
1 県 総務部 広報課 直接雇用 臨時職員 情報発信業務補助事業
環境放射線測定値やモニタリング結果などの正確な情報の発信
や風評払拭のための戦略的情報発信事業の支援

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7012

2 県 企画調整部 避難者支援課 委託 情報通信 ふるさとの絆電子回覧板事業
避難している方々へふるさとの情報や行政情報を伝えるため、
取材・データ作成・配信・端末の管理などを行う。

7 7 7 7 H27.4.1 H28.3.31 024-521-8306

3 県 総務部 広報課 委託 情報通信
ふくしまから はじめよう。
キビタン元気発信事業

「チームキビタン」によるプロモーション活動を県内外で実施
し、復興に向かう“ふくしまの今”を全国に伝える。

7 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7015

4 県 総務部 広報課 委託 情報通信
「ふくしまから はじめよう。」
動画発信事業

風評払拭のため、動画サイトを活用し、ふくしまの“魅力”や
“今”を多言語により国内外に発信する。

3 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7015

5 県 総務部 行政経営課 直接雇用 臨時職員 災害応援派遣職員要請事務補助
復旧・復興に係る他県等派遣職員の要請及び受入に係る事務補
助

1 H27.4.1 H27.10.31 024-521-7093

6 県 総務部 財政課 直接雇用 臨時職員 復旧・復興関連予算作成等事務補助
平成２８年度以降の復興予算の確保を国に求めるため、復旧・
復興に関連する大規模な予算に係る資料の作成やふくしま復興
県民債発行に係る事務補助を行う。（データ入力等）

1 H27.4.1 H28.2.29 024-521-7029

7 県 総務部 市町村行政課 直接雇用 臨時職員 原発避難者特例法・人的支援等事務補助
事務補助（左記業務等に係るデータの収集・整理、文書発送な
ど）

1 H27.4.1 H28.2.29 024-521-7057

9 県 総務部 入札監理課 直接雇用 臨時職員
震災復旧・復興事業に係る入札制度監理
事務補助

震災復旧・復興事業等に係る入札結果や入札不調に関する統
計・分析、入札制度改正係る現制度の検証や新制度検討に関す
る事務補助

1 H27.4.1 H28.2.29 024-521-7899

10 県 総務部 私学・法人課 委託 教育・文化
私立高等学校及び私立専修学校（高等課
程）に係る就職促進支援事業

震災に係る復興・復旧のための求人を充足できない企業と就職
希望の生徒とのミスマッチを解消するため、私立学校に就職促
進支援員を派遣する。

2 H27.4.1 H28.2.29 024-521-7048

11 県 総務部 施設管理課 直接雇用 臨時職員
新庁舎建設業務及び本庁舎耐震改修工事
等の事務補助

耐震改修工事及び新庁舎建設業務等の事務補助を行う。 1 H27.4.1 H27.4.30 024-521-7080

12 県 総務部 税務システム課 直接雇用 臨時職員 自動車税の減免等入力事務
東日本大震災（原子力災害）により被災した自動車の減免入力
等事務

1 H27.4.1 H28.2.29 024-521-7729

13 県 総務部 税務課 直接雇用 臨時職員
ふるさとふくしま応援寄附金事務補助事
業

「ふるさとふくしま応援寄附金」の受付及びデータ整理等 1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7067

14 県 総務部 税務課 直接雇用 臨時職員 県税収納徴収事務補助事業
被災者の生活再建等を税制面で支援するため、各支援制度の申
請等に必要となる納税証明書の発行や収納徴収に係るデータ入
力等の事務補助を行う。

10 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7067

15 県 総務部 税務課 直接雇用 臨時職員
県税課税事務及び課税免除等事務補助事
業

被災納税者の生活・事業再建及び本県産業の復興を税制面で支
援するため、課税及び課税免除データの入力、申請書の形成審
査等の事務補助を行う。

8 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7067
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16 県 総務部 私学・法人課 委託 医療
新しい医療ニーズ対応事業（外来・病棟
部門）

県基幹災害拠点である県立医大の医師が被災地医療及び災害に
強い医療体制等の新たな医療ニーズ対応に専念できる環境整備
のための看護助手配置

8 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7092

17 県 総務部 私学・法人課 委託 医療 被災地等医療機関への医師派遣調整業務
旧警戒区域等を中心とした深刻な県内一円の医師不足対応のた
め、医療機関からの医師派遣要請、派遣調整、派遣実績の管理
棟及び関連する事務処理

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7092

18 県 企画調整部 企画調整課 直接雇用 臨時職員
福島県復旧・復興本部等運営事務補助事
業

新生ふくしま復興推進本部において、福島県の復興・再生に向
けた事業の推進、施策の総合調整等に係る事務補助を行う。

2 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7108

19 県 企画調整部 復興・総合計画課 直接雇用 臨時職員 復興計画進行管理等支援事務補助事業
震災からの復興を図るため、県復興計画、総合計画の推進・進
行管理を行うことから、データの収集・整理や資料作成等の業
務に当たる。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7809

20 県 企画調整部  避難地域復興課 直接雇用 臨時職員 避難地域復興支援事務補助事業
避難市町村の取組の推進及び関係市町村の意向に応じた拠点の
整備促進の支援を行う。データ収集、加工、会議資料作成補助
等。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-8435

21 県 企画調整部 企画調整課 委託 観光 5県ループ交流事業
広域的な観光誘客を図るため、首都圏及びSA・PA等でのPRイベ
ントの企画運営やHPの管理運営、観光関係団体との連絡調整を
行う。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-8014

22 県 企画調整部 地域振興課 委託 産業振興
ろっけんパーク出店事業 仙台市販売店舗の管理及び商品販売、県内商品の流通・商品管

理・商品販売補助、イベント企画を行う。
2 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7118

23 県 企画調整部 エネルギー課 委託 その他 再生可能エネルギー普及推進拠点事業
事業者、学校等と連絡調整や見学視察対応をする。再生可能エ
ネルギー施設の環境保全を行う。再生可能エネルギー施設や取
組等の情報発信。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-8417

24 県 文化スポーツ局 文化振興課 直接雇用 臨時職員
震災復興に向けた地域コミュニティ情報
収集事業補助

復興に向けた地域コミュニティの活動事例の収集・調査・発信
業務の補助。

1 H27.4.1 H27.5.31 024-521-7179

25 県 文化スポーツ局 文化振興課 委託 その他
ラジオ放送を活用した「復興に向けて歩
む地域コミュニティ」からの情報発信事
業

出演者、関係者への取材。ラジオ番組の製作・放送。ホーム
ページ・広報誌を活用した情報発信。

2 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7179

26 県 文化スポーツ局 生涯学習課 直接雇用 臨時職員 東日本大震災記録保存活用事業事務補助
本県の復興に資するため、東日本大震災関連の資料収集、保存
の推進に関する事務補助を行う。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7784

27 県 文化スポーツ局 スポーツ課 委託 観光
ウインタースポーツを通じてのふくしま
の魅力発信事業

風評被害の払拭、ウインタースポーツの振興を行いながら、誘
客の増加を図り、本県の復興を全国に発信する。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7786

28 県 文化スポーツ局 スポーツ課 直接雇用 臨時職員
公立社会体育施設災害復旧国庫補助申請
等事業補助

社会体育施設災害復旧事業における事業計画書、
災害査定・交付申請書・実績報告書等の取りまとめを行い、
早期の復旧・復興に繋げるものとする。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7786

29 県 生活環境部 生活環境総務課 直接雇用 臨時職員 環境審議会等開催事務補助事業
震災に伴う各種計画改定に係る「福島県環境審議会」等開催関
係事務補助

1 H27.4.1 H27.9.30 024-521-7155
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30 県 生活環境部 消費生活課 直接雇用 臨時職員 消費者行政体制強化事務補助事業
消費者教育・啓発事業、風評被害対策事業、なりすまし詐欺や
震災に便乗した悪質商法被害の防止啓発等事業の執行に当たる
業務

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-8195

31 県 生活環境部 男女共生課 直接雇用 臨時職員 被災女性のための相談支援事務補助事業
国やＮＰＯ法人から提示される統計データの分析及び資料作成
補助並びに相談事業の後方支援等を行う。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7188

32 県 生活環境部 生活交通課 直接雇用 臨時職員 被災地特例バス補助金関係事務補助事業
県内各地に居住する被災者・帰還住民の生活の足であるバス交
通の確保維持に係る事業

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7158

33 県 生活環境部 生活交通課 直接雇用 臨時職員 JR常磐線復旧推進事業事務補助事業 JR常磐線を核とした東日本大震災からの復興を図る事業 1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7158

34 県 生活環境部 国際課 委託 情報通信 国際デジタル情報提供促進事業
本県の復興への取組等及び防災等各種生活関連情報や県災害対
策本部発表の情報等を多言語化してデジタル・ウェブで提供

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7182

35 県 生活環境部 国際課 直接雇用 臨時職員 国際会議等誘致推進事務補助事業
国際会議等誘致推進事業等における誘致活動や復興ＰＲ事業、
国際見本市出展等に係る資料収集、連絡調整等の事務補助

1 H27.4.1 H27.11.30H27.11.30H27.11.30H27.11.30 024-521-7182

36 県 企画調整部
原子力損害
対策課

直接雇用 臨時職員 原子力損害対策事務補助事業

原子力発電書事故により被った損害の確実かつ迅速、
十分な賠償の実現のため、損害の具体例や損害賠償等のデータ
収集、
入力集計作業等を行う。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7103

37 県 企画調整部
原子力損害
対策課

直接雇用 臨時職員 原子力賠償支援事務補助事業
原子力発電書事故による被害者の賠償請求手続きを支援するた
め、相談窓口に寄せられた相談内容等のデータベース化及び
分析等の作業を行う。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7103

38 県 企画調整部 避難者支援課 直接雇用 臨時職員 避難者支援事務補助事業
避難者の避難先における生活安定化やふるさととの絆を維持し
将来の帰還を目指すための各種避難者支援事業の事務補助を行
う。

4 H27.4.1 H28.3.31 024-523-4157

39 県 危機管理部 消防保安課 直接雇用 臨時職員
地域消防力復旧事務補助事業 消防機関の機能回復、被災地の医療回復、

地域の防火防災意識の高揚に向けた事業の事務補助
1 H27.4.1 H27.10.31 024-521-7190

40 県 危機管理部 災害対策課 直接雇用 臨時職員
福島県防災対策強化事務補助事業

防災士養成に係る研修会開催等に係る事務補助 1 H27.4.1 H27.7.31 024-521-7194

41 県 危機管理部
原子力安全
対策課

直接雇用 臨時職員 原子力災害対応事務補助事業
原子力安全監視対策・防災体制整備事業及び緊急時・広域環境
放射能監視事業に係る事務補助

5 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7819

42 県 生活環境部 産業廃棄物課 直接雇用 臨時職員 産業廃棄物収集・運搬許可業務補助事業
産業廃棄物収集・運搬許可に関する文書作成、文書発送、デー
タ入力

1 H27.4.1 H27.12.31 024-521-7172

43 県 生活環境部 環境共生課 直接雇用 臨時職員
再生可能エネルギー導入等による防災拠
点支援事務補助事業

震災に強い街づくりのため、被災地域を中心とした防災拠点施
設に対する再生可能エネルギー等を活用したシステム導入に係
る
事業の事務補助

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7248



震災等対応雇用支援事業(旧震災等緊急雇用対応事業)計画書（平成２７年度）

整理
番号

実施
区分

実施部局
市町村名

事業
区分

分野
区分

事　　業　　内　　容
新規雇用の失業者

の計画人数
事業名担当課等

事業
開始計画
年月日

事業
終了計画
年月日

連絡先

44 県 生活環境部 水・大気環境課 直接雇用 臨時職員
水環境調査指導事務補助事業（公共用水
域等環境放射線モニタリング調査等）

県内環境中に放出された放射性物質の移行状況を
確認し安全性を確保する事業の事務補助

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7248

45 県 生活環境部 自然保護課 直接雇用 臨時職員
公園事業台帳及び公園施設台帳整備事務
補助事業

自然公園の震災後の現状把握、公園区域見直し等に係る事業の
事務補助

1 H27.4.1 H28.1.31 024-521-7248

46 県 生活環境部 自然保護課 直接雇用 臨時職員
野生鳥獣放射線モニタリング調査事務補
助事業

調査結果公表のためのデータとりまとめや、今後の対応等を検
討
するための関係会議開催等の事務補助

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7248

47 県 生活環境部 環境センター 直接雇用 臨時職員 環境創造センター開設準備事務補助事業
本県復興の迅速化を図ることを目的とし、環境創造センター開
設に
向けた準備作業等の事務補助

1 H27.4.1 H28.3.31 024-923-3401

48 県 危機管理部
消防防災航空
センター

直接雇用 臨時職員
消防防災航空センター業務支援事務補助
事業

警戒区域における大規模林野火災の支援、防災ヘリ活動等に係
る報告、確認、データ集計等の事務補助

1 H27.4.1 H28.3.31 0247-57-3000

49 県 企画調整部 避難者支援課 委託 その他 双葉地方町村復興支援事業
双葉地方災害弔慰金支給審査委員会の運営補助業務。双葉郡に
おける復興に向けた取組や行政情報を住民に発信するための広
報誌編集等の業務。

2 H27.4.1 H28.3.31 024-521-8306

50 県 保健福祉部 社会福祉課 委託 介護・福祉 福祉・介護人材緊急雇用支援事業
震災の影響による福祉・介護の人材流出のよる人材不足に対応
するため、人材派遣会社を介して福祉・介護事業所における人
材の確保を行う。

45 H27.4.1 H27.9.30 024-521-7322

51 県 保健福祉部 社会福祉課 委託 介護・福祉 福祉・介護人材育成就業支援事業

震災の影響による福祉・介護の人材流出のよる人材不足に対応
するため、人材派遣会社を介して福祉・介護事業所における人
材の確保を行う。また、派遣期間中に介護に関する資格を取得
させ、新規就労・人材定着を図る。

40 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7322

52 県 保健福祉部 社会福祉課 直接雇用 臨時職員 義援金受付データ管理等補助事業
東日本大震災に係る義援金受付データ管理業務における事務補
助（義援金送金額・送金者のデータベース作成、受領書・礼状
の送付事務）

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7322

53 県 保健福祉部 高齢福祉課 直接雇用 臨時職員
高齢者サポート拠点設置・運営業務事務
補助

サポート拠点の運営状況の調査及び集計作業 1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7162

54 県 保健福祉部 福祉監査課 直接雇用 臨時職員
社会福祉法人運営安定化支援等事業補助
業務

社会福祉法人運営安定化支援等事業に係る文書作成・発送、
データ入力・集計等の補助業務

1 H27.4.1 H28.3.31 024-21-7324

55 県 保健福祉部 児童家庭課 委託 子育て ひとり親家庭自立促進・支えあい事業
震災により様々な問題を抱えるひとり親に対し、企業訪問等に
よる求人開拓の実施などにより、ひとり親家庭の自立を促進す
る。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7176

56 県 保健福祉部 児童家庭課 直接雇用 臨時職員
原発特例法に基づく引継業務等に関する
補助業務

対象者のデータ入力、連絡通信、書類作成・整理 1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7176

57 県 保健福祉部 児童家庭課 直接雇用 臨時職員
母子保健（新生児聴覚検査支援事業等）
補助業務

母子保健関係データの入力、書類作成・
整理・発送

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7174
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58 県 保健福祉部 子育て支援課 直接雇用 臨時職員 震災対応子育て施策補助事業
補助金の申請書・実績報告書の内容確認、各施設に関するデー
タ入力・整理、資料作成、市町村等への文書送付などの震災対
応事務の補助。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7198

59 県 保健福祉部 障がい福祉課 直接雇用 臨時職員
避難障がい者のデータ管理、支援要望聴
取等事業の事務補助

避難先での障害福祉サービス提供の支援と早期帰還を図るため
の事務補助

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-8419

60 県 保健福祉部 障がい福祉課 直接雇用 臨時職員
東日本大震災に係る障害者総合支援対策
事業の事務補助

東日本大震災に係る障害者総合支援対策の管理業務補助 1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-8419

61 県 保健福祉部 障がい福祉課 委託 医療 災害精神科医療研修事業
災害精神科医療研修事業に要する業務（申請、受入、支出、実
績）

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-8204

62 県 保健福祉部 若松乳児院 直接雇用 臨時職員 震災影響児童等心身ケア支援事業
措置された乳幼児が感染すると重篤化し易く夜間に急変する例
が多いため、有資格者である臨時技術補助員を雇用し､夜間でも
対応できる人員体制を組む

3 H27.4.1 H28.3.31 0242-27-0033

63 県 保健福祉部
障がい者総合
福祉センター

直接雇用 臨時職員 障害者手帳システム入力補助事務事業
東電への情報資料作成及び手帳交付システムへの入力・出力・
発送等の事務補助

1 H27.4.1 H28.2.29 024-525-8185

64 県 保健福祉部 健康増進課 直接雇用 臨時職員 特定疾患治療研究事業補助業務 特定疾患治療研究事業関連補助業務 9 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7236

65 県 保健福祉部 健康増進課 直接雇用 臨時職員 被災者健康支援事業補助事務
被災者の健康支援を目的とし、補助事業及び生活習慣病関連
データ入力等の事務補助

1 H27.5.1 H27.11.30 024-521-7640

66 県 保健福祉部 健康増進課 直接雇用 臨時職員 栄養・食生活支援、食育関連業務補助
今般の災害に伴う被災者栄養・食生活支援関連業務及びふくし
まの食育関連業務補助

2 H27.5.1 H28.3.31 024-521-7640

67 県 保健福祉部 県民健康調査課 直接雇用 臨時職員 県民健康調査「健康診査」等補助業務
「健康診査」「県民健康管理ファイル交付事業」等に関する
データ入力、整理等の事務補助

1 H27.10.1 H28.3.31 024-521-8606

68 県 保健福祉部 県民健康調査課 直接雇用 臨時職員 ＷＢＣ検査の申込受付補助業務
ＷＢＣによる内部被ばく検査受検に関する検査受付業務、日程
調整、検査名簿の作成等事務補助

1 H27.4.1 H28.1.31 024-521-8606

69 県 保健福祉部 地域医療課 直接雇用 臨時職員 地域医療支援センター運営事業補助事務
地域医療支援センター事業及び医療体制確保に関する事業の事
務補助

1 H27.4.1 H28.1.31 024-521-7238

70 県 保健福祉部 地域医療課 直接雇用 臨時職員 地域医療再生事業補助事務 災害に強い地域医療提供体制を構築のための事務補助 1 H27.4.1 H27.12.31 024-521-7238

71 県 保健福祉部 地域医療課 直接雇用 臨時職員 がん対策推進補助事業
事務補助（保健福祉事務所、保健所との連絡調整、データ入
力・整理・送付、資料作成、コピー等）

1 H27.10.1 H28.3.31 024-521-7221
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72 県 保健福祉部 感染・看護室 委託 医療 看護職就業支援情報メールサービス事業
ウェブサイトを活用し、求人情報等を発信することで、看護職
が不足している県内医療機関等への就業を支援、促進する

2 H27.4.1 H27.11.30 024-521-7222

73 県 保健福祉部 薬務課 直接雇用 臨時職員 在宅医療・介護機器使用調査等補助事務
医療機器安全使用調査を実施し、その集計結果を取りまとめ、
医療機器安全管理情報や改良改善情報として医療従事者並びに
企業へ還元する。

1 H27.7.1 H27.12.31 024-521-7232

74 県 保健福祉部 食品生活衛生課 委託 その他 被災動物救護支援事業
被災し、飼い主と生活することができない犬猫について、返還
や譲渡が進むまでの間、飼養管理する

4 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7245

75 県 保健福祉部 食品生活衛生課 委託 その他
飲料水及び加工食品等の放射性物質モニ
タリング検査事業

衛生研究所及び食肉衛生検査所における飲料水・加工食品等の
放射性物質検査、車両によるモニタリング検査用の検体回収・
運搬を行う。

7 H27.4.1 H28.3.31  024-521-7244(2778)

76 県 保健福祉部 食品生活衛生課 直接雇用 臨時職員
飲料水の放射性物質モニタリング検査に
関する事務補助

検体採取記録の確認・整理、検査結果の入力処理・データ整
理、検査結果公表資料の作成を行う。

1 H27.4.1 H27.4.30  024-521-7244(2778)

77 県 保健福祉部
県北保健福祉

事務所
直接雇用 臨時職員 被災者健康支援事業補助業務

被災者の家庭訪問（仮設住宅、借上住宅等）及び集団健康支援
活動（健康相談、健康教育、軽体操など）の補助

2 H27.4.1 H28.3.31 024-534-4161

78 県 保健福祉部
県北保健福祉

事務所
直接雇用 臨時職員

飲料水の放射性物質モニタリング検査事
業に係る事務補助

原子力災害に伴い実施している「管内の民営簡易水道、給水施
設、飲用井戸水等の水の放射性物質検査」に係る事務補助

1 H27.4.1 H27.11.30 024-534-4305

79 県 保健福祉部
県中保健福祉

事務所
直接雇用 臨時職員

飲料水の放射性物質モニタリング検査事
業の業務補助

飲料水の放射性物質モニタリング検査における検体の受付・発
送、検査結果の発送、検査結果の集計等業務の補助

1 H27.4.1 H28.3.31 0248-75-7819

80 県 保健福祉部
県中保健福祉

事務所
直接雇用 臨時職員

被災地域における精神障がい者のケアマ
ネジメント業務補助事業

こころの健康相談に関するハイリスク者のデータ管理、社会資
源情報の管理及び相談支援事業所との連携事務の補助

1 H27.4.1 H27.10.31 0248-75-7811

81 県 保健福祉部
県中保健福祉

事務所
直接雇用 臨時職員 震災対応業務調整業務補助事業

震災対応業務調整事業及び被災者健康支援に関する調整事務補
助や資料作成

1 H27.4.1 H27.9.30 0248-75-7800

82 県 保健福祉部
県中保健福祉

事務所
直接雇用 臨時職員

加工食品等の放射性物質検査事業の業務
補助

加工食品等の放射性物質検査における検体の受付、検査機関へ
の搬送、検査結果の発送、検査結果の集計等業務の補助

1 H27.4.1 H27.10.15 0248-75-7819

83 県 保健福祉部
県南保健福祉

事務所
直接雇用 臨時職員 被災者健康支援業務事務補助事業

被災者に対する健康支援事業実施に係る資料作成、記録整理等
業務の事務補助

1 H27.4.1 H28.3.31 0248-22-5441

84 県 保健福祉部
会津保健福祉

事務所
直接雇用 臨時職員 震災業務とりまとめ等事務補助

震災及び原発事故に伴う被災者等の対応業務とりまとめ事務補
助等

1 H27.4.1 H27.12.31 0242-29-5504

85 県 保健福祉部
会津保健福祉

事務所
直接雇用 臨時職員

精神障がい者保健福祉手帳等管理事務補
助（会津地域）

精神障がい者保健福祉手帳の申請事務補助等 1 H27.4.1 H27.10.31 0242-29-5275
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86 県 保健福祉部
南会津保健福祉

事務所
直接雇用 臨時職員

被災者健康支援、飲料水等の放射性物質
モニタリング業務補助事業

避難者の健康支援事業実施に係る資料作成、記録整理等、飲料
水・加工食品のモニタリングに係る業務の補助

1 H27.4.1 H27.12.8 0241-62-0302

87 県 保健福祉部
相双保健福祉

事務所
直接雇用 臨時職員 被災難病患者等療養支援事業補助業務

避難生活を余儀なくされている難病患者の療養を円滑にするた
めの健康相談やデータの管理の補助

2 H27.4.1 H28.1.31 0244-26-1331

88 県 保健福祉部
相双保健福祉

事務所
直接雇用 臨時職員

被災地内営業施設情報整理及び被災者支
援活動データ整理事業補助業務

被災地の営業施設の被災情報及び被災者健康支援活動データ整
理の補助

1 H27.5.1 H28.3.31 0244-26-1339

89 県 保健福祉部
相双保健福祉

事務所
直接雇用 臨時職員 高齢福祉・介護保険関係事業補助業務

長期にわたる避難生活により身体機能の低下が懸念される高齢
被災者の支援業務補助

1 H27.5.1 H27.12.31 0244-26-1131

90 県 保健福祉部
相双保健福祉

事務所
直接雇用 臨時職員 保健福祉関係事業補助業務

被災者支援業務に従事する保健師の事務負担の軽減のための業
務補助

1 H27.5.1 H27.12.31 0244-26-1131

91 県 保健福祉部
相双保健福祉

事務所
いわき出張所

直接雇用 臨時職員 被災者健康支援事業等の補助業務
　いわき市に避難し生活している相双地域の住民の健康支援業
務等に係る事務補助

1 H27.5.1 H28.2.29 0246-24-6118

92 県 商工労働部 商工総務課 直接雇用 産業振興 中小企業海外進出支援事務補助事業
中小企業の海外進出を支援するため、各国市場や県内企業等の
データ整備を行う業務

2 H27.4.1 H28.1.31 024-521-7269

93 県 商工労働部 商工総務課 直接雇用 産業振興 中小企業経営安定化支援事務補助事業
中小企業の経営再建・事業継続を支援するため、企業等のデー
タを整備する業務

1 H27.4.1 H27.11.30 024-521-7269

94 県 商工労働部 経営金融課 委託 産業振興 中小企業者復興支援事業 被災中小企業を支援する復興支援員の配置 150 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7288

95 県 商工労働部 雇用労政課 委託 教育・文化
若者自立総合支援事業（若者就労体験等
事業）

自立に悩む若者等を対象とした就労体験・セミナーへの参加な
どを通じて自立を支援する。

6 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7289

96 県 商工労働部 雇用労政課 委託 その他 ふくしま就職応援センター運営事業
県内５カ所の窓口（郡山、白河、会津若松、南相馬、いわ
き）、巡回での就職相談・職業紹介を行う。また、県内企業の
人材確保を支援する。

21 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7290

97 県 商工労働部 雇用労政課 委託 その他 絆づくり応援事業

仮設住宅等の運営や行政機関に対する人的な支援を行い、
住民同士の絆づくりを図るとともに、避難者を雇用することで
の
経済的支援を行う。

347 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7290

97 県 商工労働部 雇用労政課 委託 その他 絆づくり応援事業

仮設住宅等の運営や行政機関に対する人的な支援を行い、
住民同士の絆づくりを図るとともに、避難者を雇用することで
の
経済的支援を行う。

303 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7290

98 県 商工労働部 雇用労政課 委託 その他 キャリアコンサルタント派遣事業
学校や企業の要請に応じ、キャリアコンサルタント等による適
職診断、講話及び研修を行う。

5 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7290
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99 県 商工労働部 企業立地課 直接雇用 臨時職員
いわき四倉中核工業団地整備事業業務補
助

東日本大震災及び原子力災害からの再生・復興をするための工
業団地整備事業に係る事務補助。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7916

100 県 商工労働部 企業立地課 直接雇用 臨時職員 大型企業立地補助事業業務補助
東日本大震災及び原子力災害からの再生・復興をするための
「ふくしま産業復興立地補助金」に係る事務補助。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-8523

101 県 商工労働部 企業立地課 直接雇用 臨時職員 中小企業等復旧・復興支援事業業務補助
東日本大震災で被災した県内の中小企業の復旧・復興支援事業
に係る事務補助。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7280

102 県 商工労働部 ハイテクプラザ 直接雇用 臨時職員
工業製品放射線測定・加工食品放射能測
定業務補助事業

県内で生産された工業製品（加工食品を含む）の放射線測定を
行い、測定結果報告書を発行するため臨時技能員を配置する。

2 H27.4.1 H28.3.31 024-959-1739

103 県 商工労働部
ハイテクプラザ
会津若松技術
支援センター

直接雇用 臨時職員
商工会議所等フォローアップGe半導体検
出器測定支援業務補助事業

風評被害払拭のため、県内加工業者向けの放射能測定を実施す
るため臨時事務補助員及び臨時技能員を配置する。

2 H27.4.1 H28.3.31 0242-39-2100

104 県 商工労働部
ハイテクプラザ
いわき技術
支援センター

直接雇用 臨時職員 工業製品放射線測定業務補助事業
県内で生産された工業製品について放射線を測定し、結果を報
告するため臨時技能員を配置する。

1 H27.4.1 H28.3.31 0246-44-1475

105 県 商工労働部 産業創出課 直接雇用 臨時職員 成長分野産業振興事業補助業務
復興計画の重点プロジェクトに掲げている「医療機器」、「再
生可能エネルギー」分野の事業を円滑に遂行するため、各種事
務補助を行う。

1 H27.4.1 H27.6.30 024-521-8286

106 県 商工労働部 企業立地課 直接雇用 臨時職員
中小企業等グループ施設等復旧整備補助
金業務支援事業

グループ補助事業の円滑な遂行のための各種事務補助を行う。 1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-8653

107 県 商工労働部 産業創出課 委託 教育・文化
科学コミュニケーション活動における人
材育成事業

①県内各機関とのネットワーク強化、②各地域の協力要請に対
し、イベントの企画や運営面の参加、③ブログやHP、学会等で
の情報発信

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7283

108 県 商工労働部 産業創出課 委託 産業振興 ふくしまベンチャーアワード事業
県内で活躍する起業家の事例集「ふくしま起業家ガイドブッ
ク」の作成と、起業家を表彰する「ふくしまベンチャーアワー
ド」の開催

2 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7283

109 県 商工労働部 産業創出課 委託 産業振興 再生可能エネルギー産業フェア事業
再生可能エネルギー産業フェア開催に際し、データ収集整理や
広報資料作成、その他資料作成する。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-8286

110 県 商工労働部 産業創出課 委託 産業振興 被災地域中小企業販路開拓等支援事業 企業の新商品開発から流通までをフォローアップする。 1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7283

111 県 商工労働部
医療関連産業集

積推進室
委託 医療

ふくしまメディカルレジストリーシステ
ム構築事業

医療機器の副作用等のデータを医療機関から取り寄せ、システ
ムに入力することで医療機器に関するデータベースを構築す
る。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-8568

112 県 商工労働部 産業人材育成課 直接雇用 臨時職員
訓練手当支給及び人手不足分野訓練コー
ス支援業務補助

訓練手当支給に係る資料のチェック、修正やコースの計画・実
施業務に係る、データ入力、進捗管理、報告書作成等の補助業
務

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7829
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113 県 商工労働部
テクノ

アカデミー会津
直接雇用 臨時職員 産業復興人材育成事業補助業務

復興に寄与する産業人材育成のため、学生に対する太陽光発
電・小水力発電施工等の指導業務を補助する。

1 H27.5.1 H28.3.31 0241-27-3221

114 県 商工労働部
テクノ

アカデミー浜
直接雇用 臨時職員

雇用促進支援事業に係る事業計画策定等
業務補助

雇用促進支援事業「新産業分野技術者育成講座」の円滑実施の
ための各種事務補助を行う。

1 H27.5.1 H28.3.31 0244-26-1555

115 県 商工労働部
商業

まちづくり課
直接雇用 臨時職員 商業関係復旧・復興支援事務補助事業

「中小企業等復旧・復興支援事業」等の書類・データ整備、交
付決定書類審査、通知発送、精算事務補助業務

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7299

116 県 商工労働部
商業

まちづくり課
直接雇用 臨時職員 復興まちづくり加速支援事業補助業務 まちの活性化に向けた優れた取組事例等の情報発信等事務補助 2 2 2 2 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7299

117 県 商工労働部
商業

まちづくり課
委託 産業振興 福島県街なか産業人材育成事業

実地訓練と座学研修により、都市型産業の振興に資する人材を
育成。

5 H27.5.1 H28.3.31 024-521-7299

118 県 観光交流局 観光交流課 委託 観光
「がんばっぺ、ふくしま！！」観光復興
推進事業

本県の観光に対する風評を払拭するために、観光全般の情報発
信やイベント対応等の観光プロモーション活動を行う。

6 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7286

119 県 観光交流局 観光交流課 委託 観光
「福が満開ふくしま隊」観光誘客ＰＲ事
業

ふくしまＤＣ期間中及びアフターＤＣに向けてのおもてなし活
動及び観光ＰＲ

11 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7398

120 県 観光交流局 観光交流課 委託 観光
福島県観光誘客緊急対策事業－観光イベ
ントプロモーション事業

ふくしまＤＣ期間中及びアフターＤＣに向けての県内外におけ
る観光情報発信

9 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7398

121 県 観光交流局 観光交流課 委託 観光 福島教育旅行再生・誘客事業
教育旅行に関する本県情報の発信と教育旅行関係者等からの問
合せ対応

2 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7398

122 県 観光交流局 観光交流課 委託 観光 国際観光推進事業
風評被害払拭のため、海外への正しい情報発信や
タイムリーな観光情報を提供するとともに、
海外旅行エージェント・マスコミ等の受入サポートを行う。

2 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7287

123 県 観光交流局 観光交流課 直接雇用 臨時職員 観光統計整理事務補助事業
観光入込客数調査及びその他各種統計調査のデータ収集・集計
（入力）・整理等の補助教務

3 H27.4.1 H28.3.31H28.3.31H28.3.31H28.3.31 024-521-7286

124 県 観光交流局 観光交流課 委託 観光 ふくしまふるさと暮らし復興推進事業
ふくしまファンクラブの会報作成、メールマガジンやＳＮＳ等
の作成

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7286

125 県 観光交流局 観光交流課 直接雇用 臨時職員
ふくしまファンクラブ会員管理等事務補
助事業

ふくしまファンクラブ会員データの管理、会員向け特典の発送
などの補助業務

1 H27.4.1 H27.9.30 024-521-7286

126 県 観光交流局 観光交流課 委託 観光 福島県観光・教育旅行復興総合事業
ふくしまＤＣ及び教育旅行推進に向けた取組として、
パンフレットやポスターを作成し県内外に掲出する等、
情報の発信と誘客を図る業務

10 H27.4.1 H28.3.31 024-521-8294



震災等対応雇用支援事業(旧震災等緊急雇用対応事業)計画書（平成２７年度）

整理
番号

実施
区分

実施部局
市町村名

事業
区分

分野
区分

事　　業　　内　　容
新規雇用の失業者

の計画人数
事業名担当課等

事業
開始計画
年月日

事業
終了計画
年月日

連絡先

127 県 観光交流局 空港交流課 委託 産業振興 「福島空港ファンクラブ」運営事業
福島空港を応援・PRするファンクラブを運営し利用促進につな
げる。

3 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7127

128 県 観光交流局 空港交流課 委託 産業振興 福島空港における情報発信強化業務委託
空港内での企業立地環境や県ブランド品PRとＨＰ・情報誌によ
る空港情報の発信

5 H27.4.1 H28.3.31 0247-57-1266

129 県 観光交流局 空港交流課 直接雇用 臨時職員 福島空港にぎわいづくり事務補助事業
福島空港のにぎわい創出を図り利用促進につなげる情報発信事
業等の補助。

1 H27.4.1 H27.12.31 024-521-7127

130 県 観光交流局
県産品

振興戦略課
委託 産業振興 県産品振興戦略強化事業

風評払拭を図るため、物産展等への出展支援、イベント等での
県産品の魅力及び安全安心の確保の取組等の一体的な情報発信
等を実施する。

5 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7296

131 県 観光交流局
県産品

振興戦略課
委託 産業振興 県産品海外販路展開強化事業

海外進出に向けた県内事業者のニーズ調査及び海外展開支援業
務等を実施することにより、震災の影響で激減した県産品輸出
量の回復を図る。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7326

132 県 農林水産部 農林総務課 直接雇用 臨時職員 復旧・復興に係る総務事務補助事業
職員の被爆線量管理、他県からの応援職員の管理事務や復旧・
復興補助事業等に係る事務補助。

1 H27.4.1 H28.1.31 024-521-7391

133 県 農林水産部 農林総務課 直接雇用 臨時職員
福島県農林水産業振興計画に係る進行管
理事務補助事業

福島県営農再開支援事業や福島復興再生加速化交付金に関する
業務、イノベーション・コスト構想の具体化に向けた業務等に
係る事務補助。

2 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7391

134 県 農林水産部 農林総務課 直接雇用 臨時職員
復旧・復興に係る工事関係システムの管
理事務補助事業

復旧・復興に係る工事関連システムのデータ作成・入力・管理
や復旧・復興事業に対応した各種積算基準類の管理・運用業務
等に係る事務補助。

1 H27.9.1 H28.3.31 024-521-7391

135 県 農林水産部 農林企画課 委託 農林漁業 原発事故農畜産物損害賠償支援事業
原子力発電所事故に起因する農畜産物に係る損害賠償に関する
品目毎の作付面積や収量、単価のデータの入力や計算等の業務

2 H27.4.1 H28.3.31 024-521-8027

136 県 農林水産部 農業振興課 直接雇用 臨時職員 生産工程管理等導入推進業務補助事業
本県農産物の安全を確保する新たな仕組みづくりの一つである
「農業生産工程管理（GAP）」を導入するため、その基盤である
土壌分析診断を実施する。

3 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7339

137 県 農林水産部 農業担い手課 委託 農林漁業 農業経営体活性化支援事業
震災による失業者を雇用した経営活性化のための取組を農業経
営体に委託し、経営基盤の強化、経営発展を支援する。

40 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7340

138 県 農林水産部 環境保全農業課 直接雇用 臨時職員
農林水産物の安全・安心推進業務補助事
業

ふくしまの恵み安全・安心推進事業に係る補助金交付等に係る
事務等

1 H27.4.1 H28.2.29 024-521-7342

139 県 農林水産部
農業総合センター
環境･作物栄養科 直接雇用 臨時職員 農用地等土壌調査業務補助事業

農地土壌および農作物中に含まれる肥料成分および放射性物質
を分析し、結果をコンピュータに入力しデータベース化する。

1 H27.4.1 H28.2.29 024-958-1718

140 県 農林水産部
農業総合センター

稲作科 直接雇用 臨時職員
避難指示解除準備区域における営農再開
支援業務補助事業

新たに営農を再開する地域において、放射性セシウムが基準値
を超過させないよう調査分析・対策技術の指導などを実施する
事業。

1 H27.4.1 H28.2.29 024-958-1722
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141 県 農林水産部
農業総合センター
畜産研究所沼尻分

場
直接雇用 臨時職員

放牧地における放射性物質の除去低減技
術の開発及び実証研究業務補助事業

放射性物質の除去低減技術の開発、実証に伴う各種業務の補助 1 H27.5.1 H28.3.31 0242-64-3321

142 県 農林水産部 農産物流通課 委託 農林漁業 有名シェフと連携した県産食材応援事業
本県復興計画に基づく地域産業６次化を推進するため、観光客
に「新会津伝統美食」をＰＲし県産農林水産物等の活用を図
る。

4 H27.4.1 H28.3.31 024-521-8041

143 県 農林水産部 農産物流通課 委託 農林漁業 ６次化開発商品マーケティング事業
本県復興計画に基づく地域産業６次化を推進するため、消費者
ニーズを捉えた売れる６次化商品づくりを図る。

9 H27.4.1 H28.3.31 024-521-8041

144 県 農林水産部 農産物流通課 委託 農林漁業 ６次化事業体サポート事業
本県復興計画に基づく地域産業６次化を推進するため、商品開
発等の専門家と連携し事業者を育成する。

7 H27.4.1 H28.3.31 024-521-8041

145 県 農林水産部 農産物流通課 委託 農林漁業 閉鎖型植物工場の生産物販路開拓事業
本県復興計画に基づく地域産業６次化を推進するため、被災地
域の植物工場の商品販路を開拓する。

5 H27.4.1 H28.3.31 024-521-8041

146 県 農林水産部 農産物流通課 直接雇用 臨時職員 ６次化新商品開発支援事業
本県復興計画に基づく地域産業６次化を推進するため、地方
ネットワーク会員の情報を相互に活用し、新商品開発等を図
る。

3 H27.4.1 H28.3.31 024-521-8041

147 県 農林水産部 農産物流通課 委託 農林漁業
ラジオ番組を活用した地域産業６次化推
進事業

本県復興計画に基づく地域産業６次化を推進するため、事業者
の取組内容等をラジオ放送やWEBで広く発信する。

5 H27.4.1 H28.3.31 024-521-8041

148 県 農林水産部 水田畑作課 直接雇用 臨時職員 米の全量全袋検査推進事業事務補助
県産米の信頼回復・信頼確保を目指し、検査体制やシステム等
の管理により、県産米の放射性物質全量全袋検査を推進する。

1 H27.10.1 H28.3.31 024-521-7369

149 県 農林水産部 園芸課 直接雇用 臨時職員 園芸産地復興に関する業務補助
モニタリング調査等に係るデータの入力・集計作業業務等の事
務補助。

1 H27.4.1 H28.2.29 024-521-7355

150 県 農林水産部 水産課 直接雇用 臨時職員
水産種苗研究・生産施設復旧に関する
事務補助

津波により全壊した水産種苗研究・生産施設の復旧に関する事
務補助

1 H27.4.1 H28.2.29 024-521-7376

151 県 農林水産部
水産課

（水産事務所）
直接雇用 臨時職員 漁業復興事務補助事業

漁業復興支援に係る各種補助金交付に係る事務の補助、試験操
業の取組支援に係る事務の補助

1 H27.6.1 H28.3.31 0246-24-6174

152 県 農林水産部
水産課

（内水面水産
試験場）

直接雇用 臨時職員
緊急モニタリング調査補助事業（内水
面）

緊急時環境モニタリング調査結果、漁場環境調査結果データの
集約及び入力等の事務の補助業務に従事させる。

2 H27.6.1 H28.3.31 0242-65-2011

153 県 農林水産部 農村計画課 直接雇用 臨時職員
小水力等発電の導入推進に係る
事務補助事業

農業水利施設を利用した小水力発電の導入を推進するため、
農業水利施設の基礎情報の点検照査や更新作業及び国との
協議調整に係る資料作成。

1 H27.10.1 H28.3.31 024-521-7406

154 県 農林水産部 農村基盤整備課 直接雇用 臨時職員
農地・農業用施設災害復旧事業の
事務補助事業

農地・農業用施設災害復旧事業について、補助金交付申請のた
めの補助計画書等の作成・チェック等にかかる業務。

2 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7412
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155 県 農林水産部 農地管理課 直接雇用 臨時職員
ため池等放射性物質対策推進に係る
事務補助事業

ため池等の放射性物質モニタリングのデータ整理、市町村等に
向けた福島再生加速化交付金による対策PR資料・国との協議調
整に係る資料作成。

1 H27.6.1 H28.3.31 024-521-7419

156 県 農林水産部 森林計画課 直接雇用 臨時職員
森林施業履歴等情報更新業務

復興等の業務を円滑に行うため、各事業の森林施業履歴や森林
所有者変更等の情報を収集・整理し、森林簿等のデータ入力を
行う。

1 H27.7.1 H27.12.31 024-521-7423

157 県 農林水産部 森林整備課 直接雇用 臨時職員 森林再生事務補助業務
震災により新たに発生した森林再生に関する業務を円滑に行う
ために、業務の補助を行う。

1 H27.4.1 H27.9.30 024-521-7429

158 県 農林水産部 森林整備課 直接雇用 臨時職員 林道施設災害復旧事務補助業務
震災によって被災した林道施設の災害復旧に関する業務を円滑
に行うために、業務の補助を行う。

1 H27.4.1 H27.9.30 024-521-7430

159 県 農林水産部 林業振興課 直接雇用 臨時職員 放射性物質濃度データ整理事務補助業務
特用林産関係の再生産に係る事務や緊急時モニタリング検査で
得られるデータ入力を円滑に行うため、業務の補助を行う。

1 H27.4.1 H27.12.31 024-521-7432

160 県 農林水産部 林業振興課 委託 農林漁業
きのこ栽培方式の転換にかかる
モデル生産支援事業

震災による放射線物質の影響により原木によるきのこ栽培が困
難なため、原木から菌床栽培への転換に向けたモデル栽培等を
行う。

4 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7432

161 県 農林水産部 林業振興課 委託 農林漁業
放射線測定器を活用したきのこ等
安全対策事業

きのこやきのこ生産資材の放射性物質濃度の測定及びデータ取
りまとめ等を行う。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7432

162 県 農林水産部 森林保全課 直接雇用 臨時職員
山地災害危険地区データ整備業務

震災により山地災害危険地区の指定地区以外で災害が多発した
ため、新たに調査した同危険地区の結果を森林GISに登録を行
う。

1 H27.4.1 H27.9.30 024-521-7442

163 県 農林水産部 林業研究センター 直接雇用 臨時職員
県産きのこ資材、木材等の放射性物質汚
染の実態把握業務補助

ガンマ線スペクトロメータによる放射能濃度測定業務補助とし
て、試料調整、データの入力・分析

2 H27.4.1 H27.12.31 024-945-2231

164 県 農林水産部
県北農林事務所

企画部
直接雇用 臨時職員 風評被害対策支援事業の事務補助事業

震災並びに原発事故を起因とする農産物等への風評被害対策の
ため、情報発信、書類整理、データ入力等の補助業務に従事さ
せる。

1 H27.10.1 H28.3.31 024-535-0382

165 県 農林水産部
県北農林事務所
安達農業普及所

直接雇用 臨時職員
緊急モニタリング調査事業の事務補助事
業（安達）

原発事故を起因とする放射能汚染からの森林再生のための県営
林調査のため、書類整理、データ入力等の補助業務に従事させ
る。

1 H27.10.1 H28.3.31 0243-22-1127

166 県 農林水産部
県北農林事務所
森林林業部

直接雇用 臨時職員 ふくしま森林再生事業の事務補助事業
原発事故を起因とする農産物等への放射性物質調査のため、書
類整理、データ入力等の補助業務に従事させる。

1 H27.9.1 H28.3.31 024-535-0323

167 県 農林水産部
県中農林事務所

企画部
直接雇用 臨時職員

モニタリング等風評払拭関連情報に関す
る管理事務補助事業

県産農林水産物のモニタリング関連情報及び風評払拭の取組に
関する情報の収集、データ整理・入力、加工、発信に係る業
務。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-935-1510

168 県 農林水産部
県中農林事務所
農村整備部

直接雇用 臨時職員
ため池等汚染防止対策に関する事務補助
事業

農産物の安全・安心等への影響を低減する「ため池等汚染防止
対策」の事務増大に対応するための書類整理、データ入力等の
事務補助。

2 H27.8.1 H28.3.31 024-935-1331
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169 県 農林水産部
県南農林事務所

企画部
委託 農林漁業

「ふくしまから はじめよう！」地域資
源活用・ＰＲ事業

風評被害を受けている農林業の復興を加速させるため、県内外
向けて情報発信や都市農村交流拡大に向けた相談及びＰＲ活動
等を実施する。

2 H27.5.1 H28.3.31 0248-23-1576

170 県 農林水産部
県南農林事務所

企画部
直接雇用 臨時職員

県南地方地域産業６次化・連携確立マッ
チングデータ作成支援事務補助事業

震災により停滞した６次化の取組を促進するため、農林漁業者
等のニーズ・シーズに関するデータベースの整理などを行う。

1 H27.5.1 H27.10.31 0248-23-1576

171 県 農林水産部
県南農林事務所
農業振興普及部

直接雇用 臨時職員
農産物の安全・安心を確保する緊急モニ
タリング業務補助事業

震災により新たに生じている農産物の緊急モニタリング業務の
試料調整やデータ整理に係る事務補助等を行う。

2 H27.5.1 H27.11.30 0248-23-1561

172 県 農林水産部
県南農林事務所
森林林業部

直接雇用 臨時職員
東日本大震災関連災害対策治山事務補助
事業

震災により発生した山地崩壊箇所の復旧を推進するため用地･測
量等書類整理のための事務補助等を行う。

2 H27.4.1 H27.9.30 0247-33-2121

173 県 農林水産部
県南農林事務所
森林林業部

直接雇用 臨時職員
東日本大震災関連災害対策路網整備事務
補助事業

震災により新たに生じている森林除染等を推進するための路網
整備情報の収集・整理。

1 H27.4.1 H27.9.30 0247-33-2121

174 県 農林水産部
会津農林事務所

企画部
直接雇用 臨時職員 モニタリング総合管理事務補助事業

風評の払拭及び農産物の安全・安心を確保するため、会津管内
の農林水産物のモニタリングの情報収集・管理・発信をする

1 H27.4.1 H28.2.29 0242-29-5369

175 県 農林水産部
会津農林事務所
農業振興普及部

直接雇用 臨時職員
放射性物質調査結果等のデータベース化
による営農支援事務補助事業

農産物の安全・安心を確保するため、緊急時モニタリング調
査、土壌調査等の詳細データの整理、関連性等の取りまとめを
行う事業

1 H27.4.1 H28.2.29 0242-29-5300

176 県 農林水産部
会津農林事務所
農村整備部

直接雇用 臨時職員
農業用ダム・ため池の耐震性点検及び浸
水想定区域図策定事務補助事業

震災に起因する住民の不安の声に応え、ため池等の耐震性点検
や浸水被害想定図のデータをとりまとめ、災害防止や被害軽減
を図る

1 H27.4.1 H28.2.29 0242-29-5331

177 県 農林水産部
会津農林事務所
森林林業部

直接雇用 臨時職員
林産物環境放射線モニタリング調査事務
補助事業

農産物の安全・安心を確保するため、緊急時環境放射線モニタ
リング用検体の受付・調製及び調査結果通知等の事務補助

1 H27.4.1 H28.2.29 0241-24-5731

178 県 農林水産部
会津農林事務所
喜多方農業普及

所
直接雇用 臨時職員

ふくしま農業復興緊急対策事務補助事業
(喜多方地域)

風評の払拭及び農産物の安全・安心を確保するため、農畜産物
モニタリング検査データ等の入力・整理等

1 H27.4.1 H28.2.29 0241-24-5741

179 県 農林水産部
会津農林事務所
会津坂下農業

普及所
直接雇用 臨時職員

ふくしま農業復興緊急対策事務補助事業
（会津坂下地域）

農産物の安全・安心を確保するため、適切な農産物モニタリン
グ等のデータ入力及び整理業務

1 H27.4.1 H28.2.29 0242-83-2116

180 県 農林水産部
南会津農林
事務所

委託 農林漁業 きのこ生産資材環境放射線分析補助業務
原子力事故に伴う福島県産農産物への風評被害を払拭するため
に、管内の直売所等に販売員を雇用し、安全が確認された県産
農産物等をPRする。

1 H27.4.1 H27.11.30 0241-62-5375

181 県 農林水産部
南会津農林
事務所

直接雇用 臨時職員
南会津産農産物等のモニタリング情報発
信事業

県産農林水産物等の放射能モニタリング情報等の整理を行い、
直売所等に対して提供する情報の整理等を行う。

1 H27.4.1 H27.9.30 0241-62-5252

182 県 農林水産部
南会津農林
事務所

委託 農林漁業 福島県産農産物等の安全発信事業
安全なきのこを消費者に提供するために、きのこ生産資材の環
境放射線分析補助業務として、ほだ木を調整し検体を作成す
る。

1 H27.5.1 H27.12.31 0241-62-5252



震災等対応雇用支援事業(旧震災等緊急雇用対応事業)計画書（平成２７年度）

整理
番号

実施
区分

実施部局
市町村名

事業
区分

分野
区分

事　　業　　内　　容
新規雇用の失業者

の計画人数
事業名担当課等

事業
開始計画
年月日

事業
終了計画
年月日

連絡先

183 県 農林水産部
相双農林事務所

企画部
直接雇用 臨時職員

６次化事業者支援体制強化に係る事務補
助

被災した６次化ネットワーク会員の現況調査及びデータベース
化。情報の随時提供やマッチングによる６次化新商品開発等の
推進を図る。

1 H27.4.1 H27.11.30 0244-26-1153

184 県 農林水産部
相双農林事務所

企画部
直接雇用 臨時職員

復興整備計画書等データ整理・情報発信
事業事務補助

復興整備計画書等の書類やデータの分類、整理、復旧・復興に
関する情報発信業務の補助

1 H27.8.1 H28.3.31 0244-26-1154

185 県 農林水産部
相双農林事務所
農業振興普及部

直接雇用 臨時職員
相双地方安全・安心な農林業生産体制整
備事業

風評払拭のための環境放射線測定、サンプリング及びこれらに
関する業務の補助。ＨＰ掲載とデータ整理。

1 H27.5.1 H28.3.31 0244-26-1151

186 県 農林水産部
相双農林事務所
農業振興普及部

委託 農林漁業 相馬地方農林水産物風評被害対策事業
生産基材と農林産物のスクリーニング調査による安全性の確
認、出荷・流通時の公表。

26 H27.4.1 H28.3.31 0244-26-1146

187 県 農林水産部
相双農林事務所
農村整備部

直接雇用 臨時職員
相双管内農地農業用施設等災害復旧事業
の資料整理補助事業

東日本大震災における農地農業用施設被災調査、復旧計画、事
業審査に関する業務補助及び資料の整理

1 H27.5.1 H28.3.31 0244-26-1157

188 県 農林水産部
相双農林事務所
森林林業部

直接雇用 臨時職員
相双管内林地災害復旧等資料整理補助事
業

相双管内における林地災害地区、海岸防災林造成計画地、モニ
タリング調査や生産等に関する情報整理、資料作成業務等の補
助

1 H27.10.1 H28.3.31 0244-26-1171

189 県 農林水産部
いわき農林事務

所企画部
直接雇用 臨時職員 風評被害対策業務補助事業

いわき地域の農林産物のモニタリング結果に関するデータの入
力等の業務を補助するとともに消費者等に対し結果を情報発信
する。

1 H27.4.1 H28.1.31 0246-24-6152

190 県 農林水産部
いわき農林事務
所農村整備部

直接雇用 臨時職員 震災復旧・復興推進業務補助事業
農地及び農業用施設災害復旧、復興交付金事業によるほ場の大
区画化・担い手への農地集積等の推進に必要な関連事務の補助

2 H27.4.1 H28.3.31 0246-24-6181

191 県 土木部 土木企画課 直接雇用 臨時職員 東日本大震災記録編纂補助業務
２３年度災（東日本大震災、新潟・福島豪雨、台風１５号）時
の対応や経験を記録、継承することで防災体制の強化を図るこ
となど目的に記録誌を作成補助

1 H27.10.1 H28.3.31 024-521-7457

192 県 土木部 道路管理課 直接雇用 臨時職員
県管理道路における災害対策事務補助業
務

東日本大震災により被災した道路の災害復旧業務の本格化に伴
う災害関連業務補助（各種データ入力及び資料作成）

1 H27.4.1 H28.2.29 024-521-7473

193 県 土木部 道路計画課 直接雇用 臨時職員
福島県復興に向けた道路ネットワーク整
備補助事業

震災により発生した復興工事に伴う道路網整備計画の見直し修
正に係るデータ集計業務補助

1 H27.4.1 H28.2.29 024-521-7469

194 県 土木部 道路計画課 直接雇用 臨時職員 道路台帳整備サポート事業
復興道路の整備及び帰還に向けた震災復旧工事の本格化に伴い
発生する道路台帳整備業務の補助

1 H27.4.1 H27.12.31 024-521-7472

195 県 土木部 河川計画課 直接雇用 臨時職員 流量観測資料の整理・データ化事業
被災地復興のための河川工事計画策定に係る流量観測資料の整
理及びデータ化事務の事務補助

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7482

196 県 土木部 河川整備課 直接雇用 臨時職員 災害復旧事業等の補助業務
①工事発注に必要な予算箇所付け業務の補助
②設計変更等に伴う資料作成等業務の補助
③災害に関する各種統計資料のデータ整理補助　等

1 H27.4.1 H27.12.31 024-521-7483
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197 県 土木部 砂防課 直接雇用 臨時職員 土砂災害警戒区域等指定事務補助事業
土砂災害警戒区域等指定事務の補助業務実施のため、東日本大
震災による避難者などを募集し、一時的な雇用創出を図るもの

1 H27.4.1 H28.1.31 024-521-7493

198 県 土木部
まちづくり
推進課

直接雇用 臨時職員 復興まちづくり補助事務事業
平成２５年度以降の復興交付金事業執行の増大に伴い事務量が
膨大となるため職員の事務軽減を図る。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7510

199 県 土木部 建築指導課 委託 その他
応急仮設住宅、借上げ住宅等に関する電
話相談

仮設・借上げ住宅の入居・住み替えや県外からの帰還、被災者
の住宅再建、借上げ住宅の再契約に関する相談等に関する電話
オペレータ業務を行う。

2 H27.4.1 H28.3.31 024-521-5764

200 県 土木部 建築住宅課 直接雇用 臨時職員 応急仮設住宅管理事業補助業務
応急仮設住宅の入居者データの取りまとめと応急仮設住宅の追
加工事に係る支払関係の書類のチェックなどを行う。

1 H27.4.1 H28.2.29 024-521-8187

201 県 土木部 県北建設事務所 直接雇用 臨時職員 震災等復旧箇所整理業務補助
土木施設における復旧・復興事業の発注に係る対象数量の算
出、図面整理業務等の補助

3 H27.9.1 H28.3.31 024-522-2144

202 県 土木部 県北建設事務所 直接雇用 臨時職員
震災復興に対応した道路情報提供業務補
助

道路情報登録閲覧システムに必要な県北建設事務所管内のデー
タ入力、情報収集業務の補助

1 H27.10.1 H28.3.31 024-521-9359

203 県 土木部 保原土木事務所 直接雇用 臨時職員 震災対応事務補助事業
土木施設における復旧工事の発注に係る対象数量の確認、図面
整理業務等の補助

1 H27.7.1 H27.12.31 024-575-2151

204 県 土木部
二本松土木
事務所

直接雇用 臨時職員 震災対応事務補助事業
土木施設における復旧工事等の発注に係る対象数量の算出、図
面作成、実績データ入力等の補助業務

1 H27.10.1 H28.3.31 0243-22-1151

205 県 土木部 県中建設事務所 直接雇用 臨時職員 復旧・復興工事経理関係事務補助 復旧・復興工事等の入札、契約関係事務補助 1 H27.4.1 H28.2.29 024-935-1408

206 県 土木部 県中建設事務所 直接雇用 臨時職員 復旧・復興に係る各種許認可等事務補助
復旧・復興に係る各種許認可関係や復興公営住宅関係における
書類の点検、データ等の整理及び管理

1 H27.4.1 H28.3.31 024-935-1413

207 県 土木部 県中建設事務所 直接雇用 臨時職員 震災対応事業補助業務
復旧復興のための用地買収や各種物件調査に係るデータ整理及
び図面整備

1 H27.4.1 H28.3.31 024-935-1420

208 県 土木部 県中建設事務所 直接雇用 臨時職員 復旧・復興関連情報整理補助業務
震災からの復旧・復興に関する取り組み内容等の広報作業に係
る補助業務

1 H27.4.1 H28.3.31 024-935-1341

209 県 土木部 県中建設事務所 直接雇用 臨時職員
県管理道路・河川の危険箇所データベー
ス整備業務

道路及び河川パトロールの結果及び地域住民からの通報記録の
データベース化

1 H27.4.1 H28.3.31 024-935-1455

210 県 土木部 県中建設事務所 直接雇用 臨時職員 道路ネットワーク策定事業補助
震災復興のための道路整備計画立案のため、交通量等の基礎
データ集計整理業務補助

2 H27.4.1 H28.2.29 024-935-1430
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211 県 土木部 県中建設事務所 直接雇用 臨時職員 復興公営住宅建設工事監理用務補助
復興公営住宅計５２０戸の建設工事監理における、各種書類の
整理、印刷、取りまとめ業務補助

1 H27.4.1 H28.3.31 024-935-1415

212 県 土木部 三春土木事務所 直接雇用 臨時職員 震災対応箇所整理業務等補助 震災対応箇所整理業務等の補助 1 H27.4.1 H28.1.31 0247-62-3151

213 県 土木部
須賀川土木
事務所

直接雇用 臨時職員 震災対応箇所整理業務等補助
道路及び河川パトロールの結果及び地域住民からの通報記録の
データベース化

1 H27.4.1 H28.3.31 0248-75-3196

214 県 土木部 石川土木事務所 直接雇用 臨時職員
県管理道路の歩道危険箇所データベース
整理事業

県管理道路の歩道危険箇所、地域住民からの苦情要望等のデー
タベース化補助業務等

1 H27.4.1 H28.1.31 0247-26-2138

215 県 土木部 県南建設事務所 直接雇用 臨時職員 復旧復興事業事務補助業務
データ整理、図面作成、ワープロ、表計算等による各種資料作
成等の補助業務

1 H27.4.1 H28.3.31 0248-23-1537

216 県 土木部 県南建設事務所 直接雇用 臨時職員 災害復旧事業等のデータ保管業務補助
道路及び河川の被害、修繕箇所状況等のデータベース化業務
他

1 H27.4.1 H28.3.31 0248-23-1630

217 県 土木部 県南建設事務所 直接雇用 臨時職員
住まいの復興等を支援する道路情報提供
業務補助

道路情報登録閲覧システム（ＧＩＳシステム）を用いた指定道
路の調製　他

1 H27.4.1 H27.11.30 0248-23-1636

218 県 土木部 棚倉土木事務所 直接雇用 臨時職員
県管理施設に係る防災及び維持補修実施
の事務補助業務

危険箇所及び維持補修施工箇所等のデータベース化業務 他 1 H27.4.1 H28.3.31 0247-33-3131

219 県 土木部 県南建設事務所 直接雇用 臨時職員 震災後の地域復興に係る情報発信業務
当管内の復興地域づくりに係る情報収集業務
上記情報発信のためのＨＰ作成業務　他

1 H27.4.1 H27.10.31 0248-23-1615

220 県 土木部
会津若松建設

事務所
直接雇用 臨時職員

復興・防災対策等の契約事務補助業務事
業

復旧・防災対策等の契約事務及び経理事務（入札・契約事務の
通知書送付、閲覧者対応、契約書の受発送等）の補助

1 H27.8.1 H28.3.31 0242-29-5410

221 県 土木部
会津若松建設

事務所
直接雇用 臨時職員

復旧・復興事業に係る用地取得事務補助
業務事業

復旧・復興事業等の用地買収・補償台帳の整備に係る事務の補
助及びデータベース化に向けたデータ入力業務

1 H27.8.1 H28.3.31 0242-29-5420

222 県 土木部
会津若松建設

事務所
直接雇用 臨時職員 各種許認可等事務補助業務事業

復旧・復興の進展に伴い増加している各種許認可事項のデータ
ベース化及び復興公営住宅入居事務補助

1 H27.5.1 H27.12.30 0242-29-5427

223 県 土木部
会津若松建設

事務所
直接雇用 臨時職員 復旧・復興情報発信事務補助業務事業

復旧・復興に関する各種取組みの情報発信に係る資料作成
（ホームページやFacebook等）業務補助

1 H27.4.1 H28.3.31 0242-29-5438

224 県 土木部
会津若松建設

事務所
直接雇用 臨時職員 復興予算執行における事務補助業務事業

復興・防災対策事業の実施に係る事務補助（実施設計図面及び
実施設計図書の作成補助、発注設計図書の取りまとめ補助）

1 H27.4.1 H28.3.31 0242-29-5444
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225 県 土木部
会津若松建設

事務所
直接雇用 臨時職員

震災復興事業に係る建築行政・営繕業務
事務補助

被災住宅等の解体や改修に伴う建築行為に係る相談及び復興公
営住宅・耐震改修の発注等、震災関連業務の事務補助

1 H27.9.1 H28.3.31 0242-29-5461

226 県 土木部 宮下土木事務所 直接雇用 臨時職員
災害復旧・復興・防災対策事業の補助業
務事業

復興・防災対策事業の実施に係る事務補助（実施設計図面及び
実施設計図書の作成補助、発注設計図書の取りまとめ補助）

2 H27.4.1 H28.3.31 0241-52-2311

227 県 土木部
喜多方建設
事務所

直接雇用 臨時職員 自然災害時の検討業務補助
自然災害時における交通ネットワークの検討、リダンダンシー
の確保のための基礎データ収集、整理

2 H27.4.1 H28.1.31 0241-24-5707

228 県 土木部
喜多方建設
事務所

直接雇用 臨時職員
県管理施設の維持管理に係るデータ整理
業務補助

県管理施設における災害に強い維持管理に係る点検・補修履
歴、構造、築年数などのデータ収集・整理

1 H27.4.1 H27.12.31 0241-24-5707

229 県 土木部
喜多方建設
事務所

直接雇用 臨時職員
河川砂防事業の災害防止対策に係る検討
業務補助

土砂災害危険箇所における基礎データ収集、整理及び土砂災害
防止法に基づく基礎調査作業補助

1 H27.4.1 H28.1.31 0241-24-5707

230 県 土木部
喜多方建設
事務所

直接雇用 臨時職員 建築行政事務補助
震災により増大した管内の新築・改築・解体工事に係る建築行
政事務補助

1 H27.5.1 H27.10.31 0241-24-5707

231 県 土木部
猪苗代土木
事務所

直接雇用 臨時職員
県管理施設の維持管理に係るデータ整理
業務補助（猪苗代土木）

県管理施設における災害に強い維持管理に係る点検・補修履
歴、構造、築年数などのデータ収集・整理

1 H27.4.1 H28.1.31 0241-24-5707

232 県 土木部
大峠・日中総合
管理事務所

直接雇用 臨時職員
県管理施設の維持管理に係るデータ整理
業務補助(大峠・日中管理)

県管理施設における災害に強い維持管理に係る点検・補修履
歴、構造、築年数などのデータ収集・整理

1 H27.4.1 H28.1.31 0241-24-5707

233 県 土木部 相双建設事務所 直接雇用 臨時職員
災害復旧・復興業務における資料の整理
及び補助

復興計画関係会議資料作成、災害査定や復興事業の資料作成、
工事実施に係る設計図書作成の補助業務

2 H27.4.1 H28.3.31 0244-26-1228

234 県 土木部 相双建設事務所 直接雇用 臨時職員 建築確認台帳入力補助 建築確認台帳のデータベース化のためのシステム入力補助業務 1 H27.4.1 H28.3.31 0244-26-1228

235 県 土木部 相双建設事務所 直接雇用 臨時職員
道路情報登録閲覧システムデータベース
整理事業

道路情報を電子データ化,インターネット公開の補助業務 1 H27.4.1 H28.3.31 0244-26-1228

236 県 土木部
いわき建設
事務所

直接雇用 臨時職員
震災後の地域復興活動に関する情報発信
業務補助

地域の復興活動や地域づくりの様子等の情報収集、HP等による
情報提供、各種データのとりまとめ業務補助

1 H27.4.1 H28.3.31 0246-24-6143

237 県 土木部
いわき建設
事務所

直接雇用 臨時職員
苦情処理システム管理補助等及び県管理
施設除染業務補助

窓口情報管理システムの入力・集計補助や除染関係発注業務の
数量算出、除染前後のモニタリング結果のデータ整理に係る業
務等補助

1 H27.4.1 H28.3.31 0246-24-6122

238 県 土木部
いわき建設
事務所

直接雇用 臨時職員 震災復興事業業務補助
復興道路として整備する道路の計画策定、工事実施業務に係
る、設計図書作成や協議資料作成等の業務補助

1 H27.4.1 H28.3.31 0246-24-6125
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239 県 土木部
いわき建設
事務所

直接雇用 臨時職員
震災による斜面災害の復旧に係る業務補
助

事業認可図面整備補助、工事実施に係る数量算出、図面整備業
務補助、箇所毎管理カード（データ）作成の業務補助

1 H27.4.1 H28.3.31 0246-24-6126

240 県 土木部
いわき建設
事務所

直接雇用 臨時職員 災害復旧事業の業務補助（道路・橋梁）
工事発注に必要な設計図書作成、変更設計図書作成、関係機関
への申請書等の作成の業務補助

1 H27.4.1 H28.3.31 0246-35-6045

241 県 土木部
いわき建設
事務所

直接雇用 臨時職員 震災復興事業の業務補助（建築） 工事監理等に関する資料作成等の業務補助 1 H27.4.1 H28.3.31 0246-24-6110

242 県 土木部
いわき建設
事務所

直接雇用 臨時職員 震災関連事務補助業務（総務）
災害関係入札事務の書類作成・発送、設計書閲覧対応、入札執
行補助、書類整理、契約等事務の来客応対及び電話対応等の業
務補助

1 H27.4.1 H28.3.31 0246-24-6105

243 県 土木部
いわき建設
事務所

直接雇用 臨時職員
各種許可等に係るデータ整理・管理及び
土地調査事業業務補助

県営住宅（復興住宅含む）に係る使用許可手続き、占用許可台
帳の整理、土地調査等の業務補助

1 H27.4.1 H28.3.31 0246-24-6108

244 県 土木部 勿来土木事務所 直接雇用 臨時職員 震災関係要望等対応業務補助
震災関係要望等の受付に伴う「対応経過の整理」や「データ
ベース化作業」などの業務補助

1 H27.4.1 H28.3.31 0246-63-2131

245 県 土木部
相馬港湾建設

事務所
直接雇用 臨時職員 相馬港等港湾・漁港災害復旧補助事業

相馬港等港湾・漁港施設の東日本大震災からの災害復旧事業に
係る資料作成補助等

2 H27.4.1 H28.3.31 0244-36-5029

246 県 土木部
小名浜港湾建設

事務所
直接雇用 臨時職員 港湾・漁港災害復旧事業事務補助事業

港湾・漁港施設の災害復旧工事発注、竣工、精算等に係る資料
作成業務補助及び資料整理業務補助

2 H27.4.1 H28.3.31 0246-53-7119

247 県 土木部
小名浜港湾建設

事務所
直接雇用 臨時職員

港湾維持管理計画資料策定業務事務補助
事業

災害復旧工事との整合を図った維持管理計画策定のための業務
補助

1 H27.4.1 H28.3.31 0246-53-7119

248 県 土木部
小名浜港湾建設

事務所
直接雇用 臨時職員 効率的な港湾運営検討業務事務補助事業 災害復旧に伴う効率的な港湾運営検討に関する業務補助 1 H27.4.1 H27.10.31 0246-53-7119

249 県 出納局 審査課 直接雇用 臨時職員 震災対応経費支出業務 市町村除染事業経費等県費支出に関する審査事務補助 2 H27.4.1 H27.12.31 024-521-7556

250 県 出納局 入札用度課 直接雇用 臨時職員 震災対応入札執行業務 入札関係事務補助 1 H27.4.1 H28.2.3 024-521-7562

251 県 議会事務局 議事課 直接雇用 臨時職員 議会広報充実強化事業業務補助
県議会からの情報発信力強化のため実施する、議会ホームペー
ジの充実・更新管理及び議会情報のPDF化による情報管理業務の
補助を行う。

1 H27.4.1 H27.7.31 024-521-7608

252 県 教育庁 教育総務課 直接雇用 教育・文化 双葉地区教育構想緊急対応事業
緊急寮での寮生の生活指導等に従事するためのスタッフ２１名
を配置し、寮の運営管理を行う。

21 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7759
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253 県 教育庁 教育総務課 直接雇用 臨時職員
県立学校の事務支援、被災校舎復旧に伴
う関係事務支援業務

サテライト校及び大規模工事実施校での事務が円滑に進むよう
臨時職員を配置し、学校事務を補助する事業

13 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7755

254 県 教育庁 財務課 直接雇用 臨時職員
県有施設等災害復旧業務及びふくしまっ
子応援（事務補助）事業

被災した県有施設・学校等の復旧や耐震改修等により、
安全で安心な施設維持をはかる。また、被災した児童生徒の活
動を支援し健全な人材育成をはかる。

3 H27.5.1 H28.3.31 024-521-8613

255 県 教育庁 博物館 直接雇用 教育・文化
震災による被災文化財・自然資料救済事
業

被災した文化財・自然資料を確認保護した上で博物館に持ち込
み、学芸員の指導に基づき洗浄、クリーニング、接合、修復を
行う。

1 H27.4.1 H28.2.29 0242-28-6000

256 県 教育庁 社会教育課 直接雇用 臨時職員
社会教育施設災害復旧事業等事務補助事
業

公立社会教育施設の災害復旧事業にかかる補助申請業務等の補
助

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7788

257 県 教育庁 文化財課 直接雇用 臨時職員
埋蔵文化財包蔵地管理・周知事務補助事
業

浜通り地区を中心とした県内の埋蔵文化財について、包蔵地台
帳の内容確認と文化財保護法に関連する事務処理手続きを行
う。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7877

258 県 教育庁 義務教育課 直接雇用 臨時職員 被災児童生徒等就学支援事務補助事業
被災し、経済的理由によって就園・就学が困難となった幼児児
童生徒に対する援助を行う事業

2 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7796

259 県 教育庁 高校教育課 委託 教育・文化 県立高等学校就職促進支援員配置事業
就職促進支援員を県立高校に配置し、求人情報の提供や求人開
拓を行い、就職を希望する高校生の進路実現を積極的に推進す
る。

28 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7773

260 県 教育庁 高校教育課 直接雇用 教育・文化 サテライト校宿泊支援（舎監業務）事業
サテライト校の宿泊施設における生徒の身のまわりの世話をす
る監督者を雇用する。

19 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7771

261 県 教育庁 高校教育課 直接雇用 教育・文化 高校等奨学資金貸付金（震災特例採用）
東日本大震災で被災し修学困難となった高校生等を支援する奨
学資金貸与事業を実施するため嘱託員を雇用する。

3 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7775

262 県 教育庁 高校教育課 委託 教育・文化
復興の担い手を育む芸術文化活動支援業
務

本県の復興に向け、ふくしま総文の成果を継承し発展させなが
ら次世代の芸術文化活動を支援し、地域の活力を取り戻し高め
ていく。

1 H27.5.1 H28.3.31
【024-521-7773】

024-521-7772

263 県 教育庁 高校教育課 直接雇用 臨時職員 被災生徒等修学支援事務補助事業
被災生徒の修学支援事業及びサテライト校の運営管理事業、双
葉郡中高一貫校の整備・運営事業等の事務補助を行う臨時事務
補助員を雇用する。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7775

264 県 教育庁 特別支援教育課 直接雇用 臨時職員
特別支援教育震災関係調査集計業務補助
事業

幼児児童生徒の育成や学習支援、教員の指導力向上及び保護者
に対し経済的支援を行う各種支援事業に関する業務補助

1 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7765

265 県 教育庁 健康教育課 直接雇用 臨時職員 原発事故対応事業
東京電力福島第一原子力発電所事故に対応するため５事業及び
環境モニタリングの事務補助

9 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7762

266 県 教育庁 健康教育課 委託 教育・文化
安心･安全のための学校給食環境整備事
業

放射能測定器を委託先に貸与し、学校給食用食材の放射性物質
検査を効率的に実施する。

2 H27.4.1 H28.3.31 024-521-7762
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267 県 教育庁 教育センター 直接雇用 臨時職員 震災復旧等対応事務補助事業
耐震改修工事、機器整備・備品管理整理、除染設計・積算及び
本体事業委託事業の補助業務。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-553-3141

268 県 警察本部 警務課 直接雇用 臨時職員
各種警察事務補助事業

震災の影響によって増加した、行方不明者関係、各種許認可関
係、被ばく線量管理関係業務その他特別出向者対応業務等の各
種警察事務補助を行う。

107 H27.4.1 H28.1.31  024-522-2151（内2663）

269 県
県北地方
振興局

企画商工部 直接雇用 臨時職員 観光復興キャンペーン事業
震災復興を目的としたふくしまＤＣとアフターＤＣの開催に向
けた業務が増大しているため、観光情報の収集や発信のための
事務補助員を雇用する。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-52-2365

270 県
県北地方
振興局

県民生活課 直接雇用 臨時職員
地域防災計画等修正作業支援事務補助事
業

市町村の防災計画修正に必要となるデータを収集し、還元して
いくため事務補助員を雇用する。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-522-1677

271 県
県中地方
振興局

企画商工部 直接雇用 臨時職員 県中地方振興局情報発信等事務補助事業
震災を起因とする業務に対応するため、復旧・復興に関する取
組の情報収集及び情報発信事務補助業務に従事させる。

1 H27.4.1 H27.9.30 024-935-1218

272 県
県中地方
振興局

県民環境部 直接雇用 臨時職員 県民生活の安全安心対策に関する事業
災害対策地方本部の運営、イノシシ被害拡大の対策、避難自治
体を含む管内市町村の連絡調整に係る事務補助を行う。

1 H27.4.1 H28.3.31 024-935-1218

273 県
県中地方
振興局

出納室 直接雇用 臨時職員
震災関連支出等審査及び入札事務補助事
業

震災関連による支出事務や入札事務の増に円滑に対応するため
臨時職員を雇用する。

2 H27.4.1 H27.12.31 024-935-1471

274 県
県中地方
振興局

企画商工部 委託 その他 都路地区再生支援事業 田村市都路地区を対象に、地域再生に向けた支援を行う。 6 H27.4.1 H28.3.31 024-935-1323

275 県
県中地方
振興局

企画商工部 委託 その他 県中地域観光復興推進事業
復興に向けた取組や地域情報の効果的発信を行うとともに、観
光復興の地域格差を解消する。

3 H27.4.1 H28.3.31 024-935-1323

276 県
県中地方
振興局

企画商工部 委託 産業振興
首都圏商工団体とのネットワーク強化事
業

首都圏商工経済団体等との連携を強化しながら、魅力を発信す
るとともに、地元企業への事業化を支援し、地域産業の復興を
進める。

3 H27.4.1 H28.3.31 024-935-1292

277 県
県南地方
振興局

企画商工部 委託 その他 被災者等生活再建支援定住促進事業
生活・物件情報を掲載した情報誌の発行等により被災者支援を
行うとともに、定住・二地域居住の相談窓口設置等を行う。

5 H27.4.1 H28.3.31 0248-23-1546

278 県
県南地方
振興局

企画商工部 委託 観光
県南地方観光推進事業
「“桜プロジェクト”」

風評被害を払拭し、観光誘客及び観光振興を図るため、市町村
や観光関係事業者等と連携した観光ＰＲを実施する。

3 H27.4.1 H28.3.31 0248-23-1546

279 県
県南地方
振興局

出納室 直接雇用 臨時職員 震災からの復興関連支出等審査業務補助
復興事業に係る支出等審査件数の増加に伴い、書類の受付、形
式審査、システムへの確認入力作業等の補助業務に従事させ
る。

1 H27.4.1 H27.8.17 0248-23-1651

280 県
県南地方
振興局

県民環境部 直接雇用 臨時職員
東日本大震災発生に対応した地域の安
全・安心確保事業補助

避難者対策を総括する県南地方災害対策本部業務及び地域住民
の安全安心に関する業務を補助し、県南地方の復旧に資する。

2 H27.4.1 H28.3.31 0248-23-1518
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281 県
会津地方
振興局

地域づくり・商工労政課 委託 観光 会津観光再興キャンペーン
H27DC,H28アフターDCを見据えた会津地域の観光復興のための受
入体制強化及び情報発信業務

4 H27.4.1 H28.3.31 0242-29-5292

282 県
会津地方
振興局

地域づくり・商工労政課 委託 観光 磐梯山ジオパーク推進事業
風評被害払拭及び磐梯山周辺への観光誘客促進のため、磐梯山
ジオパークの普及啓発を推進する。

2 H27.4.1 H28.3.31 0242-29-5292

283 県
会津地方
振興局

地域づくり・商工労政課 委託 観光 奥会津誘客対策事業
奧会津アドベンチャーキャンペーンを中心とした観光復興キャ
ンペーンを実施する。

1 H27.4.1 H28.3.31 0242-29-5217

284 県
会津地方
振興局

県民生活課 委託 観光 会津線ふるさと復興促進事業
風評被害払拭のため、鉄道を利用した魅力ある旅行プランの開
発等を行い、会津の良さをＰＲする。

3 H27.4.1 H28.3.31 0242-29-5295

285 県
会津地方
振興局

市町村支援課 直接雇用 臨時職員 風評被害対策業務等事務補助事業 会津の観光及び物産に関する風評被害対策及びPR事務補助 1 H27.4.1 H28.1.31 0242-29-5213

286 県
会津地方
振興局

市町村支援課 直接雇用 臨時職員 復興支援業務等事務補助事業
復興支援関係業務に関するホームページ等を活用した広報等の
情報提供業務補助

1 H27.4.1 H28.1.31 0242-29-5213

287 県
会津地方
振興局

県民生活課 直接雇用 臨時職員 災害対策業務等事務補助事業
東日本大震災及び原子力発電所事故災害に関する災害対策業務
及び避難市町村、避難者の支援に関する業務の補助

1 H27.4.1 H27.9.30 0242-29-5291

288 県
会津地方
振興局

出納室 直接雇用 臨時職員 入札業務等補助作業事業 工事等入札に関するデータの入力、文書受付、書類の整理 1 H27.4.1 H27.9.30 0242-29-5471

289 県
南会津地方
振興局

企画商工部 委託 観光
「おいでよ！南会津。」都市・農村交流
拡大事業

ＳＮＳ・旅行雑誌等による地域情報の発信、観光物産及び定
住・二地域居住支援イベント等の実施、旅行商品造成に向けた
旅行ＡＧＴとの連携等

4 H27.4.1 H28.3.31 0241-62-5205

290 県
南会津地方
振興局

企画商工部 委託 産業振興 南会津ものづくり企業支援事業
郡内企業のニーズ把握、研修会等の開催を通じた技術力向上や
人材育成、各企業が有する技術等の発掘・ＨＰでの情報発信に
よる取引拡大支援等。

1 H27.4.1 H28.3.31 0241-62-5207

291 県
南会津地方
振興局

県民環境部 委託 観光
鉄道を利用した南会津地域の安全・安心
情報と魅力発信事業

南会津地域の観光資源を活かした鉄道でのツアープランの企画
と広報、SNS等を媒体とした観光情報の発信

1 H27.4.1 H28.3.31 0241-62-2061

292 県
南会津地方
振興局

出納室 直接雇用 臨時職員 支出事務等補助作業事業 支出事務の補助、文書受付、書類の確認・整理等 1 H27.4.1 H27.11.30 0241-62-5203

293 県
相双地方
振興局

企画商工部
地域づくり・
商工労政課

委託 その他 相双の観光交流・復旧復興情報発信事業
観光物産を主体とする総合的な地域情報を発信するため、ホー
ムページの作成・更新、地域情報の取材・収集を行う。

2 H27.4.1 H28.3.31 0244-26-1117

294 県
いわき地方
振興局

復興支援・
地域連携室

委託 その他 いわき地方定住二地域居住推進事業業務
定住二地域居住を促進し、人・モノの交流や定住人口の増加、
消費拡大、企業活動の活発化など地域の活性化等に結び付け
る。

1 H27.4.1 H28.3.31 0246-24-6253



震災等対応雇用支援事業(旧震災等緊急雇用対応事業)計画書（平成２７年度）

整理
番号

実施
区分
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295 県
いわき地方
振興局

企画商工部
地域づくり・
商工労政課

委託 観光
いわきの里川前ふるさと体験交流推進事
業

首都圏からの体験者を受け入れ、いわき全体の体験活動を実施
する。また、川前地区特産品のＰＲや販売等も実施する。

1 H27.4.1 H28.3.31 0246-24-6007

296 県
いわき地方
振興局

出納室 直接雇用 臨時職員 入札業務補助及び審査業務補助
入札閲覧業務や入札結果のデータ入力等の入札関連業務を補助
するとともに、それに伴う支出命令書等の審査業務の補助業務

2 H27.4.1 H27.11.30 0246-24-6041

297 県
いわき地方
振興局

企画商工部
市町村支援課

直接雇用 臨時職員
被災市町村支援及び情報開示請求事務補
助

震災対応により増加が見込まれる情報開示請求事務に対応する
ため、事務補助員を雇用する。

1 H27.4.1 H27.8.31 0246-24-6005

298 県
いわき地方
振興局

県民部
県民生活課

直接雇用 臨時職員 環境保全に係わる放射線関連業務補助
廃棄物、放射線、除染支援、狩猟関係事務、鳥獣保護のデータ
入力・整理等事務補助

1 H27.4.1 H28.3.31 0246-24-6203

1,676 合　　　　　計


