理事業
(観光関連施設への各種観光宣伝物の配布、置き傘・備品等の授受による観光しやすい体制づくり)

4
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111 金沢市 重点 直雇
ＭＩＣＥ誘致促進事業
(金沢市MICE推進協議会のセールスプロモーション活動、各種調整業務)

2

112 金沢市 重点 直雇 北陸新幹線開業に向けた誘客促進業務 1

113 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事務等)

1

114 金沢市 重点 委託
シルバー人材センター経営戦略策定事業
(金沢市シルバー人材センターの経営診断、経営改善に向けた経営戦略の策定)

1

115 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)

1

116 金沢市 重点 直雇
介護保健業務効率化事業
(介護保険の認定申請書や認定調査票の整理等業務)

1

117 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)

1

118 金沢市 重点 直雇
子ども・子育て支援新制度移行等にかかる事務事業
(子ども・子育て支援新制度移行及びアンケート調査など、かなざわ子育て夢プラン策定に関する業務)

1

119 金沢市 重点 直雇
不妊治療助成事業
(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)

2

120 金沢市 重点 直雇
栄養相談指導事業
(栄養士による各種健康関係教室等を通じた栄養指導・教育業務等の実施)

1

121 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
(予防接種券の交付等の福祉健康センター業務にかかる窓口受付、応対業務)

2

122 金沢市 重点 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、啓発活動)

2

123 金沢市 重点 直雇
景観計画周知活動事業
(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)

1

124 金沢市 重点 直雇
快適で美しいまちづくり推進事業
(ぽい捨て等禁止条例具現化のための啓発活動、ぽい捨て等防止重点区域におけるぽい捨てや路上喫煙等の違反
者に対する指導)

2

125 金沢市 重点 直雇
消費生活啓発活動費
(消費税の転嫁拒否等に関する情報窓口を設置し、消費者教育、人権教育の啓発および男女共同参画事業の事務
執行と事業の促進を図る)

1

126 金沢市 起業 委託
金沢ブランド優秀新製品ＰＲ強化事業
（金沢ブランド認定製品の販路拡大を図るため、新たにホームページやコンテンツを作成）

2

127 金沢市 起業 委託
地域商業活力発信事業
（商店街活動やコミュニティビジネスのための情報発信事業や事例集作成等を実施）

1

128 金沢市 起業 委託
金沢市観光協会サイト魅力拡大事業
（観光協会ＨＰの充実を図る）

3

129 金沢市 起業 委託
金沢食肉流通センター排水処理施設汚泥等メタンガス活用調査事業
（センター汚泥処理における有効エネルギー活用調査を実施）

3

130 金沢市 起業 委託
地域づくり・人づくり推進事業
（東原町をモデルとした地域づくり（買い物支援や農産物の販売等）に取り組むとともに、地域再生を担う人
づくりを実施）

1

131 金沢市 起業 委託
金沢産木質ペレット地産地消推進事業
（ペレットの製造実演、市民セミナーの開催、木質エネルギーの出前講座等により、金沢産ペレットの地産地
消を推進する）

4

132 金沢市 起業 委託
つたえ・つなげる里山活用推進事業
（金沢産木材の利用促進・製品開発・里山保全や環境教育イベントを実施）

2

133 金沢市 起業 委託
自立経営型森林境界明確化事業
（ＧＰＳ測量による森林境界の明確化）

8

134 金沢市 起業 委託
音楽を通じた観光誘客事業
（音楽を通じた交流人口の拡大のため、音楽を通じた交流事業等を実施）

3
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135 金沢市 起業 委託
大学ゼミ合宿等誘致・コーディネート事業
（首都圏学生向けの就職合宿等の企画やゼミ合宿等の誘致）

5

136 金沢市 起業 委託
ランニングモデルコース策定業務
（名所めぐりランニングマップの策定や、ランニングモデルコースを策定することにより、金沢マラソンの気
運を醸成）

3

137 金沢市 起業 委託
介護雇用プログラム事業
（失業者を雇用し、資格取得のための養成講座を受けさせることにより、介護職員の人材育成を実施）

5

138 金沢市 起業 委託
まちなかゾーン交通環境改善事業
（違法駐車等の実態調査及び指導啓発業務）

4

139 金沢市 起業 委託
若年者就労支援事業
（若年者を実務研修をした後、企業において就業体験を行うことにより、就職支援を行う）

11

140 金沢市 起業 委託
快適で美しいまちづくり普及推進事業
（街頭での啓発グッズの配布、広報車による啓発によるグッドマナーの普及啓発を実施）

3

141 金沢市 起業 委託
不法投棄未然防止等推進事業
（不法投棄防止看板の設置等維持管理及び空地等の管理状況調査等を実施）

2

142 金沢市 起業 委託
観光バリアフリー情報発信事業
（市内観光施設等のバリアフリー状況を調査し、web等で発信することにより、バリアフリー観光を推進）

3

143 金沢市 起業 委託
地域雇用創出型コミュニティビジネス支援事業
（コミュニティビジネスの公募により、安定した地域雇用の創出が見込める事業の起業を支援）

3

144 金沢市 起業 委託
オープンデータ活用推進事業
(市が保有する様々な情報をオープンデータとして整備し、今後の様々なビジネスチャンスの機会を創出する)

1

145 金沢市 起業 委託
古文書データベース化推進事業
(玉川図書館が所有する古文書をデータベース化し、昨今需要が多い古文書データベース業務に繋げる)

3

146 金沢市 起業 委託
新幹線開業プロモーション・イベント実施事業
(新幹線開業に向けた各種イベント運営を通じ、今後実施する様々なイベントのノウハウを養う)

4

147 金沢市 起業 委託
芸術・文化を活用した観光誘客促進事業
(金沢の芸術・文化イベント等を活用した旅行商品の企画・提案と他都市との交流事業の企画・提案を行う)

1

148 金沢市 起業 委託
金沢の食文化発信クラフトプロジェクト事業
(金沢の魅力を発信するために、工芸品を製作する)

2

149 七尾市 重点 直雇 定住促進に関する空き家など調査及びデータ整理 2

150 七尾市 重点 委託
能登島誘客促進事業
(能登島交流市場を拠点とした体験、滞在メニュー開発によって情報発信する)

2

151 七尾市 重点 直雇
ＪＲ七尾駅・和倉温泉駅における観光案内業務事業
(ＪＲ七尾駅と和倉温泉駅を利用する観光客のニーズ調査と観光情報の提供、２次交通の案内業務)

7

152 七尾市 重点 直雇
体力向上推進事業
(小学校にスポーツアドバイザーを派遣し、実技指導やスポーツ指導を実施)

5

153 七尾市 重点 委託
能登演劇堂公演広報及びロングラン公演に係る事務業務
(「能登演劇堂」の公演広報並びに予約受付等業務)

5

154 七尾市 重点 直雇
産業振興プラン策定業務
(産業振興プランを策定するために、情報・データ収集し、資料を作成する)

2

155 七尾市 重点 直雇
認知症早期発見調査事業
(高齢者に対して、脳健診及びもの忘れ調査を実施)

4

156 小松市 重点 直雇
科学交流館オープン準備事業
(平成25年秋開館予定の科学交流館（仮称）のオープンに向けて、プレイベントや広報宣伝等を実施)

8

157 小松市 重点 委託
選手育成強化事業
(市内のスポーツ選手や指導者等を対象に、総合的なスポーツ医科学サポートを徹底し、小松市における競技力
向上に努める)

5

158 小松市 重点 委託
小松空港内でのアンテナショップの設置・運営・調査
(農業振興と地域産業の活性化を図るため、空港内にアンテナショップを設置し、新商品等の消費傾向を物販、
アンケートにより調査)

4
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159 小松市 重点 直雇
こまつ曳山交流館管理運営事業
(平成25年5月オープンにあたり、受付及び案内、物販販売等を行う)

6

160 小松市 重点 委託
小松市における新たな特産品の創出
(市を代表する農林水産物の利用拡大に向け、６次産業化による商品化と販売を推進)

3

161 小松市 重点 委託
ＩＣＴ活用企業誘致促進事業
(企業誘致に関する新しいコンテンツを作成し、タブレット端末を使ってプレゼンすることにより企業誘致の促
進を図る)

3

162 小松市 重点 委託
求人開拓推進事業
(学生募集と求人開拓を目的とした者を1名雇用し、短大の入学者の増加と就職率アップに繋げる)

2

163 輪島市 重点 委託
輪島漆器の普及整備事業
(輪島塗漆器の制作・修理現場の公開や、漆器の貸出により輪島塗振興を図る)

4

164 輪島市 重点 委託
輪島の漆植栽体制整備事業
(輪島産漆の植栽から漆液採取、漆の精製までを一貫して行うことができる作業員を養成する)

1

165 輪島市 重点 直雇
漆の里・輪島発信事業
(ウルシノキの実と葉を多角的に活用して、グッズや試作品を製作・配付することにより漆の里・輪島をＰＲ)

1

166 輪島市 重点 直雇
輪島里山里海推進事業
(首都圏及び大学等による里山里海保全ボランティアの受け入れや里づくり推進に係る企画運営)

2

167 輪島市 重点 委託
輪島の魅力案内事業
(輪島の魅力を伝えるガイドを養成し、情報発信及び受入体制の強化を図る)

3 

168 輪島市 重点 直雇
生徒指導サポーター推進事業
(生徒指導サポーター指導員の整備をし、適切な児童生徒へのケアを行う)

3

169 輪島市 起業 委託
輪島市観光情報発信番組事業
（町の観光情報を中心としたラジオ番組を週１回放送し、輪島市の魅力をアピール）

4

170 輪島市 起業 委託
地魚を使った加工商品開発・ＰＲ事業
（地魚を使った新しい加工商品及び土産物を開発・ＰＲする）

2

171 輪島市 起業 委託
輪島魚加工商品開発ブランドアップ事業
（輪島でとれた魚を使った新しい加工商品の開発及び商品のブランド化を図る）

2

172 輪島市 起業 委託
椎茸栽培による新商品開発宣伝事業
（椎茸栽培で新商品を開発し、市内イベント等で原木等を配付するとともに、アンケート調査を実施）

2

173 輪島市 起業 委託
輪島塗販売促進事業
（輪島塗の新商品開発や輪島塗活用の新提案を行うようなホームページの作成）

1

174 輪島市 起業 委託
里山里海の見せる景観プロジェクト
（地域住民等に対し、ガーデニング体験活動や里山里海の景観作り活動を推奨するイベントを行う）

2

175 輪島市 起業 委託
輪島漆器の普及整備・工房案内事業
(輪島塗振興を目的とした貸出用・土産用漆器の制作や観光のために、市内にある輪島塗製造の工房巡りを案内
する)

6

176 珠洲市 起業 委託
地域資源を活用した新商品開発事業
（地域の特産品を活用した商品開発、販路開拓や、試作品をイベント等でＰＲする）

3

177 珠洲市 起業 委託
観光商品開発支援及び地域ガイド育成事業
（漁法、製塩、製炭などの観光資源を生かしながら、新たな滞在型観光商品の開発及び地域ガイドの育成を行
う）

1

178 珠洲市 起業 委託
里山の保全活動及びエコツアーの開発事業
（耕作放棄地等の有効活用及び獣害被害抑制や、希少生物保全のための活動を実施）

2

179 加賀市 重点 直雇
交通安全啓発事業
(市内全域で交通安全意識の高揚を図るために、交通安全教室や自転車教室を実施)

2

180 加賀市 重点 直雇 国民健康保険被保険者証等居所不明者等調査事務 4

181 加賀市 重点 直雇
予防接種相談・窓口業務
(予防接種制度の変更に伴う定期予防接種が増えたことによるスケジュールの相談業務等)

2

182 加賀市 重点 直雇
加賀温泉郷観光誘客促進事業
(観光誘客の促進のため、有効な観光素材の情報を収集しながら、効果的な観光商品の企画及び情報発信を行
う)

3
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183 加賀市 重点 委託
芭蕉をテーマにした商店街賑わい創出事業
(商店と連携することにより、芭蕉にまつわるオリジナルグッズの制作・配布やイベントを開催し、地域の活性
化を図る)

2

184 加賀市 重点 直雇
加賀市スクールソーシャルワーカー配置事業
(問題を抱える児童生徒のため、関係機関等へのネットワークの構築や保護者、教職員等に対する支援・相談等
の実施)

2

185 加賀市 重点 直雇
新規消防団員確保・維持事業
(新規団員の候補となる者のリスト作成及び募集に向けての広報・啓発活動)

2

186 羽咋市 重点 直雇
ごみ減量推進及びごみ分別指導事業
(家庭ごみや事業所ごみの減量化や資源化のため、出前講座等での周知や指導啓発を行う)

1

187 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
(市内で不法投棄された廃棄物の除去や防止対策のための看板を設置。その他パトロールの実施)

4

188 羽咋市 重点 直雇
観光案内職員の配置事業
(出向宣伝及び観光客に対するパンフレットや資料の提供による観光案内の強化)

4

189 羽咋市 重点 直雇
社会教育地域活動拠点づくり事業
(社会教育施設の台帳整備と軽微な修繕の実施)

2

190 羽咋市 重点 直雇
災害時要援護者リスト登録者調査・支援事業
(災害時要援護者の現況調査を実施し、システムへ登録。併せて避難対策等の相談業務を行う)

1

191 羽咋市 重点 直雇
独居高齢者見守り支援事業
(独居高齢者に対する支援体制の構築及び安否確認を行う)

2

192 羽咋市 重点 直雇
任意予防接種相談等事業
(任意予防接種等に関する相談業務を行う)

2

193 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)

8

194 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サポートし、授業の円滑進行を図る)

5

195 かほく市 重点 委託
健康で明るいまちづくり推進事業
(健康情報の発信及び歩き方講座やウォークラリーを開催する)

1

196 かほく市 重点 直雇
ジェネリック医薬品利用促進事業
(ジェネリック医薬品の利用促進の啓発活動や健康診断の受診勧奨を実施)

1

197 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
(介護支援業務の相談窓口の強化)

1

198 かほく市 重点 直雇
老朽空き家対策事業
(市内の空き家の数や状況、危険度を現地調査等することにより台帳の作成・整備を図る)

1

199 かほく市 重点 直雇
地区と行政との連携強化事業
(市内町会からの要望箇所の現地調査を実施をすることにより、行政との連携強化を図る)

1

200 かほく市 重点 直雇
市制１０周年記念かほく市ＰＲ事業
(市制10周年を記念し、冊子・DVD作成により市をＰＲする)

0

201 かほく市 重点 直雇
いきいき学級支援員配置事業
(特別支援を要する児童等が在籍する学級において、支援員を配置)

7

202 かほく市 重点 直雇
老朽化市営住宅住替推進事業
(老朽化した市営住宅の用途廃止決定に伴い、現入居者に対し、住替相談や説明会を実施)

1

203 かほく市 重点 直雇
公共用水域保全事業
(下水道への接続状況の調査及び未接続者への接続依頼。また、システムに排水設備の図面等のデータ入力を実
施)

1

204 白山市 重点 委託
駅周辺駐輪場の自転車盗難防止等の防犯対策事業
(駐輪場の自転車盗難防止のためのカギ掛けの指導、誘導案内、違法駐輪のパトロールを実施)

4

205 白山市 重点 委託
不法投棄防止監視巡回パトロール及び廃棄物集積所巡回業務
(不法投棄の監視巡回パトロール及び回収作業、各町内ごみ集積所からの持ち去り行為やごみ分別の巡回確認業
務)

4
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206 白山市 重点 直雇
経営所得安定対策業務
(農地の作付１筆ごとのデーターを電算化)

1

207 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

208 白山市 重点 委託
鳥獣被害対策事業
(鳥獣の出没を防止するため、集落周辺の森林内の防護柵の設置やパトロールを実施)

3

209 白山市 重点 委託
林地の再生対策事業
(山林所有者等に対する林地管理の指導及び作業道などの維持管理を実施)

9

210 白山市 重点 委託
吉野工芸の里観光魅力アップ事業
(白山ろくの自然環境を活かした伝統文化工芸を普及活動する企画展などの実施)

2

211 白山市 重点 委託
白山手取川ジオパーク推進事業
(世界ジオパークへ申請するための調査研究及び申請書作成等業務)

1

212 白山市 重点 委託
白山市白峰・西山地区の利活用事業
(白山高山植物園の管理運営・広報活動)

3

213 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

214 白山市 起業 委託
白山市観光連盟運営推進事業
（定着型の誘客商品の開発、白山を核とした観光素材のＰＲ、旅行社等へのﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ活動による誘客等の実
施）

2

215 白山市 起業 委託
白山麓鳥獣特産品販路拡大事業
（鳥獣を地域特産物として研究、ブランド化し、販路拡大を図る）

1

216 白山市 起業 委託
【白山百膳】【白山もんぶらん】【白山きりまんじゃろ（仮称）】企画広報支援事業
（白山商工会が中心となって行っている【白山百膳】、【白山もんぶらん】、【白山きりまんじゃろ（仮
称）】の企画広報支援を実施）

4

217 白山市 起業 委託
「着地型旅行商品企画広報事業」及び「貸切バス事業」による白山麓観光誘客推進事業
（白山麓を中心として、隣接市町村を対象エリアとした着地型旅行商品の企画広報及び一般貸切旅客運送事業
を展開）

3

218 白山市 起業 委託
白山ジオトレイルを活用した地域活性化事業
（「白山ジオトレイル（ロングトレイル）」の開催と並行し、地域住民との交流を目的とした滞在型旅行商品
の開発等を行う）

1

219 白山市 起業 委託
先駆的里山地域での交流事業
（交流事業の開催と耕作放棄地の管理、作物の加工等を通じ、里山地域の精神的・経済的活性化を目指す）

2

220 白山市 起業 委託
山ろくの地域資源である自然と人との交流事業
（白山麓の各地区間での乳幼児や小学生、中学生等の世代間交流を行う）

3

221 野々市市 重点 委託
デジタル資料館普及促進事業
(市指定文化財や文献資料・写真資料などのコンテンツを作成・公開)

1

222 野々市市 重点 委託
安全・安心のまちづくり推進事業
(市内公共施設の夜間巡回指導を行い、防犯灯の点検や危険箇所などを把握し、市への連絡体制を構築する)

7

223 津幡町 重点 直雇
児童図書館活動推進事業
(学校図書館と公共図書館の連携システムへの書誌データ登録及び児童に対する蔵書検索への指導)

1

224 津幡町 重点 直雇
国際交流活動推進事業
(国際交流事業や英語教育の推進、中学生海外派遣事業などの事業を実施)

1

225 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
(地域の担い手となる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)

1

226 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
(常設資源回収施設での容器包装資源ごみ等の監視、分別作業)

10

227 津幡町 重点 委託
各家庭における支障木の有効活用事業
(家庭の支障木をチップ化し、小学校等公共施設の緑地帯に敷き詰める)

25

228 津幡町 重点 委託
温暖化防止及び森林セラピー事業
(町内公園の林道・遊歩道の支障木をチップ化し、遊歩道に敷き詰めることにより温暖化防止や森林セラピー効
果を狙う)

3
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229 津幡町 重点 委託
名勝倶利伽羅公園八重桜再生事業
(高齢化した公園内の桜に追肥や薬注を行うことにより、名勝を保護する)

0

230 津幡町 起業 委託
ネットスーパー事業による買い物弱者支援事業
（商工会加盟店を全体としてヴァーチャル・スーパーマーケットを作り、町内買い物弱者地域に対して支援事
業を実施）

5

231 内灘町 重点 委託
ＩＣＴ利活用による教育推進事業
(町立小学校の児童に対し、タブレットパソコン等のＩＣＴ機器の基本的操作を指導・習得させる)

2

232 内灘町 重点 委託
キャラクターを活用した内灘町ＰＲ事業
(キャラクターや特産品、見どころ等の町のＰＲを行う)

2

233 内灘町 重点 委託
空家等実態調査事業
(環境面や安全面での今後の対策の基礎資料とするため、町内の空家状況を調査)

2

234 志賀町 重点 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の公有財産調査及び測量作業)

5

235 志賀町 重点 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、問合せ対応業務)

1

236 志賀町 重点 委託
福祉施設での高齢者等健康増進対策事業
(高齢者等の健康増進を図るため、レクリエーション等の企画・開催)

1

237 志賀町 重点 委託
公共宿泊施設誘客促進対策事業
(誘客促進企画、来場者サービスの向上、世界農業遺産のＰＲ等の誘客促進業務)

1

238 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)

8

239 志賀町 震災 委託 工業団地等緑地除草事業 4

240 志賀町 起業 委託
公共宿泊施設滞在型旅行促進対策事業
（誘客促進企画の推進、来場者へのサービス向上、世界農業遺産のＰＲ等地域資源を活用した滞在型旅行商品
の開発等を実施）

1

241 志賀町 起業 委託
福祉施設での高齢者等健康増進対策事業
（高齢者等の健康増進を図るため、各種講座・レクリェーションの企画・開催を実施）

1

242 宝達志水町 重点 委託
宝達志水町魅力発信事業
(観光素材写真や観光情報を編集し、誘客のための小冊子を作成)

2

243 宝達志水町 重点 委託
宝達山保全調査事業
(宝達山のブナ林の保全をテーマとした調査研究及びイベントの開催)

2

244 宝達志水町 重点 委託
消防施設・交通安全施設実態調査事業
(町内のカーブミラー・消火栓などの位置図の作成)

5

245 中能登町 重点 直雇
学校環境美化運動事業
(町内小中学校の花壇整備等を通じた環境美化運動の実施)

2

246 中能登町 重点 直雇
「なかのと道の駅」（仮称）開設準備事業
(道の駅の情報発信、利用促進及び道の駅を利用した地域活性化策の企画、実施)

2

247 中能登町 重点 直雇
訪問調査・高齢者サロン運営事業
(要介護認定のための訪問調査、高齢者サロンの運営補助業務)

3

248 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

249 穴水町 重点 委託
プレミアム能登ワインの製造研究
(能登ワインのブランド化のための、ぶどうの品質選定及び製造工程の研究)

2

250 穴水町 重点 直雇
安全な道路維持管理事業
(通勤、通学路の倒木、路面破損箇所等の調査)

2

251 穴水町 重点 委託
観光商品及び土産商品の企画・開発事業
(ヘルスツーリズムと連携した観光商品及び土産物産品の企画・開発)

2

252 穴水町 起業 委託

 
能登の農業ブランド確立に向けた担い手創出事業
（能登ワイン醸造所を活用した６次産業化の推進や、新たな農業担い手の創出に向けたプランニングを行い、
的確な情報発信も併せて実施することで、人材育成を実施）

1

11 ページ



no 実施所属
事業
区分

業務
区分

事業内容
新規雇用

人数

253 穴水町 起業 委託
能登産ワイン用ぶどう安定供給促進事業
（有望品種などへの品種更新及び栽培面積拡大を安定的に行えるよう、能登産ワイン用ぶどうに適したブドウ
接木苗を生産、販売する）

1

254 穴水町 起業 委託
穴水町ワイン事業販売戦略計画策定事業
（ワイン事業の更なる展開を目指し、販路及び生産量の拡大に加え関連産業との協働を実施）

2

255 穴水町 起業 委託
廃線跡地利用による新たな栽培技術の確立事業
（能登線廃止に伴う跡地利用の方策を促進することで、地域景観の保全や里山里海の資源活用を図る。）

1

256 穴水町 起業 委託
観光情報の提供・物産販売拠点の企画開発事業
（地域の特産品の販売する拠点を整備する計画及び観光振興を促進する事業を実施）

1

257 穴水町 起業 委託
健康ウォーキング推進に伴う交流人口拡大事業
（ノルディックウォーキングを通して健康長寿を図る）

1

258 能登町 重点 委託
真脇遺跡発掘土壌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上げる)

2

259 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の実施)

2

260 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ための補助を行う)

2

261 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や、地域住民との交流の機会を設ける)

2

262 能登町 重点 直雇
のと里山海道開通による新規交流人口拡大事業
(誘客イベント、交流人口の拡大施策の立案業務)

2 

263 能登町 重点 委託
能登町木質バイオマス資源有効活用啓発事業
(バイオマス資源の利用方法の啓発、山主への有効利用の啓発・意識調査)

1

264 能登町 起業 委託
「食」による能登町観光誘客ＰＲ事業
（能登町アンテナショップにおいて、旬の食材・料理の提供、イベント等を開催し、「食」による能登町への
観光誘客を図る。）

1
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