
【東京都実施分】

所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者

数
（人）

港湾局 震災対応 環境 委託 お台場海浜公園利用者数調査
公園出入口やランニングコースにおける利用者数の調査を行い、今
後の公園管理の基礎データとして活用する。 14

環境局 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託 浄化槽維持管理適正化促進事業

浄化槽管理者に対し個別訪問を実施し、浄化槽の維持管理状況を調
査するとともに、リ－フレット等を用いた適正な維持管理の普及啓
発を図る。

24 

環境局 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託 省エネラベリング表示状況調査

環境確保条例に基づく省エネラベルの表示義務が適正に履行されて
いるか、また、表示義務のない店舗への制度周知のため、家電製品
等を販売する事業者に対して調査を実施する。

5 

福祉保健局 環境 委託
災害備蓄倉庫の敷地内及び周辺
環境の整備

災害備蓄倉庫の敷地内及び周囲の樹木の剪定、ごみ清掃を行い、周
辺環境の美化を図る。 10 

福祉保健局 環境 委託 緊急就労・居住支援事業
困難な問題を抱えたホームレス又はホームレスになるおそれのある
者に対して、都内福祉施設等での雇用機会を提供する。 91 

福祉保健局 環境 委託
山谷地域労働者に対する常用就
職に向けた就労訓練

山谷地域の労働者が不安定な日雇労働から脱却し、安定した生活を
送れるよう、常用就職に意欲のある山谷地域労働者に対して、就業
機会を提供し、常用就職に向け訓練を実施する。

2 

福祉保健局 環境 委託 社会福祉施設等環境美化事業
求職中の住居や生活に困っている方に対し、都内福祉施設の環境美
化等の雇用機会を提供する。 392 

福祉保健局 介護・福祉 直接実施
雇用にチャレンジ事業の障害者
及び支援員の雇用

知的障害者及び精神障害者の雇用機会の拡大を目指し、都庁におい
て臨時職員（一般事務補助）として６ヶ月雇用し、雇用終了後に一
般就労につなげる。

14 

福祉保健局 重点分野 医療 委託 看護補助者雇用促進事業
都内の病院に、６ヶ月間（予定）、看護補助者として派遣就労し、
食事介助や病室の環境整備等、療養上の世話などに従事しながら技
術を習得した後、正規雇用につながる機会を提供する。

75 

福祉保健局 重点分野 介護 委託
代替職員の確保による現任介護
職員等の研修支援事業

現任介護職員等の資質向上のための研修機会のさらなる確保のため
に、現任介護職員等を事業所の研修計画に基づく研修等に参加させ
る場合や現任介護職員等を外部機関等からの依頼に基づき講師等と
して派遣する場合の代替職員を確保する。

359 

福祉保健局 重点分野 子育て 委託 ひとり親家庭家族調整事業
ひとり親家庭やその支援者を対象として、ステップファミリーにつ
いての講習会及び相談会を企画し、実施する。 2 

福祉保健局 重点分野 子育て 委託
海外のひとり親家庭支援策調査
事業

海外のひとり親家庭施策や先進事例を調査し、報告書としてまとめ
る。 3 

福祉保健局 重点分野 子育て 委託 社会的養護施設状況調査 社会的養護関係施設の状況を調査し、報告書としてまとめる。 4 

福祉保健局 重点分野 安全・安心 委託
薬用植物園ふれあいガーデン普
及啓発事業

東京都薬用植物園内の民間利活用スペース「ふれあいガーデン」の
PR及び環境整備の実施により、都民の健康と安全に係る薬用植物に
関する正しい知識や薬物乱用防止の普及啓発を行う。また、東京都
薬用植物園の集客や民間利活用スペース「ふれあいガーデン」にお
ける来春のイベント実施に向けて、同園の紹介やPRを都内において
実施する。

9 
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所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者

数
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福祉保健局 重点分野 介護 委託
介護職員離職防止のための「健
康増進」普及事業

高齢者施設に従事する職員を対象に「健康増進（腰痛予防）・感染
症予防対策」の指導と実践を普及・啓発する普及員を雇用する。 6 

福祉保健局 重点分野
地域社会雇

用
委託

就労移行支援事業所のタイプ別
分析と今後の展開に関する調査

障害者自立支援法施行から５年が経過した現在、多くの障害者を就
労に導き成果をあげている事業所が多く存在しているものと思われ
る。そこで、都内の全就労移行支援事業所に対して実態を調査し、
支援傾向別のタイプ分類を行い、成果創出事業所をモデル事業所と
して更に詳しく調査することで就労移行支援サービスの底上げにつ
なげる。

10 

福祉保健局 重点分野 子育て 委託
東日本大震災の都内女性避難者
に対する生活支援事業

東日本大震災によって東京都内に避難してきた女性及び子どもへの
訪問相談、相談会事業 4 

福祉保健局 人材育成 介護 委託
介護雇用プログラム事業（高齢
者分野）

離職者等を有期雇用契約労働者として新規に雇用し、介護施設等に
おける介護労働に従事させるとともに、雇用期間中の勤務の一部と
して、介護福祉士養成施設の講座又は訪問介護員養成研修２級課程
（ホームヘルパー２級）を受講させる。

296 

福祉保健局 人材育成 介護 委託
介護雇用プログラム事業（障害
者分野）

『「働きながら資格をとる」介護雇用プログラム』を推進し、離職
者等に対して介護現場での就業機会を創出し、雇用を拡大させると
同時に、介護資格の取得を促進することで、介護人材の育成・確保
を目指す。

34 

福祉保健局 人材育成 子育て 委託
潜在保育士の再就職支援のため
の体制整備

保育士資格を取得している方のうち保育所等で就労していない「潜
在保育士」等の再就職を支援する。 318 

福祉保健局 人材育成 子育て 委託
ひとり親家庭等就業コーディ
ネート事業

ひとり親家庭に対し、就職前から就職後までの個別的な就労支援を
行う。 20 

福祉保健局 地域人材 介護 委託
地域訪問介護員育成事業「即戦
力訪問介護事業所スタッフ養成
プログラム」

訪問介護事業所スタッフに特化した実践的な職業訓練プログラムに
より、失業者を対象に重点分野の雇用を創出するとともに、不足す
る地域の訪問介護事業所スタッフを供給するために、即戦力ですぐ
に働ける人材を育成する。

6 

福祉保健局 地域人材 子育て 委託 保育人材育成事業

保育関連に就業意欲の高い子育て経験者等を新たに雇用し、保育現
場就職支援研修を行うとともに、保育現場への就職を支援し、モデ
ルプログラムを構築する。なお、支援研修中に雇用者の子供を預か
る託児サービス担当職員や事務担当職員も新たに雇用する。

19 

福祉保健局 地域人材 介護 委託
今後の高齢化社会に向けた「高
齢者介護人材」を育成するため
の研修事業

若年失業者に対し、社会人基礎研修及び介護研修を通じてホームヘ
ルパー２級の取得を支援することで、介護人材を育成する。 7 

福祉保健局 地域人材 子育て 委託 潜在保育士復職支援事業
保育士資格を持ちながら就業していない者を新たに短期雇用し、
OFF-JT研修と職場実施を合わせて行うとともに、保育現場への就職
を支援する。

9 

福祉保健局 地域人材 介護 委託 潜在介護職人材の育成雇用事業
ホームヘルパー２級の有資格者のうち、介護の仕事に就労していな
い方に再研修を行い、実務経験を積む機会を提供することで、介護
人材を育成する。

8 



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
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福祉保健局 地域人材
地域社会雇

用
委託 ジョブサポーター育成事業

障害がある方々を支援しながら共に働く意欲のある方を「ジョブサ
ポーター」として採用し、受託者においてＯＪＴを主とする研修を
実施する。実施後にはセミナーやオフィス見学会を通じ、障害者雇
用を課題とする企業へサポート体制の構築や人材育成、職域開拓
等、受託者をモデルとした情報・ノウハウの提供を積極的に行い、
「健常者」と「障害者」が共生できる社会の構築に寄与する。

4 

福祉保健局 震災対応 介護 委託
介護雇用プログラム事業（高齢
者分野）（被災者支援）

被災者等を有期雇用契約労働者として新規に雇用し、介護施設等に
おける介護労働に従事させるとともに、雇用期間中の勤務の一部と
して、訪問介護員養成研修２級課程（ホームヘルパー２級）を受講
させる。

30 

産業労働局 産業振興 委託
中小企業の魅力発信キャラバン
隊

都内の大学、専門学校等の就職課を訪問し、産業交流展で行われる
中小企業の魅力発信事業のＰＲを行う。 5 

産業労働局 農林漁業 委託
荒廃渓流等の美化及び防災業務
委託

山地渓流沿いの倒木や不法投棄されたごみの処理等の森林美化作業
を行う。 53 

産業労働局 産業振興 委託
職業能力開発センター等求人情
報収集業務委託

東京都職業能力開発センター等の生徒の就職率向上を図るため、企
業訪問調査を行い求人情報を収集する。 37 

産業労働局 環境 委託
職業能力開発センター等環境整
備事業

東京都職業能力開発センター等において通常の定期清掃では実施で
きない特別清掃を行い、訓練環境の整備を図る。 32 

産業労働局 産業振興 委託
指導要録等電子データベース化
事業

各職業能力開発センターに保管されている「生徒指導要録」及び
「講習修了者台帳」を電子データ化することにより、老朽化した
データの保管強化と、各種証明処理事務の効率化を図る。

8 

産業労働局 産業振興 委託
企業等への訪問による障害者雇
用の普及啓発事業

　障害者雇用率が低迷している中小企業等に対して直接訪問し、
様々な障害者雇用支援メニューを紹介する。また、東京都における
施策の中でも特に「東京都中小企業障害者雇用支援事業」「東京都
障害者雇用優良企業登録事業」の２件については重点的に説明を行
い、申請件数、登録企業の増加につなげるとともに、障害者雇用の
促進を図る。

28 

産業労働局 産業振興 委託 地域環境美化事業
山谷地域を中心に広く清掃事業を実施することによって、山谷地域
の日雇労働者の雇用創出を図る。 6,435 

産業労働局 産業振興 委託
高齢者雇用に関する調査業務委
託

高齢者を採用する可能性のある企業情報を収集するため、都内企業
を対象に高齢者雇用に関する調査（郵送）及び訪問調査を行う。 21 

産業労働局 産業振興 委託
震災に伴う都内企業の雇用等へ
の影響に関する調査

震災後3ヵ月後、7ヵ月後と2回に分けて、同じ企業に対して調査
し、初期段階および中期的に、震災および電力不足等が都内企業に
及ぼした影響や企業が取り組んだ対策等を把握する。

17 

産業労働局 観光 委託
被災地復興応援フェスタ　観光
ＰＲ補助

被災地の復興支援と経済の活性化を促進するために開催される「被
災地復興応援フェスタ」において、東京都が実施している被災地応
援ツアーのPRを行い、被災県への観光振興の支援を行う。

6 

産業労働局 重点分野 観光 委託
都内における観光関連業界及び
旅行者動向調査

外国人および国内旅行者の動向などをはじめとした東京の観光市場
について、震災等による影響や、その後の回復状況など、宿泊業・
旅行業を中心に、ヒアリング調査を実施し、その実態や動向を把
握・分析する。

16 
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産業労働局 農林漁業 委託 緑地等の美化清掃事業
農林水産振興財団において、庁舎清掃、軽度の農作業・園芸作業の
補助、掃除、片付け等を行う。 3 

産業労働局 産業振興 委託
「新卒者就職応援キャンペーン
期間」に係る普及啓発業務

平成24年1月から3月に実施予定の新卒者等向け支援事業のチラシを
作成し、都内の大学等関係機関に普及啓発を行う。 5 

産業労働局 重点分野 観光 委託
外国語メニュー重点地区整備業
務委託

六本木、原宿・表参道、秋葉原地区等では、国際的ファッションイ
ベント等が多く開催され、訪日外国人旅行者が多く訪れることか
ら、同地区を重点地区として、外国メニュー設置を拡大し、訪日外
国人旅行者への接遇改善を図る。

17 

産業労働局 重点分野 観光 委託 西多摩地域観光案内向上事業

西多摩地域の広域的な魅力を広くＰＲするために、奥多摩駅、御嶽
駅、武蔵五日市駅の観光案内所において、旅行者に対し、施設の利
用拡大や宿泊を伴う滞在型観光につながる活動を実施する。また、
合わせて、ブログ等を活用した地域の情報発信を行う。

3 

産業労働局 重点分野 産業振興 委託 展示会出展スキルアップ事業
資力の少ない都内中小企業が効果的な展示会出展を行うことができ
るよう、中小企業向けの出展戦略マニュアルを策定し、中小企業の
展示会出展スキルの向上を図る。

3 

産業労働局 重点分野 安全・安心 委託
災害時における副食品供給のた
めの食品実態把握調査

災害時に被災者に対して供給する副食品を安定的に調達するため、
都内食品関係事業者の在庫量や保管場所等の実態を把握する調査を
行う。

3

産業労働局 重点分野 農林水産 委託
都内産農産物等の流通促進に係
る試験的流通の実施

農地から飲食店までの試験的な流通を実施し、都心の飲食店に都内
産農産物等を供給する新たな流通ルートの開拓を目的とした調査を
行う。

2 

産業労働局 重点分野 農林水産 委託
都内産農産物等の流通促進に係
る流通実態調査の実施

東京の農産物の流通販路の実態を把握するため、都内の流通に関す
る基礎データ等の流通実態調査を実施する。 3 

産業労働局 人材育成 観光 委託
観光まちづくり地域人材育成事
業

地域の観光振興を担うべき人材を育成するために必要な知識・技術
の習得に向け、講義、フィールドワーク、ＯＪＴ、自主活動を組み
合わせた長期研修を実施する。

15 

産業労働局 人材育成 産業振興 委託
事業継続計画（BCP）策定支援事
業

大地震や新型インフルエンザ等のリスクが近年高まっている中、中
小企業の事業継続計画（BCP）の策定支援を行うとともに、リスク
マネジメント能力を有する人材を育成する。

11 

産業労働局 人材育成 産業振興 委託
事業継続計画（BCP）策定支援事
業その２

大地震や新型インフルエンザ等のリスクが近年高まっている中、中
小企業の事業継続計画（BCP）の策定支援を行うとともに、リスク
マネジメント能力を有する人材を育成する。

7 

産業労働局 人材育成 農林水産 委託
森林整備のための地域人材育成
事業

森林作業に従事しながら職場での実務経験を積むOJTや職場外で講
義等の研修を受講するOFF-JTを通じて、森林整備の担い手としての
人材育成を行う。

6 

産業労働局 人材育成 農林水産 委託
漁業振興のための地域人材育成
事業

漁業協同組合等が地域の失業者を雇用し、OJTや外部研修等のOFF－
JTを実施し、地域振興を担う人材育成を行う。 2 



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者

数
（人）

産業労働局 人材育成
未就職卒業

者対象
委託

新卒未就職者を対象に、OFF-JT
を実施した上で、紹介予定派遣
制度を活用したOJTを実施

未就職卒業者を対象に、社会人としての基礎力を養う研修（１ヵ
月）を実施した上で、紹介予定派遣制度を活用して都内中小企業で
の就労体験（３ヵ月）を行い、派遣終了後の正規雇用化を支援す
る。

884 

産業労働局 震災対応 農林漁業 委託
山地渓流沿いの雪害による倒木や被害木の片付けや林道沿いの森林
に不法投棄されたゴミ等の処理、除草等 7 

産業労働局 震災対応 産業振興 委託
多摩地域の中小企業情報の電子
化作業

紙媒体など様々な形式で散在している多摩地域の中小企業情報につ
いて、形式を統一して電子化し、情報を活用しやすい環境を整え
る。

6 

産業労働局 震災対応 産業振興 直接実施
中小企業等協同組合等のデータ
等の整理

組合台帳情報システムのデータの精査を行うとともに、システム台
帳稼動前の紙ベースの組合台帳情報との一元化を図る。 1 

産業労働局 震災対応 産業振興 委託
都内中小企業の特許権活用に関
する企業リストの作成委託

特許権を取得している都内中小企業の情報を抽出･整理の上、個別
の情報を付加してリストを作成し、知的財産活用のための都支援策
を検討するための資料として活用する。

6 

産業労働局 震災対応 産業振興 委託 雇用就業施策の広報事業
主要ターミナル駅周辺において、広報用ティッシュを配布し、東京
都の雇用・就業に関する支援窓口や支援事業を広報する。 47 

産業労働局 震災対応 産業振興 委託
職業能力開発センター4月入校生
追加募集PR強化事業

平成２４年度都立職業能力開発センター４月入校生の追加募集に合
わせて、都内ハローワークにおいてＰＲ用ポケットティッシュを配
布することで、「都立職業能力開発センター入校生募集」の周知を
強化するとともに、「都立職業能力開発センター」の認知度を高め
る。

41 

産業労働局 震災対応 産業振興 委託
能力向上訓練受講者募集PR強化
事業

在職者向けの短期講習である『キャリアアップ講習２０１２』完成
及び平成２４年４月募集コースのＰＲをすることにより、能力向上
訓練の利用を促進し、労働者の能力向上に繋げる。

20 

産業労働局 震災対応 産業振興 委託
労働相談情報センター事業等の
広報活動（ポケットティッシュ
等配布）

都内駅頭において、ＰＲ用ポケットティッシュを配付することで、
「東京都労働相談情報センター」の周知を強化し、労働相談の認知
度を高める。

14 

産業労働局 震災対応 産業振興 委託
国分寺労政会館建物壁面等清掃
委託事業

建物壁面清掃及び会館会議室のふすまの張替え等の内装補修を
行い、労政会館の環境整備を図る。 9 

産業労働局 震災対応 産業振興 委託 八王子労政会館の環境整備事業
通常の定期清掃では実施できない特別清掃や庁舎内の内装補修等を
行い、労政会館の環境整備を図る。 5 

産業労働局 震災対応 環境 委託
職業能力開発センター等環境整
備事業（拡充分）（城南職業能
力開発センター大田校）

特別清掃等(年度計画外)を行い、施設環境を整備することにより訓
練環境の改善を図る。 8 

産業労働局 震災対応 産業振興 委託 連携協力企業データベース作成
所内で保有する企業情報の共有化を図り、管内中小企業の人材育
成・確保支援及び訓練生の就職支援を推進するためのデータベース
を作成する。

3 

産業労働局 震災対応 環境 委託
職業能力開発センター等環境整
備事業（拡充分）（城東職業能
力開発センター）

特別清掃等(年度計画外)を行い、施設環境を整備することにより訓
練環境の改善を図る。 4 



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者

数
（人）

産業労働局 震災対応 環境 委託
職業能力開発センター等環境整
備事業（拡充分）（多摩職業能
力開発センター）

特別清掃等(年度計画外)を行い、施設環境を整備することにより訓
練環境の改善を図る。 5 

産業労働局 震災対応 環境 委託
職業能力開発センター等環境整
備事業（拡充分）（多摩職業能
力開発センター八王子校）

特別清掃等(年度計画外)を行い、施設環境を整備することにより訓
練環境の改善を図る。 3 

産業労働局 震災対応 環境 委託
職業能力開発センター等環境整
備事業（拡充分）（多摩職業能
力開発センター府中校）

特別清掃等(年度計画外)を行い、施設環境を整備することにより訓
練環境の改善を図る。 5 

産業労働局 震災対応 環境 委託
職業能力開発センター等環境整
備事業（拡充分）（東京障害者
職業能力開発校）

特別清掃等(年度計画外)を行い、施設環境を整備することにより訓
練環境の改善を図る。 2 

建設局 環境 委託 都立公園美化作業
都立公園において、落葉清掃や園内施設の清掃など美化作業を行
う。 201 

建設局 環境 委託 都立霊園美化作業
都立霊園において、落葉清掃や園内施設の清掃など美化作業を行
う。 28 

建設局 環境 委託 都立公園樹木調査 都立公園内の樹木の現況調査及び危険樹処理を行う。 75 

建設局 環境 委託 都立公園利用者数一斉調査 都立公園利用者の利用者数のカウントを行う。 2,240 

建設局 環境 委託 都立霊園樹木調査 都立霊園内の樹木の現況調査及び危険樹処理を行う。 10 

生活文化局 教育・文化 委託
東京都江戸東京博物館　常設展
における外国人来館者調査

東京都江戸東京博物館常設展示室において来館者の使用言語の調査
を行う。 10

教育庁 教育・文化 委託 都立高等学校の樹木の剪定事業
都立高等学校内樹木の維持管理及び環境美化を目的として、校内樹
木の剪定事業を行う。 59 

教育庁 教育・文化 直接実施
都立高等学校部活動サポーター
事業

都立高等学校の部活動の振興を目的とし、部活動指導者に対する指
導・助言を行うため、地域の外部指導員を登用する。 111 

教育庁 教育・文化 直接実施
学校設定教科・科目「日本の伝
統・文化」開設校支援

学校設定教科・科目「日本の伝統・文化」を開設する都立学校を対
象として、外部講師導入に係る支援を行う。 5 

教育庁 教育・文化 直接実施
都立学校ＩＣＴ計画支援事業
（都立学校）

都立学校の授業等における教育用ＩＣＴ機器等の活用を促進するた
め、学校への計画的な指導・支援等を行う。 48 

教育庁 教育・文化 委託
都立学校ＩＣＴ計画支援事業
（教職員研修センター）

ＩＣＴを活用した指導力の向上や学習素材の活用を促進するため、
学習素材等の作成を行う。 4 

教育庁 教育・文化 委託
学校図書館図書資料のデータ
ベース化委託

都立高等学校の図書館資料を、図書館管理ソフトウェアによる管理
を行うため、データベース入力作業及びバーコードの貼付作業を行
う。

53 



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者

数
（人）

教育庁 震災対応 教育・文化 直接実施 都立学校ＩＣＴ計画支援事業
都立学校の授業等における教育用ＩＣＴ機器等の活用を促進するた
め、学校への計画的な指導・支援等を行う。 16 

警視庁 治安・防災 委託
道路標示マッピング作業結果入
力作業

路面表示の設置位置を整理した資料を基に、路面表示の設置箇所及
び設置状況を地理情報システムに入力する。 16 

警視庁 重点分野 安全・安心 委託 振り込め詐欺被害防止対策事業
振り込め詐欺被害に遭う可能性が高いと思慮される高齢者等に対
し、振り込め詐欺に対する注意喚起を促進する業務を委託するも
の。

13 

警視庁 重点分野 安全・安心 委託
時間制限駐車区間案内表示板の
老朽化調査

道路交通法に規定されている「時間制限駐車区間における駐車の適
正を確保するための措置」として設置した表示板の老朽化を調査
し、安全性、減耗更新の検討資料等を作成する。

5 

警視庁 重点分野 安全・安心 委託 犯罪抑止パトロール業務
東京都の防犯活動の一環として、ひったくり事犯をはじめとする犯
罪の多発地域における、防犯パトロールを実施するもの。 281 

消防庁 治安・防災 委託

東京都震災対策条例に基づく事
業所防災計画の作成義務がある
小規模事業所に対するリーフ
レットの配布等

平成22年度東京都緊急雇用創出事業による委託事業による「東京都
震災対策条例に基づく事業所防災計画の作成義務がある小規模事業
所の現況調査業務委託」に基づき調査結果から小規模事業所に該当
した事業所に対し事業所防災計画のリーフレット等を配布し、計画
作成の指導を図る。

128 

青少年・治
安対策本部

治安・防災 委託
東京都青色防犯パトロールの実
施委託

子供に対する声かけや連れ去りなど、都民に身近な犯罪の防止及び
不安の解消を図ることを目的に、都が指定する地域内の駅周辺、小
学校周辺、通学路、公園、駐車場、駐輪場等において青色回転灯を
装備した車両による防犯パトロール活動（青色防犯パトロール）を
実施する。

46 

スポーツ振興局 震災対応

地方公共団
体の臨時職
員としての
雇用

直接実施
スポーツ祭東京２０１３に関す
るデザイン制作事業

スポーツ祭東京２０１３の開催気運を盛り上げるため、印刷物や広
報物品等のデザインを作成する。 6

【区市町村、一部事務組合実施分】

中央区 治安・防災 委託 街路樹点検調査
街路樹の枯れ枝等の調査により、安全な道路環境の整備を図ってい
く。 4

中央区 重点分野 産業振興 委託
ワーク・ライフ・バランス企業
調査

本区の実情に応じた事業展開を図るため、区内企業におけるワー
ク・ライフ・バランスに対する認識、取組意欲、課題及び区政への
意見・要望等について企業調査を実施する。

14

中央区 重点分野 産業振興 委託 商店街周遊マップの作成

区内を６エリアに分け、各エリアの商店街とその周辺における観光
資源を活かした周遊マップを作成する。失業者の新規雇用により
マップ作成に当たっての実地調査・検証等を行い、雇用創出と観光
人材の育成を図る。

10

中央区 重点分野 産業振興 委託 路上弁当販売監視指導
路上弁当販売者に対する監視を強化し、弁当に起因する健康被害の
発生を防止し、食品の安全確保を図る。 8



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者

数
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中央区 重点分野 安全・安心 委託
駅周辺等放置自転車整理・整頓
事業

地下鉄駅周辺道路上の放置自転車対策として、整理・整頓業務を実
施する。 16

中央区 人材育成
地域社会雇

用
委託 未就職学卒者の就労支援事業

未就職学卒者及び正規雇用として就職ができていない概ね２９歳ま
での若年者を対象に、ＯＦＦ－ＪＴやＯＪＴを行い、若年者の就労
を支援し正規雇用につなげる。

25

港区 教育・文化 委託 遺跡出土遺物の再整理
遺跡出土遺物を適切に保存するため、区で定めた取り扱い基準に基
づく再整理を委託 10

港区 情報・通信 委託 備品管理業務支援
備品をより適正に管理するため、管理備品の点検及び備品ラベルの
貼替えを委託 28

港区 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託

路上喫煙等巡回指導及び「みな
とタバコルール」啓発支援業務
委託

「みなとタバコルール」に基づく路上喫煙防止活動を委託 26

港区 重点分野 農林水産 委託
臨時観光インフォメーション
コーナーの運営

臨時観光インフォメーションコーナーの運営を委託 6

港区 人材育成 介護 委託 港区介護雇用プログラム事業

失業者等が、区内指定訪問介護事業所において有期雇用契約で働き
ながらホームヘルパー２級資格を取得研修することで、区内指定訪
問介護事業所における雇用・就業機会を創出し、介護分野の人材の
確保及び育成を図ります。

9

港区 震災対応 観光 委託 港区観光資源発掘調査事業
区内観光資源（160ヵ所）や観光ルートについて、既存資源・ルー
トの再確認や新規資源・ルートの開発を行うため、調査事業を委託
実施し、調査員として被災者の方々を雇用します。

47

港区 震災対応 直接実施
東日本大震災避難者・被災者の
臨時職員雇用 47

新宿区 介護・福祉 直接実施
被保護者及び相談者の増加に伴
う事務処理体制の充実

生活保護の被保護者や相談者の増加に対応するため、臨時職員を雇
用し、事務処理体制の充実を図る事業 9

新宿区 介護・福祉 直接実施
地上デジタル放送移行支援助成
（臨時職員の雇用）

地上デジタル放送への移行に向けて、高齢者やひとり親世帯への区
の助成制度を実施するため、臨時職員を雇用し、移行支援を図る事
業

1

新宿区 子育て 直接実施
待機児童解消緊急対策（非常勤
職員の雇用）

待機児童解消緊急対策として、区立幼稚園舎を活用した期間限定の
保育ルームを設置し、非常勤職員等を雇用する事業 5

新宿区 教育・文化 委託 学校図書館のデータベース化
学校図書館管理システム構築にあたり、蔵書のデータベース化と叢
書管理のためのバーコード貼付作業等を行う事業 38

新宿区 情報・通信 委託 戸籍受附帳のイメージデータ化 戸籍受附帳をイメージデータ化する事業 9
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新宿区 治安・防災 委託 建築計画概要書電子化委託事業
建築確認申請時に提出される建築計画概要書を委託により電子デー
タ化することで、道路判定作業の効率化、資料の劣化・紛失防止及
び保管スペースの有効活用を図る事業

5

新宿区 重点分野 教育・研究 委託
ＩＣＴ支援員による学校情報化
への支援

学校情報化を推進するため、ＩＣＴ支援員が区立小中学校等におい
て校務用、教育用ネットワークの運用支援等を行う事業 8 

新宿区 重点分野 安全・安心 委託 新宿中継所交通整理事業
都市計画道路開通による交通量の大幅な増加に対応するため、中継
所車両出入口での廃棄物運搬車両の誘導、整理業務を民間警備会社
に委託し、安全で円滑な交通環境とする事業

7

新宿区 重点分野 子育て 委託
待機児童解消緊急対策（保育
ルーム事業委託）

保育所待機児童数の急増を受け。区立小学校の空き教室を活用し、
保育施設（保育ルーム）を設置し、運営を事業者に委託する事業 8

新宿区 人材育成 産業振興 委託 地域企業就業支援事業
求職中の若年者を対象に、人材派遣会社が地域の企業で就職するた
め研修を行うとともに、採用意欲の高い事業所において職場実習を
行い、職業能力の向上と地域企業への就業促進を図る事業

40

文京区 情報・通信 委託
地上デジタル放送区民相談ダイ
ヤルの設置

平成23年7月に完全移行する地上デジタル放送に向けて、デジタル
相談ダイヤルを開設し、区民全体の相談窓口として対策方法や疑問
への相談対応を行う。

2

文京区 情報・通信 委託
区が設置した共聴アンテナの撤
去作業委託

アナログ放送で利用していた共聴アンテナの撤去を行うため、委託
による作業を実施する。 2

文京区 情報・通信 委託 議案等原簿の電子化
議案等の原簿について、見読性を保つとともに、検索のための情報
を付加し、法制執務業務の効率化をはかるため、電子化を行う。 4

文京区 情報・通信 直接実施
少額未納者納付能力調査員の設
置

少額未納者(住民税7万円以下の滞納者）を対象にしたリストを作成
し、作成リストをもとに納付能力に関する調査を行う。 1

文京区 情報・通信 直接実施
徴税環境即応型資力調査員の設
置

特別区民税20万円以下（7万円以下を除く）の滞納者を対象にした
リスト（3,000件程度）を作成し、財産有無を含めた納税能力の調
査を行う。

1

文京区 情報・通信 委託
住居表示台帳データ作成業務委
託

22年度に実施した住居表示台帳補正調査結果を基に、住居表示台帳
及び関連情報をデジタルデータ化する。 7

文京区 産業振興 委託 文京区商店街宅配委託事業
商店街で購入した商品を当日中にお届けするシステムを週５日実施
する。 13

文京区 教育・文化 委託 文京区映像資料調査・保存事業
区内の映像資料（写真・動画）を調査・収集し、アーカイブ化す
る。 3



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者

数
（人）

文京区 介護・福祉 委託
介護サービス事業者等運営支援
事業

介護サービス事業者に勤務する、現任介護職員等が研修等で職場を
離脱する際の介護サービス事業者における労働力の低下に対し、区
が委託する派遣会社より代替職員を派遣し、介護サービスの維持を
図る。
これにより現任介護職員等の資質向上のための研修機会をより一層
確保し、介護サービスの質の向上につなげる。

6

文京区 治安・防災 委託 細街路整備現況調査
平成２年度から今までの細街路拡幅整備協議書をもとに、道路幅員
の測定や写真撮影により現況を把握し、拡幅整備工事が可能な箇所
を抽出し、拡幅整備の周知を図り協力を求める。

3

文京区 環境 委託
歩行喫煙等の禁止に係る夜間巡
回業務の委託

平成21年４月に施行した「文京区歩行喫煙等の禁止に関する条例」
の一層の普及徹底を図るため、月曜から金曜の平日夜間に「喫煙マ
ナー指導員」を区内各所で巡回させ、違反者に対して直接注意・指
導を行う。

40

文京区 教育・文化 直接実施 森鷗外生誕150周年記念事業
平成24年森鷗外記念館の開館にあわせて、鷗外に関する情報発信や
文学のまちとしての本区の魅力を紹介するなど、年間を通じて記念
事業を行う。

1

文京区 子育て 委託
乳幼児発達支援アンケート調査
の集計及び報告書の作成

区が、医療機関・区行政機関・区内公私立幼稚園及び保育園を対象
に実施した、乳幼児発達支援アンケート「よりよい連携のための現
状聴き取りシート」の集計作業・分析及び調査結果報告書を作成す
る。

3

文京区 重点分野
地域社会雇

用
委託 高齢者のパソコン支援事業

地域活動センターの立ち寄りコーナーに、ＰＣを教える（ワンポイ
ント）インストラクターを配置し、高齢者向にインターネット等の
利用方法を指導することにより、高齢者の生きがいの向上を促進す
る。

8

文京区 重点分野 安全・安心 委託
文京区高齢者安心見守りネット
事業

区内７5歳以上の高齢者を訪問し、身体状況、見守りの希望等につ
いて聞き取りや、各種の見守り事業の紹介を行う。また、それぞれ
の方の状況に応じて地域包括支援センターにおける相談や、区及び
社会福祉協議会が行う見守り事業等につなぐことにより、高齢者の
日常生活支援の充実を図る。

13

文京区 重点分野 介護 委託
障害のある中・高生の放課後居
場所対策事業の拡充

障害のある中・高生の放課後居場所対策事業の拡充 11

文京区 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託 ごみ集積所パトロール事業

集積所における資源の持ち去り、不法投棄等の不正な行為に対する
指導を行う。 4

文京区 重点分野 教育・研究 直接実施 確かな学力育成事業

小学校では、校長の経営方針に基づいた少人数指導等の充実、個別
の教育課題対応が必要な学級及び第1、2学年35人以上の全学級に非
常勤講師を配置する。また、中学校では、個別の教育課題対応が必
要な学級のための非常勤講師を配置する。

48

文京区 重点分野 観光 委託
文の京バリアフリーセンター運
営事業

要介護者（外出に支援が必要な方）の外出を促し、文京区を訪問し
やすくするため、区内観光施設のバリアフリー情報を取りまとめる
とともに、バリアフリーセンターを運営し、旅行中の移動について
相談等ができる体制を整える。

5



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者
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文京区 重点分野 介護 委託
ホームヘルパー2級資格取得支援
及び介護事業者への紹介予定派
遣事業

短期集中講座にてホームヘルパー2級資格の取得を支援し、資格取
得後は介護事業者へ紹介予定派遣にて介護職員として経験を積み、
正規雇用としての就業促進を図る。

15

文京区 人材育成
未就職卒業

者対象
委託

文京みらい創造ジョブサポート
事業（文京区学卒未就業者等就
職支援事業）

学卒未就学者（３年以内の既卒者）を有期で雇用し、ビジネススキ
ル向上や職務に必要な研修を実施、区内企業へ紹介予定派遣による
就労体験を行う。同時に、キャリアカウンセリング等のサポートに
よる正規雇用を実現する。

10

文京区 人材育成
地域社会雇

用
委託

「求職者及び障害者」のビルク
リーニング技能士人材育成事業

「求職者及び障害者」を雇用した上で、ビルメンテナンスの技能習
得を図り、人材の育成を図る。また、一定の知識・技術水準に達し
た者は、ビルクリーニング技能士の資格取得も目指す。

9

文京区 震災対応 委託 防災宿直室等清掃事業
東日本大震災以降、災害対策本部内に宿直室を整備し、都や区民等
の問い合わせや情報収集などに対応している。このため宿直室の清
掃や関連設備の清掃などを行う。

2

台東区 環境 委託
落葉清掃作業委託
（区内公遊園の落葉期の清掃）

区立公園および児童遊園の樹木（落葉樹）について、落葉期（１０
月～１２月）における落葉清掃を強化することにより、周辺道路や
隣接家屋への飛散を防ぐ。

29

台東区 情報・通信 委託
区立図書館ＩＣタグ導入業務委
託

ＩＣタグシステムを導入するため、区内の図書館等の視聴覚資料等
にＩＣタグを貼付し、効率的な図書管理を行うことで利用者サービ
スの向上を図る。

10

台東区 情報・通信 直接
住民基本台帳法一部改正準備事
務

外国人登録に関する窓口業務および区の業務に関する通訳・案内 2

台東区 重点分野 安全・安心 委託 不法投棄防止巡回パトロール

廃棄物の不法投棄状況の確認及び未然に防止するため、不法投棄等
ルール違反のごみが多い地域を中心に夜間パトロールを行う。パト
ロールを実施した結果を基に、不法投棄防止のための必要な措置を
講じていく。

8

台東区 重点分野 観光 委託
まちなみ風情を活かした
景観基礎調査

区の重要な観光資源であり、地域の伝統文化や生活風景を形成する
要素であるお祭りにおける神輿の移動ルートを把握し、周辺住人に
ヒアリング調査を行うことにより、その風情を活かした景観手法を
検討する。

2

墨田区 子育て 委託
保育園施設修繕・縫製作業巡回
事業

保育園児の安全な保育環境を守るため、保育園内の建具を中心に安
全点検及び軽微な維持補修作業や、保育園内事業運営に係る縫製作
業（布製遊具の製作、舞台衣装の製作等）を委託する。

22 

墨田区 情報・通信 委託 地上デジタル放送区民相談窓口
地上デジタル放送への移行を円滑に行うため、地デジの受信準備に
ついての区民相談窓口を開設する。 13 

墨田区 教育・文化 委託
図書館の管理用ICタグの貼付及
びエンコード作業の業務委託

統合新図書館開館に向けた蔵書管理用ＩＣタグの貼付及びエンコー
ド作業の業務委託を行う。 13 

墨田区 情報・通信 委託
地デジ訪問説明・受信確認・機
器取付け支援事業

地デジの受信準備について、専門的知識を有するものが高齢者のみ
世帯及び障害者が含まれる世帯を訪問説明し、必要に応じて地デジ
機器類の取付け作業を行う。

10 



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
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墨田区 情報・通信 直接実施 建築申請受付簿台帳の入力 建築申請受付簿台帳のデータ入力を行う。 2 

墨田区 教育・文化 委託
郷土写真・ネガのデジタル化委
託

戦後から現在に至る墨田区内の人々の暮らしや風景などの記録写真
をデジタル化し恒久的に保存する。 17 

墨田区 教育・文化 委託 学校図書室の整理業務の委託
平成２３年度学校図書館連携システム新規導入予定校（９校）にお
いて、図書等の遡及装備と不要図書の廃棄等図書室の整理業務を実
施する。

0 

墨田区 情報・通信 委託
広報ビデオ等アナログ媒体のデ
ジタル化

区が所有する広報ビデオや区政情報番組等のアナログ媒体のデジタ
ル化を行う。 4 

墨田区 重点分野 観光 委託 新タワー周辺地区特別警備事業
押上・業平橋駅周辺に交通誘導員を配置し、歩行者等の円滑な通行
と安全の確保を図る。 7 

墨田区 重点分野 安全・安心 委託
路上喫煙等禁止条例に基づく、
推進地区における巡回パトロー
ルの実施

路上喫煙等禁止条例に基づき、推進地区における巡回パトロールを
委託により実施する。 6 

墨田区 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託 街路樹の健全度調査の委託 区内全域の街路樹について健全度調査を実施する。 5 

墨田区 重点分野 安全・安心 委託
交通安全施設の損傷度調査、歩
道・交差点のバリアフリー状況
調査の委託

区内の道路標識やガードレール等の損傷度調査、歩道・交差点のバ
リアフリー状況調査を実施する。 10 

墨田区 重点分野 観光 委託 観光統計調査事業
区内の主要地点における観光入込客数や観光消費額など、観光に関
する統計調査を実施する。 8 

江東区 環境 委託 河川維持管理事業委託 散歩道及び自然魚釣場清掃、ゴミ運搬・処分等の委託 13

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 23

江東区 環境 委託 屋外広告物の実態調査委託 東京都屋外広告物条例に基づく適切な規制を図るための調査の実施 3

江東区 環境 委託
街路樹調査（路線毎の樹種・本
数・大きさ・樹木の状況等）委
託

路線毎に街路樹の大きさ（幹周り）・本数・樹種について調査を実
施。 9

江東区 治安・防災 委託
交通安全施設（路線毎のガード
レール、ガードパイプ等の有
無、長さ、破損状況等）調査委
託

路線毎にガードレール、ガードパイプ等の有無、延長等について調
査を実施。 9

江東区 治安・防災 直接実施 区民課窓口案内
人口増に伴い、年々混雑が増加している区民課各窓口に、案内担当
を配置することで速やかで迅速な窓口案内を行う。 10

江東区 教育・文化 委託 長期保存対象文書電子化委託
劣化が進んでいる長期保存対象文書を画像データ化し、当該文書の
利用の促進及び劣化防止を図る。 26

江東区 介護・福祉 直接実施
江東区障害者就労支援庁内実習
事業

障害者の自立と就労を支援するために臨時職員として採用する。 3



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
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江東区 治安・防災 委託
「こども１１０番の家事業」協
力者の全件実態調査委託

平成１７年度より区が一本化して実施した事業で、現在３２２４件
の登録あり。廃止の申出が無いまま継続扱いになっている登録等を
精査し、信頼性の向上のための実踏調査を行う。

6

江東区 治安・防災 委託 公園警備委託

区立公園･児童遊園等において、震災後の節電対策として実施され
ている夜間消灯のリスク軽減策として早朝・夜間の防犯・不適切利
用の啓発を目的とした警備員による巡回警備を実施する。
対象箇所：81箇所　対象巡回時間：20:00～翌5:00　週3回～毎日
（季節により変動あり）

9

江東区 教育・文化 委託
江東区立図書館ICタグ整備事業
委託

区立図書館でのICタグ資料管理システムの導入準備として、現在図
書館が所蔵する全資料にICタグの貼付及びデータのエンコードをお
こなう。

100

江東区 情報通信 委託
ＣＡＴＶ製作区政情報番組アナ
ログテープデジタルアーカイブ
ス作業委託

CATVで放映した区政情報番組のアナログテープを、デジタル化し
アーカイブスを作成する。 6

江東区 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託

河川散策路現況調査委託　区で
管理する河川散策路の高木・植
栽帯・看板類・休息施設等の現
況調査

区で管理する河川散策路の高木および植栽帯、看板類、休息施設等
の現況調査を実施し、台帳を作成する。 5

江東区 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託 緑化状況調査委託

江東区長期計画に掲げたCITY IN THE GREENの実現に向けた施策の
指標とする緑視率の調査を行う。 3

江東区 重点分野 介護 委託
福祉サービス事業所における有
償型インターンシップ事業委託

福祉の仕事に関心のある区民または就業を希望する方を対象に、福
祉施設で３ヵ月間、有償の就業体験をする場を提供することによ
り、就労の支援をする。

31

江東区 重点分野 安全・安心 委託
放置自転車対策事業（放置自転
車関係看板清掃・放置防止啓発
事業）委託

区内各駅周辺で放置自転車が多い場所において、放置防止の啓発を
実施すとともに、自転車駐車場への誘導等の周知を行い放置の解消
を図る。

11

江東区 重点分野 安全・安心 委託 自転車安全利用指導委託
区内各駅周辺や自転車事故の多い場所に「自転車安全利用指導員」
を配置し、危険な走行をしている自転車に注意を促し、自転車の走
行ルールの周知やマナーの向上、交通事故の防止・減少を図る。

7

江東区 重点分野 教育・研究 委託 小学校学校司書業務委託
学校図書館活性化のため、司書又は司書教諭の資格を有する学校司
書（専任）を配置する。 22

江東区 人材育成 産業振興 委託
　紹介予定派遣制度を活用した
若年者への研修及び就労体験事
業

正規雇用として就職が出来ていない若年者を対象に、区の委託企業
による研修及び区内中小企業での就労体験を行い、正規雇用につな
げる。

41

江東区 震災対応
臨時職員雇

用
直接実施 臨時職員雇用

東日本大震災に伴い職を失った被災地からの避難者を対象として、
事務補助等の臨時職員を雇用 31

品川区 医療 直接実施
後期高齢者医療保険料徴収向上
事業

後期高齢者医療保険料の未納者に対し、電話催告および訪問徴収を
行う。また、口座振替を促進し、徴収向上を図る。 2
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品川区 治安・防災 委託 区施設運営サポート事業
区内の区立図書館・公園等で迷惑行為を続け、職員の指示に従わな
い利用者等の、施設内でのトラブルの未然防止および緊急時の対応
を図ることにより、区民や施設利用者の安全・安心を確保する。

5

品川区 産業振興 委託 区内商店データベース作成委託

商店街の実態基礎調査として、区内商店等（およそ3,500～4,000店
舗）を対象に各店舗における実態等を調査し、それらを集計・分析
して地図データ等と連携させて活用することにより、今後の商店街
振興に資する。

25

品川区 環境 委託 道路環境美化作業委託

区が、道路管理者として設置した標識および公共のサイン等（交通
管理者と共同で設置したものを含む）について、外観を点検し、台
帳の整備等を行う。また、必要があれば、清掃を実施し、道路環境
の美化に資する。

16

品川区 重点分野 安全・安心 委託 喫煙禁止地区内巡回指導事業

「路上喫煙禁止・地域美化推進地区」となっている地域内におい
て、啓発用横断幕や路上表示ｼｰﾄで表示した上で喫煙禁止の巡回指
導、過料取締りを実施する。
また、禁止地区以外の20駅について、歩きﾀﾊﾞｺ防止のﾏﾅｰｱｯﾌﾟPRを
併せて実施する。

74

品川区 重点分野 介護 委託
地域福祉人材確保支援事業（人
材確保定着と質の向上を図るた
めのｽｷﾙｱｯﾌﾟ事業）

現任職員の資質向上のための研修機会を確保するために、新規に代
替職員（失業者）を雇用する。また、福祉現場でのOJTなどを通
じ、代替職員（失業者）の福祉スキルの取得をサポートする。
上記を通じ、品川区における福祉人材の育成・確保を図る。

13

品川区 重点分野 介護 委託
特別養護老人ホーム等における
看護スキルアップ研修事業

今後、介護職員の医療的な行為の拡大が行なわれる可能性をふま
え、看護職員による介護職員に対しての看護技術の向上を図るため
の研修を、区内特別養護老人ホーム７か所（うち区立特養３か所）
及び介護老人保健施設１か所において実施する。

50

品川区 重点分野 介護 委託
家族介護者スキルアップ応援事
業および福祉人材ネットワーク
化推進整備モデル事業

家族介護者に「家庭での介護に必要かつ基本的な介護技術」に関す
る知識と技術を学ぶ場と、介護者同士の体験交流とピアカウンセリ
ングの場を提供することにより、参加者がリフレッシュし、無理な
く介護を続けられるよう支援する。同時に地域の在宅サービスセン
ターを拠点に、地域の介護者が仲間作りを進めていくあり方を検討
する。
また22年度に実施した「有資格未就業者の人材活用検討業務」を踏
まえ、区内を中心とする介護福祉人材の定着とネットワーク化を推
進するための基盤のあり方の具体的検討を行い、これらの目的に応
じた研修講座をモデル的に実施する。

2

品川区 重点分野 介護 委託
特別養護老人ホームにおけるユ
ニットケアのための研修事業

国より個室ユニット型施設整備推進の方針が示されている中、個室
ユニット型に近い環境・設備を備える新施設における、ユニットケ
ア体制を確立するため、職員のスキルアップ研修を実施する。ま
た、ユニットケアの実践から適切なケアの方策について検証を行
う。

19
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品川区 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託 生物多様性基礎調査業務

今後実施する予定の品川区生物多様性地域戦略策定に当たり、その
基礎となるデータを収集・整理する。
①生き物の実態調査：品川区内の生物を調査し、生息数、種類、分
布などを把握する。
②区民等の参画：区民へのアンケートや調査への参加を通し、区民
への普及・データの補完等を行なう。
③資料の整理：調査により得られたデータを地図情報化し、見える
情報としてまとめる。また、過去のデータとの整理を行い、経年の
生物の移り変わりを比較する。

6

品川区 重点分野 介護 委託
介護者家族への効果的な支援策
の検討事業委託

介護現場からみた介護者の支援策の提案により、介護保険事業計画
の内容充実を図る。　①区内サービス事業者等に対して、介護者支
援のニーズ把握・分析し、効果的な支援策を提案する。②介護者教
室などの状況を把握・分析し、介護者が研修等に出やすくするため
の方策を検討する。また、介護者が不在になる時間に訪問介護員派
遣を試行するなどモデル的な環境整備・支援を実施する

1

目黒区 教育・文化 委託
めぐろ歴史資料館所蔵資料デジ
タルデータ化

区民等から提供された資料約13,000点について、デジタルデータ化
し、資料検索の充実を図る。 9

目黒区 産業振興 直接 特別区民税電話催告等運営管理
特別区民税納付案内等を実施し、新たな未納を防止し早期
に納付を促すとともに、失業者の雇用・就業機会の創出を図
る。

8

大田区 情報・通信 委託
公有地等境界箇所データ作成業
務

区有地と隣接する民有地との地境を確認した資料を整理し、地図上
に落とし込み区民からの問い合わせに迅速に対応できるようにす
る。また、統合ＧＩＳ機能と連携させ、各部局の財産保管責任者や
関係部署も活用が図れるようにする。
調査箇所（境界確定箇所）　4,726箇所

7

大田区 治安・防災 委託 備蓄物品の点検・清掃業務

備蓄物品の点検・清掃を実施し、経年による備蓄物品の点検・整理
と合わせて清掃作業を行なう。
学校備蓄倉庫（91箇所）、地区備蓄倉庫（25箇所）のうち、とくに
必要と思われる備蓄倉庫

4

大田区 重点分野 安全・安心 委託
大田区内がけ・擁壁実態調査
(第2期)

　大田区内のがけ・擁壁実態を調査　第2期（区内の高さ２m超のが
け・擁壁の実態調査を２か年で調査し、改善指導・整備支援の基礎
資料とする)

19

大田区 重点分野 安全・安心 委託
自転車駐車場整理業務（糀谷地
区）

　糀谷駅前環八歩道上の自転車等の整理、放置防止、駐車場への駐
輪を誘導し、歩行者の安全を確保、緊急車両の通行の確保を図る。 3

大田区 重点分野 安全・安心 委託
東糀谷防災公園夜間巡回パト
ロール業務

　 平成22年４月に開園した東糀谷防災公園については、２２年度
から夜間パトロールを実施しているが、防犯上の不安に対する地域
住民から継続を要望する声が強いことから、平成23年４月以降も引
き続き実施する。

2

大田区 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託 喫煙マナーの指導・啓発業務

喫煙マナーの指導・啓発業務委託
①区が指定する地区で朝夕の時間帯に、清潔で美しい大田区をつく
る条例に違反した者への指導・啓発を行う。
②広報車による啓発活動を区内主要駅付近を中心に行う。（年４
回）

5
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世田谷区 治安・防災 委託
自転車走行環境整備実施路線の
整備効果検証調査

自転車走行環境の整備を実施した道路において、その整備効果を検
証するため、交通量調査等によりデータ収集を行う。 62 

世田谷区 介護・福祉 委託
障害者のＩＴによる在宅就労へ
の支援事業

通勤の困難な障害者に対し、ITによる在宅での就労を支援すること
で、障害者の働き方の可能性を広げ、就労機会の拡大をめざす。 2 

世田谷区 治安・防災 委託 譲与財産現地調査

国から譲与された財産について、公図や境界図を参考に対象地域を
現地踏査し、占有の状況等の実態把握調査を行う。また、調査した
内容を調書と図面にまとめる。対象は世田谷区の東側約半分の地域
（世田谷・北沢・玉川地域）とする。

7 

世田谷区 治安・防災 委託 道路台帳調書作成事業

区で管理する道路について、道路台帳調書（道路の種類や路線名、
延長や幅員、起終点、付属物等を記載したもの）の整備を実施す
る。また、調書作成をするための基になる基図の作成及び起終点を
確定するための地番調査等について、道路台帳背景図を基に作業を
実施する。

23 

世田谷区 教育・文化 委託
文化財調査記録画像の電子化事
業

文化財記録画像を恒久的に保存するために電子データ化する。 4 

世田谷区 環境 委託
事業系ごみ組成分析調査及び計
量調査

区内200以上の事業所を訪問し調査協力依頼を行い、承諾を得られ
た事業所から事業系の可燃ごみ・不燃ごみ・資源品目をサンプル回
収し、区内清掃工場内で組成分析・計量調査を行う。

11 

世田谷区 環境 直接実施 臨時編成による可燃ごみの収集
可燃ごみ収集の一部民間委託を円滑に開始するため、臨時のごみ収
集体制を講じる。 15 

世田谷区 環境 直接実施
清掃工場等における搬入ごみ特
別調査

集積所から収集した可燃ごみ等の適正排出状況の調査などを区内清
掃工場等で行う。 6 

世田谷区 教育・文化 委託
学校図書館図書データベース作
成作業委託

子どもたちの読書活動、調べ学習の充実を図り、区内小中学校図書
館における蔵書のデータベース化を行う。 30 

世田谷区 環境 直接実施
不燃ごみ資源化のための搬入ご
み分析調査等

　不燃ごみの資源化を推進するために、不燃ごみに含まれる小型家
電製品等の金属組成比率や搬入ごみにおける金属分を含む製品割合
を期間を限定して調査等を行う。

7 

世田谷区 重点分野 産業振興 委託 若年者就労体験促進事業
世田谷若者就労支援センターヤングワークせたがやにおいて、ジョ
ブコーディネーターを配置し、就労意識を持っている若年者層を就
労に結びつけるための支援を行う。

4 

世田谷区 重点分野 子育て 直接実施
認可保育園入園選考態勢強化事
業

２４年度４月の認可保育園入園選考業務の態勢を強化するため、主
に申請書類の整理、申込者および申し込み内容の電子化業などの業
務を行う。

11 

世田谷区 重点分野 安全・安心 直接実施 ごみの排出指導強化等
集積所に出されるごみについて、区民等への排出指導、普及啓発の
強化等を実施する。 29 

世田谷区 重点分野 子育て 直接実施 区立保育園運営事業
保育待機児解消に向けた区立保育園の定員拡大への対応と、園児の
安全、保育の質の向上を図る。 130 
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世田谷区 重点分野 子育て 直接実施
新BOP事業における大規模化及び
配慮を要する児童への対応

世田谷区の小学生の放課後健全育成事業である「新ＢＯＰ事業」に
おいて学童クラブ大規模化への対応と障害のある児童への対応のた
めに指導員の増員及び看護師の雇用を図り、利用児童の安全性を高
めるとともに経済不況下での保護者の就労を支援する。

73 

世田谷区 重点分野 介護 委託
高齢者トワイライトステイモデ
ル事業

デイ・ホーム上北沢において、通所介護終了後の時間に介護サービ
スを提供する。 6 

世田谷区 人材育成 産業振興 委託
中小企業・若年者マッチング応
援事業

平成２３年３月に学校等を卒業する未就職若年者及び卒業後３年以
内の未就職若年者を概ね３ヶ月雇用し、OFF‐JTとOJT先でのイン
ターンシップを通して中小企業の魅力について理解促進を図るとと
もに、中小企業の魅力発信力向上、採用力の強化を図り、中小企業
の採用、若年者の就職に繋げていく。

65 

渋谷区 教育・文化 委託 西原区民集会施設運営業務委託 西原区民集会施設運営業務委託 4

渋谷区 教育・文化 委託
千駄ヶ谷及び神宮前穏田区民会
館運営業務委託

千駄ヶ谷及び神宮前穏田区民会館運営業務委託 13

渋谷区 産業振興 直接実施
外国人登録事務に関する通訳業
務

外国人登録事務に関する通訳業務 2

渋谷区 産業振興 委託 確定申告データベース化事業 確定申告データベース化事業
20

渋谷区 産業振興 委託 消費者相談事業 消費者相談事業
3

渋谷区 介護・福祉 委託
国民健康保険料の電話催告及び
訪問催告業務

国民健康保険料の電話催告及び訪問催告業務 14

渋谷区 介護・福祉 直接実施 生活保護制度円滑実施支援事業 生活保護制度円滑実施支援事業 5

渋谷区 子育て 委託
渋谷区児童福祉センターロー
ラースケート場運営委託

渋谷区児童福祉センターローラースケート場運営委託 2

渋谷区 環境 委託 歩道緑地帯除草委託 歩道緑地帯除草委託 13

渋谷区 環境 委託 分煙ルール等周知啓発推進事業 分煙ルール等周知啓発推進事業 16

渋谷区 環境 委託 事業系ごみ適正排出指導事業 事業系ごみ適正排出指導事業 9

渋谷区 教育・文化 委託 笹塚図書館業務委託 笹塚図書館業務委託 9

渋谷区 教育・文化 委託 富ヶ谷図書館業務委託 富ヶ谷図書館業務委託 11
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数
（人）

渋谷区 教育・文化 委託 本町図書館業務委託 本町図書館業務委託 11

渋谷区 重点分野 観光 委託 渋谷観光ガイド作成業務委託 渋谷観光ガイド作成業務委託 8

渋谷区 重点分野 子育て 委託
大向区民施設跡地保育施設運営
業務委託

大向区民施設跡地保育施設運営業務委託 18

渋谷区 重点分野 環境 委託 特別繁華街地区不法投棄対策事業特別繁華街地区不法投棄対策事業 6

渋谷区 人材育成 介護 委託
地域福祉人材育成事業（あやめ
の苑・代々木）

地域福祉人材育成事業（あやめの苑・代々木） 3

渋谷区 人材育成 介護 委託
地域福祉人材育成事業（美竹の
丘・しぶや）

地域福祉人材育成事業（美竹の丘・しぶや） 2

中野区 環境 委託 地域美化活動の推進 歩きたばこ・ポイ捨て防止啓発事業 23

中野区 環境 委託 公園トイレの清掃強化
臭いの原因となる汚れの除去を行い、公園トイレのクリーンアップ
を図る。 8

中野区 環境 委託
失業者就労支援対策としての街
路樹植樹帯清掃除草拡充

街路樹において、清掃需要の増える時期の日常清掃を拡充し、失業
者就労支援対策として実施する。 14

中野区 環境 委託
公園の環境保全のための応急対
応業務委託

区立公園において、応急対応として行うべき維持補修・清掃等業務
を委託する。 11

中野区 環境 委託
区立公園において、清掃需要の増える時期の日常清掃を拡充し、失
業者就労支援対策として実施する。 34

中野区 環境 委託 失業者就労支援対策としての公園清掃拡充(2)落葉期 12

中野区 環境 委託 失業者就労支援対策としての公園清掃拡充(3)４月桜花期 9

中野区 環境 委託 失業者就労支援対策としての公園清掃拡充(4)３月桜花期 8

中野区 教育・文化 委託
歴史民俗資料館収蔵資料管理台
帳データベース化委託

適切な文化財管理を目的として、現在の収蔵目録をもとにデータ
ベース化を行う。 13

中野区 情報・通信 委託
地上デジタル放送に関する受信
相談業務

区民が円滑に地上デジタル放送への移行ができるように、専用窓口
を設置して相談に応じる。 3

中野区 観光 委託
サイン地図の更新及びサイン・
掲示板の点検・補修等業務委託

・地図付きサイン案内板の地図内容を更新し張り替えを行う。
・掲示板及びサイン案内板の点検を行い、必要な補修・再塗装等を
行う。

17

中野区 環境 委託
公共基準点（2級）確認調査調査
業務

公共基準点（2級）確認調査業務 3

失業者就労支援対策としての公
園清掃拡充



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者
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中野区 環境 委託 違反広告物撤去処分作業事業
中野区内の禁止区域及び禁止物件に掲げられている、管理されてい
ない違反屋外広告物の撤去回収処分を行う。 14

中野区 環境 委託
屋外広告物・突出看板等及び中
野区内商店街路上障害物実態調
査

・現地に掲出されている広告物の数量および規格を調査し、基準適
合の有無を選別する。
・建築物等から中野区道上に突き出して占用している突出看板、日
よけ、雨よけ等、必要な許可を得ず道路を使用している現状を調査
する。
・必要な許可を得ず、看板・商品・商品棚・植木鉢等の路上障害物
を道路に置くなど、道路を不正に使用している現状を調査する。

42

中野区 環境 委託
建築計画概要書電子データ化業
務

建築確認申請データ整備の一環として、建築計画概要書のデータ入
力及びスキャ二ングによりデータベースを作成する。 57

中野区 介護・福祉 委託
区政の重要課題に関する区民意
識・実態調査

区政の重要課題に対応するための基礎資料を得ることを目的とし
て、区民の意識・実態調査を実施する。 10

中野区 介護・福祉 直接実施
（仮称）区民活動センター証明
書発行事務

（仮称）区民活動センター証明書発行事務 21

中野区 重点分野 子育て 委託 区立保育室事業
区民の保育需要に対応するため、区有空き施設を活用し、１，２歳
児を認可保育園と同様に保育する保育室事業を民間事業者に委託し
て行う。

19

中野区 重点分野 子育て 委託 区立保育園分園運営
区民の保育需要に対応するため、区有空き施設を活用し、１・２歳
児を保育する認可保育園の分園運営を民間事業者に委託して行う。 10

中野区 重点分野 安全・安心 委託 自転車駐車場の整理 （仮称）中野けやき通り自転車駐車場整理業務委託 3

中野区 重点分野 安全・安心 委託 自転車駐車場の運営・管理 中野西自転車駐車場運営業務委託 9

中野区 重点分野 安全・安心 委託
自転車利用者に対する放置防止
指導及び放置自転車の警告

自転車利用者が多い駅周辺の案内・誘導業務を強化し、放置自転車
の解消を図る。 48

中野区 重点分野 安全・安心 委託
中野駅南口駅前広場における交
通指導員の配置

交通指導員を配置し自動車交通の適正利用を図ることで、駅前広場
利用者の安全を増進するとともに、環境にやさしい公共交通機関の
利用促進を図る。

26

中野区 人材育成 介護 委託
「働きながら資格を取る」介護
雇用プログラム

区内介護保険施設で働きながらヘルパー2級資格の取得を目指す離
職失業者等を支援する。 6

杉並区 情報・通信 委託 住居表示台帳の電子化
住居表示台帳の維持・管理・運用を効果的に行うことを目的とし、
電子化を実施する。 27

杉並区 治安・防災 直接実施 住民登録の実態調査員の雇用
住民登録を残したまま、転出や転居が未届で住所が不明となってい
る区民の居住確認を行なう調査員を雇用し、住民登録実態調査を実
施する。

8



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
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杉並区 治安・防災 委託
外国人登録世帯調査・区民周知
活動等

平成24年7月の改正入管法等施行に伴う、外国人の新たな在留管理
制度等の実施に向けた準備に係る事業（区民向け周知、仮住民票作
成のための世帯確認等）をおこなう

27

杉並区 介護・福祉 直接実施
障害者のチャレンジ雇用事業
（区役所清掃）

区役所の清掃作業に従事する知的障害者等を雇用する。 6

杉並区 介護・福祉 委託 地域包括支援センター体制強化
地域包括支援センターの職員が本来業務に集中できる環境を維持す
るために、事務職員や予防プランの作成者を配置する。 3

杉並区 介護・福祉 直接実施
高齢者の見守り事業に係る緊急
連絡先等の調査・台帳整理

高齢者の見守りに関する事業「配食サービス」及び「高齢者緊急通
報システム」について、利用者等の緊急連絡先の調査と台帳整理に
係る事務を行う。

4

杉並区 情報・通信 委託 区道認定改廃図書ほか電子化等
区道認定改廃図書等の電子化（スキャニング）及び索引図を作成す
る。 5

杉並区 情報・通信 委託
【住居表示補助帳票の画像デー
タ化】

住居表示台帳を補完するため、「住居表示補助帳票（紙媒体）」に
過去の建物等の情報を記録し履歴管理している。このたび、住居表
示台帳の電子化にあわせて住居表示補助帳票の画像データ化を行
う。

6

杉並区 情報・通信 委託 【道路施設現況調査】
杉並区内全区道及び区有通路（約６７４km）の道路情報を取得し、
路線毎の道路施設の現況調書を作成する。 18

杉並区 情報・通信 委託 【公園台帳整備（電子化）】
紙で保有している公園情報の電子化。データベース化し、庁内（都
市整備部内）GISとの協調と情報共有を図る。 24

杉並区 情報・通信 委託 【街路灯データ電子化業務】

杉並区内の街路灯（共架型）の現況写真を撮影し、調査した街路灯
共架型の位置情報を、電子地図（東京都縮尺1/2500地形図）上にシ
ンボル登録する。また、現在区が運用している街路灯（自立柱型）
データを移行し、全ての街路灯属性情報を位置情報とリンクさせ街
路灯台帳システムを整備する。

34

杉並区 情報・通信 委託
【旧土地台帳附属地図（公図）
データ編さん業務】

東京法務局杉並出張所から登記所備え付けの旧土地台帳附属地図
（公図）及び登記事項要約書の資料提供を受けてデータ編纂を行
い、電子地図を整備する。

16

杉並区 情報・通信 委託
【公共溝渠台帳データベース整
備及び指定道路図等の作成業
務】

　杉並区内約７７kmの公共溝渠台帳データベースの作成及び杉並区
が所管する建築基準法第42条第１項第４号、同第５号および第２項
に規定する道路等（指定道路等）に関し、同法施行規則（昭和25年
建設省令第40号）第10条の２に基づく指定道路図の作成などを行
う。

8

杉並区 治安・防災 委託
【自転車駐車場利用案内・誘導
業務】

杉並区自転車の放置防止及び駐車場整備に関する条例に基づき、自
転車放置禁止区域となっている駅周辺において、自転車利用者に対
する自転車駐車場への案内誘導、自転車を放置する自転車利用者へ
の指導および自転車の整理等を行うことで、歩行者及び自転車利用
者の安全を確保するとともに、自転車放置防止の普及啓発を図る。

10

杉並区 重点分野 産業振興 委託
地域経済活性化等市場調査（杉
並芸術会館開館による地域活性
化）

区立杉並芸術会館（座・高円寺）の開館が高円寺地域に与える活性
化の効果に関する調査を行う。 21
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杉並区 重点分野 産業振興 委託 商店街マップ活用調査
区内各商店街をエリアとして各種経済実態調査を行い、その結果を
システムに反映し分析を行う。 8

杉並区 重点分野 子育て 委託 区保育室事業運営委託
待機児童の解消のため、区が独自の基準で保育施設を整備し（新規
１０所、かつ２所規模拡大）、施設を運営する事業者を公募により
選定し、当該事業者が保育施設の運営を行う。

81

杉並区 重点分野
地域社会雇

用
委託

道路工事履歴調書索引図作成
（電子化）

道路工事に関する調書（工事台帳）を電子地図を使って検索できる
索引図の作成（電子化）を行う。 8

杉並区 重点分野 教育・研究 直接実施 学校図書館の充実

区立小・中学校の図書館を、児童・生徒の読書習慣を培う「読書セ
ンター」及び学習活動を支える「学習情報センター」として機能の
充実を図ることを目指し、その担い手として司書等の資格を有する
学校司書を充てる。

22

杉並区 重点分野 教育・研究 直接実施
特別支援教育の充実（学習支援
教員)

区立小学校の通常学級に在籍する発達障害のある児童の学習支援を
行う。 7

杉並区 重点分野 教育・研究 直接実施
特別支援教育の充実（特別支援
学級介助員）

区立小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の安全管理と介
助を行う。 6

杉並区 重点分野 教育・研究 直接実施
特別支援教育の充実（臨床心理
士)

「専門家チーム」の臨床心理士として区立小・中学校を巡回し、特
別に支援を要する児童・生徒の個別支援計画立案や相談機能を強化
する。

1

豊島区 情報・通信 委託
庁内統合型ＧＩＳへの施設・統
計データ作成・入力業務委託

庁内統合型ＧＩＳに情報を付加するため、データ収集・統合作業、
紙情報のデジタル化、デジタルデータの属性変更作業、統合ＧＩＳ
へのデータ入力作業

6

豊島区 情報・通信 直接実施
外国人相談事業のための通訳配
置

英語、中国語、韓国語のできる職員を、通訳として配置し、複雑な
手続きもスムーズに行えるようにサポートしていく 3

豊島区 産業振興 直接実施
新たな区内事業者取扱制度準備
業務

区内に本店・支店・営業所等を設置する事業者が優先して入札に参
加できる仕組みを始めるにあたり、区内事業者の実態を把握する。 2

豊島区 産業振興 直接実施 住居表示台帳実態調査業務
住居表示台帳（３１００街区）について、実態調査を実施し、未付
定建物、廃止建物の確認作業を行い、台帳の修正作業を実施する。 12

豊島区 産業振興 委託 外国人登録原票の台帳整理事務 法改正準備のため外国人登録原票の台帳の内容を精査し整理する 7

豊島区 産業振興 直接実施
外国人登録事務に関する通訳業
務

外国籍の来庁者に対し、窓口の誘導、申請書の記入説明及び受付事
務等を外国語で行う。 7

豊島区 産業振興 委託
外国人登録システム改修に伴う
検証及び入力等業務委託

法改正に係る、外国人登録システム改修についての本番データ検
証、及び修正等の入力業務 15

豊島区 産業振興 直接実施
外国語（中国語）に対応できる
相談員による納付案内

外国語（中国語）に対応できる相談員を雇用し、滞納者に対し制度
の説明を行い、納付勧奨につなげる。 3
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豊島区 産業振興 委託 スポーツに関する区民意識調査
「豊島区スポーツ振興計画」改定のための区民のスポーツに関する
意識調査 2

豊島区 治安・防災 委託 中央図書館の警備強化事業
受付利用案内時のクレーム・トラブル対応、行列の整理、閲覧席警
備等 5

豊島区 治安・防災 委託 地域図書館の巡回警備事業
区内6館の巡回警備、不審者等の出現の場合、該当館へ駆けつけ
る。 11

豊島区 情報・通信 委託
建築基準法道路情報システムに
関するデータ作成・入力業務委
託

建築基準法道路情報システムの道路種別のマッピング作業、紙図面
の情報デジタル化作業、データ作成・入力業務 24

豊島区 環境 委託
豊島区JR各駅前広場及び周辺道
路清掃事業

豊島区内のＪＲ各駅前広場および周辺道路の清掃作業を実施し、環
境美化に努める。 14

豊島区 環境 委託
池袋西口駅前広場及び周辺道路
清掃事業

ＪＲ池袋駅西口駅前広場および周辺道路の清掃作業を実施し、環境
美化に努める。 14

豊島区 環境 委託
道路上空の突き出し看板の実態
調査事業

道路上空に設置されている看板類の実態調査を実施し、その結果に
より現在のデータを修正する。また、未申請物件等の占用者を指導
する。

2

豊島区 教育・文化 委託
豊島ふくろう・みみずく資料館
寄贈物品整理業務

豊島区に新たに寄贈される「ふくろう」に因む工芸品等を展示に供
するため、データベースの入力・作成を実施 6

豊島区 教育・文化 委託 学校図書館データベース化事業
学校図書館データベース化の準備作業として、蔵書データの整備、
蔵書へのバーコード貼り等委託 28

豊島区 情報・通信 委託

財務関係文書（予算書、決算
書、決算参考書、成果報告、特
別区決算状況、都区財政調整な
ど）の電子化事業

事務上永年保存すべき文書の電子化を行い、保存スペース削減を行
う。 7

豊島区 医療 直接実施
外国人滞納者の実態居所調査事
業

外国語に対応できる調査員を雇用し、居住実態の把握が困難な外国
人世帯を中心に訪問調査を行う。 1

豊島区 教育・文化 直接実施
（仮称）芸術文化資料館の開館
に向けた豊島区収蔵資料の整
理・データベース化

資料のクリーニング、記録写真撮影、収蔵データカード作成、エク
セルデータ入力および国会図書館等での資料調査 2

豊島区 情報・通信 委託
議会図書室の整備事業（レファ
レンス及び情報提供の充実事
業）

議員の政策立案の支援、区民への議会情報の公開を推進していくた
め、現在、備える書籍等資料の分類のデータ化、配列の整備、書誌
の作成、配備と廃棄の明確化による書籍の精選作業、資料購入・整
備計画の作成等を行う。

8

豊島区 産業振興 委託
窓口サービス・レベルアップ事
業

窓口サービスレベルの実態を把握し、改善点を把握するとともに、
サービス向上を目指すため、窓口の実態調査を行う。 5

豊島区 情報・通信 委託
豊島区議会定例会等議案集の電
子化事業

昭和50年以降の豊島区議会定例会等の議案集の電子化業務を委託す
る。 3

豊島区 教育・文化 委託 学校施設設備調査
学校施設の設備等の実態及び改修時期等を既存資料及び現場調査に
より学校毎にデータベース化し、今後の改修方針の基にする。 9



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者
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豊島区 環境 委託
小中学校幼稚園の樹木調査及び
台帳整備事業

区立の小・中学校、幼稚園の樹木の樹種・目通り・高さ、越境状況
などを調査してデータベース化し、剪定や苦情の状況などを一元管
理する。

12

豊島区 重点分野 観光 委託
雑司が谷ギャラリー　歴史と文
化の展示会の開催

雑司が谷情報ステーションの２階(約20㎡)を活用して、雑司が谷地
域の歴史と文化を紹介する展示会を開催する。 6

豊島区 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託

池袋繁華街カラス被害防止対策
事業

池袋繁華街カラス被害防止のための実態状況調査及び相談・指導を
実施 8

豊島区 重点分野 観光 委託
観光振興プラン改定のため、区
内来街者調査を実施する

豊島区観光振興プランの成果状況と見直しに向けた基礎調査とし
て、区内数箇所における来該者に向けた調査を実施する。 8

豊島区 重点分野 医療 委託
在宅医療地域資源マップの作成
委託事業

在宅医療を実施するにあたって必要な病院、診療所、薬局等の医療
機関や包括支援センター、介護サービス事業所等の情報を調査し、
その結果を見やすく表示した地図を作成する。

3

豊島区 重点分野 安全・安心 委託
資源持ち去り防止対策パトロー
ル事業

資源持ち去り防止対策パトロールによる見張り・注意・追い払い及
び禁止表示等の実施 4

豊島区 重点分野 安全・安心 委託 路上喫煙防止パトロール事業
区内ＪＲ５駅周辺の路地裏及び商店街を中心として、区内全域での
路上喫煙防止パトロールを実施する。 14

豊島区 重点分野 安全・安心 委託
喫煙所周辺における迷惑喫煙防
止事業

池袋駅周辺指定喫煙所において、「喫煙所巡回指導員」を設置し、
歩道にはみ出た喫煙者を整理誘導する。 8

豊島区 重点分野 子育て 直接実施
保育所待機児童増に伴い保育補
助員を雇用し、対応する事業

待機児童の増加対策として、保育所への入所円滑化により受入児童
を増員した保育所等において円滑な保育を実施する。 42

豊島区 重点分野 安全・安心 委託 放置自転車防止パトロール
午後以降に放置自転車が顕著となるエリアにおいて、撤去に併せた
放置防止の普及啓発を強化し、安全な公共空間の創出を図る。 18

豊島区 重点分野 教育・研究 委託
学校ICT環境整備のためのICT支
援員配置事業

ＩＣＴ支援員を各小中学校に配置し、授業、学校活動、校務等のコ
ンピュータを活用するための支援を行う。 22

豊島区 重点分野 教育・研究 直接実施 学校図書館司書の配置事業
新たな学校図書館指導員を配置して、貸出・返却、予約、館内整
備、情報提供、図書の紹介、図書データの管理等学校図書館の充実
を図る。

7

豊島区 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託 ごみ集積所実態調査 ごみ集積所の実態調査を実施し、現在の情報の整理修正等を行う。 6

豊島区 重点分野
地域社会雇

用
委託 空き家実態調査

区内に2万戸以上ある空き家について、その状況とオーナーの意向
を把握し、利活用の可能性を探るとともに、将来的な事業実施のた
めの基礎資料とする。

7

豊島区 重点分野 安全・安心 委託
セーフコミュニティ認証取得事
業（セーフコミュニティ3,000人
電子会議室事業）

区民へのセーフコミュニティに係る意識・経験等に関するアンケー
ト調査、電子会議での意見交換等を行う。 16

豊島区 重点分野 安全・安心 委託 青色防犯パトロール車の運用
青色防犯パトロール車の運行により、見せる警戒と広報活動を通じ
て、区民が安全で安心に暮らすことができるまちづくりを強化して
いく。

3
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豊島区 重点分野 産業振興 委託
産業振興計画改定に向けた区内
雇用・経営状況実態調査

区内中小企業の雇用・経営状況を調査するため、アンケート調査他
を行う。 7

北区 情報・通信 委託
住居表示関連台帳の証明システ
ム開発及び入力委託事業

住居表示関連台帳のデータ化委託事業 8

北区 情報・通信 委託
住基法改正コールセンター外業
務委託

外国人住民の相談窓口外業務委託（北区外国人住民コールセン
ター） 9

北区 子育て 委託
耐震補強工事等に伴う保育園児
の安全対策

耐震補強工事等に伴う保育園児の安全対策（委託・東田端及び岩
淵） 18

北区 子育て 直接実施
耐震補強工事等に伴う保育園児
の送迎補助

耐震補強工事等に伴う保育園児の送迎補助 6

北区 環境 委託 路上喫煙防止対策 指定喫煙場所の清掃 7

北区 環境 委託 路上喫煙防止対策 路上喫煙防止対策啓発 7

北区 教育・文化 直接実施
考古資料整理及びデータベース
入力

考古資料整理及びデータベース入力 4

北区 教育・文化 委託
通学路標識点検調査及び台帳作
成

通学路標識点検調査及び台帳作成 3

北区 情報・通信 委託
電波障害施設撤去に係る住民対
応業務委託

電波障害施設撤去に係る住民対応業務委託 8

北区 重点分野 産業振興 委託 商店街活性化事業 商店街活性化事業 1

北区 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託

北区全域の植生調査及び野生生
物情報データベース化

北区全域の植生調査及び野生生物情報データベース化 12

北区 重点分野 安全・安心 委託 全高齢者生活実態調査事業 全高齢者生活実態調査事業 65

北区 重点分野 農林水産 委託 観光ＤＶＤ等制作 観光ＤＶＤ等制作 2

北区 重点分野 産業振興 委託
産業資料デジタルアーカイブ作
成

産業資料デジタルアーカイブ作成 13

北区 重点分野 産業振興 委託 伝統の技DVD作成 伝統の技DVD作成 2

北区 重点分野 産業振興 委託
ものづくりトータルサポート事
業データベース構築事業

ものづくりトータルサポート事業データベース構築事業 4



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者
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北区 人材育成
未就職卒業

者対象
委託 若年未就職者就労体験事業

学卒後、未就職の若年者を対象に研修と就労体験を提供し正規雇用
につなげる 41

荒川区 教育・文化 委託
伝統工芸技術保持者サポート事
業

伝統工芸技術の保存継承や普及に有効な区の制度（荒川ショッピン
グモール出店等）の利用にあたっての助言など、区内の伝統工芸技
術保持者を訪問しサポートする事業。

4

荒川区 環境 委託
あらかわエコセンター環境活動
支援コーナー運営事業委託

あらかわエコセンター３階において、出入りする区民の案内や展示
物の簡単な説明、フロアの整理整頓、必要に応じて環境課への取次
ぎなどを行う。

3

荒川区 情報・通信 委託
地上デジタル放送窓口相談・訪
問相談業務

２０１１年７月に地上デジタル放送（以下「地デジ」という。）に
完全移行することに向けて、区民の不安を解消するために窓口相
談・電話相談・訪問相談を行い円滑な地デジの移行を図る。

8

板橋区 教育・文化 委託
配送給食の実施（板橋第四小学
校）

学校大規模改修に伴い、近隣の学校より給食を配送し、実施する。 14

板橋区 教育・文化 委託
配送給食の実施（板橋第二中学
校）

学校大規模改修に伴い、近隣の学校より給食を配送し、実施する。 8

板橋区 教育・文化 委託
配送給食の実施（板橋第一小学
校）

学校改築に伴い、近隣の学校より給食を配送し、実施する。 11

板橋区 教育・文化 委託
配送給食の実施（赤塚第二中学
校）

学校改築に伴い、近隣の学校より給食を配送し、実施する。 17

板橋区 子育て 委託
保育施設巡回点検・整備に伴う
車両雇上

保育施設の巡回点検・整備を行うために車両を雇上げ、施設面の環
境整備をきめこまかに行い、在宅子育て支援事業実施のための環境
整備を充実させる。

2

板橋区 教育・文化 委託 郷土資料館収蔵資料整理委託
郷土資料館収蔵資料の整理（分類・写真撮影・
データ入力等）を実施する 2

板橋区 教育・文化 直接実施 郷土資料館展示受付事務 郷土資料館特別展の受付業務 4

板橋区 治安・防災 委託
交通安全施設及び街路樹等デー
タベース化

道路反射鏡、案内標識等の交通安全施設及び街路樹等の資料を電子
化しＧＩＳを活用したﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを作成する事業（緊急雇用事業額は
ﾃﾞｰﾀ入力委託分のみ）

4

板橋区 教育・文化 委託
区内社会貢献活動団体実態調査
委託

新しい公共を支える区内のＮＰＯ、ボランティア、社会起業家の活
動実態を把握し、今後の具体的な支援策に繋げていくための調査 3

板橋区 医療 直接実施
高齢者肺炎球菌ワクチン等接種
助成事業

高齢者肺炎球菌ワクチン等の接種助成事業に関する相談および事務 2

板橋区 教育・文化 委託
郷土資料館収蔵資料検索システ
ムデータ移行作業委託

郷土資料館の収蔵資料検索システムの変更に伴い、データ移行作業
を委託する。 2
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板橋区 重点分野 教育・研究 委託 図書館(学校）支援事業業務委託
図書館の活性化を図るため、新規に全校を対象とした支援事業を実
施することとし、その業務を委託する。 29

板橋区 重点分野 産業振興 委託 区内製造業データ整備事業

企業活動コーディネーターの収集した製造業受発注情報整備、区内
製造業全件調査に係る情報整備、製造業データベースの更新作業な
どの情報整備により、企業PR活動の支援と受発注コーディネートの
円滑化を図り、受注の増加をめざす。

1

板橋区 重点分野 介護 委託 新高齢者元気リフレッシュ事業

在宅で生活している高齢者及び要介護状態にある高齢者等を在宅で
介護している家族に心身をリフレッシュするためのサービスメ
ニューを提供する事業を実施するにあたり、これにかかるデータ入
力作業等業務を委託する。

10

板橋区 重点分野 安全・安心 委託 管理自転車対策
区立ハイライフプラザ前の管理道路における、違法駐輪防止対策と
して実施する。 7

板橋区 重点分野 安全・安心 委託 公園常駐パトロール
公園に常駐し、違法・危険行為、自転車放置、ゴミの不法投棄等に
対応するため、常駐によるパトロールを実施して、適正な公園の管
理を実現する。

9

板橋区 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託

事業所のCO2削減のための省エネ
コンサルティング事業

中小規模事業者に温室効果ガスの削減に向けて、総合的に対応でき
る省エネコンサルタント等を派遣し、事業所の省エネ診断に基づく
改善策の提案、国や都等の各種助成金や支援制度を活用する提案
等、個々の事業に応じた効果的な支援策を提案する。さらに、省エ
ネコンサルタント等は、事業者と協力して省エネ診断に伴う省エネ
事業の実現に向けて対応する。対象事業数：３０社

11

板橋区 地域人材 産業振興 委託
中小企業雇用維持・若年者就労
支援事業

高校・大学等を卒業後、正規雇用されていない若年者を対象に、区
が委託した企業が新規に雇用し研修を行ったうえで、区内中小企業
等へ紹介、派遣し就労体験を行う。その後も正規雇用につながるよ
うサポートを行う。

21

練馬区 介護・福祉 委託
住民税滞納事業所納入案内業務
委託

住民税滞納(特徴)事業者へ納入を案内する事業 6

練馬区 介護・福祉 委託 金融機関等照会応答業務委託 金融機関等照会について応答する事業 16

練馬区 産業振興 委託 地域情報コーナー運営業務委託 地域コミュニティの支援を行うため、受付などの業務を行う事業 23

練馬区 介護・福祉 委託 住居表示台帳画像化委託事業
紙の住居表示台帳を画像化する。紙台帳をスキャンニングし、パソ
コン内のフォルダーへ格納する。 1

練馬区 介護・福祉 委託 除籍データ入力を行う事業 除籍データ入力を行う事業 6

練馬区 介護・福祉 委託
外国人住民向けパンフレット等
の翻訳委託

住民基本台帳法の改正による外国人住民向けパンフレット等の翻訳
を行う事業 2

練馬区 介護・福祉 委託 住民基本台帳移行業務委託
住民基本台帳法の改正による外国人住民の住民基本台帳への移行を
行う事業 4



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者

数
（人）

練馬区 介護・福祉 委託
仮住民票事前通知コールセン
ター等業務委託

住民基本台帳法の改正による仮住民票事前通知の問い合わせの対応
等を行う事業 3

練馬区 介護・福祉 委託 国保資格証実態調査委託 国保資格証世帯への訪問調査を行う事業 10

練馬区 介護・福祉 直接実施
生活保護関係事務の補助を行う
事業

生活保護関係事務の補助を行う事業 20

練馬区 医療 委託
インフルエンザ等予防接種相談
ダイヤル委託

インフルエンザ等予防接種の問い合わせ対応を行う事業 4

練馬区 治安・防災 委託 分譲マンション実態調査 分譲マンションの管理の実態を調査する事業 12

練馬区 介護・福祉 委託
民間施設バリアフリー整備意向
等調査委託

民間施設のバリアフリーの状況を調査する事業 4

練馬区 教育・文化 委託 学校ホームページ更新支援委託 学校のホームページの更新支援を行う事業 6

練馬区 教育・文化 委託 統合新校学童擁護委託
統合により新設される小学校に通学する児童の登下校を援助する事
業（学童擁護） 4

練馬区 教育・文化 直接実施 統合新校学童擁護
統合により新設される小学校に通学する児童の登下校を援助する事
業（学童擁護） 9

練馬区 教育・文化 委託 古文書等整理委託 展示や学習への活用を行うため、古文書などの資料を整理する事業 3

練馬区 教育・文化 直接実施 古文書等整理 展示や学習への活用を行うため、古文書などの資料を整理する事業 8

練馬区 教育・文化 委託 文化財総合調査委託 文化財の総合調査を行う事業 6

練馬区 農林漁業 委託
農業経営実態調査票電子化業務
等委託

農業経営実態調査票を電子化する事業 5

練馬区 教育・文化 委託
谷原小学校内埋蔵文化財の保
存・整理作業委託

谷原小学校倉庫に保管している土器や石器等を出土遺跡や調査年次
ごと等に分け保存・整理をする事業 4

練馬区 重点分野 子育て 直接実施 保育園臨時職員 乳幼児の保育を行う事業 27

練馬区 重点分野 安全・安心 委託
歩行喫煙等防止に係る注意・指
導業務委託

駅周辺で歩行喫煙やポイ捨てなどさせないための巡回指導を行う事
業 78

練馬区 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託

練馬区地球温暖化対策設備設置
補助事業

地球温暖化対策設備設置補助の対応を行う事業 7



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者

数
（人）

練馬区 重点分野 安全・安心 委託 自転車誘導員業務 自転車を誘導する事業 32

練馬区 重点分野
地域社会雇

用
委託 再就職希望障害者就業体験事業 再就職を希望する障害がある者を対象とした就業体験をする事業 10

練馬区 重点分野 教育・研究 委託 ＩＣＴ活用支援委託 学校のＩＣＴ活用を支援する事業 6

練馬区 人材育成 介護 委託 介護人材等雇用促進事業
失業者等を、区内の介護・障害福祉サービス事業所に人材派遣し、
介護補助業務を行いながらヘルパー2級の資格取得のための講座を
無料で受講させる事業

33

足立区 情報・通信 直接実施 地上デジタル放送移行相談
地上デジタル放送移行に伴う各種相談、指導を行なう(移行後も高
齢者を中心とする対応を図る) 3 

足立区 情報・通信 直接実施 地上デジタル放送移行調査
区内の高齢世帯（非課税世帯）を訪問し、地上デジタル放送に移行
しているかなどの実態調査及び必要に応じた指導・助言を行う。 6 

足立区 情報・通信 委託 区施設ＣＡＤ図面の作成
区既存施設の配置図及び各階平面図の基本建築図を電子化(ＣＡＤ
図面化)する。 6 

足立区 情報・通信 委託
住区センター従事者パソコン講
習事業

住区センターにインターネット環境を整備することに伴い、住区セ
ンター従事者に対して、利用方法と個人情報保護等の講習を実施す
る。

5 

足立区 介護・福祉 直接実施 足立区外債権滞納整理推進事業
保育料や貸付金などの福祉関連債権について足立区外の債権(足立
区から転出した方)の滞納整理作業を推進する。 2 

足立区 環境 委託
駅前ビューティフル・キーパー
事業

区内主要駅前(北千住・綾瀬・西新井・西新井大師・竹ノ塚など)周
辺の美化(清掃等業務）を拡充して実施する。 109 

足立区 環境 委託 不燃ごみ選別事業 不燃ごみの中から資源として再利用可能なものを分ける。 33 

足立区 教育・文化 委託 学校用地の維持管理事業
学校用地におけるグランド及び管理棟の整備・維持管理などを行な
う。 8 

足立区 教育・文化 直接実施  学校未納金の相談・徴収業務
給食費の未納対策として徴収員を学校へ派遣し納付相談・徴収業務
を行なう。 2 

足立区 教育・文化 直接実施
学校選択制度の利用者アンケー
トデータ入力業務

学校選択制度の利用者である保護者を対象にアンケート調査を実施
し、学校選択制度の検証の一環とする。 2 

足立区 教育・文化 委託
生涯学習関連施設利用者アン
ケート聞き取り調査事業

区内の生涯学習関連施設において施設利用者の聞き取りアンケート
調査を実施する。 9 

足立区 教育・文化 委託
生涯学習施設ミニコミ誌地域配
布事業

各生涯学習施設で作成しているミニコミ誌・講座などの知らせを近
隣に各戸配布する。 16 



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者

数
（人）

足立区 教育・文化 委託
区内遺跡出土遺物の接合復元・
作図・撮影等資料化作業

出土遺物の破片接合による復元、図面作成、写真撮影等の資料化作
業を行なう。 17 

足立区 情報・通信 直接実施
個人情報業務登録簿のデータ
ベース化業務

紙台帳で管理してきた個人情報業務登録簿のデータベース化を図
る。 2 

足立区 情報・通信 委託
郷土博物館資料の写真ネガデジ
タル化作業委託

資料劣化防止と資料提供等活用機会の充実を図るため、写真ネガを
スキャナーで読み取り、デジタルデータ化する。 4 

足立区 重点分野 安全・安心 委託
街頭犯罪（自転車盗・ひったく
り）被害防止事業（企業提案）

駅周辺を中心にパトロール活動を実施しひったくり・自転車盗など
の街頭犯罪被害の防止を図る。 27 

足立区 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託

美化調査及び美化推進周知キャ
ンペーン委託

美化推進キャンペーン、禁煙特定区域指定周知キャンペーン活動、
通行人への啓発物配布など 25 

足立区 重点分野
地域社会雇

用
直接実施 居住実態把握調査強化事業

実態調査専門員を導入し、調査を強化し、住民基本台帳の整備を図
る（若年者雇用（40歳未満）対象事業） 10 

足立区 重点分野
地域社会雇

用
委託 区の花チューリップPR事業

区民等との協働によるチューリップ球根生産サイクルのしくみづく
りを行なう。 8 

足立区 重点分野 産業振興 委託
「就職力アップ→企業面接」集
中プログラム（企業提案）

新卒の現役学生及び既卒の未内定者向けの就労支援プログラムを実
施し、正社員への就業を支援する。 8 

足立区 重点分野 産業振興 委託
区内企業向けホームページ・パ
ソコンレスキュー事業（企業提
案）

区内事業者に対して訪問によるＩＴ指導を行い、ＩＴに関するスキ
ルアップを図るとともに、ＩＴに関する企業の実態調査を行い状況
の分析を行う。

6 

足立区 重点分野 介護 委託
介護人材雇用創出事業（企業提
案）

介護福祉施設に失業している者を派遣し、雇用期間中に資格を取得
する介護人材を創出する。 20 

足立区 重点分野 安全・安心 委託 区内防犯パトロール
ごみ集積所へ排出された資源の持ち去り者・業者などへの指導の実
施と、区内において不法投棄の多い場所を中心に夜間パトロールを
行い不法投棄を抑制する。

9 

足立区 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託

事業系排出者へのごみの分別啓
発事業

小口排出事業者への排出指導及び実態調査により事業系廃棄物の発
生抑制につなげる。 6 

足立区 重点分野 安全・安心 委託
綾瀬駅周辺放置自転車対策強化
対策事業

放置自転車対策(街頭活動、放置自転車撤去)の強化を実施する。拡
充部分を緊急雇用対策事業で実施する。 11 

足立区 重点分野 安全・安心 委託
北千住駅周辺放置自転車対策強
化対策事業

放置自転車対策(街頭活動、放置自転車撤去)の強化を実施する。拡
充部分を緊急雇用対策事業で実施する。 22 

足立区 重点分野 安全・安心 委託
竹ノ塚・西新井駅周辺放置自転
車対策強化対策事業

放置自転車対策(街頭活動、放置自転車撤去)の強化を実施する。拡
充部分を緊急雇用対策事業で実施する。 19 

足立区 重点分野 安全・安心 委託
老朽危険度家屋調査（企業提
案）

老朽危険家屋の状況を把握し、危険家屋の把握、パトロールを実施
する。 10 



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者

数
（人）

足立区 重点分野 安全・安心 直接実施 中学校生活指導員
教員と連携し生活指導上の問題解決にあたる生活指導員を中学校に
派遣する。 14 

足立区 重点分野 教育・研究 委託 体力ＵＰ指導員
体力向上のための支援が必要な小学校に放課後遊びの時間を利用し
て運動遊びやスポーツ指導を行なうためのインストラクターを派遣
する。

18 

足立区 重点分野 教育・研究 直接実施 スポーツトレーナー派遣
スポーツにおける外傷・障害の予防、効果的なトレーニングの方
法、体育授業時の安全面の補佐等を行う。 22 

足立区 重点分野 教育・研究 委託 学級支援員派遣事業
児童・生徒の集団不適応等に対応するため、学級への支援員を雇用
し学校へ派遣する。 4 

足立区 重点分野 教育・研究 委託
中高生の居場所作りモデル推進
事業

地域における中高生の放課後や休日の魅力ある居場所作りのための
調査を実施し、仕組みをつくる。 13 

足立区 重点分野 教育・研究 委託
子どもの安全安心のためのプロ
グラム作成

子どもの安全安心のためプログラムを作成、仕組みを構築する。 25 

足立区 重点分野 教育・研究 委託
子どものための地域指導者養成
体系構築事業

子どものための地域指導者を養成するためのしくみを再構築する。 4 

足立区 重点分野 教育・研究 委託
郷土博物館のこどもの利用促進
イベント事業

こどもの利用を促進するため、こどもの対応やこども向けの企画を
委託する。 9 

足立区 重点分野 安全・安心 委託
密集市街地における防災まちづ
くりの啓発及び掘り起こし業務

建物の状況等を調査し、防災意識を喚起するための住民向けニュー
スを発行する。 4 

足立区 重点分野 安全・安心 委託
迷惑喫煙防止マナーアップパト
ロール事業

歩行喫煙者に対しての注意を警備員により行い、区内のマナーアッ
プを計る。 3 

足立区 重点分野 産業振興 委託 中高年向け就職支援プログラム事業
中高年を対象とした面接対策研修及び合同企業面接会を実施し、就
職できるよう支援する。 4 

足立区 人材育成
地域社会雇

用
委託

若者正社員雇用サポートプログ
ラム（企業提案）

インターンシップも含めた研修を実施し、正規雇用につなげていく
プログラムを実施する。4ヶ月の研修期間中は委託先で雇用を行な
い、人材を育成し正規雇用につなげていく。

77 

葛飾区 情報・通信 直接実施
住民基本台帳カード等に係る業
務委託（区民事務所）

証明書コンビニエンス交付に伴い、住民基本台帳カード（区民事務
所）を普及促進するため、申請受付・事務処理等を実施する。 14 

葛飾区 情報・通信 直接実施
住民基本台帳カード等に係る業
務委託（戸籍住民課）

証明書コンビニエンス交付に伴い、住民基本台帳カード（戸籍住民
課）を普及促進するため、申請受付・事務処理等を実施する。 7 

葛飾区 情報・通信 直接実施
証明書自動交付機利用促進事業
委託

証明書自動交付機の利用促進を図るため、来庁者への案内、申請受
付・事務処理等を実施する。 14 

葛飾区 情報・通信 委託
住基台帳法改正に伴う帳票等翻
訳業務委託

法改正に伴い、外国人住民も住民基本台帳の適用対象となるため、
周知用案内・帳票等を３か国語（英・中・韓）に翻訳する。 2 



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
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葛飾区 産業振興 委託 特別融資相談業務委託
中小企業に係る出張相談業務や、国・都の緊急融資制度、セーフ
ティネット保証制度の案内・相談業務を実施する。 8 

葛飾区 産業振興 委託
商店街マップ等ホームページ刷
新業務委託

テクノプラザホームページ内の商店街マップ及び銭湯マップのペー
ジを刷新する。 5 

葛飾区 介護・福祉 直接実施
心理発達専門員（非常勤職員）
の雇用

幼稚園や保育所の依頼に応じて訪問し、知的障害児や発達障害児の
支援方法について現場の職員に指導助言する。 2 

葛飾区 子育て 委託
三人乗り自転車購入費助成事業
運営業務委託

「三人乗り自転車助成事業」の運営事務補助として、区民からの電
話問い合わせ対応・申請書の審査受付・割引券の発送業務等を実施
する。

2 

葛飾区 情報・通信 委託
建築計画概要書電子化業務等委
託

建築課で使用している専用端末で閲覧できるよう、紙で保管してい
る建築計画概要書をスキャナで読み込み電子化する。 6

葛飾区 情報・通信 委託
建築確認受付台帳電子化業務委
託

資料の長期保存、検索の簡略化を目的として、紙の建築確認受付台
帳を電子化及びデータ化する。 2

葛飾区 情報・通信 委託 住宅地図台帳整理業務委託
台帳情報を集約して整理するため、複数の住宅地図台帳に分散して
記入されている位置情報、文字情報を電子化する。 5

葛飾区 治安・防災 委託 橋梁台帳作成業務委託
書式や記載内容に差異のある現在の橋梁台帳を統一書式で再作成す
る。 4

葛飾区 環境 委託
一般占用物件パトロール業務委
託

道路の占用が道路本来の機能を阻害しないように、許可の基準に従
い設置されているか確認及び指導を実施する。 7

葛飾区 環境 委託
葛飾あらかわ水辺公園草刈業務
委託

環境改善のため、葛飾あらかわ水辺公園の草刈・清掃を実施する。 29

葛飾区 教育・文化 直接実施 立石図書館等臨時職員の雇用
立石図書館の開館時応援業務や利用者が機器を利用する際の説明補
助、奥戸地区図書館の開館時応援業務を実施する。 17

葛飾区 教育・文化 委託
理業務委託

葛飾区ゆかりの作家（栗本薫ほか）の寄贈資料の整理作業として、
自筆原稿等のデジタル化、保管資料用の装備、管理リストの作成を
実施する。

6

葛飾区 治安・防災 委託
ひとり暮らし高齢者等防災用品
取付業務委託

ひとり暮らし高齢者等の居宅・居室に、住宅用火災警報器・家具転
倒防止器具・防犯器具を設置する。 4

葛飾区 情報・通信 委託 施設図面電子化業務委託
老朽化の激しい施設図面（マイクロフィルムや青焼き図面）をス
キャナで読み込み、電子化する。 3

葛飾区 教育・文化 委託
上千葉遺跡出土渡来銭遺物整理
業務委託

上千葉遺跡出土の一括出土した渡来銭等について、計測データの入
力作業、拓本や写真撮影、資料カードの作成を行うとともに、区内
出土資料の遺物実測図の整理作業を実施する。

10

葛飾区 介護・福祉 直接実施
福祉事務所現業業務員（非常勤
職員）の雇用

急増する生活保護世帯への適性保護を図るため、福祉事務所におけ
るケースワーク業務の補助的業務を実施する。 2



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者

数
（人）

葛飾区 環境 直接実施
LED照明器具購入費等助成業務委
託

LED照明器具等を普及促進するため、家庭向け・事業者向けに購入
費等を助成する。 12

葛飾区 介護・福祉 直接実施
子ども総合センター等案内業務
委託

葛飾区保健所、青戸保健センター及び子ども総合センターの開設へ
の問い合わせ等による窓口案内を実施する。 4

葛飾区 環境 直接実施
LED照明器具購入費等助成業務委
託（事業所用）

特に節電効果の高い事業所用のLED照明器具等を普及促進するた
め、購入費等を助成する。 6

葛飾区 治安・防災 直接実施
放射線量測定器貸し出し業務委
託

東京電力福島第一原子力発電所の事故による空間放射線量に対する
区民等の不安を解消するため、区民等を対象として空間放射線量測
定器を貸与する。

4

葛飾区 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託 歩行喫煙等禁止パトロール委託

歩きたばこやポイ捨てをする人に直接注意を行う「歩行喫煙等禁止
パトロール」を実施する。 19

葛飾区 重点分野 産業振興 委託 雇用関係助成金相談事業委託
「中小企業緊急雇用安定助成金」や「試行雇用奨励金」等の雇用関
係助成金に関する相談業務を実施する。 2

葛飾区 重点分野 観光 委託
スカイツリービューポイント
マップ作成業務委託

区内のスカイツリービューポイントを調査し、既存の観光スポット
と結びつけたまちあるきルートと地域情報を電子マップデータで区
観光ホームページ掲載用に作成する。

4

葛飾区 重点分野 観光 委託
水元公園レンタサイクル事業委
託

水元地域の観光事業の一環として、水元公園内でレンタサイクル事
業を実施する。 8

葛飾区 重点分野 観光 委託
葛飾産品アンテナショップ事業
委託

柴又地域において、区内で製造されている伝統産業品、工業製品等
を展示・販売するアンテナショップ運営事業を実施する。 12

葛飾区 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託

資源持ち去り防止パトロール業
務委託

区内の資源・ごみ集積所において、無断で資源を持ち去る者に中止
を要請するパトロールを実施する。 12

江戸川区 環境 委託
住宅等整備基準条例協議物件実
態調査

「江戸川区住宅等整備事業における基準等に関する条例」による協
議完了物件について、駐車場、駐輪場、緑地等に関する実態調査を
行い、条例による環境整備の施行状況などを把握し、今後の条例の
運用、整備基準の検証等のための基礎資料とする。

6

江戸川区 情報・通信 委託 広報資料電子記録化業務 広報資料電子記録化業務 6

江戸川区 環境 委託 公共交通施設現況調査

少子高齢化・人口減少等により、公共交通の利用は減少し自家用自
動車の利用が増えているため、自家用自動車利用から公共交通利用
への転換を目的に、バス停留所などの公共交通施設の現況を調査
し、利用しやすいバス交通を実現するための基礎資料とする。

5

江戸川区 環境 委託 道路占用物件に関する実態調査 道路占用物件に関する実態調査 18



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者
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江戸川区 環境 委託
自転車走行環境整備に係る交通
量調査

自転車走行環境の改善に向けた整備に関わる交通量調査 104

江戸川区 情報・通信 委託
土木事業に係る台帳、図面等の
整理及び電子化業務

　主に土木施設に関する各種台帳や図面などの整理を行い、紙ベー
スのものは電子化やシステム入力を行う。また、必要に応じ現地調
査を行い、そのデータを整理、入力する。

4

江戸川区 情報・通信 委託
公園に係る台帳、図面等作成業
務

区内の公園について、各種図面の整理・作成・ＣＡＤ化等を行い公
園台帳の充実を図る。また必要に応じ、公園区域の境界確定等も行
う。

5

江戸川区 情報・通信 委託
土木施設写真等整理及び電子記
録化業務

過去に撮影した写真やスライド等を整理し、スキャニングして電子
化を行う。 2

江戸川区 介護・福祉 直接実施
障害者就労支援センター支援補
助員

障害者就労支援センター支援補助員 2

江戸川区 重点分野 介護 委託 地域包括支援センター支援業務
地域包括支援センターの専門３職種が相談業務に専念することがで
きるように事務補助員を配置し、業務を支援する。 15

江戸川区 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託

緑の基本計画に関する基礎調査
委託

緑の現状や公園の施設及び利用実態を把握し、緑の基本計画の改定
や公園施設長寿命化計画の策定等の基礎資料とするため、平成22年
度の緑及び公園の実態調査について、更に補足及び追跡調査を行
う。

8

江戸川区 重点分野 教育・研究 委託 学校情報化推進事業
小中学校に配備されたICT機器を有効に活用し、「学習効果の高い
授業」「わかる授業」を実践していくため、ICT支援員を各学校に
巡回配備し、教員のICT活用能力と学習指導力の向上を図る。

10

江戸川区 重点分野 介護 直接実施 社会福祉士等卒後連携事業
区内の福祉専門学校を卒業した社会福祉士及び精神保健福祉士を雇
用し、福祉・介護の現場経験を積みながら、多様な問題に対応する
区の福祉向上に寄与する人材の育成を図る。

16

江戸川区 重点分野 医療 委託
がん予防、治療に係る医療機関
調査

がん予防、治療に係る区内医療機関の調査 3

江戸川区 人材育成 介護 委託
介護雇用プログラム事業（介護
福祉士養成）

離失業者等を有期雇用契約労働者として雇い入れ、介護施設等で働
きながら、介護福祉士取得のための養成講座受講を通して、介護人
材の育成を図る。

3

江戸川区 人材育成 介護 委託
介護雇用プログラム事業（訪問
介護員２級養成）

離失業者等を有期雇用契約労働者として雇い入れ、介護施設等で働
きながら、訪問介護員２級取得のための養成講座受講を通して、介
護人材の育成を図る。

6

情報・通信 委託
広報紙作成、くらしの便利帳
（各戸配布）

市議会だよりの発行（各戸配
布）

八王子市 情報・通信 委託
長期保存文書のマイクロフィル
ム化及び電子データ化

長期保存文書のマイクロフィルム化及び電子データ化（川口、加
住、由井、石川事務所等書庫分） 37

八王子市 広報紙及び議会だより、くらしの便利帳の全世帯への配布業務委託 404



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者

数
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八王子市 情報・通信 委託
テレビ電波受信障害対象世帯へ
の補償方針周知事業

アナログテレビ電波受信障害補償対象世帯に対し、地上デジタル放
送移行後の補償方針の周知を行う。 2

八王子市 教育・文化 委託
市史編さんに関する歴史資料の
マイクロフィルム化

市史編さんに関する歴史資料マイクロフィルム化
・平成28年度の市制100周年に向けて新たに編さんする「八王子市
史」において、実物を収蔵できない歴史資料等をマイクロフィルム
化し、適切な保存管理及びデータの有効活用を図る。

44

八王子市 子育て 直接実施
母子健康カード システム移行
データ入力事業

母子健診のデータをシステムに移行するため、入力作業を行う。 4

八王子市 子育て 直接実施
予防接種台帳 システム移行デー
タ入力事業

予防接種の記録をシステムに移行するため、入力作業を行う。 5

八王子市 医療 委託
保健医療計画改定のための市民
意識調査

保健医療計画改定のための市民意識調査 4

八王子市 農林漁業 委託 林道沿いの渓流美化事業
林道及び林道沿いの渓流で雪害等による倒木や被害木の整理、森林
内に放置された不法投棄を処理し、林業の振興に寄与するとともに
生物多様性の向上、水害防止に資する。

13

八王子市 農林漁業 委託 森林内の渓流美化事業
八王子市森林整備計画区域内の渓流沿いで雪害等による倒木や被害
木の整理及び、森林内に放置された不法投棄の処理を行い、生物多
様性の向上と水害防止、渓流美化を図る。

14

八王子市 産業振興 委託 中心市街地歩行量調査
中心市街地歩行量調査
　・中心市街地の歩行量を調査する委託事業 133

八王子市 観光 委託 木下沢梅林剪定等作業委託 木下沢梅林剪定等作業委託（高尾梅の里梅林の剪定・草刈） 27

八王子市 観光 委託 小仏城山野外卓撤去等作業委託 小仏城山野外卓撤去等作業委託（小仏城山山頂園地の野外卓撤去） 29

八王子市 観光 委託 高尾の里剪定等作業委託 高尾の里剪定等作業委託（高尾の里広場の剪定・草刈） 8

八王子市 教育・文化 委託 施設図面電子化業務委託 マイクロフィルムの電子化 8

八王子市 情報・通信 委託
　八王子市指定道路図関連情報
データ整備事業

　八王子市指定道路図関連情報データ整備事業 9

八王子市 産業振興 委託
はちバス利用実態調査及び八王
子駅北口地下自由通路歩行量調
査委託

はちバス利用実態調査及び八王子駅北口地下自由通路歩行量調査委
託 22

八王子市 治安・防災 委託 ひよどりトンネル交通量調査 ひよどりトンネル交通量調査 20

八王子市 環境 委託 八王子駅周辺交通量調査 交通量調査業務 80



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者
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八王子市 治安・防災 委託
八王子市公園施設長寿命化計画
策定に伴う基礎調査

八王子市が管理する全ての公園施設の現況を調査し、公園施設長寿
命化計画策定に必要となる公園施設の情報を取りまとめる。 16

八王子市 産業振興 委託 住宅居住実態調査 住宅居住実態調査 20

八王子市 教育・文化 委託 学校図書館図書整理事業
（1）図書の整理（古くなった図書の廃棄・図書の修復・整理）
（2）学校図書のデータベースの作成 87

八王子市 教育・文化 委託
埋蔵文化財記録フィルムデジタ
ルデータ作成業務委託

埋蔵文化財記録フィルムデジタルデータ作成業務 9

八王子市 教育・文化 委託
史跡椚田遺跡（旧椚田第Ⅲ遺
跡）出土遺物プロットのデジタ
ルデータ作成業務

史跡椚田遺跡（旧椚田第Ⅲ遺跡）出土遺物プロットのデジタルデー
タ作成業務 14

八王子市 教育・文化 委託
八王子市郷土資料館古文書マイ
クロフィルム電子データ化事業

デジタル映像で簡便に市民の利用に供するため、郷土資料館所蔵の
古文書のマイクロフィルムの電子データ化を行う 5

八王子市 教育・文化 直接実施
学校図書館団体貸出準備整理業
務

学校図書館団体貸出準備整理業務 8

八王子市 教育・文化 委託 学校図書館団体貸出配送業務 学校図書館団体貸出配送業務 6

八王子市 教育・文化 委託 中央図書館運営 図書及び視聴覚資料整理業務委託事業 14

八王子市 教育・文化 委託
市史編さんに関する歴史資料の
用紙出力業務委託

市史編さんに関する歴史資料の用紙出力業務委託 12

八王子市 教育・文化 直接実施
市史編さん室蔵書整理及びデー
タ入力

市史編さん室蔵書整理及びデータ入力 1

八王子市 観光 委託
八王子観光イラストマップ作成
委託

八王子観光イラストマップ作成委託 8

八王子市 観光 委託
市内観光スポットの電子マップ
作成委託

市内観光スポットの電子マップ作成委託 4

八王子市 重点分野 観光 委託 観光ＰＲ用アニメーション制作 観光振興PRアニメーションの製作事業 8

八王子市 重点分野 農林水産 委託 農地管理状況等整備 農地管理状況等整備事業 9

八王子市 重点分野 教育・研究 委託 学校ＩＣＴ環境整備事業
IT推進室から移管される行政情報ネットワークパソコンを再セット
アップして校務用パソコンとして学校に配備し、学校のICT環境を
整備する。

4

立川市 教育・文化 委託 国体開催準備事業
第68回東京国体の開催に向け、企画書の作成のほか各種会議の開催
など、諸計画や仕組みづくりに係る支援業務に従事者を雇用する。 14



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
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立川市 情報・通信 委託 保管・保存文書整理事業
本庁舎及び出先機関の執務室・書庫内文書を整理し、保存文書目録
を作成する業務に従事者を雇用する。 16

立川市 治安・防災 直接実施 放置自転車対策事業
JR立川駅周辺の無料自転車駐車場を中心に、自転車整理指導員が自
転車の整理・指導にあたり、治安維持の向上及び周辺環境の整備に
努める。

60

立川市 情報・通信 委託 建築確認受付簿電子化事業 建築確認受付簿のデータベース化を図るための従事者を雇用する。 11

立川市 環境 委託 特定地区等マナー指導啓発事業
立川駅周辺特定地区内やその周辺、さらに特定地区外にある市内各
駅周辺での喫煙マナー指導啓発を行う従事者を雇用する。 12

立川市 環境 委託 喫煙状況調査事業
条例で喫煙を禁止する駅周辺の特定地区内の喫煙率調査、市内10駅
周辺喫煙率調査及びポイ捨て状況調査及び市内10駅周辺ポイ捨て状
況調査に従事する調査員を雇用する。

16

立川市 環境 委託 喫煙制限条例周知啓発事業
路上喫煙の禁止を周知啓発するため、立川駅周辺の指定した特定地
区内で通行者に啓発物資の配布などを行うための従事者を雇用す
る。

43

立川市 環境 直接実施 ごみ資源化推進事業
事業系及び家庭系ごみの分別方法や排出ルールなどのPR活動や相談
など、資源化への取り組みに携わる従事者を雇用する。 3

立川市 環境 直接実施 ごみ分別化推進事業
「コンベアごみ検査機」の運用開始に伴い、受け入れ不適切なごみ
を選別し検査業務を行うための従事者を雇用する。 5

立川市 教育・文化 委託 図書館資料ＩＣ化事業
市立中央図書館の図書館資料約47.3万冊にＩＣタグを貼付し、必要
なデータをＩＣチップに書き込む業務に従事者を雇用する。 32

立川市 教育・文化 委託 学校図書館データベース化事業
市内小中学校図書館の蔵書データベース化対象図書にバーコードラ
ベルを貼付しデータ作成業務を行うための従事者を雇用する。 22

立川市 産業振興 直接実施 地域雇用改善事業
中小企業への総合的な相談事業を行う地域経済活性化推進員を雇用
することにより、地域企業の潜在的な求人の掘り起こしを行う。 1

立川市 治安・防災 直接実施 自治会等への支援事業
地域活性化と地域における必要な人材育成を図るため、立川市自治
会連合会支部における連絡調整及び事務作業への従事者を雇用す
る。

1

立川市 情報・通信 直接実施 市税収納対策事業 市税収納対策事務を行う従事者を雇用する。 2

立川市 産業振興 委託
ファーマーズセンター開設準備
推進事業

（仮称）ファーマーズセンター開設準備推進事業 2

立川市 情報・通信 直接実施 広報目録等作成事業
創刊以来紙ベースで保管している広報紙及び広報紙作成で撮影した
フィルム写真や航空写真等の目録を作成するための従事者を雇用す
る。

3
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立川市 情報・通信 委託
市政情報コーナー蔵書資料等の
整理・配架事業

市政情報コーナーを中心として庁内に保管する行政資料等にバー
コードラベル等を貼付し、ラベルと対応した資料データベースの整
備を行うための従事者を雇用する。

5

立川市 人材育成
地域社会雇

用
委託 行政パンフレット等翻訳事業

外国人向けの翻訳作業を翻訳・通訳者を登録している市内のＮＰＯ
法人に委託し、外国人向けパンフレットの作成に従事する者を雇用
し育成する。

21

立川市 震災対応

地方公共団
体の臨時職
員としての

雇用

直接実施
東日本大震災被災失業者臨時職
員雇用事業

今般の東日本大震災に伴い立川市内等に避難している被災失業者
を、立川市における事務補助員等の臨時職員として雇用する。 6

立川市 震災対応 その他 直接実施
住民基本台帳法に伴う実態調査
事業

住民の居住関係を公に証明し、行政の基礎となる住民基本台帳の正
確な記録を確保するため、居住の有無の実態調査を実施する従事者
を雇用する。

2

武蔵野市 介護・福祉 直接実施 高齢者訪問相談事業 高齢者の健康状況の把握、在宅支援の必要性の有無等の実態調査 3

武蔵野市 産業振興 直接実施
小規模企業融資あっせんアドバ
イザー事業

小規模事業者及び創業者への融資制度の詳細な案内及び融資あっせ
ん事務 1

武蔵野市 環境 直接実施 希少金属等資源化事業
廃家電類から希少金属が含まれている可能性のある基盤、モーター
類などを取り出し、ごみ減量及び資源化を図る。 1

武蔵野市 産業振興 委託 かえで通り自転車道交通量調査
秩序ある自転車走行と歩行者の安全確保に努めるため、交通量調査
を実施し、関係機関と連携した通行ルールの啓発活動、車道の違法
駐車抑止等、各種交通施策に活用する。

20

武蔵野市 教育・研究 委託
障がい者用録音図書及びデイ
ジー図書電算化対応事業

視覚障がい者向け録音図書及びデイジー図書を、一般図書と同様の
データに再構築した上で電算化し、平成23年1月に更新された新図
書システムで利用できる形態に修正・更新する。

3

武蔵野市 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託

吉祥寺大通り及び吉祥寺通り歩
道上の放置防止指導業務

歩道上の放置自転車を防止するため、利用者に対する啓発指導を行
う。 105

武蔵野市 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託

境南ふれあい広場公園の放置自
転車防止指導業務

公園内及びその周辺の放置自転車を防止するため、利用者等に対す
る啓発指導を行う。 12

武蔵野市 重点分野 教育・研究 委託 大学等連携生涯学習事業
大学等と連携を行う生涯学習事業(武蔵野地域自由大学事業、五大
学共同事業、土曜学校事業、連携事業、高齢者対象事業)を運営・
実施する。

6

武蔵野市 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託 公共サイン現況調査

吉祥寺駅周辺地域、武蔵境駅周辺地域における公共サインの現地調
査及び、調査結果のまとめを行う。 1

武蔵野市 重点分野 安全・安心 委託 館内及び公園警備業務委託
武蔵野プレイスの館内及び境南ふれあい広場公園の警備を委託す
る。 4
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武蔵野市 重点分野 安全・安心 委託 駐輪場整備業務委託 武蔵野プレイスの駐輪場の整備員を増員し、整備業務を委託する。 2

武蔵野市 震災対応 治安・防災 委託 新駐輪場業務委託
武蔵野プレイスにおいて新たに駐輪場を整備し、自転車整理員を配
置する。 6

三鷹市 情報・通信 直接実施
公共施設データベースシステム
運用事業

公共施設の維持・保全に関わる情報を一元的に管理するデータベー
スシステムを活用し、新たに関係資料の整理及び蓄積を行う。（施
設の詳細データの登録、既存データの更新、関係資料の収集・整理
等の業務）

4

三鷹市 情報・通信 委託
公有財産台帳の電子データ化業
務

新地方会計制度における固定資産台帳の整備に向け、現在紙ベース
で管理している公有財産台帳の電子データ化作業を行う。 8

三鷹市 治安・防災 委託 街区表示板管理台帳整備業務
街区表示板の維持管理の効率化を図るため管理台帳を作成する。ま
た調査を行う中で破損若しくは脱落が進んでいるものについては、
整備を行う。

12

三鷹市 情報・通信 直接実施
住民基本台帳カード普及促進事
業（直接雇用）

住民基本台帳カードの普及促進を推進するため、交付申請に伴う住
民基本台帳カード作成業務や交付に関する作業を行う。 2

三鷹市 情報・通信 委託
住民基本台帳カード普及促進事
業

住民基本台帳カードの普及促進を推進するため、交付申請に関する
照会書の作成、発送、その他交付申請に関する諸業務を行う。 4

三鷹市 介護・福祉 直接実施
北野ハピネスセンター相談訓練
事業

障がい児の早期発見・早期療育システムのうち、療育訓練の中心と
なる施設で、心身の発達に遅れや特性があると認められる乳幼児に
対して、相談および必要な療育を行う。

7

三鷹市 介護・福祉 直接実施
北野ハピネスセンター生活介護
事業（業務分析及び記録の整
理）

北野ハピネスセンター（障がい者デイサービス）開所以来、３０年
間通所している利用者が複数いる中で、重度化もふまえて長期にわ
たる個人ごとのデータファイルの総合化が必要であり、事業の業務
分析及び記録整理を行う。

6

三鷹市 介護・福祉 直接実施
北野ハピネスセンター障がい児
一時保育事業

障がい児（市内の保育園等の一時保育利用が発育発達上難しいお子
さんの）の一時保育を行う。 4

三鷹市 環境 直接実施
家庭ごみ有料化に伴う減免関係
業務

家庭系ごみ有料化の実施に伴い、経済的に負担になる世帯に対し
て、指定収集袋を配布する。 7

三鷹市 環境 直接実施
家庭系ごみ有料化に伴う減免案
内電話対応業務

家庭系ごみ有料化に伴い、公的扶助受給世帯等に指定収集袋を交付
する事業を行っているが、お問い合わせ等に対する電話対応を行
う。

1

三鷹市 環境 直接実施
事業系持込みごみ搬入物検査事
業

事業活動に伴う廃棄物が搬入された際の内容物の検査 19
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三鷹市 環境 委託
空きびん・空き缶戸別収集に伴
うチラシ配布業務

各自責任あるごみ出しとごみの減量・資源化の推進を主な目的とし
て空きびん・空き缶の収集を拠点回収から戸別収集に切り替えるた
め、お知らせチラシの配布を行う。

72

三鷹市 環境 委託
空きびん・空き缶戸別収集に伴
う戸別巡回相談業務

各自責任あるごみ出しとごみの減量・資源化の推進を主な目的とし
て空きびん・空き缶の収集を拠点回収から戸別収集に切り替えるた
め、集合住宅等についてコンテナの常設依頼及び説明等相談業務を
行う。

5

三鷹市 産業振興 直接実施 就職相談情報提供窓口対応業務
失業率が高まっている中で、現在就職相談やキャリアカウンセリン
グなど就職に関する情報が混乱している。そのため適切に窓口紹介
や事業説明をすることにより、市民サービスの向上を図る。

2

三鷹市 産業振興 直接実施
中小企業融資等相談窓口対応業
務

景気停滞の中、市内事業者が制度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 2

三鷹市 情報・通信 直接実施
建築確認支援システムデータ移
行準備作業

これまでシステム外で管理していた証明書等各種データの整理統合
や、紙ベースで管理していた許認可台帳等各種帳票類の電子データ
を入力し、23年度予定している建築確認支援システムへのデータ移
行準備を行う。

2

三鷹市 環境 直接実施 雨水浸透施設清掃業務 三鷹市に設置されている雨水浸透施設の清掃 5

三鷹市 環境 直接実施 法定外公共物清掃業務 三鷹市内の法定外公共物（水路・畦道等）の清掃 3

三鷹市 環境 委託
花と緑の広場芝生等維持管理業
務

公園の芝生広場について、地域住民による作業を補完しながら維持
管理作業を実施し、適正な芝生の育成管理及び良好な緑環境の創出
を図るとともに、芝生管理技術の蓄積を図る。

4

三鷹市 教育・文化 委託
鷹南学園第五中学校体育館埋蔵
文化財整理調査業務

文化財の記録保存を図るための、発掘調査出土資料の基礎整理調査 16

三鷹市 教育・文化 直接実施
図書館総合案内及び書架整理事
業

図書館（本館）においてＢＤＳシステム装置付近（出入り口付近）
で図書システムについて案内し、スムーズに図書の貸し出しができ
るよう指導を行う。また、資料提供の効率化のため、保管庫および
団体室等の書架整理をする。

10

三鷹市 教育・文化 委託
図書館所蔵用デイジー図書作成
及び資料総合整理事業

障がい者用の既存テープ図書資料のうち、状態のよいものについて
デイジー化する。また併せて児童図書資料の書誌データ変更整理、
保存庫図書資料の抜本的整理、蔵書点検業務を行う。

18

三鷹市 教育・文化 委託 国体会場芝生管理業務

平成22年度にリニューアルオープンした大沢総合グラウンドについ
て、平成25年度にソフトボール・アーチェリーの国体会場として利
用されることから、良好な環境を維持するため、天然芝の特別管理
業務を行う。

6
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三鷹市 重点分野 産業振興 委託 商店街振興支援事業

市内商店街の活性化と商店街を中心としたまちづくりの推薦を図る
ため市内商店会等が実施するイベント、活性化事業などの事業に係
る事務補佐、補助金申請事務、統計業務などを三鷹商工会に委託す
る。

2

三鷹市 重点分野 産業振興 委託 商店街空き店舗調査事業
　昨今の不況による空き店舗が増加している現状を踏まえ、その状
況を調査する。その調査結果に基づき、市の施策方針とする。 4

三鷹市 重点分野 産業振興 委託 買物支援・マルシェ事業
高齢化等により日々の買い物を行うことが困難になりつつある方が
増えいている現状を踏まえ、モデル事業を立ち上げ、検証を行う。 3

三鷹市 重点分野 産業振興 委託 後継者育成事業
市内事業者の後継者育成を目的に、特に技術継承が困難となってい
る分野における専門技能・技術の講習会を行う。 8

三鷹市 重点分野 産業振興 委託 産業振興計画改定支援業務
新たな産業振興計画策定に伴い、施策・事業に関する情報収集等の
基礎調査支援業務を委託する。 4

三鷹市 重点分野 教育・研究 委託
市立小中学校ICT機器ヘルプデス
ク業務

平成21年度に各小中学校に設置した大型テレビセット及び電子黒板
を適切に利活用するためのサポート業務（小中学校の教員を対象と
して、操作・活用方法等の説明、利活用時の支援を行うもの。）

4

三鷹市 重点分野 産業振興 委託 【企業進出意向調査業務】

三鷹市の既存企業と関連が深い企業や設備投資意欲の旺盛な企業等
に対して、三鷹市内への進出意向に対する調査を行い、優良企業の
誘致を目指す指針とするとともに、市の施策として企業が何を求め
ているかの基礎調査を行う。

5

青梅市 環境 委託 緊急森林整備事業
森林整備に係る歩道の設置等の事業や、青梅市で管理する林道の補
修、案内や注意を促す看板の設置等を東京都森林組合に委託して行
う。

4

青梅市 環境 委託 市道清掃委託 道路側溝しゅんせつ工 23

青梅市 治安・防災 委託 河川維持管理経費管理
市の管理する普通河川等について、流水機能維持のための清掃、除
草等を行う。 5

青梅市 環境 直接実施 指定作業場台帳のデータ化等
紙ベースで管理している指定作業場台帳をデータ化することによ
り、事務の効率化を図る。 2

青梅市 教育・文化 委託 郷土博物館収蔵資料台帳整備
郷土博物館の考古関係の収蔵品について、デジタルカメラによる撮
影を行い、名称等のリスト作成し、電子化する。 3

青梅市 教育・文化 委託
市所有指定文化財等周辺整備お
よび指定文化財巡視業務

市所有の指定文化財等の敷地内について、見学者が来訪しやすい環
境作りを行う。 6

青梅市 教育・文化 委託 美術館周辺樹木剪定
美術館周辺に樹木が植栽されているが、手入れがほとんどなされて
いない状況のため、風通しを良くし、景観を堪能できる環境整備を
行いたい。

12
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青梅市 治安・防災 委託 消防防災施設管理台帳整備事業
市内各所に設置している防火水槽等について、台帳・位置情報を電
子化し、管理の適正化と効率化を図る。 14

青梅市 情報・通信 委託
会議録検索システム過年度分
データ作成業務

会議録検索システムにおいて、会議録および委員会記録の会議録検
索システム用のデータ化を行う。 18

青梅市 環境 委託 屋外雑草除去等管理業務
新庁舎移転に伴い、大幅に増加した植栽管理、清掃等を行い、庁舎
および周辺の環境美化に努める。 20

青梅市 治安・防災 直接実施
住民が届出通り居住しているか
世帯構成も含め定期的に調査す
る事業

住民が届出通り居住しているか世帯構成も含め定期的に調査する。 3

青梅市 環境 委託
青梅市市民センター支障枝等剪
定業務委託

施設内の植栽において、剪定し環境整備を行う。 29

青梅市 情報・通信 直接実施 おうめ市民カード切替事業
おうめ市民カードに代わる、耐久性に優れるカードへの無料引換を
行う。 2

青梅市 情報・通信 直接実施
行政FAXを利用した各種証明書発
行業務①

市内11か所の市民センターにおいて証明書申請を受理し、FAXを利
用して市役所から証明書を市民センターで交付するシステムを行
う。

3

青梅市 環境 委託 事業系持込みごみ調査事業
事業系可燃ごみが搬入される焼却施設において、その分別状況など
内容確認を行い、必要な指導を行うための情報をえる。 22

青梅市 環境 委託
青梅市リサイクルセンター施設
北側樹木伐採作業

青梅市リサイクルセンター施設周辺の樹木の伐採整理を行う。 13

青梅市 情報・通信 直接実施
行政FAXを利用した各種証明書発
行業務②

市内11か所の市民センターにおいて証明書申請を受理し、FAXを利
用して市役所から証明書を市民センターで交付するシステムを行
う。

2

青梅市 介護・福祉 直接実施 戸籍適正管理事務
戸籍上生存している１００歳以上の方の調査を過去に行ったが、１
００歳未満についても状況を把握するため調査を行う。 2

青梅市 情報・通信 委託 広報紙電子化事業
広報おうめ創刊号（昭和２６年９月２５日）からの広報紙を電子
データ化する。 1

青梅市 情報・通信 委託
庶務課紙台帳データベース化事
業

文書分類・保存種別基準表および町名地番変更資料を電子データ化
して保存するとともに、検索システムを構築する。 3

青梅市 情報・通信 委託 マイクロフィルム電子化事業
ＣＡＤの導入等機器の電子化が進んでいるため、マイクロフィルム
の電子化を行う。 6
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青梅市 介護・福祉 委託 バス利用調査
高齢者など交通弱者にやさしい公共交通網を検討するため、市内路
線バスにかかる現状調査を行う。 98

青梅市 教育・文化 委託 小学校校庭側溝清掃業務委託
雨のたびに校庭の砂利等で詰まっている側溝から雨水や泥が道路へ
あふれ出しているため、清掃により、雨水が道路にあふれ出すのを
防ぐ。

4

青梅市 教育・文化 委託
小・中学校校舎・体育館ガラス
みがき清掃業務委託

校長会等学校からの強い要望により、市内公立学校の校舎・体育館
ガラスみがき清掃を実施し、教育環境の改善を図る。 29

青梅市 教育・文化 委託
屋内運動場屋根雨どい清掃業務
委託

市内公立学校屋内運動場屋根の雨どいに堆積した落ち葉等の清掃を
行い、施設の維持管理向上を図る。 4

青梅市 教育・文化 直接実施
市制施行60周年記念事業式典等
準備事務支援

　市制施行60周年記念式典を行うにあたり、事前準備に係る事務要
員を緊急に雇用する。 1

青梅市 子育て 直接実施 学童保育所アンケート調査事業
学童保育所利用者にアンケート調査を行い、回答データの整理集計
を行う。 1

青梅市 教育・文化 委託 小・中学校トイレ清掃業務委託 市内公立学校のトイレ清掃回数を増やし、教育環境の改善を図る。 30

青梅市 情報・通信 直接実施
市民活動団体名簿・自治会館・
掲示板のデータベース化業務

施設予約システム利用団体等、現在紙ベースで管理しているデータ
を電子データベース化する 1

青梅市 環境 委託
青梅市墓地公園外縁部保全緑地
帯樹木剪定

市営墓地公園周辺緑地の樹木を剪定し、環境を整備する。 12

青梅市 農林漁業 委託
農地転用申請整理簿等電子化事
業

昭和30年度からの農業委員会各種整理簿等を電子化する。 2

青梅市 環境 直接実施
青梅市リサイクルセンターでの
粗大ごみ持込受付業務

リサイクルセンターでの粗大ごみの持込受付を拡大して行う。 4

青梅市 環境 委託 道路施設調査委託
　青梅市が管理する道路施設の維持管理に必要となる施設台帳作成
に伴う現況調査を行う。 10

青梅市 情報通信 直接実施
都市計画情報システムへの業務
管理データ入力補助業務

　地理情報システム（ＧＩＳ）をベースとした都市計画情報システ
ム　の更新時に、システム機能の拡張を図るため、新たな業務管理
データ入力補助業務として臨時職員の活用を図る。

2

青梅市 治安・防災 委託 公園等樹木管理業務委託
市が指定する公園の樹木の調査確認を行い、該当する樹木の調査、
剪定を実施し、公園等の樹木管理を安全且つ適正に管理を行う。 14

青梅市 環境 委託
公園および児童遊園等公衆便所
大規模清掃

　青梅市公園緑地課で管理している公衆便所について、長年使い込
んだ床の汚れや、側面の汚れ、便槽内の掃除は行われていないた
め、公衆便所の大規模清掃および、軽微な補修等を行う。

5
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青梅市 環境 委託 公衆便所大規模清掃
　　青梅市環境経済部で管理している公衆便所について、長年使い
込んだ床の汚れや、側面の汚れ、便槽内の掃除は行われていないた
め、公衆便所の大規模清掃および、軽微な補修等を行う。

10

青梅市 環境 委託 運動広場公衆便所大規模清掃

青梅市体育課で管理している運動広場に設置してある公衆便所につ
いて、長年使い込んだ床の汚れや、側面の汚れ、便槽内の掃除は行
われていないため、公衆便所の大規模清掃及び軽微な補修等を行
う。

5

青梅市 環境 委託 体育施設公衆便所大規模清掃

青梅市体育課で管理している体育施設に設置してある公衆便所につ
いて、長年使い込んだ床の汚れや、側面の汚れ、便槽内の掃除は行
われていないため、公衆便所の大規模清掃及び軽微な補修等を行
う。

5

青梅市 重点分野 安全・安心 委託
駅前自転車等駐車場整理委託事
業

駅前駐車場の整理作業等をおこなう。 10

青梅市 重点分野 教育・研究 直接実施
特別支援教育交流学習協力員配
置事業

特別支援学級における交流学習の支援等を行う協力員を配置する。 4

青梅市 重点分野 安全・安心 委託
路上喫煙ならびにポイ捨て防止
パトロール

路上喫煙ならびにポイ捨て防止パトロールを行う。 16

青梅市 重点分野 教育・研究 委託 不法投棄巡視および収集業務 不法投棄のパトロール強化と不法投棄物の早期・収集を行う。 4

青梅市 重点分野 安全・安心 直接実施 臨時学校適応支援員配置事業
不適応状態が継続する児童・生徒について、学習支援等を行うため
の支援員を配置する。 10

青梅市 重点分野 安全・安心 直接実施
巡回訪問相談・就学相談補助員
配置事業

　障害のある乳幼児・児童の早期発見、早期発達支援を行うため、
青梅市内の幼稚園および小・中学校での巡回相談業務と就学相談業
務について事務補助員を配置し、相談体制の充実を図る。

2

青梅市 重点分野 安全・安心 委託
青梅市総合体育館利用者駐車場
監視等整理業務委託

　青梅市総合体育館の利用者以外が駐車していないか監視員を配置
して適正管理する。
　また、第２駐車場工事期間中は駐車可能台数が減少するため、適
正な駐車の管理を行う。

14

青梅市 重点分野 農林水産 直接実施 青梅の森の実施計画のデータ整理等
平成22年度に策定した『青梅の森事業計画』の実現にむけ、図面作
製等に必要なデータ整理、図面の作成や確認作業・データ更新等の
補助的な事務を行う。

1

青梅市 重点分野 農林水産 直接実施 緑の基本計画のデータ整理等
「緑の基本計画」について、平成11年に策定しており、目標年次が
平成22年であることから、早急に見直すことが必要であるため、調
査、収集、整理および過去のデータの電子化を行う。

1

府中市 環境 委託 公園緑地等清掃除草業務委託 市立公園の清掃及び除草作業 30 
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府中市 環境 委託 公園緑地等剪定作業委託 市立公園の樹木剪定作業 17

府中市 教育・文化 直接実施 国民体育大会準備事業
平成２５年度・第６８回国民体育大会事前準備に係る事務の効率化
を図る。 5

府中市 教育・文化 委託
府中市内遺跡出土遺物等整理・
公開事業

発掘調査で出土した土器等の復元・実測・写真撮影、図面・写真等
の記録類の整理を行う。 34

府中市 教育・文化 直接実施
ふるさと府中歴史館公文書保存
修復整理事業

公文書の修復、装備、整理、データ入力等を行う。 1

府中市 教育・文化 委託
埋蔵文化財関連業務支援システ
ム作成事業

埋蔵文化財の発掘に係る届出書の内容のデータベース化と、府中市
の発掘データのアーカイブを作成する。 15

府中市 教育・文化 委託
総合体育館スポーツ指導及び施
設運営業務委託事業

スポーツ振興の核である郷土の森総合体育館のスポーツ指導及び施
設運営をより充実させるため、平日の指導員増と土日曜日び祝日に
指導員の増を図り、より市民に親しまれる施設つくりを行う。

8

府中市 教育・文化 委託 府中市臨時駐車場管理業務委託
美術館の臨時駐車場における市施設利用者の利用環境の向上を図る
ため、管理員の配置を行うもの。 11

府中市 教育・文化 委託 学校図書館データベース化事業
市立小・中学校３３校中９校の学校図書館の蔵書(約42,000冊)に
バーコードを貼付し図書データの作成を行なった。 6

府中市 教育・文化 委託
スポーツ祭東京２０１３府中市
開催準備事業

平成２５年スポーツ祭東京2013の開催に向け，府中市からスポーツ
祭東京2013（東京国体）全般や府中市の開催種目についての市内外
への情報発信及びＰＲ活動を実施する。
・国体開催ＰＲのホームページ作成、更新など。
・ＰＲ用グッズ（のぼり旗、ポスター、チラシ等）のデザイン制
作。
・ＰＲ用グッズを利用し，市内外で開催される事業でＰＲ活動を展
開。
・実行委員会総会等でのＰＲＤＶＤ上映、議事録作成その他関連す

12

府中市 情報・通信 委託
公共施設改修履歴（工事台帳）
整備事業

公共施設の計画的かつ効率的な保全整備につなげていくために、そ
の台帳を各施設ごとに時系列で整備し、電子データ化する。 20

府中市 教育・文化 委託 博物館収蔵資料等の整理事業
府中市郷土の森博物館が収蔵する未整理の自然資料、写真資料等を
整理し、データベース化する。 7

府中市 重点分野 安全・安心 委託 駅周辺放置自転車対策事業
駅周辺の放置自転車の撤去箇所を拡大するとともに、夜間や休日に
実施している撤去・搬送の回数も増やし、違法駐輪の防止に努め
る。

15

府中市 重点分野 安全・安心 委託
けやき並木通りにおける車両の
交通規制事業

けやき並木通り歩行者専用道路の実施に伴う車両交通規制の巡回警
備 14

府中市 重点分野 安全・安心 委託 公園緑地パトロール業務委託 市立公園施設の点検、不法投棄などのパトロール。 13
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府中市 重点分野 安全・安心 直接実施
スポーツ施設安全点検パトロー
ル事業

老朽化したスポーツ施設の点検パトロールを行い、危険箇所の早期
発見を図るとともに、軽微な補修を行う。 9

府中市 重点分野 介護 委託
府中市地域包括支援センターこ
れまさ事務補助等事業

地域包括支援センターに配置されている専門職が本来の相談支援業
務に集中できる環境を整えるため利用者に関する情報整理、記録な
ど専門職の業務を軽減するための事務処理や、認知症の方を適切な
支援へつなげる業務等を行う。

1

府中市 重点分野 安全・安心 委託
ルミエール府中巡回警備業務及
び自転車駐輪場誘導整理事業

ルミエール府中巡回警備業務及び自転車駐輪場誘導整理業務 29

府中市 重点分野 安全・安心 委託
市内不法投棄防止・資源の抜取
り防止パトロール事業

市内で多発する不法投棄を防止するために、土、日、祭日を除き、
１日８時間市内全域のパトロールを行う。 18

府中市 重点分野 安全・安心 委託 空き家調査委託事業

市内の管理の行き届かない、特に荒廃が顕著な空き家を調査・把握
を行う。それにより地域からの相談対応及び警察・消防など関係機
関との連携を図るなど対策について検討するとともに、自治会など
への情報提供並びに注意喚起を図るなど対策を行う。

4

昭島市 情報・通信 直接実施 広報あきしま編集支援業務
新たな編集用ソフトを導入し、広報あきしまの紙面デザイン、内容
の充実を図る。 2

昭島市 情報・通信 直接実施
ホームページコンテンツ作成業
務

市ホームページコンテンツの原稿整備、レイアウト調整等を実施
し、利用しやすいホームページに改善を図る。 2

昭島市 介護・福祉 直接実施 国民健康保険税収納対策事業
国民健康保険税収納率向上のため、関係資料の作成、整理、調査に
より、収納事務の補助を行う。 5

昭島市 介護・福祉 直接実施
国民健康保険税滞納整理資料作
成事業

国民健康保険税収納率向上のため、関係資料の作成、整理、調査に
より、滞納整理事務の補助を行う。 5

昭島市 介護・福祉 委託 国民健康保険税電話催告事業 国民健康保険税収納率向上のため、電話等で催告を行う。 5

昭島市 介護・福祉 直接実施 介護認定相談受付事務
介護認定相談・申請の受付体制を充実し、市民サービス向上に努め
る。 2

昭島市 介護・福祉 直接実施
介護保険料収納向上対策推進事
務

介護保険料収納向上対策推進事務。 8

昭島市 環境 直接実施 用水路草刈・清掃等業務 市内の用水路敷地の草刈、樹木剪定、清掃作業、水路の維持管理。 2

昭島市 環境 委託 田中町中継地樹木剪定等業務 田中町中継地樹木剪定等業務。 7



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者
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昭島市 環境 直接実施
環境コミュニケーションセン
ター管理業務

環境コミュニケーションセンター会議室貸出等管理業務。 2

昭島市 環境 委託 エコ・パーク管理業務 エコ・パーク清掃等管理業務 8

昭島市 環境 委託
街路樹・植樹帯管理等業務　市
道昭島２５号

市道昭島２５号に植樹されている街路樹のうち、根が大きく張り出
し、通行の妨げとなっている箇所について交通安全のため伐採及び
抜根を行う。

6

昭島市 環境 委託
街路樹・植樹帯管理等業務　市
道昭島36号

市道昭島36号に植樹されている街路樹のうち、がんしゅ病にかか
り、倒木の恐れがある箇所について伐採及び抜根を行う。 7

昭島市 環境 委託
街路樹・植樹帯管理等業務　市
道昭島41号

市道昭島41号の植樹帯につつじを捕植する。 5

昭島市 環境 委託 崖線緑地樹木剪定等業務 崖線緑地樹木剪定等業務。 10

昭島市 環境 委託 第三工区測量図面電子化業務
中神土地区画整理事業第三工区測量図面等のマイラー原図を電子化
する。 5

昭島市 治安・防災 委託 防災備蓄倉庫整理業務
市内の防災備蓄倉庫の食糧、資機材の配置換、倉庫内の清掃、整理
を行う。 2

昭島市 教育・文化 委託
学校図書館システム環境整備事
業

学校図書館間ネットワーク構築のための学校図書館データベース整
備。 6

昭島市 教育・文化 委託 小・中学校樹木剪定業務 小・中学校樹木剪定業務。 34

昭島市 教育・文化 直接実施
収蔵民具管理台帳データベース
化業務

収蔵民具管理台帳データベース化業務。 2

昭島市 教育・文化 委託
総合スポーツセンター等樹木剪
定業務

総合スポーツセンター等樹木剪定業務。 4

昭島市 教育・文化 直接実施 市民図書館返却図書清掃業務 市民図書館返却図書清掃業務。 2

昭島市 教育・文化 委託 市民球場管理業務
市民球場グラウンドの芝生等の維持管理及び増設施設の清掃業務を
委託する。 3

昭島市 教育・文化 委託 市民球場外壁等維持管理業務 市民球場外壁等の害虫予防のため、保護塗料を塗布する。 6

昭島市 環境 委託 庁舎外周歩道樹木整備委託 本庁舎外周の樹木の根の補修等補植基盤の整備。 7

昭島市 介護・福祉 直接実施 介護保険介護相談受付業務 介護給付に関する相談受付体制の充実を図る。 2



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者

数
（人）

昭島市 環境 委託 公園等樹木台帳作成委託 都市公園等の樹木のデータベース化及び台帳作成等事務。 10

昭島市 教育・文化 委託
昭和公園陸上競技場側溝清掃業
務委託

昭和公園陸上競技場側溝清掃業務。 2

昭島市 教育・文化 委託 昭和公園樹木せん定委託
公園樹木を剪定することで、公園施設機能の充実及び安全対策を図
る。 4

昭島市 重点分野 安全・安心 委託
安全安心まちづくり広報車運行
事業

従来より実施している青色回転灯装備車両の運行による防犯パト
ロールの拡充を図り、犯罪防止抑止に努める。 5

昭島市 重点分野 教育・研究 直接実施 小・中学校生活指導支援員配置
市立小中学校に生活指導支援員を配置し、児童生徒のいじめ、暴力
行為の問題解決を図る。 4

昭島市 重点分野 教育・研究 委託 学校図書館運営支援業務
市立小中学校の学校図書館に司書又は同等の経験者等を配置し、児
童・生徒の読書活動を推進する。 7

昭島市 重点分野 教育・研究 直接実施 学校情報通信技術支援員配置
市立小中学校における校内LAN、学校間ＬＡＮ整備に伴う、保守管
理及び活用の支援を行う。 4

昭島市 重点分野 教育・研究 直接実施
スクールソーシャルワーカー配
置

児童・生徒の問題行動解消のため、教育相談室に配置しているソー
シャルワーカーを増員し、課題解決への対応を図る。 2

調布市 情報・通信 委託
新たな総合計画の策定に向けた
市民意識調査及び市政情報発信
支援等業務

調布市市民意識調査の集計・分析，市民団体・ＮＰＯ法人へのヒア
リング等 4 

調布市 情報・通信 委託
地上デジタル放送移行相談窓口
業務委託

地上デジタル放送移行に伴う窓口・電話案内等 3 

調布市 情報・通信 委託 記録写真のデジタル化事業

デジタル化されていない写真（ネガフィルム，ポジフィルム等）を
デジタル化し，併せて，目録を作成し整理する。さらにデジタル化
した写真を検索できるよう検索機能も付加し，記録写真の活性化を
図る。

4 

調布市 情報・通信 委託
調布市保管歴史資料デジタル化
等事業

市で保有する歴史資料のデジタル化・マイクロフィルム化，データ
入力，データベース構築等を行う事業 13 

調布市 環境 委託
調布市市庁舎自転車整理業務委
託

利用者の安全に配慮し，場内の整理及び監視を行う。また，放置自
転車等の整理及び指定場所に運搬する。 12 

調布市 環境 委託
調布市市庁舎敷地内臨時バイク
置き場整理業務委託

利用者の安全に配慮し，場内の整理及び監視を行う。また，旧バイ
ク置場等の監視を行う 12 
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調布市 情報・通信 直接実施 課税情報入力支援事業
平成２２年度税制改正において，個人住民税の年少(１６歳未満）
扶養控除の廃止等により，給与支払報告書等の受付及びデータ入力
作業等の業務支援を行う事業

3 

調布市 情報・通信 直接実施 市税徴収に係る調査支援事業
市税納付推進員として雇用し，市税徴収に係る各種調査の補助や催
告業務を担っていただき，市税徴収の向上を図る。 2 

調布市 教育・文化 委託 平和祈念事業の受付等業務
平和祈念事業の一環として実施する展示事業の開催に伴い，展示会
場内の見回り，受付業務等を行う事業。 4 

調布市 教育・文化 直接実施
調布市せんがわ劇場ホールス
タッフの導入

劇場の安定的な運営体制の構築及び利用者サービスの向上を図るた
め，施設貸出事業・施設管理・チケット販売等の窓口業務に従事す
るホールスタッフ制を導入する。

8 

調布市 教育・文化 委託
生涯学習振興計画に関する調査
及び計画策定業務委託

平成２５年度以降の生涯学習振興計画を策定するため，生涯学習推
進協議会において市民の学習活動におけるニーズを把握し，生涯学
習振興計画案を作成する業務を委託する。

4 

調布市 子育て 委託
男女共同参画に関する調査等支
援事業

第４次調布市男女共同参画プランの策定を行うため，意識調査や策
定委員会の運営支援等について委託を行う。 5 

調布市 産業振興 委託
中心市街地商店会アンケート調
査

中心市街地にある商店街において，利用者へのアンケート調査を行
ない，利用者のニーズを把握することで，中心市街地活性化への取
り組みに活用する。

9 

調布市 教育・文化 委託
調布市民西町野球場・サッカー
場運営業務委託

調布市民西町野球場（軟式野球場１面・少年野球場２面）及び西町
サッカー場の受付,天然芝の管理等の施設運営を行います。 22 

調布市 教育・文化 委託
スポーツ祭東京2013開催準備業
務

スポーツ祭東京２０１３（東京国体）に関する機運の醸成を図るた
め，スポーツ祭東京２０１３全般や調布市の開催種目についての情
報発信及びＰＲ活動等について委託を行う。

78 

調布市 子育て 委託
調布市公設・公立保育所施設台
帳作成業務

調布市立保育園１２園の測量調査並びに施設台帳電子データの作成
を委託する。 7 

調布市 情報・通信 委託
道路安全施設台帳管理システム
データ作成業務委託

道路安全施設台帳管理をシステムデ－タ化するため，作成業務の委
託を行う。 21 

調布市 情報・通信 委託 管理協定データ入力委託
管理協定書及び覚え書をデータ入力するため，作業業務の委託を行
う。 8 

調布市 教育・文化 直接実施 教育情報化技術員の配置
校務用のパソコンを小・中学校の教員一人に一台ずつ配置したこと
に伴い，校務の情報化を推進し，情報教育の充実を図るため，パソ
コンのメンテナンスを行う情報教育専門嘱託員を配置する事業

2 

調布市 教育・文化 委託
学校図書館電算システム活用・
充実支援事業

学校図書館の蔵書データを管理する電算システムについて，初任嘱
託員等への研修を行うほか，より良い運用に向けた改善や，システ
ムの活用向上に向けて学校図書館の支援業務等について委託を行
う。

2 
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調布市 教育・文化 委託
郷土博物館埋蔵文化財の整理及
び調査報告書の作成事業

既往調査のうち未整理のものについて，出土した遺物の実測および
整理作業，並びに調査時作成の図面整理を行ない，調査報告書作成
の準備作業を行なう。

8 

調布市 情報・通信 委託
（仮称）次期基本計画に係る市
民意識調査等業務委託

次期基本計画の策定に係る市民意識調査の実施 6 

調布市 情報・通信 直接実施
国税連携システムにおける情報
処理業務

新たに始まった国税連携システムで，当市に届いた確定申告書の
データを他市へ団体間回送する業務及び毎週連携されるデータを抽
出する業務等の支援を行う事業

2 

調布市 教育・文化 委託
調布市郷土博物館収蔵資料等の
デジタル化事業

博物館収蔵資料の情報公開及び教育資料としての活用を図り，合わ
せて資料管理業務の効率化を図るため，歴史資料，映像・写真資料
等のデジタル化作業を行う

10 

調布市 重点分野 観光 委託 調布市観光PR事業
調布市観光案内所「ぬくもりステーション」，調布駅構内「特設観
光案内コーナー」において，観光振興を図る。 12 

調布市 重点分野 観光 委託
調布市観光PR「キャラバン隊」
事業

観光パンフレット配布ＰＲ事業，観光イベントに係る参加ＰＲ事
業，観光案内板整備事業を行うことにより，観光振興を図る。 7 

調布市 重点分野 医療 直接実施
子宮頸がん，ヒブ，肺炎球菌予
防接種についての接種管理及び
成人・母子相談指導事業

任意予防接種の対象者への通知や，接種記録など被接種者の接種管
理事務を行う。 5 

調布市 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託

喫煙に関する市民意識及び実態
調査業務

喫煙に関する市民の意識と喫煙者の実態を総合的に調査する業務の
委託を行う。 16 

調布市 重点分野 教育・研究 直接実施
中学生職場体験コーディネート
事業

中学生の職場就労体験の実施に際し，実施校と協力事業所とのつな
ぎ役となって中学校を支援する職場体験コーディネーターを配置す
る事業。その職務は，実施までの事業所と学校間の連絡調整，職場
体験プログラムや事例集の編集等

2 

調布市 重点分野 安全・安心 委託
東日本大震災の発生に関する市
民意識調査

東日本大震災の発生に関する市民意識調査の集計・分析 4 

調布市 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託

空間放射線量の簡易測定業務委
託

市所有の空間放射線測定器２台を使用し，１台について２人１組で
週に４日で５０箇所，市内公共施設の庭等の測定にあたる。
データを取りまとめ１週間に１回報告する。

4 

調布市 重点分野 教育・研究 委託 児童・生徒生活習慣等実態調査
調布市教育プラン（平成22年3月策定）に掲げる主要事業42「生活
習慣状況の調査と対応策の検討」のため，調布市立小・中学校の児
童・生徒について生活習慣の実態調査を行う。

4 

町田市 介護・福祉 直接実施 生活援護課受付体制等拡充事業
急増する生活保護の相談・受付に対応するため、主に案内・受付業
務に従事する臨時職員を採用し、受付体制等の充実を図る。 5

町田市 子育て 直接実施 認可保育所入所事務
２０年間期間限定認可保育所（独自事業）４園新設に伴う、認可保
育所入所事務（申請者数の増加対応）を行う。 2
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町田市 農林漁業 委託
雑木林再生・資源活用事業委託
（小野路地区）

谷戸山環境の再生・向上を図るため、雑木林の再生として①支障木
の間伐②萌芽更新を行うとともに、伐採木の有効利用を図るため、
昔から地域で行われていた「炭焼き」を実施する。

15

町田市 農林漁業 委託
雑木林再生・資源活用事業委託
（小山田地区）

谷戸山環境の再生・向上を図るため、雑木林の再生として　　　①
下草刈，倒竹撤去　②進入路整備　③植樹場所の除根。
また休耕田において、花畑作りなど田園景観の向上を図る。

4

町田市 環境 直接実施
太陽光発電システム設置費補助
事業

市民が自宅に太陽光発電システムを設置する費用の一部を補助する
事業の交付申請から、補助金支払までの一連の事務を担当する。 1

町田市 環境 委託
事業場等届出情報電子化業務委
託

土壌汚染対策法や東京都環境確保条例に基づく相談等に適切かつ迅
速に対応するため、法や条例に基づく事業場等の届出書類をデータ
化する。

3

町田市 情報・通信 委託
開発登録簿システム化データ入
力事業

開発登録簿のシステム化にあたり、既存データの入力作業を行う。 3

町田市 産業振興 委託 道路位置指定図データ作成事業
道路位置指定図のスキャニングおよび道路位置指定台帳のパンチ入
力を行い、統合型GISに登録されている図形とリンクさせることに
より、統合型GISでの閲覧、出力を可能とする。

5

町田市 産業振興 委託
建築計画概要書電子データ化業
務

建築計画概要書を画像データ化する。 5

町田市 産業振興 委託
建築行政定期報告台帳電子化業
務委託

特殊建築物等定期調査報告書、建築設備定期検査報告書、昇降機定
期検査報告書の台帳をエクセルを用いて入力フォームを作成してパ
ンチ入力を行う。

3

町田市 環境 委託 グリーンアメニティ再生事業
公園緑地の竹木整理、適正配置等を行い、快適な緑環境を再生す
る。 21

町田市 環境 委託 公園排水施設リフレッシュ事業 公園緑地内の側溝や集水桝を清掃し、公園の適切な管理を図る。 36

町田市 教育・文化 委託
収蔵資料デジタル化・データ
ベース化事業

ガラス乾板他の資料館収蔵資料について画像データ化し、データ
ベースを作成する業務を行う。 15

町田市 教育・文化 委託
「家永三郎文庫」史料保存箱収
納事業

「家永三郎文庫」（明治期の書籍・雑誌）約1,000点の中性紙保存
箱（タトウ式）への収納作業を行う。 6

町田市 教育・文化 委託
町田市立博物館収蔵希少図書デ
ジタル化業務

町田市立博物館収蔵の希少図書資料約1,250冊及び展覧会図録約150
冊をPDFファイル化し、整理してハードディスクに保存する。 8

町田市 教育・文化 委託
町田市立博物館収蔵考古資料目
録作成業務

町田市立博物館所蔵の発掘資料について、資料台帳をもとに報告書
の作成を行う。 11

町田市 教育・文化 委託 新鶴川図書館図書装備委託事業
2012年開館予定の新鶴川図書館所蔵資料のうち31,000冊の装備を行
なう。 4



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者
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町田市 農林漁業 直接実施
農地情報関連データ電算化準備
事業

農地賃借料の公開への対応や新庁舎への移転に向けて、各種台帳を
電算化するために基礎的な事務整理を実施する。 2

町田市 教育・文化 委託 行政資料装備委託事業
町田市の行政資料室で所蔵している資料に、盗難防止用のテープを
貼付する。 3

町田市 情報通信 委託 統計データ作成委託事業
市の統計書等を電子化し、多様な方法で公表・情報提供を行えるよ
うにする。 4

町田市 情報通信 委託
開発に係る相談カード等電子化
業務

開発指導に係る計画概要書・相談カード等を電子化してDVDに格
納・保存する。 2

町田市 環境 委託 街路灯調査事業
街路灯の転倒事故を防ぐため、市で管理している街路灯について、
現地調査を実施し、データの整備を行う。 5

町田市 情報通信 委託
区画整理に係る図書の電子デー
タ化

区画整理に係る図書を電子データ化する。 8

町田市 情報通信 委託
街路樹関連図面（竣工図）電子
データ化事業

マイラー原図で保存している既存の街路樹関連図面（竣工図）を電
子データ化する。 2

町田市
震災対応分

野
治安・防災 直接実施

新庁舎什器・備品購入及び備品
台帳作成事業

新庁舎に設置する什器・備品類の備品購入リストや備品台帳・備品
シールの作成等を行う。 2

小金井市 環境 直接実施 路上喫煙者指導事業 路上禁煙地区内の清掃業務及び喫煙者に対する啓発業務を実施する 12

小金井市 環境 直接実施 ごみ減量啓発事業
駅頭でごみ減量キャンペーンを一定期間集中的に実施し市民に訴え
る 13

小金井市 教育・文化 委託 学校図書電子データ化事業
学校図書館の管理を効率化するため、約１６万冊の蔵書について電
子データ化する 16

小金井市 教育・文化 委託 小中学校便所特別清掃事業
市立小・中学校の便所の特別清掃及び便器等コーティング作業をお
こなう 13

小金井市 情報・通信 委託 公有財産台帳システム化事業
市有地と民地との境界杭の有無を確認の上、市有地の敷地図及び建
物配置図を作成し、電子データ化する 8

小金井市 教育・文化 委託 議会会議録電子データ化等事業
議会資料のマイクロ撮影及び電子データ化を行い、資料の保存と市
民の利用促進を図る 7

小金井市 情報・通信 委託
広報取材記録写真データ目録作
成事業

広報目的の写真データ資料を整理・分類し、円滑に検索可能とする 10

小金井市 産業振興 直接実施
住民基本台帳カード等受付交付
事業

住民基本台帳カード等の受付・交付事務の担当者増員により、業務
の円滑化及び市民サービスの向上を図る 4



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
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小金井市 教育・文化 直接実施 教員用コンピュータ指導等事業
市内小中学校を巡回して教員用コンピュータの維持・管理、教員へ
のアドバイス・指導を行う 6

小金井市 教育・文化 委託 定点撮影資料電子データ化事業
図書館保存の定点撮影資料をデジタル化し、地域資料としての保
存・活用を促進する 3

小金井市 情報・通信 委託
永年保存行政文書電子データ化
等事業

永年保存行政文書をマイクロフィルム化・電子データ化し情報活用
の利便性を図る 28

小金井市 教育・文化 直接実施
はけの森美術館所蔵品目録・館
報作成事業

美術館所蔵目録や館報（年報）刊行のための資料作成・整理 2

小金井市 教育・文化 委託 外国籍市民懇談会運営支援事業
第４次長期総合計画のため市民の意向を踏まえるため、外国籍市民
等を対象とした市民懇談会を開催 5

小金井市 教育・文化 委託 はけの森美術館館報作成事業 美術館所蔵目録や館報（年報）の編集・刊行作業 2

小金井市 環境 直接実施 排水設備台帳データ入力事業 排水設備台帳システムデータの入力及び確認をおこなう 1

小金井市 教育・研究 直接実施
学校防災体制整備の指針検討会
議事務支援事業

学校防災体制整備の指針検討会議の支援事務 3

小金井市 環境 委託 放射能分析検査委託事業
市内３７か所の空間放射線量測定（毎週）と市内４か所で土壌中の
放射性物質を測定（毎月）する 2

小金井市 環境 委託
滄浪泉園緑地等現況調査及び台
帳作成委託事業

滄浪泉園緑地及び５つの新たな公園について現地調査し台帳を作成
する 7

小金井市 教育・文化 委託 児童館等便所特別清掃委託事業 児童館等の便所の経年汚れを除去するため特別清掃を実施 4

小金井市 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託 街路灯調査事業

市内全域の街路灯のデータ化及び台帳作成を行い、ＬＥＤ化のため
の基礎資料とする 15

小金井市 重点分野
地域社会雇

用
委託 通学路安全等点検事業

児童の通学路の見直し、適正化を図るため、通学路の点検と学校周
辺の安全確保を図る 2

小金井市 重点分野
地域社会雇

用
委託 交通誘導臨時警備事業

登校児童の飛び出し抑止等の安全指導及び安全確保を図るため交通
誘導を行う 2

小金井市 重点分野 農林水産 委託 農地基本台帳現況調査事業
改正農地法に合わせて農地（生産緑地）の現況調査を行い、農地基
本台帳システムのデータ更新を行う。 6

小金井市 重点分野 観光 委託
産業振興用ホームページ等制作
事業

小金井市の産業や観光に役立つ産業振興用ホームページを制作 9
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小金井市 重点分野 観光 委託 来街者誘致案内観光促進事業 来街者用誘致案内事業により、市内観光客の増大を図る 2

小金井市 重点分野 観光 委託
商業・観光振興モデル地区基本
計画策定事業

商業・観光振興モデル地区指定のための調査をおこなう 3

小金井市 重点分野 観光 委託 地域活性化賑わい事業 アンテナショップの運営により、地域経済・観光の活性化を図る 15

小金井市 重点分野 観光 委託 地域資源活用プロジェクト事業 地域資源を回遊性でつなぎ、商農連携による地域産業の創出を図る 3

小金井市 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託

生ごみの循環型まちづくり推進
事業

生ごみの循環型まちづくり推進にむけて有効事例の調査・分析を行
う 4

小金井市 重点分野 安全・安心 委託 防災マップ作成事業 防災マップを作成し配布する 2

小金井市 重点分野 産業振興 委託
小金井市商店街活性化サポート
事業

商店街振興のため、商店街のイベント評価や商店街の商業資源情報
収集する 5

小金井市 重点分野 安全・安心 委託 警戒標識等調査事業
歩行者等の安全確保のため、市が管理する警戒標識（単独柱）の現
状を調査し台帳を作成する 3

小金井市 重点分野 教育・研究 委託
スクールソーシャルワーカー派
遣事業

「社会福祉士」の有資格者を小・中学校へ派遣し、児童・生徒の生
活環境に起因する問題の改善を図る 6

小金井市 重点分野 子育て 直接実施 養育指導訪問事業
養育指導訪問員の雇用により、児童虐待の未然防止と児童の健全な
育成を図る 1

小平市 介護・福祉 直接実施
医療中断精神障がい者及びひき
こもり者対象地域巡回相談事業

長期入院から在宅に戻った精神障がい者のうち、医療が中断してい
る方やひきこもりの方に対して、保健師や精神保健福祉士などによ
る地域巡回相談を行うため、当該専門職を補助する事業

2

小平市 情報・通信 委託 会議録電子化事業
会議録検索システムに登録されていない明治３４年から平成１１年
３月までの議会の会議録について電子データ化を行う事業 7

小平市 情報・通信 委託
情報セキュリティ対策向上促進
事業

潜在するセキュリティ上の問題を発見し、適切な対策を実施するた
め、業務システムなど総合的に診断を行う事業 1

小平市 情報・通信 委託 家屋評価調書電子化事業 家屋評価調書（紙媒体）を電子データ化する事業 9

小平市 情報・通信 委託
固定資産税永年保存文書管理改
善事業

固定資産税関係の永年保存文書の管理状況を改善するため、文書の
入替・分類を行い、文書保存票の再作成等をする事業 3
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小平市 情報・通信 委託
土地・家屋登記簿と課税台帳の
照合事業

固定資産税（土地・家屋）に係る課税台帳の登録データと、法務局
（登記所）の登記データを照合し、課税データに誤りがないかを確
認するとともに、共有者のデータ化を行う事業

29

小平市 情報・通信 直接実施 都市計画窓口資料更新等事業
窓口等の問合せ対応の効率化のため、都市計画図や開発道路等の情
報を、最新の住宅地図に記載する事業 1

小平市 環境 委託 新堀用水路環境整備事業
新堀用水路の敷地や水路内に堆積している不法投棄ゴミや枯れ枝な
どを回収し、良好な景観を確保する事業 5

小平市 環境 委託
野火止用水歴史環境保全地域 松
並木育成保全事業

小平グリーンロードにふさわしい良好な景観を確保するため、松並
木の枯れ枝の除去、不要枝の剪定を行い、健全な育成を促進する事
業

8

小平市 治安・防災 委託 フロアアシスタント配置事業
土曜窓口の混雑の増加等に伴い、新たにフロアアシスタントを配置
し、迅速な窓口案内を行う事業 5

小平市 治安・防災 委託 消防施設管理台帳整備事業
消防水利の現地調査を行い、状況確認、写真撮影の上、地図情報シ
ステムとしてデータ化を行う事業 6

小平市 教育・文化 委託 鈴木遺跡出土資料等整備事業
鈴木遺跡のフィルムや既報告遺物の実測図をデジタルデータ化し、
また既存報告書をPDF化する事業 5

小平市 教育・文化 委託 市内文化財総合調査事業
市内に点在する歴史的建造物等の所在や保存の現状について調査
し、報告書の形で整理する事業 7

小平市 情報・通信 委託 生産緑地公図データ作成事業
生産緑地に係る公図を作成し、製本化するとともに、電子化を行う
事業 3

小平市 重点分野 介護 委託
地域包括支援センター相談支援
事業

地域包括支援センターに配置されている専門職が本来の相談支援業
務に集中できる環境を作るため、専門職の業務を補助する専門職職
員等を配置する事業

1

小平市 重点分野 介護 直接実施
介護保険要介護認定調査体制の
再構築事業

介護保険要介護等認定の調査件数の増加に伴い、認定調査員の増員
を行う事業 8

小平市 重点分野 観光 委託 小平ふるさと村観光案内事業
小平ふるさと村をはじめとした小平市の文化・観光資源をＰＲする
とともに、小平市の名産品を紹介・販売する事業 4

小平市 重点分野 安全・安心 委託
東部市民センター駐車場・自転
車駐車場管理事業

無断駐車・駐輪をなくすため、巡回警備し、適正な施設管理を行う
事業 4
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小平市 重点分野 安全・安心 委託
西部市民センター駐車場・自転
車駐車場管理事業

無断駐車・駐輪をなくすため、警備員を配置し、適正な施設管理を
行う事業 8

小平市 重点分野 教育・研究 直接実施
ティーチング・アシスタント配
置事業

市内公立小学校全１９校の「第一学年」、「第二学年」に各１名の
ティーチング・アシスタントを配置し、学習指導の補助や小１プロ
ブレム等への対応を図る事業

36

小平市 重点分野 教育・研究 直接実施 学校ホームページ等支援事業
各小・中学校のホームページを充実するため、支援員の派遣を行う
事業 5

日野市 環境 直接実施 公園緑地等維持管理業務
用水路スクリーン清掃・街路樹剪定、公園緑地除草清掃・樹木剪
定、散策路除草清掃および街路樹剪定 14 

日野市 治安・防災 直接実施 市有地状況調査等推進員
市が所有する土地について、その現況を調査し、防犯上危険な個所
については安全対策を行うものである。又、未利用の土地を利用し
て、防災や交通安全を向上につなげるために、検討を行う。

2 

日野市 子育て 直接実施 保育料等徴収促進事業

滞納者対策を課の大きな課題目標としており、今までの滞納者対策
よりも一歩、二歩踏み込んだ対応により収納率のｱｯﾌﾟを目指す必要
がある。臨時職員を雇い上げ、現年度分の徴収台帳や、滞納繰越簿
の作成、管理を専門的に行う.

2 

日野市 情報・通信 直接実施
インフォメーション業務臨時職
員

市役所第２・３玄関通路にインフォメーションブースを設置し、来
庁された市民が迷わず目的の各課へ案内できるよう、臨時職員を雇
上げ市民サービスの向上を図る.

2 

日野市 情報・通信 直接実施
ホームページデータ整備臨時職
員

日野市ホームページ（約12,000ページ）について、ユーザビリ
ティ、アクセシビリティに配慮するため、次のとおりデータ整備を
行う。①リンク切れチェック、②外来語に日本語標記を追記、③使
用語句の統一、④読み上げソフトを使用し、読み上げ内容の確認

2 

日野市 情報・通信 直接実施
第４次行財政改革大綱・実施計
画策定基礎資料調査業務臨時職
員

大綱等策定にともなう新たな基礎資料調査・まとめの作成 2 

日野市 産業振興 直接実施 入札・契約等監視委員会事務
委員会開催に向けての資料作成等準備事務
その他 2 

日野市 環境 直接実施
容器包装お返し大作戦促進事業
等推進員経費

日野市では、平成２２年４月１日より本格的に、ペットボトル、ト
レー類等の回収を２週に１度から４週に１度の回収に変更した。こ
のことによって、スーパーや小売店などの店頭回収にまわることに
なるが、市民への周知や各小売店への指導など電話応対や現場指導
が重要になり、臨時職員を雇い上げ、容器包装お返し大作戦の促進
を専門的に行う。

2 

日野市 教育・文化 直接実施
歴史・自然・民俗資料データ化
事業　臨時職員

資料館が所蔵する資料をデジタルデータの形で公開し、市民が資料
に触れたり、利用したりしやすい条件を整えるために、資料の分
類、ラベリングやデータ化を行うために新たに嘱託職員を雇用し、
事業を促進する。

2 

日野市 教育・文化 直接実施 書庫収蔵図書選別作業
集積した資料が膨大な数に上り、十分に選別・整理して活用するた
めに書庫の選別作業を実施する。 6 



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者

数
（人）

日野市 治安・防災 委託 交通事故ゼロ運動推進事業
市役所における交通安全の確保を目的とした事業として、庁用車安
全配車計画、定期的安全点検、ドライブレコーダーの活用、市役所
駐車場案内等の業務を行う。

9 

日野市 教育・文化 委託
百草台コミュニティセンター受
付案内業務

廃校となった旧百草台小学校跡地を活用し、地域コミュニティの活
性化を図るとともに、今まで課題となっていた行政需要（更生保護
活動サポートセンター等）にも対応する事業展開を行っていく。ま
た、新たな試みとして、特定非営利活動法人と協働して、『いのち
のミュージアム「かけがえのない生命教育推進事業」』も展開して
いく。

3 

日野市 子育て 直接実施 学童クラブ費徴収促進事業

今までの滞納者対策よりも一歩、二歩踏み込んだ対応により収納率
のｱｯﾌﾟを目指す必要がある。臨時職員を雇い上げ、現年度分の徴収
台帳や、滞納繰越簿の作成、管理を専門的に行い、電話催告、臨戸
徴収の強化し、収納率の向上を図る。

6 

日野市 情報・通信 直接実施
公的年金からの特別徴収事務等
臨時職員

・公的年金からの特別徴収事務
・ｅＬＴＡＸ（地方税ポータルシステム）によるサービスの拡充に
よる課税事務

14 

日野市 教育・文化 直接実施
図書館写真・映像資料等整理作
業

　図書館では「日野の今を記録し、伝える事業」で市内各地域の現
在と過去の風景を対比したり、「日野宿発見隊まちかど写真館」と
して写真パネルを掲出したりする試みを行ってきた。こうした活動
を通して収集した膨大な映像資料や写真資料を良好な状態で後世に
伝えていくために「整理分類」と「デジタル化」の作業に取り組
む。

1 

日野市 環境 直接実施 平山地区環境・安全対策事業
日野市内の事業所に起因する地域諸問題を解決するため、環境面及
び道路管理面から各種調査測定を日常的かつ継続的に実施。正確な
状況把握を行うことにより今後の問題解決につなげる。

6 

日野市 産業振興 委託 都市計画図書整理保全事業 紙文書で保管している都市計画図書の電子データ化を実施する 4

日野市 子育て 直接実施 気になる学童ｻﾎﾟｰﾄ事業
学童クラブにおいて発達障害や多動（ADHD）等集団生活を過ごすに
は支援が必要な「気になる児童」が急増しているため、加配パート
指導員を配置し、学童クラブの安定的な育成を行う

48

日野市 教育・文化 委託
埋蔵文化財整理保管室収蔵品整
理事業

日野市埋蔵文化財整理保管室で収蔵する遺物の整理作業 2

日野市 環境 直接実施 道路安全点検事業
日野市の管理道路及び付帯施設等の安全点検を日常的かつ継続的に
行い、危険箇所の早期発見及び道路施設補修計画の対象規模の把握
を行う

2

日野市 情報・通信 直接実施 申告受付補助業務
e-TAXによる電子申告の促進等、申告者に対する利便性の向上を目
的とした、平成２４年１月からの所得税申告書及び市都民税申告書
を提出する際の案内・入力補助等作業を行う事業

5 

日野市 教育・文化 直接実施
東京都公民館連絡協議会研究資
料整理等業務

東京都公民館研究大会の開催に伴う企画運営及び調整にあたり、過
去の研究資料の整理と活用に向けた検討を行う 2

日野市 産業振興 委託 買物環境実態調査事業
買物弱者対策に先立ち、市内の現状把握・課題整理を行うため買物
に関するアンケート調査を実施 2



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
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日野市 医療 直接実施
子宮頸がん等ワクチン接種緊急
促進事業

接種費用の助成制度を行っている子宮頸がん予防ワクチン等任意予
防接種について、専門対応職員を配置し相談・問い合わせ及び予防
接種台帳入力作業を実施。

2

日野市 情報・通信 直接実施
市・都民税申告相談の受付・PC
入力補助業務

当初課税時期の市・都民税申告相談利用者の利便性向上を目的に、
新システムの導入に併せ受付時に申告者を待たせずに相談を行うた
め、受付時の対応・PCへの入力を行う。

6

日野市 子育て 直接実施 子ども手当制度改正関連業務
子ども手当て制度の改正に対応するための新制度の通知等業務を実
施。 6

日野市 観光 直接実施
（仮称）市民の森ふれあいホー
ル開設準備補助

体育施設等の予約受付など窓口業務及びパソコン等による事務補助 1

日野市 治安・防災 委託
（仮称）市民の森ふれあいホー
ル落葉清掃等業務委託

新築建物の治安巡回及び清掃業務委託 4

日野市 情報・通信 直接実施
住民基本台帳法改正に伴う臨時
職員雇い上げ

外国人登録者の住民票への移行の事務作業 2

日野市 重点分野 安全・安心 委託 放置自転車特別対策費

市内の主要駅周辺において、駅前及び駅周辺地域に自転車を放置し
ようとする自転車利用者に対して駐輪場への案内・誘導並びに市営
駐輪場内及び周辺の自転車等の整理、駐輪場の維持管理を行うもの
である。
　また、高齢者や障害者に対し通行の手助けとなる援助や通行人へ
の挨拶運動、吸殻等のごみ拾い等、ノーマライゼーションの推進、
地域の防犯や美化運動にも寄与するものである。

55 

日野市 重点分野 教育・研究 直接実施
学校の安全安心力アップ事業
小学校安全管理員

小学校の安全安心力を高めるために、不審者の侵入防止対策等を講
じながら、地域のパトロール団体やボランティアの方々と連携し、
日野市が取り組んでいる安全安心力アップの主旨に沿って専属で対
応するための職員を学校に配置する。

10 

日野市 重点分野 教育・研究 直接実施
学校の安全安心力アップ事業
中学校安全管理員

中学校の安全安心力を高めるために、不審者の侵入防止対策等を講
じながら、地域のパトロール団体やボランティアの方々と連携し、
日野市が取り組んでいる安全安心力アップの主旨に沿って専属で対
応するための職員を学校に配置する。　　　・月～金　９時～１５
時　　・各校１人体制

4 

日野市 重点分野 教育・研究 直接実施 特別支援教育教員補助講師

平成２１年度に開設した自閉症・情緒障害特別支援学級の学習指導
について、自閉症やアスペルガー症候群などの障害状況から、特に
個別指導、小人数（２～３名）での学習指導をしなければならない
状況となっている。教員補助ができる講師（教員免許所持者）を配
置し、教員と同様にグループの学習指導を行い学級運営の円滑化を
図る。

2 

日野市 重点分野 安全・安心 直接実施 あんしん力アップ・道路守事業
市内４５０キロメートルに及ぶ市道の日常の維持管理として、道路
パトロールから道路の清掃や穴埋めまで、迅速かつ機動的に実施
し、市民に安全で快適な道路空間づくりを行う。

3 

日野市 重点分野 安全・安心 委託 子どもの安全確保事業

小学校区において、２人１組で週３回、帰宅時間を中心とした2時
間、通学路を中心に巡回を実施し、また、巡回を行う中で、交通
上・防犯上の危険箇所と思われる箇所を校長に報告することにより
児童の下校時の安全確保を図る。これにより、行政と地域・保護者
が協働して児童の安全確保を図る体制を整える。併せて、小学校１
年生に対し、防犯ブザー貸与事業を実施する。

41 
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日野市 重点分野
地域社会雇

用
委託

耐震診断関係戸別訪問（ロー
ラー作戦）業務委託事業

日野市耐震改修促進計画に基づき、昭和56年以前に建築された個人
の木造一戸建て住宅を対象に啓発資料の配布を個別訪問により実
施。併せて、簡易耐震調査の希望者について無料で調査を実施。

8

日野市 重点分野
地域社会雇

用
委託

都市計画決定基礎資料収集分析
事業

都市計画決定にあたって必要となる基礎的資料を収集し、調査分析
を行うことにより、決定すべき都市計画の種類や優先度を判定し社
会経済情勢の変化に即応できるよう基礎的資料を作成

9

日野市 重点分野 観光 委託
おもてなし観光パワーアップ事
業

市制50周年に向けての観光事業の調査研究及びイベントの実施 1

東村山市 環境 委託 公園等樹木手入れ業務委託
既存の公園･緑道に植生する樹木の手入れ業務に加えて、光を取り
入れるなど普段は行っていない樹木の育成を促す剪定･伐採を行う
ことにより、公園内を明るく保ち、利用者の安全を確保する事業

10

東村山市 環境 委託 野火止用水敷植生管理委託
市民の憩いの場として親しまれている野火止用水敷の樹木に、例年
行っている剪定・伐採方法に加えて、計画的に中低樹木の剪定・下
草刈りを実施し、周辺環境にあった植生の維持管理に努める事業

9

東村山市 環境 委託
路上喫煙等防止啓発推進員委託
及び清掃委託

路上喫煙等禁止地区・防止推進地区において啓発推進員による周知
の徹底や啓発を図ると同時に、喫煙場所における灰皿や吸殻等の清
掃を行う事業

24

東村山市 治安・防災 委託  児童安全見守り事業
児童クラブから帰宅時の児童に対する防犯対策として、安全見守り
員を各児童クラブに１人配置し、安全対策の推進を行う事業 38

東村山市 教育・文化 直接実施
図書館資料の清掃・点検・修理
および整理作業

多くの市民に利用される図書資料の点検・整備を行い、利用期間の
延命化と有効活用を図る事業 13

東村山市 情報・通信 委託
家屋評価調書ファイリングシス
テム導入業務

家屋評価の基礎資料として保管している紙台帳の電子データ化を推
進し、事務の効率化を図るとともに、住民サービスに配慮したシス
テム構築を行う事業

13

東村山市 教育・文化 直接実施 公民館個人利用者拡大事業
公民館の休日開館日に、個人来館者が参加できるような、映画、歌
唱イベント、おもちゃ交換会などをまとめたイベント等を実施する
事業

4

東村山市 治安・防災 委託 消防水利等現況調査委託
市内に点在する消防水利（消火栓・防火水槽）や地域配備消火器の
位置確認や標識の劣化状況等を調査し、台帳や一覧表・配置地図の
作成を行う事業

9

東村山市 教育・文化 直接実施 館蔵資料画像データ整理委託
館蔵資料のデジタル画像データおよび映像資料を一括してDVD化し
保守する事業。衣類資料については撮影後、畳紙に包んで収納ケー
スに整理・保存する

16

東村山市 情報通信 直接実施
基幹システム変更に伴う準備事
業

平成24年2月に予定されている基幹システムの更新による帳票類の
変更にともなって、円滑なシステム移行を可能にするため、これま
で使用していた帳票類を整理・分類し移し替える事業

1
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東村山市 教育・文化 直接実施 徴収事務効率化事業
収納率向上対策のひとつとして、より効率的な進行管理体制を構築
するため、納税課において催告・財産調査等文書を適切に分類・整
理し、徴税事務環境を整備する事業

1

東村山市 教育・文化 直接実施 学校用地内伐採樹木再利用事業
学校管理の中で発生する樹木等廃材をチェーンソー等により解体す
ることにより、他課施設にてキャンプ時の薪として利用する事業 1

東村山市 重点分野 観光 委託
北山公園観光菖蒲苑ハナショウ
ブ保護事業

「菖蒲まつり｣で来園者が訪れる北山公園内・菖蒲苑に生育するハ
ナショウブの花は、年々小ぶりになっており、原因である土壌流出
を抑えるため、園路を舗装することによりハナショウブを保護する
事業

4

東村山市 重点分野 観光 委託
北山公園観光菖蒲苑古代ハス育
成事業

夏季に来園者が訪れる北山公園内のハス池は、経年の土砂堆積によ
り土壌が劣化し、水深が浅くなる等、ハスの生育環境が悪化してお
り、また、ハナショウブに影響が及ぶ点も考慮し、土壌の入替等に
よるハス池の環境を改善する事業

6

東村山市 重点分野 教育・研究 直接実施 教員サポーター派遣事業
発達障害など特別な支援を必要とする児童・生徒が在籍する学級に
教員サポーターを派遣する事業 4

東村山市 重点分野 教育・研究 直接実施 学校図書館専任司書配置事業
市内の学校図書館に専任司書を配置し、読書指導及び調べ学習の授
業補助、児童生徒の居場所作り、ボランティア活動充実等を行う事
業

21

東村山市 重点分野 観光 委託
東村山菖蒲まつり告知パンフ
レット配布

北山公園で開催される「東村山菖蒲まつり｣告知拡大のため、沿線
のターミナル駅でパンフレット配布を行うことにより集客促進を図
る事業

30

東村山市 重点分野 観光 委託
北山公園観光菖蒲苑通行路安全
確保事業

北山公園内の木道は経年利用により損傷が進み、路面の凹凸等が多
く見られることから、増加する来園者の安全対策として木道の損傷
箇所や危険区域を点検・補修し、高齢の方も安心して散策できる環
境づくりを進める事業

19

東村山市 重点分野 観光 委託
北山公園観光菖蒲苑水辺環境保
全事業

トウキョウダルマガエルなどが生息する北山公園内の豊かな水辺環
境を保全するため、経年劣化が進む水路とあぜ道の崩落・腐食箇所
等を点検・整備し、園内池の自然護岸化を進める事業

22

国分寺市 環境 委託 市立公園調書のデータ入力事業

立公園調書の永久的な保存を図るため，資料，図面等のアナログ
データを電子ファイル化する事業である。電子化により，文書の煩
雑化を防止し，窓口における市民対応を速やかに行うことができ
る。

4

国分寺市 環境 委託 市立公園樹木維持管理事業

市立公園の樹木剪定を実施することにより，樹木の育成にかかる適
正な管理を行うことができるとともに，安全で安心な市民の憩いの
場を提供することができ，近隣の住環境を良好にするための委託事
業である。

4

国分寺市 環境 委託 けやき公園他剪定委託事業

けやき公園，けやき運動場，戸倉第一・二テニスコート，市立ひか
りプラザの樹木の剪定を行うことにより，樹木の育成にかかる適正
な管理を行うことができるとともに，安全で安心な場を提供するこ
とができる事業である。

4



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者

数
（人）

国分寺市 環境 委託
史跡武蔵国分寺跡公園内樹木等
整理委託事業

史跡武蔵国分寺跡公園及び公園事業用地内における樹木等の整理の
ため，伐採及び剪定等の事業を実施し，史跡公園の環境を良好にす
るための事業である。

9

国分寺市 教育・文化 委託
史跡武蔵国分寺跡出土古瓦台帳
のデータ更新事業

史跡武蔵国分寺跡から出土する瓦の基礎整理を目的とした史跡武蔵
国分寺跡出土古瓦台帳のデータを更新する。本データベースは，写
真・図面・拓本・文字データの更新を行う事業である。本事業に
よって，史跡整備計画策定などを検討する際の重要な基礎資料とし
て活用することが可能となる。

3

国分寺市 教育・文化 委託
町時代からの市政関係写真の
データベース作成事業

国分寺市において所蔵する町報・市報用に掲載するために撮影をし
た写真のデジタル化とデータベース化を実施し，利用希望に迅速に
対応する事業である。

10

国分寺市 教育・文化 直接実施 学校図書室蔵書等整備事業

本市の学校図書室において，平成20年度より図書システムを導入
し，業務運用を行っているが，各校とも蔵書の分類等が未整備の状
況である。児童・生徒の学習等の充実及び読書活動の推進を図るた
め，市内全小中学校（15校）の学校図書室蔵書の分類及び整理，蔵
書のクリーニング等を行う事業である。

6

国分寺市 教育・文化 委託 図書館蔵書へのICタグ貼付事業
図書館における蔵書管理の効率化を図るため，図書館資料にICタグ
を貼付する。また，貼付したICタグに蔵書番号を記憶させるデータ
エンコード作業を行う事業である。

5

国分寺市 教育・文化 委託
図書館閉架書庫蔵書の重複状況
調査事業

現在市にある８万冊の図書館閉架書庫蔵書について，都内図書館と
の重複状況を調査し，データベース化することにより，限られた閉
架書庫の効率的な整理を行うことが可能となる。さらに，この作業
を行うことにより，現在実施している図書館蔵書へのICタグの貼付
事業を進める前段として，タグの貼付の必要性の有無を判断するこ
とができ，効率的な作業を行うことができる。

4

国分寺市 教育・文化 委託
図書館資料（CD）の研磨及び
コーティング事業

図書館におけるCD資料整備の一環として，使われて状態の悪くなっ
たCDを復元するため研磨及びコーティングをする作業を行う。 2

国分寺市 介護・福祉 直接実施 高齢者保健福祉計画策定事業
高齢者保健福祉計画を平成23年度中に策定する。策定にあたって設
置する検討委員会の資料作成等の業務を行う事業である。 2

国分寺市 介護・福祉 直接実施 障害者相談充実事務事業
複雑かつ困難な障害者相談等が増加していることから，体制の強化
を図り，相談対応の充実を図る。 1

国分寺市 介護・福祉 直接実施 任意予防接種費用一部助成事業

平成23年度より，任意予防接種のうち，Hibワクチン（年間　Hib髄
膜炎（推計）393～735人（５歳未満：10万人当たり7.1～13.3人）
髄膜炎患者のうち重症・後遺症11.1～27.9％　死亡0.4～4.6％，治
療が困難な感染症）の助成方法の変更を行い，子宮頸がんワクチン
（子宮頚がん年間患者8,474人　子宮頸がんによる死亡者2,519人）
等を新たに加え，その本人負担の割合を定めそれ以外の費用につい
て助成し，罹患率及び死亡率の減少を図る。この助成事業を円滑に
実施するため，臨時職員の雇用を行う。

4



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者

数
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国分寺市 情報・通信 直接実施
文書管理システム導入前目録作
成事業

平成23年度より本格的な運用を始める文書管理システムについて，
効率的な運用を行うために，現存する文書の整理及び目録を作成
し，文書管理システムに登録していく事業である。

8

国分寺市 重点分野 子育て 委託
子育て施設の緑化推進・土とふ
れあう食育推進事業

市内子育て施設の壁面等の緑化を進め，地球温暖化抑制等の環境配
慮を図る。また，これにあわせて児童が野菜を苗や種から育て，栽
培することを通じて食育の推進を図る。事業の推進にあたっては，
設置・育成管理等，収穫までの一連の管理業務を障害者団体に委託
することにより，新たな雇用創出につなげ，あわせて各施設の職員
へのノウハウの伝達，定着を図りながら，障害者と健常者の相互理
解を図る。

17

国分寺市 重点分野 介護 委託
地域包括支援センター高齢者等
実態把握事業

地域包括支援センターにおいて，介護支援専門員等を配置し，要支
援認定を受けているがサービス未利用の対象者が潜在的にサービス
や関わり合いを必要としている状況ではないか等の実態把握を行
い，必要に応じて調整を行う。また，相談記録の台帳管理等もあわ
せて実施する。

2

国立市 介護・福祉 直接実施 国立市多重債務者包括支援事業
多重債務者に対し、相談、引き直し計算および各課との連絡調整・
指導を行う。 3

国立市 教育・文化 委託 学校図書データベース化事業
市内小中学校の蔵書（９千冊前後／校）を選書、整理を行うと共
に、資源有効活用を行う為のデータベース化する。 37

国立市 環境 直接実施
水路等パトロール及び集中美化
事業

水路等のパトロールを集中的に行い、崖線などの美化に努める。 2

国立市 情報・通信 直接実施
固定資産土地画地情報等適正化
事業

土地の全件についてホストコンピュータで持っている画地の情報や
間口・奥行の情報を、公図上に落した画地図を作成し、図面上及び
現地調査により画地、間口･奥行きなど見直しすべきものを検出
し、データベース化する。

3

国立市 情報・通信 委託
固定資産地番図及び家屋図数値
化事業

土地・家屋の現況図を数値化し、ホストコンピュータで持っている
課税情報（画地情報、現況地目、家屋棟番号、課税・非課税情報
等）及び公開路線価図を取り込み、データベース化する。

5

国立市 介護・福祉 直接実施
しょうがいしゃチャレンジ雇用
事業

一般就労を目標として、知的しょうがい者や精神しょうがい者を短
期間雇用し、その業務経験を活かしてしょうがい者の社会参加実現
を促進する。

8

国立市 介護・福祉 直接実施
しょうがいしゃ支援業務におけ
る窓口サポート事業

　しょうがいしゃ支援課に配置されている専門職が各専門業務に集
中できるよう、窓口・電話対応、相談内容記録整理、各種事業担当
補助、利用者に関する情報整理等、専門職の業務を軽減するための
事務等を行う職員を配置する。

2

国立市 情報・通信 直接実施 ＮＰＯ・ＩＣＴ支援事業①

ＮＰＯ等市民活動・およびＩＣＴに関する知識を有する人材を雇用
し、市内ＮＰＯに対しヒアリング等で団体が持つ経営上の課題など
の情報を収集する。そのうち、情報発信に関する課題などを抽出
し、別途委託で行うNPO情報発信支援事業へ誘導する。

2



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者
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国立市 情報・通信 委託 ＮＰＯ・ＩＣＴ支援事業②

ソーシャルメディアなどのＩＣＴに精通した市民団体に委託し、市
民・ＮＰＯの中間支援組織である「くにたちＮＰＯ活動支援室」の
ホームページの充実、および市内ＮＰＯのＩＣＴを活用した情報発
信の支援を行うことで、情報共有化を図り、個々の団体の地域課題
の解決力向上を図る。

2

国立市 環境 委託
違反広告物(捨て看板、貼り紙、
貼り札等）除却事業

法及び都条例に違反して、道路、水路、公園等に掲出された違反広
告物(捨て看板、貼り紙、貼り札等）の撤去。 10

国立市 介護・福祉 直接実施
地域包括支援センターにおける
窓口サポート事業

地域包括支援センターに配置されている専門職が各専門業務に集中
できるよう、窓口・電話対応、相談内容記録整理、各種事業担当補
助、利用者に関する情報整理等、専門職の業務を軽減するための事
務等を行う職員を配置する。

3

国立市 介護・福祉 直接実施 在宅高齢者支援サポート事業
市内在住の95歳以上の高齢者を対象に、第５期介護保険事業計画策
定にむけた生活圏域ニーズ調査に係る調査票の回収を行う。また、
家族を含めた在宅生活の安定に資するようサポートを行う。

2

国立市 介護・福祉 直接実施 ＳＰコード入力事業
市が市民向けに発信する文書、パンフレット、広報誌、冊子等に音
声で情報を伝える音声コード（SPコード）を印刷する。 2

国立市 介護・福祉 直接実施 滞納整理推進事業
滞納者の財産の有無、発見財産の権利関係・換価価値等の調査実
施、回答結果等のシステムへの入力作業、電話催告 4

国立市 教育・文化 直接実施 本田家所蔵資料悉皆調査事業
江戸時代から続く旧家(本田家）が所蔵する資料について、全体を
把握するための調査を行う。具体的には分類・写真撮影・カード作
成等の整理及びデータ入力・資料集成を行う。

8

国立市 情報・通信 直接実施 ストックマネジメント事業
市が所有している施設等について、現状及び抱える課題を検証した
上で、今後の施設の有効活用方針や適切な維持管理手法等を検討す
るため、施設の現状についてデータを作成・分析する事業。

2

国立市 防災・安全 委託 国立駅南北仮通路維持管理事業
国立駅の南北通行について、駅直近に仮通路を設置し、市民の利便
性を図る。午後１０時から午前５時の時間帯における通路用門扉の
開閉、清掃、警備に係る維持管理業務。

6

国立市 介護・福祉 直接実施 自立支援医療費等管理台帳作成事業
自立支援医療費（精神通院）受給者の申請、精神保健福祉手帳の申
請を管理し、東京都への進達事務を正確かつ遅滞なく行えるように
管理台帳を作成、管理する職員を配置する。

1

国立市 重点分野 教育・研究 直接実施
小・中学校の巡回特別支援教育
指導員配置事業

市立小・中学校に巡回特別支援教育指導員を配置する。 6

国立市 重点分野 教育・研究 直接実施 学校ＩＣＴ支援員配置事業 市立小・中学校に学校ＩＣＴ支援員を配置する。 9

福生市 介護・福祉 委託 申告会場等整理案内業務委託 確定申告会場への案内や申告会場内での案内整理業務等を行う。 13
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福生市 教育・文化 直接実施 図書館資料整備事業
ICタグ遡及貼付、分類ラベル等の貼り替えによる装備の新調作業、
資料のアルコール消毒・清掃・補修、寄贈資料の既存資料との入替
作業等図書館資料の整備を行う。

6

福生市 環境 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）の点検、清掃などの業務について緊急雇用対策事業として行
う。

8

福生市 教育・文化 直接実施 ふっさっ子の広場事業
小学生の放課後対策として実施しているふっさっ子の広場事業につ
いて、日誌の作成や統計の整理、児童データーの管理業務、各校の
見回りなどの業務補助を行う。

2

福生市 環境 委託
福生南公園駐車場利用状況調査
委託

多摩川緑地福生南公園駐車場の利用状況を把握するため、調査を委
託する。 12

福生市 教育・文化 委託 市史資料デジタルデータ化事業
郷土資料室所蔵マイクロフィルムから閲覧用デジタル画像として、
ＪＰＥＧデータ、ＴＩFFデータを作成する。 2

福生市 情報・通信 委託
ホームページ改良事業に伴う
データ移行委託事業

ホームページの改良事業（リニューアル）において、現テンプレー
トから新テンプレートへデータ(公開ページ）を移行する作業を行
う。

5

福生市 教育・文化 直接実施
中央図書館ビジネス・しごと支
援推進事業

ビジネス・しごと支援コーナー新設のため、該当図書の分類ラベル
等の張り替えにより装備の新調作業、また、コーナー設置のため書
架の配置替・図書の移動作業及びビジネス・しごとに関するチラシ
等の分類・整理作業を行う。

4

福生市 情報・通信 委託
地域ポータルサイト作成委託事
業

福生市の魅力を効果的に発信するための「地域広報戦略」の作成及
び、地域ポータルサイトの構築を委託する。 1

福生市 教育・文化 委託
福生市地域資料電子図書作成委
託

図書館で所蔵する福生市の地域資料（事務報告書、広報等）の劣化
防止と活用のため、精度が高く、再現性に優れたデジタルの形で記
録し、図書館ホームページで広く情報発信を図る。

6

福生市 治安・防災 直接実施
住民基本台帳法に基づく実態調
査

住民基本台帳の記載事項に事実と反する疑いがある場合に調査を実
施し、住民基本台帳の正確な記録の確保を図ることを目的に、関係
部・課からの不現住通知及び関係者からの不現住申立てがあった場
合に、実態調査票の作成から現状確認の書類審査を行い、必要な場
合は担当職員と実地調査を行う（実地調査は2人1組体制）ための嘱
託職員を雇用する。また、平成24年7月施行予定の住民基本台帳法
の改正に伴い、外国人も住民票の適用となることから、準備作業
（仮住民票作成のための世帯確認、実地調査等）も実施する。

1

福生市 重点分野 観光 委託 地域ブランド発信モデル事業
観光事業の充実を図るため、空き店舗を活用し、福生市及び交流の
ある登別市、守山市の三市の名産品などの地域ブランドを積極的に
発信する。

10

福生市 重点分野 産業振興 委託 まちづくり振興推進事業委託

平成２２年度に策定した「まちづくり振興基本計画」をもとに、人
口問題に戦略的に取り組むためのフォローアップ事業や、商店街の
活性化を図り生活者の利便性を向上するための取り組み、子どもた
ちの教育環境を整える特色のある事業を実施する。

2
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福生市 重点分野 観光 委託
ロケ支援・福生ドッグブランド
構築事業

福生市の知名度の向上と来街者の増加を図るために実施ているロケ
支援事業及び広報・宣伝事業の充実を図る。また、福生ドッグのＰ
Ｒイベント・普及事業を行い、ブランドの確立及び取扱店舗の拡大
を図っていく。

3

福生市 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託 清潔で美しいまちづくり事業

ポイ捨て等の防止及び路上喫煙等の規制のため、市内を巡回し、条
例の周知と意識の啓発を行う。 20

福生市 重点分野 子育て 委託
「子育て支援カード」協賛店等
アンケート調査委託

平成21年10月から実施している「子育て支援カード事業」に対する
効果検証のため、市内事業所及びカード申請者に対してアンケート
調査を実施し今後の取組の参考にする。

4

福生市 重点分野 教育・研究 委託
福生市スポーツ振興基本計画策
定事業

スポーツ振興法に基づくスポー振興計画の策定支援を委託する 2

福生市 重点分野 教育・研究 委託 学校ICT支援員活用事業

市立小・中学校に整備されている校内のICT機器の活用促進に向
け、ICT教育支援員の配置を通じて、教育コンテンツ等を利用した
授業ノウハウを市立学校に導入し、学習効果の高い授業を実現す
る。

2

福生市 重点分野 観光 委託
観光資源マーケティング調査委
託

福生市における観光資源への入込客数、観光消費額等を調査し、観
光の実態を把握すること、経済波及効果の測定等を行うことで、今
後の観光行政に役立つ有効性の高い報告書の作成を委託する。

20

福生市 重点分野 観光 委託 まちなか　おもてなし事業

観光案内所「くるみる　ふっさ」の移転により、従来の観光案内業
務に加え、電気自動車を活用した買い物弱者支援事業の実証実験を
新規事業として実施する。平成24年度については、次世代モビリ
ティ活用実証実験と合わせ、同事業を継続していく。

5

福生市 人材育成 介護 委託 介護人材育成委託事業
介護分野における新たな雇用機会を創出するとともに、地域のニー
ズに応じた人材を育成し雇用に結びつける。 5

狛江市 情報・通信 委託 広報撮影記録写真データ化業務

狛江市と市民の共有財産である広報記録写真を電子化することに
よって、資料の保存と活用を促進し、将来にわたって地域住民への
知的資源の確保を目的として、狛江市が所有している広報記録写真
ネガを保存のため電子化を行い、データベースとして活用を促進す
る。

9

狛江市 情報・通信 委託 市政情報整備業務委託

公文書管理法施行に伴い、文書管理を更に徹底するため、福祉保健
部の文書について、重点的にフォルダ内の文書単位で突合作業を行
い、文書管理システムへの登録作業を行う。合わせて、主管課から
書庫への移管対象文書の移管作業及び移管登録作業並びに廃棄対象
文書の廃棄作業及び廃棄登録作業を行う。

6

狛江市 情報・通信 直接実施 現況図（公図）転写業務

新しく現況図を作成するため、記載されている表示登記に伴う分合
筆の修正、屋形区画数・画地・公衆用道路等、その他記載されてい
る情報の転写を行う。その後、税総合システムでの転写内容確認作
業等を行う。

2

狛江市 情報・通信 委託
固定資産税名寄帳電子化業務委
託

法定で備付が義務付けられている土地名寄帳、家屋名寄帳及び償却
資産評価調書（以下「名寄帳等」）をデジタルデータ化し、検索及
び閲覧を簡素化、事務効率向上を図る。

5



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者
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狛江市 情報・通信 直接実施 滞納市税電話催告業務

昨今の経済危機など不安定な情勢下においても安定した市民サービ
スを提供する観点から、自主財源の確保と税負担の公平化を図るた
め、市・都民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康
保険税の滞納者に電話での納付勧奨・催告業務を行う。

4

狛江市 情報・通信 委託 財産台帳電子化事業

狛江市保有の財産に関する記録資料を一元管理するために、過去の
記録や資料を収集・整理し、また、現地調査・測量・立会い及び境
界杭の設置を行い資料と現地の状況を台帳に反映する。調査の成果
は統一様式にまとめ電子データ化することにより、施設運営所管課
の今後の活用方針等の検討や日常運営管理に活用していく。

23

狛江市 環境 委託
野川・岩戸川緑地公園等高木剪
定委託

市内を南北に横断している、旧野川跡を利用した全長2.2ｋｍのこ
の公園には、約7,500本の木々が植栽されている。四季を通じて市
民に緑が織りなす美しい眺めを提供してくれている。水路跡を利用
して作られた岩戸川緑地公園は、散策や子ども達の遊び場として市
民に親しまれている。また、供養塚児童公園、丸山児童公園は、市
内に緑を提供するとともに、子ども達の自由な遊び場として成育促
進に役立っている。
これらの公園の樹木等の良好な維持管理と育成を推進し、市内の緑
地環境等を保全するとともに公園の美観を保持していく。

40

狛江市 環境 委託 学校施設等環境保全事業
学校施設等（市立小学校６校、市立中学校４校、その他体育施設）
に附属する樹木等の良好な維持管理と育成を推進し、学校施設等の
緑地環境等を保全するとともに学校施設等の美観を保持する。

8

狛江市 教育・文化 委託
狛江の写真データベース化作業
及び郷土資料等の整理業務

写真集「写真で見る昭和の狛江」で使用した写真を中心に、今後、
散逸、消滅していくことが予想される狛江の写真をデジタル化する
とともに、書誌データを付随して図書館資料として利用できるよう
にデータベース化を図る。また、郷土資料の充実のため、都立図書
館から寄贈を受けた郷土資料等を図書館資料として受け入れるため
のデータ作成と整理を行う。

2

狛江市 介護・福祉 委託
災害時要援護者個別訪問及び名
簿等電子データ化業務

災害時要援護者名簿で申込みのあった約2,500件のうち狛江市で個
人の態様が分かる障がい者、要介護認定者等約800件を除いた約
1,700件の方々に対して避難所の啓発を兼ねて戸別訪問し、聞取調
査を行い、既存の名簿の精度を高めた上でデータベース化及びシス
テム化を行う。

5

狛江市 環境 委託 水路占有調査委託
　市内全域の法定外公共物（水路等）について、占有物件の調査を
行い、調書及び付属図を作成し、円滑な管理を行う。 43

狛江市 環境 委託 変動に伴う基準点改定測量委託
東北地方太平洋沖地震によって各級基準点が変動し、異常をきたし
た現状を把握し、基準点の再整備をするための図面作成及び測量の
実施。

15

狛江市 教育・文化 委託
市政情報整備業務委託（教育委
員会分）

公文書管理法施行に伴い、文書管理を更に徹底するため、学校教育
課等の文書については重点的にフォルダ内の文書単位で突合を行
い、また書庫については、書庫棚管理表を作成し、効率的に保管で
きる体制整備を行う。また新たに見つかった廃棄未登録文書につい
て、廃棄してあるものと保存年限を延長すべきものとを区別し、登
録作業を行う。併せて前年度までの文書オキカエ作業にて引き継ぎ
を行う文書についての配架作業を行う。

7
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狛江市 子育て 委託 児童相談記録電子データ化業務

市と子ども家庭支援センターとで児童相談内容を共有化することを
目的に、児童相談の効率化を図る。具体的には、市と子ども家庭支
援センターでそれぞれで管理している児童相談記録をデータベース
化し、一元的に管理するとともに、相互に入力、閲覧可能なシステ
ムを構築する。同時に簡単に総計処理を行えるようにすることで、
効率化を図る。

11

狛江市 環境 委託
工場・指定作業所台帳整備等業
務委託

工場の認可及び指定作業所の登録を行い、それに伴う台帳作成を
行っているが、未届出の事業所等もあるため現況調査を実施し、正
確な台帳整備を行う。また、台帳が紙媒体での保管が主体となって
いるため、正確な現状把握のため、データベース化を行う。

3

狛江市 教育・文化 委託
学齢簿及び就学援助等に関する
情報の電子データ化業務

学齢簿等システムの導入を行うとともに、現在紙ベースで管理して
いるデータのセットアップを行う。 5

狛江市 情報・通信 委託 広報こまえ電子データ化業務委託
狛江市が昭和27年から発行している広報こまえを保存のため電子化
を行い、データベースとして活用を促進する。 5

狛江市 重点分野 産業振興 委託 市内空き店舗実態調査

狛江市内の全体における空き店舗の状況及び業種の分布等を把握
し、地域活性化の基礎データとするために空き店舗の調査を実施す
る。方法としては、市内全域を調査員が回り空き店舗を把握する。
その後、市内の商業分布を把握するとともに、商店街に対しては、
商店街会長に対して更に詳細なヒアリングも実施する。あわせて、
空き店舗の物件の不動産情報も確認し情報提供（ホームページ掲
載）を行う。

5

狛江市 重点分野 観光 委託 狛江市観光マップの作成

狛江の名所旧跡や景勝地である多摩川をはじめとして、最近は「絵
手紙発祥の地－狛江」を目的に訪れる来訪者は多いと思われる。狛
江市の見所を紹介するのはもちろんのこと、より来訪者の利便性を
図り、公衆トイレやバス停、飲食店等の案内も含めた総合的な観光
マップを作成し配布するため、情報の確認、校正、制作を行う。

1

狛江市 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託

公共施設の環境設備設置指針及
びユニバーサルデザイン整備プ
ログラム作成業務委託

市内公共施設の環境設備とユニバーサルデザインの現状と課題を調
査整理し、これからの公共施設の求められる地球環境やユニバーサ
ルデザインへの対応により計画的に市民サービスの向上が図れるよ
う整備プログラムを作成する。

4

狛江市 重点分野 子育て 委託
保育園入園管理等システム新規
導入作業

認可保育園等の入園及在園管理等事務の効率化のため、平成23年度
システムを新規導入する。台帳等の整理や入所データを使ってシス
テムを検証、及び次年度の入所申請の入力等を行う。保育料等の滞
納及び現年分についても、システム移行に伴う滞納者管理等の作業
を行う。

11

狛江市 重点分野 安全・安心 委託
市立保育園安全管理補助業務委
託

改築を行う藤塚保育園の仮園舎、及びオートロック未整備の駒井保
育園の２園において、朝７：15から９：00、夕方は17：00から19：
30の送迎時間に併せ、児童の送り迎えの際の安全確保及び速やかな
受入れを図るため人員を配置する。

6
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狛江市 重点分野 子育て 委託 子育てサイト事業

子育て情報に特化した「狛江子育てネット」を、新しく構築する。
「子育てを楽しむ」をコンセプトに、子どもと楽しく遊ぶこと、健
康的な生活を送ること、育児ストレスと上手に付き合うことに対し
ての様々なアドバイスや情報を集めたサイトを目指す。また、携帯
電話にも対応できるものとする。

4

狛江市 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託 環境基本計画調査支援委託

狛江市環境基本条例の基本理念を実現するため、狛江市の環境に対
する、様々な取組みや施策を総合的かつ計画的に推進するために狛
江市環境基本計画の中間見直しを行い、改定する。
　計画の策定にあたり、現計画の現状把握・状況把握・評価に対す
る資料収集・集計、市民アンケート調査の発送準備、アンケート回
答の入力、環境に対する課題の整理等を行う。また、検討委員会等
の会議の資料や議事録作成を行う。

3

狛江市 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託

路上喫煙禁止条例策定支援業務
委託

市民参加による、地域美化の推進の観点から路上喫煙の禁止を条例
化し、美しい都市計画の形成に寄与していく。また併せて、喫煙マ
ナーアップの諸活動を行う。条例を制定させるにあたる判断材料と
して、現状の狛江駅前等の路上喫煙の実態調査を行い、制度の周知
徹底のためのＰＲ活動を行う。

13

狛江市 重点分野 安全・安心 委託 放置自転車撤去等業務
狛江駅前等の放置自転車について、景観維持の観点から自転車撤去
を通年行っているところであるが、従来の回数に上乗せして、撤
去、返還並びに警告札貼付業務を実施するものである。

7

狛江市 重点分野 安全・安心 委託 放置自転車整理等業務

放置自転車禁止区域内における自転車、原付バイクの放置防止と、
撤去のための警告札等の貼付、撤去してきた自転車、原付バイクの
保管管理と返還業務などを重厚的に行い、放置防止への意識向上を
図るために人員を雇用する。

14

狛江市 重点分野 安全・安心 委託 放置自転車見回り業務
自転車・原付バイクを放置しようとしている人への呼びかけを行
い、和泉多摩川駅・喜多見駅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。

15

狛江市 重点分野 教育・研究 直接実施 学校教育補助指導業務

小・中学校の理科教育等の充実及び効率的かつ質の高い授業の実施
を図るため、授業・校務補助や実験用備品等の整理・整頓及び準
備・片付け、教材・資料等の作成を行う補助員を各学校に１名ずつ
配置し、児童・生徒が集中して学習に取り組めるようにする。
また、小学校低学年の児童に対して学習指導、生活指導、パソコン
指導及び授業・校務補助等を行う補助員を各学校に１名ずつ配置し
て小学校低学年の児童がスムーズに学校教育に取り組めるように
し、かつ、学級集団の安定を図る。

11

狛江市 重点分野 教育・研究 委託
デジタルコンテンツ作成・活用
支援

双方向の授業展開によって、学習者同士が教えあい、学び合う「協
働教育」を実現したりするためには、デジタルコンテンツの積極的
活用が有効であると考える。今後、デジタル教科書の積極的活用法
の研究、さらには市内小・中学校に配置されたＩＣＴ機器を有効活
用するための各種設定、操作指導、ソフトの活用に係る研修や実際
の授業補助等を行う支援員を各小・中学校１名ずつ配置する。

11
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狛江市 重点分野 安全・安心 委託
舗装老朽化に伴う事故防止等道
路点検調査

狛江市管理の市道において、今後、舗装の老朽化が進む中、適切な
サービスの維持及び提供を実施する上で、効率的な予算執行、説明
責任の向上のため、舗装状況調査および道路点検の調査を行う。

5

狛江市 重点分野 教育・研究 直接実施
特別支援教育推進モデル事業受
託準備

東京都教育委員会が昨年度発表した「東京都特別支援教育推進計画
第三次実施計画」に掲げられた区市町村における「重層的な支援体
制」を整備し、「特別支援教室」モデル事業への参画するための諸
準備等を行う。

1

狛江市 重点分野 教育・研究 委託 教育要覧作成業務事業

教育委員会の年報作成に伴ない、教育委員会の組織、予算、実施事
業、学校案内等を取りまとめた冊子を作成する。
また、次年度以降は教育委員会が独自で年報を作成できるよう、作
成した冊子のデータ等の必要なものを教育委員会に提出し、効率的
に作成できる体制整備を行う。

3

狛江市 重点分野 教育・研究 委託
市内遺跡出土埋蔵文化財資料化
事業

市内の遺跡調査において出土した埋蔵文化財（出土遺物）のうち、
過去の調査で出土した未整理の遺物について、資料台帳をもとに、
今後容易に活用できるよう接合・復元作業を行うとともに、今後、
報告書の作成や市史編さんの資料として活用できるよう、実測図の
作成、写真撮影などの資料化を行う。

12

狛江市 重点分野 子育て 委託 子育て応援事業

市内の15歳までの子どもを持つ世帯に、市内の協賛店で割引等の特
典が受けられる「子育て支援カード」を配布し、当該世帯の生活を
支援するとともに、消費の拡大による市内の小売業等の活性化を図
る。

3

狛江市 重点分野
環境・エネ

ルギー
委託 緑の三角広場「花いっぱい」事業委託

狛江駅前の緑の三角地に花苗等を植栽し、水やり、雑草抜きなどの
維持管理と育成を推進し、駅前の美観を保持する。 26

東大和市 教育・文化 直接実施
永年（長期）保存文書の見直し
事業

永年（長期）保存文書の存在、不存在、文書名等の確認作業を行
う。確認した文書のデータベース化を行う。 4

東大和市 子育て 直接実施
保育料及び学童保育所育成料の
滞納者への催告を行う事業

保育料及び学童保育所育成料の収入率向上を図るため、未納者への
電話催告、訪問徴収等を行う。 2

東大和市 環境 委託
（仮称）総合福祉センター建設
予定地の樹木伐採・除草委託事
業

（仮称）総合福祉センター建設予定地を適正に管理するため、樹木
の伐採と雑草の除去を行う。除草には、植込みの選定を含んで実施
する。

4

東大和市 介護・福祉 直接実施
みのり福祉園園内整備等事業
（みのり福祉園園内整備臨時職
員の採用事業）

園内の低・中木の剪定及び除草等の園内整備を行う。 2

東大和市 環境 直接実施
狂犬病登録・接種及び未接種者
への催告を行う事業

狂犬病登録・接種及び未接種者への催告を行う。 2

東大和市 環境 委託 上仲原公園樹木剪定委託事業 上仲原公園にある樹木の剪定、伐採を行う。 18



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者

数
（人）

東大和市 環境 委託
公園等遊具点検調査及び清掃委
託事業

市内公園、こども広場の遊具等の点検を行い、施設の延命化、事故
防止を図るとともに、砂場の不純物除去等の清掃を行う。 5

東大和市 教育・文化 直接実施
学齢簿のデータベース化をする
事業

学齢簿をデータベース化するため、学校区テーブル確認の実施や各
種名簿の作成等を行う。 1

東大和市 教育・文化 直接実施
学校教材等を点検・確認・整備
する臨時職員を配置して学校教
育環境を整備する事業

市立小・中学校の、各教科・領域の備品・消耗品の点検、保管場所
の整理、学校図書館の運営支援、学校環境美化等、様々な教育活動
の効果的・効率的実施を推進するため、地域の人材を活用した教育
環境整備を図る。

30

東大和市 環境 委託
市内社会教育施設の樹木剪定を
行う事業

郷土博物館ほか８か所の樹木剪定除草を行い環境美化を図る。（郷
土博物館、郷土美術園、慶性門、旧日立航空機(株)変電所、蔵敷公
民館、狭山公民館、清水ゲートボール場、新堀ゲートボール場、奈
良橋ゲートボール場）

4

東大和市 教育・文化 委託
東大和市に関する新聞記事の
データベース作成委託事業

東大和市に関する新聞記事（朝日・読売・毎日・東京の４紙）につ
いて、記事の索引データベースを作成し、資料の活用を図る。 1

東大和市 介護・福祉 直接実施
介護保険料の滞納者への催告を
行う事業

納期限までに介護保険料を納めていない者の滞納者への催告を行う
事業 2

東大和市 重点分野 安全・安心 委託
東大和市地域防災計画修正業務
委託事業

「東大和市地域防災計画」について、平成22年、23年度の２か年で
修正作業を実施する。 2

東大和市 重点分野 教育・研究 直接実施
特別支援教育支援員を採用しＬ
Ｄ（学習障害）等の児童・生徒
の支援を行う事業

通常学級に在籍するLD（学習障害）、ADHD（多動集中力困難）等教
育上特別な支援を必要とする児童・生徒の学校生活上の介助や学習
活動の支援を行う「特別支援教育支援員」を雇用する。

12

東大和市 重点分野 教育・研究 直接実施 特別支援学級介助員の配置事業
小学校（第三・第九小学校）の特別支援学級に在籍する児童の安全
確保や支援の充実を図るため介助員を増員する。 7

清瀬市 情報・通信 委託 固定資産台帳整備 固定資産台帳整備 2

清瀬市 環境 委託 柳瀬川回廊保全事業 柳瀬川回廊保全事業 45

清瀬市 環境 委託 清瀬市道路清掃等委託
市道の管渠・集水桝・草取り・枝葉等の清掃業務に対する維持管理
を充実、拡充する。 106

清瀬市 教育・文化 委託
学校図書館蔵書データベース化
事業

市内小中学校図書館内の蔵書に所蔵登録、バーコード・背ラベル貼
付等を行いデーターベース化を図る。 18

清瀬市 環境 委託 学校施設等環境整備事業 学校施設を中心とした公共施設の除草、樹木の剪定作業 42

清瀬市 介護・福祉 直接実施
介護保険・保育料口座振替促進
員

介護保険・保育料口座振替促進員（1人） 3

清瀬市 子育て 直接実施
介護保険・保育料向上対策推進
員

介護保険・保育料向上対策推進員（1人） 3



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者

数
（人）

清瀬市 産業振興 直接実施 市民農園耕作指導員 市民農園利用者等に対する耕作指導 3

清瀬市 環境 直接実施 緑地等景観整備事業 緑地等景観整備事業 8

清瀬市 環境 直接実施 排水設備のデータ入力 排水設備のデータ入力 7

清瀬市 教育・文化 委託
清瀬市立小中学校の情報化推進
支援員の派遣事業

教職員に対し操作支援のできる人員を養成し各学校を巡回し指導す
る 1

清瀬市 環境 委託
老人いこいの家・ゲートボール
場樹木剪定及び除草

施設内の樹木選定・除草を行い環境整備を図る 4

清瀬市 介護・福祉 直接実施 災害時要援護者実態調査事業 災害時要援護者対策として対象者を把握し台帳を作成 5

清瀬市 医療 直接実施
予防接種の接種記録、がん検診
等の受診記録の整理・データー
ベース化

予防接種に係る受診記録の入力やデータ整理 3

清瀬市 教育・文化 直接実施
博物館収蔵資料の写真データ
ベース作業

清瀬市郷土博物館が所蔵する写真をデジタル化して電子画像データ
とし、これに関する情報と一本化してデータベースすることによ
り、資料の価値を高め、収蔵してある資料の劣化と損傷を防止させ
る。

6

清瀬市 情報通信 直接実施
外国人住民データ整備・仮住民
票発送等事務

外国人住民に係る住民票の作成作業 2

清瀬市 情報通信 直接実施
固定資産台帳のデータベース化
に伴う事前準備作業

固定資産台帳をデータベース化するための調査・整理を行う 1

清瀬市 子育て 委託 保育園児読み聞かせ事業 児童たちに絵本等を読み聞かせを行い健全な育成を支援する 13

清瀬市 環境 委託 保育園施設環境改善事業 施設内の樹木選定・簡易な修繕を行い施設の環境改善の整備を実施 4

清瀬市 子育て 委託 学童クラブ見守り事業
児童が降所時に児童たちの見守りを行う人員を配置し児童の安全を
向上させる 50

清瀬市 環境 委託 児童センター環境改善事業 施設の環境悪化部分の補修を行い環境改善を図る 2

清瀬市 子育て 直接実施
児童センター安心・安全見守り
事業

施設内のトラブル等危険な状況を回避するため巡回などを行う 2

清瀬市 重点分野 安全・安心 直接実施
ごみ不法投棄監視パトロール員
及びごみ分別指導員

市内約2,300箇所の集積所及び約８００箇所の資源物置場の不法投
棄監視員等 2



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者

数
（人）

清瀬市 重点分野 教育・研究 委託
清瀬・子どもと若者のための日
本語教育支援事業

外国にルーツを持つ子どもと若者の日本語学習を中心とした教育支
援およびキャリア形成支援 4

東久留米市 情報・通信 委託 固定資産台帳整備等支援事業 固定資産台帳のデータ化 4

東久留米市 治安・防災 委託 市有財産管理補助事業 市庁舎及び市有地の巡回業務 9

東久留米市 環境 直接実施
工場・指定作業場等の現況調査
事業

工場・指定作業所等の現況を調査し、管理台帳の整理及びデータ化 2

東久留米市 情報・通信 直接実施 公園台帳整備事業 紙ベースで管理されている公園台帳の整理及びデータ化 1

東久留米市 情報・通信 委託 ホームページ作成委託事業 市ホームページのデザイン変更を行い、利便性の向上を図る 1

東久留米市 環境 委託 公園遊具維持補修事業 市内公園に設置してある遊具の一斉点検、塗装業務 4

東久留米市 重点分野 教育・研究 直接実施 教育活動支援事業 学力向上支援員を増員し教育環境の向上を図る 7

東久留米市 重点分野 産業振興 委託 商店街サポート事業
商店街等が実施する事業に対して人的支援並びにPRを行い活性化を
図る 124

東久留米市 重点分野 安全・安心 委託 自転車等駐車場整理監視事業 自転車等駐車場の場内整理及び監視業務 15

武蔵村山市 介護・福祉 直接実施
生活保護制度業務運営円滑実施
事業

生活保護業務の円滑な実施を図るため各種証明書等の交付窓口を新
たに設け、窓口業務を一本化する事業 2

武蔵村山市 介護・福祉 委託 障害者就労チャレンジ事業
市民総合センターの清掃業務委託業者に障害者の雇用を義務付け、
障害者の雇用促進を図る。 12

武蔵村山市 環境 委託
野山北公園自転車道等樹木剪定
事業

自転車道の快適な環境維持とともに適正な維持管理を図るため、野
山北公園自転車道の中・低木を剪定する事業 55

武蔵村山市 環境 委託
モノレール駅等自転車駐輪場管
理・
駐輪指導事業

モノレール駅の自転車等駐車場内外の無秩序な自転車等の駐輪防止
を図るため、駐車場指導員を配置し、駐輪指導等を行う事業。 6

武蔵村山市 教育・文化 直接実施 理科室等整理補助員派遣事業
小・中学校に理科室等整理業務の補助員を派遣し、教材等の整理、
整備を図る。 6

武蔵村山市 重点分野 安全・安心 委託 交通安全施設台帳等作成事業

　市内に設置されている道路反射鏡　赤色回転灯、ブリンカーライ
ト、交差点等自発光鋲、街路灯、防犯灯等のデータ及び位置情報等
を調査し、位置情報とリンクしたデータセットアップ作業を行い、
交通安全施設台帳管理システムを構築することで、地域再生のため
の環境づくりを行う事業。

7



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者

数
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武蔵村山市 重点分野 安全・安心 委託
防災等情報管理システム整備事
業

　市内に設置されている消火栓、防火水槽、街頭消火器等のデータ
及び位置情報等を調査し、位置情報とリンクしたデータセットアッ
プ作業を行い、防災情報管理システムを構築することで、地域再生
のための環境づくりを行う事業。

8

多摩市 情報・通信 委託 学校情報化支援事業

教職員のパソコンの操作スキルの向上や教材等への情報機器の活用
方法の助言など、学校現場における教職員への支援を行う。
・市内小中学校にて、教職員への必要に応じた指導を行う。
・緊急対応要員として、緊急を要する情報処理等の操作への助言指
導を行う。

19

多摩市 教育・文化 委託
公共施設運営等業務委託事業
（学童クラブ運営業務準備委
託）

多摩市が設置した学童クラブを多摩市内の学校法人・社会福祉法人
に運営委託する。平成23年度は運営委託の準備期間として学童クラ
ブのスタッフを雇用する。

11

多摩市 教育・文化 委託 図書館資料整理等業務委託

寄贈されたCD、紙芝居、都立図書館からの受け入れ資料、多摩
ニュータウン関連資料について、目録（書誌情報）作成・登録、本
の清掃・装備を行い、またその他資料もあわせて整理し、図書館資
料の充実を図る。

4

多摩市 環境 委託
諏訪２丁目住宅マンション建替
事業に伴う廃棄物排出支援等業
務

諏訪２丁目住宅集合住宅建替事業に伴って、約６４０世帯の住民の
一斉退去が行われる。それに伴い、各家庭から排出される粗大ごみ
等の収集・運搬を円滑に行うため、受付業務・収集業務の一部を委
託すると共に、集積所の適正管理等の排出指導をおこなう。

8

多摩市 環境 委託
地上デジタルテレビ放送移行に
伴う不法投棄パトロール等業務

平成２３年７月２４日までに現行のアナログテレビ放送が終了、ア
ナログテレビの不法投棄の増加が予想されることから、パトロール
を実施し、あわせて家電リサイクル法に規定する家電４品目の回収
および処理を行う。また、パトロールに合わせ、不法投棄のパト
ロール等ごみ減量の啓発を行う。

12

多摩市 重点分野 観光 直接実施
多摩センターＰＲパンフレット
作成事業

「ハローキティにあえる街多摩センター」イメージを軸とした多摩
センター地区紹介パンフレットを作成する。 1

多摩市 重点分野 農林水産 直接実施 担い手対策研究業務委託事業
多摩市の農業の現状を踏まえた援農システムの調査・研究のため農
作業を行う。 2

稲城市 環境 委託 落ち葉清掃業務委託 市道における落ち葉清掃を行う 22

稲城市 治安・防災 委託 大丸公園駐車場管理委託 大丸公園駐車場の管理を行う 7

稲城市 環境 委託 樹林地整備及び樹木剪定等委託
市立公園、市立保育園(２園)、保健センター、文化センターにある
樹木の剪定・伐採等を行う 16

稲城市 環境 委託 小中学校側溝清掃事業 市内小・中学校の側溝清掃を行う 13



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者
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稲城市 教育・文化 委託
長峰地区ブックポスト巡回委託
事業

長峰地区にあるブックポストの回収を行う 4

稲城市 教育・文化 直接実施
稲城ふれあいの森散策路整備事
業

稲城ふれあいの森の散策路を整備する 2

稲城市 教育・文化 直接実施 国民体育大会等準備事業 東京国体に向けたＰＲ・実行委員会の企画運営事務等を行う 1

稲城市 環境 委託
資源回収ステ－ション管理台帳
整備事業

資源回収ｽﾃｰｼｮﾝ管理台帳の整備を行う 7

稲城市 観光 直接実施
市制施行40周年記念事業
（記念住民票）

市制施行40周年記念事業として記念住民票の発行を行う 1

稲城市 重点分野 観光 委託 市内観光案内地図作成委託 観光散策マップを作成し、市内の観光資源の情報発信等を行う 1

稲城市 重点分野 観光 委託 大河原邦男氏作品展開催委託
地域活性化に資する事業として市内在住の大河原邦男氏作品展を開
催する 26

稲城市 震災対応 直接実施 東日本大震災被災者雇用事業 被災者のみを対象とした専務的非常勤職員を雇用する 5

羽村市 環境 委託 市内公園高木剪定事業
市内公園の高木について剪定作業を行い近隣の日照等の生活環境の
整備を行うもの。 11

羽村市 環境 直接実施 公共施設特別清掃作業事業 公共施設及び学校施設における特別清掃作業を実施するもの。 3

羽村市 教育・文化 直接実施 出土文化財整理作業
出土文化財整理事務所において保管されている出土文化財の再整
理。 2

羽村市 環境 直接実施
宮の下運動公園グラウンド除
草・整地作業

市営宮の下運動公園グランドの集中的な除草・整地作業を実施する
もの。 3

羽村市 環境 直接実施 社会教育施設等除草事業 市内の社会教育施設等の集中的な除草作業を実施するもの。 2

羽村市 情報通信 直接実施
庁内及び公共施設内台帳整備等
事業

　市役所内及び市内公共施設内で未整備となっている、台帳類、帳
票類、資料類等の整備等を緊急的に実施するとともに、人員が不足
しており電子データ化ができずいる台帳類等の保存を目的とした入
力作業を行う等の事務を行うもの。

5

羽村市 教育文化 直接実施 学校施設台帳整備事業
　現在、紙ベースで管理している学校施設台帳について、汎用CAD
ソフトを使用し、電子データ化を行うもの。 1



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者

数
（人）

あきる野市 治安・防災 委託 消防水利台帳実態調査業務委託
市が管理する消防水利の実態調査を実施し、調査で得た情報を資
料・データ化する。 7

あきる野市 介護・福祉 委託
高齢者雇用支援事業①　学習等
供用施設等維持管理

高齢者の生活を支援するため、市内学習等供用施設等の点検及び簡
易的な補修、並びに施設周辺の植木の手入れ等の業務を委託する。 11

あきる野市 介護・福祉 委託
高齢者雇用支援事業②　市立公
園維持管理

高齢者の生活を支援するため、市立公園維持管理業務を委託する。 45

あきる野市 環境 委託 道路除草等維持事業
道路通行者の安全を確保するため、通行上支障となる法面等の雑木
や除草作業を行う。 34

あきる野市 教育・文化 委託 石造物調査
市内に残る石仏などの石造物を調査し、有形民俗文化財の基礎デー
タを整備して報告書を作成する。 15

あきる野市 教育・文化 直接実施 図書館開架資料ICタグ添付作業
書架に並ぶ約25,000冊の資料にICタグを貼り、システム上への登録
を行なう。 1

あきる野市 教育・文化 委託 屋外体育施設管理・整備事業
市内屋外体育施設の草取り、低木伐採、落葉掃き、駐車場整理及び
側溝清掃等 17

あきる野市 農林漁業 委託 林道・散策路維持管理事業
林道及び散策路の維持管理（草刈等）を行い、景観と安全性の確保
を図る。 7

あきる野市 医療 直接実施 がん検診台帳作成 過去及び現年度のがん検診受診状況及び検診結果の入力 2

あきる野市 介護・福祉 委託
高齢者雇用支援事業③　五日市
出張所清掃

高齢者の生活を支援するため、五日市出張所施設の清掃業務を委託
する。 3

あきる野市 介護・福祉 委託
高齢者雇用支援事業④　五日市
出張所剪定・除草

高齢者の生活を支援するため、五日市出張所施設の剪定・除草業務
を委託する。 7

あきる野市 介護・福祉 委託
高齢者雇用支援事業⑤　自転車
等駐車場管理事業

高齢者の生活を支援するため、市内５駅の自転車等駐車場をより健
全に利用できるよう、防犯パトロール等の業務を委託する。 34



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者

数
（人）

あきる野市 情報通信 直接実施 国際化推進事業
市の情報発信力の強化を図るとともに、在住外国人に対する支援と
して、行政刊行物の英訳化等を進める。 2

あきる野市 環境 直接実施
地球温暖化対策地方公共団体実
行計画（区域施策編）策定事業

地球温暖化対策の推進のため、市町村の努力義務となっている地球
温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）を策定する。 2

あきる野市 治安・防災 委託 防犯灯等管理台帳整理事業
現地踏査による防犯灯等の現状把握、台帳（データ）の整理などを
行う。 26

あきる野市 環境 直接実施 工事関連資料整理事業 下水道工事の資料の点検、確認作業などを行う。 2

あきる野市 教育・文化 委託 五日市郷土館古文書整備事業
市が収蔵する江戸時代の貴重な古文書等の資料をマイクロフィルム
に複写し、資料を整備する。 6

あきる野市 教育・文化 委託
五日市郷土館民具資料等整理事
業

文化財の基礎データの整備を目的に、五日市郷土館で収蔵している
民具や書籍などをデジタル化する。 11

あきる野市 介護・福祉 委託
高齢者雇用支援事業⑥　いきい
きセンター屋外体育施設維持管
理事業

シルバー人材センターの活性化を図るため、いきいきセンターの維
持管理業務を行う。 7

あきる野市 教育・文化 委託 五日市図書館蔵書資料整理事業 五日市図書館所蔵の資料の整理などを行う。 5

あきる野市 介護・福祉 委託
高齢者雇用支援事業⑦　テレビ
共同受診施設調査事業

テレビ共同受信施設の引込線を保有する家屋のうち、使用実態が不
明な家屋について調査を行う。 3

あきる野市 治安・防災 直接実施
防災・安心まちづくり地域活動
支援事業

防災に関する専門的な研修を受けた者等を防災リーダーとして認
定・登録する事業を行う。 1

あきる野市 観光 直接実施 五日市物語展示事業
地域活性化を目的に、映画「五日市物語」に関する展示やＤＶＤ上
映を行う。 4

あきる野市 教育・文化 委託 五日市郷土館収蔵資料整備事業
市が収蔵する古文書等資料の整理を行い、目録を作成することで、
より幅広い活用が可能な資料として整備する。 9

あきる野市 教育・文化 委託 写真資料整備事業
市が収蔵するポジフィルム等を電子データ化し、資料の劣化を防ぐ
とともに、より幅広い活用が可能な資料として整備する。 8



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者

数
（人）

あきる野市 介護・福祉 委託
高齢者雇用支援事業⑧　災害用
井戸水調査事業

災害時における生活用水の確保に向け、市内にある井戸の現状を把
握するため、現地確認の業務を行う。 4

あきる野市 重点分野 観光 委託 軍道紙販売促進事業 軍道紙の販路拡大を図るため、営業販売員を雇用する。 1

あきる野市 震災対応 その他 直接実施 放射性物質検査事業
消費者庁等から貸与される検査機器を活用し、市内小中学校等の給
食に用いられる食品等の検査を行う。 2

西東京市 情報・通信 委託 書庫内文書管理改善事業
　西東京市役所保谷庁舎にある書庫内の保存文書の管理体制を構築
し、及び改善する。 6

西東京市 教育・文化 委託
多文化共生センター運営委託事
業

  多文化共生の推進を図るために、外国人に関する簡易な相談、外
国人支援を行う活動先の紹介、多言語での情報提供を行う。また、
円滑な事業実施のために多文化共生センターの維持管理を行う。

8

西東京市 治安・防災 委託 防犯パトロール事業

　だれもが安心して暮らすことができる犯罪のない安全なまちをつ
くることを目的に、青色回転灯装備のパトロール車両により、学校
や公園をはじめとする公共施設などを含めた市内全域を青色防犯パ
トロールすることで、各種犯罪発生の防止や子どもに対する犯罪予
防の推進を図る。

4

西東京市 介護・福祉 直接実施 生活保護制度円滑実施支援事業

  最近の雇用情勢の悪化によって、生活保護受給者は増加傾向を示
しており、今後も一層その傾向が続くことが見込まれる。これに伴
う福祉事務所における生活保護の円滑実施を補助する為の臨時職員
を雇い上げる。

4

西東京市 農林漁業 直接実施
農業振興対策事業に対する支援
事業

東京都の補助事業「都市と農業が共生するまちづくり事業」におけ
る施設整備事業をはじめ、市民農園の増設などに伴う大幅な事務量
増加が見込まれるため、臨時職員を雇い入れる。

2

西東京市 治安・防災 委託 既設雨水管台帳整備事業   市内の浸水箇所の解消を図るため、既設雨水管台帳を整備する。 10

日の出町 農林漁業 委託
（仮）野鳥の森・こども自然公
園景観再生事業

平井・川北地区町有林の草刈及び支障木の整理、枯死木の除去によ
る森林景観の向上・保全、散策道の整備 20

日の出町 治安・防災 委託 青色安全安心パトロール事業
青色回転灯を装備した車両による防犯・交通安全パトロール及び不
法投棄監視、片付作業 4

日の出町 環境 委託
町有地等の草刈及び維持管理事
業

町有地等の草刈作業、低木等の剪定及び維持管理 26

奥多摩町 環境 委託 町道、農林道の清掃・美化事業 管内一円の管理道路（町道、農林道）の清掃及び美化事業を図る。 3

檜原村 環境 委託 道路等環境美化対策推進事業
林道不法投棄防止対策、交通安全対策並びに環境美化の推進を図る
ため、村内の村道及び林道周辺の除草、伐採作業等を行う。 4
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檜原村 観光 委託
森林渓流美化及び観光散策路整
備事業

　村内の山林及び渓流沿いの雪害等による倒木や被害木の整理、森
林内に不法投棄された廃棄物等の処理、その他渓流の美化・災害防
止策に関する業務及びこれまで整備されていなかった観光散策路を
整備し、景観と安全の確保を図る。

10

檜原村 人材育成 介護 委託 介護職員雇用促進事業

　村内の介護福祉施設において、介護関係の実務経験の少ない有資
格者や介護関係の職務を希望する失業者などを新規で雇用し、理学
療法士を講師に迎え、実務経験を付与し今後のリハビリ担当業務を
中心とした介護福祉の強化を図りつつ、重点分野である介護関係の
人材を育成し、正規雇用につなげていく。

4

大島町 環境 委託 地域美化対策事業
昨年、関東地方初の日本ジオパークに認定されたが、観光ルート等
の清掃まで実施出来ない状況である。このため、規模を拡大して路
上清掃及び枝打ち等を実施し、環境美化を図る。

4

大島町 環境 委託 桜公園景観回復事業
乳牛の減少のため使用していない町営牧場を整備し、景観の向上保
全を図る。 7

大島町 農林漁業 委託 農業用水施設保全事業
農業用水施設の周辺及び管理道路の刈り払いを実施し、景観の向上
保全を図る。 6

大島町 農林漁業 委託 松林復活再生事業

松喰い虫により枯死した松林にボランティアで苗の植樹をし下刈を
実施してきたが、ボランティアの不足から、下刈の見実施部分や順
調な育成のための間伐が出来ずにいる。そのため、植樹全体の下
刈・間伐を実施松林の再生を図る。

6

大島町 農林漁業 委託 大島町営牧場整備事業
旧不燃物捨場の緑化推進事業として、雑木・雑草等の伐採を行い桜
公園として、整備を行い良好な景観を図る。 9

大島町 環境 委託
景観回復事業（あじさいレイン
ボーライン刈込委託事業）

あじさいレンボーラインの道路両脇のあじさい植栽部分を除草、伐
採を行うとともに、あじさいの刈込を行うことにより、良好な景観
を形成し、利用者や観光客へのイメージアップを図る。

6

大島町 環境 委託 景観美化事業
町道に隣接する伊豆七島や伊豆大島が一望できる景観スポット等の
整備を進め景観を損ねている木々の枝打ち、転落防止柵の新調等を
し、名所として、活用し観光客へのイメージアップを図る。

7

大島町 農林漁業 委託 海面パトロール及び海岸清掃
海面利用についてのトラブルを未然に防ぐため、ダイビングや手銛
の最盛期に漁協にパトロールを行ってもらう。あわせて、海岸の漂
着ごみのひどいところの清掃を行海岸美化に努める。

21

大島町 環境 委託 景観美化事業(ジオサイト)

この道路の沿線上には、伊豆大島ジオサイト指定場所やヘリポー
ト、さらには東京都で管理しているトウシキキャンプ場が位置して
おり、特にキャンプ場は年間を通し利用者も多く、利島・新島など
伊豆七島の島々が一望できる観光スポットの一つである。しかし、
利用頻度に比べ道路清掃などの整備が行き届かず、観光地としての
存在感を失いつつあるため、規模を拡大し清掃や枝打ちなどを実施
し、景観美化を図る。

6
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大島町 環境 委託 地域美化対策事業(迂回道路)

この道路は、都道２０８号大島循環線の迂回道路として、差木地よ
り間伏地区まで通ずる道で、近年の住宅需要により通学路として整
備されているが、歩道がなく一部では路肩の草木により正規の幅員
が確保されていない状況である。また、沿線上には数十メートルに
渡る椿並木もあり、イベント等のハイキングコースにもなってい
る。以上のことから路肩付近の伐採や生い茂る樹木の枝打ちを実施
し、地域の環境美化に努める。

6

大島町 教育・文化 委託 大島町地域センター整備事業

小学校の廃校後、地域センターとして利用している。地域のボラン
ティア等で地域センター、周辺の草刈を行なってきたが、ベラン
ティアの不足、面積の大きさなどにより、荒れてきてしまってい
る。草刈整備し、地域住民が快適に使用できるよう又、地域の子ど
もたちが安全に使用することができるよう、地域センター５ヶ所の
整備を実施し安全の確保、景観の向上・保全を図る。

5

新島村 教育・文化 直接実施 古文書整理事業
島役所資料などの多くの古文書の整理・分類などを担当する臨時職
員を雇用する。 6

新島村 教育・文化 直接実施 新島村博物館臨時職員雇用事業
新島村博物館において、館内案内や簡易事務などを担当する職員を
臨時に雇用する。 1

新島村 環境 委託 村内道路清掃事業
村内道路の清掃を実施するため、シルバー人材センターに委託し、
失業者を雇用する 4

新島村 教育・文化 直接実施
住民センター図書室蔵書データ
打込作業

住民センター図書室の蔵書を電子データ化するに当たり、その打込
み作業に従事する失業者を雇用する。 4

新島村 人材育成 介護 委託
新島村介護福祉職員緊急雇用・
育成事業

介護施設に委託し、失業者を対象に介護福祉人材育成事業を実施
し、人材の育成、雇用の確保に繋げ、正規雇用の道筋をつくってい
く。

11

神津島村 環境 直接実施 緊急雇用創出事業
緊急雇用創出事業。垣根の整備、道端の草刈・清掃、見晴台等の改
善などを行う。 180

神津島村 観光 直接実施 温泉保養センター清掃事業 村営温泉保養センターにおける、清掃作業員を２人雇用する。 3

神津島村 産業振興 直接実施 イベント対策事業
夏季等のイベントを円滑に遂行するため、３人雇用する。(イベン
ト作業補助要員） 3

神津島村 子育て 直接実施 保育園補助員 神津島村立はまゆう保育園の保育補助を雇用する。 10

神津島村 農林漁業 直接実施 農業育成事業
苗の植え方や種の蒔き方の指導、害虫対策講座等の農業基礎を指導
し、神津島村における農業振興を推進する。 1



所管 重点分野 重点分野 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者

数
（人）

神津島村 産業振興 直接実施 産業観光推進事業 観光来島者数の統計や、漁獲高等の集計するために１名雇用する。 1

神津島村 重点分野 農林水産 委託 農作物展示PR事業 神津島産の農作物を島外に展示・PRする。 1

三宅村 環境 委託 海岸美化清掃事業
定置網設置沿岸及びダイビングスポット、漁場付帯海岸線美化清掃
並びに漁場及び簡易道路等の早急整備 5

三宅村 情報通信 委託 IP告知端末説明員 三宅村情報通信基盤整備事業「IP告知端末」説明員 1

八丈町 観光 委託 観光産業活性化事業
観光施設や観光散策路の除草、草刈り等を行い、八丈島のイメージ
アップとともに、観光産業の活性化を図る。 5

東京都六市
競艇事業組

合
情報・通信 直接実施 例規集データ化事業 東京都六市競艇事業組合例規集のデータ化 1

全都 臨時職員の雇用に要する経費 754


