
【区市町村実施分】

所管 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容 新規雇用者数（人）

千代田区 教育・文化 直接実施 斎藤家旧蔵資料の調査・研究 収蔵資料の整理事務 20

千代田区 教育・文化 直接実施 収蔵資料のデータベース作成 収蔵資料の整理事務 7

中央区 環境 委託 　資源物持ち去り防止対策
　資源物持ち去り防止パトロール
     業務委託 4

港区 安全・安心 委託
六本木駅周辺ごみ不法投棄深夜警戒
業務

不法投棄防止のための巡回監視・指導により街の環境美化と安
全を図る 13

港区 地域振興 直接実施 若者の就業体験事業
港区が実施する新規事業等に従事し、就業体験を通じて地域社
会と関わりを持ち就職への動機付けを図る。 1

港区 環境 直接実施 公園環境維持管理業務
有栖川宮記念公園の環境を整備するため清掃や公園維持作業
に従事 4

港区 環境 直接実施 清掃事業 清掃ごみ収集作業及び事務所における事務補助 5

港区 教育・文化 直接実施 教育施設保全事務 学校及び教育施設の用務作業及び事務補助 4

港区 安全・安心 直接実施 地域安全・安心推進事務 
地域への「救急医療情報キット」配布事務や予防接種等のお知
らせ発送事務補助 6

港区 地域振興 直接実施 地域交流拠点事務
地域交流の拠点として保育園等の施設を利用した事業等の開催
準備等事務補助 5

新宿区 教育・文化 直接実施 教育相談員 学校派遣のスクールカウンセラー６名の雇用 6

新宿区 安全・安心 委託 駐車場事業の整備促進 駐車上整備計画の見直し 35

新宿区 安全・安心 委託 がけ及び擁壁の点検調査・安全化指導
現地点検調査に基づき、がけ等の関係者に安全化への啓発・指
導を行う 4

新宿区 安全・安心 委託 自転車等駐輪場の附置義務実態調査
自転車等駐輪場附置義務の改正及び自動二輪車駐車場の附
置義務化へ向けた各種調査 5

新宿区 地域振興 直接実施 デジタル放送移行相談員 デジタル放送移行相談員２名の雇用 2

文京区 教育・文化 直接実施 区立幼稚園における預かり保育
保育終了後等の預かり保育
幼稚園保育料、非常勤職員等社会保険料 20

文京区 地域振興 委託 文書実態調査 文書管理システム導入に向け、各課の文書の実態を調査 1

文京区 地域振興 委託
公園・児童遊園・公衆便所等利用者調
査

公園等の利用状況を調査し、整備計画の基礎資料とする 2

文京区 環境 委託
歩行喫煙禁止啓発事業（地域美化活
動）

区内を巡回し、歩行喫煙の注意啓発を行うとともに、指定喫煙所
の清掃を行う 11

台東区 観光 委託 観光マーケット調査の実施
経済効果推計の為、各種イベントの来訪者へのアンケート調査
実施 50

台東区 環境 委託 資源回収（蛍光管拠点回収委託） 蛍光管の、資源化処理業者までの運搬を委託にて実施。 2

台東区 安全・安心 委託 放置自転車対策
日・祝日において、区内４地区に放置自転車指導員を配置す
る。 8

台東区 安全・安心 委託 放置自転車対策調査検討
駐輪場等設置場所検討等のため、放置自転車に係る調査を実
施する。 1

台東区 環境 委託
公園・児童遊園管理　各種清掃
（臨時公園特別清掃）

現在実施の公園清掃に加え月１回の公園清掃を実施（浅草北部
地域）。 30

台東区 環境 委託
公園・児童遊園管理その他維持管理
（ペットコミュニティエリアモデル事業）

区内２箇所の公園等においてペットコミュニティエリアの試行委託
を実施する。 1
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台東区 福祉 委託 障害児放課後対策
児童館等で対応困難な障害児の放課後や夏休み等の見守りを
行う。 14

台東区 地域振興 委託 浅草地域ライトアップ構想基礎調査 浅草地域の夜間ライトアップ構想検討の基礎調査を実施する。 1

台東区 地域振興 委託 水辺の散策ルート整備
駅から隅田川までの散策ルート整備の基礎データとして交通量
調査の実施。 1

台東区 環境 委託
公園・児童遊園管理
　 その他維持管理

浅草北部地区公園の環境改善のために警備員による巡回パト
ロールを行う。 3

台東区 教育・文化 直接実施 読書活動推進モデル実施 小中学校に司書を派遣し図書館の環境整備等を行う。 1

墨田区 地域振興 委託
企業台帳システムへのデータ入力委
託

企業台帳未登録企業のデータ入力作業 1

墨田区 地域振興 委託 墨田区企業台帳更新調査業務委託 企業台帳登録企業の一斉更新実態調査及び景況調査・分析等 2

墨田区 地域振興 委託
企業台帳システムへのデータ修正入
力委託

実態調査後の修正項目についての、企業台帳システムデータ修
正入力作業 4

墨田区 地域振興 直接実施 庁内データベース構築事業
庁内データベースの構築・更新におけるデータ入力作業を直接
雇用で実施 3

墨田区 安全・安心 直接実施 収集ゴミの無害化事業
収集したゴミのうちガスボンベ等の危険物の無害化を直接雇用
で実施 1

江東区 教育・文化 委託 小・中学校図書館整備業務委託
学校図書館の活性化のため、現状調査、整備計画作成及び資
料整備等の委託 24

江東区 教育・文化 委託 深川図書館所蔵貴重資料調査委託
未整理である多岐にわたる資料郡の修復・保存・活用に関する
調査の委託 5

江東区 教育・文化 委託 深川図書館戦前資料等脱酸性化処理委資料の延命のため、脱酸性化処理、対象資料の選別等の委託 3

江東区 環境 委託 歩行喫煙等防止パトロール事業委託
パトロール(歩行喫煙、ポイ捨て行為及び路上喫煙禁止のPR及
び指導等)の委託 13

江東区 環境 委託 道路清掃事業委託 道路緑地・駅前広場等の清掃・除草の委託 22

江東区 環境 委託 公園維持管理事業委託 公園の清掃、ゴミ運搬・処分等の委託 11

江東区 福祉 直接実施 介護認定調査事業の利便性向上 要介護認定調査の利便性向上のため新たな体制を整える 1

江東区 教育・文化 直接実施 図書館業務の充実化 図書館業務の拡充 4

江東区 地域振興 直接実施 データ入力事業 各種行政データの入力業務 5

品川区 安全・安心 委託 喫煙マナーアップ啓発事業
路上喫煙禁止地区内の巡回指導強化、及び指定地区外におけ

る「喫煙マナーアップキャンペーン」の実施 100

品川区 安全・安心 委託
五反田・大井町等の駅周辺地区違反
立看板撤去及び処理事業

五反田・大井町等の駅周辺地区における「違反立看板等」の撤
去、及び処理 2

品川区 安全・安心 委託 駅周辺等放置自転車対策事業
制服着用の警備員による、駅周辺における自転車等の放置防止
啓発 2

品川区 安全・安心 委託 屋外広告物等実態調査
屋外広告物および看板について区内全域の調査を行いその実
態を把握する 9

品川区 安全・安心 委託 道路付属物安全総点検
道路付属物の安全点検および設置箇所の調査を行い、電子台
帳化する 2

目黒区 教育・文化 直接実施
学童保育クラブ利用児童受入枠の拡
大

受入枠の拡大により待機児の解消を図る。新たな非常勤職員配
置により雇用拡大を図る 5

目黒区 教育・文化 直接実施 保育園弾力化に伴う非常勤職員配置

区立保育園17園に非常勤職員各2名を配置することにより、待機
児童の減少を進める 32

大田区 福祉 委託 一人暮らし高齢者訪問調査

1 「ひとり暮らし高齢者登録者」に、緊急連絡先等の登録内容の
確認と情報提供の同意を訪問調査（約15,000人）
   2　75歳以上の「ひとり暮らし高齢者未登録者」に登録制度の
勧奨（約14 000人）

84

大田区 環境 委託 地域力を活かしたまちの魅力発掘調査
地域の魅力再発見、新たな観光資源発掘などで活用できる区内
の景観みどり資源の実態調査 1

大田区 安全・安心 委託 大森地区　駅周辺放置自転車指導業務
大森地区の駅周辺の違法駐輪の指導をし、駐輪場の利用を促
す 4



大田区 安全・安心 委託 調布地区　駅周辺放置自転車指導業務
調布地区の駅周辺の違法駐輪の指導をし、駐輪場の利用を促
す 4

大田区 安全・安心 委託 蒲田地区　駅周辺放置自転車指導業務
蒲田地区の駅周辺の違法駐輪の指導をし、駐輪場の利用を促
す 7

大田区 安全・安心 委託
羽田・糀谷地区　駅周辺放置自転車
指導業務、自転車駐車場整理員業務

羽田・糀谷地区の駅周辺の違法駐輪の指導をし、駐輪場の利用
を促すとともに、自転車駐車場の整理をする 12

大田区 安全・安心 委託 小池公園パトロール
親水公園である小池公園の安全を確保するために巡回パトロー
ルを行う 7

大田区 安全・安心 委託 　地区備蓄倉庫　清掃委託
　地区備蓄倉庫内の清掃を実施し、物品性能の維持保全を図
る。 1

大田区 観光 委託
電子掲示板等を利用した区政広報に
関する調査委託

電子掲示板等の効果を検証し、新しい広報媒体導入の可能性を
検討するための調査 6

大田区 地域振興 委託
多文化共生実態調査のためのインタ
ビュー調査委託

区内在住外国人のより詳細な情報を把握するためインタビュー
調査を実施する。 2

大田区 地域振興 委託 大田区企業立地促進基本調査
区内における立地ニーズ等を調査し、企業立地計画立案のため
の参考とする。 2

大田区 地域振興 委託 大田区商店街基礎調査委託 商店街の実地踏査委託 11

大田区 地域振興 直接実施 繁忙窓口・職場業務支援事業
混雑する窓口や業務量増加に伴う事務事業の停滞傾向にある
職場に人材支援する。 122

大田区 安全・安心 直接実施
自転車対策・ごみ収集等臨時的業務
補助事業

自転車駐輪やごみ収集等の業務に人材支援を行い効率的作業
に資する。 25

世田谷区 地域振興 委託 男女共同参画に関する区民意識・実態調査
女性の置かれている実態を総合的に把握し、施策検討を進める
上での基礎資料とする。 23

世田谷区 教育・文化 委託 世田谷区スポーツ施設実態調査
スポーツ施設の活用・整備方針等の検討をするため、スポーツ施
設の実態を把握する。 2

世田谷区 環境 委託 路上禁煙地区環境美化指導員の配置
喫煙者のマナー向上を図るため、駅周辺等に「環境美化指導
員」を配置する。 8

世田谷区 環境 委託 容器包装プラスチック回収拠点作業委託 区民の持ち寄る容器包装プラスチックの回収作業 33

世田谷区 環境 委託
ごみ減量・リサイクルハンドブックの各
戸配布委託

ごみ減量・リサイクルハンドブックを各戸（約４４万世帯）配布し、
ごみ減量の推進を図る。 18

世田谷区 環境 委託 浄化槽基数調査及び浄化槽放流先調査 浄化槽管理者に対して、稼働状況及び放流先を把握する。 4

世田谷区 福祉 委託 世田谷区全高齢者実態把握調査業務 介護予防の観点から実態把握調査を郵送形式で実施。 19

世田谷区 福祉 委託
世田谷区全高齢者実態把握調査業務
（訪問調査）

実態調査の結果と本人同意に基づき、専門職が訪問調査を行
う。 4

世田谷区 地域振興 委託
世田谷区公共的施設における公共トイ
レの実態調査

ユニバーサルデザインの視点でトイレの設備内容の実態調査を
行う。 8

渋谷区 地域振興 直接実施 窓口案内事業 住民戸籍課の窓口案内業務 3

渋谷区 福祉 直接実施 保育園発達障害対応事業 心理判定員による保育園定期巡回 1

渋谷区 福祉 直接実施 11時間保育対応事業 1歳児園における保育事業 2

渋谷区 環境 直接実施 ごみ排出指導事業 分別排出指導等 6

渋谷区 教育・文化 委託 学校受付事業 土日の小学校受付業務 7

中野区 地域振興 委託 政策研究に係る社会調査等の実施(1) 商店街利用者実態調査委託（アンケート調査） 2

中野区 地域振興 委託 政策研究に係る社会調査等の実施(2) 商店街空間実態調査及び商店街利用者実態調査委託 1

中野区 教育・文化 委託
平和関連資料撮影及びデジタル化編
集委託

平和関連資料等の撮影、デジタル化 2

中野区 地域振興 委託 地図情報システム 区のホームページにおけるGIS構築 4



中野区 観光 委託 観光パンフレットの充実 観光パンフレットの企画・作成・印刷等 1

中野区 環境 委託 びん・缶集積所排出状況調査委託 サンプル集積所における調査 3

中野区 安全・安心 委託 道路管理用データ調査委託 現地調査及びデータ化等 1

中野区 安全・安心 委託 ブロック塀等倒壊危険度実態調査 現地調査及びデータ化 4

中野区 教育・文化 委託 歴史民俗資料館資料のデジタル化 資料の撮影、DVD作成 10

中野区 環境 委託 自転車利用マナーアップ推進業務(1) 駐車場案内・誘導 24

杉並区 安全・安心 委託
振り込め詐欺被害防止啓発
パトロール業務委託

定額給付金の申請受付及び給付開始に伴い、新たな振り込め
詐欺被害の発生防止のための啓発活動の委託 3

杉並区 地域振興 直接実施 住民登録の実態調査員の雇用 転出・転居未届け等で住所が不明な区民の居住調査 15

杉並区 福祉 直接実施 中国残留邦人等支援事業 中国残留邦人等への支援・相談 1

杉並区 福祉 直接実施 障害者のチャレンジ雇用事業 区において知的障害者を非常勤雇用する 2

杉並区 教育・文化 直接実施  学校図書館の充実
小学校に学校司書を配置し、学校図書館の整備と授業支援を行
う。 11

杉並区 教育・文化 直接実施 特別支援教育の充実（学習支援教員）
小学校通常学級において、教員を雇用し、発達障害との児童の
学習支援を行う。 5

杉並区 教育・文化 直接実施
特別支援教育の充実（小中学校特別
支援学級介助員）

特別支援学級の介助員を雇用し、在籍児童の安全管理および
介助を行う 6

杉並区 教育・文化 直接実施
特別支援教育の充実（幼稚園障害幼
児介助員）

区立幼稚園において介助員を雇用し、在籍園児の介助を行う 2

杉並区 教育・文化 直接実施
特別支援教育の充実（幼稚園障害幼
児介助ボランティア）

区立幼稚園において介助員ボランティアに対し活動費を支払
い、在籍園児の介助を行う 18

杉並区 教育・文化 直接実施 特別支援教育の充実（言語訓練士）
済美養護学校において、言語聴覚士を雇用し、在籍児童生徒の
言語訓練を行う 3

杉並区 教育・文化 直接実施 小学校理科教育活動の充実
小学校に理科支援員を配置し、授業における実験の補助作業
及び理科室の整備。 7

杉並区 福祉 直接実施 保育所待機児童緊急対策
保育所入園待機児童の解消のため設置した区独自の認可外保
育所を設置、嘱託員・パートを雇用し対応する。 76

豊島区 教育・文化 直接実施 区立小・中学校小規模校授業づくり支援事業 授業の計画立案等の支援員の雇用(特財：健康保険料等） 4

豊島区 教育・文化 委託 文化資料基礎調査（文学・まんが分野）区内文学者及び漫画家の実態調査及びデータベース作成 4

豊島区 福祉 直接実施 精神障害者就労支援員（非常勤職員）配置 精神障害者の就労支援に特化した支援員の雇用 1

豊島区 福祉 委託
福祉のまちづくりガイドマップ調査・作
成業務委託

バリアフリー化の状況や公共施設等の移動等に関する調査及び
外出支援ガイドマップ作成委託 5

豊島区 環境 直接実施 ペットボトル店頭回収事業実態調査 店頭回収拠点の設置・排出状況調査 3

豊島区 安全・安心 委託 資源持ち去り防止対策事業 ごみ集積所の資源持ち去りパトロール 2

豊島区 安全・安心 委託 豊島区放置自転車・駐輪場利用台数調査 区内駅周辺の放置自転車台数及び駐輪場利用状況調査委託 27

豊島区 安全・安心 委託 防犯パトロール 昼間帯の区内安心・安全パトロールの委託 3

豊島区 地域振興 委託 区民課窓口案内業務 案内業務（フロアマネージャー）委託 3

北区 安全・安心 委託 赤羽駅周辺放置自転車駐輪対策
自転車を放置しようとしている人への呼びかけを行い、周辺駐輪
施設への誘導及び放置防止への意識向上を図るための人員を
雇用する。

11

北区 環境 委託 路上喫煙防止対策啓発及び清掃
路上喫煙禁止地区の他、区内各駅周辺で周知啓発活動を実施
し、喫煙所の清掃を行う。 2



北区 安全・安心 委託 消防設備等実態調査
防災システムの高度化（防災無線デジタル化、災害情報システ
ム導入等）に伴い、防災設備（街路消化器等）の設置状況を調査
し、災害情報システムに情報集約する。

4

北区 環境 委託 住居表示板等取付委託

変更の必要のある街区表示板及び町名・住居番号表示板の整
備（作成・取付）を計画的に行う。 3

北区 教育・文化 委託 学校図書館蔵書データベース化

児童生徒にさらなる学校図書館利用を促すため蔵書をデータ
ベース化し、蔵書貸出をシステム化する。 24

北区 安全・安心 直接実施 耐震補強工事に伴う保育園児の送迎安全対策

園舎耐震補強等工事に伴い、仮園舎に一時移転する必要があ
るため、移転先への園児の送迎における安全対策を講じる。 3

北区 安全・安心 委託 耐震補強工事に伴う保育園児の安全対策

園舎耐震補強等工事に伴い、仮園舎に一時移転する必要があ
るため、移転先での園児の安全対策を講じる。 7

荒川区 環境 委託 路上喫煙禁止啓発指導員委託 指定地区内での喫煙禁止の啓発指導 15

荒川区 環境 委託
放置自転車対策強化に伴う啓発指導
員配置増

町屋・三河島・新三河島駅前に、啓発指導員・機動対応班を増
配置 8

荒川区 教育・文化 直接実施 学校図書館書籍整理事務 書籍整理、蔵書データ管理等 4

荒川区 教育・文化 委託
区立学校教育施設の樹木管理台帳の
作成業務委託

学校教育施設の樹木管理台帳を作成するとともに樹木プレート
を設置 1

荒川区 教育・文化 委託 区立学校の樹木剪定委託
学校等の樹木で、これまで剪定ができなかった樹木を集中的に
剪定 1

荒川区 教育・文化 委託
史跡・文化財調査及びデータベース
化事業

調査・データベース化 1

荒川区 教育・文化 委託 伝統工芸技術保持者サポート事業 伝統工芸技術者に対するサポート 3

板橋区 安全・安心 委託 公園適正管理
公園の違法使用、不法投棄の多い公園に常駐し、公園の適正
管理を図る。 2

板橋区 教育・文化 委託 郷土資料館所蔵資料整理 板橋区内貝塚出土資料等の整理 3

板橋区 観光 直接実施
板橋検定準備及び観光センター資料
整理

板橋検定データ整備、観光センター資料整理及び展示物更新 1

板橋区 環境 委託 「路上禁煙地区」パトロール等業務委託
新規指定の路上禁煙地区内での喫煙者に対する注意・指導の
実施 6

板橋区 教育・文化 委託 学校図書館蔵書データベース化作業 学校図書館蔵書データベースの構築を全校において実施 36

板橋区 教育・文化 委託 学校図書館業務委託 小学校10校に司書を配置し、児童の読書意欲の向上を図る。 7

板橋区 安全・安心 委託 管理道路自転車対策
区管理道路における
　 自転車の放置防止 3

練馬区 地域振興 委託 新基本構想意識意向調査
新基本構想および長期計画の素案に対する意識意向調査を行
う。 10

練馬区 地域振興 委託 外国籍住民の意識意向調査
外国籍住民に対して、行政への要望などの意識意向調査を行
う。 2

練馬区 地域振興 直接実施 戸籍のデータチェック業務
平成改製原戸籍のイメージデータと見出しデータの全件照合な
どを行う。 7

練馬区 地域振興 委託 国保資格証世帯への一斉訪問調査
保険料納付催告無回答の資格証世帯に対する訪問調査を行
う。 9

練馬区 地域振興 委託 商店街実態調査 商店街活性化に向け、区内商店街や個店の実態調査を行う。 3

練馬区 観光 委託 観光情報翻訳データベース作成
観光情報やアニメ情報を外国語に翻訳し、情報発信に活用す
る。 3

練馬区 観光 委託 観光スポット写真データベース作成
観光スポット、イベント等の記録、ＰＲ用の写真撮影、磁気データ
の作成を行う。 1

練馬区 地域振興 委託 農地利用実態調査等
区内農地の作付け状況、接道状況などを調査し、農地情報を整
備する。 1

練馬区 地域振興 直接実施 住民登録の実態調査 登録住民の居住の実態調査を行う。 4

練馬区 地域振興 直接実施 住民税未申告者への一斉訪問調査 未申告者の実態把握と申告を促すため、訪問調査を行う。 8



練馬区 地域振興 直接実施 滞納処分に係る財産状況調査
滞納者に係る不動産、銀行預金、生命保険等の財産状況の調
査を行う。 3

練馬区 地域振興 直接実施 国民年金調査 国民年金に関する相談、受給資格の調査を行う。 1

練馬区 福祉 委託 レセプト箱詰め委託等 老人医療の診療明細書（レセプト）の箱詰めを行う。 1

練馬区 教育・文化 直接実施 学校生活臨時支援員事業
児童生徒の食事、排泄等学校生活上の介助や、学習活動上の
支援を行う。 105

練馬区 教育・文化 委託 図書館資料所蔵換処理
図書の所蔵館を変更し、バーコードラベルの貼付、データ入力、
配架を行う。 2

練馬区 教育・文化 委託 資料落下防止作業委託
書架最上段にストッパーを設置し、地震発生時の図書の落下を
防止する。 8

練馬区 教育・文化 委託
学校などにおける学校支援事業等調
査委託

学校・幼稚園・保育園等に、読書活動についてアンケート調査を
実施する。 1

練馬区 福祉 直接実施 保育園保育補助事業 保育士の補助を行う。 20

足立区 地域振興 直接実施 社会貢献活動サイト構築事務
新たに協働パートナーサイトを構築する。構築に必要な情報収
集及び整理を行う。 1

足立区 安全・安心 委託 防災関連設備等の現地調査 台帳作成並びに清掃・軽易な補修をする。 3

足立区 安全・安心 委託
美化推進調査及び綾瀬地域禁煙特定
区域周知キャンペーン業務委託

禁煙特定区域の周知啓発、喫煙者等定点調査を実施する。 25

足立区 福祉 直接実施 長寿医療制度もしもしダイヤル
個人情報に基づき個別・具体的な問い合わせに迅速に応え、区
民サービスの向上を図る。 5

足立区 観光 委託 あだち名物創造事業 足立区の名物を作り商品化するための調査研究等を行う。 16

足立区 観光 委託 イベントお任せ隊の設置 各種キャンペーンの人材確保・調整・運営を行う。 1

足立区 観光 委託 グルメマップの作成委託 区内のグルメマップを作成する。 1

足立区 観光 委託 観光交流協会ＨＰグレードアップ 観光交流協会のＨＰのリニューアルを委託する。 2

足立区 環境 委託 浄化槽台帳状況調査
浄化槽管理者・使用状況の訪問調査を実施し、適正な維持管理
を啓発する。 1

足立区 環境 委託 温度分布マップの作成
小５の温度観測データをもとに足立区温度分布マップを作成す
る。 2

足立区 環境 直接実施 環境事業における各種データ入力
「温暖化防止区民会議」「あだち区民環境家計簿」の登録、家計
簿データ集計作業を行う。 1

足立区 環境 直接実施 環境情報データベースの管理運営 更新データ入力等の作業を行う。 1

足立区 安全・安心 委託 公園等夜間警備委託
公園施設の破壊行為、不正投棄、迷惑行為の防止を目的に、夜
間警備を実施する。 3

足立区 安全・安心 委託 荒川河川敷パトロール 迷惑行為の状況改善を図る。 4

足立区 環境 委託 公園樹木管理番号プレート取付委託 公園の樹木に樹木台帳の管理番号プレートを取り付ける。 2

足立区 環境 委託 植栽剪定技能者の育成
学校の樹木剪定作業を通じて、専門技能者の養成を行い、経済
的自立を支援する。 13

足立区 地域振興 委託 民間建築物吹付けアスベスト調査
民間建築物のアスベスト管理台帳に基づく物件の有無の確認、
面接調査等を行う。 1

足立区 教育・文化 直接実施 小学校外国語活動支援 小学校での外国語（英語）活動授業を支援する。 4

足立区 地域振興 委託 緊急就職支援活動フォローアップ事業
就職に役立つＩＴ技能及び事務能力のスキルアップを図り、企業
との雇用のマッチングを支援する。 5

足立区 福祉 委託
介護予防事業への参加意欲に関する
調査

特定高齢者の介護予防事業への参加意欲について調査し、特
定高齢者が参加しやすい事業の計画及び実施に役立てる。 2

葛飾区 環境 委託 資源持ち去り防止パトロール委託
区内ごみ集積所をパトロールし、無断持去行為の中止を要請・
可能な範囲で追跡する。 6



葛飾区 環境 委託 立石暫定自転車駐車場管理委託 放置自転車を減少させるため、暫定的に駐車場を開設する。 4

葛飾区 福祉 直接実施 福祉事務所現業業務員（非常勤職員）の
生活困窮世帯に対して、迅速に適切なサポートを行うため、生活
保護関連業務を行う非常勤職員を新規に雇用する。 2

葛飾区 安全・安心 委託 防災用品等物品の取付委託
ひとり暮らしの高齢者等の安全確保のため、家具転倒防止器具
や、住宅用火災警報器の取付を行う。 5

葛飾区 環境 委託 ごみ排出実態調査基礎調査委託
ごみ減量・資源リサイクル推進のため、排出状況の実態調査を行
い、一般廃棄物処理基本計画の見直しに役立てる。 26

葛飾区 教育・文化 委託 中央図書館図書移管委託
他図書館からの移管作業（日本図書コードによる分類を含む）を
委託する。 3

葛飾区 教育・文化 委託 文化会館・亀有リリオホールの特別清掃
文化会館の大規模改修と併せて、日常清掃や定期清掃の範囲
外の部分について、特別清掃を実施する。 8

葛飾区 環境 委託 エネルギー使用量報告、削減等対応業
区施設のエネルギー使用量の削減手法をとりまとめ、温室効果
ガス排出削減に資する。 1

葛飾区 地域振興 委託 商店街宅配サービスモデル事業委託
高齢者や子供連れの女性などを対象に、商店街で購入した品物
を自宅まで宅配するサービス。 2

葛飾区 観光 委託 水元公園内レンタサイクル事業委託
水元公園利用者の利便性を向上し、行動範囲を拡大すること
で、観光振興や賑わいの創出を図る。 4

葛飾区 観光 委託 区観光案内所伝統産業品アンテナショップ事業
区内の伝統産業品の育成支援及び観光振興を図るため、アンテ
ナショップ事業を行う。 2

葛飾区 環境 委託 保存樹木・樹林等実態調査
保存樹木・樹林の保護育成のため、
台帳データを更新する。 1

環境学習用ビデオ（ごみの収集運搬編）作成

保育園・小学校の環境学習で、雨の日等でスケルトン車による積
み込み体験ができない場合、視覚でごみ分別の重要性を理解し
てもらうためのDVDを作成する。

事業系ごみ適正処理・減量普及啓発
ビデオ作成

事業用大規模建築物における廃棄物管理責任者の講習の際、
ごみ減量と適正処理の必要性を普及啓発するためのＤＶＤを作
成する。

葛飾区 地域振興 委託 道路台帳補正委託（常磐線以北水元地域）
公共下水道工事に伴い一時中断せざるをえなかった道路台帳
の補正作業を行う。 3

葛飾区 地域振興 委託 区道内都有地関係図書作成等業務委託
都から移管され区が管理している区道敷地内にある都有地につ
いて、区が都に対して譲与申請を行う際に必要な図書・データを
作成する。

2

葛飾区 教育・文化 委託 葛西城址関連資料等整理
発掘調査により出土した葛西城址の資料につき、分類やデータ
整理を行う。 3

江戸川区 環境 委託 浄化槽実態調査 区内浄化槽設置状況を把握する調査 7

江戸川区 安全・安心 委託 低層集合住宅実態調査
低層(2階建て以下)集合住宅の実態調査
及び家主・居住者のアンケート調査の実施 10

江戸川区 安全・安心 委託 避難可能高層建築物実態調査
洪水時の避難場所としての高層(3階以上)建築物を全件調査し、
受入れ可能人数を把握する 25

江戸川区 安全・安心 委託 区施設壁面打診調査(その１) 総合文化センター外15施設外壁調査 3

江戸川区 安全・安心 委託 区施設壁面打診調査(その２) 平井小学校外６校外壁調査 2

江戸川区 安全・安心 委託 区施設壁面打診調査(その３) 二之江小学校外６校外壁調査 1

江戸川区 安全・安心 委託 区施設壁面打診調査(その４) 小岩小学校外５校外壁調査 1

江戸川区 安全・安心 委託 区施設壁面打診調査(その５) 小松川第一中学校外３校外壁調査 1

江戸川区 安全・安心 委託 区施設壁面打診調査(その６) 葛西中学校外３校外壁調査 1

江戸川区 地域振興 委託 環七シャトルバス走行環境改善調査
環七を走行するバスの速達性・定時性
向上に向けた走行環境の調査・分析 1

八王子市 地域振興 委託
固定資産税・都市計画税の賦課
　（地理情報システム）

平成22年1月1日時点のGIS活用の基本背景図となる地番図
データを作成する 2

八王子市 地域振興 委託 中心市街地活性化　歩行量調査 中心市街地の歩行量を調査する 160

八王子市 教育・文化 委託 ICTスクールアシスタント配置
専門的知識を有するアシスタントを各小中学校に配置し、学校の
ICT活用を推進する 8

環境葛飾区 1委託



八王子市 地域振興 直接実施 緊急雇用対策融資
事業資金融資あっ旋及びセーフティネット保証事務従事の任期
付職員を採用 2

立川市 安全・安心 委託 安全安心パトロール事業
つきまといや勧誘行為等の防止に向けた立川駅周辺の巡回パト
ロール 2

立川市 環境 直接実施 放置自転車対策事業
治安維持や周辺環境整備に向けた市内駅周辺の駐輪場の整
理・指導 22

立川市 環境 委託 特定地区内マナー指導啓発事業 2

武蔵野市 環境 委託 駅周辺歩行者・自転車交通量調査 市内３駅周辺の歩行者・自転車通行量及び動線の調査 100

武蔵野市 環境 委託 看板等の道路占用実態調査 道路上の占用物件及び広告物の実態調査 4

武蔵野市 地域振興 委託 プレミアム付き商品券使用実態調査 プレミアム付き商品券の使用実態の調査 3

三鷹市 地域振興 委託 保有施設資産整備等業務
公共施設図面のCADデータ化にあたり、図面の確認・整理及び
施設の現状調査を行う。 4

三鷹市 環境 直接実施 家庭系ごみ有料化に伴う業務 減免関係処理に伴う事務 3

三鷹市 環境 委託 家庭系ごみ有料化に伴う業務 広報配布業務 6

三鷹市 環境 委託 家庭系ごみ有料化に伴う業務 周知用パンフレット配布業務 2

三鷹市 環境 委託 家庭系ごみ有料化に伴う業務 専用電話対応業務 8

三鷹市 環境 委託 家庭系ごみ有料化に伴う業務 不法投棄対策巡回業務 46

三鷹市 環境 委託 家庭系ごみ有料化に伴う業務 不法投棄相談・回収巡回業務 2

三鷹市 環境 直接実施 事業系ごみ排出抑制事業事務 事業系ごみ搬入物検査 2

三鷹市 地域振興 直接実施 融資等相談窓口 融資等の公的制度を適切に活用するための相談窓口の開設 1

三鷹市 環境 直接実施 　雨水浸透施設清掃業務 　雨水浸透施設内堆積物除去 9

三鷹市 環境 直接実施 　交通安全施設現地調査業務 　バス停現地調査及びデータ作成 2

三鷹市 環境 直接実施 　交通安全施設確認調査業務 　街路灯・道路反射鏡管理番号調査 5

三鷹市 環境 直接実施 　交通安全施設点検調査業務 　街路灯・道路反射鏡点検調査 2

三鷹市 環境 直接実施 　法定外公共物清掃業務 　水路用地・里道等の清掃作業 4

三鷹市 安全・安心 直接実施
高齢者・障がい者住宅用火災警報器
設置普及事業(市直接事業分）

資料作成、結果通知発送、機器発送作業等 1

三鷹市 安全・安心 委託
高齢者・障がい者住宅用火災警報器
設置普及事業(委託事業分）

機器の設置業務 6

青梅市 教育・文化 直接実施 学校施設安全対策事業 学校施設の清掃・簡易補修作業等 2

青梅市 教育・文化 直接実施 特別支援教育交流学習協力員配置事業交流学習時の介助・支援等 4

青梅市 地域振興 直接実施 生産緑地地区追加指定業務補助 生産緑地地区台帳の整備等 3

青梅市 地域振興 直接実施 居住状況実態調査 不現住者の居住状況の実態調査等 12

青梅市 環境 委託 青梅の森測量委託 境界確定のための測量等 7

青梅市 環境 委託 青梅の森施設管理委託 周辺住居への越境木の伐採等 2



府中市 教育・文化 委託
国史跡武蔵府中熊野神社古墳等活用
事業

国史跡武蔵府中熊野神社古墳及びその周辺の古墳群につい
て、現地案内板設置、パンフレット作成、展示資料の作成、横穴
式石室のＣＧ制作及び未整理の鉄製品等出土品の整理・活用を
行う。

3

府中市 教育・文化 委託 学校図書館データベース化事業
学校図書館蔵書（３３校、約14万冊）にバーコードを貼付し図書
データの作成を行う。 10

府中市 環境 委託
 ごみ収集変更に伴う家庭ごみ収集事
業

交通頻繁地域のごみ収集の応援 39

昭島市 環境 直接実施 用水路の草刈・清掃等業務 農業環境向上のため用水路の清掃等の維持管理を行う 2

昭島市 環境 委託 用水路周辺樹木剪定業務 用水路周辺の樹木剪定・下草刈り・危険箇所の枝落としなど 2

昭島市 教育・文化 直接実施 スクールソーシャルワーカー活用事業
各校に配置のスクールソーシャルワーカー、関係機関の調整・指
導、相談支援 1

昭島市 安全・安心 委託
拝島駅自由通路安全確保（サポー
ター）事業

駅エレベータ設置工事終了までの間、サポートを要する人の補
助・誘導 1

昭島市 安全・安心 委託 拝島駅自由通路交通整理事業
エレベータ供用開始に伴う駅自由通路通行の自転車と歩行者の
交通整理 6

昭島市 環境 直接実施
昭和公園防球ネット電波障害対応受
付事務

昭和公園野球場に設置する防球ネットによる電波障害対策受
付・相談事務 1

昭島市 安全・安心 委託 公園樹木（高木）剪定業務
高木・垣根の剪定により視界不良箇所を解消し、公園の安全防
犯対策推進 2

昭島市 安全・安心 委託 安全安心まちづくり広報車運行事業 既存の安全安心まちづくり広報車運行事業を拡充する 7

昭島市 地域振興 直接実施 農業担い手確保
就農希望者を市臨時職員に雇用し実体験を通して担い手の育
成・確保を図る 2

昭島市 福祉 委託 知的障害者ガイドヘルパー養成事業
知的障害者外出支援ガイドヘルパーを養成し福祉事業への就
労を目指す 2

昭島市 福祉 委託 視覚障害者ガイドヘルパー養成事業
視覚障害者外出支援ガイドヘルパーを養成し福祉事業への就
労を目指す 3

昭島市 安全・安心 直接実施 防災嘱託職員配置
防火防災の経験知識のある嘱託員配置により防災対策充実を図
る 1

昭島市 安全・安心 直接実施 緊急居住不明者実態調査事業 住民基本台帳整備に必要な実態調査の回数を拡大する 1

昭島市 教育・文化 直接実施 市民交流センター利用拡大実態調査 会館の利用形態変更に伴う利用実態調査 1

昭島市 地域振興 直接実施 市役所内資料整理 市役所内資料整理(市民課） 2

昭島市 環境 直接実施 清掃センター業務補助 清掃センター業務補助 1

調布市 福祉 委託
子ども発達センター発達支援事業送
迎業務委託

発達に遅れやかたよりのある子どもへの発達支援事業において
送迎サービスを実施 2

調布市 環境 委託 市役所放置自転車等整理業務委託 市役所本庁舎駐輪場等の放置自転車を整理 5

調布市 環境 委託 自転車等駐車場巡回業務委託 市内における自転車等駐車場の巡回及び整理業務を実施 4

調布市 環境 委託
放置禁止区域及び自転車等保管所巡
回業務委託

市内放置禁止区域及び自転車等保管所の巡回及び整理業務
を実施 2

調布市 地域振興 委託 市報ちょうふ等配達委託 市報ちょうふ等を市内全世帯のポストに配達 196

町田市 環境 直接実施 事業系ごみ分別排出指導事業
事業系一般廃棄物の新たな分別について、事業者等に啓発を
行います。 2

町田市 環境 委託 発泡トレイ等排出指導事業
拠点回収協力店で、市民を対象に実態調査と排出指導を行いま
す。 3

町田市 環境 直接実施 屋外広告物実態調査事業
駅周辺の商店街に掲出されている屋外広告物の実態調査を行
います。 2

町田市 安全・安心 委託 備蓄物資拠点配備事業 集中保管している備蓄物資を地区の備蓄拠点に搬送します。 2

町田市 観光 委託
北部丘陵整備事業
（休耕田再生事業）

丘陵地の谷戸にある休耕田を修復・再生し、花や景観作物を栽
培します。 1



町田市 観光 委託
北部丘陵整備事業
（環境学習林整備事業）

自然観察を行う丘陵地の雑木林で、下草刈り等の整備を行いま
す。 2

町田市 観光 委託
北部丘陵整備事業
（蛍の水路整備事業）

ホタルが生息する丘陵地の水路に、遊歩道や観察広場等の整
備を行います。 2

町田市 観光 委託
北部丘陵整備事業
（小野路ウォーク整備事業）

丘陵地の散策路を安全に通行できるよう、草刈や簡易補修を行
います。 9

町田市 地域振興 委託 商業集積地来街者意向調査事業
町田および町田周辺の商業集積地で、来街者に聞き取り調査を
行います。 26

町田市 地域振興 委託 事業者実態調査事業
市内事業者に事業活動の実態、支援制度の認識等の訪問調査
を行います。 12

町田市 地域振興 委託 窓口サービスアンケート調査事業
来庁者に窓口サービスの満足度や要望等の聞き取り調査を行い
ます。 1

町田市 地域振興 委託 集会施設現況調査事業
町内会・自治会が管理する集会施設の現況・劣化状況調査を行
います。 4

町田市 地域振興 委託 図書館利用満足度調査事業
来館者に資料やサービス内容等の満足度を聞き取り調査を行い
ます。 3

町田市 地域振興 委託 農家実態調査事業
市内農家の経営状況や販路の調査、農作物販売所マップの作
成を行います。 2

町田市 地域振興 委託 道路景観マップ作成事業
市道からの景観ポイントを絵図で紹介する景観マップを作成しま
す。 3

小金井市 教育・文化 委託 広報取材記録写真データ化委託事業 写真を電子化して保存する 16

小金井市 教育・文化 直接実施 ウェルカムサポート事業 市民課窓口での案内業務 1

小金井市 教育・文化 直接実施 はけの森美術館報作成事業 美術館の館報を作成する 1

小金井市 地域振興 委託 商業・商店街振興基礎調査委託事業 商業振興にかかる調査を実施する 2

小金井市 環境 委託 市内交通量実態調査委託事業 市内主要幹線道路の交通量を調査する 2

小金井市 教育・文化 委託 新聞記事地域資料デジタル化委託事業新聞記事をデジタル化して保存する 5

小平市 環境 委託
市道等ツリーサークル等表層土
　入替業務委託

雑草防止のための表層土の
　入替え 3

小平市 環境 委託
小平市立公園樹木剪定等
　業務委託

萌芽更新による公園の美観保持 3

小平市 環境 委託
小平市立公園遊具等塗装
　業務委託

公園遊具等塗装 1

小平市 環境 委託 野火止用水等植生管理委託 実態調査及び除間伐の実施 3

小平市 教育・文化 直接実施 ティーチングアシスタント事業 教員と協力しながらの授業支援 11

小平市 教育・文化 直接実施 郷土写真情報処理事業 郷土写真のデジタル化 5

日野市 福祉 直接実施 気になる子どもへの保育特別サポート事業
特別に配慮を要する児童の育ちを支援するとともに、円滑なクラ
ス運営に寄与する。 1

日野市 福祉 直接実施 新設保育園等の支援事業
待機児童解消のための新設保育園開設等における準備・手続き
等の総合支援 2

日野市 福祉 直接実施 基幹型児童館通年開設推進事業
今年度開設された基幹型児童館２館の通年開所のための土・
日・月曜日事業従事職員の配置 4

日野市 安全・安心 委託 放置自転車特別対策経費
違法駐輪の指導や駐輪場への誘導を行い、誰もが安全・安心に
通行できる道路空間の確保を図る。 42

日野市 地域振興 委託 日野緑地管理図作成業務 用地測量と緑地管理図の作成 1

日野市 教育・文化 委託 小島善太郎作品解説映像製作委託
日野市ゆかりの画家小島善太郎氏の記念館開設に向け、次女
の小島敦子氏による映像・音声解説、記録を作成する。 1

日野市 地域振興 直接実施 永久選挙人名簿調製保管等事業業務員雇上

　１　永久選挙人名簿調製補完事業
　　２　在外選挙人名簿調製補完事業
　　３　投票区対照表整備事業

1



日野市 福祉 直接実施 保育料等徴収促進事業
現年度分の徴収台帳や、滞納繰越簿の作成、専門的管理。その
資料をもとに文書及び電話催告、臨戸徴収を強化し、収納率の
向上を図る。

2

日野市 環境 委託 日野市立保育園高木剪定委託
現場職員では対応できない枯れ枝の落下や害虫発生の防止及
び枝張りに伴い落葉による近隣からの苦情対策等、樹木の維持
管理を行う。

1

日野市 安全・安心 委託 遊具点検拡充委託
優先度の高いところから、３０箇所の市立公園の遊具点検を実施
し、安全安心な公園管理を実施する。 1

東村山市 環境 委託 路上喫煙等防止啓発推進事業

東村山市路上喫煙等の防止に関する条例の周知啓発活動及び
指定喫煙場所の案内を行う 4

東村山市 環境 委託 路上喫煙等防止清掃事業

東村山市路上喫煙等の防止に関する条例に基づき設置した灰
皿及び指定喫煙場所内の清掃 1

東村山市 教育・文化 直接実施 特別支援教育支援事業

市内小・中学校通常学級における特別支援教育に関する補助を
行う 2

東村山市 教育・文化 委託 古文書整理事業

貴重な歴史的文書の酸化を防ぐため中性紙の封筒に入れ替え
る等、整理を行う 3

東村山市 環境 委託
たいけんの里・はっけんのもり清掃・美
化事業

定期的な清掃事業に加えて、植栽や除草等の管理を行う

2

東村山市 福祉 直接実施 女性相談員窓口設置事業

様々な悩みを抱えた女性を対象に、相談員が専門知識を活かし
解決の糸口を一緒に考えサポートを行う 3

東村山市 安全・安心 委託 市民向け防災マップ作成事業

各家庭で安全対策を講じる上で、必要と思われる防災情報を含
んだ地図を作成する 1

東村山市 環境 委託 野火止用水管理事業

毎年の剪定に加え、野火止用水敷の樹木伐採並びに用水敷下
草刈等の管理を行う 3

東村山市 安全・安心 委託 公園遊具点検事業

目視点検では点検できない基礎の腐食等の点検を行い公園施
設の延命化を行う 1

東村山市 環境 委託 北山公園園内環境美化事業

降雨後、園内のあぜ道がぬかるんでしまうため、チップ材を敷き、
環境美化を行う 1

東村山市 福祉 直接実施 児童館活動指導支援事業

来館者の急激な増加に伴い、館内の安全確認等の必要性がで
てきた為その支援を行う 1

東村山市 福祉 直接実施 児童館施設安全確認事業

施設の老朽化に伴い、児童が安心して遊べるよう全施設の安全
点検・補修を行う 3

東村山市 福祉 委託 保育園巡回監視事業

園舎内外への落下物、投棄物が増加した為、抑止効果も兼ねて
園児・保護者の安全見守りを行う 4

国分寺市 福祉 委託 高齢者在宅介護支援・相談事業
高齢者の在宅での暮らしや介護についての身近な地域の相談
窓口開設 1

国分寺市 地域振興 直接実施 事業者に対する融資相談窓口充実事業
中小企業の運転資金調達に寄与すべく，相談窓口対応の充実
を図る 1

国分寺市 教育・文化 直接実施 子どもの読書活動推進事業
平成20年度策定「子ども読書活動推進計画」に基づき，読書活
動の支援・充実を図る 6

国分寺市 観光 委託 地域連携・おもてなし事業
国指定史跡武蔵国分寺跡「史跡の駅」として，来訪者へサービス
提供実施 5

国立市 教育・文化 直接実施 特別支援教育事業
特別支援教育対象児童が多い３小学校に巡回教育指導員を配
置 1

国立市 教育・文化 直接実施 学級経営・学習支援事業
情緒や社会性が未発達な児童等を対象に、試行的に教員の支
援員を配置 1

国立市 福祉 委託 介護保険便利帳配布事業 介護保険の便利帳の全戸配布 28

国立市 環境 委託 違反広告物等除却事業 道路に貼られた貼り紙や貼り札、捨て看板の撤去・パトロール 6

国立市 福祉 委託
次世代育成支援対策行動計画（後期）
ニーズ調査及び策定委託事業

計画策定に向けた調査と計画策定の委託 5

国立市 安全・安心 直接実施 家具転倒防止器具助成事業受付業務 市長会の助成事業に対し、受付業務を行う 1

国立市 地域振興 直接実施 滞納整理事務補助嘱託員採用事業 税滞納者の実態調査（財産調査）を行う 2

国立市 安全・安心 委託 高齢者住宅用火災報知器設置事業
６５歳以上の高齢者世帯で市都民税が非課税の世帯に機器の
設置を無料で行う 2

国立市 安全・安心 直接実施 街路灯台帳作成事業
街路灯・ガードレール・カーブミラーを現地確認し、台帳を作成
する 3



国立市 安全・安心 委託 防災情報ブック配布事業 防災情報の情報誌を作成（市費）し、全戸配布を行う 21

国立市 教育・文化 直接実施 図書館図書クリーニング事業 図書館の図書を、集中的に清掃、補修する 1

福生市 安全・安心 直接実施 公園・緑地、道路等施設の総点検事業
市内施設の適正な維持管理を行うために、施設（公園・緑地、道
路等）の総点検を行う。 6

福生市 教育・文化 直接実施 個人寄贈資料（一括）目録作成事業
　市民からの寄贈資料を整理して、活用するために目録を作成
する。また所蔵の有無を調査する。 3

福生市 教育・文化 委託 「福生歴史物語」英文翻訳版刊行等委託事業
福生市史の普及版「福生歴史物語」の英文の翻訳書を作成す
る。 3

福生市 地域振興 委託 商店街振興基本調査
商店街が抱える課題、消費者のニーズ等を明らかにし、今後の
取り組みの方向性を探るための調査を行う。 13

福生市 福祉 委託 障害者相談支援事業委託
身体障害者及び知的障害者とその保護者等からの相談に応じ、
日常生活に即した支援を行う。 1

福生市 環境 委託 工場台帳等電算化事業
工場、指定作業所台帳及び農地許可台帳等について紙ベース
の台帳から電算化した台帳に変更する。 1

福生市 教育・文化 委託
市民会館・公民館、さくら会館立体駐
車場利用状況調査委託

市民会館公民館、さくら会館立体駐車場の利用状況を把握する
ため、調査を委託する。 8

狛江市 地域振興 委託 市政情報ルーム等整備業務 行政資料室，議会図書室整備 1

狛江市 安全・安心 委託 道路管理支援システム整備業務 道路管理支援システム整備 2

狛江市 環境 委託 放置自転車撤去業務 放置自転車の撤去拡充（＋48回） 6

東大和市 教育・文化 直接実施 特別支援教育支援員の採用
特別支援が必要な児童生徒の学校生活上の介助や学習活動上
の支援等を行う支援員を採用する。 2

東大和市 福祉 直接実施 授産施設支援員の採用
支援員の採用により、企業から委託された作業の充実（スピード
アップ・品質向上）を図る。 1

東大和市 環境 委託 庁舎敷地等樹木剪定委託 市役所敷地及びみのり福祉園の高木剪定委託 4

東大和市 環境 委託 市内教育施設樹木剪定委託 市立小学校及び中学校、体育施設２箇所の樹木剪定委託 2

東大和市 観光 委託 野火止用水護岸保全業務委託
野火止用水の散策路整備の一環として、枯木の根の撤去、法面
の崩れ防止による景観整備を行う。 1

東大和市 地域振興 委託 産業振興基本計画策定基礎調査委託
産業振興基本計画策定のための準備として、市内事業者を対象
とした基礎調査を行う。 3

清瀬市 教育・文化 委託 　蔵書等クリーニング等 　蔵書等のクリーニング及び搬入 8

清瀬市 環境 委託 　清瀬せせらぎ公園浚渫業務委託 　水路底面土砂取除き 1

清瀬市 環境 委託 　台田水路剪定業務委託 　樹木中低木剪定 3

清瀬市 環境 委託 　台田運動広場剪定業務委託 　高中低木剪定（桜・サザンカ等） 2

清瀬市 環境 委託 　学校剪定業務委託 　高木選定 6

東久留米市 環境 委託 路上喫煙、ポイ捨て等の防止及び規制事業
路上喫煙及びポイ捨て防止の車両広報等による啓発及び、ポイ
捨てゴミ等の回収業務。 29

東久留米市 安全・安心 委託 市営自転車等駐車場整理及び監視事業
市営自転車等駐車場の場内整理及び盗難、いたずら防止のた
めの監視業務。 18

武蔵村山市 安全・安心 委託 モノレール駅等自転車駐輪場管理委託モノレール駅等自転車駐輪場の指導員 3

武蔵村山市 教育・文化 直接実施 市立中学校非常勤講師派遣事業 市立中学校への非常勤講師の派遣 5

多摩市 観光 委託 観光マップ作成業務委託 市内の観光マップの作成 1

多摩市 地域振興 委託 若年者等就労意識調査業務委託
市内の若年者を中心に就労に対する意識について調査・分析・
評価する 3



多摩市 教育・文化 委託 地域情報記事データ作成業務委託
新聞各紙の多摩地域及び多摩市に関する記事についてデータ
ベース化する 3

多摩市 教育・文化 委託
多摩市立図書館資料目録作成・整理
等業務委託

本年ＵＲ都市機構の撤退に伴いニュータウン関連資料の寄贈を
受けるが、それらの整理・分類を中心に目録情報等の作成・整理
を行う。

1

多摩市 環境 委託 重点管理路線樹形管理業務委託 重点管理路線（市道）の樹形管理を行い統一美の実現を図る。 1

多摩市 環境 委託 公園・緑地樹木伐採、剪定業務委託
都市公園機能（環境保全・防災機能・快適環境機能）を充実させ
市民により親しんでもらえる環境整備を行う。 3

多摩市 安全・安心 直接実施 防災倉庫等点検・整理、整頓、清掃作業

防災倉庫等（４０ヶ所）について、災害時における迅速な資器材・
食料等の搬出を可能となるよう、点検整理・清掃を集中的に実施
する。

3

多摩市 福祉 直接実施
民生員協力員導入に伴う資料作成等
業務

民生員協力員導入に伴う資料作成及び民生員欠員補充事務等 1

多摩市 福祉 直接実施 国民年金保険申請業務等の充実化 各種申請書のデータ入力業務等 1

多摩市 福祉 直接実施
介護保険・国民年金窓口案内業務の
充実化

介護保険・国民年金窓口での案内業務 3

多摩市 福祉 直接実施 国民年金保険料関連事務の充実化 保険料免除申請に伴う事務処理業務の拡充等 2

多摩市 教育・文化 直接実施 住民基本台帳・印鑑登録事務の充実化住民基本台帳の整理業務及び印鑑登録原票の整理事務等 3

多摩市 福祉 直接実施 健康推進事務の向上 市民の健康推進関連事務の拡充 1

多摩市 教育・文化 直接実施 学童クラブ緊急対応業務 学童クラブにおける臨時的対応業務 1

多摩市 環境 直接実施 ごみ減量対策事業の拡充 ごみ減量に係る計画書取りまとめ事務及び説明会・イベント等 1

稲城市 環境 委託 小中学校高木剪定事業 小中学校内にある落葉樹・常緑樹の剪定、伐採 2

稲城市 環境 委託 公園緑地高木剪定事業 公園内にある落葉樹・常緑樹の剪定、伐採 3

羽村市 環境 委託  地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送受信障害調査委託
 公共施設に起因する地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送の受信障害調査を委託
するもの 1

羽村市 安全・安心 直接実施  市民生活安全パトロール事業  市民生活安全推進員による市民生活安全パトロールの実施 3

羽村市 福祉 委託  地域包括支援センター業務委託  地域包括支援センター業務を委託するもの 1

羽村市 福祉 委託
 次世代育成支援行動計画策定支援
業務委託

 次世代育成支援行動計画の策定にあたり支援業務を委託する
もの 1

羽村市 教育・文化 直接実施
 郷土博物館収蔵資料電子化整理事
業

 郷土博物館収蔵資料について電子データによるデータベース
化を図るもの。 1

あきる野市 環境 委託 「郷土の恵みの森構想」策定業務委託
「郷土の恵みの森構想」策定業務、森林調査及びデータの統
合・整理など 7

あきる野市 地域振興 委託 東京のふるさと五日市物語
地域の産業振興と活性化推進と共に、伝統ある五日市地区を保
全するため、映像と文献による五日市物語を製作する。 18

西東京市 教育・文化 直接実施 特別支援教育関係指導補助員
LD（学習障害）・ADHD（注意欠陥多動性障害）等対応指導補助
員賃金 16

西東京市 福祉 直接実施 ７５歳以上生活状況調査
本調査実施に伴う事務及びデータ入力などを行う一般事務職員
賃金 2

西東京市 福祉 直接実施 自立支援サービス事業
（仮称）障害者福祉センター竣工に伴う障害者支援相談員の拡
充 2

西東京市 福祉 直接実施 次世代育成支援行動計画策定業務 本業務実施に伴う一般事務職員賃金 1

西東京市 環境 委託 公営住宅施策関連調査・分析業務
住宅マスタープラン当に基づき、住宅政策検討のため調査分析
を行う（委託） 1

西東京市 環境 委託 放置自転車整理指導業務
ひばりヶ丘駅南口における 整理指導エリア拡大分に係るシル
バー委託 11

西東京市 安全・安心 委託 防犯パトロール事業 青色防犯パトロール時間の拡張（委託） 2



西東京市 地域振興 委託
（仮称）産業振興マスタープラン策定
支援事業

今後10年間の産業振興の指針を示す本プランに係る策定支援
委託 1

西東京市 地域振興 直接実施 市民農園施設管理 新設市民農園（西原）の施設管理職員賃金 1

瑞穂町 地域振興 直接実施 優良企業誘致等調査事業
企業誘致を行う際の基礎資料となる公図、所有者、未利用地等
の調査 3

日の出町 観光 委託 　日の出山荘周辺整備事業 　日の出山荘周辺散策路の清掃美化 5

日の出町 教育・文化 委託  文化財（民具等）展示促進事業  未整理の文化財（古民具）の整理及び展示促進 3

奥多摩町 観光 委託 遊歩道等整備事業 遊歩道・登山道・観光施設等の整地、草刈 4

檜原村 観光 委託 観光メディア対策事業
村内の風景や行事等を撮影し、四季を通した画像を収集し観光
情報等に活用する。 1

大島町 観光 委託 道路除草清掃作業 観光ルートの新設 6

大島町 安全・安心 委託 街灯周辺整備事業 町民の安全・安心を守る 27

大島町 観光 委託 あじさいレインボーライン刈り込み事業 観光地の整備 7

大島町 観光 委託 街路樹伐採事業 観光ルートの新設 6

利島村 地域振興 委託 さくゆり栽培 さくゆり焼酎生産用さくゆり栽培 2

新島村 観光 直接実施 新島村緊急雇用創出事業
失業者を中心に遊歩道の清掃整備など観光施設の整備に従事
してもらう。 8

神津島村 地域振興 直接実施 広報業務職員委託事業 デジタル化に備え、地デジの準備を行うための人員を確保する。 1

三宅村 環境 委託 海岸整備美化清掃事業
定置網設置沿岸の海岸整備、漁場付帯海岸の美化清掃
　　整備を要する漁場簡易道路等足場の応急整備
　　海面利用に係るダイビングスポット等の周辺美化清掃

12

八丈町 環境 委託 環境保全整備事業 町有林の下刈り、雑木伐採、片付け等 2

小笠原村 環境 委託 奥村運動場整備作業委託 村営グランド等の伐開及び抜根作業 20


