
震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

411 市町村 福島市 委託 あぶくまクリーンセンター資源化工場においてﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器包装の選別・梱包業務を行う。 2

412 市町村 福島市 委託
道路街路灯等道路付属施設における被災状況調査及び台帳データの修正処理及び新規入
力処理。

6

413 市町村 福島市 委託 市道沿線の放射線量低減を目的とした法面の樹木剪定伐採及び除草作業等。 8

414 市町村 福島市 委託 茂庭地区広瀬公園・梨平公園管理用地の除草・ゴミ拾い作業。 4

415 市町村 福島市 委託 調整池・調節池施設点検補助及び管理用地の除草作業。 4

416 市町村 福島市 委託 洪水ハザードマップ座標の作成。 3

417 市町村 福島市 委託
福島駅周辺公共７施設の利便性向上と安全性確保と余震時の通行人及び震災避難者の避
難誘導。

6

418 市町村 福島市 委託
中心市街地の活性化及び買物等の足として被災者の生活支援を目的とするレンタサイクルの
貸出業務。

4

419 市町村 福島市 委託 建築確認概要書のスキャニング及びデータベース作成。 4

420 市町村 福島市 委託 森林の除伐作業及び間伐。 8

421 市町村 福島市 委託 森林の除伐作業及び間伐。 8

422 市町村 福島市 委託 各公園の現地調査、公園台帳図のスキャニング及び既存公園台帳各種データ入力作業。 4

423 市町村 福島市 委託 公園の現地調査（測量調査・写真撮影・公園施設の確認等）。 4

424 市町村 福島市 委託 福島市内の公園の放射線量の測定業務。 3

425 市町村 福島市 委託
土地区画整理事業区域内における美化活動。（除草、路面清掃、ゴミ等の集積・運搬、軽微な
施設補修等）

3
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整理
番号
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新規雇用の失業
者の人数（人）

426 市町村 福島市 委託 ・市内文化財関連施設の除草及び清掃業務（宮畑遺跡史跡公園・蓬莱収蔵庫・和台遺跡）。 10

427 市町村 福島市 委託 花見山周辺における除草等美化作業、花観光スポットでの来訪者カウント。 6

428 市町村 福島市 委託 シーズン前の来訪者等への安全確保のための周辺整備、来訪者カウント。 2

429 市町村 福島市 委託 遊歩道及びその附帯施設等の観光施設の安全確保のための現地点検。 3

430 市町村 福島市 委託 市内、特に中心市街地への車両等での来訪者調査。 2

431 市町村 福島市 委託
花見山等での観光案内並びに主要観光ポイントにて有効情報を収集するためのアンケート調
査。

3

432 市町村 福島市 委託
福島ユナイテッドFCを中心としたスポーツイベントと観光情報発信等の連携による地域の魅力
ＰＲ業務。

2

433 市町村 福島市 委託 新たな映像データ・情報の収集と整理。 2

434 市町村 福島市 委託 工業団地内及び周辺用地を巡回し、除草・清掃などの環境美化・環境保全活動を行う。 4

435 市町村 福島市 委託 観光客に対するガイド、チラシ配布、アンケート調査。 7

436 市町村 福島市 委託 中心市街地の各種情報の収集・発信、仮設住宅への情報発信。 1

437 市町村 福島市 委託 福島市内の求職者・仮設住宅入居者等への就職相談、求人情報の提供等就職支援を行う。 2

438 市町村 福島市 委託
市内における障がい者の雇用実態、課題等について情報収集し、雇用促進への基礎資料を
作成する。

2

439 市町村 福島市 直接実施 各支所での放射線測定器貸し出し、震災に伴う各種申請受付、地域除染に関する業務補助。 23

440 市町村 福島市 直接実施
人材育成講座開催に伴う事業の広報、参加者の集約、講座開催の準備等講座開催全般の事
務を行う。

1
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441 市町村 福島市 直接実施 震災復興へ向けた市の取り組みを動画配信するための撮影・編集・掲載事務等を行う。 2

442 市町村 福島市 直接実施 駐車場における車両誘導、その他庁舎周辺の整備。 4

443 市町村 福島市 直接実施 入札参加資格申請事務に伴う事務補助。 2

444 市町村 福島市 直接実施
個人・法人市民税・軽自動車税に係る旧システムから新システムへの移行データの入力・確
認・整備作業。

6

445 市町村 福島市 直接実施 土地共有台帳を整備するにあたり、法務局の登記簿との照合を行い整備する。 1

446 市町村 福島市 直接実施 平成24年度に稼動する新固定資産税管理システムの旧データとの突合及び整備をする。 2

447 市町村 福島市 直接実施 家屋課税台帳を電子ファイリングする。 4

448 市町村 福島市 直接実施 パソコンによる滞納者実態調査票データの入力、入力データの点検作業及び文書整理作業。 2

449 市町村 福島市 直接実施 パソコンによるデータ入力、収納資料確認による作業、処理結果データの点検作業等。 1

450 市町村 福島市 直接実施 市民向けに庁舎の見学会を実施する。 1

451 市町村 福島市 直接実施 文書整理、電話対応、受付補助、相談員の事務補助、パソコン入力等。 1

452 市町村 福島市 直接実施 仮住民票作成のための既存データの検証及び外国人混合世帯の世帯構成の確認等。 1

453 市町村 福島市 直接実施 総合窓口における窓口職員の事務補助。 2

454 市町村 福島市 直接実施 戸籍の再製や、戸籍データの不適正及び既存住民記録の不一致などを修正する事務補助。 2

455 市町村 福島市 直接実施 国民健康保険特例対象被保険者等申告書の受付及び整理事務 1



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

456 市町村 福島市 直接実施
滞納者の預金調査事務補助、金融機関宛調査票の郵送、返送された調査票の集約、パソコ
ン入力等。

1

457 市町村 福島市 直接実施
特定健診受診者の増加対応と未受診者の抽出、通知、電話勧奨の補助、その他国保給付事
務。

1

458 市町村 福島市 直接実施 震災等に関わる非自発的失業者対策に係る国保給付事務、課税調査等の事務補助。 1

459 市町村 福島市 直接実施
①保険料減免決定者への納付方法変更指導等事務
②保険料未納者への督促状・催告書送付等事務

1

460 市町村 福島市 直接実施
①保険料減免、保険料変更に伴う事務。
②一部負担金免除、一部負担金等還付事務。

1

461 市町村 福島市 直接実施 免除申請受付・審査・入力事務、届出書整理事務 1

462 市町村 福島市 直接実施 書類、図面整理、会議等書類・図面資料作成　資料印刷、文書送付。 1

463 市町村 福島市 直接実施
①墓地の巡回管理並びに新山霊園の管理。
②墓地内の清掃、除草、小伐採等の維持管理。

2

464 市町村 福島市 直接実施 啓発資料作成、会議等資料作成・印刷、データ入力、書類の整理。 1

465 市町村 福島市 直接実施
・市内各所での空間放射線量の測定。
・農産物や食品等の放射性物質の測定。

3

466 市町村 福島市 直接実施 大震災において被害を受けた家屋等の解体処理事業の事務補助。 4

467 市町村 福島市 直接実施 障害者自立支援事業に係る保健福祉情報システムへのデータ入力。 2

468 市町村 福島市 直接実施 二次予防事業対象者把握事業等。 1

469 市町村 福島市 直接実施 介護給付データ入力及びチェック等。 1

470 市町村 福島市 直接実施 要介護認定申請者データ入力等。 1
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471 市町村 福島市 直接実施
道路維持補修センター所管の市道の舗装修繕や路面清掃、路肩の除草、道路側溝の浚渫な
どの補助作業。

3

472 市町村 福島市 直接実施 市道災害復旧工事の設計図書及び契約書類、支出伝票書類等の整理ファイリング作業。 1

473 市町村 福島市 直接実施
市道等の環境放射線量モニタリング調査、除染業務委託のための図書作成及びファイリング
作業、除染作業。

2

474 市町村 福島市 直接実施 河川台帳整備に係る資料作成、図面写真整理、現地調査補助等。 1

475 市町村 福島市 直接実施 市営住宅の建物及び児童遊園の遊具等の安全点検、維持保全業務等の補助業務。 1

476 市町村 福島市 直接実施
整備主体である国や県などの関係機関との調整に要する事務、及びこれに付随した各種業
務。

1

477 市町村 福島市 直接実施 下水道排水設備台帳データ入力及び台帳整理作業。 2

478 市町村 福島市 直接実施 下水道施設の災害復旧に関する資料作成等の事務補助。 1

479 市町村 福島市 直接実施 職員の補助職員を確保・配置し、さらに効率的かつ充実した講習会の実施を図る。 4

480 市町村 福島市 直接実施 消防屯所、防火水槽、消火栓等消防施設の台帳を整備し、適切な維持管理を図る。 1

481 市町村 福島市 直接実施 学校施設の営繕及び耐震化計画における資料作成・データ入力・伝票処理・ファイリング等。 1

482 市町村 福島市 直接実施
教員補助を採用し、「障害があったり、特に配慮を必要とする児童生徒への対応の補助的支
援」を行う。

20

483 市町村 福島市 直接実施 避難している児童生徒の区域外就学事務の補助並びに各種統計処理。 1

484 市町村 福島市 直接実施
・郵政関連資料（切手等）の整理及び目録作成。
・資料の写真撮影、目録カード作成等。

3

485 市町村 福島市 直接実施
学校給食で実際に使用される食品の測定を行い、安全性を確保し、市民の不安解消を図るも
の。

4
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486 市町村 福島市 直接実施 図書予約貸出しの増加に伴う業務への対応。 4

487 市町村 福島市 直接実施
生涯学習講座の企画運営、来館者受付、自習・閲覧室及びライブラリーの受付、資料整理業
務。

5

488 市町村 福島市 委託 信号機が未設置である交差点に交通誘導員を配置し、安全で安心な通行を確保する。 2

489 市町村 福島市 直接実施
福島市における緊急雇用対策に関する各種施策や福島市臨時職員の採用計画の情報収集・
整理を行う。

4

490 市町村 二本松市 委託
桜の開花期及び菊人形開催期に、霞ヶ城公園に来訪する観光客に対する観光案内や物産の
PRを行う。

2

491 市町村 二本松市 委託 災害避難者と既存住民との良好なコミュニュティ形成を図る。 2

492 市町村 二本松市 委託 農産物の首都圏販売促進支援を行う。 1

493 市町村 二本松市 委託 農産加工品の販売促進と原材料の確保支援を行う。 2

494 市町村 二本松市 直接実施 災害復旧工事等に係る契約事務の情報データの入力、関係書類の整理等を行う。 1

495 市町村 二本松市 直接実施
震災に係る家屋の被害調査及び家屋現況図作成により把握した未評価家屋を評価し、適正
な課税を行う。

5

496 市町村 二本松市 直接実施 被災した市民等に対する専門的な指導・助言、介護認定調査、介護予防事業等に従事する。 1

497 市町村 二本松市 直接実施
放射能物質により汚染された農産物と農地の除染対策及び損害賠償請求に関する業務の事
務支援

2

498 市町村 二本松市 直接実施 市民の森の除染、除草、下草刈り、雑木伐採、遊歩道等の整備作業を行う。 3

499 市町村 二本松市 直接実施
市内の観光資源等のデータベースの整備及び新たな視点での観光コンテンツの発見、情報発
信等を行う。

1

500 市町村 二本松市 直接実施
管内の道路・公園及び市営住宅の被災箇所の維持補修及び草刈等の放射線量低減化作業
を実施する。

4
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501 市町村 二本松市 直接実施
道路の維持管理作業補助及び、公園・公共施設敷地内の環境・景観保全のための維持管理
作業補助

2

502 市町村 二本松市 直接実施
公園・公共施設の環境・景観保全のための除染及び除草作業、道路等の簡易な修繕作業補
助

2

503 市町村 二本松市 直接実施
図書館システムの運用、書架、書庫、台帳の整理と併せ、震災避難者に対する読書環境の整
備を図る。

2

504 市町村 二本松市 直接実施
避難している被災者や市民からの生活保護申請に対し、調査等の事務補助の臨時職員を雇
用する。

1

505 市町村 二本松市 直接実施
公園維持管理補助作業員を雇用して、市内の公園等の除草作業や公園内遊具等の洗浄を行
う。

5

506 市町村 二本松市 直接実施
遊歩道維持管理補助作業員を雇用して、市内の遊歩道等の除草作業やベンチ等の洗浄を行
う。

3

507 市町村 二本松市 直接実施
管内の道路の震災対応の為、被災箇所の維持補修及び草刈等の放射線量低減作業を実施
する。

14

508 市町村 二本松市 直接実施
観光イベント等の誘客宣伝、意向調査の企画、実施、分析、新たな宣伝強化策の企画立案、
実施等を行う。

5

509 市町村 二本松市 直接実施 災害による被害状況等の集計、災害備蓄品の配備 1

510 市町村 二本松市 直接実施 農産物の放射線量測定、その他放射線量測定に係る事務 9

511 市町村 伊達市 委託
公園内の除草作業、支障木の伐採、芝刈り作業、樹木管理、側溝の清掃、伐採木のチップ化
作業及び敷均

7

512 市町村 伊達市 委託
　ボランティアの登録、ニーズの発掘、調整、ボランティア講座等の開催、ホームページの内容
充実

1

513 市町村 伊達市 委託
企業に障がい者雇用枠を確保すると共に就労支援を行う。

1

514 市町村 伊達市 委託 復興物産展出展業務、観光商品造成・誘客業務 2

515 市町村 伊達市 直接実施 公共下水道施設災害復旧事業の関係書類や調書作成及び一部通常業務事務。 1
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整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

516 市町村 伊達市 直接実施
小中学校児童生徒の放射能による被爆量の確認をするための、対策、検査等に係る業務の
事務補助

1

517 市町村 伊達市 直接実施 霊山総合支所の放射線対応事業事務の補完事務 1

518 市町村 伊達市 直接実施 　新たな災害時要援護者台帳の整備、災害福祉マップの作成、個別避難プランの作成支援 1

519 市町村 伊達市 直接実施
相談、申請受理、認定調査、審査会開催、サービス支給量決定、国保連からの請求書の審
査、支払等

1

520 市町村 伊達市 直接実施 街路樹の剪定及び市道敷の除草や側溝の土砂除去作業 3

521 市町村 伊達市 直接実施 市役所業務の総合案内 1

522 市町村 伊達市 直接実施 議会における会議の開催に伴う諸準備及び会議録作成等庶務事務の補助 1

523 市町村 本宮市 直接実施
　本市産農林産物の継続的な放射性物質測定、農業者支援のための農産物の風評被害対
策事務を行う。

13

524 市町村 本宮市 直接実施
　被災者を含めた利用者の方に安心して本施設を利用していただくための案内やイベントサ
ポートをする。

2

525 市町村 本宮市 直接実施
　公共土木施設にかかる放射能除染、被災箇所の点検等を実施し、適正な施設環境整備を
図る。

6

526 市町村 本宮市 直接実施
　震災避難者からの生活相談の対応と情報及び支援物質、災害見舞金や修繕見舞金等の支
給事務を行う。

1

527 市町村 本宮市 直接実施 　震災及び放射線関連の相談受付を実施し、市民生活の正常化を図る。 5

528 市町村 本宮市 直接実施
　市内の教育施設、社会教育及び体育施設等の除染作業を行い、適正な施設環境整備を図
る。

2

529 市町村 桑折町 委託
拠点施設からの復興ＰＲ情報発信等の施策を展開し、来訪者数回復及び地域経済活性化の
推進を図る。

1

530 市町村 桑折町 直接実施
震災以後の空き店舗等状況の把握を進め、商店街復旧と賑わい創出、地域商業の活性化に
繋げていく。

1



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

531 市町村 桑折町 直接実施
観光スポットの復興ＰＲ、特産品の安全・安心ＰＲを行い、交流人口回復及び地域経済活性化
を推進する。

1

532 市町村 桑折町 直接実施
小・中学校に支援員を配置し、情緒面で安定して学校生活や学習に取り組めるよう助言・指導
を行う。

7

533 市町村 桑折町 直接実施
教育・児童福祉施設に用務員を配置し、損壊箇所の軽微な補修、環境整備、軽微な除染作業
を行う。

3

534 市町村 桑折町 直接実施
幼稚園に補助教諭を配置し、被災した児童が心穏やかに安定して園生活が送れるよう支援す
る。

1

535 市町村 国見町 委託
国見町のイベント情報,歴史、文化及び観光事業を取材、レポートし、週一回ふくしまFMの番組
として放送

3

536 市町村 国見町 委託 林業技能（刈払機、チェンソー）習得並びに実地作業 10

537 市町村 川俣町 委託 原発事故により被害を受けた商工業者を支援する事業 2

538 市町村 川俣町 委託 原発事故により疲弊した中心商店街の活性化事業 1

539 市町村 川俣町 直接実施 町議会の議事録等を整理する業務 1

540 市町村 川俣町 直接実施 教育施設の環境整備（除草、側溝清掃、ガラス清掃等） 2

541 市町村 川俣町 直接実施 計画的避難区域内（山木屋地区）の防犯パトロール 67

542 市町村 川俣町 直接実施 仮設住宅に避難している住民への各種支援業務 4

543 市町村 大玉村 委託 村内の耕作放棄地の解消を目的として、耕起作業を行い計画的に放棄地の解消を行う。 4

544 市町村 大玉村 直接実施 村内で生産された農作物について、線量分析器を使用して測定し、データ管理等を行う。 2

545 市町村 大玉村 直接実施
村独自で必要性のある箇所の測定を行い、住民への公表、または除染の結果を確認してい
く。

2



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

546 市町村 大玉村 直接実施 村内の観光施設の除草作業や環境整備（支障木の伐採等）を行う。 4

547 市町村 大玉村 直接実施 震災対応のための行政事務補助を行う。 2

548 市町村 郡山市 委託 除染に伴う汚泥の仮置き場等の定期的な放射線量の測定、民家等の放射線量を測定する。 0

549 市町村 郡山市 委託 積算線量計、空間線量計の個人への貸し出し業務及びデータ整理を行う。 0

550 市町村 郡山市 委託 市内のごみ集積所の巡回パトロールを行い、資源物等の持ち去りを防ぐ。 4

551 市町村 郡山市 委託 不法投棄の平日・日中の巡回監視を実施する。 2

552 市町村 郡山市 委託
被災した失業者に働きながらホームヘルパー２級資格を取得させることで、本格的就業に繋
げる。

8

553 市町村 郡山市 委託 地域包括支援センターの情報整理等を行なう事務職員を配置し、センター機能の強化を図る。 3

554 市町村 郡山市 委託
原発事故に係る農家の損害賠償請求手続を農協及び関係機関・団体が一体となって支援す
る。

1

555 市町村 郡山市 委託 厳しい経済・雇用情勢の中で、市内の雇用の促進を図るために、新たな求人を開拓する。 1

556 市町村 郡山市 委託
公民館敷地内樹木を剪定し、適切に処分することで危険箇所をなくすとともに施設の環境美化
を図る。

3

557 市町村 郡山市 直接実施
除染計画の策定、線量測定、損害賠償等、原子力災害に関わる情報の収集や市民への周知
を行う。

2

558 市町村 郡山市 直接実施
東日本大震災により被災した市内の状況、生活状況、復興状況を客観的に記録・整理して後
世に伝える。

2

559 市町村 郡山市 直接実施 建物等に被害のあった市民等に対し、り災証明書を発行する。 2

560 市町村 郡山市 直接実施
東日本大震災による、各種支援手続き窓口業務や、災害復旧のための相談等窓口業務の補
助

4



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

561 市町村 郡山市 直接実施
東日本大震災による、各種支援手続き窓口業務や、災害復旧のための相談等窓口業務の補
助

4

562 市町村 郡山市 直接実施 自動車から他の交通手段への転換を促すため、公共交通機関の啓発等に取り組む。 1

563 市町村 郡山市 直接実施
震災関連各種支援策や放射線対策等のウェブサイト更新、震災関連に特化した広報紙等の
発行を行う。

1

564 市町村 郡山市 直接実施
り災証明において半壊以上の判定を受けた被災家屋について、被災家屋の滅失・損毛状況
等を調査する。

4

565 市町村 郡山市 直接実施
震災及び台風15号被害の影響により、新増築家屋調査の件数が増加したことから、調査体制
の強化を行う。

1

566 市町村 郡山市 直接実施
被災償却資産に代わって取得した代替取得償却資産関連事務が増加したことから、事務処理
の強化する。

1

567 市町村 郡山市 直接実施
市民団体が取り組む地域づくり活動等及び震災復興関係イベントや被災者支援活動等を支
援する。

1

568 市町村 郡山市 直接実施 町内会の支援を行う。 1

569 市町村 郡山市 直接実施 「第二次こおりやま男女共同参画プラン」を広く啓発する。 1

570 市町村 郡山市 直接実施
震災により関連事務が増加していることから、窓口対応を行うとともに、来庁者に制度改正等
の啓発を図る。

1

571 市町村 郡山市 直接実施
震災や水害被害による国保税減免制度に関する事務補助（入力・確認・管理の作業）を実施
する。

1

572 市町村 郡山市 直接実施
一定程度以上の被災を受けた被保険者に対して、一部負担金等の還付事務処理を円滑に実
施する。

2

573 市町村 郡山市 直接実施
後期高齢者医療制度の被保険者等への広報啓発活動及び震災に伴う減免措置等の啓発を
実施する。

1

574 市町村 郡山市 直接実施 被災を受けた者に対して、受診に係る一部負担金の免除と保険料の減免事務補助を行う。 1

575 市町村 郡山市 直接実施 国保税の収納率の向上と累積滞納額の縮減を図る。 1



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

576 市町村 郡山市 直接実施
申請等に訪れる来庁者が増大していることから、適切に窓口案内を行うため、フロアナビを配
置する。

4

577 市町村 郡山市 直接実施 現行の外国人登録法を廃止する業務と住民情報システムを改修する業務を実施する。 1

578 市町村 郡山市 直接実施
全壊又は半壊した家屋等の解体撤去により発生する災害廃棄物を清掃施設敷地で適切に管
理する。

2

579 市町村 郡山市 直接実施 不法投棄の多発エリアを割り出し、監視カメラ等の設置等による再発防止策を実施する。 1

580 市町村 郡山市 直接実施 震災により住宅が半壊以上の世帯に義援金・見舞金を支払う。 5

581 市町村 郡山市 直接実施 要援護者の一覧表を作成し、地域支援者へ提供を行う制度の整備を図る。 1

582 市町村 郡山市 直接実施 震災で増加した生活困窮者へ生活相談や就労支援、また、各種情報提供等を実施する。 6

583 市町村 郡山市 直接実施 在宅高齢者を支援して自立した在宅生活の継続と要介護状態への進行を予防する。 1

584 市町村 郡山市 直接実施 高額医療合算介護サービス費支給事務を円滑に行う。 1

585 市町村 郡山市 直接実施
原発事故対策として、ホールボディカウンタを導入し、希望する市民を対象に内部被ばく検査
等を実施する。

3

586 市町村 郡山市 直接実施
県外へ自主避難している者に対し、予防接種依頼書の作成事務、通知事務及び支払事務を
実施する。

1

587 市町村 郡山市 直接実施 震災や原発事故による精神的ダメージによる心の健康に関する相談事業を充実させる。 1

588 市町村 郡山市 直接実施 狂犬病予防の啓発を図る。 3

589 市町村 郡山市 直接実施
食品等事業者に対し、衛生的な管理や違反食品の流通防止のための監視指導や検査を行
う。

1

590 市町村 郡山市 直接実施
 屋外活動が制限されているこども達の遊び場を整備し、子ども達の運動不足やストレス解消
を図る。

2



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

591 市町村 郡山市 直接実施 震災を受けた公立保育所の保育環境の整備を順次実施する。 4

592 市町村 郡山市 直接実施
農業者戸別所得補償制度関係事務及び震災による水田耕作不可地の生産数量目標調整事
務等を行う。

3

593 市町村 郡山市 直接実施 耕作放棄地解消に向けた取り組みの継続を図る。 3

594 市町村 郡山市 直接実施 放射性セシウムの農作物への吸収を抑制するカリウム施肥費用の一部を助成する。 1

595 市町村 郡山市 直接実施
風評被害対策として、本市産農産物を各種イベントやアンテナショップ等を通じて積極的にＰＲ
する。

1

596 市町村 郡山市 直接実施
原発事故対策として、安全な農産物を流通・販売するため、農産物等の放射性物質を測定す
る。

4

597 市町村 郡山市 直接実施
中小企業への利子補給事業の推進及び保証制度により、中小企業者等の資金繰りを支援す
る。

2

598 市町村 郡山市 直接実施
首都圏を中心に販促イベントを数多く開催し、観光誘客ＰＲ、物産品及び農産品の販路拡大を
図る。

1

599 市町村 郡山市 直接実施 地域経済を活性化させるため、企業誘致を推進する。 1

600 市町村 郡山市 直接実施 復興に係る各種拠点施設の整備や誘致のため、工業団地開発を早急に実施する。 1

601 市町村 郡山市 直接実施 各種雇用対策に係る情報を市民へ周知啓発し事業の活用を促進する。 1

602 市町村 郡山市 直接実施
市営住宅入居者との折衝の機会を増やし、市営住宅使用料及び駐車場使用料の滞納額縮減
を図る。

6

603 市町村 郡山市 直接実施 下水道の未接続世帯に対し、臨戸訪問による接続勧奨を行う。 2

604 市町村 郡山市 直接実施
公民館の利用者が円滑に公民館を利用ができるようにするため、予約システムのデータ管理
を行う。

1

605 市町村 郡山市 直接実施
各給食センターを拠点に放射線検査器を導入し、食材の事前検査や給食一食あたりの放射
線量を検査する。

2



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

606 市町村 郡山市 直接実施
小中学校における放射線量、空間放射線量及び「あさか舞」測定結果を市ウェブサイトにて公
表する。

1

607 市町村 郡山市 直接実施 小中学校で障がいの重い児童に、個々に応じたきめ細かな指導の実現を図る。 20

608 市町村 郡山市 直接実施
学籍異動に伴う事務処理及び就学事務が増えていることから、これらの事務を補助する者を
雇用する。

1

609 市町村 須賀川市 委託
菜種油の搾取体験や循環型社会の形成や環境問題に関する講座を開催し、新たな推進メ
ニューを開発する。

1

610 市町村 須賀川市 委託
観光情報の発信等により、風評被害の払しょくを図るとともに、地場産品・観光土産品等の販
路拡大を図る。

13

611 市町村 須賀川市 委託
医師の事務補助者を配置し、救急告示病院の医師負担の軽減を行い、地域医療の充実を図
る。

6

612 市町村 須賀川市 委託
職員へのパソコンの使用方法支援等の電話応対や、市民からのＩＣＴサービスに関する電話応
対を行う。

1

613 市町村 須賀川市 委託 「うつくしま未来博記念の森」及び周辺の下刈、間伐、除草等の業務 10

614 市町村 須賀川市 委託 所蔵されている図書館資料へのＩＣタグ貼りつけ及びエンコード作業 10

615 市町村 須賀川市 委託
介護員として雇用機会を提供し、研修により人材育成を行い、委託事業終了後の継続雇用に
繋げる。

8

616 市町村 須賀川市 委託
市の「菜の花プロジェクト」の推進と「菜種油」を遊休農地の再生・維持を図りながら普及拡大
を進める

3

617 市町村 須賀川市 委託
貴重資料（古文書）の保存と活用を容易の行えるよう、マイクロフイルム撮影及びデジタルデー
タ化を行う

6

618 市町村 須賀川市 直接実施 給食センターに配置された放射能測定器により、給食食材の放射能を測定する。 2

619 市町村 須賀川市 直接実施 子どもと保護者が集い、遊べる場所を提供する。 2

620 市町村 須賀川市 直接実施
汚水処理施設の除草等を行うほか、下水道マンホール等の点検補修及び浄化槽設置状況の
データ入力

5



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

621 市町村 須賀川市 直接実施 学校給食に使用する食材について、放射性物質の測定検査を行う。 5

622 市町村 須賀川市 直接実施
須賀川牡丹園内の管理及び震災等で被災した箇所の補修、来園者に対する観光案内等の実
施

15

623 市町村 須賀川市 直接実施 市内の商工業者に対するアンケートの実施及びそのデータ入力業務 1

624 市町村 須賀川市 直接実施 放射線による市民健康管理等業務や市庁舎建設等の業務一般の事務 4

625 市町村 須賀川市 直接実施 施設レイアウトや証明書請求など各種手続の案内を行う 2

626 市町村 須賀川市 直接実施 藤沼湖自然公園内の下刈、枝打ち作業及び下刈作業 3

627 市町村 須賀川市 直接実施
草刈り作業、寄せ植え刈り込み作業、樹木間伐、剪定作業、下刈作業、花壇整備作業、清掃
作業

4

628 市町村 須賀川市 直接実施 遺物の洗浄、分類整理及び運搬・搬送業務 5

629 市町村 田村市 委託
各施設の下草刈り払い作業、樹木伐採、剪定作業、アメリカシロヒトリ防除作業、側溝泥上げ
作業等

4

630 市町村 田村市 委託 観光施設内の整備、清掃、事務補助及び売店等の販売補助 2

631 市町村 田村市 委託 商品券の管理や清算。会議資料作成。イベント準備、運営 1

632 市町村 田村市 委託 震災・原発事故の影響により手入れができなかった公共施設等を整備 3

633 市町村 田村市 委託 震災・原発事故の影響により進捗が滞った未登記物件の測量・調査 2

634 市町村 田村市 委託 福祉の森施設、公園周辺の草刈り等 9

635 市町村 田村市 委託 各施設の下草刈り払い作業、樹木伐採、剪定作業等の環境整備 2



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

636 市町村 田村市 委託 市内小・中学校においてのICT活用事業実施による支援員養成 1

637 市町村 田村市 委託 ホームヘルパーの実務経験と、資格取得に向けた学習及び受験。 6

638 市町村 田村市 直接実施 文書等の集配及び連絡業務、各種印刷業務、事務補助、パソコン入力業務 2

639 市町村 田村市 直接実施 市県民税の、短期間での事前データ処理、入力等の業務及び申告相談会補助業務等 4

640 市町村 田村市 直接実施 課税資料統一に伴う調査、照合、確認、入力等の補助業務等 4

641 市町村 田村市 直接実施
市役所、商業者、商工会との連絡調整業務、就業希望者受付窓口の補助業務、施設美化清
掃業務

4

642 市町村 田村市 直接実施 震災・原発事故の影響により進捗が滞った公有財産の現地調査・整理・登記事務 4

643 市町村 田村市 直接実施 震災・原発事故の影響により汚染及び破損等した公共施設等の適正な管理 8

644 市町村 田村市 直接実施 震災・原発事故により減少した利用者の増加を図るための環境整備や接客業務 2

645 市町村 田村市 直接実施
市道・河川・農林道の維持管理として除草・土砂撤去や災害復旧の作業と維持管理に係る事
務補助

54

646 市町村 田村市 直接実施 個人積算線量測定等放射線に係る健康管理事業 2

647 市町村 田村市 直接実施 放射線・放射能モニタリングの実施 20

648 市町村 田村市 直接実施 斎場・船引清掃センター及び最終処分場の環境美化のため、各施設内草刈り等 2

649 市町村 田村市 直接実施 ホームページでの震災・原子力災害関連の情報提供事務 2

650 市町村 田村市 直接実施
社会体育施設や社会教育施設の下草刈り、並びに樹木伐採・剪定作業及び施設清掃等環境
整備

3



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

651 市町村 田村市 直接実施 市立小・中学校図書館の蔵書データベース化作業及び既存図書の本カバー等補修作業 4

652 市町村 田村市 直接実施 公共下水道の維持管理に係る台帳整理等 2

653 市町村 鏡石町 委託 応急仮設住宅の維持管理業務 8

654 市町村 鏡石町 直接実施 納税者宅への訪問、納税相談、口座振替による納付の推奨、金融機関等への訪問調査。 1

655 市町村 鏡石町 直接実施 町内の環境美化を進めるため、道路等の除草、剪定、不法投棄物の除去の業務を行う事業 2

656 市町村 鏡石町 直接実施 障がいのある幼児・児童・生徒への特別支援教育業務 8

657 市町村 鏡石町 直接実施 不登校児童・生徒に対するカウンセリングや小集団活動等の適応指導実施事業 1

658 市町村 鏡石町 直接実施 掃除及びその他雑務等の学校用務員業務 3

659 市町村 鏡石町 直接実施 鏡石町幼稚園運営補助業務 6

660 市町村 鏡石町 直接実施 図書の貸し出し及び管理業務 4

661 市町村 鏡石町 直接実施 体育施設の貸し出し及び管理業務 7

662 市町村 鏡石町 直接実施 放課後における児童の安全指導 1

663 市町村 鏡石町 直接実施 町立保育園の保育事業及び保育所の給食調理業務 21

664 市町村 鏡石町 直接実施 学校放課後の児童の遊びや生活指導及び臨時児童厚生業務 2

665 市町村 鏡石町 直接実施 児童家庭相談・支援業務 1



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
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666 市町村 鏡石町 直接実施 地域包括支援センターでの事務及び相談支援業務 2

667 市町村 鏡石町 直接実施 紙ベースの健康情報を健康管理システムに入力する業務 1

668 市町村 鏡石町 直接実施 瓦礫置き場における監視業務及び分別業務 2

669 市町村 天栄村 委託
被災した村内の中小企業者の支援と経営指導員や、事業継続計画作成等に係る経営相談事
務の補助業務

1

670 市町村 天栄村 委託 生産者と消費者との交流促進のための業務 2

671 市町村 天栄村 委託 村観光団体との連携調整、ホームページ更新、体験受入業務、ふくしまっ子受入業務等 2

672 市町村 天栄村 委託
東日本大震災によって発生した災害廃棄物の仮置場における分別作業と、不法投棄廃棄物
の撤去を実施。

4

673 市町村 天栄村 委託 村役場本庁管内の道路法面の除草及び支障木除伐作業 2

674 市町村 天栄村 委託 村役場湯本支所管内の道路法面の除草及び支障木除伐作業 4

675 市町村 天栄村 直接実施 各種保健事業のデータ入力管理 2

676 市町村 天栄村 直接実施 耕作放棄地データの整理・電子化と、農業振興地域整備計画の総合的な見直しを行う。 1

677 市町村 天栄村 直接実施 道路除草及び道路の土砂除去等による清掃作業 2

678 市町村 天栄村 直接実施 社会教育施設の除草等 2

679 市町村 天栄村 直接実施 学校施設内外の清掃及び放射線除染作業等 3

680 市町村 石川町 委託 町内観光資源である桜並木や一本桜の樹勢回復のための整備事業 3



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）
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681 市町村 石川町 委託 本町の桜並木や一本桜を取り巻く人や環境を材料に小冊子を編集する事業 2

682 市町村 石川町 委託 町内放射線の測定業務及び放射能除去作業業務の事務事業 4

683 市町村 石川町 委託 委託先に事業推進員をおき農商工連携事業の推進を図る 1

684 市町村 石川町 直接実施 町道や公共施設等の雑草の刈払い等を実施し環境整備を図る 3

685 市町村 石川町 直接実施 入所者の生活支援及び介護の補助を実施し入居者へのサービス向上を図る 2

686 市町村 石川町 直接実施 発達障害等の特別な支援を要する児童の支援事業 6

687 市町村 石川町 直接実施 竹を地域資源として利用することにより資源循環型社会を構築する事業 3

688 市町村 石川町 直接実施 観光推進員を雇用することにより観光PR事業の推進にあたる 1

689 市町村 石川町 直接実施 本町の放射線測定器を活用し農産物の線量の測定にあたる 2

690 市町村 石川町 直接実施 風評対策事業として風評被害対策キャンペーンや情報発信をしていく事業 2

691 市町村 玉川村 委託
震災等の影響で引きこもりがちになってしまった高齢者の健康相談や介護予防支援事業を実
施。

1

692 市町村 玉川村 委託
東京築地市場の緑の駅で、原発の風評被害にあっている県内の特産品等の安全性をＰＲ販
売

3

693 市町村 玉川村 委託 震災等からの復興支援事業・人材の確保事業を実施。 2

694 市町村 玉川村 委託
県内外で実施される物産展で、福島の風評被害を払しょくするため、産品販売やＰＲ活動を実
施。

1

695 市町村 玉川村 委託 福島空港内にある「空の駅たまかわ」にて地元産品の安全性をＰＲし・販売業務を実施。 2
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696 市町村 玉川村 委託 村内２箇所の公園維持管理・点検を被災者でもあるシルバー人材センターに委託して実施。 5

697 市町村 玉川村 直接実施
放射線汚染に対する村民の健康管理に関する事業として、線量計の管理・データ集計等を実
施。

1

698 市町村 玉川村 直接実施 毎日村内３３箇所の空間放射線量の計測を行う 1

699 市町村 玉川村 直接実施 震災等で離職をした非正規労働者、中高年齢者等を雇用し地域の環境美化作業を実施 6

700 市町村 玉川村 直接実施
震災等により発生したがれきの仮置き場及び除染作業による汚染物質の受入・監理業務を実
施。

1

701 市町村 玉川村 直接実施 村内幼稚園・小学校・中学校に英語指導員を派遣し、英語を通じた教育支援を実施。 1

702 市町村 玉川村 直接実施
県内の優良スポーツ団体活動情報を収集。村内団体へ情報提供。新たな種目の普及を目指
す。

1

703 市町村 平田村 委託 乾草供給センター敷地に隣接する法面の除草及び立木の除伐作業 3

704 市町村 平田村 直接実施 放射性測定装置を使用し農産物等に含まれる放射性物質の検出、測定。情報管理業務。 2

705 市町村 平田村 直接実施 竹破砕機を使い竹の粉砕作業、竹の伐採作業 2

706 市町村 平田村 直接実施 公共施設の除草作業。側溝等の清掃作業 3

707 市町村 平田村 直接実施 村道・農林道・河川・側溝等の清掃及び除草、冬期間の除雪、支障木枝打ち、村道補修作業。 5

708 市町村 平田村 直接実施 公立保育所における保育業務の補助 2

709 市町村 平田村 直接実施 各種スポーツ教室やスポーツイベントの企画立案と事業の実施。講師との連絡調整。 1

710 市町村 浅川町 直接実施 町内の道路、公共施設、観光施設の雑草の刈払い作業及び清掃作業 8
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711 市町村 古殿町 委託
町内所有者の竹林を間伐、パウダー製造、配布を実施する。また、研修を兼ねてナスの試験
栽培を行う。

2

712 市町村 古殿町 委託 道の駅での町特産品及び観光のPR、町のキャラクターを活用したイベント等でのPRを行う。 2

713 市町村 古殿町 委託
震災により疲弊した中心市街地の活性化のため、空き店舗を活用し、各種サービス及びイベ
ントをを実施。

2

714 市町村 古殿町 委託
震災により不安を抱えて日中一人で生活している高齢者等が前向きに生活できるよう支援す
る。

1

715 市町村 古殿町 直接実施
震災による失業者を雇用し、道路敷、観光施設等の草刈り、支障木の伐採、清掃作業を実施
する。

12

716 市町村 古殿町 直接実施 町内全域の放射能調査、及び不法投棄物の発見・回収・分別等を実施する。 4

717 市町村 三春町 委託 公共施設周辺の環境美化 2

718 市町村 三春町 委託 観光地の環境美化 4

719 市町村 三春町 委託 観光ボランティアガイドの会運営事業 1

720 市町村 三春町 委託 通所介護事業所内で、介護の業務を行いながら、ホームヘルパー２級資格の取得 1

721 市町村 三春町 直接実施 町内全域の放射線量モニタリング調査 4

722 市町村 三春町 直接実施 食品の放射性物資測定・データ処理 6

723 市町村 三春町 直接実施 低線量被ばく住民の詳細調査 6

724 市町村 三春町 直接実施 町有農地の除染・保全、松林の被害調査 4

725 市町村 三春町 直接実施 保育所での保育業務 4
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726 市町村 三春町 直接実施 まほらホール築１０年における記念事業の実施 2

727 市町村 三春町 直接実施 収蔵資料の整理 4

728 市町村 三春町 直接実施 寄贈資料の整理・補修 2

729 市町村 小野町 委託 入所者に対しての食事・入浴・移動・排泄等の身体介護及び生活援助。 3

730 市町村 小野町 委託 資格取得に要する研修及び介護業務全般。 2

731 市町村 小野町 委託 間伐作業や作業道を開設する業務を行う。 1

732 市町村 小野町 委託 外国語指導助手と教師がＴＴによる指導を行う 2

733 市町村 小野町 委託 パソコン教室を実施する。 1

734 市町村 小野町 委託 中学校における英語授業、一般町民に対する英会話教室 1

735 市町村 小野町 直接実施 行政文書の適正な管理及び歴史的文書の保存並びに町有財産台帳の整備をする。 6

736 市町村 小野町 直接実施 観光に関する要望・ニーズの把握、観光資源に関する情報の収集、整理、情報発信を行う。 2

737 市町村 小野町 直接実施
不法投棄防止パトロール。投棄物の回収作業及び投棄現場周辺の環境整備作業。防止看板
の整備作業。

2

738 市町村 小野町 直接実施 放射線積算測定及び健康調査の実施、母子を中心とした心の健康フロー事業を実施する。 4

739 市町村 小野町 直接実施 町道及び公共施設内の草刈をはじめとした環境整備事業。 4

740 市町村 小野町 直接実施 新しい農家基本台帳様式にデータ入力。 2



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

741 市町村 小野町 直接実施 特別支援を要する児童生徒の学校における日常生活上の介助等のサポートを行う。 12

742 市町村 小野町 直接実施
社会体育施設内、社会教育施設の芝の手入れ、草刈り及び廃校になっている３校の周辺の草
刈り。

2

743 市町村 小野町 直接実施 郷土史料館及び倉庫に保管してある民具を整理し、資料台帳及び個票を整備する。 4

744 市町村 小野町 直接実施 放射線測定を詳細に行い、町民に公表する 2

745 市町村 白河市 委託
場内の線量測定、ネットによる情報発信や場内外の美化活動を図り、利用者の安心・安全を
図る。

1

746 市町村 白河市 委託 主に通学路や基幹的農林道、農村公園の草刈りや支障木枝切りを実施する。 3

747 市町村 白河市 委託 公共施設及び市道等の草刈り、支障木の刈り払い作業を実施する。 5

748 市町村 白河市 委託 通学路の草刈り等の除染作業や運動公園、農村公園の遊具のペンキ塗りを実施する。 3

749 市町村 白河市 委託 市が設置した仮置場での搬入受付や分別指導等維持管理業務を行う。 4

750 市町村 白河市 委託 監視パトロールを実施し、不法投棄の未然防止や不法投棄物の撤去を行う。 3

751 市町村 白河市 委託 高齢者や障がい者の安否確認を目的にごみの訪問収集を実施する。 1

752 市町村 白河市 委託 観光誘客の企画立案や物産販売及び販路の拡張並びに開発を行う。 3

753 市町村 白河市 委託
白河ラーメンや白河だるまバーガーを活用し、各種イベントに出店し知名度、販路の拡大を図
る。

3

754 市町村 白河市 委託
白河関の森公園を四季折々の花々で飾ることにより、花の里として新たな観光資源を創出す
る。

3

755 市町村 白河市 委託 企業情報の収集や各種事業の実施により、地元企業間での地域内受注の拡大を支援する。 2



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

756 市町村 白河市 委託 首都圏等において本市農産物の安全性をアピールし、販売促進につなげる。 6

757 市町村 白河市 委託
原発事故の影響から離農に伴う耕作放牧地を防止し、農地の集積による農業生産の強化を
図る。

1

758 市町村 白河市 委託
「アグリスクール」の実施、「復興グリーン・ツーリズム」を企画し、農産物の安全性をアピール
する。

2

759 市町村 白河市 委託
中心市街地の賑わい創出のため、空き店舗を利用し幅広い世代間の交流が図れるスペース
を開設する。

4

760 市町村 白河市 委託 専門店お勧めの逸品をPRしたり商店街のお得な情報等をポータルサイトで発信する。 1

761 市町村 白河市 委託 行政、民間企業等の各種団体と連携を図り復興のための各種イベントを実施する。 2

762 市町村 白河市 委託 中心市街地の賑わいを創出するため、飲食店の魅力を高め、PRを行う。 2

763 市町村 白河市 委託
歴史の趣きある建築物等の被災状況の把握や保全活用のアドバイスをし景観の保全推進を
図る。

2

764 市町村 白河市 委託 小峰城への案内誘導、市内の観光案内を行い、また駐車場の適正な利用を指導する。 3

765 市町村 白河市 委託 外来植物の刈り取りや赤松を守るため下草刈りと草掻きを実施する。 3

766 市町村 白河市 委託 教育、保育施設の環境整備・美化のため、下草刈り、樹木の剪定等を行う。 7

767 市町村 白河市 委託
教育施設の外壁や屋根、内装、電気設備等の劣化度調査、改修に係る概算費用の算定を実
施する。

2

768 市町村 白河市 委託
コンピュータ活用事業の補助や校内のIT関連業務を行い、生徒にコンピュータリテラシーを身
につけてもらう。

5

769 市町村 白河市 委託
史跡の景観を維持し、来訪者の安全を確保するため、枯損木の伐採、倒木の搬出、除草等を
実施する。

3

770 市町村 白河市 直接実施
被災住民の支援に係りが深い国民健康保険や福祉の窓口で来庁者の要件を聴取、担当課に
伝達する。

3



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

771 市町村 白河市 直接実施
住民基本台帳を基に高齢者台帳を作成し、仮設住宅等の高齢者の実態把握のため訪問調査
を実施する。

2

772 市町村 白河市 直接実施 放射線対策関連業務、その窓口対応等に従事する。 2

773 市町村 白河市 直接実施 医療機関の頻回受診・多受診者への訪問活動を行い、適切な保健指導を行う。 2

774 市町村 白河市 直接実施 風評被害対策に係る事務補助や風評被害対策イベントに参加し、観光PR活動を行う。 3

775 市町村 白河市 直接実施 農産物の放射線モニタリング検査業務や安全性アピールに係る事務補助。 3

776 市町村 白河市 直接実施
市内農林施設の被災箇所等を調査し図面等を作成し諸政策とのマッチングを図り、復旧の基
礎資料とする。

2

777 市町村 白河市 直接実施 震災により被災した道路を復旧するのに係る事務の補助。 1

778 市町村 白河市 直接実施
応急仮設住宅の清掃や生活相談の窓口を開設し、入居者が安心して避難できる居住を提供
する。

3

779 市町村 白河市 直接実施 震災により増加した届け出や許可申請に係る事務補助。 1

780 市町村 白河市 直接実施
放射線測定結果のデータの取りまとめやHPの作成事務等を行い、リアルタイムで適切な情報
を提供する。

1

781 市町村 白河市 直接実施 特別に支援が必要な低学年の児童に対して、学校生活に適応できるよう支援・補助を行う。 10

782 市町村 白河市 直接実施
放射能不安に対する要望、問題点の整理、そのために実施する子育て支援事業の事務補
助。

1

783 市町村 白河市 直接実施 発達障がいを持つ園児に対して支援を行い、また震災による園児の心のケアの充実を図る。 4

784 市町村 白河市 直接実施 震災により各所有者の保管施設が被災し、寄贈資料が増加した。それらの整理を実施する。 1

785 市町村 白河市 直接実施
震災により増加した寄贈図書の整理や避難者の利用等で増加した利用者に対して一連の作
業を行う。

2



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

786 市町村 西郷村 委託
雑草等下草刈払い、落ち葉等除去、樹木剪定など行い、村内の都市公園等の放射線低減に
努める。

5

787 市町村 西郷村 委託
雑草等下草刈払い、側溝土砂撤去、樹木剪定など行い、村内の道路等沿線の放射線低減に
努める。

5

788 市町村 西郷村 委託
雑草等下草刈払い、側溝土砂撤去など行い、村内の公営住宅等公共施設周辺の放射線低減
に努める。

5

789 市町村 西郷村 委託
雑草等刈り払い、落ち葉除去等を行い、村内の河川水路及び生活用道路等の放射線低減に
努める。

5

790 市町村 西郷村 委託
震災の影響による失業者、未就労者（新卒者含む）を対象として、ホームヘルパー２級の資格
を取得する。

10

791 市町村 西郷村 委託 不法投棄物の巡回と撤去等 3

792 市町村 西郷村 委託 井戸や浄化槽の維持管理実態調査 2

793 市町村 西郷村 委託 地震災害で発生した瓦礫処分地の分別指導や廃棄物の数量の把握 4

794 市町村 西郷村 委託 村内の消防施設を調査し台帳化を図る 1

795 市町村 西郷村 直接実施 被災のあった道路などにかかるパトロールを行い、簡易な修繕や報告などの業務を行う。 2

796 市町村 西郷村 直接実施
村内で生産された、農産物等の検査を実施することにより、村民の食に対する安心・安全を確
保する。

2

797 市町村 西郷村 直接実施
震災で被災した原発から排出される放射線等を計測し住民に公表し、放射能に対する不安を
取り払う

4

798 市町村 西郷村 直接実施 土器・石器等の洗浄・復元・梱包。文書資料・写真資料の写真撮影・スキャナ読み取り。 1

799 市町村 西郷村 直接実施 中央公民館図書室図書データ入力、各学校図書館の書架の整理整頓、児童生徒の対応。 3

800 市町村 西郷村 直接実施 学校及び幼稚園にいる支援を要する児童生徒及び園児に対し、支援員を配置する。 10



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

801 市町村 泉崎村 直接実施 東日本大震災で被災した住宅支援、道路、農業集落排水の復旧事業の事務補助を行う。 1

802 市町村 泉崎村 直接実施
原発事故に伴う放射能除染実施に伴う基礎資料収集、地域説明会資料、その他除染に関連
した事務補助。

1

803 市町村 中島村 直接実施
災害復旧事務及び営農推進業務の農家対応支援業務及び農作物の放射能物質の調査を行
う。

2

804 市町村 中島村 直接実施
被災者支援のための生活再建支援、住宅復旧支援、除染事業、放射線量測定等の業務を行
う。

2

805 市町村 中島村 直接実施
福島原発事故による放射線健康被害対策事業として、住民の積算量測定やそれらに対する
相談窓口業務、積算線量ﾃﾞｰﾀの解析業務を行う。

1

806 市町村 矢吹町 直接実施
町で取得した土地で相続及び抵当権設定などの案件について、現況調査及び書類の整理等
の事務

1

807 市町村 矢吹町 直接実施 財産台帳の整理業務 1

808 市町村 矢吹町 直接実施
被災者台帳整備（パソコン入力）
放射線量測定機貸出事務他

2

809 市町村 矢吹町 直接実施 教育委員会で所管する各種資料のデータ化、及び放射線関連事業のデータ化事業 2

810 市町村 矢吹町 直接実施
支援を必要とする幼児・生徒が属するクラスに複数名の職員を配置し、きめ細かな対応をす
る。

7

811 市町村 矢吹町 直接実施 被災した合併浄化槽等の点検を行い、施設台帳を整理し、変更後のデータ入力を行う 2

812 市町村 矢吹町 直接実施
3月の震災後に排水系統が変わり、土砂が堆積し悪臭が発生し苦情があり、その苦情を解消
する。

2

813 市町村 棚倉町 委託
風評被害対策のため、観光資源や物産品・特産品の安全安心のＰＲ、観光誘客ＰＲ、物産の
開発と販路開拓

2

814 市町村 棚倉町 委託
公共施設内の草刈りや支障木の除伐等を行い、除染のほか環境美化の推進と意識高揚を図
る

2

815 市町村 棚倉町 委託 不法投棄パトロール、不法投棄物の撤去及びゴミ処分場への搬入 2



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
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816 市町村 棚倉町 委託
農林道等の除草、側溝清掃などにより、除染のほか利用環境の整備と環境美化の意識高揚
を図る

3

817 市町村 棚倉町 直接実施 除染事業関係事務の作業補助 1

818 市町村 棚倉町 直接実施 児童を対象に支援員を配置し、学級づくり及び個に応じた学習を支援する 7

819 市町村 棚倉町 直接実施
園児を対象に支援員を配置し、園生活のサポート及び個に応じた集団生活における適応支援
を実施する

5

820 市町村 棚倉町 直接実施
夏休み等の長期休業中や平日の14:30から18:00までの預かり保育員を配置し子育て支援をす
る

3

821 市町村 棚倉町 直接実施 震災により資料を保管していた施設が取り壊されるため、資料の整理保存を図る 2

822 市町村 棚倉町 直接実施
震災の影響で、図書館の移転を行うため、図書館で保存している資料の整理とデータ化を図
る

4

823 市町村 矢祭町 委託 首都圏等大規模消費地において町農産物等の安全性のPR活動を行う。 3

824 市町村 矢祭町 委託 放射能等の風評被害を一掃するためのイベント等を行い、積極的な誘客を行う。 4

825 市町村 矢祭町 直接実施 農地の現状を把握するとともに、本町における有益な利活用方針を検討する。 2

826 市町村 矢祭町 直接実施 有害狩猟鳥獣被害等データを収集し、有効な防除策を広く周知・指導する。 2

827 市町村 矢祭町 直接実施 町内森林環境放射線量を調査し、森林環境放射線量マップを作成する。 2

828 市町村 矢祭町 直接実施
町内各地における空間放射線量・町水道の放射性物質について定期的に調査を行い、データ
化する。

1

829 市町村 矢祭町 直接実施
児童が、放射線等に対し不安や制約を受けることなく、安心して学び、遊べる環境づくりを行
う。

2

830 市町村 塙町 委託 観光施設の草刈等を行い、除染をし、安心して来てもらえるよう観光施設を整備する。 4



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

831 市町村 塙町 委託 放射性物質の付着した道路沿線の雑草、潅木の除去を行い、沿線の線量軽減を図る。 4

832 市町村 塙町 直接実施 風評被害対策で町の観光と農産物をＰＲする。 2

833 市町村 塙町 直接実施 風評被害を受ける生産者の収入増加に向けダリアのブランド化するための指導員を養成。 1

834 市町村 塙町 直接実施
放射性物質が計測され、町が実施している竹粉農法を普及させるため、竹の伐採、竹粉製造
を行う

2

835 市町村 塙町 直接実施 町内の農産物、土壌、水等の放射性物質の測定を行う 2

836 市町村 鮫川村 委託 生活関連施設周辺の除染作業 6

837 市町村 鮫川村 委託 農産物モニタリングと農地除染実証試験 2

838 市町村 鮫川村 直接実施 林産物モニタリングとデータ集積作業 1

839 市町村 鮫川村 直接実施 健康管理調査事務補助 1

840 市町村 会津若松市 委託 商店街や中心市街地の活性化を目指した人材育成と組織強化を図る。 4

841 市町村 会津若松市 委託
中級以上のＩＴスキルを持つ受講者を対象にＩＴビジネススキルとキャリアアップのメンタル研修
を行う。

3

842 市町村 会津若松市 委託
会津の家づくり（会津ハウス）の普及推進活動を行い、建築業にとどまらない地域産業全体の
活性化を図る。

2

843 市町村 会津若松市 委託 ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ養成研修を通し、創業・起業支援における支援人材の育成を図る。 3

844 市町村 会津若松市 委託
スマートフォン向けのアプリケーション市場の拡大に対応すべく、人材不足が続く当該分野の
人材養成。

10

845 市町村 会津若松市 委託 ＳＮＳ・ブログ等を活用した継続的な地域情報の発信及び情報のコミュニケーションを図る。 3



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

846 市町村 会津若松市 委託 キャラバン隊を編成し、県内の農産物・物産販売や観光ＰＲ等を行う。 10

847 市町村 会津若松市 委託 地域企業の求人開拓や情報収集を行い、当該情報をホームページやＳＮＳ等で告知する。 2

848 市町村 会津若松市 委託 甲冑姿のサムライを鶴ヶ城に配置し、観光案内、写真撮影のサービスなどを演出。 3

849 市町村 会津若松市 委託 甲冑姿のサムライをまちなかに配置し、観光案内、写真撮影のサービスなどを演出。 3

850 市町村 会津若松市 委託 2013年のＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」に伴う観光客受入態勢強化を図る。 32

851 市町村 会津若松市 委託 震災後の教育旅行に関する情報収集と分析、新たな体験メニューの創設等を行う。 3

852 市町村 会津若松市 委託
観光情報案内業務を充実させ、観光情報の収集とデータベース化による観光情報の発信・案
内の充実。

4

853 市町村 会津若松市 委託 会津地域の物販専用サイトの運営・管理 2

854 市町村 会津若松市 委託 地域内ものづくり企業の連携推進のためコーディネーターを配置。 2

855 市町村 会津若松市 委託 データ入力オペレーターが不足している状況に鑑み、オペレーター人材の育成を図る事業。 17

856 市町村 会津若松市 委託 需要が高まるコールセンター業務のオペレーター育成や、業務の中核となるリーダーを育成。 15

857 市町村 会津若松市 委託
市内工業団地周辺緑地の除草・集草・処分等及び立木の枝剪定・薬剤散布・施肥等の維持管
理作業。

3

858 市町村 会津若松市 委託
老人クラブの実態調査や地区住民の意向確認など、地域高齢者のコミュニティ形成と活性化
を図る。

2

859 市町村 会津若松市 委託
地域包括支援センターへ利用者に関する情報や地域の社会資源の情報整理事務等を行う職
員を配置。

12

860 市町村 会津若松市 委託
市有地（農用地等）の除草・集草・処分等及び立木の枝剪定・薬剤散布・施肥等の維持管理作
業。

3



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

861 市町村 会津若松市 委託 林道維持管理作業（路肩草刈、路線清掃、側溝等体積土砂等の撤去など）。 9

862 市町村 会津若松市 委託 都市公園の除草・清掃等の作業。 4

863 市町村 会津若松市 委託
図書館が所蔵する昭和１１年以降の新聞原紙の電子化を図り、一般利用者へ閲覧サービス
提供する。

6

864 市町村 会津若松市 直接実施 ものづくり関連イベントの連携推進及び支援（スケジュール管理、ＰＲ及び運営管理等）。 1

865 市町村 会津若松市 直接実施 震災対応により増加している業務量を補うべく、臨時職員を雇用する。 1

866 市町村 会津若松市 直接実施 震災対応により増加している業務量を補うべく、臨時職員を雇用する。 1

867 市町村 会津若松市 直接実施 障がいのある児童生徒の支援補助を行う特別支援員の小中学校配置。 8

868 市町村 会津若松市 直接実施 文化財指定地の草刈及び支障木伐採作業等 22

869 市町村 喜多方市 委託 農林業特産品や自然・文化・歴史など都市と農村の交流事業を通して地域経済振興を図る 1

870 市町村 喜多方市 委託 観光イベントの企画・実施及び観光施設案内と観光情報発信業務 5

871 市町村 喜多方市 委託
「きたかた喜楽里博」を充実させイベント情報と併せて、喜多方の安全・安心を広く情報を発信
する

2

872 市町村 喜多方市 委託
原子力発電所事故の風評被害によるグリーン・ツーリズムの振興を図るため、セールス、PRを
行う事業

2

873 市町村 喜多方市 委託
震災影響による失業者を雇用し、就農のサポートを行い、風評被害を払拭し農業復興活性化
を図る事業

8

874 市町村 喜多方市 委託
特産品・物産品を販売するWEBサイトの商品拡大、内容充実により、全国への販路拡大を図
る。

3

875 市町村 喜多方市 委託
風評被害対策の実施に向けた市場調査等の情報収集及び地場産品の販売促進並びに誘客
推進事業

2



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

876 市町村 喜多方市 委託
喜多方の安全性を広くアピールしていくため、従来から運行している「ぶらりん号」を活用した
情報発信業務

1

877 市町村 喜多方市 委託 観光客への動向調査や風評被害の撲滅に向けた情報発信業務、観光案内業務 3

878 市町村 喜多方市 委託 観光案内所等での観光案内、外国人向け観光案内や市営駐車場における料金徴収業務 3

879 市町村 喜多方市 委託 在宅ワークセンターの運営・自立に関する業務及び避難者に対する実践トレーニング業務 2

880 市町村 喜多方市 委託 コミュニティカフェの運営、被災避難者への情報発信やコミュニティビジネスでの人材育成業務 2

881 市町村 喜多方市 委託 観光案内や観光情報の提供、観光振興のための調査・研究等に関する業務 1

882 市町村 喜多方市 委託
「喜多方市人づくりの指針」を推進するため、児童生徒を含め市民一人ひとりに幅広く浸透を
図る。

1

883 市町村 喜多方市 委託 市の生涯学習施設における講座等の企画、ホームページの作成による情報発信業務 1

884 市町村 喜多方市 委託
復興に向け、スポーツの力で元気な活力あるまちにするため、スポーツによる人材を育成し、
振興を図る。

2

885 市町村 喜多方市 委託
旧市町村所有の考古・近世・近代・現代資料の整理分類作業をとおして、文化財の保存・活
用・公開を図る

2

886 市町村 喜多方市 委託 ボート大会や体験イベントの企画・運営及び修理技術やコース運営技術の取得に向けた事業 2

887 市町村 喜多方市 委託 市内水路、側溝の清掃 2

888 市町村 喜多方市 直接実施
きめ細やかな保育及び施設の定期的な洗浄により、保護者の放射線に対する不安解消を図
る

4

889 市町村 喜多方市 直接実施 各種実施事業による復興ＰＲ、各種研修等のための公用車運転の補助業務 2

890 市町村 喜多方市 直接実施 旧町村名儀の所有権移転登記の登記完了証を元に、土地台帳の作成を行う 1



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

891 市町村 喜多方市 直接実施 来年高卒予定者の未就職者を市役所の臨時職員として雇用する 5

892 市町村 喜多方市 直接実施
原発事故に伴う放射線の影響により取り組む、県の健康管理事業実施に伴う、準備作業を含
む通知事務等

4

893 市町村 喜多方市 直接実施 耐震化に係る申請手続き、資料・情報収集及びデーターの整理業務 2

894 市町村 喜多方市 直接実施 税務情報の電算システムへの入力事務 3

895 市町村 喜多方市 直接実施 各種イベント支援事業及び情報の発信、紹介、案内業務 1

896 市町村 喜多方市 直接実施 小学校農業科圃場及び農産物の放射性物質測定と集計等業務 1

897 市町村 喜多方市 直接実施 震災により区域外就学及び転入の措置をとっている、障害のある児童の教育的支援 2

898 市町村 喜多方市 直接実施 各種作物等のモニタリング及びイベント等の企画と参加に関する業務 2

899 市町村 喜多方市 直接実施 市場における物産品の情報収集や首都圏を中心とした物産展の情報発信業務 2

900 市町村 喜多方市 直接実施 観光イベント等の企画及び実施や観光施設の情報発信業務 1

901 市町村 喜多方市 直接実施 林道の維持補修業務 2

902 市町村 喜多方市 直接実施
市道等の公道や公共施設敷地内の除草作業、街路樹の枝打ち・剪定等や市民要望のまとめ
作業業務

11

903 市町村 喜多方市 直接実施 市民が生産する自家用野菜等を対象とした放射性物質の検査 3

904 市町村 喜多方市 直接実施 環境放射線量測定業務及びデータ整理業務 2

905 市町村 喜多方市 直接実施
　介護保険施設等の入所待機者の実態を把握することにより、介護保険事業の円滑な運営を
図る

1



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
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906 市町村 喜多方市 直接実施 　太極拳ゆったり体操のボランティアスタッフの育成及び普及計画の企画と事業の実施業務 1

907 市町村 喜多方市 直接実施 喜多方市塩川地区の発展のため、各種イベント事業を通じ情報の発信・紹介・案内業務 1

908 市町村 喜多方市 直接実施 駅前広場での案内誘導、駐輪場の指導整理、清掃作業 2

909 市町村 喜多方市 直接実施 企業訪問等による新たな職の確保や休職者の相談及び支援業務 3

910 市町村 喜多方市 委託 児童や保護者が集まれる場所の提供及び地域ぐるみでの被災児童等の子育てサポート 2

911 市町村 喜多方市 直接実施 検証測量に係る書類作成及び検証請求に係る書類整理、作成業務 2

912 市町村 喜多方市 直接実施 除草作業、支障木の伐採撤去作業、側溝清掃作業及び路面の整正作業 3

913 市町村 北塩原村 委託
裏磐梯の探勝路や登山道等の維持管理、写真撮影を行い、誘客及び風評被害の払しょくを図
る。

2

914 市町村 北塩原村 委託 情報発信・イベント実施等を行い風評被害の払拭とともに教育旅行・観光客の増を図る。 2

915 市町村 北塩原村 委託 桜峠公園（20ha、3,000本）の保全と景観整備を行い震災復興に向けた名所づくりを行う。 6

916 市町村 西会津町 委託
首都圏での顧客獲得に向けた、体験プログラムや農家民泊等素材の収集・整理、情報発信
ツールの作成

1

917 市町村 西会津町 委託 観光客の分析データに基づいた効果的な販促ツールを構築し、誘客を図る。 4

918 市町村 西会津町 委託 ＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」による福島復興観光ＰＲ事業の実施 1

919 市町村 西会津町 委託 集落や耕作地に出没するクマ等の有害鳥獣の抑制対策として除間伐や刈払いを行う。 2

920 市町村 西会津町 委託 不法投棄の現地調査及び撤去作業 4
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921 市町村 西会津町 委託 既存図面をＣＡＤシステムによりデジタル変換する作業 4

922 市町村 西会津町 委託 要支援者のデータ収集、データ整理、マップシステムへの入力等を行う。 1

923 市町村 西会津町 直接実施 西会津国際芸術村をより活性化することで、芸術を通じた誘客、交流人口の拡大を図る 1

924 市町村 西会津町 直接実施 耕作放棄地の現況把握するための農地リストや確認に必要な図面等の資料を作成する。 1

925 市町村 西会津町 直接実施 道路路肩の除草及び側溝内の土砂の撤去作業 4

926 市町村 西会津町 直接実施 健康に対する意識を高め、安全・安心な生活を送るため、予防医療運動を推進する。 1

927 市町村 西会津町 直接実施 貸出したサーベイメータの記録により線量マップの作成や妊婦・子供の健康管理に活用する。 1

928 市町村 磐梯町 委託 「道の駅　ばんだい」内における、観光情報の提供等のスタッフ業務。 4

929 市町村 磐梯町 委託 （仮称）「磐梯町交流館」内における、施設の維持管理などを行うスタッフ業務 3

930 市町村 磐梯町 直接実施 現地のガイダンス施設において、来訪者(観光客)に対し、より詳しい説明・解説を行う。 2

931 市町村 磐梯町 直接実施 史跡慧日寺跡に復元された文化的建造物と一体的に植栽の維持管理を適正に行う。 1

932 市町村 磐梯町 直接実施 共働き世帯の子育てを支援するため、被災地の保育士を雇用し保育体制の充実を図る。 1

933 市町村 磐梯町 直接実施 子育て支援充実のため、被災地の栄養士等を雇用し乳幼児給食の調理体制の充実を図る。 1

934 市町村 磐梯町 直接実施 発達遅延等により支援を要する児童のため、被災地の看護師等を雇用し適切な保育を行う。 1

935 市町村 磐梯町 直接実施
公共施設等の除染、町内の線量測定、線量計・高圧洗浄機等の貸出業務等、線量低減に係
る業務

2
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936 市町村 猪苗代町 委託 在宅高齢者の世帯を定期的に訪問し、各種支援事業の利用促進とフォローアップを行う事業 2

937 市町村 猪苗代町 委託 観光施設等での各種調査・分析を行い、効果的な情報発信と観光ＰＲを展開する事業 5

938 市町村 猪苗代町 委託 観光地トイレや駐車場及び登山道等の清掃、草刈を行う事業 5

939 市町村 猪苗代町 委託 「猪苗代まちの駅」施設において、展示品等の紹介や、各種情報の提供を行う事業 2

940 市町村 猪苗代町 直接実施 要介護認定者の認定調査や居宅介護支援事務所等へ情報提供等を行う事業 2

941 市町村 猪苗代町 直接実施 地域活動支援センター利用者の活動支援や助言等を行う事業 1

942 市町村 猪苗代町 直接実施 乳幼児健診及び予防接種等の母子健康推進を行う事業 2

943 市町村 猪苗代町 直接実施 敷地清掃、除草、側溝清掃、樹木の手入れ、除雪を行う事業 2

944 市町村 猪苗代町 直接実施 放射線量等の調査や除染活動事務補助を行う事業 4

945 市町村 猪苗代町 直接実施 農地や農業用排水路の整備・維持管理、農作物の栽培管理等を行う事業 2

946 市町村 猪苗代町 直接実施 有害鳥獣被害の現地調査や行動範囲調査、監視パトロール、啓発業務を行う事業 1

947 市町村 猪苗代町 直接実施 水田台帳の情報調査並びにデータ整備を行う事業 1

948 市町村 猪苗代町 直接実施 堆肥製造の補助及び堆肥の運搬、散布作業等を行う事業 2

949 市町村 猪苗代町 直接実施 文書（郵便等）受付・発送事務、総合案内 2

950 市町村 猪苗代町 直接実施 文書収受・分類、ＰＣ入力、文書発送業務 1



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

951 市町村 猪苗代町 直接実施 一般廃棄物処理関係の事務補助業務 1

952 市町村 猪苗代町 直接実施 障害者の機能訓練やデイサービス事業の補助や介護給付費支給に係る事務補助 1

953 市町村 猪苗代町 直接実施 個人放射線量測定に係るデータ分析・結果管理等の補助を行う事業 1

954 市町村 猪苗代町 直接実施 町民の各予防接種データのシステム入力・データ管理により、適正な接種勧奨を行う事業 1

955 市町村 猪苗代町 直接実施 課税補助業務、台帳整理補助業務、住民税申告受付業務 1

956 市町村 猪苗代町 直接実施 各種対策会議事務の補助、各種イベントの補助、無料職業紹介所事務の補助　等 2

957 市町村 猪苗代町 直接実施 伝票会計処理事務、教育委員会諸事務 1

958 市町村 猪苗代町 直接実施 施設使用申込や講座等の対応業務、図書室の書籍整理及び電話対応対応業務　等 2

959 市町村 会津坂下町 直接実施 臨時職員を雇用し、農産物及び汚泥等の放射線量の測定及び風評被害対策を実施する。 4

960 市町村 会津坂下町 直接実施 臨時教諭・臨時保育士を雇用し、被災者の方々の就労・子育て支援を推進する。 4

961 市町村 会津坂下町 直接実施
ケアマネージャーを雇用し、地域包括支援センターの業務を通し、避難者の方々のケアに適
切に対応する。

1

962 市町村 会津坂下町 直接実施 臨時職員を雇用し、避難されている児童への適切な就学を推進する。 1

963 市町村 会津坂下町 直接実施
新卒者員を臨時職員として雇用し、震災（原発事故）に対応した事務事業に臨時応急的な対
応を実施する。

2

964 市町村 湯川村 委託 会津湯川の里において、経理事務及び風評被害払拭のPRとなる商品企画販売業務 2

965 市町村 柳津町 委託
道の駅物産館を拠点に柳津町及び奥会津の地場産品の展示を工夫し、観光客への商品紹介
や販売を行う。

2



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

966 市町村 柳津町 直接実施
姉妹都市などを中心に物産・観光PRを行い誘客促進、物産進行を図り、電話による観光案内
などを行う。

1

967 市町村 柳津町 直接実施 道路･遊歩道周辺の除草作業、公共施設周辺の草刈、清掃及び支障木の撤去を行う。 4

968 市町村 柳津町 直接実施 大規模災害に備え、火災、不審者等の行政情報を電子メールで配信する。 1

969 市町村 三島町 委託 製造・加工に関する運営体制確立、首都圏や物販イベントや展示会等での商品のＰＲ等図る 2

970 市町村 三島町 委託 観光拠点の充実と、地場産品及び農産品の商品の説明等を行う。 2

971 市町村 三島町 委託
東北博覧会での観光ＰＲ、観光コンシェルジュ育成、イベント企画、観光エージェント訪問等を
行う。

2

972 市町村 三島町 委託 被災者等を対象とした木造住宅の展示販売、住宅に合わせたた木製家具の提案等行う。 2

973 市町村 三島町 委託 販路拡大、会津桐製品の需要調査、ニーズにあった商品開発・製造・販売を行う。 2

974 市町村 三島町 委託
会津地鶏の品質の維持向、販路拡大、関連商品の開発や関連産業への波及に力を入れてい
く。

3

975 市町村 三島町 直接実施
地デジ難視聴地域解消、自主放送等の放送事業、情報発信や地域のコミュニケーションの促
進を図る。

2

976 市町村 三島町 直接実施
歴史文化基本構想推進、三島町交流センター山びこを拠点施設とし、町内の観光誘客に結び
つける。

1

977 市町村 三島町 直接実施
放射性物質の調査・除染と農林水産物等のモニタリングにより住民の安全安心の確保と産業
の復興を図る。

4

978 市町村 金山町 委託 耕作放棄地解消のため草刈り、耕起、景観作物の植付けを行う。 2

979 市町村 金山町 委託 道路側溝の土砂、落ち葉撤去、路肩の支障木、草の伐採、安全施設の清掃。 5

980 市町村 金山町 委託 農地及び居住地と森林の境界を整備するため、立木や草木の刈り払い。 7



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

981 市町村 金山町 委託
奥会津金山赤かぼちゃとミニトマトの栽培、安心・安全な米づくりの栽培の記録の及びＰＲなど
を行う。

4

982 市町村 金山町 委託 復興ＰＲ及び観光客のもてなし、情報提供、物産の販売促進などを行う。 2

983 市町村 金山町 委託 販売及びＰＲ、調査、流通、新たな商品展開等の支援を行う。 1

984 市町村 金山町 直接実施 災害関連の会議、協議の資料作成及び会議録の作成。復興計画作成事務補助。 1

985 市町村 金山町 直接実施
PRイベントの企画及び実施、農林水産物の生産・出荷・制限等の周知、その他産業振興に関
する業務。

3

986 市町村 金山町 直接実施 施設周辺の点検・草刈作業、施設の降雪準備等。 1

987 市町村 金山町 直接実施
民具類の整理と収蔵庫解体に伴う移設作業、民具類をデジタルカメラで撮影し台帳をデータ化
する。

1

988 市町村 金山町 直接実施 道路の重機による路面補修整備、安全施設の点検、安全パトロール。 1

989 市町村 昭和村 委託 除染作業を行い生活・観光等において環境整備を図る 5

990 市町村 昭和村 委託
震災後落ち込んだ観光交流事業に新しくグリーン・ツーリズムに取り組み、旅行業資格取得を
目指す

1

991 市町村 昭和村 委託 介護分野での雇用創出をめざし、経験・資格を取得し介護分野への就業を促す 5

992 市町村 昭和村 委託 介護分野での雇用創出をめざし、施設介護事業で働きながら経験・資格を取得する 2

993 市町村 昭和村 委託
首都圏への産地直送販売事業や、村の農産物の出荷体制強化のため、出荷場に臨時職員を
配置する

3

994 市町村 昭和村 委託 農業法人で作業員・事務員を雇用し、農業分野で就労する機会を創出する 5

995 市町村 昭和村 直接実施 震災対応部門での事務補助員を雇用する 2



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
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996 市町村 昭和村 直接実施 福祉部門（保育所）で臨時保育士を雇用する 1

997 市町村 会津美里町 委託
避難者と地域住民が参加する「復興市」の企画・運営並びに観光・生活支援情報の発信を行
う。

9

998 市町村 会津美里町 委託 会津本郷焼のPR事業をはじめ、共販所の管理・運営・ディスプレイ・接客等を行うこと。 2

999 市町村 会津美里町 委託 県内での観光誘客を模索、仕組み作りを行い、着地型観光スキームを造成する。 1

1000 市町村 会津美里町 委託
美化作業等を実施し観光地としてのアイキャッチを図ると共に、観光客の受け入れ態勢を整え
る。

7

1001 市町村 会津美里町 委託 放射能等に対する正確な情報の発信並びに地場産品の安全性を伝える。 11

1002 市町村 会津美里町 委託 首都圏への食の交流拠点を強化し、圏外への農業者独自の販促ルートを確立する。 5

1003 市町村 会津美里町 委託 図書館の効率的運営等により地域開放型図書館を実現する。 2

1004 市町村 会津美里町 委託 住民が主体的にまちづくり活動を行うことのできる環境を整備し、事業の調整・構築を行う。 2

1005 市町村 会津美里町 委託 仮設住宅に設置する仮設店舗の運営、及び避難者への情報発信とアドバイスを行う。 4

1006 市町村
喜多方地方広域市
町村圏組合

直接実施 資源物回収及び仮置きした放射能除染廃棄物の適正管理を行う。 2

1007 市町村 下郷町 委託 着地型ツーリズム商品の開発 3

1008 市町村 下郷町 委託 路肩の草刈り及び道路側溝内の堆積土砂の除去作業 3

1009 市町村 檜枝岐村 直接実施 村内道路、登山道、公共施設周辺の刈払い及び清掃作業。 6

1010 市町村 只見町 委託
震災等の影響による経済活動等の悪化に対し、新たな取組みと新規雇用を行う事業所等を支
援する

15



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

1011 市町村 南会津町 委託
 駒止湿原のトイレや駐車場施設管理、駐車場誘導整理、パンフレット配布、湿原情報の提供
等を行う。

3

1012 市町村 南会津町 委託 コミュニティ・スペース及び無料休憩所を開設し、町民や観光客の誘導企画・運営等を行う。 8

1013 市町村 南会津町 委託 農産物を乾燥させ、特産品の開発等に取り組む。 1

1014 市町村 南会津町 委託
山野草の盗掘や遭難事故防止のため巡回監視、木道修繕及び施設破損箇所の修繕等を行
う。

2

1015 市町村 南会津町 委託
古民家レストラン「山王茶屋」における食事の提供、地場産品等の販売促進、誘客宣伝活動を
行う。

4

1016 市町村 南会津町 委託 施設利用者の職業能力訓練を目的として、地元間伐材を利用して「割り箸」を作成せる。 2

1017 市町村 南会津町 委託
町有林や民有林における森林の調査及び測量、林道や路網（作業道等）の開設及び維持管
理等を行う。

18

1018 市町村 南会津町 委託 米やソバの収穫・荷造り・出荷作業、水稲育苗施設での播種・硬化・苗管理供給等を行う。 4

1019 市町村 南会津町 委託
農作物の無農薬栽培を行い、管理履歴及び放射性物質の検査結果を明確にし、安全安心を
PRする。

2

1020 市町村 南会津町 委託
首都圏や県内で開催される風評被害対策イベント、物産販売・観光PRイベントに参加し安全を
PRする。

2

1021 市町村 南会津町 直接実施
道路及び河川パトロール、町道及び林道の草刈り及び道路側溝、集水マス等の土砂上げ作
業等を行う。

4

1022 市町村 南会津町 直接実施 各地域の土壌を採取による放射能の測定等行う。 4

1023 市町村 相馬市 委託 ｢燃やさないごみ｣を、資源ごみや金属類、可燃物・不燃物等に分別する 10

1024 市町村 相馬市 委託 情報教育推進のためのＩＴ機器を使用した学習支援、個別学習支援等 10

1025 市町村 相馬市 直接実施 公共施設の清掃、遺跡発掘等 70



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

1026 市町村 相馬市 直接実施 一般事務補助 69

1027 市町村 相馬市 直接実施 学校事務補助 2

1028 市町村 相馬市 直接実施 図書台帳整備、図書整理、読書指導、破損図書修繕 10

1029 市町村 相馬市 直接実施 授業におけるＴＴや習熟度別学習補助、個別学習支援等 30

1030 市町村 南相馬市 委託
震災復興に係る史跡・天然記念物等文化財の景観・日照環境の改善のための草刈・伐木等
の環境整備

3

1031 市町村 南相馬市 委託 公園敷地内の低木樹木の剪定と草刈等 4

1032 市町村 南相馬市 委託
工業系創業、起業支援、経営指導、技術開発支援、その他事業所等の企業力の向上に資す
る業務を行う

1

1033 市町村 南相馬市 委託 市道路肩の草刈及び清掃作業 4

1034 市町村 南相馬市 委託 鹿島区内の市道、河川、公園、真野川ふれあい広場等の草刈及び清掃業務 4

1035 市町村 南相馬市 委託 小高区内道路等の草刈及び清掃作業業務 4

1036 市町村 南相馬市 委託 農道、林道、農業用施設等の草刈及び清掃作業業務 4

1037 市町村 南相馬市 委託 企業・事業所、空き店舗等の情報を収集し、発信するコーディネーター役としての業務を行う 1

1038 市町村 南相馬市 直接実施 震災復興に係る市内開発関連等遺跡の発掘調査業務 10

1039 市町村 南相馬市 直接実施 震災復興に係る市内埋蔵文化財発掘調査整理業務補助のための臨時職員の雇用 2

1040 市町村 南相馬市 直接実施 地域再生の具体的取組と、その取組の雇用創造効果を高める事業を計画する。 3
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1041 市町村 南相馬市 直接実施 震災により全国に避難している商業者等に、国・県・市の支援事業等の案内を行う 1

1042 市町村 南相馬市 直接実施 サーベイメーターによる空間放射線率の測定やデータの集約、公表等 3

1043 市町村 南相馬市 直接実施 津波で流出した写真や賞状などの思い出の品を整理し、縦覧を行い引き渡しを行う 2

1044 市町村 南相馬市 直接実施 家庭用災害廃棄物の仮置き場の管理を行い、仮置き場の適切な維持管理を図る。 1

1045 市町村 南相馬市 直接実施
警戒区域等小中学校児童生徒の区域外学校への登下校のため、市が保有するバスの運行
を行う

1

1046 市町村 南相馬市 直接実施
放射性物質で汚染を受けた農地や農産物について放射性物質の濃度測定や測定値マップの
作成を行う

11

1047 市町村 南相馬市 直接実施
各農村環境保全組織の事務処理等の支援育成、及び活動内容を集約・公開し保全活動の啓
発を行う

1

1048 市町村 南相馬市 直接実施 南相馬市内の農業振興地域農用地の台帳及びデータ整理・作成、基礎調査等 2

1049 市町村 南相馬市 直接実施
有害鳥獣捕獲専任員を配置して捕獲圧の強化に努め、被害防止を図り、里山農業の保全に
努める

4

1050 市町村 南相馬市 直接実施 市内商工業の活性化を図るため行うイベントの運営補助及び関係団体との連絡調整を行う 2

1051 市町村 南相馬市 直接実施 首都圏等において観光ＰＲ・特産品販売等のＰＲイベント事業を企画実施する。 1

1052 市町村 南相馬市 直接実施
各種災害業務を始めとした事務業務に従事させる臨時職員を雇用し、失業者の雇用確保を図
るもの

70

1053 市町村 南相馬市 直接実施 相馬野馬追の保存・継承を目的に、警戒区域内から移動した馬の飼育管理を行う 4

1054 市町村 広野町 委託 所在確認、仮設住宅巡回による健康管理業務 3

1055 市町村 楢葉町 委託 避難先のいわき市で点在する仮設住宅周辺の草刈等の環境美化を実施する。 13



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

1056 市町村 楢葉町 委託 避難先の会津美里町の公共施設周辺の草刈等、仮設住宅の除雪作業を実施する。 11

1057 市町村 楢葉町 委託
商店・企業等の商工観光業を行っていた会社等の連絡、指導、相談を行い、町の復興に向け
実施する。

2

1058 市町村 楢葉町 委託 避難している町民のために添乗業務を含めた医療・買物、ｽｸｰﾙﾊﾞｽ運行業務を行う。 6

1059 市町村 楢葉町 委託 栄養士を交えた学校給食や高齢者等向けの弁当作り、それに伴う配達業務の実施。 17

1060 市町村 楢葉町 直接実施 避難により業務量が増大している敷職員の補助をする一般事務職員業務 10

1061 市町村 富岡町 委託 三春地区の仮設住宅と病院、ショッピングセンター等をマイクロバス等により巡回する。 1

1062 市町村 富岡町 委託 大玉地区の仮設住宅と病院、ショッピングセンター等をマイクロバス等により巡回する。 1

1063 市町村 富岡町 委託 郡山地区の仮設住宅と病院、ショッピングセンター等をマイクロバス等により巡回する。 1

1064 市町村 富岡町 委託
復興のため、町づくり会社を設立し、町復興に資する業務を行うための事務員として雇用す
る。

2

1065 市町村 富岡町 直接実施 仮設住宅・借上げ住宅などを訪問し、血圧測定、生活指導、服薬指導などの支援を実施する。 2

1066 市町村 富岡町 直接実施 診療所を開設し、避難している町民の健康管理を図るため、運営するための人材を雇用する。 5

1067 市町村 川内村 委託 村内観光交流施設の整備・補修事業の実施 15

1068 市町村 川内村 直接実施
食品の簡易検査：各集会所、公共施設で実施
村内産食品に含まれる放射能の検査

27

1069 市町村 川内村 委託
村内立地企業等に人材育成を委託することにより雇用の場を確保し、東日本大震災で避難を
余儀なくされた住民等の帰村の足がかりとする。

80

1070 市町村 大熊町 直接実施 パソコン操作による文書作成など、事務作業全般 10



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

1071 市町村 双葉町 直接実施 行政事務の安定化を図るため各課支援に臨時職員を雇用する 15

1072 市町村 双葉町 直接実施 避難所の運営管理等に支援が必要なため臨時職員を雇用する 25

1073 市町村 浪江町 直接実施 仮設住宅ごとの放射線測定業務、台帳作成業務 2

1074 市町村 浪江町 直接実施 仮設住宅の入居に関する審査及び入居案内、仮設住宅の退去に関する事務手続きなど 3

1075 市町村 浪江町 直接実施 一時帰宅希望者に関するデータ入力業務、連絡調整業務、窓口対応業務 6

1076 市町村 浪江町 直接実施 仮設住宅（二本松・本宮地区）を周遊してのバス運行業務 1

1077 市町村 浪江町 直接実施
いわき出張所における町情報等についての電話対応業務、各種証明書発行業務、窓口対応
業務

2

1078 市町村 浪江町 直接実施
南相馬出張所における町情報等についての電話対応業務、各種証明書発行業務、窓口対応
業務

2

1079 市町村 浪江町 直接実施
桑折出張所における町情報等についての電話対応業務、各種証明書発行業務、窓口対応業
務

2

1080 市町村 浪江町 直接実施 仮設住宅入居者の健康管理業務、健康面でのアドバイス業務、健康管理台帳作成業務 2

1081 市町村 浪江町 直接実施 児童送迎にかかるバス運転業務 4

1082 市町村 浪江町 直接実施 知的障がい児の介助業務 1

1083 市町村 浪江町 直接実施 各種会議時、研修時における運転業務およびイベント等における送迎業務 1

1084 市町村 新地町 委託
東日本大震災に伴う風評被害により、町内の観光物産業が低迷する中、既存の観光資源と特
産品をＰＲする。

1

1085 市町村 新地町 委託
津波による浸水区域内の道路、河川、宅地等内に取り残されている瓦礫片等の撤去・清掃作
業を行う

12



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号

実施区分 実施機関名 事業区分 事業内容
新規雇用の失業
者の人数（人）

1086 市町村 新地町 委託 教育分野に於けるＩＣＴの設備、利活用の促進 8

1087 市町村 新地町 委託 町有林及び作業道の整備（下刈り）の実施 3

1088 市町村 新地町 直接実施 医療費助成に伴う窓口受付業務及びデータ処理業務 1

1089 市町村 新地町 直接実施 介護予防事業等保健センターが行う各種事業及び高齢者世帯の健康管理業務 2

1090 市町村 新地町 直接実施
税務署からの電子データの受信、町税システムへの取り込み不能データ（画像データ）の選
別・印刷・整理

1

1091 市町村 新地町 直接実施 公共施設及び仮設住宅敷地内の整備や仮設自治会長等との事務連絡等 2

1092 市町村 新地町 直接実施 震災によるＡＤＨＤ児童に対応し集団学習の場を改善し、学力向上を図る 8

1093 市町村 新地町 直接実施 震災の被害を受けた文化財施設の清掃・整理、遺跡の調査を行い、生涯学習に役立てる 5

1094 市町村 飯舘村 委託 仮設住宅入居者の医療機関、買い物等への送迎のためのバスを運行する。 1

1095 市町村 飯舘村 委託 農作物における放射性物質測定検査の実施及びデータ管理等事務。 2

1096 市町村 飯舘村 委託 松川第一仮設住宅内の仮設直売所にて直売所運営業務を行う。 5

1097 市町村 飯舘村 直接実施
計画的避難により無人化する飯舘村内での犯罪を未然に防止するため、村内各地域内の見
回りを行う。

360

1098 市町村 飯舘村 直接実施
全村民の健診結果のデータベースを構築し、村民の健康増進、疾病予防、疾病の早期治療に
繋げる。

1

1099 市町村 飯舘村 直接実施 高齢者の総合相談、運動教室、ケアマネジメントを行う。 1

1100 市町村 飯舘村 直接実施 高齢者・障害者のニーズ把握調査の整理及びデータベース作成等業務。 1



震災等緊急雇用対応事業（平成24年度）

整理
番号
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1101 市町村 飯舘村 直接実施 村民の避難生活に関する相談業務・データベース管理・仮設住宅集会所管理・情報発信業務 23

1102 市町村 飯舘村 直接実施 学校授業日に給食を伊達市から川俣町まで運搬する。 1

1103 市町村 飯舘村 直接実施 飯舘中学校において、数学を中心とした授業を行うとともに、若手教師の指導を行う。 1

1104 市町村 飯舘村 直接実施 スクールバス乗降時の際の補助、バスの中での子供たちの見守り、指導。 6

1105 市町村 いわき市 委託
放射線量を低減するため、様々な主体の連携促進や研修事業、除染支援や広報広聴事業を
行う。

17

1106 市町村 いわき市 委託 公文書を移設、運搬作業のほか、行政資料のデータベース化を行う。 4

1107 市町村 いわき市 委託
電波状況等の調査依頼等が発生していることから、引き続き戸別訪問による電波調査を実施
する。

3

1108 市町村 いわき市 委託 シニア向けにパソコンや携帯電話など情報通信機器の活用講座を実施する。 3

1109 市町村 いわき市 委託 市有地の草刈業務。 3

1110 市町村 いわき市 委託 市民会館周辺の草刈、樹木の剪定、ゴミ広い及び市民会館の簡易な修繕、除染 3

1111 市町村 いわき市 委託 本市に在住する外国人等のため、市公式ホームページ等の多言語化を図る。 3

1112 市町村 いわき市 委託 本市に在住する外国人を対象に震災に係る相談を含めた多文化共生相談員を設置する。 1

1113 市町村 いわき市 委託
津波で被災した地区における復興の取組み等を掲載した「ふるさとだより」を発行・配布する。

6

1114 市町村 いわき市 委託
市内の自転車駐車場等の定期的巡回、放置自転車の早期発見、自転車等の回収リサイクル
業務

2

1115 市町村 いわき市 委託 被災地及び周辺地域の夜間巡回パトロール業務 7
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1116 市町村 いわき市 委託 総合的な自転車放置防止対策 5

1117 市町村 いわき市 委託
市内の太陽光パネル施工業者に就業し、働きながら実践的な技術を習得し、キャリア形成を
図るもの。

5

1118 市町村 いわき市 委託 環境関連施設周辺整備事業として草刈り・集草・運搬業務（年２回）を行うもの。 8

1119 市町村 いわき市 委託
東日本大震災における被災者の健康維持及び健康増進を目的とした健康教室や健康相談を
開催する。

2

1120 市町村 いわき市 委託 ボランティアと被災者をつなぎ、ボランティアを支援する環境や体制の整備を進める 2

1121 市町村 いわき市 委託
機械浴設備を有する施設に看護師を雇用させ、家庭入浴が困難な重度障がい児に対して入
浴支援を行う。

1

1122 市町村 いわき市 委託 被災した障がい者世帯を訪問して、現状の課題、要望を聞き取り、生活支援を行う事業 2

1123 市町村 いわき市 委託
仮設住宅等に入居する高齢者等の孤独死防止のため、定期的な訪問等による見守り活動を
実施する。

14

1124 市町村 いわき市 委託 働きながら実践的な介護技術の習得及び介護資格の取得を目指す事業 62

1125 市町村 いわき市 委託
児童館にボランティア指導員を配置し、ボランティアに対して児童に対する接し方などについて
指導する。

3

1126 市町村 いわき市 委託
被災農家に対する支援事業や災害補償に係る事務手続き補助及び系統出荷農作物のモニタ
リング検査

21

1127 市町村 いわき市 委託 施設利用者数の拡大のため、敷地内にラベンダー園を整備する 4

1128 市町村 いわき市 委託 枝打ち・剪定、水路の清掃など施設敷地内の環境を整備する。 3

1129 市町村 いわき市 委託 キャンプサイトへの植栽及び芝生張りを実施する。 4

1130 市町村 いわき市 委託
都市と農村の交流・連携により、農産物の生産・販売を通じて、本市農業・農村の早期復興と
活性化を図る。

6
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1131 市町村 いわき市 委託
農山村体験のプログラムを構築するとともに、消費者、児童・生徒を対象に農山村体験を行
う。

1

1132 市町村 いわき市 委託
本市農林水産物の高付加価値化を図りながら、各種情報の提供等により更なる地産地消を
推進する

2

1133 市町村 いわき市 委託
定時降下物（雨、塵等）の放射能検査を定期的に実施し、結果をインターネット上の専用サイト
で公表する

1

1134 市町村 いわき市 委託 魚市場等の水産関連施設の清掃などにより、漁業再開に向けた環境整備を行うもの。 10

1135 市町村 いわき市 委託 市民と漁業者が直接交流する機会を創出するなど、漁業者参加型の事業等を実施するもの。 2

1136 市町村 いわき市 委託 川上から川下までを対象に、水産業に関する情報格差の解消を図るための業務を行う。 3

1137 市町村 いわき市 委託 観光拠点であるフラワーセンターの環境美化を推進する。 4

1138 市町村 いわき市 委託 販売促進につながる様々な施策を講ずる。 3

1139 市町村 いわき市 委託 年4回「農産品通信」と冊子「農業復興に向けた取組み」を発行する。 5

1140 市町村 いわき市 委託 在来作物の栽培方法やその調理法、伝統的な農産物加工法をアーカイブとして整備する。 5

1141 市町村 いわき市 委託
のぼりやステッカー、Ｔシャツ等の制作により、本市農業復興の機運を醸成し、風評被害の早
期払拭を図る。

5

1142 市町村 いわき市 委託 市内における産地ツアーやウエルカムフルーツの実施、首都圏等への販路開拓を行う。 3

1143 市町村 いわき市 委託
栽培指導者の指導のもと、就農者に対し「いちご」の栽培技術を習得させ、即戦力の人材を育
成する。

4

1144 市町村 いわき市 委託 供用区間の道路路肩及び法面の雑木伐採及び除草作業を行うもの 6

1145 市町村 いわき市 委託
震災に伴う道路の地割れ等の補修、沿岸付近の松林等公有林の枯木やゴミの撤去及び分別
作業

12
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1146 市町村 いわき市 委託 風評被害にあった地場産品の販路回復を進め、地域経済の復興に資するもの。 10

1147 市町村 いわき市 委託 避難住民に対する移動販売を実施することで、一定程度の買い物利便性を確保する。 6

1148 市町村 いわき市 委託
コミュニティショップの運営及び宅配サービスを実施することで、一定程度の買物利便性を確
保する。

6

1149 市町村 いわき市 委託 賑わい再生に向けた各種事業の企画実施等を通じて、街の賑わい再生を推進するもの。 2

1150 市町村 いわき市 委託 求人情報の収集、企業が求める人材・条件等について調査・整理し、情報発信する。 3

1151 市町村 いわき市 委託 技能習得希望者を新たに雇用し、労務作業等を通じて、必要な技能の習得を支援する。 10

1152 市町村 いわき市 委託
首都圏等において開催される展示会等に、本市の工業製品を出展し、製品の安心・安全をPR
する。

3

1153 市町村 いわき市 委託 古着という素材を対象に、効果的なリサイクルの取組みによって事業化する。 4

1154 市町村 いわき市 委託 起業を目指す個人、各種団体へ事業計画の立案などの創業支援を実施する。 2

1155 市町村 いわき市 委託
アプリケーションソフトウェアの振興を図るため、開発できる人材を育成し、「ソフトウェア産業」
の成長を図る。

10

1156 市町村 いわき市 委託
起業・創業者の支援、企業の技術提携等コーディネート役を果たす「産業支援人材」を養成す
る。

1

1157 市町村 いわき市 委託 コールセンター分野のオペレーター人材を育成する。 200

1158 市町村 いわき市 委託
市内数か所に案内人を配置し、観光情報の提供、観光目的や周遊ポイント等情報の収集・分
析をする。

3

1159 市町村 いわき市 委託 定期観光情報紙の作成のほか、ホームページ等での観光情報発信業務を行う。 2

1160 市町村 いわき市 委託 地域資源を活用した着地型観光商品の企画・開発・営業に係る業務を行う。 2
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1161 市町村 いわき市 委託
宿泊施設にコンシェルジェ的な役割を担うスタッフを新たに雇用し、市内の観光産業を担う人
材育成を図る。

10

1162 市町村 いわき市 委託 清掃作業（ゴミ回収）、下草刈り、清掃等を実施する。 12

1163 市町村 いわき市 委託
　コーディネータによる、被災地視察等のニーズに応じた研修旅行プログラムの造成等を行
う。

2

1164 市町村 いわき市 委託
誘客促進のためのソフト事業の展開に向けたプランニングや当地区の旅行商品の企画・立案
等を行う。

2

1165 市町村 いわき市 委託 東京に常設する物販・情報発信拠点「いわきマルシェ」の運営に係る事務 2

1166 市町村 いわき市 委託
都市公園における放射線量低減対策として、公園林床部の清掃、下草刈、除草等の保全・整
備作業を行う。

36

1167 市町村 いわき市 委託
いわきまなびあいバンクの登録者を活用した講座を企画・実施するとともに、サイトのリニュー
アルを行う。

2

1168 市町村 いわき市 委託 　草野心平記念文学館の文学資料を分類整理のうえデータベース化する。 4

1169 市町村 いわき市 委託 震災により、破損した収蔵化石の修復作業及び整理登録作業を行う 4

1170 市町村 いわき市 委託 田畑・里山等の維持管理、民家等の維持管理、民家・民具の軽易な維持補修作業 5

1171 市町村 いわき市 委託
施設内の除草およびごみ拾い、除伐、間伐、松くい虫除去、側溝の土砂上げ、施設内植栽の
剪定。

24

1172 市町村 いわき市 直接実施 復旧・復興の推進に係る事業の事務補助。 1

1173 市町村 いわき市 直接実施 被災者の生活再建支援に係る事業の事務補助 1

1174 市町村 いわき市 直接実施
情報発信の強化策の検討及び市の各相談窓口の利用等について市民の意識の調査・研究
する。

2

1175 市町村 いわき市 直接実施
被害状況等の集計、国・県・関係機関等からの情報の整理・データ入力・書類作成に係る事務
補助。

2
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1176 市町村 いわき市 直接実施
公用車の効率的な運用を図るため、稼働率調査など、各種調査の実施、公用車管理データの
整理等を行う。

1

1177 市町村 いわき市 直接実施
現地調査における調査書の記載、写真撮影。調査書に基づく管理台帳の整備。定期巡回の
際の現地確認

1

1178 市町村 いわき市 直接実施
滞納者の実態把握のための調査をきめ細かく行い、市税徴収及び滞納整理を効果的に実施
する。

14

1179 市町村 いわき市 直接実施 震災の影響による雑損控除の申告受付及び減免書類整理等の事務補助 6

1180 市町村 いわき市 直接実施 震災による税制改正に伴う特例措置の申告受付及び減免書類整理等の事務補助 3

1181 市町村 いわき市 直接実施
自治会・町内会等活動の未来検討懇話会の運営事務及び市民講座の開催等支援策の検討
を行う。

2

1182 市町村 いわき市 直接実施 住民基本台帳法改正に伴い新たに住民票に記載する外国人の正確な情報を整備する事業 1

1183 市町村 いわき市 直接実施
東日本大震災に伴う避難者への行政サービス等の提供を行うための避難先情報を管理する
事業

2

1184 市町村 いわき市 直接実施 太陽光発電システムの設置等に係る補助金の受付・相談体制を充実すること。 1

1185 市町村 いわき市 直接実施
災害廃棄物処理事業全般に係る資料整理・作成業務、入力業務及び窓口対応業務等を行う
もの。

4

1186 市町村 いわき市 直接実施 被災した視覚障がい者に対して震災関連の情報支援を行う。 1

1187 市町村 いわき市 直接実施
子ども等の心のケア、保育所の環境放射線の測定、保育所給食の検査場への搬入を実施す
る。

5

1188 市町村 いわき市 直接実施 子供に公立保育所の遊戯室を開放し、遊び場を提供する。 13

1189 市町村 いわき市 直接実施 児童扶養手当等支給事務を行うため、事務補助職員を雇用する。 2

1190 市町村 いわき市 直接実施 既存の健康診査やがん検診を利用し、検診に関する問い合わせに対応する。 1
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1191 市町村 いわき市 直接実施 ホールボディカウンター２台を利用して放射線内部被ばく検査を実施する。 4

1192 市町村 いわき市 直接実施
ゲルマニウム半導体検出器を用いて井戸水や食品の放射性物質検査を実施する際の業務補
助。

3

1193 市町村 いわき市 直接実施
必要な農林水産業関連情報、農林水産業関連情報、気象情報、技術情報等の収集及び提供
を行う

1

1194 市町村 いわき市 直接実施 有害鳥獣の捕獲機材（箱わな）の貸出事務及び被害対策の普及・啓発、被害情報の収集等。 1

1195 市町村 いわき市 直接実施 従来の経営状況・雇用動向等の調査に加え、震災後の状況に着目した調査を実施する。 1

1196 市町村 いわき市 直接実施 雇用対策事務について、被災者を補助職員として配置する。 1

1197 市町村 いわき市 直接実施
市内製造業に関する情報を収集、整理し、事業者の動向把握及び復興支援策の立案に役立
てる。

1

1198 市町村 いわき市 直接実施
イベント出展による物販、観光ＰＲのほか、イベント内容分析、物産展出展のための資料作成
等の関連業務。

2

1199 市町村 いわき市 直接実施
コンベンション誘致推進員を設置し、情報収集や誘致活動、コンベンション開催に時の支援活
動を実施する。

2

1200 市町村 いわき市 直接実施
市道の道路管理者として行っている道路パトロール・維持補修業務の震災による対応箇所増
加に伴う拡充

4

1201 市町村 いわき市 直接実施
被災した児童生徒に個別指導、グループ別指導、繰り返し指導など、個に応じた支援を行うも
の。

51

1202 市町村 いわき市 直接実施
学校給食で使用する食材の放射性物質を検査することにより、学校給食の安全・安心を確保
するもの。

12

1204 市町村 飯舘村 直接実施
飯舘村内の宅地・農地、避難所・仮設住宅等の定期的・継続的なモニタリング等を行い村民の
不安の解消を図る。

3

1205 市町村 飯舘村 直接実施
ＩＣＴ機器を活用した仮設住宅自治会、公営宿舎等の運営支援、村民限定のインターネット
サービスの周知・操作支援等を行う。

10

1206 市町村 飯舘村 直接実施
借上げ住宅避難者の自治組織形成を支援し、今後の借上げ住宅避難者における自治組織形
成のモデルとする。

2
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1207 市町村 郡山市 直接実施
 屋外活動が制限されているこども達の遊び場を各地公民館に整備し、子ども達の運動不足
やストレス解消を図る。

5


