
【東京都実施分】

所　管 事　業 分　野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用
者数（人）

総務局 震災対応 臨時職員 直接実施
被災地支援岩手県事務所における被災地
支援事務

東京都が岩手県盛岡市内に開設した東京都被災地支援岩手県事務所において、被災自
治体との連絡調整、同県内の被災・復興状況の調査、支援状況に係る報告書の作成など、
東日本大震災に係る被災地支援事務を実施する。

1

総務局 震災対応 臨時職員 直接実施
被災地支援福島県事務所における被災地
支援事務

東京都が福島県福島市内に開設した東京都被災地支援福島県事務所において、被災自
治体との連絡調整、同県内の被災・復興状況の調査、支援状況に係る報告書の作成など、
東日本大震災に係る被災地支援事務を実施する。

1

産業労働局 重点分野 農林水産 委託 森林整備のための地域人材育成事業

本事業は、林業労働力の確保を図るため、林業従事者としての知識、技術を習得させる基
本技術研修（森林計画とGIS技術、森林測量、労働安全衛生に関すること）、専門技術研修
（作業道開設、集材技術等に関すること）及び林業事業体における実務経験実習を実施す
る。

2 

産業労働局 重点分野 未就職者対象事業 委託 若年者緊急就職サポート事業
29歳以下で既卒の若年求職者を対象に、研修及び紹介予定派遣制度を活用した就労体験
をセットにしたプログラムを実施することで、都内中小企業への正社員就職を支援する。

1639

産業労働局 起業支援 情報通信業 委託
中小企業海外向けウェブサイト作成支援事
業

海外と取引を望む都内中小企業に対して、企業情報や製品・技術情報を世界に発信するた
めの外国語版ウェブサイトの構築支援等を実施する。

6 

産業労働局 起業支援
学術研究、専門・
技術サービス業

委託
大学生インターンシップ促進プロジェクト準
備事業

平成２６年度に実施予定の「大学生インターンシップ促進プロジェクト」に向けて、大学との協
力体制の確保や、効果的なマッチングの仕組みの構築等、プロジェクト実施に必要な準備
を行う。

14 

産業労働局 起業支援
学術研究、専門・
技術サービス業

委託
高齢者の多様な働き方事例集作成業務委
託

起業やＮＰＯ法人での雇用等、多様な働き方を実現している高齢者の事例を収集し、現在
実施している都の高齢者雇用就業支援事業での活用を図ることで、高齢期を迎えた労働者
が定年退職後を見据えた様々な働き方を考え、選択できる機会を提供する。

2 

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。

13 

教育庁 起業支援
学術研究、専門・
技術サービス業

委託
成績処理推奨ファイル改修及び運用支援
事業

指導要録電子化に伴い開発した成績処理推奨ファイルをTAIMSのOS及びセキュリティソフト
ウェア(fogos)の更新等に合わせて改修及び動作検証するとともに、外部支援人材を全ての
都立学校に定期的に派遣し、各学校における運用支援を行う。

87

福祉保健局 重点分野 介護 委託 介護雇用プログラム事業
離職者等を有期雇用契約労働者として雇用のうえ、介護施設等における介護労働に従事さ
せながら、雇用期間中の勤務の一部として介護職員初任者研修を受講させる。

223 

福祉保健局 重点分野 介護 委託 たんの吸引等研修代替要員確保事業
都内事業所が所属介護職員を資質向上のための研修に参加させる際、福祉介護に興味の
ある失業者を雇用し、当該現任介護職員の代替職員として派遣することで雇用創出を図る。

94 

緊急雇用創出事業実績一覧（平成25年度）
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所　管 事　業 分　野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用
者数（人）

福祉保健局 重点分野 子育て 委託 ひとり親家庭に育つ子どもの状況調査
ひとり親家庭自立支援計画（第３期）の参考資料とし、今後の施策に資するため、ひとり親家
庭の親子の状況を調査し、報告書としてまとめる。

5 

青少年・治安対策
本部

重点分野 安全・安心 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小学校周辺、通学路、住宅街、公園、駅周辺及び商店街
等において、青色防犯パトロールを実施する。

48 

警視庁 起業支援 その他 委託 犯罪防止パトロール業務
都内の犯罪抑止対策をより効果的に推進するため、警備業者に防犯パトロールを委託し、
各種犯罪の防止を図ろうとするもの。

468 

【区市町村実施分】

所　管 事　業 分　野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用
者数（人）

中央区 重点分野 未就職者対象事業 委託 未就職学卒者等の就労支援事業
区内在住の未就職学卒者等を対象に、社会人としての基礎力を養う研修を実施した上で、
紹介予定派遣制度を活用して、区内事業所をもつ中小企業での就労体験を行い,事業終了
後には正社員となることを目指す。

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することに
より、食の安全確保を図る。

8

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

港区 重点分野 介護 委託 港区介護雇用プログラム事業
区内訪問介護事業所において、離職者等を有期雇用契約の職員として新規に雇用するとと
もに、その職員に介護資格取得のための養成講座を受講させることで、区内訪問介護事業
所における雇用・就業機会を創出します。

5

港区 震災対応 臨時職員 直接実施
東日本大震災避難者・被災者の非常勤職
員雇用

東日本大震災に伴う避難者・被災者を非常勤職員として雇用することにより、生活支援をし
ます。

18

新宿区 重点分野 地域社会雇用 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

20

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

13

新宿区 起業支援 その他 委託 中小企業経営力強化事業
区内中小企業者の経営力の強化を図るため、営業代行業務、販路拡大業務、その他売上
拡大につながる活動、コスト改善に関する事業等により経営支援を行い、区内の安定的な
雇用の受け皿を創出する。

11
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所　管 事　業 分　野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用
者数（人）

文京区 重点分野 地域社会雇用 委託 高齢者パソコン支援事業
地域活動センターの立ち寄りコーナーに、ＰＣの操作方法（ワンポイント）やインターネット等
の利用方法を教えるインストラクターを配置し、高齢者向に指導や教室を実施する。

7

文京区 重点分野 介護 委託
介護職員初任者研修資格取得支援及び介
護事業者への紹介予定派遣事業

介護分野で働きたいと考えている失業者を区内の介護事業所に紹介予定派遣し、就業しな
がら介護職員初任者研修資格を取得させる。派遣期間終了後の継続雇用に繋げることで介
護分野での雇用を創出し、介護人材を育成・確保する。

13

文京区 重点分野 安全・安心 委託 細街路整備現況調査
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。

2

文京区 重点分野 安全・安心 委託
文京区耐震改修促進事業の普及・啓発およ
び老朽家屋の調査委託

耐震改修等を促進するために、戸別訪問を実施し、建築物の所有者等に向けて耐震改修
や助成制度等の普及・啓発を行うとともに、老朽家屋調査を実施する。

9

文京区 震災対応 臨時職員 直接実施 臨時職員等の雇用
レセプト点検や現金給付に対する点検を強化するとともに、必要に応じて被保険者や医療
機関等に医療費適正化の啓発を図るため、国民健康保険に関する事務を補助する。

1

文京区 震災対応 臨時職員 直接実施 臨時職員等の雇用
用途地域等、都市計画に関する問い合わせに加え、絶対高さ制限の導入に伴い、問い合
わせ件数が増加していることから、都市計画に関連する問い合わせ等の事務を補助する。

1

台東区 重点分野 介護 直接実施 総合相談窓口

平成25年度以降の高齢福祉課総合相談・地域支援担当に地域包括支援センターに必須で
ある三職種（保健師または看護師、社会福祉士及び主任介護支援専門員）の専門職を配置
することにより、在宅高齢者やその家族に対して、認知症、権利擁護及び虐待等に関する在
宅介護の相談及び生活支援を強化するとともに、地域包括支援センターの統括機能を高
め、地域包括支援センター職員の人材育成を行う。

1

台東区 重点分野 安全・安心 委託 空き家実態把握調査
管理不全により住環境を悪化させる空き家の発生を抑制し、空き家の利活用を図るための
検討資料として、空き家実態調査を行う。

9

台東区 重点分野 子育て 直接実施 保育園に対する特別支援教育支援員配置
特別な配慮を要する幼児が安全安心な環境で教育・保育を受けられるよう、保育園に対し
特別支援教育支援員を非常勤職員として配置する。

86

台東区 震災対応 臨時職員 直接実施 環境測定
区内の空間放射線の定点測定及び巡回測定を行う。また、測定結果をもとに、ホームペー
ジや広報、統計資料等の作成を行う。

1

台東区 震災対応 臨時職員 直接実施 給食等検査
区内の学校・保育園等の給食および食材の放射性物質検査を行う。また、学校等で栽培し
ている野菜等についても必要に応じて検査を行う。

1

墨田区 重点分野 安全・安心 委託 東京スカイツリー周辺地区警備委託事業

東京スカイツリー開業後、特に土・日・祝祭日は周辺地区が観光客で賑わい、自転車や乗
用車と交錯したり、車道に飛び出すなどの危険行為が発生している。そのため、橋や道路上
の交通整理や危険行為への注意喚起等の特別警備を行い、住民と来街者の安全を確保す
る。

1
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所　管 事　業 分　野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用
者数（人）

墨田区 重点分野 環境・エネルギー 委託
墨田区路上喫煙等禁止推進地区パトロー
ル事業

墨田区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実施し、路上喫
煙に対する啓蒙・啓発の更なる促進や、環境美化の強化及び観光イメージの向上を図る。

6

墨田区 重点分野 安全・安心 委託 おしなり公園固定警備委託事業
墨田区立おしなり公園のおしなり橋周辺において公園・道路の不適正利用等に対する注意
指導業務を行う。

2

江東区 重点分野 産業振興 委託 中小企業若者就労マッチング事業
未就職の若者にビジネス研修と採用予定のある中小企業での就業実習の機会を提供し、就
職にむすびつけるとともに、中小企業の若手人材確保を支援する。

40

江東区 震災対応 臨時職員 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、臨時職員を雇用する 14

江東区 起業支援 医療・福祉 委託 福祉・介護分野の人材確保支援事業
介護職等の人材を確保するとともに、失業者の雇用・定着に向けた支援を行う。福祉サービ
スの仕事に関心をもつ意欲ある者を一定期間雇用し、質の高い職員を育成する。

2

品川区 重点分野 教育・研究 直接実施
品川区近現代史料整理・データベース構築
事業

区史編さんのために集められた、区内撮影写真（約1千点）、昭和50年都区制度改革時の行
政資料等（数百点）、区内配布の新聞折込広告（総数：約3万点、実数：約1万点）など、未整
理の品川区近現代史料を整理・補修し、データベースを構築する。

2

品川区 重点分野 産業振興 直接実施 就業相談事業
キャリアカウンセラーの資格を持つなど、雇用・就業に関する知識と経験を有するが雇用され
ていない者を就業相談員（専門非常勤職員）として任用し、求職者や区内中小企業経営者
に対する雇用･就業相談を実施する。

1

品川区 重点分野 産業振興 委託 若者就業体験事業
就業意欲がありながら正規雇用されていない若年者を受託事業者が新規に雇用し、ビジネ
スマナー等の研修を実施のうえ、区内中小企業に紹介予定派遣を行い、派遣先で就業体
験を行う。

36

目黒区 震災対応 臨時職員 直接実施 特別区民税電話催告等運営管理
特別区民税の電話催告・納付案内等の事業を実施し、特別区民税等の収入確保を図るた
め。

10

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総合的な放課後対策事業である「新ＢＯＰ事業」において学童クラブ
大規模化への対応と配慮を要する児童への対応のために指導員の増員を図り、利用児童
の安全性を高めるとともに保護者の就労を支援する。

66

渋谷区 重点分野 産業振興 委託 特別区税等収納窓口等業務委託
住民税等の収納窓口受付業務、データ入力業務、口座振替業務、過誤納等還付・充当業
務を民間委託し失業者雇用の拡大を図る。

17

渋谷区 震災対応 環境 委託 事業系ごみ排出指導事業
区内の事業系ごみの不適正排出が目立つエリアにおいて、区が収集する事業系ごみの適
正排出指導を行うとともに、規則、要綱の改正を周知、啓発し、業者収集への移行を促進す
る。

10

4



所　管 事　業 分　野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用
者数（人）

渋谷区 起業支援 その他 委託 廃棄物適正排出指導事業

渋谷区は平成26年度不燃ごみ収集回数を月2回から月1回に変更する。事前周知のため、
18,000か所ある集積所の看板の修正やパンフレット配付等が必要となる。また実施にあたっ
て各集積所の適正な運用を促す必要があり、不燃の日以外に不適正に排出されている集
積所や頻繁に不法投棄されている集積所の監視・指導を行う。

5

中野区 震災対応 臨時職員 直接実施
生活保護受給者の資産調査事務等補助
（平成２５年度分）

生活保護受給者の資産調査（照会）等の事務補助 2

中野区 起業支援 情報通信業 委託 区内重点産業の創出等促進事業
区が開設する産業振興拠点の機能を強化するため、区内事業所の基本情報に加えて、経
営上の強み・弱み、区内市場や起業創業等の支援に資する情報等を収集し、データベース
の構築等を通じて拠点での事業展開に有効に活用できるよう整備する。

25

中野区 起業支援 その他 委託 観光資源の発掘・開発等事業
地域資源の観光商品化に向けた情報収集や実態調査及び必要な案内・説明表示の設置
と、それらを集約した観光パンフレットの製作等、観光資源の発掘・開発を行う。

20

杉並区 重点分野 教育・研究 直接実施
特別支援教育の充実①（特別支援学級介
助員）

区立小・中学校の特別支援学級において、児童生徒の安全管理と介助を確保するため、介
助員を雇用し各学級へ配置しているが、介助員の需要は年々増加している。そのため、介
助員を増員し、児童生徒１人１人へのきめ細やかな配慮の充実を図る。

4

杉並区 重点分野 教育・研究 直接実施 特別支援教育の充実②（通常学級支援員）

区立小・中学校の通常学級に在籍している身体障害児の介助や、発達障害等の児童生徒
への集団適応を図るため、通常学級支援員を配置しているが、その需要は年々増してきて
いる。通常学級支援員を増員して、児童生徒１人１人が安全で健やかな学校生活を送るた
めの支援の充実を図る。

1

杉並区 震災対応 教育・研究 委託 電子教科書利活用等支援
区内で導入されている電子教科書教材等の活用促進をはかるべく、「サポータ」を新たに配
置し、児童生徒への“分かる授業”の実現に向けた準備、機器環境の整備、授業中の操作
補助等の支援を行う。

6

杉並区 起業支援 その他 委託
杉並区内道路ネットワーク整備のための道
路調査及び指定道路調書作成業務委託

区内約390kmの私道等について空中撮影及び現地調査等により、区道約670kmと併せた区
内道路網を整備するための基礎情報を収集する。また、調査結果に基づき建築基準法によ
る指定道路調書の基礎資料の作成を行う。

26

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カーにより区内の防犯パトロールを実施する。 8

豊島区 重点分野 環境・エネルギー 委託 路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール 区内全域において条例違反者に直接注意・指導を行うパトロールを実施する。 7

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
カラスの活動時間である早朝より集積所のパトロールを行い、散乱被害の目立つ集積所に
ついて被害写真等の記録を残した上、袋の詰め替え作業を行う。

7

豊島区 重点分野 環境・エネルギー 委託 資源持ち去り防止対策事業
集積所及び集団回収拠点等の巡回を行い、持ち去りの状況についての情報（個人名、行為
車両番号、団体・会社名、日時、場所等）を収集する。悪質な持ち去り行為を行う者に対して
注意・指導を行う。

7

5



所　管 事　業 分　野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用
者数（人）

豊島区 重点分野 教育・研究 委託 ＩＣＴ支援事業
区立小学校に整備されているＩＣＴ機器や教育コンテンツ等を利用した授業ノウハウを学校
に導入し、学習効果の高い授業を実現するため、授業、学校活動、校務等のコンピュータの
活用支援並びに機器・ソフトウェアの設定及び操作の説明等を行う業務委託。

5

北区 重点分野 未就職者対象事業 委託 若年未就職者等の就労体験事業
新規学卒未就職者を対象に、ビジネスマナー、ビジネススキル等の研修をしたのち、区内中
小企業で就労体験（紹介予定派遣）を提供し、体験先での直接雇用を促していく。

55

荒川区 重点分野 環境・エネルギー 委託 まちの環境美化マナーアップ業務

主に区内6駅（南千住・日暮里・西日暮里･町屋・三河島・新三河島の各駅）周辺の路上喫煙
禁止地区で、禁止啓発指導員として、路上喫煙と歩きたばこ禁止の巡回指導を行う。
また、いわゆる「ごみ屋敷」やハト等の動物への給餌などに対し、巡視を行い現状を記録す
る。

7

荒川区 震災対応 産業振興 委託
らく楽商店街事業（商店街宅配サービス等
業務委託）

商店街で買った品物を自分で持ち帰ることが困難な方のために、常駐スタッフが品物を自
宅まで配達する宅配サービスを実施する。また、商店街事務所を買い物客用の休憩スペー
スとして提供する。さらに、地元住民の参加・協力のもと、地元にちなんだ事業や大道芸人
のパフォーマンスを実施し、地域のにぎわいを創出する。

2

板橋区 重点分野 安全・安心 委託 自転車放置対策業務 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 未就職者対象事業 委託 若者就職サポート事業
高校・大学等を卒業後、正規雇用として就職ができ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。

44

板橋区 重点分野 環境・エネルギー 委託 環境経営支援事業（省エネ診断）
中小規模事業所を対象に、省エネコンサルタントを派遣し、地球温暖化防止に向けて、温室
効果ガス排出量（特に二酸化炭素）の削減に取り組んでいく。

5

練馬区 重点分野 地域社会雇用 委託 旧光が丘第七小学校総合管理業務委託
廃校となった小学校の維持管理（施設点検を含む）および校庭・体育館の開放事業におけ
る窓口受付業務、清掃業務。

4

練馬区 重点分野 医療 委託
練馬区国民健康保険窓口受付事務等業務
委託

効率的に区民サービスを向上させ、国保業務を継続的・安定的に運営するため、窓口受付
事務・電話受付事務・内部事務等の業務委託を行う。
なお、本事業の委託では、平成２６年１～３月に受託事業者に対する研修ならびに受託者が
当該業務を行うために必要な準備を行う。

44

練馬区 重点分野 介護 委託 予防接種電話窓口等業務委託 予防接種の問い合わせ対応等を行う事業 16

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
等業務委託

「練馬区地球温暖化対策住宅用設備の設置に係る補助金交付要綱」および「練馬区地球
温暖化対策事業者用設備の設置に係る補助金交付要綱」に基づき、現在実施している補
助事業における窓口等での申請受付業務および、区が実施する地球温暖化対策に関する
イベントに関する業務を行う。

4

足立区 重点分野 安全・安心 委託 駅周辺地域防犯・美化推進パトロール事業
北綾瀬駅、綾瀬駅、五反野駅、梅島駅、西新井駅、竹ノ塚駅周辺地区の防犯対策及び犯
罪を未然に抑止する目的で、警備員による巡回警備を行う。併せて美化活動及び美化推進
啓発も行う。

31

6



所　管 事　業 分　野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用
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足立区 重点分野 環境・エネルギー 委託 迷惑喫煙防止マナーアップパトロール委託
主要６駅以外の区内駅周辺において、歩行喫煙等の迷惑喫煙者や、吸い殻等ごみのポイ
捨てに対して注意・指導パトロールを行い、迷惑喫煙防止等区内のマナーアップを図る。

3

足立区 重点分野 地域社会雇用 委託 就職支援集中プログラム事業
新卒高校生を対象とした、面接会での成功率を上げるための支援プログラム及び合同就職
面接会を行う。

2

足立区 重点分野 地域社会雇用 委託 若者正社員サポートプログラム事業
２９歳以下の若者に対し、意識啓発とスキルアップを図るための研修と、紹介予定派遣によ
る職場実習を経て、正規雇用につなげていくプログラムを実施する。

31

足立区 重点分野 介護 委託 介護人材雇用創出事業
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 資源持去り防止パトロール委託 ごみの不法投棄と資源持ち去りの抑制を図るため、足立区内全域のパトロールを実施する。 4

足立区 重点分野 環境・エネルギー 委託 綾瀬駅周辺放置自転車対策強化事業
綾瀬駅周辺の放置自転車対策(街頭活動、放置自転車撤去)を実施し、区民意識の啓発と
放置自転車数の減少に取り組む。

10

足立区 重点分野 環境・エネルギー 委託
北千住・五反野駅周辺放置自転車対策強
化事業

北千住・五反野駅周辺の放置自転車対策(街頭活動、放置自転車撤去)を実施し、区民意
識の啓発と放置自転車数の減少に取り組む。

20

足立区 重点分野 環境・エネルギー 委託
竹ノ塚・西新井駅周辺放置自転車対策強化
事業

竹ノ塚・西新井駅周辺の放置自転車対策(街頭活動、放置自転車撤去)を実施し、区民意識
の啓発と放置自転車数の減少に取り組む。

10

足立区 重点分野 産業振興 委託 足立区商店街装飾街路灯等実態調査事業
商店街に設置してある装飾街路灯の打撃調査など専門的な調査は商店街では困難なた
め、産業振興及び安全安心のまちづくりの一環として区で一斉調査を実施する。

3

足立区 重点分野 安全・安心 委託 区内デジタルサイネージ実態調査
災害時の駅前滞留者対策と防災機能の強化を目的として、民間におけるデジタルサイネー
ジの設置状況調査を行い、行政情報の配信協力を呼びかける。

2

足立区 重点分野 安全・安心 委託 都市計画道路の指導図書作成業務委託
都市計画街路データ（AutoCAD）をもとに、８路線の基点の現地確認を行い、測量により基
点を明確にする。その上で、設計事務所をはじめ区民にも分かりやすい、指導図書を整備
する。

4

足立区 起業支援
学術研究、専門・
技術サービス業

委託 デザイン工房事業
チラシやポスターのデザインの作成元からの相談対応や制作補助をしていく。制作したデザ
インデータをデザインデータベースとして蓄積する。

5

7
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足立区 起業支援 観光業 委託 「ビュー坊」コンテンツ制作拡大事業
ビューティフルウインドウズ運動（BWM）キャラクター「ビュー坊」の認知度向上を図るため、専
用オフィシャルサイト立ち上げ等BWMに寄与するアート関連事業を実施する。

3

足立区 起業支援 その他 委託 子育て終了後再就職希望者支援事業
子育てが終了した再就職希望者にOAスキル向上と子供とのコミュニケーション力向上を図
る研修を実施後、紹介予定派遣による職場実習を経て、就職を実現するプログラムを実施
する。

21

足立区 起業支援
学術研究、専門・
技術サービス業

委託 区内若年者の就労状況及び就労意識調査
区内の15歳から30歳代までの若者について、就労状況調査と就労に関する意識調査を行
い、今後の区の若年者就労支援事業計画に役立てる。

8

足立区 起業支援 医療・福祉 委託
あだちまちなか・こころとからだの健康応援
団

区内のカフェやスーパーなど、区等が主催する健康・生活相談イベントのチラシやポスター
を設置するための営業開拓を行う。また、店舗にて簡易ストレステストとその結果のフィード
バックを行う。

10

足立区 起業支援 観光業 委託 足立区観光データベース構築事業
足立区内をくまなく回り、地域資源・観光資源の情報（写真、見所、位置等）を収集し、季節
別、テーマ別、地域別等に分類しデータベースとして構築する。

8

足立区 起業支援 観光業 委託 ADACHI CAFE運営業務
足立区の伝統工芸品をはじめとした、地場産業製品の情報発信や販売を行う。また、同時
に区内の観光情報の発信や、さまざまなイベントを催し、まちの賑わいを創出していく。

7

足立区 起業支援
学術研究、専門・
技術サービス業

委託
避難所運営訓練の啓発周知活動及び区民
意識調査

避難所運営訓練を実施するモデル３地区において、訓練開催の啓発周知活動と区民意識
調査を実施し、その実績と結果分析から、効果的な啓発周知活動や訓練内容について提
案を行う。

4

足立区 起業支援 その他 委託
東綾瀬公園暫定自転車駐車場管理業務委
託事業

東綾瀬公園敷地内に自転車駐車場を新設することになったため、整理員を配置し、自転車
駐車場の適正管理及び公園利用者の安全確保等に努める。

15

足立区 起業支援 情報通信業 委託 道路台帳現況平面図のＣＡＤ化
マイラーフィルムにより構成・管理されている道路台帳平面図をすべてCAD図面化し、図面
の劣化や紛失のリスク等の様々な問題を解消し、今後の図面補正事務の効率化を図る。

21

足立区 起業支援
学術研究、専門・
技術サービス業

委託 公園の利活用実態調査
公園等の利用・活用の拡大を目指すため、公園等の利用のされ方などを現地にて調査し、
実態状況を把握する。

21

足立区 起業支援 情報通信業 委託 足立区プチテラス図面の電子化
足立区の全プチテラスを現地調査により図面を更新し、ラスター化及びベクトル（ＣＡＤ）化を
行うことで、プチテラスの日常管理及び図面補正事務の効率化を図る。

5

足立区 起業支援 情報通信業 委託 若年者正規雇用マッチングプログラム事業
若年者、新卒高校生に対し、スキル向上と面接対策、企業研究等を目的としたセミナーを実
施する。また、正社員雇用する企業を開拓し、事業参加者とのマッチングを行う。

8

8
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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。 15 

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。 9 

葛飾区 重点分野 観光 委託 葛飾産品アンテナショップ運営委託
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。

6 

葛飾区 重点分野 安全・安心 委託 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。

7 

葛飾区 重点分野 安全・安心 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。

5 

葛飾区 重点分野 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。

3 

葛飾区 重点分野 教育・研究 委託 葛飾区学校ICTサポート業務委託
学校ICT化推進計画に基づき、学校ＩＣＴを有効活用するため、教職員に対する研修や日常
的なサポート業務を実施する。

10 

江戸川区 重点分野 安全・安心 委託
平成25年度歩行喫煙等防止に係る指導業
務

区内12駅の駅前広場等において、歩行喫煙者への指導及びタバコの吸い殻拾いを行う業
務委託

14

江戸川区 重点分野 環境・エネルギー 委託
土木事業に係る図面等の整理及び工事個
所電子化業務委託

過去の工事記録情報を一括管理するため、関係書類（工事台帳、箇所図、竣工図等）の電
子化を行い、土木施設の維持管理業務に活用する。

5

江戸川区 重点分野 安全・安心 委託
江戸川区道道路付属物及び公園等工作物
実態調査

公園及び道路に設置された工作物の実態調査を行い、電子管理台帳を作成、資産管理業
務に活用する。

8

江戸川区 起業支援 製造業 委託
ものづくり産業等実態調査及びものづくり
マップ作成等委託

区内ものづくり産業等の現状や課題等の実態を踏まえ、その振興のための基本的方向と具
体的施策を明らかにするための基礎資料とするとともに、ものづくりマップを作成し区内もの
づくり企業を紹介することにより、区内ものづくり産業の活性化に資する。

2

江戸川区 起業支援 観光業 委託 江戸川区農業観光ＰＲ事業

江戸川区の代表的な農産物である小松菜を観光資源として捉え、地域交流人口の増加とな
るスタンプラリーの実施、ＰＲ冊子の発行、インターネットサービスを展開することによって、農
業と商工業（飲食店・伝統工芸）を連携させ、各商品の需要増や店舗の売り上げ増加を目指
し、地域雇用の拡大を図る。

3
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所　管 事　業 分　野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用
者数（人）

八王子市 起業支援 観光業 委託 高尾山ＷＥＢ制作業務委託

市が作成した高尾山公式アプリに改良を加えHTML化し、PC・タブレット端末等で参照でき
るようにするとともに、コンテンツを翻訳し多言語対応化（7か国語）する。コンテンツは、既存
の高尾山公式アプリの内容を活用する図鑑、新規に制作する八王子観光情報等で構成す
る。

21

立川市 重点分野 安全・安心 委託 喫煙マナー指導啓発等委託
喫煙制限条例の周知や喫煙マナーの向上を図るため、立川駅周辺の特定地区やそれ以外
の市内の１０駅でパトロールを実施する従事者を雇用する。

20

立川市 重点分野 安全・安心 委託 放置自転車等整理指導業務
立川市内の鉄道・モノレール駅周辺の放置自転車対策として、自転車の整理をするとともに
治安及び環境整備を図るため、自転車整理指導員を雇用する。

47

立川市 震災対応 その他 委託 来街者意向調査事業
平成２７年度を初年度とする「立川市第４次長期総合計画」の策定に向けた検討を進めるに
あたり、来街者を対象としたアンケート調査を実施するために従事者を雇用する。

3

立川市 震災対応 教育・文化 委託 多文化共生推進事務
行政の国際化・多文化共生をさらに推進するため外国人に情報提供を行うにあたり、市が発
行するパンフレット、チラシ、カレンダー等の行政資料を必要な言語へ翻訳するために従事
者を雇用する。

5

立川市 震災対応 教育・文化 直接実施 小・中学生に対する食育アンケート事業
深刻化する児童・生徒の偏食・朝食欠食などの食生活の実態を把握するためのアンケート
調査を実施するにあたり従事者を雇用する。

1

立川市 震災対応 子育て 直接実施
たまがわ・みらいパーク
運営支援員

「たまがわ・みらいパーク」（廃校施設）の運営や事業に関わる人たちを有機的に結び、施設
の活用と市民活動の活性化を支援するため、１年間試行的に総合的な事務や調整を行う従
事者を雇用する。

1

立川市 震災対応 その他 直接実施 自転車駐車場等整理指導
玉川上水駅周辺の放置自転車区域での自転車整理指導により放置自転車の軽減に努める
とともに自転車駐車場での自転車整理により有効な駐輪スペースの確保するために従業員
を雇用する。

6

立川市 起業支援 情報通信業 委託
立川市学校ホームページ再構築支援業務
委託事業

現在ある学校ホームページのさらなる内容の充実を図り、今後誰でも簡単に掲出・更新が可
能なシステムの導入を検討する。その際、必要となる基礎情報等を調査し、基礎資料を作成
した上で、今後の立川市学校ホームページ再構築方法の提案作業を行う。

2

三鷹市 重点分野 地域社会雇用 委託 市政情報デジタル化推進事業
基本計画及び各個別計画等のもとに、各種媒体のデジタル化を推進してきたところである
が、平成25年度においては、さらに市政情報の電子書籍化を推進し、環境への配慮すると
ともに、市民の利便性の向上を図る。

2

三鷹市 重点分野 産業振興 委託 買物環境整備事業
少子高齢化社会の進展や、地域コミュニティ機能の衰退などの社会的情勢の変化に伴い、
日常の身の回り品や食料品の調達に苦慮する「買物困難者」が懸念される中、商店会がそ
れぞれの地域特性に合わせて検討し、実施する買物支援策を人的側面からサポートする。

1

三鷹市 重点分野 環境・エネルギー 委託 土地利用現況等調査業務

平成24年度東京都土地利用現況調査のデータを使用し、三鷹市の土地利用を町丁目ご
と、住区ごとに調査、集計、分析する。
用途地域等の指定単位ごとに土地利用を調査、集計、分析し、環境等に配慮した用途地域
等の検討の基礎資料とする。

3
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所　管 事　業 分　野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用
者数（人）

三鷹市 重点分野 環境・エネルギー 委託 花と緑の広場芝生等管理業務
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。

2

三鷹市 重点分野 安全・安心 委託 木造住宅密集状況調査業務
住宅密集地域において、木造住宅の密集の状態や各建物の耐火性能の状況、建築の時期
等と共に、建物の前面道路の幅員や構造等を調査して図面化することにより、今後の木造
住宅密集地域解消事業のための基礎資料を作成する。

4

三鷹市 重点分野 教育・研究 委託
学校用ｺﾝﾃﾝﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ運用支援事
業

教育委員会が市立小中学校及び各学園のホームページの作成・更新のために整備したコ
ンテンツマネジメントシステムを円滑かつ適切に使用するための運用支援業務を行うもの。

4

三鷹市 重点分野 教育・研究 委託 民俗資料収蔵展示室整備事業
第五中学校へ移設した民俗資料収蔵庫（展示室）の、施設整備及び展示物整備を行い、市
民等への公開活用に資する。

3

三鷹市 重点分野 教育・研究 委託 市立第五中学校遺跡遺物実測業務
体育館建設に伴う市立第五中学校遺跡発掘調査の出土資料の一部について、実測業務を
行い、将来の発掘調査報告書への掲載及び出土資料の市民等への公開活用に資する。

1

青梅市 震災対応 環境 委託 空き家実態調査委託
青梅市の人口減少の抑止や住宅政策、老朽家屋等の適正管理、防火・防災、生活環境の
保全等の対策に資するための基礎的資料を得る目的として、空き家の実態調査を実施す
る。

9

昭島市 重点分野 安全・安心 委託 障害者虐待防止センター事業

平成24年10月1日に施行された障害者虐待防止法の規定により、自治体の責務として位置
づけられた障害者虐待防止センター業務について、委託により実施する。
①法律に規定する通報、届出の受理　（24時間・365日受付体制）
②障害者及び養護者に対する相談支援及び助言
③広報その他啓発活動

4

昭島市 重点分野 安全・安心 委託 資源廃棄物収集運搬業務
市が直営で実施している資源廃棄物収集運搬業務の５ルートのうちの1ルートの民間委託で
実施。

2

昭島市 震災対応 教育・文化 直接実施 市民図書館書庫資料等整理事務

閉架書庫、外部書庫の資料整理を行うとともに、市立会館などの図書コーナーの図書の入
れ替えを行い、リサイクル図書の迅速な活用を図る。また、経年により、分館、分室などから
戻る図書の整理、整頓を行う。さらに現在、週１回しか、搬送できない閉架書庫の図書を毎
日、図書館本館に搬送し、迅速なリクエスト対応を行う。

4

昭島市 震災対応 教育・文化 直接実施 スポーツ祭東京2013運営事務

スポーツ祭東京２０１３開催準備に向け、関係書類の作成・整理をする。また、開催する会議
の担当者の補佐をする。
・普及啓発事業、気運醸成事業、多摩島しょスポーツ振興事業に係る補助金申請書類等
  作成
・後催県説明会資料等作成
・総務企画、競技式典、宿泊衛生、輸送交通各専門委員会の担当補佐

4

調布市 重点分野 教育・研究 直接実施 市税納付に関する電話催告業務 市税納付に関する電話催告業務 1
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所　管 事　業 分　野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用
者数（人）

調布市 重点分野 観光 委託 調布市観光PR事業（観光案内所運営） 市内観光資源のPRを行うことにより，観光振興を図る。 7

調布市 重点分野 教育・研究 委託 図書館資料デジタル化事業 所蔵する映画ポスターをデジタル化して，閲覧等の利用に供す。 3

調布市 重点分野 教育・研究 委託 郷土博物館埋蔵文化財再整理調査事業

史跡下布田遺跡の考古資料のうち，昭和６２年の史跡指定以前の発掘調査等で出土した遺
物について，史跡の学術的評価を定めるための再整理調査を実施し，今後作成予定の発
掘調査報告書（総括編）に反映させるとともに，史跡整備活用事業のための基礎データに供
する。

11

調布市 重点分野 教育・研究 委託
郷土博物館埋蔵文化財写真資料等デジタ
ル化事業

経年劣化（退色・カビ等）が進んでいる埋蔵文化財発掘調査の写真資料等のデジタル化を
行い，資料劣化の進行に対処するとともに，資料管理の分散化（災害対策）及び資料検索
の効率化（ＤＶＤ－Ｒ又はＨＤＤ格納）を図る。

2

町田市 重点分野 教育・研究 委託 図書館資料ICタグ貼付業務
町田市立図書館全館にＩＣタグを活用した新システムを導入するため、既存の所蔵資料にＩ
Ｃタグを貼付する。

24

町田市 震災対応 その他 委託 本庁舎総合案内業務委託
本庁舎の総合案内、申請用紙記載方法説明、庁内放送、庁舎見学案内、来庁者満足度調
査などを実施する。

10

町田市 震災対応 教育・文化 委託
スポーツ祭東京2013開催準備支援業務委
託

ゆりーとダンスの活用を中心とした大会ＰＲ業務と推進課通常業務の支援を行う。 6

町田市 震災対応 臨時職員 直接実施
道路竣工図GISデータ入力及び測量図・成
果簿の電子化事業

平成20年度から平成23年度までに道路新設及び改良が完了した事業の竣工図をＡ3に統
一してスキャンし、建設部道路ＧＩＳ端末にデータ入力を行う。併せて測量図・成果簿を電子
化する。

2

小金井市 重点分野 地域社会雇用 委託 地域資源活用プロジェクト委託事業 地域資源である江戸東京野菜を活用して農商連携により地域産業の創出を図る 3

小金井市 重点分野 産業振興 委託
地域活性化プライベートブランド商品開発
支援事業

地域資源を活用してｽﾄｰﾘｰ性がある商品づくりを目指す 5

小金井市 重点分野 地域社会雇用 委託 市税の口座振替加入勧奨事業 市税の口座振替加入を推奨し、加入率の向上を図る 2

小金井市 重点分野 教育・研究 委託 通学路安全点検委託事業 通学路の安全点検等を行い児童の安全確認及び通学路の適正化を図る 4
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所　管 事　業 分　野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用
者数（人）

小金井市 重点分野 教育・研究 委託 交通誘導臨時警備委託事業 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 1

小金井市 震災対応 治安・防災 直接実施 給食食材放射性物質測定等事業 市内保育所等及び市内小中学校の給食食材の放射性物質を測定する 2

小金井市 震災対応 教育・文化 直接実施 国体の準備支援事業 スポーツ祭東京2013本大会に係る事務を支援する 2

小金井市 起業支援
学術研究、専門・
技術サービス業

委託 小金井市芸術文化振興計画推進事業
市芸術文化振興計画推進事業の事務局機能に人材育成を位置づけ、市民主体で事業を
持続的に発展させていくプログラムづくりを行うとともに、地域活性化の手立てとして、芸術文
化の視点を核に他分野の活動とも連携する方法を考えていく。

8

小金井市 起業支援 その他 委託
図書館貫井北分室開設に伴う図書搬入・配
架委託事業

平成２６年４月、地域住民の生涯学習の拠点として貫井北町地域センター（仮称）内に図書
館北分室を開設するため、図書の新規購入及び他分室からの搬入・配架などを行い、分室
の円滑な開設及びその後の運営に備える。

6

小金井市 起業支援 その他 委託 中間支援組織設立検討支援事業
市の産業振興を推進するため、事業者や市民で構成する事業運営組織をコーディネートす
る中間支援組織の設立に向けた調査・検討を行い、小金井市に相応しい組織のあり方、設
立時期・方法について関係機関の合意形成を図っていく。

7

小金井市 起業支援 観光業 委託 観光プロモーション事業
小金井市のまちなか観光振興に向けて、小金井市周辺地域や東京２３区をメインターゲット
として市民力を活用しながら情報の体系化と情報発信力の強化を図る。

5

小金井市 起業支援 その他 委託
SOHO・インキュベーション施設開設・運営
支援事業

市の産業活性化に寄与するため、平成２６年度から運用開始予定の東小金井高架下
SOHO・インキュベーション施設について、市内外の起業家にとって魅力的な施設になるよう
開設準備室を設置し、計画策定、入居者募集、運営を行う。

16

小金井市 起業支援 その他 委託 商業・工業基礎調査事業委託
産業振興プランを　平成２７年度に改定するにあたり、必要な資料を作成する。平成２５年度
は、既往調査のとりまとめと平成２６年度に行う調査の準備を行う。

3

小金井市 起業支援 観光業 委託 観光資源連携力育成事業委託

既存事業の市外から市内へ人を呼び込む取り組みと連携し、市を訪れた人たちに小金井市
の良さを知っていただくことを目的とする。具体的には、市内の観光・地域資源を活用し、観
光・商業の連携を図り、市を訪れた方が市内の商店を利用していただく仕組みづくりを行
い、まちなか観光案内人が来街者を案内する事業であるまちなか観光案内事業のレベル
アップを図るため、まちなか観光案内人の二期生の募集等を行う。平成２５年度は、平成２６
年度に事業を本格実施するための企画・検討を行う。

6

小金井市 起業支援学術研究、専門・技術サービス業委託 公園等の利用実態調査

公園等の利用の拡大と快適な活用を目指すために、また災害時等の都市活動を支える重
要なインフラとしての役割を認知してもらうために、公園等の利用のされ方などを現地にて調
査（来園者数・年代・性別、便所や各遊具等の利用状況、放置自転車等、不法投棄、来園
者へのアンケート・ヒアリング）し、実態を把握する。また、調査に付帯して公園制札板の夜間
対応化、公園灯の蓄電池LED化を行い、公園の照度確保や一時避難所等としての公園の
位置付けの周知を行う。

16
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所　管 事　業 分　野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用
者数（人）

小平市 重点分野 介護 委託 地域における高齢者把握・相談事業
市内５か所の地域包括支援センターに、新たに各１人ケアマネジャーを配置し、各地域にお
ける高齢者の把握・相談業務や救急医療情報キットの配布に関する業務を行う。

5

小平市 震災対応 教育・文化 委託 平櫛田中資料等データベース化事業
平櫛弘子氏が倉庫に保存してある、平櫛田中旧蔵の書籍、雑誌、書簡等を整理するととも
に、データベース化する事業

9

小平市 震災対応 臨時職員 直接実施 臨時職員の雇用 中央図書館の業務量の増加に対応するため、臨時職員１人を配置する。 2

小平市 起業支援 その他 委託 地域に根ざした創業支援事業
創業希望者・事業者等多様な人々・組織が集い、情報交換や人材交流の機会を提供し、地
域づくりのネットワークを拡大するほか、創業希望者等を対象に相談、スキルアップ講座等を
実施し、地域経済発展に資する起業家を養成する。

3

小平市 起業支援 観光業 委託
地域資源の魅力体験、PRによる地域活性
化事業

地域内を回遊し、地域資源の魅力を体験できる事業を開催し、市内外の多くの方に地域を
知り、好きになってもらう機会を提供するほか、地域資源の掘り起こし、ＰＲ活動を行い、地域
の活性化を図る。

2

日野市 重点分野 教育・研究 委託 ＩＣＴサポート業務委託 教職員の授業開発の支援やＩＣＴ関連研修会のコーディネート等。 2

日野市 震災対応 その他 直接実施
資料目録等データ入力作業　古写真データ
ベース作成作業補助等

市民からの寄贈・寄託された古い写真や資料等のデータをパソコンで入力し、目録を作成
する作業を行なう。資料の検索等利用し易くなるようデータベース作成作業を進めていく。

1

日野市 震災対応 教育・文化 直接実施
図書貸出管理システム更新用書誌等整備
事業経費

平成26年１月に更新予定の図書貸出管理システムに書誌データがスムーズに移行できるよ
う、書誌データ等の修正や移動作業を行う。

7

東村山市 重点分野 安全・安心 委託 野火止用水植生管理委託事業

野火止用水は、「野火止用水歴史環境保全地域」として東京都の指定を受けており、用水
路は原型のままを基本とし、隣接樹林地は明るい雑木林として保全するという方針に沿い、
管理を行っているが、巨木化・高木化している多くの樹木が、狭い護岸（法面）に密集してい
ることにより、樹勢が弱化してきている状況である。平成２３年度の樹木調査において、倒木
の危険性が示されている樹木等の伐採や枯損枝等の剪定を行うことにより、自然災害時（台
風等）の隣接人家ならびに沿道通行者へ倒木等による被害を及ぼさないようにすること、ま
た、通学路及び沿道歩行者の安全確保を図ることを目的に植生管理を行う。

15

東村山市 震災対応 情報通信 委託
課税関係資料マイクロフィルム化及び電子
化事業

課税課が所有する分筆台帳、図面等のマイクロフィルム・電子データを作成するとともに、対
象資料の検索を可能とすることにより、文書の長期保存と業務の効率化を図る。

2

東村山市 起業支援 その他 委託 空き家等実態把握基礎調査
当市における空き家の現状について、地域性等を含め調査し、今後の防犯施策及び良好
な住環境マネージメント施策を展開するに必要な基礎資料を整備する。

11
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所　管 事　業 分　野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用
者数（人）

国立市 震災対応 介護・福祉 直接実施 高齢者見守り体制補助事業
救急キット配布事業、二次予防対象者把握事業からの未把握者のフォロー、高齢者見守り
マップ作成事業等、高齢者見守りに関する事業展開を行っているところであるが、その後の
事業フォローアップやデータ整理事務等の職員を配置する事業を行う。

1

国立市 震災対応 治安・防災 直接実施 交通安全施設等調査事業

国立市内のコミュニティバスのルートや運行システムなどの見直しに伴う利用実態調査及び
交通の安全を確保し、効率的な維持管理を図るため交通安全施設点検・調査等を行う。
・コミュニティバスのバス停間利用者及びサービスの妥当性の検証（回数券、シルバーパス、
運行時間など）など利用実態の調査を行う。
・通学路を主とする、市内の交通安全施設について、破損状況や、夜間の照明設備の点
検、視認等を確認しデータ化を行い、調書を作成する。
・その他必要に応じ、交通及び交通安全施設に関する調査を行う。

1

国立市 震災対応 教育・文化 直接実施 小学校体力向上支援員配置事業

平成２４年１０月より新規事業として半年間実施する事業を、さらに半年間継続して実施す
る。
児童の体力向上を目的とし、小学校に、中・高の体育教員免許を有する者を専門指導員と
して配置する。配置校は、体力向上研究指定校及び体力向上推進校の２校とし、１校につき
１人（週３０時間）の支援員により、体育科の授業の質と、教員の体育指導技術の向上を図
る。

2

国立市 震災対応 教育・文化 直接実施
小・中学校の巡回特別支援教育指導員配
置事業

特別支援教育指導員は各校に１名配属され、学習しょうがい（LD)、注意欠陥・多動性しょう
がい（ADHD）、高機能自閉症等のある通常学級に在籍する児童・生徒を対象に学習、自立
支援を行っている。しかし、学校毎の対象児童・生徒数が様々で指導時間にばらつきが生じ
てしまうため、対象の児童・生徒の指導時間の平均化を図るべく、特定校を持たず必要度の
高い学校に巡回し支援にあたる指導員を平成２０年９月より配置しているが、対象者の増加
（H２１・約７０人→H２２・約８０人→H２３・約１００人）により、平成２３年度は３名配置した。平成
２４年度当初は現在の配置人員を維持し３人としたが、各校からの要望に十分に対応できな
い現状であるため、７月より指導員を２人増員し、特別支援教育の一層の充実を図り、効果
を最大限に引き出すため、任用を１年間とする。

2

国立市 震災対応 情報通信 直接実施 土地家屋突合事業

固定資産税の土地・家屋について、不動産登記された物件は法務局からの通知をもとに所
有者等を確定し課税事務を行っているが、通知漏れ等もあることから、法務局で保有する登
記情報（電子情報）と市の固定資産課税台帳の登記情報を突合し、課税情報の適正化を行
い、公平な賦課を図ることを目的とする。

2

国立市 震災対応 情報通信 委託 課税資料電子化事業
庁内に保管してある課税資料を電子データ化し、パソコンにてシステム運用することにより、
保管スペースの削減及び効率的な管理運用を行い、且つ住民からの問い合わせ等、窓口
サービスの向上を図る事を目的とする。

12

国立市 起業支援 観光業 委託 フィルムコミッション事業委託
1.この委託事業のために失業者を2名公開募集し、雇用する。
2.市内で撮影に協力していただける民間施設を開拓する。
3.国立市内の撮影情報が全て委託事業者に集まる体制を作る。

2

福生市 重点分野 環境・エネルギー 委託事業 まちなかおもてなし事業

まちなかおもてなしステーション「くるみる　ふっさ」において、市が所有する電気自動車、電
動アシスト自転車を活用したシェアリングにより、市域における地球温暖化対策を推進し、ま
た観光ガイドツアーや様々なイベントを実施することにより、積極的な観光交流人口を呼び
込むとともに、同所にて福生市及び友好交流都市である北海道登別市及び滋賀県守山市
の地域ブランドの紹介、宣伝、販売等の実証実験を行う。
また、市内在住の高齢者、障害者、子育て世帯など、日常の買い物が困難である方を対象
に、シェアリングで使用する電気自動車を活用した、買い物代行サービスの実証実験もあわ
せて行う。

6
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所　管 事　業 分　野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用
者数（人）

福生市 震災対応 教育・文化 委託事業 学校図書館電算化事業
学校図書館の蔵書管理の適正化、効率化を促進するために、蔵書管理の電算化を行う。ま
た、書名や著者名に限らず、教科書単元等のキーワードで検索できるシステムを導入し、児
童・生徒が自校の学校図書館から学校内外の図書等の情報資産を利用できるようにする。

8

狛江市 重点分野 安全・安心 委託 駅周辺見回り業務委託
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。

18

狛江市 重点分野 安全・安心 委託 放置自転車等撤去業務委託
放置自転車禁止区域内における自転車、原付バイクの撤去を行い、駅周辺における放置防
止への意識向上を図るために人員を雇用する。

8

狛江市 重点分野 環境・エネルギー 委託 多摩川河川敷周辺監視委託

狛江市の貴重な自然財産である多摩川の自然環境を確保し、市民の安全で快適な生活環
境を確保することを目的として、「狛江市多摩川河川敷の環境を保全する条例」に基づき、
多摩川河川敷におけるバーベキュー等及び花火を禁止するため、指導員を配置し、指導・
啓発を行う。

10

狛江市 重点分野 教育・研究 委託 ICT教育支援

狛江市の教育振興基本計画では、基礎的・基本的な学力の定着と個性や想像力を育む学
校教育の充実を教育目標の１つと掲げている。学力を確実に身につけるための具体的施策
として教育研究を奨励し、教員の指導力の向上に取り組んでいる。教員の指導力を向上す
るためには、ICTの積極的活用が有効であると考える。
しかし、狛江市では、ICT教育の推進が喫緊の教育課題にある。ICT教育の推進をするため
に全教員がICTを活用した授業ができるように目指して教育支援を図る。ICTを活用した授
業改善を積極的に進めることによって、児童・生徒の学習に対する意欲や学習の達成感等
を高められる。
デジタル教科書の積極的活用法の研究、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

狛江市 起業支援 教育・学習支援業 委託 ICT教育推進サポーター

狛江市の教育振興基本計画では、学力を確実に身に付けるための施策の具体的施策とし
て教育研究を奨励し、教員の指導力向上に努めると掲げている。そのための実施計画とし
てICTを活用した授業展開を実施していくこととなっている。全教員がICTを積極的に活用
し、効率的・実効的授業を行えるようにするため、個人情報の取扱い、各種設定、操作指導
等のフォローを行う人材を配置する。

6

狛江市 起業支援 観光業 委託
狛江市景観色彩・交通実態等における調査
業務

都市計画との整合性を図りながら「歩きやすいまちづくり」を進めると同時に、街のスポットや
景観やスポットを楽しみながら健康となり、環境に配慮したまちづくりを実現するため、新たな
コミュニティビジネスの創出を行う。まずはまちのスポットや景観等の地域資源の現状を把握
するために、スポットや景観の現状分析及び市民ワークショップを開催することで市民の意
識調査を行う。また、交通実態に即した事業のビジネスモデルを構築するため、市民の交通
動態の調査を行う。

5

清瀬市 震災対応 臨時職員 直接実施 文書管理事業

清瀬市では、平成２３年度まで市役所から送付する郵便物の配送業務（使送業務）を専属の
市の職員が行っていました。しかし、行財政改革の一環として、平成２４年度より使送業務を
廃止し、郵便として郵送することとしました。これにより新たに発生した郵送のための差出準
準備業務を行うものです。

2

清瀬市 震災対応 環境 直接実施 市内公園等樹木維持管理事業
市内の公園等の樹木等を臨時作業員を採用し、適正に管理していくことのより、市民が安
全・安心に利用できる公園づくりを目指す。

5

清瀬市 震災対応 臨時職員 直接実施
小中学校等公共施設の清掃及び環境整備
支援事業

小中学校等公共施設の清掃及び環境整備支援事業 3
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所　管 事　業 分　野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用
者数（人）

清瀬市 震災対応 臨時職員 直接実施 博物館運営支援業務
年間計画に基づき博物館事業を実施しており博物館に来場される方々への案内や各種事
業への補助的業務を行う。

2

清瀬市 震災対応 子育て 直接実施 安全安心巡回事業
児童センター受付で安全管理をしたり、フロアーや施設外周及び公園の巡回をしたりする業
務

3

清瀬市 震災対応 臨時職員 直接実施 放課後子ども教室庶務事務 放課後子ども教室登録名簿・出席簿へのデータ入力、通知文等発送業務 1

清瀬市 震災対応 その他 直接実施 社会福祉法人認可等事務事業
社会福祉法人に対する認可事務及び指導検査についての、関係文書要綱等の整備や情
報システム運用等の事務

1

清瀬市 震災対応 臨時職員 直接実施 北多摩北地区保護司会事務局事務事業 保護司会事務局の会議の通知及び議事録の作成や会場の設定等の事務 1

東久留米市 震災対応 教育・文化 委託 小中学校蔵書データベース化 学校図書館の蔵書情報をデータベース化を図る 12

東久留米市 震災対応 教育・文化 委託 ICタグ貼付と図書の整備 市立図書館の蔵書にICタグを添付及び添付時に資料の装備不備の修理等を行う 20

東久留米市 起業支援 その他 委託
商店街の空き店舗を活用した農商工連携
事業

 商店街にある空き店舗を利用し、地元の特産品や野菜のアンテナショップ等の運営を行
い、地域のニーズに応じた雇用の受け皿となる事業を実施する。

4

多摩市 震災対応 教育・文化 直接実施
多摩第二小学校４階教室対応給食配膳員
雇用（被災地対応）

平成24年度から継続して被災失業者を雇用するものである。
給食のクラスワゴンを載せるダムウェータが３階までしか設置されていないため、特別教室を
普通教室へ使用することになった４階へ給食を搬送する作業。

6

多摩市 震災対応 臨時職員 直接実施 広報業務補助（被災地対応）

平成24年度から継続して被災失業者を雇用するものである。
当市の広報紙原稿校正作業、公式ホームページのウェブアクセシビリティチェック等ウェブ
監理作業、庶務（供覧後のチラシの仕分け、ロビーへのチラシの設置他）、ポスター掲示に
伴う作業（ポスターに掲示印を押印他）

1

多摩市 起業支援 観光業 委託 多摩市のお菓子コンテスト実施業務委託
多摩市の手みやげプロジェクトが新規開発したお菓子「桜ぽるぼろん」をはじめ、多摩市産
のお菓子（手みやげ）のコンテストを開催することにより、地域振興を図るとともに多摩市の魅
力を市内外に発信する。（平成26年3月23日（日）コンテスト実施）

1

多摩市 起業支援 農、林、漁業 委託
市内農産物及び特産品の販売促進業務委
託

多摩市内の地場野菜生産農家や特産品生産所等のＰＲや現場紹介を行い、都市農業を身
近なものとし、その振興を図る。各種ＰＲ充実により市内産品の販売促進や販路拡大にも寄
与する。

2
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所　管 事　業 分　野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用
者数（人）

稲城市 震災対応 臨時職員 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。（庁内の印刷業務全般、窓口対応
業務等）

7

あきる野市 震災対応 その他 委託 公有財産台帳整備事業
あきる野市保有の財産を一元管理するために、現地境界標示がなされていない箇所の境界
確定及び用地測量等を行い、未確定な部分を確定させるとともに、現況を公有財産台帳に
反映させる。

21

あきる野市 震災対応 その他 委託 公共施設台帳整備事業
あきる野市有建築物の保全計画の基となる公共施設台帳整備の初動として施設概要及び
図面等の電子データ化・一元管理化を図る。

12

あきる野市 震災対応 臨時職員 直接実施 住民基本台帳整備事業
平成２４年７月に施行された住民基本台帳法の一部改正に伴う改正後台帳の確認及び整
理事務等を行う。

3

あきる野市 震災対応 環境 直接実施 小宮自然体験学校自然体験事業
平成２３年度に廃校となった小学校の施設を自然環境教育の活動拠点とするため、小宮ふ
るさと自然体験学校を開設するに当たり、各種事業の運営補佐、資料作成、受付等を行い、
円滑な事業運営を図る。

3

あきる野市 震災対応 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

西東京市 重点分野 未就職者対象事業 委託 執務室内等文書管理改善業務

庁内各課の執務室の文書の保管状況を確認し、文書管理の専門的な見地からより効率的
かつ適切な文書の管理の方法を提案してもらい、文書管理の改善を行う。
この事業の委託先において雇用される者については、未就職卒業者を対象とすることとし、
委託先で文書管理に関する資格を有する者の研修等を受けた上で事業に従事し、事業を
実施する過程で文書管理に関する実務経験の蓄積及び文書管理に関する資格の取得等
により事業終了後の安定的な雇用を図る。

10

西東京市 重点分野 教育・研究 委託
視覚障害者向けデイジー図書編集、アーカ
イブ事業

視覚障害者に対する音声資料は、従来のカセットテープからデイジー図書（デジタル音声を
ＣＤ-Ｒに保存、世界規格）に移行しつつある。すでにカセットテープの国内生産も数種類し
か継続されていないため、音声カセットのデジタル化によるデイジー図書への媒体変換が急
務である。このため、音声化したカセットテープを西東京市図書館仕様のデイジー図書に編
集、アーカイブする作業を委託する。また、デイジー図書に変換するための整理作業と併せ
て実施する。

4

新島村 重点分野 介護 委託 新島村介護福祉職員緊急雇用・育成事業
新島村においての介護福祉施設は、社会福祉法人新島はまゆう会が運営する「新島特別
養護老人ホーム」のみであり、離島の地理的条件により人材の確保に苦慮していることから、
本制度を活用し老人福祉介護及び介護職員の育成を図り、正規雇用につなげたい。

1

神津島村 重点分野 観光 委託 神津島村観光ＰＲ支援事業 神津島村の特産物や観光のＰＲを充実させるため観光協会で3名雇用する 3

神津島村 起業支援 観光業 委託 神津島村観光資源整備事業
村内の草刈や清掃等を行い神津島村の環境美化及び観光資源の整備を行い、観光客の
増加を目指すことにより地域の雇用を確保する

100
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三宅村 重点分野 農林水産 委託 漁場等環境整備事業
①定置網設置沿岸の海岸清掃整備、②漁場付帯海岸線の美化清掃、③整備を要する漁場
及び簡易道路等足場の応急整備、④海面利用にかかるダイビングスポット等の近辺美化清
掃

3
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