
　

事業 事業

主体 形態

総務部 私立幼稚園預かり保育促進事業
長期休業日や土日等における預かり保育を実
施する私立幼稚園に保育補助員を配置 県 委託 28,560 40

総務課私学
振興室

企画部
ワールドカップ周辺環境整備事
業

スタジアム周辺の環境整備を行うとともに、
大会期間中、観客誘導警備を実施する。 県 委託 127,540 720 事業推進課

教育庁 楽しく学ぶ学級づくり事業
小学校１学年の３５人を超える学級が１・２
学級の学校に非常勤講師を配置（各学級1名） 県

直接
雇用 222,200 202 義務教育課

教育庁 ＴＴ特別配置事業
TT等によるきめこまかな指導を図るための非
常勤講師の配置 市町村

直接
雇用 805,200 732 義務教育課

教育庁 ＩＴサポート推進事業
教員のＩＴ活用促進のため、デジタル教材の
データベース化に係るＷｅｂサイトの構築 県 委託 10,000 2 義務教育課

教育庁 ＩＴサポートスタッフ派遣事業
小中学校教員を対象としたパソコン等巡回指
導 県 委託 30,114 14 義務教育課

教育庁 ＩＴサポートスタッフ派遣事業
特殊教育諸学校教員を対象としたパソコン等
巡回指導 県 委託 3,947 2 特殊教育課

教育庁 ＩＴサポートスタッフ派遣事業
高等学校教員を対象としたパソコン等巡回指
導 県 委託 15,091 8 高校教育課

教育庁 図書貸出サービス向上費
県立図書館の貸出業務の効率化を図るため臨
時職員を配置 県 委託 4,435 4 生涯学習課

教育庁 笠松運動公園管理運営事業 笠松運動公園の夜間管理委託 県 委託 4,034 4 保健体育課

教育庁 笠松運動公園管理運営事業
施設利用促進のための誘客対策担当職員の配
置 県 委託 2,281 2 保健体育課

教育庁 インターハイ開催事業 インターハイ総合開会式における警備委託等 県 委託 8,045 110
全国高校総
体推進室

教育庁 文化財調査事業
未指定の有形文化財を調査し、保存活用のた
めの基礎資料の作成 県 委託 15,948 10 文化課

教育庁 歴史館資料整理事業
県立歴史館における行政文書整理のための補
助要員の配置 県 委託 9,920 10 文化課

議会事務局 県議会IT化推進事業
県議会にパソコンを配置するに際してのＩＴ
研修会の開催 県 委託 853 1 議会事務局

1,288,168 1,861

生活環境部
霞ヶ浦環境センター(仮称)整備事
業

霞ヶ浦環境センター整備に伴う埋蔵文化財発
掘調査 県 委託 82,000 76

霞ヶ浦対策
課

農林水産部
森林空間緊急整備事業・育種園
管理事業

県民の森・奥久慈憩の森及び育種園の間伐、
下刈り 県 委託 17,955 31

林政課
林業課

農林水産部
指導林・分収林緊急保育事業
（県有林特会）

県管理森林の下刈・除間伐・枝打の実施 県 委託 13,448 15 林業課

土木部
偕楽園環境美化特別事業(←県営公園利用
促進特別対策事業)

偕楽園の環境美化等のための管理強化←県営
公園の利用増新，環境美化のための管理強化 県 委託 6,131 10 公園街路課

土木部 河川・海岸環境美化緊急事業
河川，湖沼，海岸等に漂着，不法投棄された
流木，ごみ等の回収・処理 県 委託 10,000 18 河川課

土木部
重点地域道路クリーンアップ事
業

ワールドカップ・インターハイ主会場周辺道
路等の空缶，ごみ等の回収・処理 県 委託 18,360 20 道路維持課

147,894 170

生活環境部 消防設備点検指導緊急促進事業
防火対象物の管理者等に対する消防用設備等
の定期的点検報告の指導等 県 委託 20,000 12 消防防災課

土木部 放置艇解消緊急対策事業
プレジャーボート（ＰＢ）対策検討調査
（実態調査，係留保管可能地調査等） 県 委託 12,565 18 港湾課

土木部 特殊建築物等緊急防災対策事業
特殊建築物防災対策のための状況調査及び台
帳整備 県 委託 5,006 2 建築指導課

警察本部 防犯対策支援活動緊急事業 防犯対策のための支援要員配置 県 委託 68,450 40
生活安全総
務課

106,021 72

保健福祉部
牛海綿状脳症検査補助業務委託
事業

ＢＳＥスクリーニング検査を円滑に実施する
ための検査補助員の配置 県 委託 16,268 8 生活衛生課

保健福祉部 ヘルスロード普及啓発事業
健康いばらき２１プランに基づくヘルスロー
ド構想を実現するための調査及び普及啓発 県 委託 15,160 25 保健予防課

保健福祉部
新生児聴覚検査モニタリング調
査事業

新生児聴覚検査受診児の保護者に対するモニ
タリング調査の実施 県 委託 2,638 4 児童福祉課

教育・文化分野

環境分野

防犯・防災分野

 

事　　業　　費 雇用創出人数

（単位：千円、人）

　

平成１４年度緊急雇用創出基金事業（分野別）一覧

担当課部局名 事    業    名 事　　業　　内　　容

　



　

事業 事業

主体 形態

 

事　　業　　費 雇用創出人数

（単位：千円、人）

　

平成１４年度緊急雇用創出基金事業（分野別）一覧

担当課部局名 事    業    名 事　　業　　内　　容

　

保健福祉部 介護保険推進事業
介護保険事業支援計画改定に向けた利用者
ニーズ把握のための推進員の設置 県 委託 53,828 60 介護保険室

保健福祉部 視聴覚障害者情報提供事業

視覚障害者福祉センター及び聴覚障害者福祉
センターにおける生活・福祉サービスの情報
提供、録音図書CD化、字幕入りビデオの作
成・貸出し

県 委託 16,499 9 障害福祉課

保健福祉部
福祉サービス第三者評価体制整
備事業

第三者評価制度の評価基準等の検討及び意向
調査 県 委託 2,882 3 厚生総務課

保健福祉部 骨髄バンク登録推進員設置事業
骨髄ドナー登録の推進のため、骨髄登録推進
員を設置する。 県 委託 8,928 12 薬務課

保健福祉部
食肉検査近代化促進事業補助業
務委託費

と畜検査結果のデータ収集管理業務の補助業
務を委託する。 県 委託 6,941 3 生活衛生課

保健福祉部
知的障害者自立支援特別対策事
業

県立コロニーあすなろに知的障害者自立支援
員を配置し、指導訓練の充実と社会復帰の促
進を図る。

県 委託 16,606 7 障害福祉課

139,750 131

直轄 男女共同参画推進状況調査事業
男女共同参画の状況について従業員300人以上
の事業所を対象とする実態調査 県 委託 1,208 2

女性青少年
課

企画部 つくばコンベンション振興事業
つくば国際会議場における誘致活動及び視察
者等への館内案内業務 県 委託 5,324 4

新線・つく
ば調整課

企画部 いばらき交流活性化促進事業
映像適地調査及び宣伝誘致活動などフィルム
コミッション活動の実施 県 委託 5,294 4 企画課

企画部
しんせんタウン創造事業
（区画整理特会）

新線沿線居住予定者層へのニーズ調査 県 委託 20,000 10
新線・つく
ば調整課

企画部 新行政情報システム整備事業 出先機関設置パソコンのLANへの接続・設定等 県 委託 12,926 3 情報政策課

商工労働部
ハートフルいばらき２１推進事
業

偕楽園における車椅子介助を兼ねた観光アド
バイザー配置 県 委託 3,746 12 観光物産課

商工労働部 つくば産業集積活性化事業
つくばアカデミーを活用した産学官の交流、
技術移転促進等のための各種事業の実施 県 委託 15,000 4 商工政策課

商工労働部 産業ＩＴ化促進事業
高速大容量通信インフラの企業利用者を獲得
するための企業利用意向調査の実施 県 委託 7,135 4 商工政策課

商工労働部 企業誘致エキスパート設置事業
新規立地企業を開拓し、本県への立地を促進
する誘致専任職員の配置 県 委託 21,932 8 商工政策課

商工労働部 商店街実態調査事業
県内商店街の実態、課題等を把握するための
アンケート調査の実施 県 委託 3,500 3 商業流通課

商工労働部 労働総合相談センター事業
土日・平日夜間の労働相談に対応するための
緊急労働相談員の配置 県 委託 20,301 12 労働政策課

商工労働部 県民雇用相談コーナー設置事業
県民雇用相談コーナーの求人情報提供機能充
実のため新規求人開拓を行う雇用推進員の緊
急配置

県 委託 51,977 36 労働政策課

農林水産部 就農促進雇用対策事業
就農希望離職者の実務研修のための講師の雇
用 県 委託 11,200 4 農政企画課

農林水産部
うまいもんどころ県民食彩運動
キャンペーン事業

県内量販店等においてﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの配布や県産青
果物等の試食ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを実施し、「地産地消」
の取組みについて広く県民に普及・啓発を図
る。

県 委託 16,400 40 園芸流通課

農林水産部
新規漁業就業者研修プログラム
策定事業

新規漁業就業者向け研修プログラム策定のた
めの調査実施

県 委託 2,880 3 漁政課

土木部
航路開設強化事業
（港湾特会）

航路誘致のための常陸那珂港利用意向調査 県 委託 8,720 3 港湾課

出納事務局 指名競争入札参加資格審査費
物品納入業者等の入札参加資格名簿登録に係
るデータパンチ委託 県 委託 1,144 1 出納第一課

208,687 153

1,890,520 2,387

商工労働部 緊急雇用創出事業費補助 市町村の緊急雇用創出事業に対する補助 市町村 委託 525,000 1,123 労働政策課

基金管理 緊急雇用創出基金管理事業 緊急雇用創出基金の管理経費 県
直接
雇用 7,974 6

労働政策課
義務教育課

2,423,494 3,516

５　　　分　　　野　　　合　　　計
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