
【東京都実施分】  

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

(人)

教育庁 教育・文化 委託
都立学校ＩＣＴ計画支援のための研修
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、都立
学校への校内研修講師の招聘及び研修実施のための研修用電子資料の作成を
行う。

85 

産業労働局 産業振興 委託
中小企業海外向けウェブサイト作成支
援事業

海外との取引を望む中小企業等に対して、企業情報や技術情報を世界に発信
するための英文ウェブサイトの構築支援を実施する。 2 

産業労働局 産業振興 委託
「社会的事業」のための専用相談窓口
事業

社会的事業の専門窓口の開設、各種セミナーの開催、社会的事業に取り組む
法人と社会的事業に関心を持つ潜在層との交流会等を実施する。 3 

産業労働局 農林漁業 委託 漁業後継者確保育成事業
島しょ地域における漁業者の後継者の確保等を図るため、就業希望者に対す
る現地漁業研修等を実施し、漁業就業に向けたサポートを行う。 2 

産業労働局 農林漁業 委託 災害予防森林整備事業
集中豪雨等の被害の軽減をはかるため、倒木整理や土砂の流出防止措置等の
森林整備等を実施する。 5 
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所管 分野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
新規雇用者数

(人)

【区市町村実施分】

新宿区 情報通信 委託 地上デジタル放送移行支援業務
地上デジタル放送への移行を円滑に行うため、区有施設が原因となって電波
障害対策を実施している世帯に対する説明や個別訪問を行ったり、区民から
の相談を受ける相談員を雇用する。

5 

台東区 教育・文化 委託 書道博物館収蔵品管理
未整理の貴重な資料を早期に整理し、展示会等の企画実施を行うために、収
蔵品を専門的見地から整理するための学芸員を増員する。特に貴重な収蔵品
である甲骨文字等の整理を重点的に実施する。

2 

台東区 教育・文化 委託 一葉記念館収蔵品管理
収蔵品を適正に管理するための収蔵管理システムのデータ入力や各資料の実
測調査などを行うため、学芸員を増員する。データベース構築後は、年々増
加傾向にある新たな収蔵品データの追加・更新を行う。

1 

台東区 教育・文化 委託 読書活動推進

司書を区内小・中学校図書館に派遣し、各図書館の蔵書を分類・整理（バー
コード貼付等）を行うとともに、専用ネットワークを活用したデータベース
化を図ることによって、情報の共有化を図り、効率的な学校図書館の利用を
推進して、児童・生徒の学力向上を図る。

10 

墨田区 治安・防災 委託 公園の警備事業
公園・児童遊園の警備委託を拡充し、年間を通して２４時間警備を行うこと
で公園及び周辺の安全安心を確保する。 4 

江東区 情報通信 委託
戦略的滞納整理推進プログラム（徴収
率の大幅な向上を目的に、夜間・休日
などの電話催告等の委託）

江東区納税課電話催告センターにおいて、特別区民税の納期が到来している
にもかかわらず、納付の確認の取れない方に対し、専門のオペレーターが電
話による自主納付の呼びかけを行うとともに、公権力の行使に当たらない範
囲で滞納整理補助業務を行う。

5 

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

パトロール(歩行喫煙、ポイ捨て行為及び路上喫煙禁止のPR及び指導等)の委
託 7 

大田区 治安・防災 委託
駅周辺放置自転車指導業務（大森地
区）

大森駅及び平和島駅周辺における自転車の放置を防止することを目的として
啓発活動及び駐輪場への駐輪を誘導する。歩行者や緊急車両の通行路の確保
を行う

3 

大田区 治安・防災 委託
駅周辺放置自転車指導業務（蒲田地
区）

蒲田駅周辺における自転車の放置を防止することを目的として啓発活動及び
駐輪場への駐輪を誘導する。歩行者や緊急車両の通行路の確保を行う 13 

世田谷区 産業振興 委託
産業情報の提供・収集及びコミュニ
ティビジネス創出等支援事業

産業情報の提供と事業者情報の収集を訪問方式で行うために、産業情報巡回
調査員を配置する。 5 

渋谷区 教育・文化 委託 笹塚子ども図書館業務委託
児童図書を中心とした子ども図書を２２年５月に開設し館の運営業務民間事
業者に委託をし雇用の拡大を図る。 11 



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

(人)

渋谷区 教育・文化 委託 大和田図書館業務委託
２２年１０月に開設する文化総合施設内に大和田図書館を開設し運営業務を
民間事業者に委託し雇用の拡大を図る。 17 

渋谷区 教育・文化 委託 西原図書館業務委託
区民複合施設内に図書館を新設し、区民の利便性の向上を図るとともに、民
間事業者に運営業務を委託して司書等の雇用を確保する。（区立西原図書
館）

13 

渋谷区 教育・文化 委託 集会施設管理運営業務委託
新橋及び大向地域区民集会施設の管理運営を民間事業者に委託し雇用の拡大
を図る。 9 

渋谷区 子育て 委託
第1土木事務所跡地区立認可外保育施
設運営業務委託
（区立みらい保育室運営業務委託）

待機児童解消対策として、区立民営の保育施設を新規開設するため、新たに
保育士等を雇用する。（区立みらい保育室） 20 

渋谷区 子育て 委託
中幡子育て支援センター跡地区立認可
外保育施設運営業務委託（区立のぞみ
保育室運営業務委託）

待機児童解消対策として、区立民営の保育施設を新規開設するため、新たに
保育士等を雇用する。（区立のぞみ保育室） 15 

渋谷区 子育て 委託 代官山児童青尐年センター管理委託
代官山複合施設内に青尐年健全育成のため代官山児童青尐年センターを設置
しを管理を民間事業者に委託雇用拡大を図る。 2 

渋谷区 子育て 委託 山谷幼保一元化施設（仮称）運営委託
待機児童解消対策として、幼保一元化施設を新規開設するため、新たに保育
士等を雇用する。（区立山谷幼保一元化施設） 25 

中野区 情報通信 委託
区立学校のＩＣＴ化を推進するための
ＩＣＴ支援員事業

区立学校のＩＣＴ化を推進するため、ＩＣＴ支援員を各校に配置し、教員に
よるＩＣＴ活用の支援を行う。 8 

杉並区 介護福祉 委託
生活支援サービス（高齢者外出支援）
事業

足腰が弱くなった高齢者（要支援２以上）の閉じこもりを防止し、社会参加
を促すために、介護保険制度では対応できない自宅周辺の散歩や買い物、近
隣施設への外出や通院先への付き添い（外出介助）を行う外出支援サービス
を新規に実施するにあたり、サービスに必要なヘルパー雇用のための支援を
行う事業

5 

杉並区 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４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
が保育施設の運営委託を行う事業。

56 

杉並区 教育・文化 委託 学校ICT支援員

定期的（１校につき月２回訪問を想定）に学校を廻り、教務ならび校務にお
けるICT機器の操作・活用について、以下のような支援を行う事業。
①  既設システム（校務システム、図書館パソコン、教室パソコン、コン
ピュータ教室)の操作・運用アドバイス
②  既設システムの年度更新処理や機器入替時の操作支援
③  機器・ソフトウェアの操作説明
④  授業補助

15 



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

(人)

豊島区 治安・防災 委託 安全安心防犯パトロール
祝祭日、日曜日を含めた昼間の時間帯に自転車利用による区内のパトロール
を実施する。昼間帯においても発生数が多い自動車盗、車上狙い、置き引
き、スリなどや子どもへの声掛け事案の防止対策を強化実施する。

3 

豊島区 産業振興 委託
休日・夜間窓口拡充に伴う各種証明書
の交付及び入力業務

住民記録・戸籍・外国人登録の各種証明書等受付交付及び申請データの入力
業務を専門業者に委託することによって、窓口業務の効率化を図り区民の待
合時間の短縮を図る。

21 

北区 環境 委託 不法投棄防止パトロール等業務委託
不法投棄や資源持ち去りの発見・防止・抑止を目的としたパトロールを実施
するとともに、マップ作成、ビラ作成配布及び禁止看板を設置し啓発活動を
行うための人員を雇用する。

5 

北区 治安・防災 委託 駅周辺放置自転車駐輪対策
自転車を放置をしようとしている人への呼びかけを行い、周辺駐輪施設への
誘導及び放置防止への意識向上を図るための人員を雇用するとともに、事業
実績を検証し、放置自転車解消に向けた取り組みを推進する。

14 

荒川区 情報通信 委託 広報車による声の広報事業
広報媒体の多様化を図ることで、区民等に対し広く区政情報等を提供してい
くため、広報車による区内巡回広報及び駅前周辺における街頭広報活動等を
実施する。

2 

板橋区 教育・文化 委託 学校用務業務 小・中学校の用務業務を委託する 13 

練馬区 介護・福祉 委託
国民健康保険料電話催告、訪問徴収委
託

小額の滞繰滞納世帯に対して、電話催告を行う。あわせて訪問も行い、保険
料を収納する。
また、現年滞納世帯者世帯に対して電話催告を行い、あわせて窓口受付およ
び電話対応等を行う。

25 

足立区 治安・防災 委託 駅周辺地区防犯パトロール事業
綾瀬周辺地区の防犯対策として、犯罪を未然に抑止する目的で警備員による
夜間(午後３時から午後１０時まで)の巡回防犯パトロールを実施する。 5 

足立区 環境 委託 ホタル飼育業務委託
生物園における飼育環境の整備、来館者のさらなる増加などを目指し、飼育
技術を要するゲンジボタル・ヘイケボタル等の飼育及び鑑賞会等を企画、実
施する。

2 

足立区 教育・文化 委託 学校ＩＣＴ指導事業
学校のICT環境整備を進め有効に活用していくため、小・中学校ホームペー
ジの更新・管理の支援、小学校児童のパソコン操作習熟のための支援を行
う。

38 

足立区 介護・福祉 委託 地域人材連携サロン
子育て中の母親、高齢者（介護不要、見守り介護が必要）障害者が集うサロ
ン事業。多世代の交流のほか、マーケティングなどの商品開発に携わること
により社会との接点を作っていく。

4 



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

(人)

足立区 環境 委託
未利用公園用地における地域住民参加
型の緑地活動事業

区内３箇所の公園未利用地（まちづくり課提供）で地域住民とともに草花等
で緑化を行う。将来の公園整備とその後の継続的な管理に向けた地域住民の
自主的な活動のきっかけづくりとする。

7 

葛飾区 情報通信 委託 葛飾区コールセンター運営業務委託

問い合わせ窓口を一本化し、区民の利便性を向上させるため、コールセン
ターを設置する。そのコールセンターでは区民からの問い合わせに対応する
だけでなく、問い合わせ内容の傾向分析や類型化を行い、回答品質向上を図
る。

29 

葛飾区 治安・防災 委託 地域安全パトロール業務委託
区内で多発しているひったくりを予防するため、車両２台で区内をパトロー
ルすることで、区民が安心・安全に生活できるように治安向上を図る。 9 

葛飾区 産業振興 委託 商店街宅配等サービスモデル事業
商店街空き店舗を利用し、高齢者や子連れ女性等を対象に「お休み処」を設
置する。また、「お休み処」を事務所として、商店街で購入した商品を自宅
まで宅配するサービスを実施する。

7 

葛飾区 教育・文化 委託 葛飾区学校ICTサポート業務委託
学校ICT化推進計画の策定に合わせ、ICTを利用する教職員のスキルを高める
ために、情報通信技術を活用した教育研修等を委託する。 9 

葛飾区 教育・文化 委託 青戸御殿発掘資料整理業務
近世青戸御殿の出土資料について、水洗い・分類・写真撮影・カード作成等
の整理・データ入力・資料集成を図ることで、今後の常設展示や展示会資料
だけでなく、一般区民の地域史の調査研究資料としても活用していく。

7 

葛飾区 環境 委託 生物多様性保全状況調査委託

生物多様性地域戦略策定にあたり、区内の動植物の生息状況や河川・池等の
水質状況など、自然環境を調査し、実態を把握する。この実態調査の成果物
は、平成24年度に作成予定の「（仮称）葛飾区自然（生物多様性）ガイド
ブック」の資料として活用し、本格的な事業を展開していく。

15 

立川市 治安・防災 委託 深夜帯の青色防犯パトロール事業
駅周辺のつきまとい等違法行為の抑圧や市内の侵入窃盗等の抑止を図るた
め、警備会社に委託し、市内防犯パトロールを実施する警備員を雇用する。 9 

立川市 農林漁業 委託 地産地消推進事業
周辺エリア内の農商市民のネットワーク化により地産地消を促進するととも
に、新たな流通システムを確立するため、農業協働組合に委託し、関係者の
調整や販促・流通などの運営支援を行う従事者を雇用する。

6 

立川市 観光 委託 観光資源開発事業
市民参加による観光資源や観光ルートの開発、観光ボランティアの継続的な
養成のためのプログラム開発などを行うため、立川商工会議所に委託し、事
業コーデネーターや事業従事者を雇用する。

1 

立川市 産業振興 委託 商店街再生・活性化等支援事業
地域商店街の再生・活性化を推進するための支援体制の構築に向け、商店街
振興組合連合会に委託し、組合運営の企画等に携わる従事者を雇用する。 1 

武蔵野市 観光 委託 観光推進機構運営事業
武蔵野市全体の都市観光の推進を図るため、観光案内及び関係団体との連絡
調整業務等について委託を行なう。 3 



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

(人)

武蔵野市 教育・文化 委託 ＩＣＴ活用教育支援事業
ＩＣＴ活用モデル校において,ＩＣＴ機器やソフトの活用が有効な科目、単
元等を検証する。またＩＣＴ活用による授業の活性化に向け、どのようなア
プローチ方法が効果的かを検証する。

1 

三鷹市 情報通信 委託 公共施設データ作成業務

【公共施設の設計図面ＣＡＤデータ作成】
公共施設の基本情報、建設営繕管理、管理運営状況などの情報を一元的に管
理するデータシステムを構築するための一環として、設計事務の効率化を図
ることを目的とし、公共施設の各種図面の電子データ化（データ修正、レイ
ヤー作業・監修作業、プロジェクト管理作業）を行う。

3 

府中市 教育・文化 委託 ふるさと府中地域文化振興事業
府中市内で出土した遺物を博物館等で展示・活用するために、解説パネル、
解説シート等の作成と土器等の出土遺物の復元を実施する。 11 

昭島市 観光 委託 観光案内所開設運営事業委託 観光業の活性化を図るため、観光案内所を開設、運営する。 2 

調布市 情報通信 委託 市民課窓口の拡充事業
更なる市民サービス向上のため，現在７ヶ所ある市民課窓口を更に拡充す
る。 6 

調布市 環境 委託 調布市多摩川自然情報館展示等事業
調布市多摩川自然情報館の開設に伴う多摩川の自然環境等の展示物の企画・
作成，土日祝日の管理・展示説明・イベント等を行う事業 3 

調布市 環境 委託
自転車等駐車場の受付及び場内撤去業
務

市が管理する自転車駐車場等の受付・運営業務及び自転車駐車場内の撤去業
務を行う事業 14 

調布市 環境 委託
放置自転車保管場所での保管車両の管
理等事業

放置自転車保管場所において，新たに保管車両のデータ管理（受入・返還・
処分データ等の入力）及び保管期限を経過した車両の処分等の業務を行う事
業

5 

町田市 情報通信 委託 地上デジタル放送相談窓口委託事業
　地上デジタル放送完全移行に関する市民向け相談窓口の開設。東京都西テ
レビ受信者支援センターと連携をとり、相談を受ける。 4 

町田市 環境 委託
「蘇れ！雑木林」＆「特定外来種通せ
んぼ」事業

　里山環境の再生・向上を図るため、雑木林の再生として①侵食している竹
の皆伐②支障木の間伐③萌芽更新を行うとともに、特定外来種駆除として大
量発生しているアレチウリを、刈取り、手抜きによって根絶し、植物相への
影響を回避する等、里山の自然環境を維持管理する。

7 

町田市 治安・防災 委託
大地沢青尐年センター安全対策業務委
託事業

　野外活動やキャンプができる青尐年施設に、不審者やゲリラ豪雨、光化学
スモッグ等のリスク対策として安全対策員を配置し、子どもたちが安全に活
動できるよう、安全点検のための巡回や緊急時の避難・誘導を行う。

3 

町田市 観光 委託 町田市観光センター運営業務委託事業
　町田市観光センターの運営業務及び、イベント時などの観光案内業務の委
託。 7 



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

(人)

町田市 介護・福祉 委託 障がい者就労支援地域開拓促進事業
　不況による障がい者の雇用状況の悪化に対応するため、民間企業に障がい
者雇用の働きかけと新規就業先の掘り起こしを行う。 4 

町田市 情報通信 委託 市民課来庁者案内業務委託事業
住民基本台帳カードの無料交付による市民課ﾌﾛｱの混雑に対応するため、来
庁者の誘導や申請書類の記載案内業務を行う。 4 

小金井 教育・文化 委託 芸術文化振興計画推進委託
講座の開催、地域文化芸術団体の事業実施補助、市民から募集した芸術文化
事業等の実施等について研究する。 5 

小金井 産業振興 委託 協働推進調査・研究委託
市民活動団体に対する協働に関するアンケート等調査の結果を踏まえ、市民
に有益な協働に関するワークショップを実施する。 2 

小平市 介護・福祉 委託 障がい者施設製品販売促進事業
公共施設等で市内障がい者施設の製品販売を障がい者自らが実施するための
ジョブコーチの役割と、販売場所の開拓や関係機関との連携等のコーディ
ネートの役割を担う職員を雇用する。

2 

小平市 情報通信 委託 公共施設予約システム機能強化事業
公共施設予約システムの利便性向上を図るため、システム構築及びその後の
運用サポートに係る補助的作業を行う作業員を雇用する。 2 

小平市 情報通信 委託 施設保全情報の整備事業
公共施設の保全情報を一元管理するため、各施設の既存図面の電子データ化
を行う作業員を雇用する。 7 

日野市 観光 委託
新選組のふるさと歴史館事業充実事業

日野市は、新選組のふるさと歴史館を設置し、日野市の観光の拠点として、
地域の活性化を図っている。新選組縁の地として、観光機能をさらに高めて
いくために、①問合せや観光案内への対応業務、②展示・イベントの活発化
に伴う補助業務、③各施設での土産品販売業務、④情報配信サービス等の広
報業務、に従事する人員を新たに拡充する。

5 

日野市 教育・文化 委託
ＩＣＴ活用教育　テクニカルコーディ
ネート業務委託

ＩＣＴ活用教育の導入から３年が経過し、教育委員会が管理するサーバ及び
クライアント並びに周辺機器等に新たな課題が生じてきた。課題解決のた
め、機器等の信頼性の維持、向上作業、障害の未然防止作業、定期点検（各
装置の点検、調整、動作確認）業務等を行い、常に良好な状態に保つための
テクニカルコーディネーターを配置する。

1 
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日野市 情報通信 委託
ＩＣＴ活用教育　ICTサポート業務委
託

日野市のＩＣＴ活用教育は、その成果は、専門雑誌等でも頻繁に取り上げら
れ、高い評価を得ている。その成果をさらに拡充しすべての教職員が、それ
ぞれのレベルから一段高い質の授業を一層展開していくために、教職員によ
る授業開発のための支援をはじめ、ＩＣＴ関連研修会のコーディネート等、
日野市のＩＣＴ活用教育の充実発展を図るために、ＩＣＴに関する専門的知
識を有する民間企業に委託契約し、目標の達成を図る。

1 

日野市 情報通信 委託 建築確認台帳等電子化業務委託事業
建築基準行政移管時の基本データである台帳の電子化並びに市民等の閲覧に
供されている蓄積情報の更新・整備を行うことにより、業務の効率化及び適
性化を図る。

3 

日野市 環境 委託 緑と清流の総合管理事業

239箇所の公園・緑地等と、64箇所の街路樹の樹木等及び、市内約120㎞に及
ぶ水路について、苦情への対応や管理全般について、それぞれ単独で行うの
ではなく、『地域』として、地区の緑と清流を総合的に管理することで、水
と緑のつながりなどの景観にも配慮した、潤いのある魅力あるまちづくりを
行っていく。また、そのために地域特性を活かした、地域別年間管理計画を
立てて、効率的に管理を行い、誰もが安全で安心して歩ける『緑と清流』の
まちを目指す。

32 

日野市 環境 委託
｢ふだん着でＣＯ2をへらそう｣宣言獲
得推進事業

本事業は、ＣＯ２排出削減を目的として、市民、事業者、行政が一体となっ
て実行委員会を組織し、省エネルギーの実践を市民、事業者に啓発する事業
である。既存事業として、市民ボランティアと地元大学との連携による学生
ボランティアが、イベント等の市民の集まる場を中心に省エネルギーの啓発
を行なっている。
　市民への事業の浸透を考慮した場合、基本的でかつ最も効果的な戸別訪問
が必要である。今回の雇用で確保した人材を戸別訪問に有効活用し、効果的
な事業の展開を図りたい。

4 

日野市 子育て 委託 保育サポート体制強化推進事業

「気になる子ども」がクラスの中で他児と一緒に集団行動が取れるようにな
るため、巡回支援で公立保育園12園に巡回支援を行っているNPO法人に、補
助保育士の派遣を委託することで、支援アドバイザーが巡回支援で得た保育
方針を補助保育士に直接指導・助言ができ、併せて人材育成にも取り組んで
いく。　また、適切に指導・助言できるようにしていくための支援アドバイ
ザー会議（臨床心理士等有資格者・事務局）・関係者会議（園長・支援アド
バイザー・事務局等）・支援検討会議（支援アドバイザー・保育者・事務
局）、補助保育士のスキルアップ研修を実施し、しいては保育園の全園児の
子どもたちの育ちを支援していく。

13 

日野市 介護・福祉 委託 福祉の初期総合相談窓口モデル事業

平成22年度から26年度を計画期間とした「地域福祉計画」のアクションプラ
ンの１つである福祉に関する「初期総合相談窓口」をモデル地区の地域包括
支援センターで実施する。地域包括支援センターに既存で配置されている
「社会福祉士」「看護士」「主任ケアマネジャー」に加え、さらに1名を雇
用し、初期相談総合窓口を実施する。

1 

東村山市 観光 委託 北山公園補植用菖蒲田管理委託
北山公園には現在休耕田がなく連作を嫌う菖蒲等の株が弱ってきているた
め、新たな試みとして空いている田んぼを利用して補植用試験田を耕作する
事業

5 
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東村山市 治安・防災 委託 放置自転車対策
放置自転車の一掃作業を行う為、放置自転車対策員を雇用し、市民により安
心安全な住環境の充実を図る事業 11 

東村山市 子育て 委託 子育て預かりサポート事業委託
「スポーツセンター｣及び「児童館」の一室を利用して、一時的に保育が困
難なときに乳幼児を預かる事により、保護者の子育てを支援する事業 17 

国分寺市 治安・防災 委託
警備員による国分寺駅周辺繁華街の安
全・安心巡回事業

　小学校児童の下校時間帯における通学路及び街頭犯罪が多い時間帯におけ
る繁華街中心部での、青色回転灯装着車及び徒歩等による巡回警備を実施す
る。

4 
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国分寺市 産業振興 委託
道路及び建築物に関する情報管理の適
正化等事業

建築確認事務を円滑に行い，市民等へ的確な道路情報を提供するため，特定
行政庁が指定してきた道路の種類･位置等を明示した図面の整備及びデータ
ベース化を行う。

11 

国立市 介護・福祉 委託
セーフティネット（２４時間緊急ヘル
パー対応）事業

ヘルパーによる介護で日常生活を送っているしょうがいしゃ、高齢者の独り
暮らし家庭等の夜間等の緊急事態に対し、介護資格を持つ方を雇用し、夜間
３６５日受付可能な電話対応と緊急ホームヘルプサービスを行う事業。

4 

国立市 農林漁業 委託
地産地消に向けた地場野菜販売拠点づ
くり事業

ＮＰＯ法人と協働し、市内の尐量栽培農家や農産物を販売していない農家、
および販売希望農家から規格外農産物を含めて買い取りを行い、市内で販売
する事業。

3 

福生市 教育・文化 委託 健康増進・スポーツ普及事業
市民の健康づくりを応援するため、日常生活に取り入れることのできる運動
の普及を目的として、地域に出向いて運動指導や新たなスポーツ普及を行う
指導員等を雇用する。

3 

狛江市 環境 委託 放置自転車指導業務
　狛江駅前を中心に、自転車を放置をしようとしている人への呼びかけを行
い、周辺駐輪施設への誘導及び放置防止への意識向上を図り、景観の形成に
寄与する。

6 

多摩市 農林漁業 委託
(仮称)地産地消等アンテナショップ試
行業務委託事業

市内農業のPR,地産地消の推進、農商連携の新たな事業展開を目的として、
市内産農産物・地場特産品を取り扱うアンテナショップを開設するにあた
り、店舗ｽﾀｯﾌを雇用する。

8 

多摩市 子育て 委託
公共施設運営等業務委託事業（学童ク
ラブ）

多摩市が設置した学童クラブを多摩市内の社会福祉法人に運営委託する。平
成22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。 7 

多摩市 教育・文化 委託
公共施設運営等業務委託事業（図書
館）

平成２３年３月に開館予定の（仮称）唐木田図書館について、窓口業務、分
館業務を中心とした開館業務を委託する。 7 

稲城市 治安・防災 委託 市防災倉庫等備品整備点検等
市内にある市防災倉庫、自主防災組織倉庫、市内小・中学校の防災倉庫につ
いて、備蓄食糧、資機材、備品の整備・点検や補充、清掃等を行う。 2 

羽村市 情報通信 委託
市ホームページの更新等における支援
事業

市ホームページの更新等に「ついて、職員が円滑、かつ、効果的に作業がで
きるよう、ホームページ管理ソフトに精通した支援員を雇用する。 1 

あきる野市 観光 委託 伝統技術継承事業
東京都の無形文化財である手漉き和紙（軍道紙）の伝統技術を継承するた
め、継承者を雇用する。 4 

檜原村内 産業 委託 地域ブランド開発促進事業
観光振興を図るため、新たな地域ブランド商品となる特産物の開発とその販
路を開拓するための人材を雇用し、地域活性化を図る。 2 

檜原村内 観光 委託 観光ツアーガイド等育成・推進事業
観光振興と観光客の入込み増加を図るため、森林セラピーロードや主要な観
光スポットをＰＲするための森林セラピーガイドや観光ツアーガイドの雇
用・育成を図る。

4 



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

(人)

神津島村 観光 委託 神津島物販等委託事業
神津島村で行っている観光PR（観光パンフレット配布・特産品物販）事業を
神津島観光協会に委託し、観光PRを行ってもらう。 1 

八丈町 介護・福祉 委託 精神障害者共同作業所支援事業
精神障害者共同作業所において、多様化する障害者のニーズに対する総合的
かつ専門的な相談体制の構築と自立支援や生産活動の機会の提供を図る。 1 


