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1 企画部 情報産業振興室 委託 ＩＴ関連 IT業界次世代人材育成事業 47,250,000 17

2 環境生活部
共同参画社会推
進課

委託
地域社会雇
用

NPO法人会計サポーター事業 7,560,000 3

3 保健福祉部
長寿社会政策課
障害福祉課

委託 介護 介護分野緊急雇用創出事業 70,224,426 95 ○

4
経済商工観
光部

新産業振興課 委託 産学官連携
産学官連携コーディネート機能強化事
業 32,845,833 16

5
経済商工観
光部

産業人材対策課 委託
地域社会雇
用

再就職支援コーディネーター配置事業 4,206,808 4

6
経済商工観
光部

産業人材対策課 委託 モノづくり
ものづくり産業人材育成事業（ものづ
くり産業人材アシスト事業） 24,259,925 8

7
経済商工観
光部

観光課 委託 観光 外国人観光客誘致人材育成推進事業 19,215,000 3

8
経済商工観
光部

国際経済・交流
課

委託 国際 多文化共生キーパーソン育成事業 2,894,850 1

9
経済商工観
光部

海外ビジネス支
援室

委託 国際 国際経済推進人材育成事業 1,354,500 1

10 農林水産部 水産業振興課 委託 農林水産 幹部候補漁船乗組員緊急雇用創出事業 18,473,251 7

11 農林水産部 水産業振興課 委託 農林水産 魚市場活性化支援事業 12,304,639 10

12 農林水産部
水産業基盤整備
課

委託 農林水産 栽培漁業人材育成事業 10,352,469 4

13 農林水産部
水産業基盤整備
課

委託 農林水産 アワビ生産技術向上事業 3,508,484 1

14 仙台市 委託 介護
介護・障害福祉関係施設雇用創出・人
材育成事業 29,044,091 23 ○

15 石巻市 委託 介護 介護人材養成事業（ヘルパー２級） 18,072,844 14 ○

16 石巻市 委託
地域社会雇
用

市民活動支援人材養成事業 2,639,700 1

17 塩竈市 委託 介護 介護施設等スタッフ確保・育成事業 13,170,702 16 ○

18 気仙沼市 委託 農林水産 林業の担い手の育成事業 10,560,000 3

19 気仙沼市 委託 農林水産 地域農業育成推進事業 2,358,300 1

20 白石市 委託 介護 介護雇用プログラム事業 25,411,050 14 ○

21 名取市 委託 医療 医療事務人材育成事業 1,698,000 1

22 名取市 委託 介護 ホームヘルパー２級養成事業 10,893,750 6 ○

23 角田市 委託 介護 介護雇用プログラム事業 5,822,878 6 ○

24 登米市 委託 農林水産 農林業人材育成対策事業 40,630,538 18

25 登米市 委託 介護 介護雇用プログラム事業 37,121,035 18 ○

26 登米市 委託 モノづくり ものづくり人材育成事業 39,700,500 23

27 登米市 委託 ＩＴ関連 情報通信産業人材育成事業 18,406,500 7
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28 栗原市 委託 介護 介護ヘルパー養成事業 10,287,654 11 ○

29 栗原市 委託 医療 医療事務員養成事業 5,811,076 4

30 栗原市 委託 観光 ツーリズム活動支援事業 7,140,000 3

31 栗原市 委託 観光 インタープリター養成事業 5,460,000 3

32 栗原市 委託 観光 道の駅ツーリズムガイド養成事業 5,670,000 8

33 栗原市 委託 観光 コミュニケーター養成事業 4,410,000 3

34 東松島市 委託
地域社会雇
用

パソコンインストラクター養成事業 3,034,500 1

35 東松島市 委託
地域社会雇
用

まちづくり人材養成事業 2,593,500 1

36 東松島市 委託 介護 介護従事者養成事業 7,651,937 6 ○

37 東松島市 委託
地域社会雇
用

特定保育保育士養成事業 5,676,300 2

38 東松島市 委託 観光 観光ガイド養成事業 5,750,850 2

39 大崎市 委託 介護 介護人材新規就業支援事業 9,065,863 8 ○

40 大崎市 委託 観光 観光ツアーコーディネーター育成事業 2,835,000 1

41 大崎市 委託
地域社会雇
用

感性福祉推進事業 3,893,045 2

42 蔵王町 委託 介護 介護雇用プログラム事業 5,517,618 2 ○

43 蔵王町 委託 環境,ｴﾈﾙｷﾞｰ 浄化槽管理士育成事業 4,169,865 1

44 蔵王町 委託 農林水産 森林整備担い手育成事業 480,342 1

45 蔵王町 委託 観光
地域産業立地人材育成事業（観光分
野） 1,638,110 1

46 七ヶ宿町 委託 農林水産 七ヶ宿町新規就農者支援事業 4,630,000 2

47 七ヶ宿町 委託 観光 観光案内業務 2,268,000 1

48 大河原町 委託 介護 介護雇用プログラム計画事業 12,977,742 7 ○

49 村田町 委託 農林水産 農業人材育成事業 5,250,000 3

50 村田町 委託 介護 介護雇用プログラム 7,925,911 3 ○

51 柴田町 委託
地域社会雇
用

障害者の社会参加及び自立支援事業 10,186,201 2

52 柴田町 委託 介護 介護分野就業支援事業 15,375,732 6 ○

53 川崎町 委託 農林水産 地域林業従事者人材育成事業 8,068,200 2

54 川崎町 委託 介護
地域人材育成事業（介護雇用プログラ
ム） 10,182,058 5 ○
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55 丸森町 委託 介護 介護従事者養成事業 685,386 1 ○

56 亘理町 委託 観光 野菜ソムリエ育成事業 5,600,000 2

57 亘理町 委託 観光 産直施設経営実務者育成事業 6,452,520 3

58 亘理町 委託 介護 介護雇用プログラム事業 22,761,735 10 ○

59 山元町 委託 介護 介護雇用プログラム事業 6,508,124 3 ○

60 松島町 委託 介護 介護雇用プログラム推進事業 5,552,000 2 ○

61 七ヶ浜町 委託 介護 介護雇用プログラム事業 1,950,000 1 ○

62 七ヶ浜町 委託 農林水産 地産地消食材活用・育成事業 3,552,339 4

63 利府町 委託 介護 人材養成介護支援事業 3,003,000 1 ○

64 大郷町 委託 農林水産 産直施設強化対策事業 1,733,550 1

65 大郷町 委託 農林水産 地域農業人材育成事業 4,990,956 2

66 大郷町 委託
地域社会雇
用

福祉人材発掘事業 1,994,933 1

67 富谷町 委託 環境,ｴﾈﾙｷﾞｰ 廃棄物処理従事者育成事業 8,400,000 2

68 富谷町 委託 農林水産 森林環境保全従事者育成事業 6,100,000 1

69 富谷町 委託 介護 地域密着型施設等従事者育成事業 13,416,000 7 ○

70 加美町 委託 環境,ｴﾈﾙｷﾞｰ 浄化槽管理士育成事業 3,280,000 1

71 加美町 委託 介護
介護・障害者事業における専門職員の
育成事業 21,711,338 9 ○

72 涌谷町 委託 介護 介護員養成事業 3,109,680 2 ○

73 美里町 委託 農林水産 地域就農者育成事業 3,350,314 2

74 美里町 委託 介護 介護雇用プログラム事業 6,959,888 8 ○

75 女川町 委託 介護 介護従事者養成事業 4,886,557 5 ○

76 南三陸町 委託 介護 介護施設介護員育成事業 5,925,120 3 ○

77 南三陸町 委託 農林水産 地域農業育成推進事業 5,000,000 2

78 南三陸町 委託 農林水産 林業就業担い手育成事業 3,818,000 1

79 南三陸町 委託 観光
ダイビング等インストラクター育成事
業 2,600,000 2

80 南三陸町 委託 農林水産 さけふ化飼育技術者育成事業 2,300,000 1
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81 南三陸町 委託 医療 医事業務従事者育成事業 3,060,750 4

82 大崎市 委託 モノづくり モノづくり人材育成事業 15,404,833 16

83 保健福祉部 長寿社会政策課 委託 介護
高齢者・障害者の短期滞在型自立支援
サポート事業 9,868,425 3 ○

84 仙台市 委託 観光 若年者就業定着支援事業 45,467,180 35

85 企画部 情報産業振興室 委託 ＩＴ関連 アニメ関連産業人材育成事業 11,815,650 13

86 企画部 情報産業振興室 委託 ＩＴ関連 IT関連組込み人材育成事業 10,999,800 6

87 南三陸町 委託 農林水産
森林集約化対策員養成事業(H22)【国
予備費】 891,000 1

88 南三陸町 委託 農林水産 地域漁業育成事業(H22)【国予備費】 619,705 2

89
経済商工観
光部

雇用対策課 委託
未就職学卒
者

新規学卒未就職者就労支援事業(H22)
【国予備費（一部）】 17,396,000 45

949,094,360 614

うち
介護雇用プログラム
　　　　　29事業　295人（県   2事業   98人，　市町村　27事業　197人）

合　　計　89事業　614人（県　17事業　237人，　市町村　72事業  377人）
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