
【東京都実施分】  

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

(人)

総務局 情報通信 委託
電子画像作成及びＩＣタグ付設作
業委託

(1)所蔵資料の撮影又はスキャニングを行い電子化する。(2)所蔵資
料にＩＣタグを付設する。 22 

環境局 人材育成 環境 委託 省エネ診断員の育成
省エネ診断における作業補助として雇用し、省エネ診断に必要な知
識や技術をOJT等により取得する。 4 

環境局 重点分野 環境 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、家電製品等を販売する事業者に対して調査を実施する。 4 

環境局 重点分野 環境 委託 飲用井戸等設置状況等調査
土壌汚染対策法に関する事務の効率的な遂行のため、井戸の有無、
飲用利用の有無、利用状況等を事前に把握する。 387 

環境局 環境 委託
保全地域不法投棄廃棄物等処理事
業

多摩環境事務所管内の保全地域において、不法投棄物等の清掃、草
刈、落葉掃き等を実施し、地域内の環境保全を図る。 11 

環境局 重点分野 環境 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
査し、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。 48 

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。

104 

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。

13 

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、都内福祉施設の環境美化等の雇用機会を提供する。 65 

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。

4 

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。 339 

福祉保健局 人材育成 介護 委託
介護雇用プログラム事業（生活福
祉分野）

離職を余儀なくされた非正規労働者等が、保護施設等において、養
成機関での受講時間も含め給与を得て、働きながら介護資格取得す
るプログラムを推進する。

0 

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
を受講させる。

347 

緊急雇用創出事業実績一覧（平成22年度）



所管 重点分野 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 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。

30 

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。

298 

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。 59 

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。 60 

福祉保健局 介護･福祉 直接
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。

16 

福祉保健局 重点分野 介護 委託
営利法人の運営する介護サービス
事業所に対する研修事業

営利法人の運営する介護サービス事業所に対し、事業の人員、設備
及び運営に関する基準やこれまでの実地検査で判明した事業所運営
上の問題点等について研修を行うことにより、介護サービスの適正
な運営と質の確保を目指す。

3 

福祉保健局 重点分野 子育て 委託 保育所運営状況把握調査事業
保育の主な担い手である保育所における運営の現状を調査し、設置
主体別、定員別等の問題点を整理し、その結果を保育所にフィード
バックすることにより、自主的な改善を促す。

6 

福祉保健局 重点分野 医療 委託
医師事務作業補助者活用検証・普
及啓発事業

都内の救急医療機関等に、医師事務作業補助者として派遣就労し、
診断書の文書作成補助や診療に関するデータの整理等、従事しなが
ら知識・技術を習得した後、雇用の継続につながる機会を提供す
る。

8 

福祉保健局 重点分野 医療 委託 冬期献血推進強化事業

輸血用血液製剤が不足傾向となる冬期において東京都内の血液製剤
の適正在庫を維持し、医療機関への安定供給を確保するため、献血
スタッフを臨時に増員することにより、献血推進活動を強化すると
ともに、１０代及び２０代の若年齢層に対し献血活動に関する理解
の推進を強化する。

7 

福祉保健局 重点分野
地域社会雇

用
委託

バリアフリー施設・設備の利用実
態調査

円滑な移動のために設置された施設・設備の利用実態調査や飲食・
物販店舗における車いす使用者等の利用しやすさの実態調査を実施
することで、雇用機会の確保を図る。

9 

福祉保健局 重点分野 介護 委託
小規模介護サービス事業所に対す
る確認調査および実地調査状況の
集計事業

小規模介護サービス事業所の事業実態を調査し、都や保険者におけ
る実地指導、監査等に役立て介護サービスの質の向上を図る。ま
た、事務受託法人が区市町村とともに実施した平成２１年度の実地
調査結果を数値化し、分析の基礎資料として今後の保険者等支援に
資する。

3 



所管 重点分野 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 介護 委託
介護支援専門員のスキルアップに
資する職場、研修環境構築に向け
た実態把握調査事業

都内の居宅介護支援事業所に直接聞き取り調査を実施し、職場の環
境が介護支援専門員のスキルアップに対して及ぼす影響を調査する
とともに、介護支援専門員それぞれのキャリア及び知識範囲に応じ
て不足している知識、必要としている研修について検証するための
基礎データを取得する。

9 

福祉保健局 重点分野 介護 委託
ヘルパー２級を取得して地域の介
護に貢献しよう！

介護の分野で働きたいと考えている失業者を雇用し、働きながらヘ
ルパー２級を取得させ、施設等において、基礎的な実務知識・技能
を習得させることで、地域のニーズに合った介護事業を行う者とし
て育成する。

12 

福祉保健局 重点分野
地域社会雇

用
委託

東京都における高齢者見守り活
動・事業事例調査

離職者等を新規に雇用し、東京都内で実施されている高齢者の見守
り活動・事業に関する情報を収集するとともに、事例を選定の上、
聞き取り調査を実施し、調査結果を調査報告書(事例集)としてとり
まとめ、頒布する。

5 

福祉保健局 重点分野 介護 委託 訪問介護員育成・就業支援事業

介護の分野で働きたいと考えている失業者に対し、ホームヘルパー
２級資格を短期集中講座にて取得させ、その後、都内の介護施設等
に紹介予定派遣することにより、介護現場での就業機会を創出す
る。

9 

福祉保健局 重点分野 安全・安心 委託
高齢者施設への「感染症予防対
策」普及事業

高齢者施設で従事する職員を対象に「感染症予防対策の指導」と
「うがい・手洗い」等の実践を普及･啓発する普及員を新規採用し、
事業を実施する。

7 

福祉保健局 重点分野 子育て 委託 ひとり親家庭の生活安定支援事業
ひとり親家庭の生活上の課題である就業と住宅確保についての解決
を図るため、企業やひとり親家庭への普及啓発等を行う。 5 

福祉保健局 重点分野 子育て 委託
次世代育成支援後期行動計画の評
価に係る調査

次世代育成支援東京都行動計画（後期）について、子供の視点・利
用者の視点から評価基準を策定するためにヒアリング調査を実施す
る。

8 

福祉保健局 重点分野
地域社会雇

用
委託

生活支援員等緊急雇用プロジェク
ト

就職の機会が得られない失業者に対して、障害者の介護及び生活支
援に関す労働に適した人材を発掘、選出し、一定の教育プログラム
に基き就業定着を目指す。

1 

福祉保健局 重点分野
地域社会雇

用
委託 南風会重点分野雇用創造事業

対人関係の支援を経験させ、今後、福祉・介護分野で働くきっかけ
や意欲を創造し、就労の機会の増進を図ることを目的に行う。 1 

福祉保健局 重点分野 介護 委託
あいのわ支援センター　谷中ハウ
スにおける介護業務

障害者自立支援法による共同生活介護事業 8 

福祉保健局 重点分野
地域社会雇

用
委託

障害者支援の補助事業をとおした
地域人材育成

障害者の個人要望支援、外出支援、食事介助等、障害者の支援補助
業務を行う。 3 



所管 重点分野 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
地域社会雇

用
委託 日の出舎介護労働者雇用創出事業

利用者の入浴・起床就寝・衛生面やリネンの補助等を中心に、日常
生活に関する支援を行う。 1 

福祉保健局 重点分野
地域社会雇

用
委託 売上向上達成指導員の創造

売上向上達成指導員を配置・組織し、就労継続支援B型の食品グルー
プ、パン・弁当及び軽喫茶グループ、カフェシェ-ヌの売上拡大を図
り、利用者の工賃増額を目指す。

0 

福祉保健局 重点分野
地域社会雇

用
委託

授産品販路拡大のためのネット
ショップ販売トライアル事業

福祉施設の工賃アップを推進するため、授産品限定ネットショップ
に期間限定手数料等無料のお試し出品を行い、インターネット販売
の効果測定を行う。また、販売ツールとして授産品を掲載したガイ
ドブックを製作する。

7 

福祉保健局 重点分野
地域社会雇

用
委託

障害者自立支援法に基づく就労継
続支援Ｂ型と就労移行支援事業の
多機能型事業

就労継続支援Ｂ型と就労移行支援の多機能型施設における、障害者
の職業訓練・就労支援業務 8 

福祉保健局 重点分野 介護 委託 障害者支援施設における介護業務
・事務＝社会福祉法人の会計系経理事務全般
・支援員＝利用者の日常生活の援助及び介助 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わる正しい
薬用植物に関する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。

6 

福祉保健局 重点分野 安全・安心 委託
薬局・店舗販売業等における新医
薬品販売制度定着状況調査

新医薬品販売制度定着状況を把握するため、薬局・店舗販売業等や
都民への調査を行う。 8 

福祉保健局 人材育成 医療 委託
看護補助者（看護助手）人材育成
事業

都内の病院に、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。

8 

福祉保健局 人材育成 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

離職者等を雇用し、ビジネスマナー・介護技術を研修・実習により
習得させ、介護人材を育成する。 6 

福祉保健局 人材育成 介護 委託 地域の介護人材育成
介護分野における未経験者から介護福祉士・介護支援専門員有資格
者まで幅広い雇用を進めるため、地域において人材を発掘、育成
し、地域の介護人材を創出する。

8 



所管 重点分野 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 人材育成 子育て 委託 保育人材育成事業
保育現場から離れている又は現場経験のない保育士有資格者等の失
業者を新たに短期雇用し、保育現場復帰支援研修を行うとともに、
保育現場への就職を支援する。

14 

福祉保健局 人材育成
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ともに働く意欲のある方を「ジョブ
サポーター」として採用。法人においてＯＪＴを主とする研修を実
施する。また、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、法人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 

産業労働局 産業振興 委託 開放可能な試験・計測機器調査
開放可能な試験・計測機器を保有する大学、研究機関、企業等を訪
問し、機器に関する情報や使用条件等の調査を行う。 12 

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
都内の大学等の就職課等を訪問し、中小企業の魅力を紹介する冊子
やWEBサイトについて学生に周知する。 15 

産業労働局 重点分野
地域社会雇

用
委託

起業支援活性化のための実態調査
等事業

都内創業支援施設や都の創業支援施策活用企業等への調査を実施す
るとともに、調査対象への支援を図ることで都内産業の活性化を図
る。

5 

産業労働局 人材育成 産業振興 委託
スキルスタンダードを活用した人
材育成実践モデル事業

東京都が作成した産業デザイン分野スキルスタンダードを活用し、
新規雇用者の人材育成を実施するとともに、システムの実用性を検
証する。

3 

産業労働局 人材育成 産業振興 委託
商工施策活用事例アーカイブス発
信事業

東京都の各種商工施策について、過去に助成金等を受けた企業にイ
ンタビューを行い、その効果等についてＨＰ上で情報発信する等、
これから施策を利用しようとする方の参考としてもらう。

1 

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。

8 

産業労働局 重点分野 産業振興 委託 ベンチャー企業支援
労働力が慢性的に不足しているベンチャー企業に労働者派遣という
形で労働力を供給し、指導員が就業中の労働者のフォローを行う。 8 

産業労働局 重点分野 産業振興 委託 海外企業誘致施策状況調査委託

海外企業誘致に関する事業展開の可能性を探るため、海外の産業ク
ラスターの実態調査を行うとともに、他道府県の海外企業誘致施策
等に関するヒアリング調査等を実施し、施策立案の参考となる情報
を取りまとめる。

5 

産業労働局 重点分野 産業振興 委託
伝統産業振興に関わる人材・技術
データベース構築事業

伝統工芸品の見学・体験を行っている工房に関するデータを作成す
るとともに、工房を取材し、その内容を基に紹介用ホームページ及
びパンフレットを作成する。

7 

産業労働局 重点分野 観光 委託
外国人旅行者受入体制の整備に関
する基礎調査委託

東京都が実施する「外国人旅行者の受入体制の整備」事業を対象
に、外国人旅行者に対して聞き取り調査等を行い、各事業の改良点
を整理し、分析・改善提案を行う。

9 

産業労働局 人材育成 観光 委託 観光まちづくり人材育成事業
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。

19 



所管 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 観光 委託 観光おもてなし人材育成事業
「国内旅程管理研修」と「観光人材育成研修」を実施し、国内旅程
管理者の資格取得によるキャリア向上と、観光業務知識や国内外か
らの観光客に対するおもてなしスキルの取得を図る。

7 

産業労働局 重点分野 観光 委託
外国人観光客受入に関する意識・
実態調査事業

外国人観光客受入の施策検討に資する提案を行うことを目的に、外
国人観光客との接点がある都内のサービス・接客業従事者へのヒア
リング調査を実施する。

10 

産業労働局 人材育成 農林漁業 委託 食品産業競争力強化人材育成事業
食品産業協議会が失業者を雇用し、食品産業従事者としての基本的
な知識を習得させるとともに、個々の企業へOff-JTで研修派遣さ
せ、企業での就業に不可欠な知識・技術の習得を図る。

3 

産業労働局 人材育成 農林漁業 委託
農業の担い手及び地域農業をコー
ディネートする人材育成事業

農業の担い手や地域農業をコーディネートする人材を育成し、農業
分野で活躍する人材を育成する。 3 

産業労働局 人材育成 農林漁業 委託
漁業振興を担うための地域人材育
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 

産業労働局 農林漁業 委託 荒廃渓流等の美化及び防災事業
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。 64 

産業労働局 人材育成 農林漁業 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。

8 

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。 59 

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。 57 

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

東京都立職業能力開発センター等において、修了証明書等の発行に
際し、現在紙媒体で保存されている、指導要録等を電子データベー
ス化し、事務の効率化を図る。

9 

産業労働局 人材育成
地域社会雇

用
委託

流通分野に即応できる人材育成事
業

店頭での実務経験を積むためのＯＪＴや、職場外での研修等を行
い、流通分野で即戦力となり得る人材の育成を行う。 5 

産業労働局 人材育成
地域社会雇

用
委託

ＷＥＢデザイナー育成及び就職サ
ポート事業

一般求職者を対象に、求人市場において需要の高いWEBデザイナーを
講義と実践活動を通して育成すると共に、対象者に対する就職支援
を行う。

10 

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

中小企業等に対し個別訪問を実施し、様々な障害者雇用支援メ
ニューを紹介し障害者雇用の普及啓発を図る。 27 

産業労働局 介護・福祉 委託
障害者雇用実態調査（ヒアリング
調査）

障害者雇用促進施策の効果的な立案のため、都内における障害者の
雇用状況に関する実態調査を実施する。 22 



所管 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 重点分野
地域社会雇

用
委託

障害者雇用と企業価値の相互関係
に関する調査研究

　「障害者雇用が企業にどのような影響を与えているのか」を主
テーマに「障害者雇用が企業に与える効果と影響」につき、調査分
析する。

10 

産業労働局 人材育成
地域社会雇

用
委託

若年無業者　就労支援人材育成事
業

若年無業者の就職支援に意欲を持ち、若年者就労支援現場での職務
体験を希望する失業者に対し、「社会人力」のある支援者としての
知識や技術を取得する機会を提供し、就業を支援する。

7 

産業労働局 重点分野
地域社会雇

用
委託

「ＮＰＯで働く」応援！プロジェ
クト

求職者を対象に、首都圏のNPO法人が参加する合同説明会の開催、求
人情報や採用機会の提供、NPO法人で求められる働き方の提示等を行
い、採用現場でのミスマッチ解消と雇用促進を図る。

3 

産業労働局 産業振興 委託 地域環境美化事業
山谷地域周辺の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 短時間正社員に関する実態調査
都内事業所に対して、短時間正社員の導入状況や将来の導入見込み
等について、郵送及び訪問調査を行う。 13 

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の美化作業を行
う。 192 

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の美化作業を行
う。 32 

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。 78 

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 

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カウントを行う。 1,515 

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。 68 

教育庁 教育・文化 直接
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。 92 

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

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。 6 



所管 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 教育・文化 直接
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、各学校への計画的な巡回指導・支援等を行う。 44 

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、
学習素材及び教職員用e-ラーニングプログラム等の作成を行う。 5 

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。 12 

警視庁 重点分野
地域社会雇

用
委託

街頭犯罪抑止対策業務(防犯パト
ロール)

ひったくり等の犯罪が多発する地域の犯罪抑止対策を効果的に推進
するため警備業者に防犯パトロールを委託するもの。 169 

警視庁 重点分野
地域社会雇

用
委託

振り込め詐欺被害防止対策委託事
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に対し、
注意喚起を促す電話発信を行う。 27 

東京消防庁 治安・防災 委託 住宅用火災警報器設置率調査委託 訪問調査により、住宅用火災警報器の設置率を調査する。 203 

東京消防庁 治安・防災 委託
火災予防条例第23条の解除承認シ
ステム化等に伴う入力作業等

火災予防条例第２３条の火気規制該当事業所に対して実態調査を行
い、その結果を入力・集計し、今後の解除承認業務に活用する。 52 

東京消防庁 治安・防災 委託
東京都震災対策条例に基づく事業
所防災計画の小規模事業所の実態
調査

地震による被害を軽減するため、事業所防災計画の作成義務のある
小規模事業所の実態を調査し、今後の作成指導に活用する。 156 



所管 重点分野 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】

中央区 産業振興 委託 路上弁当販売監視業務
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。 16 

中央区 治安・防災 委託
放置自転車整理･整頓事業業務委
託

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 治安・防災 委託 街路樹点検調査委託
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 教育・文化 委託
学校図書館システムの整備(学校
図書館ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化作業委託)

区立学校における読書活動を推進するため、学校が所蔵する図書の
データベース化を図る。 24 

港区 子育て 委託
待機児童解消特別事業（たまち保
育室）

待機児童解消のため港区暫定保育事業を実施し、人件費を含む運営
についての業務委託

71 

港区 子育て 委託
待機児童解消特別事業（青南保育
室）

待機児童解消のため港区暫定保育事業を実施し、人件費を含む運営
についての業務委託 71 

港区 子育て 委託
待機児童解消特別事業（たかはま
保育室）

待機児童解消のため港区暫定保育事業を実施し、人件費を含む運営
についての業務委託 43 

港区 環境 委託 保護樹木・保護樹林等の台帳整理
区で指定してる保護樹木・保護樹林等について実態調査の上、現行
の台帳整理を行い、喪失しているプレートを取り付ける作業を行
う。

11 

港区 環境 委託
喫煙マナーアップ啓発及び清掃事
業

みなとタバコルールに基づき、路上喫煙・歩行喫煙防止の普及啓発
活動やタバコの吸殻等の除去・清掃を行う。 27 

港区 教育・文化 委託 遺跡出土遺物の再整理
区内遺跡の発掘調査で出土した遺物を、より適切な状態で保存する
ため、区が定めた所定の基準に基づく再整理を委託業務として行
う。

12 

港区 人材育成 介護・福祉 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。

5 

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
業務補助（臨時職員の雇用）

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、生活保護業務体制の充実を図る事業 8 

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

3 



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

(人)

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、既存施設を活用し、期間限定で設置
する保育所で非常勤職員等を雇用する事業 16 

新宿区 教育・文化 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
て校務支援システム等の導入支援を行う事業 14 

新宿区 環境 委託 事業者向け省エネルギー調査
中小事業者の省エネルギーへの取組み状況を把握し、その取組みを
支援するため、アンケート調査を行う事業 9 

新宿区 情報通信 委託
地域ポータルサイトにおける施設
情報収集

新宿区地域ポータルサイト利用者が必要とする、施設をはじめとし
た各種情報を収集しそれをデータベース化することにより、掲載情
報の有効活用を図る事業

5 

新宿区 情報通信 委託 道路調査資料の電子化委託事業
建築時における道路の取扱い、幅員・中心位置等が記載されている
道路調査資料を電子化して保管することで、劣化防止や省スペース
化のほか、検索システムの構築による検索時間の短縮を図る事業

10 

文京区 産業振興 委託 商店街利用状況調査 商店街の活性化のため、商店街の利用状況を調査する事業。 12 

文京区 産業振興 委託 商店街宅配委託事業 商店街で購入した物品を自宅へ宅配する事業。 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事
業。 2 

文京区 観光 委託 歩きたくなる文京区ルート開発
区の観光資源の調査等を行い、魅力的なまちあるきルートの開発を
行う事業。 3 

文京区 介護・福祉 委託 バリアフリーマップの作成
高齢者、障害者をはじめ、区民の誰もが安全に外出できるよう、区
内の坂道等を示したバリアフリーマップを作成する事業。 9 

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

介護職員が研修等を受講する際に代替職員を確保する事業。 5 

文京区 治安・防災 委託 細街路整備現状調査
細街路拡幅整備協議書をもとに、道路拡幅の測定や写真撮影により
現況を把握し、拡幅整備工事の促進を図る事業。 2 

文京区 環境 委託 歩行喫煙等夜間巡回指導業務
区内9地域を巡回し、歩行喫煙等に関する意識啓発・指導を行う事
業。 40 

文京区 環境 委託 事業用大規模建築物調査
廃棄物処理に関する条例等において、事業用大規模建築物の対象拡
大を検討する基礎資料として、新たに対象となる建築物の調査を行
う事業。

2 

文京区 情報通信 委託
シビックセンターの平面詳細図等
CADデータ化

シビックセンターの平面詳細図等をＣＡＤデータ化する事業。 9 



所管 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 教育・文化 委託 区立学校校歌集ＣＤ作製事業 区立学校の校歌を1枚のＣＤに収め、伝統文化を伝える事業。 15 

文京区 教育・文化 委託 埋蔵文化財収蔵状況調査 区内収蔵の埋蔵文化財の整理、調査を行う事業。 17 

文京区 教育・文化 直接
スクール・ソーシャル・ワーカー
(SSW)事業

問題を抱える児童生徒を支援するスクール・ソーシャル・ワーカー
(SSW)を小中学校に導入する事業。 2 

文京区 教育・文化 直接 確かな学力育成事業
学校経営方針や学校の重点分野課題等に合わせて、全小学校に講師
を配置し、加えて35人以上の低学年全学級に複数担任を配置し、学
力向上・教育水準の向上に努める事業。

73 

文京区 教育・文化 委託 教育センター教育資料整備事業 教育センター教育資料室資料を整理しデータベース化する事業。 4 

文京区 情報通信 委託
地上デジタル放送受信状況調査後
の
結果報告等業務

平成21年度に区有施設起因のアナログ電波障害対策世帯に対し、地
上デジタル放送の受信状況調査を行った。その調査結果と今後の受
信方法の説明を、対象世帯に対し戸別周知を行い、デジタル放送移
行への相談とデジタル波受信不良相談窓口を開設する。

1 

文京区 情報通信 直接
尐額未納者納付能力調査員の設置
事業

尐額未納者(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 治安・防災 委託 交通安全施設台帳作成業務
区内の道路付属物（防護柵・手すり・道路反射鏡・標識等）の調査
を行い電子データ化した台帳として整備する。 15 

文京区 情報通信 委託 住居表示台帳補正調査事業

現在の住居表示台帳は、昭和39年～42年にかけて実施された住居表
示実施時点の街区図を使用しており、道路拡張等の街区の変更によ
り、実態にそぐわない状態である。そこで、新規雇用者を使った現
地調査を委託し、実態にそった街区及び家屋形態になるよう台帳整
備を行う。

16

文京区 治安・防災 委託 区有施設安全対策実態調査

区有施設（学校等を除く）における災害等発生時の安全対策を統一
的に推進・充実するため、各施設における安全対策の実態調査を行
う。また、応急対策業務に要する資機材等の集中管理と災害物資の
保管場所確保に向けて、各保管場所での集約や倉庫整理等を行う。

12 

文京区 介護・福祉 委託
高齢者安心見守りネット事業状況
把握訪問委託

 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。

12 



所管 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 重点分野
地域社会雇

用
委託

立ち寄りコーナー高齢者パソコン
支援事業

地域活動センターに設置する立ち寄りコーナーに人員を配置し、高
齢者を中心とした利用者に対してパソコン等の使い方を教えること
により、高齢者等の生きがいの向上や地域交流の活性化を図る。

5 

文京区 重点分野 介護 委託 高齢者現況把握調査
70歳以上の区民を対象に郵送及び訪問による実態把握調査を行う。
また、調査を通じて介護保険制度等の周知も行とともに、介護支援
や見守りが必要な高齢者に対しては支援につなげる。

26 

文京区 重点分野
環境・エネ
ルギー

委託 地球温暖化に関する学生意識調査 区内大学の学生に対し地球温暖化に関する意識調査を実施する。 7 

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。 6 

文京区 重点分野 観光 委託
（仮称）森鷗外記念館の整備（資
料デジタル化）

森鷗外の魅力の再発見と多様な人々が集う交流空間の創出をめざ
し、新たに開館する（仮称）森鷗外記念館の所蔵資料のデジタル
データベース化を進める。

16 

文京区 人材育成 介護 委託 介護人材育成事業

区内特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人が離職者等を有期
雇用し、法人が運営する施設等に就業させながら、介護に必要な知
識・技術を外部での講義や職場実習等により習得するための研修を
行う。

5 

台東区 環境 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防止のため、不法投棄等ルー
ル違反のごみ出し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。

9 

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。

25 

台東区 産業振興 委託
台東区製造業ガイドホームページ
リニューアル

区内の製造業に係る企業を紹介するデータベースである区製造業ガ
イドホームページについて、新規登録企業の募集・調査や記載内容
の調査・確認を行うとともに、操作性や画面デザインの見直しを実
施する。

3 

台東区 環境 委託 緑化状況調査委託
区内全域の緑化状況を調査（①樹木調査②壁面緑化調査③生垣等調
査）し、今後の緑化推進施策の展開に活用する。 12 

台東区 情報通信 委託
台東区公式ホームページリニュー
アル

区公式ホームページ作成ソフトウェアの更新に伴い、既存ページの
データ移行作業を行う。 3 

台東区 情報通信 委託
地上デジタル放送受信調査後の結
果連絡等業務

地上デジタル放送の受信状況調査後に、対象世帯への結果の通知及
び問い合わせに対する対応業務 2

台東区 情報通信 委託 外国人登録事務
外国人住民に係る制度改正に伴う準備作業。外国人登録原票とコン
ピューターデータとの照合により、データの正確性の確保を図る。 1



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

(人)

台東区 教育・文化 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、区内の図書館および連携施設の図
書資料等にＩＣタグを貼付し、効率的な図書管理を行い、利用者
サービスの向上を図る。

42

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確保のため、園の建具を中心に安全点
検・軽微な維持補修や運営に係る縫製作業を委託するとともに、木
工遊具や布製玩具を園児と共に製作することで世代間交流を図る。

22 

墨田区 情報通信 委託 学校ＩＣＴ化推進事業
学校に導入するＩＣＴ機器を教職員が有効に活用できるよう、各学
校を巡回するＩＣＴ指導員を委託する。 33 

墨田区 情報通信 委託
アナログ電波障害対策終了案内及
び相談窓口等業務

電波受信状況調査に基づき、現行の区施設起因による障害保障世帯
に対して、今後の対策の戸別訪問による説明を委託により実施する 4 

墨田区 情報通信 委託
地上波デジタル放送移行区民相談
事業

地上波デジタル放送への移行を円滑に行うため、地上デジタル放送
移行に伴う区民相談業務を委託する 11 

墨田区 治安・防災 委託 路上喫煙防止パトロール事業
路上喫煙等禁止条例に基づき、禁止地区における巡回パトロールを
委託により実施する 9 

墨田区 子育て 委託 赤ちゃん休けいスポット推進事業

おむつ替えや授乳が出来る場所を「赤ちゃん休けいスポット」とし
て認定することに向けて、協力店舗の洗い出しや設備状況調査、認
定にあたっての課題等の聞き取り調査を行うとともに、認定店舗へ
のステッカー掲示を行う

8 

墨田区 教育・文化 委託 図書資料ＩＣタグ化推進事業
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 51 

墨田区 情報通信 委託
地デジ受信準備確認・機器類取付
け支援

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
ジ機器類取付け作業を行う。

3 

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
新タワー周辺地区における通路の確保及び交通誘導、ごみ拾い、仮
設便所の点検やバリケードの設置及び撤去作業の委託 2 

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 10 

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 21 

江東区 治安・防災 委託
放置自転車対策事業委託（放置自
転車関係看板清掃・放置防止啓発
作業）

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
実施するとともに、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。

10 

江東区 介護・福祉 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。

23 



所管 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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江東区 情報通信 委託
都市計画決定情報・開発行為情報
のデータベース化及び関係図書の
電子ファイル化事業委託

都市計画決定した事項や開発行為について、その経緯や内容のデー
タベース化を図るとともに、紙で保存している関係図書を電子ファ
イル化する。

6 

江東区 環境 委託 公園等夏季利用状況調査委託 公園等夏季利用状況調査の委託 74 

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 2 

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。 6 

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。 6 

江東区 治安・防災 直接 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。

8 

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。 30 

江東区 教育・文化 委託
区立小中学校図書館環境整備レベ
ルアップ事業（蔵書のデータベー
ス化委託）

区立小中学校の学校図書館の蔵書をデータベース化し、蔵書の管
理・運用機能の充実を図る。 45 

江東区 情報通信 委託
情報公開・個人情報保護審議会諮
問案件等のデータベース化事業委
託

江東区情報公開・個人情報保護審議会諮問案件（審議状況・審議会
提言・提出資料等）をデータベース化する。 3 

江東区 教育・文化 委託
深川図書館所蔵戦前資料調査(劣
化状況及び国内公共図書館等所蔵
状況)委託

戦前に発行された資料の、劣化状況及び国内公共図書館等の所蔵状
況を調査し、今後の保存事業計画策定の基礎資料を作成する。 5 

江東区 介護・福祉 直接 障害者の「しごと　に　とらい」事業区役所内の事務補助 5 

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。 8 

江東区 重点分野 観光 委託 深川図書館所蔵資料整備委託
深川図書館資料のデジタル化を行うことにより、現物資料の劣化を
最小限にとどめつつ、公開等による半永久的な活用を図る。 2 



所管 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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江東区 重点分野
環境・エネ
ルギー

委託 緑化状況調査委託
江東区が平成１８年度に実施した、『江東区　みどりと自然の実態
調査』における、緑視率調査結果の経年比較及び同調査地点周辺に
おける緑化余地の検討。

3 

品川区 治安・防災 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。

117 

品川区 介護 委託 地域福祉人材確保支援事業

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。

12 

品川区 医療 委託
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 

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。

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か所及び介護老人保健施設１
か所において実施する。

49 

品川区 重点分野 介護 委託
有資格未就業者の人材活用検討業
務

介護現場を退いた介護福祉士等有資格者の介護職としての自覚と意
欲高揚の覚醒および現場への回帰を促すための方策についての検討
業務を委託し、介護人材確保・就業促進に繋げる仕組みを構築する
ための一助とする。

1 

目黒区 情報通信 委託
住居表示台帳（紙台帳）を電子化
し、システム構築を行う事業

。現在紙台帳により管理している住居表示台帳をデジタル化し、Ｇ
ＩＳを使用したシステムにより管理する。 15 

目黒区 情報通信 直接事業 建築行政情報の電子化
建築課が保有する建築確認台帳（マイクロフィルム及び紙情報）を
電子化し、一元管理する。 12 

目黒区 観光 委託 区内観光資源調査
目黒区の観光資源について、既存の観光資源のデータを収集・整理
し、観光資源のデータベースとして活用する。 2 

大田区 治安・防災 委託
大田区内がけ・擁壁実態調査（第
1期）

　がけ崩れ災害を防止し、区民の生命と財産を守るため、区内の高
さ2ｍ超のがけ・擁壁の実態を2か年で調査し、改善指導・整備支援
の基礎資料とする。

9 

大田区 治安・防災 委託
自転車駐車場整理員業務（糀谷・
羽田地区）

糀谷駅及び大鳥居駅前等周辺において駐車している自転車の整理を
行い、駐輪スペースの確保、効率に努める。啓発活動で駐輪場への
駐車を誘導する。歩行者や緊急車両の通行路の確保を行う

3 



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

(人)

大田区 治安・防災 委託 仮称東糀谷四丁目公園パトロール
22年４月に開園予定している新規公園の夜間パトロールを行う。防
犯上の不安に対する近隣住民の陳情・苦情に応える。 6 

大田区 介護・福祉 委託 高齢者福祉施策のための基礎調査

　今後の財政状況等に対応し、効率・効果的に高齢者施策を展開す
るため、大田区10か年基本計画や地域保健福祉計画の計画事業等に
ついて、区民や介護事業者等に調査を行う。また、他自治体の施策
実施状況などのデータ収集・分析もあわせて行う。
　調査方法
・資料調査：区、国、東京都、他自治体等　・アンケート調査：区
民（55～75歳）　2,000件、介護事業者　376件、中小企業500件、自
治会・町会、NPO 法人、ボランティア団体等500件　・訪問調査：ア
ンケート調査により、訪問調査が必要な介護事業者、中小企業等対
象

7 

世田谷区 観光 委託
公園・緑道等の図面修正・整備と
利用状況調査

公園・緑道等の施設全図を区民向けに修正・整備し、利用促進用の
公園ハンドブックの原稿図面を作成する。また公園等の利用状況を
調査する。

27 

世田谷区 教育・文化 委託
埋蔵文化財二次資料（ネガフィル
ム等）のデジタル化

埋蔵文化財二次資料（ネガフィルム等）を恒久的に保存するため電
子データ化する。 4 

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

自転車走行環境整備実施路線の整備効果検証のため、交通量調査を
実施する。 36 

世田谷区 産業振興 委託 若年者就労体験促進事業
職場見学や仕事体験協力企業の情報を活用し、体験コーディネート
を行う。 5 

世田谷区 情報通信 委託 世田谷区報道写真のデジタル化
報道写真の劣化に対応するためデジタル化し、データベース及び簡
易検索機能を構築する。 8 

世田谷区 子育て 直接 認可保育園入園選考態勢強化事業 認可保育園の入園選考態勢を強化する。 14 

世田谷区 治安・防災 委託
街路消火器の落書き・シール等除
去作業および清掃

区内の街路消火器への落書きやシール貼り付け等を除去し、清掃を
行う。 4 

世田谷区 産業振興 委託
区内企業の｢男女共同参画に関す
る意識・実態調査｣

男女共同参画社会づくりに向けて、区内企業における男女共同参画
の状況を把握する。 21 

世田谷区 教育・文化 委託
埋蔵文化財二次資料（図面・報告
書）のデジタル化

埋蔵文化財二次資料（図面・報告書）を恒久的に保存するため電子
データ化する。 3 



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

(人)

世田谷区 環境 直接 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、普及啓発等
を実施する。 19 

世田谷区 介護・福祉 委託
世田谷区障害者のＩＴによる在宅
就労への支援事業

身体的な障害により通勤が困難な障害者をＩＴによる在宅就労で雇
用する企業開拓等を行う。 2 

世田谷区 子育て 直接 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を図る。 445 

世田谷区 治安・防災 委託 譲与財産現地調査 譲与財産の現地調査を行う。 6 



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

(人)

世田谷区 子育て 直接
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

小学生の放課後健全育成事業「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る。

110 

世田谷区 教育・文化 委託
埋蔵文化財遺構図面・建築図面及
び文化財関係刉行物の電子化事業

埋蔵文化財遺構図面・建築図面及び文化財関係刉行物を恒久的に保
存するため電子データ化する。 2 

世田谷区 教育・文化 委託
文化財記録映画及び文化財調査記
録音声テープの電子化事業

文化財記録映画及び文化財調査記録音声テープを恒久的に保存する
ため電子データ化する。 1 

世田谷区 産業振興 委託
産業集積に係る区内等大学・研究
機関、映画人材ネットワーク構築
事業

産学連携や既存産業との連携により、新たな世田谷発の映像コンテ
ンツ等を生み出すための技術開発研究・技術交流等ネットワークを
構築する。

2 

世田谷区 重点分野 介護 委託 トワイライトスティモデル事業
世田谷区社会福祉事業団を委託先として、デイ・ホーム上北沢の通
所介護事業(9:00～17:00)の終了後、新たに17:00～22:00の時間帯に
介護や夕食の提供等を行う。

4 

世田谷区 人材育成 産業振興 委託
中小企業・若者マッチング応援イ
ンターンシップ事業

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。

3 

渋谷区 環境 委託 歩道緑地帯除草等委託 区内の歩道緑地帯を年２回（７月、９月）除草を行う。 12 

渋谷区 教育・文化 委託 ICタグ装備委託
ＩＣタグの自動貸出機を設置することによる、既存図書ＩＣタグを
貼付作業を行う。 89 

渋谷区 介護・福祉 直営 生活保護円滑実施支援事業
生活保護の相談件数や被保護者の急増に対応するため、生活保護の
窓口業務補助を行う。 7 

渋谷区 環境 委託 分煙ルール周知啓発推進事業
「渋谷区分煙ルール」でうたっている。「歩行喫煙はしない」「タ
バコは決められた場所で吸う」の指針の徹底を図るために啓発活
動、清掃等を含めた歩行禁煙禁止パトロールを実施する。

18 



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

(人)

渋谷区 治安・防災 直営 建築物の耐震促進補助事業
木造住宅耐震化の啓発、木造住宅簡易補強の啓発、緊急輸送道路沿
道の建築物耐震化の啓発と事務処理を行う。 1 

渋谷区 教育・文化 委託 笹塚図書館業務委託
図書館の資料整備にＩＣタグを導入することによる事務・管理業務
及び自動貸出機の運用・利用者対応業務を民間事業者に委託し雇用
の拡大を図る。

4 

中野区 環境 委託
放置自転車解消のための自転車駐
車場利用案内強化業務

自転車駐車場の新設に伴い、案内・誘導業務を強化し、放置自転車
の解消を図る。 10 

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。 7 

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。 3 

中野区 情報通信 委託 住居表示台帳の整備及び電子化
届出済住居表示の確認や未届部分の調査などにより、住居表示台帳
を整備する。

46 

中野区 環境 委託
歩きたばこ・ポイ捨て防止啓発事
業

区内各駅周辺において、歩きたばこの防止や吸い殻等のポイ捨て防
止など、街頭での啓発を行う。 45 

中野区 環境 委託 違反広告物撤去処分作業事業
違反広告物の撤去回収処分作業を実施し、都市の美観風致の 維持及
び危険防止の増進を図る。 16 

中野区 環境 委託

中野区 環境 委託

中野区 環境 委託

中野区 環境 委託

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。 28 

中野区 環境 委託
（仮称）中野西自転車駐車場運営
業務委託

中野駅北基盤整備に伴い設置した仮設の中野西自転車駐車場の運営
を業務委託により実施する。 5 

中野区 環境 委託
中野駅周辺自転車駐車場利用案
内・誘導業務委託

中野駅北基盤整備に伴い、自転車駐車場の仮移設が断続的に実施さ
れるので、自転車利用者を適切に自転車駐車場に誘導する。 13 

中野区 人材育成 介護 委託
働きながら資格をとる介護雇用プ
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。 9 

失業者就労支援対策としての
公園清掃拡充

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。 56 



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

(人)

杉並区 治安・防災 直接実施 住民登録の実態調査員の雇用

住民登録をしたまま、転出等が未届けで、住所が不明となっている
区民の居住調査を行う調査員を雇用し、実態調査を実施する。その
調査データに基づき、区は必要な届出の催告等を行い、住民基本台
帳と居住実態の整合を図る。

15 

杉並区 産業振興 委託
観光による地域経済活性化等市場
調査（すぎなみブランド等）

地域のイメージアップを図り、観光需要による集客や経済の活性化
によって、区民生活の向上をめざすため、杉並区の地域ブランド
「すぎなみブランド」が生活者が認識するさまざまな地域イメージ
の総体である点に着目し、同ブランドの発掘・調査を行う。

6 

杉並区 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。 20 

杉並区 産業振興 委託 商店街マップ作成調査

街路灯LED化やイベント助成等商店街振興施策の実施にあたり、参考
資料として活用するため商店街の店舗状況等実態調査を行い、各商
店街マップを作成する。助成の実施状況と、商店街の集客状況を確
認するため、複数年の追跡調査を行う。

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体制を確保す
るために、事務や介護予防のケアプラン作成などを行う。 4 

杉並区 介護・福祉 直接実施 障害者のチャレンジ雇用事業 区役所の事務補助及び軽作業に従事する知的障害者等を雇用する。 6 

杉並区 教育・文化 直接実施
特別支援教育の充実（学習支援教
員）

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。 10 

杉並区 教育・文化 直接実施 特別支援教育の充実（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。

12 

杉並区 教育・文化 直接実施
特別支援教育の充実（臨床心理
士）

支援を要する児童・生徒の個別指導計画の立案支援や、保護者や教
員との相談機能の充実を図るため、区立小・中学校を巡回する 2 

杉並区 教育・文化 直接実施 学校図書館の充実

区立小・中学校の図書館に、司書等の資格を有する学校司書を配置
し、学校図書館の整備と授業支援を行うことで、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させる。

22 

杉並区 人材育成 介護・福祉 委託 介護雇用プログラム

介護現場での雇用創出と介護人材の育成確保を図るため、事業受託
者である介護サービス事業者が、介護の資格を目指す離職者等を有
期雇用契約労働者として新規に雇用し、介護施設等において介護業
務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級課程の養成講座を受講させる場合に、契約期間中
の賃金及び養成講座受講経費等を助成する

12 

豊島区 情報通信 直接雇用
外国語に対応できる相談員による
外国人相談事業

外国語に対応するため、通訳の配置による外国人相談事業 6 



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

(人)

豊島区 産業振興 直接雇用
税務システム再構築に伴う補助事
業

課税データの入力・検索、資料整理、資料照会等の課税補助事務 4 

豊島区 産業振興 委託
税務課総合窓口のフロアーマネー
ジャー

税務課収納業務における総合窓口のフロアーマネージャー（案内・
整理業務） 17 

豊島区 産業振興 委託 外国人登録原票整理業務 外国人登録原票の台帳の内容を精査し整理する業務 9 

豊島区 介護・福祉 直接雇用
一人暮らし・高齢者のみ世帯全数
実態調査

一人暮らし・高齢者のみ世帯全数実態調査 10 

豊島区 子育て 直接雇用 保育所待機児童対策緊急事業 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 20 

豊島区 治安・防災 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

9 

豊島区 環境 委託
路地裏・商店街歩行喫煙パトロー
ル事業

区内5駅周辺を中心とした路地裏及び商店街での歩行喫煙パトロール 37 

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JR各駅前広場及び周辺道路清掃 6 

豊島区 環境 委託
道路上空の路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及び結果データの作成 2 

豊島区 教育・文化 委託
ＩＣＴ支援員による学校ＩＣＴ化
のサポート体制の整備事業

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。 24 

豊島区 産業振興 直接雇用 住居表示台帳実態調査業務
住居表示台帳の整理修正を目的とし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う 3 

豊島区 治安・防災 委託 中央図書館の警備強化事業
閲覧席受付利用案内時のクレーム・トラブル対応、行列の整理及び
利用時間経過後、退席しない人へのクレーム対応 2 

豊島区 治安・防災 委託 地域図書館の巡回警備事業 区内6館の巡回警備及び不審者等の出現の場合の緊急対応 3 

豊島区 環境 委託
喫煙所周辺における巡回指導及び
整理誘導業務

「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
することで、喫煙所周辺での歩行者の安全確保を図る 7 

豊島区 介護・福祉 委託
一人暮らし高齢者等実態調査の調
査報告書作成委託

一人暮らし高齢者等実態調査の調査報告書作成委託 5 



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

(人)

豊島区 産業振興 直接雇用
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の実態調査 1 

豊島区 産業振興 直接雇用 外国人登録事務に関する通訳業務 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 2 

豊島区 産業振興 直接雇用
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、外国籍滞納者に対
し制度の説明を行う。 1 

豊島区 医療 直接雇用
国民健康保険医療費適正化推進事
業

国民健康保険療養給付費返納金催告書送付事務及び柔道整復療養費
申請書内容点検・調査事務 2 

豊島区 医療 直接雇用 外国人滞納者の実態居所調査事業
外国人世帯を中心に（日本人を含む居住確認が必要と思われる者を
含む）訪問調査を行うため、外国語（中国語又は韓国語）に対応で
きる調査員を雇用する。

2 

豊島区 介護・福祉 委託 地域福祉活動支援事業
１．関係団体等の整理
２．地域福祉懇談会・実態調査の実施
３．福祉ボランティアの啓発情報誌作成

3 

豊島区 治安・防災 委託 放置自転車防止パトロール
特に放置が午後以降に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する。 6 

豊島区 教育・文化 委託 みみずく資料館寄贈物品整理業務
新たに寄贈される「ふくろう」に因む工芸品を展示に供するため、
データベースの入力・作成を実施する。 4 

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

　池袋西口駅前広場及び周辺道路の清掃事業 5 

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 16 

豊島区 重点分野
地域社会雇

用
委託 分譲マンション実態調査事業

区内のマンションの適正な維持管理への支援及び建替え・改修支援
のため、訪問調査による実態把握や既存不適格等、詳細を調査 6 

豊島区 重点分野
地域社会雇

用
委託

子ども、高齢者等の安全・安心に
関する調査分析業務委託

子ども、高齢者等の安全・安心に関する調査・分析を実施する。 7 

豊島区 重点分野 観光 委託
雑司ヶ谷ギャラリー　歴史と文化
の展示会開催業務

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。 5 

北区 観光 委託 観光情報DVD等作成
北区の観光資源である歴史・文化、鉄道、区内四季折々の映像など
の観光情報ＤＶＤを作成する。 5 

北区 環境 委託 路上喫煙防止対策啓発及び清掃
路上喫煙禁止地区の他、区内各駅周辺で周知啓発活動を実施し、喫
煙所の清掃を行う。 15 



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

(人)

北区 子育て 直接実施
大規模改修工事に伴う保育園児の
送迎安全対策

園舎の大規模改修工事に伴い、仮園舎に一時移転する必要があるた
め、移転先への園児の送迎における安全対策を講じる。 5 

北区 子育て 委託
大規模改修工事に伴う保育園児の
安全対策

園舎の大規模改修工事に伴い、仮園舎に一時移転する必要があるた
め、移転先等での園児の安全対策を講じる。 18 

北区 治安・防災 委託 空き家の実態調査
賃貸や売買対象となっていない空き家が多い現状をふまえ、老朽化
等による防犯・防災面に対応するための空き家の有効活用を検討す
るための調査を行う。

9 

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

飛鳥山博物館に集められた未整理の考古資料の整理・分類（データ
ベース化）を行い、展示・収蔵するための準備を行う。 5 

北区 情報通信 委託 情報系端末のプログラム更新事業
・Windows XP SP3 最新版セキュリティ修正プログラムの適用、合わ
せて Windows7 へのアップグレード等 5 

北区 子育て 委託
東田端保育園の仮移転先及び一時
送迎受け入れ場所における安全管
理業務

園児の安全対策として、仮移転先及び受入れ場所に安全対策巡回員
を雇用する。 7 

北区 子育て 直接実施
東田端保育園バス送迎に係る補助
員の雇用（賃金＋交通費）

大規模な工事を行う保育園について、利用者の安全と工事の速やか
な進捗を図るため、遊休施設を仮園舎とし移転して運営を行う。本
園舎から仮園舎まで距離がある場合は、本園の近隣に一時送迎受け
入れ場所を設置し、一時送迎場所と仮園舎の間で児童を移送するた
めのバスを運行させる。園児のバス車内及び乗降時の安全確保のた
め、臨時職員を雇用する。

3 

北区 産業振興 委託
産業資料デジタルアーカイブ作成
業務

北区産業資料の収集、デジタル化等、データベース構築方針の検討
を行う。 12 

北区 産業振興 委託
北とぴあ満足度調査及び来館者数
調査委託

北とぴあの来館者に対し、利便性やサービス等の満足度調査を聞き
取りで行う。また、北とぴあの来館者数について、各出入り口にて
チェックする。

35 

北区 重点分野 産業振興 委託 環境美化活動に関する実態調査

　　主に駅周辺や商店街等における地域美化活動のあり方を調査・
研究するために、現状の実態把握を行う。
　また、平成２０年１２月より、「東京都北区路上喫煙の防止等に
関する条例」が施行されて１年６カ月が経過したことから、
　現状を評価し、今後の啓発活動の有効な実施方法等を検討する。

13 

北区 重点分野 産業振興 委託 北区商店街活性化事業
商店街の活性化を図るため、区や商店街連合会が実施する各種事業
の紹介と商店街や商業者が必要とする情報発信等に従事する人員を
確保し、商店街活性化事業として活動を展開する。

2 

北区 重点分野 環境 委託
ステーション回収場所等のデータ
ベース化委託

ステーション回収場所とごみ集積所について電子地図で管理できる
ようにする。またデータベースを作成する。 11 



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

(人)

北区 重点分野 環境 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

区内全域の植生調査、既存資料の点検・分類・修正を行い、データ
ベース化を行う。 6 

北区 人材育成
地域社会雇

用
委託 若年未就職者の就労体験事業

若年未就職者に、ビジネスマナー等の研修を行いインターンシップ
的就労体験を行う。同時に体験後の就職先紹介も行う。 46 

北区 人材育成
地域社会雇

用
委託

コミュニティビジネスにより就業
できるための人材育成事業

事業型NPOでのインターンシップ的就業体験あっせんし、NPO法人の
設立に向けた学習の機会を提供する。 4 

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。

1 

荒川区 教育・文化 委託
皆川号外コレクション等館蔵資料
データ化事業

荒川ふるさと文化館所蔵の資料利用、また区の出版物やＨＰ掲載に
備えて、日本一と称される皆川号外コレクション２万点余、日暮里
延命院貝塚・道灌山遺跡・町屋四丁目実揚遺跡出土品等1,000点余の
写真撮影を行いデータ化を図る。

6 

荒川区 環境 委託 路上喫煙禁止啓発指導業務
条例により禁止区域となっている地域において、路上喫煙防止の普
及啓発及び喫煙者への指導並びに清掃を実施し、環境美化を図る。 29 

荒川区 環境 委託
放置自転車対策強化に伴う啓発指
導員配置増

町屋駅前の放置状況の改善のため、特に放置が目立つ場所に啓発指
導員を配置し、自転車の放置を防止する。 18 

板橋区 教育・文化 直接
公文書館所蔵資料の一斉点検及び
修正作業

所蔵資料の点検及び写真データ入力作業 2 

板橋区 教育・文化 委託
区民文化施設台帳及び施設案内図
の作成

区民文化施設ＰＲのための案内図作成と施設の有効利用のための
施設図面・物品等の調査、報告 14 

板橋区 産業振興 直接 道路に関する固定資産台帳の整備
道路状況、道路附属物等を調査し、道路に関する固定資産台帳を整
備する。

4 

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 医療 直接
新型インフルエンザへの対応に伴
う相談センター事業

新型インフルエンザへの対応のため、板橋区保健所に相談センター
を開設し、医療機関の紹介や相談業務を実施する。

3 

板橋区 観光 委託
板橋区内の観光資源等データベー
ス化

区内の名所・旧跡などの観光資源を整理・整頓し、地域や名称の分
野から検索できるデータベースを構築し、観光者の増加を図る。 2 

板橋区 教育・文化 委託
配送給食の実施（板橋第二中学
校）

学校改築に伴い、近隣の学校より給食を配送し、実施する。 6 



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

(人)

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。 6 

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。 5 

板橋区 教育・文化 委託 給食調理業務 給食調理業務を新規に委託する。 9 

板橋区 教育・文化 直接 郷土資料館特別展受付業務 郷土資料館特別展の受付業務 4 

板橋区 教育・文化 直接 学習指導講師
学力の向上と学級の安定のため、教員免許所持者を学習指導講師と
して雇用して区立学校に配置する。 62 

板橋区 重点分野
地域社会雇

用
委託 学校図書館業務委託

区内中学校５校に図書館司書を配置し、児童の読書意欲向上を図
る。

3 

板橋区 重点分野
地域社会雇

用
委託 区内製造業データ整備事業

区内製造業者の受発注情報のファイリング及び検索システムを整備
し、ホームページに企業情報を掲載する。 2 

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に
かかる作業業務

在宅で生活している70歳以上の方及び介護度3・4・5の方を在宅で介
護している家族の方へﾘﾌﾚｯｼｭ券を交付するための案内並びにﾃﾞｰﾀの
入力業務

9 

板橋区 重点分野
地域社会雇

用
委託 商店街満足度調査

消費者にアンケート形式で、区内商店街に対して満足度調査を行
い、商店街活性化を図る。 15 

板橋区 重点分野
地域社会雇

用
委託 管理道路自転車対策

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。 5 

板橋区 重点分野
地域社会雇

用
委託 公園適正管理

公園の違法使用、不法投棄の多い公園に常駐し、パトロールを実施
して、公園の適正管理を図る。 18 

練馬区 情報通信 委託
区政資料管理整備に伴う資料整備
（データ入力）

区政資料管理整備に伴う資料整備（データ入力） 6 

練馬区 介護・福祉 委託 自動交付機等利用促進業務委託 住基カードおよび証明書自動交付機の利用促進をＰＲする業務 18 

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

住民税に係る特別徴収について、滞納がある事業所に対して電話に
よる納入案内を行う事業 6 

練馬区 介護・福祉 委託 金融機関等照会応答業務委託
納付期限後の住民税・軽自動車税納付書について、収納の可否に係
る電話照会等の受電、応答、担当係への取次ぎを行う事業 22 



所管 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
住民税納期内納付・口座振替キャ
ンペーン業務委託

住民税普通徴収の年４回の納期月に、区内各所で案内チラシとグッ
ズを配布し、納期内納付および口座振替の勧奨を行う事業 16 

練馬区 介護・福祉 委託 年金特別徴収案内業務委託
平成２２年度から開始する公的年金特別徴収制度について、電話案
内センターにより問合せの対応を行う事業 12 

練馬区 介護・福祉 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、受付などを行う事業 25 

練馬区 医療 委託 インフルエンザ相談ダイヤル委託 インフルエンザの問合せ対応を行う事業 7 

練馬区 介護・福祉 直接実施 民生・児童委員改選円滑実施事業 民生・児童委員の一斉改選を円滑に実施する事業 11 

練馬区 環境 委託 歩行喫煙等防止指導業務
条例により禁止された歩行喫煙やたばこのポイ捨てをなくすための
指導業務 57 

練馬区 介護・福祉 委託
民間施設のバリアフリーの状況を
調査する事業

民間施設におけるバリアフリー整備状況および改修意向等について
調査を実施し、既存施設のバリアフリー促進を図る事業 6 

練馬区 環境 直接実施
工事台帳データーを電子化するた
めの入力事業

道路台帳と地図とをリンクさせ、道路の箇所ごとの工事履歴が一目
で把握できるようにする事業 2 

練馬区 環境 委託 自転車誘導員業務 駅周辺における自転車駐車場への誘導・案内業務 23 

練馬区 教育・文化 委託 統合新校への安全誘導員の配置
統合により移転となる特別支援学級に通学する児童の登下校を援助
する事業 4 

練馬区 教育・文化 直接 統合新校への学童擁護の配置
統合により新設される小学校に通学する児童の、登下校時における
交通安全誘導・指導を行う事業 8 

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 7 

練馬区 教育・文化 委託 伝統文化資料整理、活用事業 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 6 

練馬区 教育・文化 直接 伝統文化資料整理、活用事業 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 



所管 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 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事業 7 

練馬区 教育・文化 委託 図書資料保管替作業委託
図書館資料の所蔵館を変更し、ラベルの貼付、データ入力、配架を
行う事業 6 

練馬区 農林漁業 委託 農業委員会議事録データ作成委託
昭和20年代分から紙文書で保存をしている議事録を、経年劣化が著
しいため、画像データ化する事業 2 

練馬区 産業振興 委託
外国語版「ねりまの農業」作成委
託

ブックレット「ねりまの農業」の外国語版の作成にかかる翻訳、編
集作業を行う事業 1 

練馬区 子育て 直接実施
練馬型グループ保育室職員派遣委
託

マンションの1室で乳幼児のグループ保育行う事業（保育有資格者）
及び保育士の補助を行う事業 16 

練馬区 介護・福祉 委託
地域集会施設の襖等を張替える事
業

地区区民館、地域集会所の襖、畳表の張替等を行う事業 6 

練馬区 介護・福祉 委託
戸籍届出受附帳を磁気データ化す
る事業

戸籍届出受附帳を磁気データ化する事業 24 

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

生活保護関係業務の事務の補助を行う事業 8 

練馬区 環境 委託 道路幅員を調査する事業
区道管理区域図をスキャニングして、建築基準法第42条第2項道路を
地図上に明示する事業 4 

練馬区 人材育成 介護 委託 介護人材等雇用促進事業委託
介護または障害福祉サービス事業所に有期雇用し、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受講させる事業 25 

足立区 情報通信 委託 区施設の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。 3 

足立区 環境 委託
美化調査及び美化推進調査キャン
ペーン委託(竹の塚地区周辺)

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 22 

足立区 環境 委託
集積所指導・資源持ち去りパト
ロール

ごみ集積所へ排出された資源の持ち去り者・業者などへの指導を実
施する。 10 

足立区 環境 委託 不法投棄防止夜間パトロール
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。 7 



所管 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 環境 委託
事業系排出者へのごみ分別啓発事
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。 9 

足立区 環境 委託 公園利用実態調査（春期） 春季(～６月)における区内公園の利用実態調査を行なう。 20 

足立区 情報通信 委託
足立区立公園図面の電子化(ラス
タ化ー及びベクトル(ＣＡＤ)化)

区内公園の施設・電気・給排水・樹木等平面図(紙ベース)をラス
ター化及必要なものはベクトル(ＣＡＤ)化する。 13 

足立区 情報通信 委託
建築物の定期報告調査・検査台帳
の整備委託

建築部の定期報告調査・検査台帳等を既設の電子台帳にデータ入力
を行なう。 8 

足立区 情報通信 委託
道路位置指定図の整備及び台帳の
電子化

道路位置指定図を整備し電子化する。 3 

足立区 教育・文化 委託 学校用地施設の維持管理委託
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 直接雇用 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 直接雇用 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。 38 

足立区 教育・文化 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。

37 

足立区 教育・文化 委託
生涯学習関連施設利用者アンケー
ト聞き取り調査及び集計事業

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。 11 

足立区 教育・文化 委託
生涯学習施設ミニコミ誌等地域ポ
スティング事業

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。 31 

足立区 教育・文化 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。 17 

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

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。 10 

足立区 教育・文化 委託 パソコン初級講座
キャリアアップに必要なパソコン初級講座を無料で実施し、講師に
は失業者を雇用する。 3 

足立区 教育・文化 委託
保育士資格筆記試験対策講座【若
年層キャリア形成支援】

キャリアアップに必要な保育士資格筆記試験対策講座を無料で実施
し、講師には失業者を雇用する。 3 

足立区 環境 委託 不燃ごみの手選別作業委託 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。 14 

足立区 医療 直接雇用
高齢医療相談員による収納及び相
談業務強化事業

後期高齢医療制度における給付制度の周知や保険料納付相談等の対
応を行なう。 8 

足立区 医療 直接雇用
後期高齢医療保険者証一斉更新に
伴う保険証配送事務補助

後期高齢医療制度における保険証の一斉更新（7月）の事務補助とし
て臨時職員を雇用する。 3 

足立区 介護・福祉 直接雇用 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。 5 



所管 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 情報通信 直接雇用
数字で見る足立等資料のデータ化
(入力作業・グラフ作成等)

「数字で見る足立」の紙ベース資料(昭和５０年から平成２１年ま
で)を電子化(データ入力)する。 2 

足立区 環境 直接雇用 省エネルギー対策専門員の雇用 区施設における省エネルギー対策事業に関する専門員を配置する。 2 

足立区 治安・防災 委託
綾瀬駅周辺放置自転車対策強化事
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 治安・防災 委託
竹ノ塚駅周辺放置自転車対策強化
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。

足立区 治安・防災 委託
西新井駅周辺放置自転車対策強化
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。

足立区 環境 委託
ビューティフル・キーパー事業
（駅前重点分野清掃事業）

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。 68 

足立区 情報通信 直接雇用
地上波デジタル放送移行区民相談
事業

地上デジタル放送移行に伴う各種相談、指導を行なう(以降後も高齢
者を中心とする対応を図る) 7 

足立区 治安・防災 委託
綾瀬駅周辺放置自転車対策強化事
業（下期）

ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾙｳｲﾝﾄﾞｳｽﾞの一環として綾瀬駅周辺自転車対策事業を365日体制として
強化する。 3 

足立区 治安・防災 委託
竹ノ塚・西新井・北千住駅駅周辺
放置自転車対策強化事業（下期）

ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾙｳｲﾝﾄﾞｳｽﾞの一環として竹ノ塚・西新井・北千住駅周辺自転車対策事業
を365日体制として強化する。 14 

足立区 教育・文化 直接雇用 学校支援員派遣事業
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。 3 

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。 12 

足立区 重点分野
環境・エネ
ルギー

委託 環境保全意識・取組実態調査
区民(特に２０代・３０代)の環境保全意識、取り組み実態をヒアリ
ング及びアンケートによる調査を行なう。 12 

足立区 重点分野
地域社会雇

用
委託

街頭犯罪(自転車盗・ひったくり)
被害防止事業

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。 63 

足立区 重点分野
地域社会雇

用
委託

非正規雇用者・既卒未内定者向け
就業促進事業

既卒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。 6 

足立区 重点分野
地域社会雇

用
委託

中・高生の居場所づくりモデル推
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。 5 

足立区 重点分野
地域社会雇

用
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
地域社会雇

用
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。 16 

足立区 重点分野
地域社会雇

用
委託 チューリップルネッサンス

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。 6 

足立区 重点分野
地域社会雇

用
委託

児童・生徒の読書習慣推進のため
学校図書システム整備及び蔵書登
録事業

児童・生徒の読書習慣推進のため学校図書資料の充実等を図る。 122 

足立区 重点分野
環境・エネ
ルギー

委託 区立公園施設等の現況調査事業 区立公園の現地調査(500箇所)を実施し、電子データを補正する。 35 

66 



所管 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
地域社会雇

用
委託

新卒高校生就職支援プログラム事
業（企業提案）

急雇用対策として失業者を雇用し、能力開発を行い、合同企業面接
会への参加企業開拓及び研修会、面接会の運営を行う。
この成果を基に、新卒高校生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、正社員として就職できるよう支援する。

7 

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） 3 



所管 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 人材育成 その他 委託 若者正規雇用サポートプログラム

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、インターンシップ先の企業は、重点分野に該当する企業とし、
重点分野の人材を育成し正規雇用につなげていく。

26 

葛飾区 教育・文化 委託
男女平等及び配偶者暴力に関する
意識と実態調査

男女平等社会実現の阻害要因を調査し、男女共同参画や配偶者暴力
対策を推進する上での基礎資料とする。

22 

葛飾区 環境 委託 歩行喫煙等禁止パトロール
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。 25 

葛飾区 情報通信 直接実施 証明書自動交付機に係わる業務
証明書自動交付機の設置に伴い、来庁した区民に対して自動交付機
への案内や操作説明を行うフロアーマネージャーを雇用し、自動交
付機の利用促進を図る。

18 

葛飾区 産業振興 委託 特別融資相談事業
中小企業に係る出張相談業務。国・都の緊急融資制度の案内・相談
業務業務。セーフティネット保証制度の案内・相談業務。

8 

葛飾区 産業振興 委託 葛飾産品アンテナショップ事業
ている菓子類、伝統産業品、工業製品などを展示・販売するアンテ
ナショップ運営事業を実施し、来街者へのお土産品を提供すると共 11 

葛飾区 産業振興 委託 雇用関係助成金相談事業
「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行う。従事する専門相談員は、社会保
険労務士等の有資格者で助成金制度に精通した者とする。

2 

葛飾区 観光 委託 葛飾区観光動態調査
葛飾区の観光動向を把握するために、来訪者アンケート調査や、区
内観光施設の利用実態調査を行い、観光施策の推進に資する。 105 

葛飾区 観光 委託 水元公園レンタサイクル事業

水元公園における公園利用者の利便性の向上、行動範囲の拡大によ
る新たな魅力の付与により水元地域の観光振興や賑わいの創出を図
るため、水元公園内でレンタサイクル事業を試験的に実施すると共
に、利用者ニーズの把握や運営方法などの調査、研究を進め、今後
のスーパー堤防完成時の本格実施に向けた検討を進める。

9 

葛飾区 治安・防災 委託
ひとり暮らし高齢者等の居宅・居
室の安全促進事業

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 



所管 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 委託
資源持ち去り防止パトロール業務
委託

区内の資源・ごみ集積所をパトロールし、無断で資源を持ち去る者
を発見した場合には、その中止を要請する。また、資源を持ち去る
走行車両を発見した場合には、追走し、デジタルカメラで撮影・記
録する。さらに、排出された資源の状況等を調査する。

13 

葛飾区 介護・福祉 直接実施 障害乳幼児早期療育体制の整備
心理発達専門員が、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を行
う。

2 

葛飾区 環境 委託 葛飾あらかわ水辺公園草刈委託 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。 21 

葛飾区 教育・文化 直接実施
新宿図書センター図書資料等整理
員雇上

新宿図書センターの改修工事や新立石図書館の開設準備に伴い、廃
棄図書のリサイクル処理・図書整理・配架等を行う。 18 

葛飾区 教育・文化 直接実施
（仮称）奥戸地区図書館開設準備
業務員雇上

奥戸地区図書館の開設準備に伴い、図書整理・配架・ラベル修正・
図書データ入力補助等を行う。 17 

葛飾区 情報通信 直接実施
証明書コンビニ交付事務補助員雇
上
（戸籍住民課分）

証明書コンビニエンス交付に伴う住民基本台帳カードの普及促進事
業（戸籍住民課分） 19 

葛飾区 情報通信 直接実施
証明書コンビニ交付事務補助員雇
上
（区民事務所分）

証明書コンビニエンス交付に伴う住民基本台帳カードの普及促進事
業（区民事務所分） 16 

江戸川区 介護 委託
地域包括支援センター緊急雇用創
出事業

地域包括支援センターの介護支援専門員、社会福祉士、保健師が地
域の総合的相談窓口として、専門的支援業務に専念できるようにす
るため、事務補助を行う。

28 

江戸川区 介護・福祉 直接
区立障害者就労支援センター農園
管理員

区立障害者就労支援センターの運営する農園に対し、農業の知識を
もった方を採用し利用者の方への農園指導等を行う

4 

江戸川区 治安・防災 委託
自転車安全走行指導員による啓
発・指導

区内10駅周辺35路線（特に自転車走行の多い路線）において、自転
車利用者に対して走行ルールの周知及びマナー向上を啓発する ＜そ
の１：一之江駅周辺＞

20 

江戸川区 治安・防災 委託
自転車安全走行指導員による啓
発・指導

区内10駅周辺35路線（特に自転車走行の多い路線）において、自転
車利用者に対して走行ルールの周知及びマナー向上を啓発する ＜そ
の２：平井・東大島駅周辺＞

21 

江戸川区 治安・防災 委託
自転車安全走行指導員による啓
発・指導

区内10駅周辺35路線（特に自転車走行の多い路線）において、自転
車利用者に対して走行ルールの周知及びマナー向上を啓発する ＜そ
の３：船堀駅周辺＞

20 

江戸川区 治安・防災 委託
自転車安全走行指導員による啓
発・指導

区内10駅周辺35路線（特に自転車走行の多い路線）において、自転
車利用者に対して走行ルールの周知及びマナー向上を啓発する ＜そ
の４：葛西駅周辺＞

25 



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

(人)

江戸川区 治安・防災 委託
自転車安全走行指導員による啓
発・指導

区内10駅周辺35路線（特に自転車走行の多い路線）において、自転
車利用者に対して走行ルールの周知及びマナー向上を啓発する ＜そ
の５：西葛西駅周辺＞

28 

江戸川区 治安・防災 委託
自転車安全走行指導員による啓
発・指導

区内10駅周辺35路線（特に自転車走行の多い路線）において、自転
車利用者に対して走行ルールの周知及びマナー向上を啓発する ＜そ
の６：葛西臨海公園駅周辺＞

8 



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

(人)

江戸川区 治安・防災 委託
自転車安全走行指導員による啓
発・指導

区内10駅周辺35路線（特に自転車走行の多い路線）において、自転
車利用者に対して走行ルールの周知及びマナー向上を啓発する ＜そ
の７：小岩駅周辺＞

23 

江戸川区 治安・防災 委託
自転車安全走行指導員による啓
発・指導

区内10駅周辺35路線（特に自転車走行の多い路線）において、自転
車利用者に対して走行ルールの周知及びマナー向上を啓発する ＜そ
の８：瑞江駅周辺＞

20 

江戸川区 治安・防災 委託
自転車安全走行指導員による啓
発・指導

区内10駅周辺35路線（特に自転車走行の多い路線）において、自転
車利用者に対して走行ルールの周知及びマナー向上を啓発する ＜そ
の９：篠崎駅周辺＞

15 

江戸川区 環境 委託 緑の基礎調査
緑の基本計画の改定や景観計画の策定の基礎資料とするため、区内
全域の樹木、生垣、屋上・壁面緑化等の緑実態調査を行う 22 

江戸川区 環境 委託
公園の現地調査及び台帳のシステ
ム入力

公園整備及び改修計画の基礎資料とするため、公園施設の現地図面
確認及び公園利用者の実態調査を行い、その結果を公園各種の資料
とあわせてデータ入力処理をし、電子データ化にする

12 

江戸川区 重点分野 医療 委託 80歳の口腔健康意識調査
80歳区民の歯と口腔の健康意識と生活状況を把握し、口腔の健康管
理方法・保健行動を知り今後の健康施策に反映させ、若い世代から
の口腔の健康づくりの充実を図る。

2 

江戸川区 人材育成 介護 委託
介護雇用プログラム事業
（介護福祉士の養成）

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
かせるとともに、介護福祉士取得のための養成講座を受講させ、介
護人材を育成する。

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級の養成）

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
かせるとともに、訪問介護員２級取得のための養成講座を受講さ
せ、介護人材を育成する。

1 

市議会だよりの発行（各戸配布）

広報紙作成（各戸配布）

八王子市 産業振興 委託 長期保存文書マイクロフィルム化 庁内長期保存文書のマイクロフィルム化業務委託 114

八王子市 産業振興 委託 家屋現況図等電子データ化
固定資産税地理情報システム家屋現況図及び土地評価図データ作成
業務委託 43

八王子市 医療 委託 医療と介護の連携ガイドの作成
医療・介護関係者相互の連携の強化を図る、施設情報等を掲載した
ガイドブック作成業務委託 5

情報通信 委託八王子市
現在、新聞折込で配布している市の広報紙及び議会だよりの全世帯
への配布業務委託 398



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

(人)

八王子市 環境 委託 可燃ごみ収集運搬
従来の可燃ごみ・資源ごみの収集のうち、戸建収集エリア等の業務
委託 95

八王子市 農林漁業 委託 林道沿いの渓流美化 林道及び林道沿いの荒れた水路の整備業務委託 13



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

(人)

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業務委託 81

八王子市 観光 委託 観光実態調査
観光施策の推進を図るため、高尾山等の観光実態を把握する調査業
務委託 23

八王子市 産業振興 委託 都市計画冊子データ等作成 「八王子の都市計画2010」及び副読本等作成業務委託 4

八王子市 教育・文化 委託
市史編さんに関する歴史資料マイ
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。

74

八王子市 教育・文化 委託 市立小・中学校高所窓ガラス清掃
市立小・中学校高所窓ガラス清掃
・高所のため、平常では清掃が行き届かない、小・中学校校舎及び
体育館の2階以上の外壁部分窓ガラスを清掃する。

56

八王子市 教育・文化 委託 郷土資料館収蔵資料電子データ化
郷土資料館収蔵資料電子データ化
・郷土資料館収蔵資料のスライド及びネガフィルムをスキャンし、
電子データ化する。

6

八王子市 教育・文化 委託 教育ネットワーク接続

教育ネットワーク接続
・学校図書館機能を充実するため、小・中学校が購入したパソコン
及び資源再活用するパソコンを学校図書館や職員室等に配備し、教
育ネットワーク（庁内ＬＡＮ）に接続する。

4

直接実施 3

委託 3

八王子市 環境 委託 交通量調査事務
交通量調査
　・八王子駅南口周辺の整備や陸橋の相互通行量の調査業務委託 52

八王子市 重点分野 観光 委託 高尾梅の里環境保全整備

高尾梅の里環境保全整備
・貴重な観光資源である高尾梅の里内の木下沢梅林（約1,400本）を
環境保全整備するとともに、今後の梅林一帯内を含めた観梅周遊
ルートの整備や作業の機動性確保のための整備用通路を設ける。

23

八王子市 教育・文化
学校図書館サポート配送ネット
ワーク

学校図書館サポート配送ネットワーク（※自主事業・委託事業）
・小・中学校全校を対象に、臨時職員が図書館から各学校へ団体貸
出しする図書選出・貸出準備、学校からの返却図書を整理する。各
学校から図書館への配送業務については、シルバー人材センターに
業務委託する。



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

(人)

八王子市 重点分野 観光 委託
夕やけ小やけふれあいの里ハイキ
ングコース環境整備

夕やけ小やけふれあいの里ハイキングコース環境整備
・施設内にあるハイキングコース及び急傾斜地矩面の下刈りを含む
コース内への採光を取り入れて見通しを抑止し、利用者へ快適かつ
安全なハイキングコースを提供するほか、下刈り作業の実施によ
り、生物の多様性を確保・保護する。

19

八王子市 重点分野
地域社会雇

用
委託

郷土資料館収蔵資料（土器）洗
浄・整理

郷土資料館収蔵資料（土器）洗浄・整理
・郷土資料館収蔵の土器・石器の洗浄・整理・ナンバリングを行
う。

15



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

(人)

立川市 治安・防災 直接 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。

50 

立川市 環境 直接 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。 6 

立川市 環境 直接 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。 6 

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。

8 

立川市 教育・文化 委託
立川文化芸術のまちづくり協議会
ホームページ作成事業

平成21年12月に発足する「立川文化芸術のまちづくり協議会」の
ホームページを作成するための従事者を雇用する。 6 

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。 8 

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、マーケティング調査や企画書の作
成、各種委員会の開催など、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。

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。 46 

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。 22 

立川市 観光 委託 南口商店街回遊化方策調査事業
庁舎移転後の通行量調査などを行い、来街者へのＰＲ方策等を検討
するとともに、回遊マップの作成を行うための従事者を雇用する。 60 

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。

16 

武蔵野市 環境 委託 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。 82 

武蔵野市 環境 委託 駅周辺地区路上駐停車実態調査 吉祥寺駅周辺地区の路上駐車の実態調査を行う。 67 



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

(人)

武蔵野市 介護・福祉 委託 交通バリアフリー整備現況調査
道路の移動等円滑化整備を推進し、誰もが安全で通行しやすい歩行
空間を創出するため、段差、勾配、視覚障害者誘導用ブロックの設
置状況や有効幅員等の現況調査を行う。

16 

武蔵野市 教育・文化 委託 市内小中学校の蔵書点検・管理
市内小中学校図書室の蔵書について、蔵書管理システムの更新に向
けて書誌及び所蔵のデータベースを整理し、蔵書点検及び図書資料
の装備を行う。

16 

武蔵野市 環境 委託
共同集配事業に関するＰＲ活動及
びアンケート調査

吉祥寺駅周辺における共同集配事業を実施するにあたり、運送事業
者等に事業の参加を促すために行う、事業の内容資料の配布及びア
ンケート調査

7 

三鷹市 環境 直接
道路環境保全事業【雤水浸透施設
の清掃】

道路の雤水排水を容易にするための雤水浸透施設の清掃 3 

三鷹市 環境 直接
道路環境保全事業【法定外公共物
(里道、水路、畦畔等)の清掃】

水路用地・里道等の清掃 3 

三鷹市 産業振興 委託 事業者雇用環境等調査 高齢者と障がい者の就業支援のための事業所調査 20 

三鷹市 産業振興 委託 後継者育成事業 大工職人等に対する専門技術・技術の講習会を委託 13 

三鷹市 情報通信 委託 住民基本台帳整備事業
住民基本台帳の正確な記録を確保するため、住民登録の実態に関す
る調査を行う。
市民サービスの享受の不均衡の是正をすることを目的とする。

13 

三鷹市 産業振興 直接 就職相談情報提供事業
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はかる。

2 

三鷹市 産業振興 直接 中小企業等融資相談業務
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 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 



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

(人)

三鷹市 環境 委託
道路環境保全事業(街路樹管理シ
ステム確認調査及び作成業務）

低木（さつき、つつじ等）の所在情報、質量情報、位置情報、形状
情報等の現地調査を行った上で、街路樹台帳のデータベース化を行
う。その結果について、既存の交通安全地図情報システムへ取り込
み、道路の維持管理に活用する。

15 

三鷹市 環境 委託
花と緑の広場の芝生広場等維持管
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。

6 

三鷹市 環境 委託
交通安全表示板の現況調査及び
データ作成業務

市内に設置されている「交通安全を喚起する表示板」について、現
地調査を実施し、所在・質量・位置・形状といった情報をデータ
ベース化する。その結果について既存の交通安全情報システムに取
り込み、安全表示板の維持管理に活用する。また現地調査の際に老
朽化した看板については撤去を行う。

10 

三鷹市 教育文化 直接 図書館総合案内及び書架整理事業

図書館（本館）でＩＣタグシステム導入後、土日、祝日、平日を問
わず利用者が急増し、混乱が生じている。ＩＣタグに反応するＢＤ
Ｓ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、保
管庫および団体室等の書架整理をすることにより、素早く図書の提
供することができる。

9 

三鷹市 情報通信 委託 住民基本台帳カード普及促進事業
22年2月にコンビニで証明書の発行開始に伴い、住民基本台帳カード
の普及促進のため、臨時窓口を設置し、お客様へのご説明、ご案
内、受付等を行う。

9 

三鷹市 子育て 委託
みたか子育てねっとの携帯サイト
の構築

「みたか子育てねっと」の構成を見直し、子育て家庭が必要とする
情報を携帯電話からも受けられるように携帯用のサイトを構築す
る。
　携帯用のサイトとPC用のサイトを別途に作成するのは非効率であ
るため、2つの情報発信を同時に行なえるシステムを導入し、運用の
コストを抑えつつより多くの子育て家庭に情報を届けられるようサ
イトを構築する。

4 

三鷹市 医療 直接
新型インフルエンザワクチン接種
費用負担軽減事業事務

新型インフルエンザワクチン接種の費用軽減事業に伴う業務（対象
者への対応業務　等） 1 

三鷹市 環境 直接
家庭系ごみ処理手数料減免関係事
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。 5 

三鷹市 環境 直接 事業系ごみの分別状況調査 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 

三鷹市 産業振興 委託 産業振興計画改定に向けた調査 三鷹市産業振興計画2010の改定に必要となる基礎データの取得のた
めに、アンケート調査、ヒアリング調査等を委託する。

4 

三鷹市 情報通信 委託 建築計画概要書データ化作業 建築指導行政をより円滑に遂行していくことを目的に指定道路管理
システムに組み込む建築計画概要書約3万枚をスキャニングし、GIS
データ化する

6 



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

(人)

三鷹市 治安・防災 直接
耐震改修促進計画による民間特定
建築物の台帳整備事業

民間特定建築物の耐震化率算出の基礎データとするため、三鷹市耐
震改修促進計画による民間特定建築物に関する台帳整備と地図上の
整理を行う。

1 

三鷹市 情報通信 直接
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 委託 自転車道利用状況調査業務
自転車道の利用状況について約1,600件のアンケート調査を実施する
とともに3交差点において朝夕の交通量調査を行う。 38 

三鷹市 情報通信 委託
路面状況等調査及び地理情報シス
テムデータ整備業務

市全道約257Kmの路面状況について現地調査を行い、路面状況を評価
分類すると同時に地理情報システムで運用できるようデータを整備
する。

11 

三鷹市 介護福祉 直接
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 介護福祉 直接
北野ハピネスセンター相談訓練事
業（乳幼児の小集団療法の実施）

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 情報通信 直接
公共施設データベースシステム運
用事業

【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
スシステムを運用するため、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・整理等の業務を行う。

2 

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 市道清掃委託事業 道路側溝しゅんせつ工を行う。 11 

青梅市 環境 委託 街路樹害虫対策事業 害虫の発生を軽減するため、樹木の一部伐採や剪定を行う。 12 

青梅市 治安・防災 委託 河川維持経費管理事業
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。 6 

青梅市 環境 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 環境 委託
事業系ごみ排出指導とごみ減量要
請事業

事業所を訪問し、排出方法の指導、ごみ減量と再資源化への啓発を
行う。 6 

青梅市 環境 委託 事業系持込みごみ調査事業 事業系ゴミの焼却施設にて、分別状況等の確認を行う。 13 



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

(人)

青梅市 治安・防災 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。 8 

青梅市 教育・文化 直接
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なう協力員を配置す
る。 8 

青梅市 治安・防災 直接
住民の生活実態を把握する継続調
査事業

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。 4 

青梅市 環境 委託
路上喫煙ならびにポイ捨て防止パ
トロール事業

路上喫煙ならびにポイ捨て防止パトロールを行う。 14 

青梅市 産業振興 直接
生産緑地指定申請台帳の再編整
備、現地調査、審査資料作成、通
知作成

指定申請台帳の再編整備等を行う。 2 

青梅市 情報通信 委託 会議録検索システム用のデータ化
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。 4 

青梅市 治安・防災 直接 住基カードへの切替
公的な身分証明書として交付された青梅市民証について、住基カー
ドへの切替を行う。 2 

青梅市 情報通信 委託 決算書等電子化
　市制施行初年度からの一般会計決算書および一般会計行政報告書
等を電子化する。 5 

青梅市 治安・防災 委託 青梅市新庁舎市民内覧会警備
庁舎の新設に伴い市民等を対象とした庁舎内覧会実施時に、庁舎に
警備員を配置する。 25 

青梅市 治安・防災 委託 公園等樹木管理業務委託
公園の樹木調査・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。 8 

青梅市 産業振興 委託 商工業実態調査事業
青梅市内に点在する商店の状況及び、市内の工業団地の状況を調査
する 3 

青梅市 環境 直接 庁舎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。 1 

青梅市 環境 直接 工場台帳のデータ化 紙ベースで管理している工場台帳をデータ化する。 1 

青梅市 教育・文化 直接
教育資料台帳の電子化および資料
整理

教育資料の保管台帳を電子化し、資料を再整理・分類類する。 2 



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

(人)

青梅市 教育・文化 委託 小学校校庭側溝清掃業務委託
校庭の側溝から雤水や泥が道路へあふれているため、清掃を行い雤
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

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。 0 

青梅市 教育・文化 委託
屋内運動場屋根雤どい清掃業務委
託

市内公立学校屋内運動場屋根の雤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。 3 

青梅市 重点分野 観光 委託 ハイキングコース点検・整備事業
ハイキングコースの点検/補修・整備を行い、ハイカーの安全を確保
する。 5 

府中市 治安・防災 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。

28 

府中市 治安・防災 委託 市内不法投棄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。

14 

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 35 

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 環境 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。 16 

府中市 教育・文化 直接 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。 11 

府中市 教育・文化 直接 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。 6 

府中市 介護・福祉 委託
府中市地域包括支援センターかた
まち事務補助等事業

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 介護・福祉 委託
府中市地域包括支援センター安立
園事務補助等事業

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 介護・福祉 委託
さくらんぼ在宅介護支援センター
事務補助等事業

在宅介護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。

2 



所管 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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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

府中市内で実施された発掘調査の成果を公開するために、出土遺物
を整理調査し、報告書等を作成します。具体的な業務内容は、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
録類の整理等です。

34 

府中市 治安・防災 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 12 

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及び祝日
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。

10

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。 4

府中市 情報通信 委託 公有財産台帳整備事業
現在紙ベースで保管されている、公有財産台帳（土地及び建物）を
電子化整備すると共に、公会計制度に適応できるための財政評価シ
ステムを構築する

5

府中市 治安・防災 委託 防災備蓄物適正配備事業
市内に設置されている防災倉庫内の備蓄物を適正に配備替えすると
ともに、備蓄物の棚卸を実施するもの。 9

府中市 治安・防災 委託 街頭消火器管理台帳等作成事業
市内に設置されている街頭消火器を現地調査するとともに、現在紙
ベースで管理している既存台帳を電子化するもの。 7

府中市 治安・防災 委託 消防水利標識管理台帳等作成事業
市内の消防水利を全て現地調査し、消防水利標識の台帳を電子デー
タとして作成するもの。 1

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２１校の学校図書館の蔵書(約２４３，００
０冊)にバーコードを貼付し図書データの作成を行なう。

19

府中市 治安・防災 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 7

昭島市 治安・防災 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。 6 

昭島市 介護・福祉 直接
介護保険料口座振替促進・収納向
上対策推進事業

介護保険料口座振替促進・収納向上対策推進事業。 8 

昭島市 介護・福祉 直接 要介護認定方法再見直しに伴う検証事務介護保険の要介護認定方法再見直しに伴う検証事務。 2 

昭島市 環境 委託 公園樹木剪定・移植委託
公園の樹木剪定により視界不良箇所を解消し公園の安全防犯対策を
推進する。 5 

昭島市 教育・文化 直接 生活指導支援員配置事業
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
行為等の問題解決を図る。 3 



所管 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 直接 水路等維持管理事業 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。 4 

昭島市 教育・文化 委託 学校情報通信技術支援業務委託
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
及び活用の支援業務。 4 

昭島市 教育・文化 委託 学校図書館システム導入事業委託
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。 4 

昭島市 教育・文化 直接 市民図書館返却図書の清掃業務 市民図書館返却図書の清掃業務 4 

昭島市 教育・文化 委託 小中学校樹木剪定 小中学校樹木剪定により、安全な教育環境の整備を図る。 23 

昭島市 子育て 直接 第2学童クラブ運営事業
待機児童が多い4校区において新たに学童クラブを設置し、児童の安
全安心な居場所の確保、保護者の就労機会の拡大、指導員採用によ
る雇用創出を図る。

44 

昭島市 教育・文化 委託
昭島市民球場外壁等再利用木材保
護塗料塗布委託

昭島市民球場整備時に伐採した木材再利用による外壁等の害虫予防
等の保護塗料塗布業務 5 

昭島市 教育・文化 委託 昭島市民球場管理委託事業
昭島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
務を委託し安全な管理運営を実施する。 4 

昭島市 治安・防災 直接 住居表示台帳整備事業 実態調査実施等により、正確な住居表示台帳の整備を行う。 2 

昭島市 介護・福祉 委託 国民健康保険税電話催告事業 国民健康保険税の収納率向上のため、電話等で催告を実施する。 6 

昭島市 介護・福祉 直接 国民健康保険税収納対策事業
国民健康保険税の収納率向上のため、関係資料の作成、整理、調査
により、収納事務の補助を行う。 4 

昭島市 介護・福祉 直接
国民健康保険税滞納整理資料作成
事業

国民健康保険税の収納率向上のため、関係書類の作成、整理、調査
により、滞納整理事務の補助を行う。 5 

昭島市 情報通信 直接 広報あきしま編集支援事務
新しい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。 1 

昭島市 環境 委託 庁舎南側遊歩道等整備事業 庁舎南側にある遊歩道を環境に配慮し、清潔で安全に整備する。 8 

昭島市 情報通信 直接 ホームページコンテンツ作成事務
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。 1 



所管 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 崖線緑地樹木せん定等業務 崖線緑地の樹木剪定及び草刈。 9 

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、資機材の配置替、倉庫内の清掃、整理
を行う。 5 

昭島市 重点分野
地域社会雇

用
委託 学校図書館支援業務委託

市立小中学校の学校図書館に司書また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。 8 

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

市保管の歴史資料（議会資料等）のデジタル化及び目録の整備・更
新を行う事業 18 

調布市 環境 委託
調布市市庁舎自転車整理等業務委
託

シルバー人材センターを通して高齢者を整理員として臨時に雇用し
て市役所庁舎駐輪場等の放置自転車整理を行う事業 10 

調布市 情報通信 直接 ｅＬＴＡＸ導入等支援事業
ｅＬＴＡＸ導入（国税連携等）や課税データ入力事務等の業務及び
所得税と個人住民税の申告期間におけるフロアー案内・申告書配
布・受付等の業務支援を行う事業

3 

調布市 情報通信 直接 市税徴収業務に係る調査支援事業 市税徴収事務に係る各種調査,窓口業務,納付推進に係る納税者への
連絡等

4 

調布市 環境 委託
自治会掲示板の調査及び台帳整備
事業

自治会掲示板の調査及び台帳整備事業 4 

調布市 子育て 委託
男女共同参画推進に関する調査等
支援事業

男女共同参画推進に関する調査等支援事業 3 

調布市 情報通信 直接
国民健康保険税徴収業務に係る調
査支援事業

国民健康保険税徴収業務に係る現地調査及び滞納整理の業務支援を
行う事業 4 

調布市 教育・文化 直接 教育センター収蔵資料整理等事業

教育センターで収蔵する資料を整理して，検索可能となるよう目録
等をデータ化することにより，学校で活用できるよう書架の整理を
行うとともに，学校で所蔵する視聴覚資料等の整理を支援すること
でより資料の活用を図る事業

2 

調布市 教育・文化 委託 収蔵文化財整理・調査作業事業
郷土博物館収蔵文化財（埋蔵文化財：出土遺物，遺構）の整理及び
調査報告を作成する事業 6 

調布市 医療 直接
インフルエンザ予防接種に係る接
種費用助成金受付事業

インフルエンザ予防接種に係る接種費用助成金の申請受付をはじめ
支払いまでの一連の事務補助を行う。 4 

調布市 重点分野 観光 委託 調布市観光PR事業 市内観光資源のPRを行うことにより，観光振興を図る。 13 



所管 重点分野 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 直接 生活援護課受付体制等拡充事業
　生活保護の相談・受付体制を充実し、急増する相談者へのサービ
スを向上する。 4 

町田市 子育て 直接 認可保育所入所受付事務事業
　保育施設の入園手続き受付体制を充実し、保育施設７園新設開設
に伴う窓口の混雑緩和を図る。 1 

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。 37 

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ますを清掃し、公園の適切な管理を図
る。 38 

町田市 農林漁業 委託
雑木林再生・資源活用事業（小野
路地区）

　里山環境の再生・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。

10 

町田市 農林漁業 委託
雑木林再生・資源活用事業（下小
山田地区）

　里山環境の再生・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、休耕田において、花畑作りなど
を行い、田園景観の向上を図る。

3 

町田市 治安・防災 委託 駅周辺放置自転車対策事業
　町田駅周辺及び鶴川駅周辺の放置自転車対策として、土日・祝日
に迷惑駐輪の指導及び駐輪場への誘導を実施する。 40 

町田市 教育・文化 委託
町田市立博物館収蔵考古資料整理
委託事業

　町田市立博物館に収蔵されている発掘資料の清掃・内容確認・報
告書照合を行い、資料台帳を作成する。復元可能資料の復元を行
う。

20 

町田市 環境 委託 街路樹・緑道現況調査
　街路樹・緑道の効率的で正確な管理を行うため管理台帳を作成す
る。街路樹を現地調査し、住宅地図等を基に街路樹の平面図及び、
管理調書を作成する。

14 

町田市 教育・文化 委託
町田市内の彫刻作品、モニュメン
ト、オブジェの調査及びデータ
ベース化業務

　市内の彫刻作品、モニュメント、オブジェの調査及びデータベー
ス作成 4 

町田市 教育・文化 委託 町田市立博物館所蔵図書整理事業 　町田市立博物館所蔵図書資料データベースの作成 7 

町田市 観光 委託 まちなか案内サービス事業
　まちなか案内サービス事業の実施に合わせ、各事業者の基礎情報
の収集と中心市街地を中心とした"まちなか"の全般的な案内の実施 6 

町田市 教育・文化 直接 小野路細野家所蔵文書整理事業 　旧家所蔵文書史料の整理 2 

町田市 環境 直接
太陽光発電システム設置費補助事
業

太陽光発電システムを設置補助事業の、交付申請から現場確認、補
助金支払までの一連の事務。 2 



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

(人)

町田市 教育・文化 委託
国際版画美術館収蔵作品情報整理
事業

国際版画美術館収蔵の美術資料の情報を整理し、データベースを作
成する。 19 

小金井市 重点分野
地域社会雇
用

委託 地域活性化賑わい事業
観光案内や物産販売を実証的に実施するとともに、地域商店街の情
報を収集発信する。 11

小金井市 重点分野 農林漁業 委託 農業振興計画策定事業 小金井市の第４次基本構想に対応した農業振興計画を策定する。 13 

小金井市 重点分野 農林漁業 委託 援農支援システム構築事業
農業経営者を支援する援農ボランティア組織化の仕組みを構築す
る。 2 

小金井市 重点分野
地域社会雇
用

委託 道路台帳平面図デジタル化事業
既存の道路台帳平面図をデジタル化し、基盤地図としての精度を確
保する 12 

小金井市 重点分野
地域社会雇
用

委託 通学路安全点検事業
中央線の連続立体化の完成により、通学路の見直しのため現状を点
検し、見直しの資料とする。 6 

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
中央線の連続立体化の完成により、交通危険箇所となった交差点等
に警備員を配置し、安全誘導を行なう。 7 

小金井市 産業振興 委託 新・産業振興プラン策定事業 小金井市の第４次基本構想に対応した産業振興計画を策定する。 6 

小金井市 情報通信 委託 広報取材記録写真データ化業務 約４０，０００点の取材写真ネガフィルムをデジタル化する。 7 

小金井市 治安・防災 委託
消火器及び消火器格納箱等点検事
業

消火器及び消化水利標識の点検・清掃を行い、台帳を作成する。 2 

小金井市 情報通信 委託 公有財産台帳整備事業 公有財産台帳を電子データ化するためのデータ入力を行なう。 7 

小金井市 情報通信 委託 住居表示台帳データ入力業務
住居表示台帳や住居表示付定通知書の作成・管理・印刷等を行な
う。 5 

小金井市 教育文化
直接実施
事業

はけの森美術館報作成業務
非常勤嘱託職員を雇用し、はけの森美術館の館報を作成するための
資料整理等を行なう。 3 

小金井市 産業振興 委託 商店街活性化サポート事業
商店街活性化要員を雇用させ、賑わいの創出と商店街の活性化を図
る。 5 



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

(人)

小金井市 環境 委託 公園台帳データ化事業 現在の紙ベースの公園台帳を電子データ化する。 5 

小金井市 環境 委託 路上喫煙者指導事業
喫煙マナーアップを目指して喫煙禁止区域での路上喫煙者に対する
指導を行なう。 15 

小金井市 環境 委託 ごみ減量啓発事業 市民にごみ減量のための啓発活動を行なう。 18 

小金井市 環境 委託 用水路実態調査事業 市が管理する水路の現状を調査し、水路台帳を作成する。 15 

小金井市 治安・防災 委託 道路反射鏡調査事業 道路反射鏡の現状を調査し、台帳を作成する。 6 

小金井市 情報通信 委託 教員用コンピュータ指導事業
教員1人に1台のパソコンが導入されるのにあたり、操作等の指導を
行なう。

7 

小金井市 教育文化 委託 埋蔵文化財資料等整理事業
教育委員会が所蔵する民具や埋蔵文化財を整理し、活用の促進を図
る。 8 

小金井市 重点分野 環境 委託 公園現況調査事業
公園台帳未記載の公園・緑地について台帳を作成し閲覧等に活用す
る事業 6 

小金井市 重点分野 観光 委託
近現代史料等整理・電子データ化
事業

近現代の史料やマイクロフィルムの複製、市報等の電子データ化を
行い、市民への情報提供や観光資源としてデータ活用の促進を図る
事業

13 

小金井市 産業振興 委託
住居表示台帳及び住居表示板現況
調査事業

住居表示台帳等現況調査を行い、住居表示関連業務の効率化及び市
民サービスの向上を図る事業 7 

小金井市 教育文化 委託 市立小・中学校便所特別清掃事業
市立小中学校の便所に経年により固着した汚れを除去し、清潔で衛
生的な教育環境を実現する事業 4 

小金井市 教育文化 委託 図書館地域資料等整理等事業
図書館保存の地域資料の整理や児童室資料の汚れ拭き取りにより、
図書館利用の快適化を図る事業 7 

小金井市 産業振興 委託
武蔵小金井駅周辺の通行量調査事
業

武蔵小金井駅周辺通行量調査を行い前年度の結果と比較・分析し、
商業・商店街振興に活用する 52 

小金井市 教育文化 直接実施
スクールソーシャルワーカー派遣
事業

スクールソーシャルワーカーを小中学校へ派遣し、児童生徒の問題
行動の防止や改善を図る 4 



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

(人)

小金井市 教育文化 委託
地域広告の整理・製本と図書の汚
れ拭き取り事業

図書館の地域資料の整理・製本や図書の汚れ落としによって、図書
利用環境の快適化を図る 13 

小金井市 重点分野 観光 委託
ウェブサイト制作調査及び企画設
計事業

産業振興や観光に役立つホームページ制作について調査や企画設計を行う 2 

小金井市 重点分野 観光 委託
小金井市観光資源調査及び観光
マップ作成事業

市内の観光資源について調査し、観光案内用のマップを作成する 4 

小金井市 重点分野 観光 委託
郷土芸能等録音・映像資料のデジ
タル化事業

郷土芸能・聞き取り調査記録などをデジタルデータとして保存し観
光用等活用する 10 

小金井市 重点分野 観光 委託 産業振興用ホームページ制作事業 産業振興や観光に役立つホームページ・映像コンテンツの制作 4 

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
る方や引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。

5 

小平市 介護・福祉 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おいて、相談支援の専門職を補助する。 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。 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PDF化する。 8 

小平市 情報通信 委託
登記申請書類（土地）の電子化事
業

登記申請書類（分筆等の申請書類）を画像データ化する。 25 

小平市 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観光・文化資源をＰＲする
とともに、小平市の名産品を紹介・販売する。 3 

小平市 環境 委託
野火止用水歴史環境保全地域 環
境整備事業

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、野火
止用水敷のアオキなどの雑木（移入種）の除去作業を行う事業

9 

小平市 教育・文化 直接実施
小学校第一学年へのティーチン
グ・アシスタント配置事業

市内公立小学校19校の「第一学年」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。

51 



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

(人)

小平市 教育・文化 委託 鈴木遺跡出土資料等整備事業
鈴木遺跡の発掘調査時撮影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。 4 

小平市 教育・文化 委託
市内文化財（石造物）総合調査事
業

地域の民俗や歴史を伝える市内の石造物について、その所在や保存
の現況等について調査し、既存データの更新を行う。 4 

小平市 教育・文化 直接実施 学校学校図書館協力員配置事業
市内公立小学校19校の学校図書館に、各1名の図書館協力員を配置
し、児童の読書活動を支援し、学校図書館の活性化を図る。 38 

小平市 教育・文化 直接実施 視聴覚資料書誌整備事業
ＣＤの書誌を変更するとともに、新基準と旧基準が混在している書
誌の分類を新基準に統一する。 3 

小平市 教育・文化 委託
東部市民センター駐車場・自転車
駐車場管理事業

東部市民センターの無断駐車・駐輪をなくすため、巡回警備し、適
正な施設管理を行う。 5 

日野市 治安・防災 直接 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。

8 

日野市 治安・防災 直接 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

18 

日野市 教育・文化 直接 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 治安・防災 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の放置自転車等へ
の案内・誘導並びに駐輪場内及び周辺の自転車等の整理、駐輪場の
維持管理歩道空地を確保る。
あわせて、高齢者や障害者に対し通行の手助けとなる援助、通行人
への挨拶運動、吸殻等のごみ拾いなど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。

113 

日野市 環境 委託 土地利用現況調査補足細分化調査

東京都が平成19年度に実施した土地利用現況調査、航空写真等を基
礎資料とし、土地利用種別の細分類調査、対Ｈ14年建物の変化調
査、細分類化調査等の補足調査を行う。また調査結果について地図
データ化を行う。

10 



所管 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 直接 安心力アップ事業・道路守
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。

6 

日野市 環境 直接 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 16 

日野市 治安・防災 直接 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。

4 

日野市 子育て 直接 保育料等徴収促進員経費

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.

4 

日野市 情報通信 直接 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.

4 

日野市 情報通信 直接 ホームページデータ整備臨時職員

日野市ホームページデータ（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、下記のとおりデータ整
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
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 5 

日野市 産業振興 直接 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 医療 直接
感染症対策臨時職員（新型インフ
ルエンザ対応事業等）

新型インフルエンザや感染症対策への相談・問い合わせに速やかな
対応をおこなうため、電話回線を増加するとともに、専門の相談員
の配置を図り市民ニーズに対応する。

5 

日野市 環境 直接
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
レー類等の回収を現在の２週に１度から４週に１度の回収に変更す
る。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
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 



所管 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 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。

54 

日野市 教育・文化 直接 書庫収蔵図書選別作業
資料を収集・保管してまいりましたが、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。

11 

日野市 治安・防災 委託 交通事故ゼロ運動推進事業

日野市では庁用車による事故が年間20件程度発生し、事故ゼロの取
り組みが急務である。
  また、以前から駐車場管理・誘導実施の要望が市民より寄せられ
ている。
  そこで、新たに市役所における交通安全の確保を目的とした事業
を実施する。

14 

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。

7 

日野市 子育て 直接 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、管理を専門的に行うい、電話催告、臨
戸徴収の強化し、収納率の向上を図る。

3 

日野市 情報通信 直接
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

31 

日野市 教育・文化 直接
三中をより魅力ある学校にするプ
ロジェクト推進事業

日野第三中学校においては、現在生徒数の減尐による小規模化が進
んでおり、適正な教育環境を確保するため小規模化を抑制する必要
が生じている。そのための新たな取り組みとして、当該校をより魅
力ある学校にする方策を講じ、多くの生徒を呼込み小規模化の解消
を図る。

6 

日野市
環境、

治安・防災
直接 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。

3 

日野市 教育・文化 直接 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 



所管 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 情報通信 直接 永久選挙人名簿調製補完等事業
選挙人名簿及び在外選挙人名簿を正確に調製、補完するため各種通
知との照合確認作業、パソコンへの入力作業を行なう。 1 

日野市 情報通信 直接 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２３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

4 

東村山市 観光 委託 北山公園菖蒲田保全業務委託
北山公園に植生する植物の花が年々小ぶりになってきている為、こ
れらをよりよく育成させるため園内の水路等を整備する事業 10 

東村山市 環境 委託 公園樹木手入れ作業委託
既存の公園樹木の手入れ業務に加え、普段は行っていない光を取り
入れるなど樹木の育成を促す剪定を行う事業 12 

東村山市 環境 委託 野火止用水敷植生管理委託
野火止用水敷の下草除草及び低木樹伐採等、例年の剪定に加え、計
画的に植生維持管理を行う事業 4 

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において啓発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 36 

東村山市 治安・防災 委託 児童安全見守り事業
防犯対策として安全見守り員を各児童クラブ17箇所に1名配置し安全
対策の推進を行う事業 34 

東村山市 情報通信 委託 固定資産管理台帳整備委託 紙ベースの公有財産台帳等の現状把握及び電子データ化を行う事業 6 

東村山市 教育・文化 直接 教育サポーター派遣事業
発達障害のある児童・生徒が在籍する学校に教員サポーターを派遣
する事業 4 

東村山市 教育・文化 直接 学校図書館整備事業
小・中学校の図書館の整備状況が各校においてばらつきがあること
から、全校統一した環境を整えるための事業 15 

東村山市 子育て 直接 新設児童クラブ等指導員補助事業
児童クラブ入所希望児童の増加に伴い、受け入れ児童数の増に対応
するため、指導員補助として臨時職員を雇用する事業 65 

東村山市 教育・文化 直接
市民参加・協働に関する普及・Ｐ
Ｒ事業

市民参加・協働に対する市民の意識を高めることを目的とした普及
啓発のためのＰＲ活動を実施する事業 2 

東村山市 治安・防災 委託 防災・ハザードマップ配布委託
市民の防災意識向上を図るため平成２１年度に作成した「防災・ハ
ザードマップ」を市内全世帯に配布する事業 23 

東村山市 教育・文化 直接 男女共同参画市民意識調査補助
第2次男女共同参画基本計画策定時の資料とするためのアンケート調
査票送付、回収、調査結果の集計作業を行う事業 1 



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

(人)

東村山市 教育・文化 直接
図書館資料の清掃・点検・修理お
よび整理作業

図書・雑誌・CD等の資料について清掃・点検・修理を行うととも
に、データ内容の不十分な資料について、修正・追加等の整備を行
うことで、資料の利用期間の延命化･有効活用を図る事業

16 

東村山市 情報通信 委託 土地台帳登記要約書照合業務委託
土地台帳登記事項要約書上の土地の所在地番・地目・地積・所有者
名等のデータを更新・同項目の照合を行い、不一致の解明資料とし
て適正な課税を推進するための事業

16 

東村山市 情報通信 委託
土地分筆台帳スキャン画像データ
作成業務委託

庁内に保管してある課税資料を電子データ化しシステム運用するこ
とで保管スペースの削減と効率的な管理運用を行い、住民からの問
い合わせ等、窓口サービスの向上を図るための事業

12 

東村山市 教育・文化 直接
学校施設コミュニティ開放（ス
ポーツ開放）の団体登録更新作業

学校施設コミュニティ開放（スポーツ開放）の団体登録更新準備と
申請の受付、入力事務、学校利用市民のニーズ対応等を行う事業 1 

東村山市 観光 直接
観光振興計画並びに企業誘致に関
する基礎資料の収集

観光振興計画書の策定、企業誘致等について、検討材料となる基礎
資料およびデータの収集・調査を実施する事業 2 

東村山市 教育・文化 直接 税務行政体験事業
未就職卒業者等を対象に当初課税に係る課税資料の整理･保管、その
他の税務事務に携わってもらい、個人市民税の基礎知識を習得し税
務行政への認識を深めるための事業

3 

東村山市 環境 委託 河川際樹木等手入れ業務委託
東村山市のごみ処理施設「秋水園」が隣接する柳瀬川際に植生する
樹木の育成を促すための剪定及び雑草を除去することにより、河川
の美観を維持する事業

5 

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
データ更新委託

武蔵国分寺跡から出土する瓦の基礎整理を目的に史跡武蔵国分寺跡
出土古瓦台帳のデータ更新を行う 3

国分寺市 教育・文化 委託 図書館資料へのＩＣタグ貼付事業
図書館における資料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

14

国分寺市 環境 委託 市立公園樹木維持管理事業
近隣の住環境を良好にするため，市立公園の樹木剪定を実施し，安
全で安心な市民の憩いの場を提供する。 3

国分寺市 介護・福祉 委託
高齢者在宅介護支援センター相談
充実事業

地域での相談機能の強化を図るため，高齢者在宅介護支援センター
において看護師等の有資格者を新たに雇用し，高齢者やその家族等
からの医療等の相談に対応できる体制整備を図る。

2

国分寺市 介護・福祉 直接 任意予防接種費用の一部助成事業
任意予防接種のうち，Hibワクチンと，肺炎球菌ワクチンの本人負担
の一部(上限4,000円)を助成し，罹患率及び死亡率の減尐を図る助成
事業を円滑に実施する。

3



所管 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 重点分野
環境・エネ
ルギー

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
配慮を図るとともに、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。また，一連の管理業務を障害者団体に
委託することにより、障害者と健常者の相互理解も図る。

31

国分寺市 重点分野
地域社会雇

用
委託 子育てふれあいブック作成事業

子育てに関する様々なサービス事業の総合的な案内･紹介，及び子育
て環境の整備として，市民から見た公園マップ作成等の企画･製作事
業を，公募した子育てグループ等による実施主体組織（団体）に委
託し，作成する。

33

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

違法に貼られた貼り紙や貼り札、捨て看板の撤去・パトロールを行
う事業。 8 

国立市 介護・福祉 直接
地域包括支援センターにおける事
務補助等を行う事業

介護保険の地域包括支援センターの業務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事業。

2 

国立市 介護・福祉 直接
しょうがいしゃ支援業務における
事務補助等を行う事業

しょうがいしゃ支援業務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事業。

2 

国立市 介護・福祉 直接
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、市役所で知的しょうがいしゃの方や精神
しょうがいしゃの方を短期間雇用するとともに、指導員も雇用する
事業。

8 

国立市 環境 直接
水路等パトロール及び集中美化事
業

作業員を雇用して、水路等のパトロール、崖線などの美化事業を行
う事業。 2 

国立市 教育・文化 直接
小・中学校の巡回特別支援教育指
導員配置事業

特別支援教育の支援の指導時間の平均化を図るため、特定校を持た
ず必要度の高い学校順に巡回し全校的に指導できる指導員を増員を
する事業。

4 

国立市 教育・文化 直接 学校ＩＣＴ支援員配置事業
学校ＩＣＴ環境整備事業として各学校に整備されたパソコンの操作
および活用方法について教員をサポートするため、支援員を配置す
る事業。

10 

国立市 介護・福祉 直接
しょうがいしゃ関連施策台帳整理
事業

各しょうがいしゃ施策の需給漏れ等を防ぐため、様々なしょうがい
しゃ関係施策台帳の管理を一元化するための一斉整理を行う事業。 2 

国立市 農林漁業 直接 農地の多面的機能に係る調査
東京都が策定した「農業・農地を活かしたまちづくりガイドライ
ン」を基にした新規事業「活き活き都市農業推進事業」に係る農地
の多面的機能の観測及び資料作成。

1 

国立市 介護・福祉 直接
外出する際の移動交通手段につい
ての実態調査事業

市民のうち６５歳以上の高齢者が外出する際に利用する交通手段に
ついて、実態を把握するとともに、今後の移動制約者のための支援
サービスの参考とするための調査を行う。

1 

国立市 情報通信 直接 軽自動車等の所有実態調査

軽自動車等で使用していないもの、盗難にあったもの、他の人に
譲ったものであっても廃車・名義変更をしない場合は軽自動車税が
課税されてしまう。適正課税の観点から所有状況の実態調査を実施
し結果をデータベース化する事業

2 



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

(人)

国立市 介護・福祉 直接 多重債務者包括支援事業
多重債務者のおかれている現状を職員が理解し、法律相談へ導く
ネットワークを構築することにより、市民の多重債務状態を解消
し、生活再建につなげることを目標に行う事業。

1 

国立市 介護・福祉 直接 ＳＰコード入力事業

市の刉行物にSPコードを付与する事業
（SPコード・・・文字を内包した二次元コード。視覚しょうがい
しゃの為に視覚障害者用活字文書読上げ装置によりそのSPコードを
音声に変換する。）

1 

国立市 治安・防災 委託 防災備蓄整理事業
市内に設置されている防災倉庫内の備蓄物を適正に配備替えすると
ともに、備蓄物の棚卸を実施するもの。 4 

国立市 重点分野 介護 委託 ホームヘルパー充実事業

ホームヘルパーを確保するため、雇用する当人はもとより、現在現
場についておらず、復職の希望を持っている介護員の掘り起こしの
ための研修や情報の提供等も業務の中で実施し、介護基盤の充実を
図る。

2 

福生市 介護・福祉 委託 申告会場等整理案内事業 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。 10 

福生市 教育・文化 直接 図書館資料整備事業
分類ラベル等の貼り替えによる装備の新調作業、ICタグ遡及貼付、
資料の清掃・補修、福生市に関する新聞記事索引のデジタル化等を
行う。

4 

福生市 介護・福祉 直接 地域相談体制の強化事業 地域包括支援センターにおける相談体制の強化を行う。 0 

福生市 環境 委託 環境家計簿普及事業
市内を戸別訪問し、環境家計簿への取り組みを依頼する。実施した
家庭へは回収にいき、取り組み状況等を報告書にまとめる。 6 

福生市 産業振興 委託 まちづくり振興基本調査
福生市商業の課題に対応する詳細な調査と、併せて消費人口減尐へ
の対応として定住促進、人口誘導についての調査を行う。 6 

福生市 環境 直接
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 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、日誌や統計の整理、児童データーの管理業務、その他の業務
補助を行う。

2 

福生市 教育・文化 直接 学校給食センター調理補助事業
福生市学校給食センターにおいて、調理の下処理、掃除や調理器具
等の洗浄・消毒を行う調理補助者を雇用する 4 

福生市 子育て 直接 保育園児見守り強化事業
保育園の安全な環境維持していくために、保育士の負担の軽減を図
り、園児の見守りなどを強化する。 4 

福生市 産業振興 委託 商店街店舗実態調査
市内商業集積地を対象に所有者、経営者に対し面談調査を実施し、
商店街の店舗について今後の活用方針等の意向を調査する。 2 



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

(人)

福生市 重点分野 観光 委託
交流自治体　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。

6 

狛江市 教育・文化 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を図るため、各学校に補助指導員を
配置し、授業補助や実験の準備・片付け等を行うことにより児童生
徒が集中して学習に取り組めるようにする。また、小学校低学年に
対して補助指導員を配置し、学習指導やパソコン指導等を行うこと
で、スムーズに学校教育に取り組むことができるようにする。

12 

狛江市 情報通信 直接実施 市税電話催告業務
　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・催告を行う。

2 

狛江市 環境 委託 放置自転車撤去等業務
　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
従来の回数（72回）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。

19 

狛江市 情報通信 委託 市政情報ルーム整備業務
　公文書管理法施行に伴い、文書管理を更に徹底するため、文書管
理システムへの登録等の作業を行う。 2 

狛江市 環境 委託 公園高木せん定業務
　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する。 35 

狛江市 治安・防災 直接実施 住民の居住実態を把握する調査

市内に住んでいる住民が、届出のとおり居住しているかを調査し、
転出届等が未届けで、住所が不明となっている住民の居住調査を行
う調査員を雇用し、実態調査を実施する。この調査データに基づ
き、市は必要な届出の催告等を行い、住民基本台帳と居住実態の整
合を図る。

2 

狛江市 情報通信 直接実施 現況図転写業務
新しく現況図を作成するため、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 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。

6 

狛江市 子育て 直接実施
保育所入所選考及び滞納徴収等の
保育事務強化事業

本誌においても待機児童が発生しており、今後も保育需要の増加は
見込まれる。入所申請及び選考事務の効率化を図るため、平成２３
年度より保育システムの導入を予定しているが、そのシステム導入
の事前準備として、平成２３年度入所申込者のデータ入力や台帳作
成等の選考事務の整理を行い、また、保育料の滞納についても台帳
整理や債権管理等を行う。

6 

狛江市 教育・文化 委託 ＩＣＴ教育支援

小・中学校におけるＩＣＴ教育を一層推進するために、電子黒板等
のＩＣＴ機器を積極的に活用した学習指導及び教育活動の充実を図
る。そのためにＩＣＴ機器（ハード）の設置、接続等の各種設定、
操作指導及び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。

10 



所管 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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狛江市 重点分野 環境 委託 公園マップ製作事業

狛江市にある都市公園25箇所、児童遊園48箇所の市内マップを作成
し、子ども達の遊び場として成育促進に役立つ公園情報を提供す
る。形は子どもの興味を引けるよう趣向を凝らし、持ち運びしやす
いよう小型化を図る。また、防災公園等の情報を載せ、災害時の避
難場所特定にも役立つ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。

2 

東大和市 介護・福祉 直接 広報活動員（臨時職員）採用
市立みのり福祉園において臨時職員を雇用し、広報活動に取り組む
とともに、重度障害者の日中活動の充実を図る 2 

東大和市 治安・防災 委託 地域防災計画改訂作業委託
「東大和市地域防災計画」の改訂作業を、平成２２、２３年度の２
か年で行う 2 

東大和市 産業振興 委託
購買力調査及び商店街空き店舗調
査委託

市内商店における買物客の購買力・ニーズ調査及び市内商店街にあ
る空き店舗の実態調査を行うことによって、今後策定する「産業振
興基本計画」及び商業振興施策の基礎資料とする

15 



所管 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 子育て 直接
保育料及び学童保育所育成料滞納
者催告事務

納期限までに保育料及び学童保育所育成料を納めていない者に対し
て、専門員を雇用し収納率の向上を図る 3 

東大和市 介護・福祉 直接 介護保険料滞納者催告事務
納期限までに介護保険料を納めていない者に対して、専門員を雇用
し収納率の向上を図る 2 

東大和市 環境 直接 狂犬病予防事務
予防接種を受けていない者（犬の飼い主）の把握が完全にできてい
ないため、臨時職員を雇用し登録業務を徹底するとともに、狂犬病
予防法に基づく未接種者への督促・催告を行う

2 

東大和市 教育・文化 直接 特別支援教育支援員採用

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

7 

東大和市 教育・文化 委託
市内社会教育施設樹木剪定委託事
業

市内社会教育施設の樹木剪定を行い、環境の美化を図る 6 

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、子ども広場の遊具等の腐食等の点検を行い、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 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
タベース作成の委託をする事業

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 教育・文化 直接
特別支援学級の介助員を配置する
事業

小学校（第三・第九）の特別支援学級に在籍する児童の安全確保や
支援を目的として現在介助員を配置しているが、児童数増等により
現体制では適切な学級運営に支障を来たすため介助員を増員する。

4 

東大和市 教育・文化 直接
学齢簿のデータベース化をする事
業

現在紙ベースである教育委員会の学齢簿をデータベース化する。
データベース移行後の学校区テーブル確認の実施や各種名簿の作成
等も行う。

1 

東大和市 教育・文化 直接

学習教材や必要な消耗品等を点
検・確認・整備する臨時職員を各
校に配置して学校教育環境を整備
する事業

各教材・領域の備品・消耗品の点検、保管場所の整備、学校図書館
の整備を行い、教育活動の効果的・効率的実施を図るための人材を
配置し教育環境整備を図る。

15 

東大和市 治安・防災 委託

大規模地震などの自然災害の発生
に備えて避難情報を掲載した東大
和市防災マップの作成を委託する
事業

大規模地震などの自然災害が発生した場合に、住民が自主的かつ迅
速に避難するために必要な情報を地図上にわかりやすく図示した防
災情報マップを作成する。

1 

東大和市 環境 委託
（仮称）総合福祉センター建設予
定地の除草作業を委託する事業

（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、雑草
の除去及び低木の剪定を行う。 3 



所管 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
介護・子育

て
直接

介護保険・保育料口座振替促進及
び向上対策推進員

介護保険料・保育料の徴収率の向上及び口座加入の促進を図る。 6 

清瀬市 環境 直接
ゴミパトロール及びゴミ分別指導
員

ゴミの不法投棄の監視やパトとロール及び分別指導員としてゴミの
出し方等を徹底する。 3 

清瀬市 産業振興 直接 市民農園耕作指導員
市民農園に指導員を配置することにより市民に収穫の喜びを味わっ
てもらう。また、農園全体の管理を充実させる。 3 

清瀬市 環境 委託 緑地等景観整備事業
街路樹や保存林等の剪定・除草作業を行い市の特徴である美しい緑
を次世代に継承していく。 26 

東久留米市 介護・福祉 委託
地域包括センター事務補助要員雇
用事業

地域包括センターで事務補助要員を雇用し、センター機能の充実を
はかる。 2 

東久留米市 環境 委託 環境美化推進事業
ポイ捨て等の防止及び路上喫煙の規制に関し、東久留米駅周辺での
普及啓発等の活動と、市内全域での車両広報活動により環境美化を
図る。

20 

東久留米市 環境 直接 保存樹木の現況調査事業
市内の保存樹木の状況を確認し、記録する。また保存樹木であるこ
とを示すプレートの状況を確認し、破損があれば修理・交換等を行
う。

2 

東久留米市 環境 直接
野火止用水沿い等の樹木の支障枝
等剪定事業

野火止用水等の樹木の支障枝等の剪定を行い環境整備を行う。 1 

東久留米市 環境 委託 子ども広場遊具補修事業 市内各所にある子ども広場に設置してある遊具の塗装・補修事業 7 

東久留米市 子育て 直接 学童保育所充実事業
学童保育所の受入児童の増加への対応及びサービスの向上を図るた
め、学童保育所職員の増員を行う。 3 

東久留米市 産業振興 直接
観光地域資源デジタルデータ作成
事業

東久留米市をＰＲするための資料として四季、催事などの画像を収
拾しデータ化する。 1 



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

(人)

東久留米市 介護・福祉 直接 生活保護面接相談業務充実事業
生活保護面接相談員を１名増加し、生活保護の相談業務を充実し市
民サービスの向上を図る。 1 

東久留米市 情報通信 委託 公有財産データベース化事業
東久留米市の公有財産の現況を確認、データ整備を行うことで公有
財産の状況確認が容易に行えるようにする。 2 

東久留米市 治安・防災 委託
公有財産・公共施設パトロール事
業

東久留米市の公有財産を巡回・パトロールし、その管理と状況確認
を行う。 4 

東久留米市 環境 直接 道路・側溝清掃事業
市内の道路・降雤時の水没危険個所の側溝清掃を行い市内の道路環
境の整備を行う。 3 

東久留米市 環境 委託 市営自転車等駐車場整理事業
自転車等駐車場の場内整理とイタズラ防止などの監視業務を行うこ
とにより、市民が安心して使える環境を整える。 21 

東久留米市 産業振興 委託 商店街サポート事業
商店街の新たな挑戦およびアイデアの実現のため、商店街が自ら実
施する事業に対し人的支援を行う事業。

56 

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
障害者の雇用促進を図るため、市民総合センターの清掃業務を既存
の委託業者以外に新たに障害者主体で構成された業者に委託する。 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低木を剪定する事業 49 

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。 4 



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

(人)

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、
整備を図る事業 6 

多摩市 教育・文化 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。 12 

多摩市 教育・文化 委託
多摩ニュータウン現況図整理業務
委託

多摩ニュータウン開発施行者から、開発当初に作成した現況図を譲
り受けたことからデータ化、複製し、利用者に公開するための準備
作業を行う。

3 

稲城市 情報通信 委託 公有地登記情報整備
公有地の登記情報を整備するために、土地や建物などの公有財産の
面積調査と、課税データや全部事項証明書などの資料を用いた財産
台帳管理システムの再構築を行う。

3 

稲城市 農林漁業 直接実施 農地基本台帳システムデータ入力 農地基本台帳システムの導入に係るデータ入力作業を行う。 1 

稲城市 環境 委託 市立公園内雤水桝・側溝清掃 市立公園内にある雤水桝、側溝の清掃を行う。 13 

稲城市 治安・防災 委託 大丸公園駐車場管理 大丸公園駐車場の管理を行う。 6 

稲城市 治安・防災 委託
カーブミラー調査・管理台帳シス
テム補正

カーブミラーの点検と管理台帳システムの補正を行う。 2 

稲城市 環境 委託 落ち葉清掃 市道における落ち葉清掃を行う。 20 

稲城市 教育・文化 委託 図書館書籍クリーニング 市内図書館にある書籍等のクリーニングを行う。 10 

稲城市 教育・文化 委託 図書館再活用資料整理
都立図書館などから提供された再活用資料を利用可能な状態にする
ための整理を行う。 2 

稲城市 環境 委託 市立公園内樹木支柱撤去委託 市立公園内にある老朽化した樹木の支柱の撤去を行う 6 

稲城市 教育・文化 委託 小中学校高木剪定委託 小中学校内にある樹木の剪定及び伐採を行う 15 

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

長峰地区にブックポストを設置し、返却図書類を回収する 2 

稲城市 教育・文化 委託 障害者用録音図書整備委託事業 図書館が所蔵する障害者用録音図書の書誌情報をﾊﾟｿｺﾝ入力する 2 



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

(人)

羽村市 環境 委託
地球温暖化対策地域推進計画策定
事業

事業者・市民・市の役割を明確化した「地球温暖化対策地域推進計
画」を策定するにあたり、市の温室効果ガス排出量の推計及び削減
方法の検討を委託により実施するもの。

3 

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。 9 



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

(人)

羽村市 環境 直接 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 委託 学校施設設備清掃事業
　　昨今の異常気象や経年による影響等により機能に支障がでてい
る学校設備（屋上ドレーン、校庭排水設備、トイレ等換気扇など）
について、各種清掃を緊急的に実施し、機能の回復を図るもの。

16 

羽村市 教育・文化 委託 学校遊具設備等塗装事業
　学校に設置されている遊具について安全環境を整備するため、設
置状況を確認し、さび止めや塗装などの措置を緊急的に実施するも
の。

4 

羽村市 情報通信 直接 市税業務に係る調査支援事業
  市税課税及び徴収事務に係る各種調査、窓口業務、納付推進に係
る納税者への連絡等 2 

羽村市 情報通信 直接 公文書電子データ化事業
　庁内の未整備である台帳類、帳票類の整備を緊急的に実施すると
ともに、人員が不足しており整備ができずいる審議会のテープ起こ
し作業などの事務を行うもの。

6 

あきる野市 産業振興 委託
高齢者雇用支援事業①　火災報知
器設置推進

高齢者の生活を支援するため、火災報知器の設置推進事業を委託す
る。 24 

あきる野市 介護・福祉 委託
高齢者雇用支援事業②　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。 18 

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
張所維持管理

高齢者の生活を支援するため、五日市出張所施設の維持管理（清
掃・除草・剪定など）業務を委託する。 16 

あきる野市 介護・福祉 委託
高齢者雇用支援事業④　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、市内にある学習等供用施設等の損傷
について点検するとともに、維持管理（補修・剪定）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⑤　資料館等
維持管理

高齢者の生活を支援するため、資料館等の維持管理業務を委託す
る。

23 

あきる野市 介護・福祉 委託 高齢者雇用支援事業⑥　資料整理
高齢者の生活を支援するため、五日市郷土館が保有する資料の整理
に係る業務を委託する。 2 

あきる野市 介護・福祉 委託
高齢者雇用支援事業⑦　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。 27 

あきる野市 介護・福祉 委託
高齢者雇用支援事業⑧　学校施設
維持管理

高齢者の生活を支援するため、学校施設維持管理及び教育の環境整
備を目的に、校内植木等剪定、雤水排水設備等清掃、遊具等の鉄部
塗装等の業務を委託する。

59 

あきる野市 介護・福祉 委託
高齢者雇用支援事業⑨　屋外体育
施設整備点検

高齢者の生活を支援するため、主に屋外体育施設の簡単な整備点検
業務を委託する。 7 



所管 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 医療 直接実施 がん検診台帳作成 過去のがん検診受診状況及び検診結果の入力作業を行う。 1 

あきる野市 環境 直接実施 郷土の恵みの森づくり推進事業
動植物を含めた森林の現状調査、鍾乳洞など新たな地域資源の発
掘、森林パトロールなどを実施し、あきる野市の森の今と未来を守
る「森林レンジャー」を組織する。

4 

あきる野市 農林漁業 直接実施
遊休農地の活用による地産地消推
進事業

遊休農地の活用を図るため、現地調査及び意向調査を行う。 2 

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を行い、景観と安全性の確保を図る。 6 

あきる野市 環境 委託 道路除草等維持事業
歩行者の安全を確保するため、通行上支障となる法面の雑木や除草
作業を行う。 25 

あきる野市 教育・文化 直接実施
生涯学習推進計画進捗状況調査事
業

生涯学習推進計画の進捗状況調査に伴う、アンケート調査及び入力
作業

1 

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
タの整備を図る。 10 

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 図書館が所蔵する資料にＩＣタグを貼り、システム上に登録する。 1 

あきる野市 教育・文化 委託 屋外体育施設維持・管理事業
市内体育施設の草取り、低木伐採、落葉掃き等を行い、施設の整備
を行う。 15 

あきる野市 産業振興 委託 五日市物語製作事業

地域特有の資源を有効に活用する方策として、歴史・文化の系譜を
辿り、地域固有の資源等の関連付けとストーリーを展開して地域産
業の振興策の展開を図りながら、伝統ある五日市地区の保全を図る
ため、映像と文献による「五日市物語」を製作する。

21 

あきる野市 重点分野 観光 委託 軍道紙普及促進事業
軍道紙の紙漉き技術を後世に残すため、伝承技術の継承事業を展開
していく中で製造された和紙を広く知らしめるため、営業作業員を
雇用し、和紙の販売促進を図る。

1 



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

(人)

西東京市 介護・福祉 直接 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 治安・防災 委託 既設雤水管台帳システム整備事業   市内の浸水箇所の解消を図るため、既設雤水管台帳を整備する。 13 

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 情報通信 委託 　書庫内文書管理改善事業
 西東京市役所田無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。 5 

西東京市 教育・文化 直接
図書館全資料の清掃･点検・修理
事業

  資料の汚損・破損が増加したため、図書・雑誌・CD等の全資料の
清掃・点検・修理を行う。 16 

西東京市 教育・文化 直接 図書館地域資料整備事業
  図書館が収集した写真資料等を整備し、市民に公開する。ネガ
フィルム、プリント、アルバムなど形態が異なる資料の装備、デー
タ作成等の処理を行う。（処理数約５万点）

4 

西東京市 環境 直接 公園の清掃美化事業

  公園清掃・美化については、職員による直営や委託・ボランティ
アによる管理を行っているが、より市民が利用しやすいように新規
に臨時職員を雇用してきめの細かい清掃・美化事業を実施する。
（砂場の衛生管理を重点分野的に行う予定）

3 

西東京市 情報通信 委託 登記申請書電子ファイル化事業
  資産税課にて保管している土地の登記申請書について電子データ
化する。 3 

西東京市 教育・文化 委託 　多文化共生センター事業
  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 

日の出町 農林漁業 委託 (仮）野鳥の森景観再生事業
平井・川北地区町有林の草刈及び支障木の整理、枯死木等の除去に
よる森林景観の向上・保全、散策道の整備を図る 20 

日の出町 情報通信 直接 CMS構築作業
ポータルサイト（CMS）による日の出町ホームページの構築作業及び
CMS操作指導事業

2 

日の出町 治安・防災 委託 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 11 

日の出町 環境 委託 町有地等草刈作業 町有地等の草刈作業、低木等の剪定及び維持管理 19 



所管 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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日の出町 観光 委託
日の出山荘周辺散策路整備及び清
掃美化

日の出山荘の周辺散策路整備及び清掃美化をおこなう 6 

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 道路環境美化対策推進事業 公道や林道等の美化対策として、除草及び伐採作業を行う事業 6 

新島村 教育・文化 直接 古文書整理事業 新島村が所有する多くの古文書の整理に係る臨時職員の雇用 1 

新島村 教育・文化 直接 新島村博物館臨時職員雇用事業 新島村博物館において臨時職員を雇用する 1 

新島村 環境 委託 村内道路清掃事業 村内道路の清掃拡大事業 4 



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

(人)

新島村 教育・文化 直接
住民センター図書室蔵書データ打
込み作業及び蔵書整理職員雇用事
業

蔵書データ打込み作業 3 

新島村 人材育成 介護 委託 介護福祉職員緊急雇用・育成事業 介護職員の雇用と育成を図るため法人に委託して事業実施する。 11 

神津島 環境 直接 神津島村緊急雇用創出事業
事業内容としては、垣根の整備、道端の草刈・清掃、見晴台の改善
などを行う。 192 

神津島 観光 直接
神津島村温泉保養センター雇用事
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。 9 

神津島 産業振興 直接 神津島村イベント対策雇用事業
村役場主催における、夏季等のイベントを円滑に遂行するため、３
人雇用する。 10 

神津島 情報通信 直接 ICT管理事務事業
神津島村で管理しているパソコン及びプリンターに関する消耗品の
発注や、ウィルス対策における情報管理を行う。

2 

神津島 情報通信 直接
神津島自主放送テレビ地デジ対応
事業

地デジ対応の事業を行うため、自主放送テレビクルーを募集し、人
員を確保する。 2 

神津島 産業振興 直接 神津島産業観光再生事業
村施設である鮮魚直売所の売り上げなどの管理や、村管理の農業施
設の耕作及び、松林の管理・監視を行う。 2 

神津島 子育て 直接 神津島村保育園補助員雇用事業 神津島村立はまゆう保育園の保育補助を雇用する。 9 

神津島 治安・防災 直接 神津島村防災拠点整備事業
神津島村で直接、消防施設・備品等を点検整備する人材を１名雇用
し、非常時に備え、日々、施設、備品のチェックを行う。 2 

神津島 農林漁業 直接 神津島村農業育成事業

神津島村で直接農業指導員を１名雇用し、初心者に対する苗の植え
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。また農家の相談窓口として活用
する。

1 

神津島 介護・福祉 直接 神津島村健康促進事業
神津島村で直接、保健師を１名雇用し、村民の健康を増進させるた
め運動療法や食育、巡回等を行い、健康で医療にかかることのない
生活を目指すように指導していく事業。

1 

三宅村 環境 直接 海岸整備美化清掃事業
定置網設置沿岸及びダイビングスポットの、漁場付帯海岸線の美化
清掃、漁場及び簡易道路等の応急整備 9 



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

(人)

三宅村 情報通信 直接
三宅村情報通信基盤整備事業
「IP告知端末」説明員

光ケーブル施設整備実施に伴い、11月より島内各戸及び各事業所等
に端末の設置を開始するため、主に高齢者宅へ説明員が訪問し円滑
で精緻な事業推進を図る。

2 

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 

全都 臨時職員の雇用に要する経費 231 


