
073032
-1

市町村 国見町
まちづくり交

流課
情報通信

ＦＭラジオ放送を活用した国見町農林
業、商工業広報事業

国見町が実施するＦＭラジオ放送を活用した国見町農林業、商工業広報
事業のうち、ラジオ番組制作に関する業務に関して、被災求職者を雇用
し、番組の立案や取材等の業務を実施させるとともに、当該業務を通じ
て、再就職に資するラジオ番組制作のための構成、編集、取材等の技能
を身につける。

23,332 4 100 024-585-2132

073440
-1

市町村 天栄村 産業振興課 観光 地場産品安全・安心ＰＲ事業

天栄村が実施する地場産品の安全・安心PRを行う事業のうち、PR業務に
ついて、被災求職者を雇用し、接客や在庫管理の業務を実施させるとと
もに、当該業務を通じて、再就職に資するコミュニケーションスキルや
ノウハウの発掘等の技能を身につける。

5,421 2 100 0248-82-2117

073440
-2

市町村 天栄村 産業振興課 観光 観光産業振興促進事業

天栄村が実施する観光産業振興促進のうち、PR活動業務等について、被
災求職者を雇用し、海外からの青少年等の受入や各種交流ツアーの業務
を実施させるとともに、当該業務を通じて、再就職に資するコミュニ
ケーションスキルやノウハウの発掘等の技能を身につける。

3,400 1 100 0248-82-2117

073440
-3

市町村 天栄村 産業振興課 産業振興 中小企業復興事業

天栄村が実施する中小企業復興事業のうち、中小企業支援、補助金申請
書類作成等の業務について、被災求職者を雇用し、個別訪問やニーズ対
応等の業務を実施させるとともに、当該業務を通じて、再就職に資する
経営支援のノウハウ等の技能を身につける。

3,519 1 100 0248-82-2117

075027
-1

市町村 玉川村 産業振興課 産業振興 農産物及び特産品の風評被害払拭事業

玉川村が実施する風評被害払拭を行う本事業のうち、風評被害払拭を行
う本事業について、被災求職者を雇用し、放射性物質の簡易検査等の業
務を実施させるとともに、当該業務を通じて、再就職に資する放射性物
質簡易検査器の検査方法やメンテナンス等の技能を身につける。

7,801 2 100 0247-57-4629

072052
-1

市町村 白河市 観光課 観光 白河市の観光客受入態勢向上事業

白河市が実施する観光客受入態勢向上のための観光施設運営を行う本事
業のうち、観光施設での接客等の業務について、被災求職者を雇用し、
接客対応業務や観光情報の発信業務、白河市内の観光施設の放射線量の
公表等による安全性のＰＲ業務、施設の維持管理業務等を実施させると
ともに、当該業務を通じて、再就職に資する観光に関する知識や、接遇
の技能を身につける。

6,923 4 100 0248-22-1111

074811
-1

市町村 棚倉町 商工農林課 観光
棚倉町観光物産原子力災害復興対策事
業

棚倉町が実施する町の観光資源や特産品の安全性をＰＲする本事業のう
ち、首都圏のアンテナショップ等での観光・物産ＰＲ活動の業務につい
て、被災求職者を雇用し、空間線量の明示や検査済みであることの明示
をし安全を情報発信する業務や販売業務を実施させるとともに、当該業
務を通じて、再就職に資する接遇マナーや販売の知識や、原子力災害か
らの復興として新たな物産品の開発や販路拡大等の技能を身につける。

8,401 2 100 0247-33-2113

074829
-1

市町村 矢祭町 事業課 観光 矢祭町風評被害対策事業

矢祭町が実施する風評被害払拭のための対外的なＰＲや、定期的なイベ
ントの開催等を行う本事業のうち、町に対する観光客のイメージに関す
る情報収集や、対外的なＰＲ活動等の業務について、被災求職者を雇用
し、アンケート調査業務やチラシ配布・イベント告知等の対外的なＰＲ
業務を実施させるとともに、当該業務を通じて、再就職に資する首都圏
から人を呼び込むイベントの企画運営や、インターネットを活用した情
報発信の技能を身につける。

12,784 3 100 0247-46-4576
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074829
-2

市町村 矢祭町 事業課 観光 矢祭町の食の安全・安心情報発信事業

矢祭町が実施する首都圏での農産物の安全性をＰＲする本事業のうち、
販売イベントの企画運営の業務について、被災求職者を雇用し、出展調
整業務や販売業務を実施させるとともに、当該業務を通じて、再就職に
資する企画運営の知識や、チラシ配布やウェブ等を活用した定期的なＰ
Ｒを通じて販売や情報発信の技能を身につける。

10,990 3 100 0247-46-4576

072087
-1

市町村 喜多方市 観光交流課 観光
喜多方市グリーン・ツーリズム復興PR
事業

喜多方市が実施するグリーンツーリズム交流人口の回復を目指す事業の
うち、安全・安心の情報発信や交流自治体等の小中学校及び旅行業者へ
の誘致活動の業務について、被災求職者を雇用し、農業体験受入農家の
新規開拓業務や首都圏を始めとする小中学校のＰＲ活動業務を実施させ
るとともに、当該業務を通じて、再就職に資するグリーンツーリズム活
動の知識や営業活動の技能を身につける。

7,687 2 100 0241-24-5237

074021
-1

市町村 北塩原村 商工観光課 観光 観光誘客推進事業

北塩原村が実施する観光誘客推進を目指す事業のうち、安全安心のPRイ
ベント等について、被災求職者を雇用し、外国人等の新たな観光客の掘
り起こしや積極的な学校訪問を実施させるとともに、当該業務を通じ
て、観光に関する知識等を身につける。

6,617 2 100 0241-32-2511

074080
-1

市町村 猪苗代町 町民生活課 その他 放射線量低減化対策事業

猪苗代町が実施する放射線量低減化対策事業のうち、除染関連業務につ
いて、被災求職者を雇用し、放射線量のメッシュ調査や町民の除染活動
の支援の業務を実施させるとともに、当該業務を通じて、再就職に資す
る除染業務に関する技能を身につける。

6,172 2 100 0242-62-2114

074080
-2

市町村 猪苗代町 商工観光課 観光 観光誘客促進事業

猪苗代町が実施する観光誘客促進の事業のうち、誘客活動等について、
被災求職者を雇用し、当町の観光業の安全性のPRや首都圏のイベント等
におけるPRの業務を実施させるとともに、当該業務を通じて、再就職に
資する地域観光に関する知識を身につける。

12,755 4 75 0242-62-2117

074233
-1

市町村 柳津町 地域振興課 産業振興 やないづ地場産業育成促進事業

柳津町が実施する地場産業育成促進事業のうち、販売業務等について、
被災求職者を雇用し、放射線量の検査・公表や県内外、首都圏等イベン
トでの物産販売等を実施させるとともに、当該業務を通じて、再就職に
資する販売業務に関する知識を身につける。

2,843 1 100 0241-42-2114

074446
-1

市町村 三島町 地域政策課 産業振興 三島町地場産品販路等回復事業

三島町が実施する地場産品の販路等回復事業のうち、PR販売業務等につ
いて、被災求職者を雇用し、PR販売や観光案内業務等を実施させるとと
もに、当該業務を通じて、再就職に資するマーケティングの知識等を身
につける。

7,607 3 100 0241-48-5333

074446
-2

市町村 三島町 地域政策課 観光 風評払拭による観光誘客回復事業

三島町が実施する観光誘客回復業務のうち、PR販売業務等について、被
災求職者を雇用し、PR販売や放射線量の測定業務を実施させるととも
に、当該業務を通じて、再就職に資するホテル・旅館等の食品衛生分野
に係る知識等を身につける。

5,707 2 100 0241-48-5333
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074462
-1

市町村 昭和村 産業建設課 農林漁業 生産者強化事業

昭和村が実施する生産者強化業務のうち、米の直売事業等について、被
災求職者を雇用し、村外への米のセールスや潜在的消費者の掘り起こし
業務を実施させるとともに、当該業務を通じて、再就職に資する農業に
関する知識等を身につける。

4,339 1 100 0241-57-2117

074462
-2

市町村 昭和村 産業建設課 農林漁業 農産物販売事業強化事業

昭和村が実施する農産物販売事業強化事業のうち、検査業務等につい
て、被災求職者を雇用し、農地や農産物のモニタリング調査や首都圏
スーパー等での農産物直売業務を実施させるとともに、当該業務を通じ
て、再就職に資する農業に関する知識等を身につける。

3,649 2 100 0241-57-2117

074462
-3

市町村 昭和村 産業建設課 観光 復興に向けた観光交流事業

昭和村が実施する復興に向けた観光交流事業のうち、村の情報発信業務
等について、被災求職者を雇用し、村の魅力発見のための取材や情報の
編集を実施させるとともに、当該業務を通じて、再就職に資する効果的
に情報を発信するデザインに係る技術等を身につける。

2,450 1 100 0241-57-2117

073628
-1

市町村 下郷町 産業振興課 観光 着地型ツーリズム推進事業

下郷町が実施する魅力的な観光情報の発信やイメージアップを図る事業
のうち、放射線に対する正しい理解と安全性を情報発信する業務につい
て、被災求職者を雇用し、旅行会社と地域の連携強化による商品造成、
販売促進活動、食の安全安心について理解を深めるモニターツアーの実
証実験事業やプロジェクト全般における情報発信等の業務を実施させる
とともに、当該業務を通じて、再就職に資するツアーの企画運営や情報
発信等の技能を身につける。

7,553 2 100 0241-69-1144

073679
-1

市町村 只見町 産業振興課 産業振興
只見町震災復興事業｢ただみの産業パ
ワーアップ作戦｣

只見町が実施する町の特産品及び観光ＰＲによる誘客宣伝事業のうち、
教育旅行の推進及び特産品・観光ＰＲ業務について、被災求職者を雇用
し、首都圏方面での合宿や教育旅行等の推進、特産品の販路拡大、外国
人への観光ＰＲによる誘客宣伝活動、加工食品等特産物の放射能測定検
査と情報発信の業務を実施させるとともに、当該業務を通じて、再就職
に資する町の産業や観光に関する知識や、情報発信等の技能を身につけ
る。

36,677 13 75 0241-82-5240

073687
-1

市町村 南会津町 産業振興課 観光 観光物産風評被害対策事業

南会津町が実施する観光・物産における風評被害払拭のための情報発信
を行う事業のうち、観光・物産の安心、安全の情報やイベント情報の発
信業務について、被災求職者を雇用し、観光施設の安全性のＰＲや観光
事業者への商品提案・企画、教育旅行誘致のための学校訪問による安全
性ＰＲ、ホームページ、ＳＮＳ等での放射線情報公開等の業務を実施さ
せるとともに、当該業務を通じて、再就職に資する企画・提案力の基礎
技能や、ビジネスマナーや商品ＰＲ力等の技能を身につける。

8,374 3 100 0241-62-6200

073687
-2

市町村 南会津町 産業振興課 観光 南会津町観光連携・誘客事業

南会津町が実施する観光客誘致のための地域の魅力や安全性の情報発信
を行う事業のうち、南会津伊南地区、南郷地区の自然資源、観光施設の
情報発信業務について、被災求職者を雇用し、地域の自然や温泉を訪れ
る団体観光客誘客のための旅行エージェントとの企画や、埼玉、茨城方
面への誘客ＰＲ活動の業務を実施させるとともに、当該業務を通じて、
再就職に資する企画提案力の基礎技能や、ビジネスマナーや接遇の技能
を身につける。

8,461 3 100 0241-72-2113

073687
-3

市町村 南会津町 産業課 観光
山王茶屋活用による被災者雇用促進事
業

南会津町が実施する地域や食品の安全性と魅力をＰＲする事業のうち、
観光客の誘客を図る業務について、被災求職者を雇用し、農家レストラ
ン「山王茶屋」での調理、接客業務や、首都圏で開催するイベントでの
消費者へのＰＲ業務、インターネットやＳＮＳを活用した情報発信業務
を実施させるとともに、当該業務を通じて、再就職に資する企画提案力
の基礎技能や、ビジネスマナーや接遇の技能を身につける。

9,663 4 100 0241-66-3077
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073687
-4

市町村 南会津町 産業課 農林漁業 福島県産農産物風評被害払拭事業

南会津町が実施する農産物の安全性をＰＲし販売増を図る事業のうち、
首都圏でのイベントや飲食店での安全性ＰＲと販売業務について、被災
求職者を雇用し、農産物トレサビリティーの調査業務や、ホームペー
ジ・ＳＮＳでの情報発信、首都圏でのイベントや飲食店への販売業務を
実施させるとともに、当該業務を通じて、再就職に資する企画提案力の
基礎技能や、ビジネスマナーや接遇の技能を身につける。

5,473 2 100 0241-76-7717

075612
-1

市町村 新地町 企画振興課 観光
新地町観光物産等に関する風評被害払
拭事業

新地町が実施する観光物産等の風評被害払拭を行う事業のうち、物産品
の安全性を数値化し地域内外で情報発信する業務について、被災求職者
を雇用し、県内及び県外の物産展へ参加し、物産品の安全性についての
説明や、観光協会のホームページや情報雑誌などでの情報発信を実施さ
せるとともに、当該業務を通じて、再就職に資する企画立案力や販売の
技能を身につける。

9,263 3 100 0244ｰ62ｰ2112

227,861 72 -合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計


