
07303
2-1

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、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させる

3 024-585-2132

07502
7－1

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、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させる

1 0247-57-4629

07344
0-1

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、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等の技能を身につけさせ
る。

2 0248-82-2117

07344
0-2

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情報発信の業務を実施させ
る。

1 0248-82-2117

07344
0-3

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、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。

1 0248-82-2117

07205
2-1

市町村 白河市 農政課 産業振興
農産物販売促進事業（農産物風評被害
対策事業）

白河市が実施する首都圏及び白河市内での農産物販売会を通して農産物の安
全性をＰＲする本事業のうち、販売会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、再就職に資するイベント企画運営、広報や販売の知識・技能を身につ
けさせる。

2 0248-22-1111

07205
2-2

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。

4 0248-22-1111

07205
2-3

市町村 白河市 農政課 産業振興
出荷用農産物等に係る放射性物質の測
定業務

生産者から市に持ち込まれた出荷用農産物等の放射性物質の量を専用の測定
器を用いて計測し、その結果を当該生産者へ提供する業務を実施する。本業
務を通じ、被災求職者に対し食品の放射性物質検査の実務経験や食品等モニ
タリング検査の技能を身につけさせる。

2 0248-22-1111
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07461
6-1

市町村 西郷村 建設課 産業振興
まちおこしセンター風評被害対応雇用
支援事業

西郷村が実施する福島県の玄関口としての村の安全性をＰＲする本事業のう
ち、まちおこしセンターでの業務について、被災求職者を雇用し、来客者へ
の放射線量マップや農水産物等の放射性物質検査等の情報提供を実施させ、
また、放射線量等の情報提供をする資料作成を行い、まちおこしセンターと
の連絡調整をしながらリアルタイムな情報を提供する。

3 0248-25-1117

07481
1-1

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を明示し、安全を情
報発信する業務や販売業務を実施させ、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、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させる.

2 0247-33-2113

07482
9-1

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調査情
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、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.

3 0247-46-4576

07482
9-2

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、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ＰＲを通じて販売や情報発信
の技能を身につける。

3 0247-46-4576

07208
7-1

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、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
身につけさせる.

2 0241-24-5237

07405
5-1

市町村 西会津町 商工観光課 観光
地域資源を使っての交流人口拡大で元
気な町になろう事業

西会津町が実施する観光・物産PRの事業のうち、観光PR関連業務について、
被災求職者を雇用し、各地域での観光PRやYouTube等メディアを活用したこ
どもの情操教育、観光・物産PR動画の制作を実施させ、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させる。

3 0241-45-2213

07405
5-2

市町村 西会津町 商工観光課 観光 にしあいづ街なか観光ＰＲ事業

西会津町が実施する街なか観光PRを行う本業務のうち、交流事業の企画・立
案・実施等の業務について、被災求職者を雇用し、観光PRの実施や展覧会の
開催の業務を実施させ、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。

1 0241-45-2213

07408
0-1

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、当該業務を通じて、再就職に資する除染業務に関する技
能を身につけさせる。

2 0242-62-2114
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07408
0-2

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、当該業務を通じて、再就職に資する地域観光に関する
知識を身につけさせる。

4 0242-62-2117

07423
3-1

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

柳津産の野菜の放射能検査を実施し、モニタリング結果を消費者に提示す
る。その結果をもとに柳津産野菜の安全性を広くPRするため、県内外や首都
圏等でのイベントで物産販売等を実施し、原子力災害による風評被害払拭を
図る。

2 0241-42-2114

07423
3-2

市町村 柳津町 地域振興課 観光 観光産業風評被害対策事業
柳津町の各観光施設等において環境放射線の測定を実施し、その結果を発信
することで観光客の理解を促進する。また、県内外や首都圏でのイベントで
測定結果を活用しながら観光PRを積極的に行い、風評被害払拭を図る。

1 0241-42-2114

07444
6-1

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

風評の影響により観光客入込数は減少しており、風評の払拭と観光誘客の回
復という課題に対応するため、被災求職者を雇用し、観光PR販売業務等に従
事させ、食品衛生責任者や販売士２級の資格を取得させること等の就職支援
を行うことにより、接客業での安定就職の実現を目指す事業である。

5 0241-48-5333

07444
6-2

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

風評の影響により観光客入込数は減少しており、風評の払拭と観光誘客の回
復という課題に対応するため、被災求職者を雇用し、観光PR販売業務等に従
事させ、食品衛生責任者や販売士２級の資格を取得させること等の就職支援
を行うことにより、接客業での安定就職の実現を目指す事業である。

2 0241-48-5333

07446
2-1

市町村 昭和村 産業建設課 農林漁業 生産者強化事業

風評の影響により稲作の販売額が落ち込んでおり、米の販売拡大等という課
題に対応するため、被災求職者を雇用し、米の直売事業等に従事させ、毒物
衛生責任者や大型特殊免許の資格を取得させること等の就職支援を行うこと
により、農業生産法人や新規就農での安定就職の実現を目指す事業である。

1 0241-57-2117

07446
2-2

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

農産物のモニタリング調査や米の全量全袋検査の適正な執行という課題に対
応するため、被災求職者を雇用し、農産物の放射線量検査業務等に従事さ
せ、販売士３級や商品プランナーの資格を取得させること等の就職支援を行
うことにより、農業関係団体や特に食品小売業等での安定就職の実現を目指
す事業である。

2 0241-57-2117

07446
2-3

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

風評による交流人口の減少への対応という課題に対応するため、被災求職者
を雇用し、村の情報発信業務等に従事させ、情報検定やIllustratorクリ
エーターの資格を取得させること等の就職支援を行うことにより、観光関連
団体やデザイン関係の職種の安定就職の実現を目指す事業である。

1 0241-57-2117
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07362
8-1

市町村 下郷町 産業建設課 観光 着地型ツーリズム推進事業

観光産業への影響や農産物の販売停滞などの風評被害払拭という課題に対応
するため、被災求職者を雇用し、放射線に対する正しい理解と安全性を情報
発信する業務に従事させ、国内旅行業務取扱管理者資格や、総合旅行業務取
扱管理者資格を取得させること等の就職支援を行うことにより、旅行業等で
の安定就職の実現を目指す業務である。

2 0241-69-1144

07367
9-1

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」

風評被害の払拭という課題に対応するため、被災求職者を雇用し、首都圏方
面での教育旅行の推進及び特産品・観光ＰＲ、情報発信業務に従事させ、簿
記検定３級や、国内旅行業取扱管理者資格を取得させること等の就職支援を
行うことにより、販売業、サービス業等での安定就職の実現を目指す事業で
ある。

13 0241-82-5240

07368
7-1

市町村 南会津町 産業課 観光 観光物産風評被害対策事業

　観光客、教育旅行数、農産物等の販売数がいまだ減少しており、風評被害
の払拭という課題に対応するため、被災求職者を雇用し、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従事させ接客マナー検定、観光
プランナー資格を取得させること等の就職支援を行うことにより、観光業、
販売業での安定就職の実現を目指す事業である。

3 0241-62-6200

07368
7-2

市町村 南会津町 産業課 観光 南会津町観光連携・誘客事業

　団体旅行や教育旅行の激減をはじめ、親子連れの誘客が伸び悩み、風評被
害の払拭という課題に対応するため、被災求職者を雇用し、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従事させ、接客マナー
検定、観光プランナー資格を取得させること等の就職支援を行うことによ
り、観光会社等での安定就職の実現を目指す事業である。

3 0241-72-2113

07368
7-3

市町村 南会津町 産業課 観光
小豆温泉花木の宿地域資源活用誘客推
進事業

　観光客数、教育旅行や合宿による訪問学校数が激減し、風評被害の払拭と
いう課題に対応するため、被災求職者を雇用し、宿泊者への体験メニュー提
供や食の安全を中心にした地域のＰＲ業務や旅行会社への提案活動に従事さ
せ、接客マナー検定、観光プランナー資格を取得させること等の就職支援を
行うことにより、観光会社等での安定就職の実現を目指す事業である。

2 

07368
7-4

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

　観光客数、団体客数の減少が続き、風評被害の払拭という課題に対応する
ため、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を活用した情報発業務に従事させ、接客マナー検定、観光プラン
ナー資格を取得させること等の就職支援を行うことにより、飲食店、販売業
等での安定就職の実現を目指す事業である。

4 0241-66-3077

07368
7-5

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

　地場農産物販売の低迷脱却、風評被害の払拭という課題に対応するため、
被災求職者を雇用し、首都圏で開催されるイベントでの農産物の販売業務
や、料理店等への直接販売業務、農産物トレーサビリティー調査や情報発信
業務に従事させ、食品衛生管理者資格、販売士３級資格を取得させること等
の就職支援を行うことにより、農林業生産物販売施設等での安定就職の実現
を目指す事業である。

2 0241-76-7717

07561
2-1

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

観光物産品の販売の低迷を招いている風評被害の払拭という課題に対応する
ため、被災求職者を雇用し、町内の生産者、販売業者と連携し、物産品の安
全性を数値化し地域内外へ情報発信する業務に従事させ、雇用した被災求職
者に対し、企画運営能力の向上や販売士資格を取得させること等の就職支援
を行うことにより、販売業等での安定就職の実現を目指す事業である。

2 0244ｰ62ｰ2112
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整理
番号

実施
区分
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市町村名
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新規雇用の失業者

の計画人数
連絡先

07402
1-1

市町村 北塩原村 商工観光課 観光 観光誘客推進事業

北塩原村への観光業においては、風評被害による外国人、教育旅行観光の激
減という課題に対応するため、被災求職者を雇用し、安心安全のPRイベント
等に従事させ、雇用した被災求職者が実務経験で得た知識・技能を活かし、
観光プランナーや旅行業取扱管理者資格を取得させること等の就職支援を行
うことにより、ホテル等での接客業での安定就職の実現を目指す事業であ
る。

2 0241-32-2511

86 合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計


