
【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
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施
被災地支援現地事務所における被災地
支援事務

被災自治体との連絡調整、被災・復興状況の調査、被災地支援状況に係る報告書作成等を行う。 6

港湾局 震災対応 観光 委託 東京ゲートブリッジ来客対応業務
開業以来多くの観光客で賑わう東京ゲートブリッジの来客対応のための要員を配置し、接遇の向上
を図る。

2 

環境局 重点分野
環境、

エネルギー
委託 ＰＣＢステッカー貼付状況等調査事業

ＰＣＢ保管事業場を訪問し、ステッカーの貼付状況を確認するとともに、パンフレットを配布し適正保
管に関する普及啓発を図る。

193 

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

薬用植物園において薬用植物の正しい知識や薬物乱用防止の普及啓発を行うため、ポスターやパ
ネル等の企画制作を行うとともに、周辺の小中学校等には訪問してそれらを配布し、ＰＲを図る。ま
た、薬用植物園で実施するイベント情報などを掲載したホームページの更新等を行う。

6 

福祉保健局 重点分野 安全・安心 委託
毛利倉庫外14箇所の備蓄物資管理プログ
ラム作成委託

都内15箇所の災害備蓄倉庫で保管している物資について、品目・購入年度・数量等を洗い直し、把
握した内容を表や図面に落とし込むことにより、備蓄物資の適正な管理・運用を図る。

10 

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】
（介護福祉士）（ヘルパー２級）

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

270 

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】
（介護福祉士）（ヘルパー２級）

離職者等を有期雇用契約労働者として新規に雇用し、介護施設等の介護現場に従事させるととも
に、介護資格取得のための養成講座（訪問介護員養成研修２級課程等）を受講させることで、雇用
を拡大させると同時に、介護人材の育成・確保を目指す。

24 

福祉保健局 人材育成 子育て 委託 保育人材雇用支援事業
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。

185 

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。 1 

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。

268 

福祉保健局 震災対応 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。 289 

産業労働局 重点分野 地域社会雇用 委託 障害者雇用定着状況実態調査
障害者の定着状況等の調査を実施し、その実状と課題を把握することにより、都における効果的・効
率的な障害者雇用施策の企画及び立案につなげる。

10 

産業労働局 人材育成 観光 委託 森林整備のための地域人材育成事業
通常の保育整備に加え路網整備や集約化施業など、様々な森林作業に従事することを通じて森林
整備の担い手として人材を養成する。

10 

緊急雇用創出事業実績一覧（平成24年度）



所　管 事　業 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 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。

19 

産業労働局 震災対応 産業振興 委託 海外企業の東京進出に関する調査

既に東京進出済み又は東京ビジネスエントリーポイントで進出支援を行った海外企業等に対し、東
京への進出やビジネス展開における課題や求める支援内容等に関するアンケート調査と、海外の支
援機関や上記アンケートに回答いただいた海外企業等から数社選定してヒアリング調査を実施する
ことにより、より重点的な海外企業の誘致及び定着支援に反映させる。

3 

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

現行の組合情報システム台帳のデータの精査及びシステム台帳稼動前の紙台帳情報との一元化を
図るとともに、設立認可文書等の組合関連文書の一元化と文書保存・整理の適正化を図る。

1 

産業労働局 震災対応 産業振興 委託
中小企業等協同組合等のデータ等の整
理（倉庫整理）

現行の組合情報システム台帳のデータの精査及びシステム台帳稼動前の紙台帳情報との一元化を
図るとともに、設立認可文書等の組合関連文書の一元化と文書保存・整理の適正化を図る。

6 

産業労働局 震災対応 産業振興 委託 多摩地域の中小企業情報の電子化作業
紙媒体など様々な形態で散在している多摩地域の中小企業について、企業の詳細情報をヒアリング
し、電子化することで、今後の商工施策を検討する上で活用できるようにしていく。

2 

産業労働局 人材育成
未就職者
対象事業

委託 未就職卒業者緊急就職サポート事業
正社員での就職を希望しながら、就職先が決まらないまま大学等を卒業した未就職卒業者に対し、
社会人として必要な知識やマナー等の研修を実施した後、紹介予定派遣制度を活用し中小企業で
の就業を経験した上で、派遣先での正規雇用に移行できるよう支援する。

1,252 

産業労働局 人材育成
未就職者
対象事業

委託 若年者正規雇用化プログラム
正規雇用での就職を希望する29歳以下の求職者を対象に、紹介予定派遣制度を活用した「若年者
正規雇用化プログラム」を実施し、正規雇用化の支援を行う。

395 

産業労働局 人材育成
未就職者
対象事業

委託 重点産業分野就業支援プログラム
若年求職者を対象に、研修と紹介予定派遣をセットにしたプログラムを提供することで、環境・エネ
ルギー等、東京都が育成を図っている重点産業分野の企業への就業を支援する。

138 

建設局 震災対応 情報通信 委託 青山霊園ほか７霊園墓籍台帳電子化委託
現在、紙でのみ管理している墓籍台帳について、震災等による消失を未然に防ぐため、電子ファイ
ル化し、バックアップの作成を行う。作成したデータを各都立霊園管理所で共有することで台帳確認
作業等の事務効率化を図り、霊園利用者の利便性を向上させる。

14 

教育庁 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 防災教育支援事業
児童・生徒を対象とした防災教育を進めていくため、既存の教材改訂のための調査回答集計業務
等を補助する。

4 

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 震災対応 教育・文化 直接実施 都立学校ＩＣＴ計画支援事業【拡充分】
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 

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

452 

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

60 



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

東京消防庁 重点分野 安全・安心 委託
事業所における帰宅困難者対策等の推
進

帰宅困難者の発生抑制を主旨とした東京都帰宅困難者対策条例の制定、東京都震災対策条例に
基づく事業所防災計画に関する告示の一部改正、及び地域防災計画の修正等を踏まえ、事業所に
対する震災対策の推進を図る。

141 

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。

54 

スポーツ振興局 震災対応 教育・文化 委託
スポーツ祭東京2013マスコットダンスによる
広報業務委託

都が広報活動を指定する都内の認証保育所等において、スポーツ祭東京2013マスコットキャラク
ターの着ぐるみを活用したマスコットダンス等による広報活動を行い、スポーツ祭東京2013（第68回
国民体育大会・第13回全国障害者スポーツ大会）に対する都民の認知度の向上及び開催気運の
醸成を図る。

10 

【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）

千代田区 震災対応 治安・防災 委託 屋外広告物の安全推進
東日本大震災を踏まえ、屋外広告物の損傷確認や落下防止のための実態調査（全調査）を行う。調
査においては、千代田区の麹町地区と神田地区で２回に分けて行う。平成24年度は神田地区を実
施。

17

中央区 重点分野 安全・安心 委託 駅周辺等放置自転車整理・整頓事業 地下鉄駅周辺道路上の放置自転車対策として、整理・整頓業務を実施する。 16

中央区 人材育成 地域社会雇用 委託 未就職学卒者の就労支援事業
未就職学卒者及び正規雇用として就職ができていない概ね29歳までの若年者を対象に、ＯＦＦ－Ｊ
ＴやＯＪＴを行い、若年者の就労を支援し正規雇用につなげる。

26

中央区 震災対応 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。

11

港区 重点 観光 委託 港区観光情報紙の作成
港区内に多くの観光客を誘致するため、区の多彩なる観光資源を効果的に活用した観光情報誌を
制作します。

7

港区 人材育成 介護 委託 港区介護雇用プログラム
区内介護福祉施設等において、失業者等を新規に有期雇用し、介護資格取得のための養成講座
を受講してもらうことで、区内介護事業所における雇用・就業機会を創出します。

3

港区 震災対応 環境 委託
路上喫煙等巡回指導及び「みなとタバコ
ルール」啓発支援業務

「みなとタバコルール」に基づく路上喫煙防止活動として、各地区で指定場所と時間帯を決めて清掃
啓発業務を実施します。

26

港区 震災対応 観光 委託 観光インフォメーションセンターの運営
多くの観光客誘致を図り、区の観光振興と区内産業の活性化を目的に、東京モノレール浜松町駅
に設置した観光インフォメーションセンターを運営します。

3

港区 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施
東日本大震災避難者・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。 26



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

港区 震災対応 教育・文化 委託 区内遺跡出土遺物再整理
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
に基づき再整理を行ないます。

10

新宿区 重点 子育て 委託
地域ポータルサイトを活用した子育てしや
すいまちづくり推進事業

地域ポータルサイト「しんじゅくノート」を活用し、子どもを連れた人が利用しやすい環境整備を図る
（①子育てバリアフリーマップ（ウエブ版）の作成、②子育て応援ショップへの登録勧奨）。

8

新宿区 人材育成 産業振興 委託 地域企業就業支援事業
求職中の若年者を対象に、地域の企業に就職するための研修を行うとともに、６ヶ月程度の職場実
習により実践的な職業能力の開発・向上を図り、実習先を含めた地域企業への就業促進を図る事
業

30

新宿区 震災対応 教育・文化 委託 新宿区立学校ICT支援業務委託
区立小中学校等に導入したコンピューターネットワークシステムについて、ICT支援員が定期巡回等
により、各校のICT機器活用支援・授業支援等を行う事業。

6

新宿区 震災対応 子育て 委託
待機児童解消緊急対策（保育ルーム事業
委託）

待機児童解消緊急対策として、区立小学校の空き教室を活用した保育施設（保育ルーム）を設置
し、運営を事業者に委託する事業

10

新宿区 震災対応 環境 委託 中継所車両出入口の交通誘導
都市計画道路開通に伴う交通量の増加に対応するため、新宿中継所の車両出入口に交通整理員
を配置し、運搬車両の誘導・交通整理を行う事業

6

新宿区 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 災害時要援護者名簿登録事務
災害時要援護者名簿未登録者に対する登録勧奨により提出された登録申出書について、臨時職
員を雇用し、登録システムへの入力作業等を行う事業

1

新宿区 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 戸籍事務（外国人記載不要届イメージ化）
区が保管している戸籍記載不要届書類（外国人のみを当事者とする届書）について、臨時職員を雇
用し、イメージデータ化の作業を行い、保存の安全化と証明発行の迅速化を図る事業

4

新宿区 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 仮住民票等通知事務
住民基本台帳法改正により外国人住民になる者の仮住民票を作成し、本人に通知するため、臨時
職員を雇用し、通知の発送準備、封入封かん、返戻分の整理作業等を行う事業

1

新宿区 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施
収集作業の運営（収集ごみの積み替え作
業）

新宿東清掃センター建替えに伴い、臨時職員を雇用し、若宮町ストックヤードで狭小路地域で収集
したごみの小型プレス車への積替え作業を行う事業

14 

新宿区 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施
予防接種制度見直しによる事務増に伴う
業務補助

高齢者肺炎球菌ワクチンの新規予防接種事業の実施に伴い、臨時職員を雇用し、予診票の送付発
行事務、予診票の点検・支払等を行う。

6

文京区 人材育成
未就職卒業者

対象事業
委託

文京みらい創造ジョブサポート事業（文京
区学卒未就業者等就職支援事業）

学卒未就学者（３年以内既卒者）を有期で雇用し、ビジネススキル向上や職務に必要な研修を行
い、区内中小企業へ紹介派遣し、就労体験を実施する。同時に、キャリアカウンセリング等のサポー
トを行い、正規雇用を実現する。

10

文京区 震災対応 情報通信 委託 方書台帳データの作成
戸籍住民課で管理・運用している「方書台帳」を電子データー化し、区民課が開発中の「住居表示
台帳システム」と連動させ、住民異動窓口の効率化を図る。

8

文京区 震災対応 教育・文化 委託 文京区映像資料保存事業 区内の８㎜フィルムを中心とした映像資料を収集しアーカイブ化する。 2



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 震災対応 その他 委託 高齢者のパソコン支援事業
地域活動センターの立ち寄りコーナーに、パソコンを教える（ワンポイント）インストラクターを配置し、
高齢者向けにインターネット等の利用方法を指導することにより、高齢者の生きがいの向上を促進す
る。

8

文京区 震災対応 介護・福祉 委託
特別養護老人ホーム修繕計画に関する施
設・設備調査

区有施設である特別養護老人ホーム（4か所）について、施設ごとに躯体・設備の現状を把握し、修
繕の必要な箇所及びコストを算出するとともに、中長期の修繕計画を提案する。

2

文京区 震災対応 介護・福祉 委託
障害のある中・高生の放課後居場所対策
事業

障害のある中学生及び高校生の放課後の活動場所を確保し、障害児の余暇活動の充実や障害児
の家族の一時的な休息の支援を行う。

5

文京区 震災対応 介護・福祉 委託
ホームヘルパー２級資格取得支援及び介
護事業者への紹介予定派遣事業

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

17

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

2

文京区 震災対応 教育・文化 委託 文の京デジタル文庫
図書館が所蔵している区の地域資料（郷土資料）をデジタル化し、地域文化の形成に資する。さら
に、図書館ホームページ上に「文の京デジタル文庫」として広く公開していく。

8

文京区 震災対応 その他 委託
社会起業家育成講座運営業務委託（社会
起業家育成アクションラーニング・プログラ
ム）

平成23年度より、東京大学との共同研究として、社会起業家育成講座を実施してきたが、更にレベ
ルの高いプログラムを実践するため、社会起業家育成のノウハウがある団体に事業委託し、社会起
業家の育成を図る。

2

文京区 震災対応 その他 直接実施
区民による野菜メニューの提案・普及事業
（ハッピーベジタブル大作戦）

大学や事業者等との協力のもと、飲食店への管理栄養士の巡回派遣や食環境についての情報発
信を行うなど、野菜摂取に関する普及啓発を図る。

1

文京区 震災対応 情報通信 直接実施 建築確認受付簿の電子データ作成業務
昭和20年から40年までの建築確認受付簿（50,400件）について、紙台帳の劣化を防ぐとともに、閲覧
者に対する迅速な情報提供を行うため、電子データを作成する。

2

文京区 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 地方公共団体の臨時職員等 臨時職員の雇用に要する経費 16

文京区 震災対応 治安・防災 委託 地盤調査閲覧用データ作成
地盤調査報告書（約4,000枚）の整理を行い、住民や設計業者等への閲覧を行うため、街区（約
2000街区）ごとに代表となる資料を選出し、ボーリング柱状図を作成する。

2

文京区 震災対応 治安・防災 委託
根津駅・千駄木駅周辺地区まちづくり基礎
調査

「根津駅周辺地区まちづくり基本計画」及び「千駄木駅周辺まちづくり基本計画」を実現させるため、
現況データ作成等の基礎調査を実施する。 

4

台東区 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 住民基本台帳法一部改正準備事務 外国語に対応できる職員により、法制度改正に伴う外国人からの問い合わせに対応する。 2

台東区 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 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



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

台東区 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 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
未就職者
対象事業

委託 台東区緊急就職サポート事業
被災者・未就職卒業者等を対象に、ビジネスマナーやOA 機器操作等の基礎研修（ＯＦＦ－ＪＴ）と地
域の企業における職場実習（ＯＪＴ）を行い、正規雇用につなげる。

12

台東区 震災対応 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、落葉期における落葉清掃を強化し周辺道路
や隣接家屋への飛散を防ぐ。

15

墨田区 震災対応 環境 委託
墨田区路上喫煙等禁止推進地区（吾妻橋
地区・曳舟駅周辺地区）啓発・指導等パト
ロール業務委託

墨田区内の路上喫煙等禁止推進地区における巡回パトロール業務を委託する。 6

墨田区 震災対応 治安・防災 委託 新タワー周辺地区特別警備事業
押上・業平橋駅周辺において歩行者等の円滑な通行と安全の確保を図るため、警備業務を委託す
る。

3

墨田区 震災対応 情報通信 委託
墨田区法務課所管マイクロフィルムデータ
コンバート

マイクロフィルム化された保存文書（墨田区の条例、規則等の原議等）について、電子化作業を委託
する。

2

墨田区 震災対応 環境 委託
東京スカイツリー周辺におけるまちの美化
事業

東京スカイツリー周辺の歩道を中心に、ポイ捨てごみの回収等の清掃作業を委託する。 24

墨田区 震災対応 子育て 委託 保育園施設修繕・縫製作業巡回事業
保育園内の建具を中心に、安全点検及び軽微な維持補修作業や保育園内事業運営に係る縫製作
業を委託する。

13

墨田区 震災対応 情報通信 直接実施 建築確認申請受付簿台帳の入力 建築申請受付簿台帳のデータ入力作業を行う。 2

墨田区 震災対応 その他 委託 押上駅前自転車駐車場管理委託 押上駅前自転車駐車場の管理業務を委託する。 41

墨田区 震災対応 教育・文化 委託
文化財情報の活用（データ入力作業委
託）

文化財情報の活用事業において、報告書、資料カード等のデータ入力作業を委託する。 5

墨田区 震災対応 治安・防災 委託 東京スカイツリー周辺地区パトロール事業 東京スカイツリー周辺地区における巡回パトロール業務を委託する。 4

墨田区 震災対応 治安・防災 委託
東京スカイツリー周辺放置自転車対策事
業

東京スカイツリー周辺地区における不適正な駐輪防止対策や、放置自転車禁止区域内外における
実態調査を委託する。

24

墨田区 震災対応 環境 委託
東京スカイツリー周辺道路洗浄及び北十
間川水面等清掃事業

東京スカイツリー周辺道路の洗浄及び北十間川の水面等の清掃作業を委託する。 4 

墨田区 震災対応 子育て 委託
保育園耐震改修工事に係る仮園舎送迎
時見守り事業

保育園の耐震改修工事期間中、仮園舎への送迎バス乗降時等における、保育園児の安全確保業
務を委託する。

8 



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

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

40 

江東区 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 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 22 

江東区 震災対応 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都民（失業中の方）を対象に、区内福祉施設で３か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。

20 

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

各駅周辺に設置されている放置自転車防止や保管場所案内の看板の清掃及び補修を行う。また各
駅周辺で放置自転車が多い場所において、放置防止の啓発作業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うことで放置自転車の解消を図る。

11 

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

12 

江東区 震災対応 環境 委託 緑視率調査及び緑化余地検討業務委託
今後の緑化の成果を数値として比較できるように、人の目に映る緑量の割合である緑視率を調査す
る。また、同調査地点付近における緑化余地の検討を行う。

3 

江東区 震災対応 教育・文化 委託 長期保存対象文書電子化委託
総務課が各課から引き継いだ長期保存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。

1 

江東区 震災対応 治安・防災 委託 庁舎駐輪場整理・誘導業務委託
区役所内の駐輪場に整理・誘導員を配置し、駐輪場の整理及び自転車や人の誘導・案内をするこ
とで区役所利用者の安全を確保する。

2 

江東区 震災対応 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）委託

歩行喫煙・吸い殻のポイ捨て・禁煙重点地区における路上喫煙等の禁止行為のＰＲおよび禁止行
為者への是正・中止の指導

7 

江東区 震災対応 介護・福祉 委託 介護保険制度コールセンター業務委託 専門のオペレーターが電話にて納付勧奨や制度説明を行い保険料の未納を解消、抑制する。 7 

江東区 重点分野 安全・安心 委託 公園警備委託
竪川河川敷公園において、新規開放した公園区域の安全対策として施錠管理を目的とした警備員
による巡回警備を実施する。

4 

江東区 震災対応 環境 委託 公園清掃委託 公園の清掃、ゴミ運搬・処分等の委託 22 

江東区 震災対応 環境 委託 河川清掃委託 散歩道及び自然魚釣場清掃、ゴミ運搬・処分等の委託 14

品川区 重点分野 安心・安全 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。

72
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品川区 震災対応 介護･福祉 委託
特別養護老人ホームにおけるユニットケア
のための研修事業

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

13

品川区 震災対応 介護･福祉 委託
介護者家族への効果的な支援策の検討
事業委託

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

2

目黒区 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 特別区民税電話催告等運営管理
特別区民税納付案内等の事業を実施することにより、東日本大震災等の影響による失業者の雇用・
就業機会の創出に寄与するとともに、特別区民税等の収入確保を図る

12

目黒区 震災対応 その他 直接実施
外国人住民の住民基本台帳制度への移
行

外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加える法施行に伴う仮住民票コールセンター対応及
び移行準備に係る事務補助。英語もしくは中国語の堪能な者を募集対象とする。

5
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目黒区 震災対応 教育・文化 委託 学校図書館蔵書のデータベース化
区立小中学校の学校図書館蔵書について、図書館管理ソフトウェアによる管理を行うため、データ
ベース入力作業及びバーコードの貼付作業を行う。

25

目黒区 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 特別区民税電話催告等運営管理
特別区民税納付案内等の事業を実施することにより、東日本大震災等の影響による失業者の雇用・
就業機会の創出に寄与するとともに、特別区民税等の収入確保を図るため、事業を拡充して更なる
収入強化を図る。

1

大田区 震災対応 治安・防災 委託 東糀谷防災公園夜間巡回パトロール業務
平成22年４月に開園した東糀谷防災公園については、22年度から夜間パトロールを実施している
が、防犯上の不安に対する地域住民から継続を要望する声が強いことから、24年度以降も引き続き
実施する。

2

大田区 震災対応 環境 委託 喫煙マナーの指導・啓発業務
区民の生活環境の向上を目的とする「清潔で美しい大田区をつくる条例」の周知徹底を図り、喫煙
マナーの向上による環境美化を促進するために、区内主要駅前周辺等おいて、朝夕の時間帯に２
人１組で２組の啓発指導員が巡回して、喫煙マナーの啓発・指導等を行った。

5

世田谷区 人材育成 産業振興 委託 中小企業・若年者マッチング応援事業

平成24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。

66

世田谷区 震災対応 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

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のために指導員を追加雇用し、利
用児童の一層の安全を確保し、保護者の就労を支援する。

88

世田谷区 震災対応 子育て 直接実施 区立保育園運営事業
保育待機児解消に向けた区立保育園の定員拡大への対応と、園児の安全、保育の質の向上を図
る。

104

世田谷区 震災対応 子育て 直接実施 認可保育園入園選考態勢強化事業
平成25年度４月の認可保育園入園選考業務の態勢を強化するため、主に申請書類の整理、申込
者および申し込み内容の電子化業などの業務を行う。

12

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

4

世田谷区 震災対応 産業振興 委託
世田谷区準工業地域住工共生まちづくり
推進支援事業

準工業地域の事業所訪問調査や区内 大準工業地域である桜新町地区における交流イベントや
ワーキングの開催等を通じて、操業環境と居住環境の調和の取れたまちづくりの支援を行う。

2

世田谷区 震災対応 その他 委託
玉川3・4丁目地区における安全安心ゾー
ン整備に向けた基礎資料作成業務委託

玉川3・4丁目地区の道路状況の現況調査を行い、地区住民による道路整備等の合意形成を目的と
するワークショップ等の開催に向けた基礎資料を作成する業務。

5

渋谷区 人材育成 介護 委託
地域福祉人材育成事業（あやめの苑・
代々木）

実務経験が不足している人材を雇用し、OJTや研修を通じて介護の基本を教育し育成する。 3

渋谷区 人材育成 介護 委託
地域福祉人材育成事業（美竹の丘・しぶ
や）

実務経験が不足している人材を雇用し、OJTや研修を通じて介護の基本を教育し育成する。 2

渋谷区 震災対応 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」の徹底のため啓発活動と清掃を含めた歩行禁煙パトロールを実施する。 11

渋谷区 震災対応 環境 委託 特別繁華街地区不法投棄対策事業 特別繁華街地区のごみの収集方法の変更に伴う、不法投棄の予防のため巡回指導と啓発を行う。 30



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 震災対応 環境 委託 事業系ごみ排出指導事業
事業系ごみの不適正排出が目立エリアにおいて、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、要綱の改正内容を周知啓発し、業者収集への移行促進をする。

25

中野区 重点分野 安全・安心 委託 中野西自転車駐車場運営業務委託 自転車駐車場の管理運営、整理業務を委託する。 10

中野区 重点分野 安全・安心 委託
中野駅・新中野駅・東中野駅周辺自転車
駐車場利用案内等強化業務

自転車利用者が多い駅周辺の案内・誘導業務を強化し、放置自転車の解消を図る。 50

中野区 重点分野
環境・

エネルギー
委託

連携自治体とのカーボン・オフセット事業
基礎調査委託

カーボン・オフセット事業の実施に向けて、他自治体の先行事例、各連携自治体の地域資源や吸収
活動などの基礎調査を実施する。

5

中野区 重点分野 安全・安心 委託
中野駅周辺の夕方の放置自転車整理・自
転車利用マナーアップ

中野駅周辺において、特に通行量が増加する夕方以降の放置自転車の整理及び、自転車利用マ
ナーアップなどの啓発を行う。

8

中野区 震災対応 子育て 委託 区立保育園分園運営委託
区民の保育需要に対応するため、区有空き施設を活用し、１・２・３歳児を対象にした認可保育園の
分園運営を民間事業者に委託して行う。

12

中野区 震災対応 その他 委託
中野けやき通り自転車駐車場運営業務委
託

自転車駐車場の管理運営、整理業務を委託する。 3

中野区 震災対応 その他 委託
中野駅南口駅前広場における交通指導
員の配置

中野駅地区第１期整備に伴うバス停留所等の機能移転により、中野駅周辺道路及び駅前広場の交
通が著しく変化した。広場利用の変化に伴い、バス乗降客や歩行者に安全面での懸念があることか
ら、交通整理員を配置する。

17

中野区 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 臨時職員の雇用に要する経費 東日本大震災の影響による失業者を、中野区における事務補助員等の臨時職員として雇用する。 16

中野区 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施
生活保護受給者の資産調査事務等補助
（平成２４年度分）

生活保護受給者の資産調査（照会）等の事務補助 2

杉並区 重点 安全・安心 委託 浸水被害箇所データ化業務
昭和56年からの杉並区内の水害による浸水箇所の位置情報を、地理情報システム（ＧＩＳ）で利用可
能なデータとして新たに作成し、付帯する情報を同システムに属性として付与する。

4

杉並区 重点 安全・安心 委託
防災まちづくり関連情報等のＧＩＳデータ
入力業務

防災まちづくり及び土木施設等について、既存の紙媒体データ、エクセル等で個別に管理されてい
る電子データの整理を行う。これらの位置情報をGIS(地理情報システム)コンテンツとして新たに作成
し、付帯する情報を同システムに属性として付与することで、管理の円滑化を図ることを目的とする。

7

杉並区 震災対応 情報通信 委託 道路台帳測定基図作成業務委託 区内全域の現況平面図から道路法に基づく道路台帳の調製に必要な測定基図を作成する。 10

杉並区 震災対応 教育・文化 直接実施 学校図書館の充実（学校司書）
区立小・中学校の図書館を、児童・生徒の読書習慣を培う「読書センター」及び学習活動を支える
「学習情報センター」として機能を充実させることを目指し、その中心的な担い手として司書等の資格
を有する学校司書を充てる

22



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

杉並区 震災対応 教育・文化 直接実施 特別支援教育の充実①（学習支援教員） 区立小学校の通常学級在籍する、発達障害等学習への困難を抱える児童への学習支援 7

杉並区 震災対応 教育・文化 直接実施
特別支援教育の充実②(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
雇用し配置しているが、年々増加する介助需要のため、介助員を増員する。

9

杉並区 震災対応 教育・文化 直接実施 特別支援教育の充実③(通常学級支援員)
区立小・中学校の通常学級の身体障害児の介助と発達障害児に特化した支援を行う、支援員を増
員する。

2

杉並区 震災対応 情報通信 委託 街区表示板現況調査
街区表示板の取り付け場所や状況等の調査及び街区の角地等で街区板が設置されていない場所
の調査を行い、区で保有する住居表示管理システムで管理するための情報を整備する。

32

杉並区 震災対応 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。２２、２
３年度の同調査に対し、経年変化の状況を明らかにする。

14

杉並区 震災対応 情報通信 委託
道路境界確定箇所等索引図データ整備
業務

　道路の境界確定箇所等を区が貸与する数値地形図上に描画し、該当する資料をリンクさせるなど
地理情報システム（ＧＩＳ）で使用可能なデータ整備を行なう。

5

杉並区 震災対応 情報通信 委託 GIS主題図データ整備業務
杉並区が作成している各種地図を地理情報システム（ＧＩＳ）で活用可能な主題図データとして整備
する。

4 

杉並区 震災対応 情報通信 委託
狭あい道路協議台帳データベース整備及
び協議位置等の作成業務

狭あい道路協議台帳（約２万件）のデータベースの整備及び協議位置図等の作成を行なう。 7 

杉並区 震災対応 情報通信 委託 予定細街路データ整備等業務
杉並区内において建築時から竣工まで、時系列に処理記録が記載された建築確認受付簿をデータ
ベースに入力する。東京都縮尺1/2500地形図データを活用して位置情報を作成し、併せて建築計
画概要書との関連付けを行い、地理情報システムコンテンツとしての建築情報を整備する。

2 

杉並区 震災対応 情報通信 委託
建築確認受付簿データベース入力及び
地図情報登録業務

杉並区内において建築時から竣工まで、時系列に処理記録が記載された建築確認受付簿をデータ
ベースに入力する。東京都縮尺1/2500地形図データを活用して位置情報を作成し、併せて建築計
画概要書との関連付けを行い、地理情報システムコンテンツとしての建築情報を整備する。

37 

杉並区 震災対応 情報通信 委託 公園施設現地調査及び台帳更新業務 公園施設の施設情報を現地調査により確認し、より精度の高い公園台帳の整備を行う。 17 

杉並区 震災対応 教育・文化 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”の実現に向けた教材準備、機器環境の整備、授業中の操作補助等の支
援を行う。

11 

豊島区 重点分野 教育・研究 委託
男女平等推進センター　記録用資料の電
子データ化事業

平成４年から８年にかけて発行した豊島区女性史「風の交叉点」１～４巻の記録テープ及び男女平
等推進センターが所有する記録写真をデジタル化する。

6 

豊島区 重点分野 産業振興 委託 都市計画決定図書等の電子化事業 都市計画図書等、都市計画審議会資料、計画策定関係文書等の電子化を行う。 17 

豊島区 重点分野 教育・研究 委託 学校図書館データベース化作業
区立小中学校３校において、学校図書館システムのネットワーク化の準備として、バーコード体系に
基づいた蔵書データの整備、データ照合、蔵書へのバーコードと背ラベル貼り等の作業を行う。

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 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 外国人相談通訳（臨時職員）の雇用
区民相談コーナー及び各課窓口での外国人相談の通訳を行う。英語（月・水）中国語（火・木）韓国
語（金）で実施。

3 

豊島区 震災対応 治安・防災 委託
地域安全対策事業（安全安心防犯パト
ロール事業）

安全・安心なまちづくりを目的として、「見せる警戒」と区民の防犯意識の高揚を図るとともに、事件事
故等への対応を行うため、自転車による防犯パトロールを実施する。

7 

豊島区 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施
外国人住民に対する外国人登録・住民記
録事務の受付・交付、通訳業務

①来庁した外国人住民に対する外国人登録事務・住民記録事務の受付・交付及び通訳業務  ②電
話での外国人住民の問合せに対する説明

5 

豊島区 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施
外国語（中国語）に対応できる相談員によ
る納付案内事業

外国籍の滞納者に対して、中国語で納付勧奨を行い、収納率の向上を図る。 2 

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

（仮称）芸術文化資料館の完成（平成27年度予定）に向け、区が所蔵する郷土資料、美術、文学・マ
ンガの各分野にわたる資料の整理およびデータベース化の作業を行うため、学芸員有資格者の臨
時職員を雇用する。

4 

豊島区 震災対応 教育・文化 委託
ＪＲ各駅前及び椎名橋高架下広場道路清
掃事業

平成23年度に緊急雇用創出事業で実施していた２つの道路清掃事業を統合し、年度末に部分完
成する椎名橋高架下広場の道路清掃を追加して事業継続していく。

7 

豊島区 震災対応 治安・防災 委託 青色防犯パトロール車の運用

区の安全安心対策を強くアピールし、区民の安心感を確保するため、月曜から土曜の午後１時30分
から午後９時30分の間、小学校や保育園、子どもスキップ等に立ち寄りながらパトロールを実施す
る。また、平成23年12月より、日曜から木曜の午前７時30分から午後３時30分の間の運用を開始して
いる。

8 

豊島区 震災対応 観光 委託
雑司が谷ギャラリー業務委託（雑司が谷情
報ステーション管理運営事業経費）

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

6

豊島区 震災対応 産業振興 委託
産業振興計画改定に向けた区内産業及
び商店街実態調査

区内事業者に対して区の産業施策の利用状況や意見要望、経営状況等を調査し、区内産業に関
する基礎資料を得る。また、商店街実態調査を実施し、区内商店街における小売活動の課題を整
理する。

7

豊島区 震災対応 環境 委託 路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール事業
「路上喫煙及びポイ捨て防止に関する条例」に基づき、１班２名、５班体制で区内全域において条例
違反者に直接注意・指導を行う。

25

豊島区 震災対応 環境 委託
指定喫煙所周辺における迷惑喫煙防止
事業

池袋駅周辺指定喫煙所（7か所）での歩行者の安全確保を図るため、歩道に広がる喫煙者の誘導、
条例ＰＲ、喫煙所の案内、周辺清掃を行う。

4

豊島区 震災対応 環境 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、調査をして記録を残す。散乱等が目
立つ集積所は、袋の詰め替え等の作業を行う。また、行政収集終了後に、集積所のブラッシング清
掃を行う。恒常的な散乱が目立つ集積所は、被害写真を添付した指導文書を排出事業者に交付
し、ポリ容器等での排出への誘導を行う。

4

豊島区 震災対応 子育て 直接実施 保育所待機児童対策緊急事業
待機児童対策として受入枠を増員した保育園において円滑な保育を実施するため、臨時職員を延
30名雇用する。

40

豊島区 震災対応 その他 委託 放置自転車防止パトロール
放置自転車が顕著な駅周辺において、駐輪場への誘導や放置防止への呼びかけのパトロールを
行う。

20



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 震災対応 教育・文化 委託 ＩＣＴ支援員活用
ICT支援員を各小・中学校に派遣し、授業、学校活動、校務等でのコンピュータ活用の支援並びに
機器・ソフトウエアの設定及び操作説明等を行う。各学校月2回程度及び小規模校は月6回を予定。

16

豊島区 震災対応 教育・文化 直接実施 学校図書館司書配置事業
図書や教育資料の収集や管理、館内整備や図書データの管理等を行う図書館司書を配置する事
業。23年度4校配置から、24年度は13校に拡大する。

7

豊島区 震災対応 情報通信 委託 広報掲示板情報整備事業

約400基ある広報掲示板について、地図情報GISデータを作成し、掲示板の位置、掲示板番号を表
示するとともに、掲示板一覧表及び掲示板管理台帳とリンクすることにより掲示板情報の一元化を図
り、現在計画している掲示板建替え・移設等にも対応したシステムとする。また、区内各所に設置さ
れている広報掲示板を実態調査し、掲示板の現状、材質等を判別できる写真データを取得し、掲示
板管理台帳に貼り付ける。

3

豊島区 震災対応 情報通信 委託 広報関係資料の電子化事業
広報紙・冊子及び写真他の資料の電子化を委託によって行う。
写真　約48,800枚、区報（Ｓ24～Ｈ22）約17,100頁、
区史　約12,800頁、冊子他　約17,500頁

5

豊島区 震災対応 情報通信 委託
としま安全・安心地図情報システム整備事
業

平成23年度に構築した「としま安全・安心地図情報システム」の活用を図るため、下記提供情報の拡
充を行う。
・街頭消火器設置場所、病院・医療機関、水害ハザードマップ、地震の被害想定　他

3

豊島区 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 住居表示台帳実態調査業務

①住居表示台帳（3,100街区）について、整備修正すること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。
②戸建て建物については、建物の表札等と居住者名との照合作業を行う。
③事務所ビル名、店舗ビル名の確認作業を行う。
④①～③の調査結果をもとに住居表示台帳の修正作業を行う。

3

豊島区 震災対応 情報通信 委託 住居表示台帳維持管理システム構築
現在の帳票管理による住居表示業務について、住居表示台帳図面を電子データ化し、住居表示シ
ステムを構築する。

24

豊島区 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施
「基幹相談支援センター」・「障害者虐待
防止センター」設置に伴う事務機能強化

心身障害者福祉センターに平成24年10月設置の「基幹相談支援センター」・「障害者虐待防止セン
ター」の準備業務及び円滑な運営のために、事務機能を強化する。

2

豊島区 震災対応 子育て 委託
小学生及び中学生の子どもに対する保護
者の関わり方等に関する調査の集計・分
析業務

区が平成23年度に行った「小学生及び中学生の子どもに対する保護者の関わり方等に関する調
査」について、結果の集計・分析等の業務を委託する。
・サンプル数：507件、集計・分析項目：約70項目、報告書作成数：200部（Ａ４版）

2

豊島区 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 子育て相談管理システム入力業務
本年４月に導入した子育て相談管理システムへの既存データの移行業務（紙ベースデータのＰＣシ
ステム移行に伴うＰＣ入力）。

5

豊島区 震災対応 情報通信 委託 狭あい道路後退図電子化業務委託
狭あい道路後退図のマッピング作業。マッピングしたデータと狭あい道路後退図を「豊島区統合型Ｇ
ＩＳ」上にファイリングする。

12

豊島区 震災対応 情報通信 委託 学校施設情報共有化事業
平成23年度に実施した「学校施設設備調査」の調査結果を元に、学校の図面と写真データをリンク
したものを「豊島区統合型ＧＩＳ」へデータ反映させる。

5

豊島区 震災対応 情報通信 委託
豊島区議会定例会等会議録の電子デー
タ化業務委託

昭和50年以降の豊島区議会定例会・常任委員会・特別委員会・議会運営委員会・議員協議会及び
正副幹事長会等の会議録の電子化を行う。

12

北区 人材育成
未就職卒業者

対象事業
委託 若年未就職者の就労体験 学卒後、未就職の若年者を対象に研修と就労体験を提供し正規雇用につなげる 45



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

北区 震災対応 産業振興 委託 商店街活性化事業
区内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・情報発信等を行
う。

1

北区 震災対応 子育て 委託
耐震補強工事等に伴う保育園児の安全対
策

保育園の耐震補強工事等に伴う保育園児の安全対策（オートロックの無い閉校施設を活用した仮
園舎において、門扉の開閉、送迎保護者の確認、清掃等を行う、西が丘及び王子北）

18

北区 震災対応 子育て 直接実施
耐震補強工事等に伴う保育園児の送迎補
助

耐震補強工事等に伴い、一時集合場所から仮園舎までマイクロバスにより送迎を行う際の、バス車
中や乗降時に保育園児の安全を保つよう補助する。

2

北区 震災対応 産業振興 委託 産業資料デジタルアーカイブ作成 産業資料デジタルアーカイブ作成 12

北区 震災対応 産業振興 委託
ものづくりトータルサポート事業　ものづくり
支援策PRとデータベース登録企業調査

データベースへの新たな登録企業の希望調査（勧誘）を実施し、希望企業に対して取材、原稿作
成、データベースへの入力作業を行う。また希望調査（勧誘）にあわせて区の産業支援メニューをＰ
Ｒする。

2

北区 震災対応 環境 委託 不法投棄防止パトロール等業務委託
不法投棄の発見・防止・抑止を目的としたパトロールを実施するとともに、不法投棄頻発地域マップ
を作成する。

4

北区 震災対応 情報通信 委託
住基法改正に伴う外国人住民の方への手
続き案内及びＰＣ入力等業務委託

平成24年7月9日以降、住民基本台帳法の適用対象となった外国人住民の方及び日本人との混合
世帯の方を対象に、以下の業務を一括して委託する。①制度改正により変更される各種手続き案内
やそれに伴う相談対応業務。②ＰＣ入力業務。

7

荒川区 重点分野
環境・

エネルギー
委託 路上喫煙禁止啓発指導業務

区内主要6駅周辺の路上喫煙禁止指定地区内において、喫煙者に喫煙行為の停止を注意喚起す
るとともに、その地域が路上での喫煙禁止であることを周知させることを主な業務とする。

10

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）

商店街が宅配・イベント・観光情報提供等を行い、買い物弱者の支援・商店街の振興等を図る。 3

板橋区 人材育成 地域社会雇用 委託 若者就職サポート事業
高校・大学等を卒業後、正規雇用されていない若年者を対象に、区が委託した企業が新規に雇用
し研修を行ったうえで、区内中小企業等へ紹介、派遣し就労体験を行う。その後も正規雇用につな
がるようサポートを行う。

23

板橋区 震災対応 治安・防災 委託 管理自転車対策 区立ハイライフプラザ前の管理道路における、違法駐輪防止対策として実施する。 7

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

4

練馬区 重点分野 安全・安心 委託
建築基準法に基づく建築設計士等のデー
タベース化

建築確認データの入力作業 13

練馬区 人材育成 介護 委託 「練馬区介護人材等雇用促進事業」
委託を受けた人材派遣会社が離職者等を雇用し、紹介予定派遣期間中、勤務の一部として訪問介
護員２級資格の養成講座を受講させる事業

67

練馬区 震災対応 介護・福祉 直接実施 生活保護制度円滑実施支援事業 生活保護業務の補助を行う事業 17



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

練馬区 震災対応 医療 委託
インフルｴﾝｻﾞ予防接種等相談ダイヤル委
託事業

インフルエンザ等予防接種の問い合わせ対応を行う事業 13

練馬区 震災対応 医療 直接実施
子宮頸がん・ヒブワクチン接種事業費助成
事業

区で実施している任意予防接種（子宮頸がん等）に係る事務の補助を行う事業 4

練馬区 震災対応 子育て 直接実施
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

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）および保育士の補助を行う事業 0

練馬区 震災対応 環境 委託 歩行喫煙等防止に係る注意・指導業務 駅周辺で歩行喫煙やポイ捨てなどさせないための巡回指導を行う事業 37

練馬区 震災対応 環境 委託
練馬区地球温暖化対策設備設置補助事
業

地球温暖化対策設備設置補助事業の申請受付を行う事業 12

練馬区 震災対応 環境 委託 自転車を誘導する事業 駅周辺における自転車駐車場への誘導・案内を行う事業 27

練馬区 震災対応 教育・文化 委託
自転車の安全な走行を促す声かけを実施
する事業

自転車対策重点路線・地区における自転車利用者等への自転車安全利用の啓発活動を行う事業 11

足立区 重点分野 安全・安心 委託 地盤情報データベース化作業委託
区で保管するボーリング柱状図を電子データ化することで長期に利活用を図っていくことを目的とし
てデータベースを整備する。

10

足立区 人材育成 地域社会雇用 委託 若者正社員サポートプログラム事業
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。研修期間
中は委託先で雇用しながら人材を育成し、正規雇用につなげていく。

80

足立区 震災対応 治安・防災 委託 駅周辺地域防犯パトロール事業
綾瀬駅、西新井駅、竹ノ塚駅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
による巡回警備を行う。

36

足立区 震災対応 環境 委託
美化調査及び美化推進周知キャンペーン
委託

ビューティフル・ウィンドウズ運動をより一層推進するため、「国体リハーサル」が行われる綾瀬駅周辺
のほか、区内各主要駅周辺を中心に、美化向上の啓発活動を行う。

21

足立区 震災対応 環境 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。

9

足立区 震災対応 産業振興 委託 就職支援集中プログラム事業
中高年、若年未就業・非正規雇用者、新卒大学生、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。

15

足立区 震災対応 介護・福祉 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。 21

足立区 震災対応 環境 委託 区内防犯・資源持去りパトロール委託
ごみの不法投棄と資源持ち去りの抑制を図るため、青色回転灯を装備した車両で足立区内全域の
防犯パトロール等を実施する。

6

足立区 震災対応 環境 委託 不燃ごみ選別委託
不燃ごみの中から、資源として再利用可能なものと、資源として利用出来ないものに分ける作業を行
う。

26



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

足立区 震災対応 環境 委託 駅前ビューティフル・キーパー事業
ビューティフル・ウィンドウズ運動の一環として、区の主要駅（綾瀬駅、西新井駅、竹ノ塚駅）広場、周
辺の重点的な美化を実施する。

52

足立区 震災対応 環境 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。

12

足立区 震災対応 環境 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。

19

足立区 震災対応 環境 委託
竹ノ塚・西新井駅周辺放置自転車対策強
化対策事業

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。

19

足立区 震災対応 教育・文化 委託
幼児期からの発達段階に応じた運動能力
開発プログラム事業委託

運動プログラムを作成し、外傷・障害予防の正しい知識・姿勢・体力等を身に付けさせ運動能力の向
上を図るための人材を派遣する。

23

足立区 震災対応 その他 委託
受動喫煙防止対策施設及び食の健康応
援店登録拡大事業

事業所訪問により、受動喫煙防止対策の推進として意識の普及啓発とともに登録事業所の拡大を
図る。また、アンケート実施により食の健康応援店の発掘を行う。

3

葛飾区 重点分野 環境 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者に直接注意を行う「歩行喫煙等禁止パトロール」を実施する。 12

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

1

葛飾区 震災対応 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。 5

葛飾区 震災対応 観光 委託 葛飾産品アンテナショップ事業委託
柴又地域において、区内で製造されている伝統産業品、工業製品等を展示・販売するアンテナ
ショップ運営事業を実施する。

8

葛飾区 震災対応 安全・安心 委託 資源持ち去り防止パトロール事業委託
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。

4

葛飾区 震災対応 治安・防災 直接実施 放射線量測定器の貸し出し業務委託
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。

2

葛飾区 震災対応 環境 委託 浄化槽実態調査委託 区内浄化槽の正確な状況を現地調査する作業を委託する。 5

葛飾区 震災対応 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。

5

葛飾区 震災対応 環境 委託 葛飾あらかわ水辺公園草刈業務委託 環境改善のため、・飾あらかわ水辺公園の草刈・清掃を実施する。 19

葛飾区 震災対応 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。

13



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

葛飾区 震災対応 教育・研究 直接実施 立石図書館臨時職員の雇用 立石図書館の開館時応援業務や、利用者が機器を利用する際の説明補助を実施する。 5

葛飾区 震災対応 安全・安心 委託 放射線測定器貸し出し業務委託
区民等を対象とした空間放射線量測定器の貸し出し場所を１か所から２か所に拡大し、貸し出し業
務を実施する。

6

葛飾区 震災対応 環境 委託 資源回収実態調査委託
地域ごとの集団回収活動実態、資源回収業者の受入れ状況、集積所への資源排出状況を調査す
る。

5

葛飾区 震災対応 安全・安心 委託
主要生活道路拡幅整備に伴う権利者整
理業務委託

防災性を向上するための主要生活道路の拡幅整備にあたり、拡幅用地に係る権利者を土地・建物
登記から調査し、拡幅整備路線ごとに一覧表に整理する。

3

葛飾区 震災対応 医療 直接実施
不活化ポリオワクチン導入に係る対応事
業委託

ポリオの定期予防接種が不活化ワクチンの個別接種に変更されることに伴い発生する、接種暦のシ
ステム入力や支払い作業等の業務を行う。

2

江戸川区 重点分野 介護 直接実施 社会福祉士等卒後連携事業
区内の福祉専門学校と連携し、社会福祉士及び精神保健福祉士の養成課程の卒業生であって、
区内での活躍を期待できる者を、区が福祉・介護支援員として雇用し、福祉及び介護分野における
多様な問題に対応する、区の福祉向上に寄与する人材として育成する。

8

江戸川区 重点分野 安全･安心 委託 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 8

江戸川区 重点分野 安全･安心 委託 老朽家屋・空き家対策事業 区内の老朽家屋や工作物等を調査し、安全・安心な住環境を整えていく。 18

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、介護施設等で働きながら、訪問介護員取得の
ための養成講座受講を通して、介護人材の育成を図る。(訪問介護員２級11名)

10

江戸川区 震災対応 介護 委託 地域包括支援センター支援業務
地域包括支援センターの介護支援専門員、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。

20

江戸川区 震災対応 情報・通信 委託 公園台帳入力業務
あらかじめ作成されたフォーマット（excel）に区で用意する紙ベースの公園情報入力を行い情報を集
約、管理の効率化を図る。

4

江戸川区 震災対応 治安・防災 委託 自転車走行環境整備に係る交通量調査
歩行者の安全確保と自転車の走行環境の向上を目的とし、歩行者と自転車の通行帯の分離を図
る。その路線選定の基礎資料となる歩行者と自転車等の交通量を計測する。

55

江戸川区 震災対応 情報・通信 委託 広報資料電子記録化業務
広報課が保有するフィルム資料等をデジタルデータ化する。これにより、写真資料としての長期保
存・管理及び利活用の利便性を高める。

28

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

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

19

八王子市 震災対応 情報処理 委託 施設台帳保全システム開発業務委託 施設台帳保全システムの新規開発業務 7



所　管 事　業 分　野 実施区分 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
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八王子市 震災対応 情報処理 委託 紙図面電子データ化委託 紙原図をPDF等へ電子化 2

八王子市 震災対応 観光 委託
高尾山に生息する動植物データ整理事業
及びアプリ作成業務委託

旧稲荷山小学校に収蔵管理されている旧東京都自然科学博物館収蔵品の一部を電子データ化す
るとともに、高尾山に生息する代表的な動植物を取材・調査し、自然の魅力を情報発信するアプリ
ケーションを作成する。

24

八王子市 震災対応 観光 委託
市内観光地の植生保護及び環境整備事
業

高尾山観光客の増加に伴い他の観光地への観光客の分散と観光地植物の植生保護を要すため八
王子市内観光地の植生調査及び保護を含めた環境整備を行う。

19

八王子市 震災対応 観光 委託 近隣都市観光客集客促進事業
近隣都市において本市への観光目的の集客を図るため、キャラバン隊を派遣し、観光振興ＰＲを行
う。

9

八王子市 震災対応 産業振興 委託 高齢者・女性の就業に関する実態調査 高齢者・女性の就業意識や就業環境について、実態調査を行う。 4

八王子市 震災対応 産業振興 委託 中心市街地歩行量調査 中心市街地の歩行量を調査する。 40

八王子市 震災対応 産業振興 委託 買物弱者実態調査 市内の買物弱者の実態調査を行う。 11

八王子市 震災対応 その他 委託 八王子駅周辺交通量調査 交通量調査業務 81

八王子市 震災対応 その他 委託 都市計画図等電子データ化業務委託
都市計画図等図面データの電子データ化を行い、都市計画管理システムで運用している都市計画
業務の効率化及び情報の共有化を図る為、各種データを追加し、都市計画室内上で動作が可能な
ようにインストール及び設定等を行う。

1

八王子市 震災対応 教育・文化 委託 学校ＩＣＴ活用推進事業
授業でプロジェクター、電子黒板、書画カメラ等ICT機器を活用するための技術指導を教員に対し
行う他、パソコンによる教育用教材の作成、教育用ソフトウエアの活用等ICT支援を行う。

6

八王子市 震災対応 教育・文化 委託 小中学校図書館への背ラベル貼付 小中学校図書館の蔵書の背ラベル貼付を行う。 19

八王子市 震災対応 教育・文化 委託 TOOLi‐S等の研修 図書検索システムTOOLi-S等の研修を教員に行う。 5

八王子市 震災対応 産業振興 委託 新卒者向け中小企業ＰＲ動画作成 市内中小企業の魅力を伝えるための動画を作成する。 6

八王子市 震災対応 教育・文化 直接実施
市史編さん室蔵書・資料整理及びデータ
入力

市史編さん室蔵書・資料整理及びデータ入力 4

立川市 重点分野 産業振興 委託 商店街活性化モデル事業基礎調査事業
商店街活性化のモデルとなる商店街を選定し、マーケティング等適切なメニューを検討し実施するこ
とで商店街の活性化を図る「商店街活性化モデル事業」を実施するため、各商店街の現状特性及
び問題点を把握する基礎調査を実施する従事者を雇用する。

2

立川市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施
東日本大震災被災失業者臨時職員雇用
事業

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

3
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立川市 震災対応 教育・文化 直接実施
スポーツ祭東京2013（第68回国民体育大
会）の開催準備事業

平成25年度に開催する第68回国民体育大会の開催準備業務において、平成24年度はリハーサル
大会による競技会運営業務の確認や多種広範囲にわたる事務作業が予想されており、平成25年度
の本番に向けた執務体制を整えるため、事務補助としての従事者を雇用する。

2

立川市 震災対応 治安・防災 直接実施 放置自転車対策事業
立川駅南口周辺駐車場の中で一番収容台数の多い南口第2自転車駐車場を中心に、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。

83

立川市 震災対応 環境 委託 喫煙マナー指導啓発等事業
喫煙制限条例の周知及び喫煙マナーの向上を図るため、立川駅周辺の特定地区及びそれ以外の
市内の10駅でパトロールを実施する従事者を雇用する。

32

立川市 震災対応 環境 直接実施 ごみ分別化推進事業
収集車両からごみ検査機に降ろされたごみの中から、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。

4

立川市 震災対応 教育・文化 委託 図書館資料IC化事業
自動貸出機等の導入による貸出・返却処理の自動化、蔵書点検の省力化などに向けて、中央図書
館及び地区図書館（５館）のCD（約28,000ケース）について、別ケース（セキュリティケース）への再装
備（ラベルの貼り替え等）作業やタグの貼付作業等を行う従事者を雇用する。

16

立川市 震災対応 子育て 直接実施 たまがわ・みらいパーク支援事業
「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 情報通信 委託
保存文書目録整備及び執務室内文書量
調査事業

公文書管理法が定める「文書のライフサイクル」を適切に管理するための保存文書目録整備、「歴史
的公文書」に関する情報登録、執務室内に保管している文書の文書量調査を行うために従事員を
雇用する。

6

立川市 震災対応 環境 委託 路上違反広告物撤去事業
道路上に無秩序に掲出された違反広告物の撤去により、まちの美観と安全性の向上を図るため従
事員を雇用する。

6

立川市 震災対応 情報通信 直接実施 市ホームページコンテンツ等点検事業

平成25年度にシステム更新を予定している市ホームページについて、情報内容面やアクセシビリ
ティ面での改善、適切性の確保を図り、より正確で効果的なホームページとしていくため、約3,500件
ある情報ページの全件チェック等を行い、市ホームページ全体としてのコンテンツとアクセシビリティ
の現状把握を行うために従事者を雇用する。

1

立川市 震災対応 治安・防災 直接実施 自転車駐車場整理指導事業
玉川上水駅周辺の自転車等放置禁止区域での自転車整理指導等による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る有効な駐輪スペースを確保するために、従業員
を雇用する。

6

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 パンフレット等外国語翻訳業務
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。

1

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

武蔵野市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施
住民基本台帳法改正に係る外国人住民
の居住実態調査等

外国人登録制度の変更に伴い、対象となる外国人住民が現行の記録通りに居住をしているか実態
調査（現地調査）を実施することにより、住民基本台帳の正確性の向上を図る。

8
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武蔵野市 震災対応 環境 委託
吉祥寺大通り等歩道上の放置防止指導
業務

放置禁止区域に指定されている吉祥寺駅周辺の吉祥寺大通り及び吉祥寺通り(通称公園通り)、井
の頭通り等の、特に放置自転車が多い場所において、放置防止指導員(警備員)による放置防止指
導を行う。

133

武蔵野市 震災対応 環境 委託
境南ふれあい広場公園周辺地域の放置
防止指導業務

放置禁止区域に指定されている境南ふれあい公園周辺において、放置防止指導員(警備員)による
放置防止指導を行う。

13

武蔵野市 震災対応 治安・防災 委託 館内及び公園警備業務委託 武蔵野プレイスの館内及び境南ふれあい広場公園の警備を委託する。 3

武蔵野市 震災対応 治安・防災 委託 駐輪場整備業務委託 武蔵野プレイスの駐輪場の整備員を増員し、委託する。 6

武蔵野市 震災対応 治安・防災 委託 新駐輪場整備業務委託 武蔵野プレイスにおいて新たに駐輪場を整備し、自転車整理員を配置する。 7

武蔵野市 震災対応 教育・文化 委託
武蔵野市立中央図書館臨時駐輪場整理
作業委託事業

武蔵野市立中央図書館前庭を、繁忙時期に限り臨時駐輪場として運用するために、自転車駐輪用
の区画を規制するための資材設置、撤去並びに駐輪車両の整理等を行う。７月～８月の開館日及
び、９月から平成25年3月までの土・日・祝日（計106日）において、一人の作業員を配置する。

2

武蔵野市 震災対応 産業振興 委託 市内産業力実態調査事業 市内の産業振興策検討のために必要な市内産業の現状について調査を実施する。 14

三鷹市 重点分野 安全安心 委託 空き家等調査業務
良好な住環境を維持保全するための施策について検討を進めるため、管理が十分に行われていな
い空き家等の実態把握を行い、基礎調査とする。

9

三鷹市 重点分野 観光 委託 観光振興に関する資源基礎調査
市内の観光資源の現地踏査による調査を行い、その調査結果を分類整理することで、ﾌｨﾙﾑｺﾐｯｼｮﾝ
設立やロケ地誘致に向けた受入れ体制の基礎的資料とする。

6

三鷹市 重点分野 産業振興 委託 市内製造事業所の現況基礎調査
住工混在地域に立地している工場は用途地域上の制限などから建替えが出来ない状況にある。市
内に点在している既存不適格工場の所在や事業者を特定するとともに、アンケート調査などの手法
により求めれらている助成制度を把握することで、工業振興施策の基礎資料とする。

3

三鷹市 震災対応 情報通信 委託 ICT人材育成事業
地域情報化推進事業の一環として、子供（小・中・高校生など）向けのコンピュータプログラミング講
座を開催する。また、ICT技術者向けの講座を開催する。

1

三鷹市 震災対応 情報通信 直接実施
公共データベースシステム及び財産管理
システム運用事業

公共施設の維持・保全にか関わる情報を一元的に管理するデータベースシステム及び財産管理シ
ステムを活用し、新たに関係資料の整理及び蓄積を行う。

2

三鷹市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施
外国人住民の住民基本台帳制度への移
行業務

外国人住民の住民基本台帳への移行準備のため、仮住民票を作成して送付する。 2

三鷹市 震災対応 情報通信 直接実施 住民基本台帳カード普及促進事業 住民基本台帳カードの受付、作成、交付及びそれらに係る事務処理を行う。 4

三鷹市 震災対応 介護・福祉 直接実施
北野ハピネスセンター障がい児一時保育
事業

発育・発達上、集団保育が難しい子どもを一時保育する 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）

三鷹市 震災対応 環境 委託 資源物持ち去りパトロール業務 行政回収する前に古紙等資源物を抜き取り持ち去る行為を防ぐため、パトロール業務を行う。 5

三鷹市 震災対応 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進を図るため、三鷹市商店会連合会・市
内商店会等が実施するイベントや活性化事業などの業務補佐等を行う。

2

三鷹市 震災対応 産業振興 委託 三鷹商店街情報化推進事業
各商店会のHPを充実を図るため、HPを保有している店舗の情報更新を支援するとともに、HPの導
入を検討している店舗対して制作支援を行う。

1

三鷹市 震災対応 産業振興 委託 買物支援モデル事業
日常の身の回り品や食料品の調達に苦慮する｢買物困難な消費者」が増加することを受けて、商店
街がそれぞれの地域特性に合わせて検討し、実施する買い物支援策を人面側面からサポートす
る。

2

三鷹市 震災対応 産業振興 直接 中小企業融資等相談窓口対応業務
景気停滞の中、市内中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を開設
する。

2

三鷹市 震災対応 産業振興 委託 後継者育成事業
技術継承が困難となっている建設関係分野（大工職人・内装工・屋根工等）における専門技能・技
術の講習会をや消費者講習会などを開催する。

6

三鷹市 震災対応 環境 直接実施
法定外公共物及び雨水浸透施設清掃業
務

三鷹市内の法定外公共物（水路・畦畔等）及び雨水浸透施設の清掃を行う。 6

三鷹市 震災対応 情報通信 直接実施 道路種別台帳作成業務
道路種別台帳（道路区別図）と現地調査の結果を交通安全地図情報システムに反映し、道路の維
持管理に活用する。

1

三鷹市 震災対応 環境 委託 緑と花の芝生広場等維持管理業務 花と緑の広場の芝生の維持管理を行う。 4

三鷹市 震災対応 教育・文化 委託 市立小中学校ICT機器ヘルプデスク事業
Ｈ21年度に各小中学校に設置した大型テレビセット及び電子黒板の利活用についてのサポートを
行う。

2

三鷹市 震災対応 教育・文化 委託 第五中学校遺跡土器復元業務 第五中学校体育館建設に伴い実施した遺跡発掘調査による出土資料のうち、土器復元等を行う。 3

三鷹市 震災対応 教育・文化 委託 埋蔵文化財基礎整理業務
市内遺跡の発掘調査出土資料のうち、基礎整理が未了の資料の一部を対象として洗浄・注記・台
帳登録等を行う。

7

三鷹市 震災対応 教育・文化 委託 民具等収蔵品整理業務
市民等より寄贈を受けた民具等収蔵品及び文化財に関する希少資料として寄贈を受けた文献等の
登録・整理を行う。

5

三鷹市 震災対応 教育・文化 直接実施 図書配架・整理兼図書館総合案内事業
ＩＣタグに反応するＢＤＳシステム装置付近（出入り口付近）で図書システムについての案内や、保管
庫及び団体室等の書架整理を行う。

6

三鷹市 震災対応 教育・文化 委託 図書館所蔵資料デイジー化事業 図書館所蔵資料のデイジー化を行う。 6

三鷹市 震災対応 教育・文化 委託 市政情報デジタル化事業
市政情報や関連団体の持つ紙媒体の資料についてデジタル化を行い、インターネット上での配信
方法について検証する。

3



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 震災対応 教育・文化 委託 スポーツ祭東京2013PR活動業務
国体をＰＲするため、三鷹市内の各種イベントにおいて、「ゆりーと」を活用して、啓発グッズの配布
等を行う

12

三鷹市 震災対応 環境 直接実施 工場・指定作業場等現況調査業務 工場台帳に基づき現況を確認することにより、適正な指導を行うための基礎資料とする。 2

三鷹市 震災対応 環境 委託
空きびん・空き缶戸別収集に伴う巡回相
談業務

空きびん・空き缶の収集を拠点回収から戸別収集に切り替えるため、集合住宅等についてコンテナ
の常設依頼及び説明等の相談業務を行う。

4

三鷹市 震災対応 情報通信 委託 境界確定図面等管理システム作成業務】
道路境界確定図、市道区域図等の図面電子化及び地図情報化を図り、窓口でも資料提供を行うと
ともに管理システムの構築を行う。

20

三鷹市 震災対応 教育・文化 委託 埋蔵文化財収蔵庫出土品等整理業務
埋蔵文化財収蔵庫で保管されている出土品、図面、写真資料等の分別・収納等の整理業務を行
う。

3

三鷹市 震災対応 情報通信 委託
建築許可確認申請受理台帳データ移行
作業

東京都から移管を受けた建築許可確認申請受理台帳のデータ化作業（データ作成、読み合せ、訂
正入力等）

2

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

路上喫煙ならびにポイ捨て防止パトロールを行う。 41

青梅市 重点分野 安心・安全 委託
東青梅駅南口新設臨時自転車等駐車場
内および周辺放置自転車等整理業務

駅前駐車場の整理作業等をおこなう。 5

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

2

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

1

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

1

青梅市 震災対応 教育・文化 直接実施 臨時学校適応支援員配置事業 不適応状態が継続する児童・生徒について、学習支援等を行うための支援員を配置する。 8

青梅市 震災対応 教育・文化 直接実施 特別支援教育交流学習協力員配置事業 特別支援学級における交流学習の支援等を行う協力員を配置する。 8

青梅市 震災対応 治安・防災 委託
青梅市総合体育館利用者駐車場監視等
整理業務委託

青梅市総合体育館に体育館利用者以外が駐車してしまうため、駐車場に監視員を配置して適正管
理する。

15

青梅市 震災対応 環境 委託 屋外雑草除去等管理業務
新庁舎移転に伴い、２２年度末に完成した庁用自動車駐車場の緑地部分も含め、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。

16



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

青梅市 震災対応 情報通信 直接実施
行政ＦＡＸを利用した課税証明書および非
課税証明書発行事業

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

2

青梅市 震災対応 環境 直接実施
青梅市リサイクルセンターでの粗大ごみ持
込受付業務

リサイクルセンターでの粗大ごみの持込受付を拡大して行う。 4

青梅市 震災対応 産業振興 委託 青梅グルメガイド作製事業 飲食店を中心としたガイドブック作成、また商店会に加入している店舗を簡易掲載する。 9

青梅市 震災対応 環境 委託 市道清掃委託 道路側溝しゅんせつ工 17

青梅市 震災対応 環境 委託 道路施設調査委託 青梅市が管理する道路施設の維持管理に必要となる施設台帳作成に伴う現況調査を行う。 7

青梅市 震災対応 治安・防災 委託 河川清掃委託 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。 15

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

14

青梅市 震災対応 治安・防災 直接実施 公園等台帳整理業務 公園施設長寿命化計画策定に伴う、公園台帳の整理を行う。 2

青梅市 震災対応 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。 35

青梅市 震災対応 教育・文化 委託 屋内運動場等屋根雨どい清掃業務委託
市内公立学校屋内運動場屋根の雨どいに堆積した落ち葉等の清掃を行い、施設の維持管理向上
を図る。

4

青梅市 震災対応 教育・文化 委託 小・中学校トイレ清掃業務委託 市内公立学校のトイレ清掃回数を増やし、教育環境の改善を図る。 32

青梅市 震災対応 教育・文化 直接実施
運動広場施設調査および外周フェンス等
の軽修繕作業

運動広場施設台帳にもとづく、現地の施設実態の調査
と軽修繕。

2

青梅市 震災対応 治安･防災 委託 河川清掃委託（拡充） 青梅市が管理する道路施設の維持管理に必要となる施設台帳作成に伴う現況調査を行う。 0

青梅市 震災対応 治安･防災 委託 街路灯点検業務 市内全域に点在する大型街路灯７６０基の損傷等について点検する。 5 

青梅市 震災対応 情報通信 直接実施
境界図・基準点管理システムへの業務管
理データ入力補助業務

境界図・基準点管理システムの更新移行作業に伴うエラーチェック、紙データの入力作業につい
て、入力補助業務を担う臨時職員として活用を図る。

1 

青梅市 震災対応 環境 委託 道路施設清掃委託 市が管理するガードレール等や路面、落ち葉の清掃を行う 6 



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

青梅市 震災対応 治安･防災 委託 青梅市交通公園高木剪定事業
開設以来30年が経過する青梅市交通公園の腐食している樹木や倒木の危険がある樹木の剪定を
実施することで、公園の樹木管理を適正な状態に戻し、公園の樹木管理を安全且つ適正に行う。

13 

青梅市 震災対応 環境 委託 交通量調査
中心市街地における歩行者等を把握するとともに、商業環境を分析するため、中心市街地の区域と
した青梅駅・東青梅駅周辺の交通量を調査する。

16 

青梅市 震災対応 観光 直接実施 青梅市御岳カヌー艇庫付施設管理業務 青梅市御岳カヌー艇庫付施設の施設管理、清掃等を行う 3 

青梅市 震災対応 環境 委託 事業系持込みごみ調査事業委託

１　青梅市から一般廃棄物の収集・運搬の許可を受けた業者が西多摩衛生組合に持込む事業系可
燃ごみについて、適正に搬入されているかを調査するとともに、不適切な搬入物に対する指導を行
う。
２　不適切な搬入物を種別ごとに分類し、数量、排出先、種類、比率をデータ化する。

10 

青梅市 震災対応 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および補修・整備を行い、ハイカーの安全を確保する。 7 

青梅市 震災対応 治安防災 委託
風の子太陽の子広場内残留枝条撤去お
よび清掃業務委託

風の太陽の子広場内斜面地に残留枝条等が多数存在する為、枝条等の撤去・清掃および処分を
行い、安全且つ適正な管理を行う。

6 

青梅市 震災対応 教育・文化 直接実施
未登録収蔵品整理および博物館収蔵品
管理システムへの登録業務

博物館収蔵品管理システム更新に伴い、データ移行作業に加え、未登録収蔵品の整理分類(写真
撮影、解説文作成含む)と新収蔵品管理システムへの登録業務(入力業務)を行う。

2 

青梅市 震災対応 その他 委託
小曾木３丁目地内市有地管理作業業務
委託

青梅市小曾木３丁目地内の市有地について、境界が確定したことから、その境界線上に木杭を打
ち、その範囲を明確化し適正に管理する。

10 

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。

29 

青梅市 震災対応 環境 委託 河川重点地域監視業務
河川環境の適切な保全を向上し、状況把握の頻度を上げるため、毎週５日間、市内の河川重点地
域のパトロールや簡易なｐH測定を行う。

2 

青梅市 震災対応 環境 委託 市民センター内樹木剪定事業業務委託
地域コミュニティ活動の中心である市民センター施設内の植栽において、管理上支障がある枝葉に
対する剪定について低木から高木までの広範囲な剪定作業を実施する。

11 

青梅市 震災対応 治安防災 直接実施 市・都民税申告受付案内整理事業
平成23年分申告から、ケースによっては所得税の確定申告書を提出する必要がなくなり、代わりに
市・都民税の申告を行う市民が大幅に増加したため、受付案内整理事業を行い、申告会場の混雑
緩和と市民サービスの向上を図る。

1 

青梅市 震災対応 環境 直接実施 風致地区の調査に伴う事務の補助
 本市において風地地区を保全するために必要な現況調査・データ収集・整理等の補助的な事務を
行う。

1 

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

15 

府中市 重点分野 安心・安全 委託 公園緑地等のパトロール業務
市内322箇所の市立公園及び37箇所の仲良し広場に対して、施設内の点検を行い安全確保を図
る。

13 



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

府中市 震災対応 環境 委託
不法投棄防止・資源持去り防止・地域安
全パトロール事業

市内の不法投棄防止・環境美化を目的に、市内を４地区に分けて巡回し、道路の（歩道・植栽）ポイ
捨てごみの回収や、治安等不都合が無いか見回る。毎週水曜日は、資源の持ち去りを重点的にパ
トロールする。巡回は軽トラックにて行う。

17 

府中市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施
スポーツ祭東京2013府中市開催準備事
業

スポーツ祭東京2013（第68回国民体育大会及び第１３回全国障害者スポーツ大会）の開催に伴い
設立された実行委員会及び本市で実施される各競技種目に係るデータ作成、資料整理等を行う。

3 

府中市 震災対応 環境 委託 公園緑地等の清掃除草業務
市内322箇所の市立公園及び37箇所の仲良し広場に対して、清掃及び除草を行い環境美化に努
める。

28 

府中市 震災対応 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。 6 

府中市 震災対応 教育･文化 直接実施 スポーツ施設安全点検パトロール事業
老朽化したスポーツ施設の点検パトロールを行い、危険箇所の早期発見を図るとともに、軽微な補
修を行う。

4 

府中市 震災対応 教育･文化 委託
ルミエール府中巡回警備業務及び自転車
駐輪場誘導整理業務

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 15 

府中市 震災対応 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警備 8 

府中市 震災対応 産業振興 委託 商店街実態基礎調査業務
商店街振興プラン策定に必要な基礎資料とするため、各商店街の現状特性及び問題点を把握す
る。

6 

府中市 震災対応 教育･文化 委託
博物館収蔵資料整理およびデータベース
作成業務委託事業

郷土の森博物館が収蔵する古文書マイクロフィルム、写真資料、音声資料、資料台帳をデジタル
化、データベース化する。

20 

府中市 震災対応 教育･文化 委託 府中市内遺跡出土遺物等整理・公開事業
過去に府中市内で実施した発掘調査で出土した土器などの復元・実測・写真撮影、図面・写真等の
記録類を整理し、報告書等で市民に公開する。

22 

府中市 震災対応 教育･文化 委託
埋蔵文化財関連業務支援システム作成事
業

埋蔵文化財業務支援システム、統合型地理情報システム等に文化財全般に関する情報を組み込
み、その情報を市立ふるさと府中歴史館のタッチパネルシステムで市民に公開し、文化財の活用を
推進する。

8 

府中市 震災対応 教育･文化 委託 図書館視聴覚資料セキュリティ化事業
市民の大切な財産である図書館資料（視聴覚資料）のセキュリティ強化を図るため、府中市立中央
図書館に所蔵しているＤＶＤをセキュリティケースに再装備しICタグの貼付作業等を行う。

7 

昭島市 重点分野 安心・安全 委託 安全・安心まちづくり広報車運行事業 青色回転灯を装備した広報車両を平日夕方と土・日及び休日に運行する。 12 

昭島市 震災対応 その他 直接実施 保存文書管理業務
地下書庫に保有している保存文書について、内容等の確認を行い、効率的に管理し文書が有効に
活用される体制を作る。

4 

昭島市 震災対応 その他 直接実施 市税等収納向上対策推進事務 財産調査等徴税吏員の補助事務を行う。 9 



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

昭島市 震災対応 介護･福祉 直接実施 国民健康保険税収納向上対策推進事務 国民保健税の収納率向上のため、電話等で収納の催告を行う。 7 

昭島市 震災対応 介護･福祉 直接実施 介護保険認定相談受付事務
介護認定の相談・申請に来庁する市民に対して、申請に関する書類の作成･整理を迅速に行い、市
民サービスの向上に努める。

2 

昭島市 震災対応 介護･福祉 直接実施 介護保険給付相談受付事務
介護給付の相談・申請に来庁する市民に対して、申請に関する書類の作成･整理を迅速に行い、市
民サービスの向上に努める。

2 

昭島市 震災対応 介護･福祉 直接実施 介護保険料収納向上対策推進事務 介護保険料の収納率100％になる口座振替の促進並びに収納率の向上を図る。 6 

昭島市 震災対応 介護･福祉 直接実施
後期高齢者医療保険料収納向上対策推
進事務

後期高齢者医療保険料の収納率100％になるよう、収納率の向上を図る。 2 

昭島市 震災対応 環境 委託 エコ・パーク管理業務 エコ･パーク清掃等の管理業務を委託する。 18 

昭島市 震災対応 環境 委託 街路樹せん定業務 昭島市道６号線の街路樹（ケヤキ）の剪定を行うことにより、快適な住環境の確保を図る。 4 

昭島市 震災対応 環境 委託 公園樹木せん定業務 都市公園内等にある高木の剪定を行う。 9 

昭島市 震災対応 環境 委託 上水公園園路整備業務 上水公園の木道園路が経年劣化したため改修する。 6 

昭島市 震災対応 環境 委託 緑地草刈・樹木せん定業務 樹木のせん定および、草刈を行う。 9 

昭島市 震災対応 環境 委託 崖線緑地樹木せん定業務 樹木のせん定および、草刈を行う。 5 

昭島市 震災対応 教育･文化 委託 学校情報通信技術支援員配置 市内小中学校のネットワーク保守の専門員と教員への授業支援を専門とする支援員の配置。 4 

昭島市 震災対応 教育･文化 直接実施 小・中学校生活指導支援員配置 市内小中学校における生活指導支援員の配置。 6 

昭島市 震災対応 教育･文化 委託 学校図書館運営支援業務 市内小中学校の学校図書館に司書資格のある者を配置。 14 

昭島市 震災対応 教育･文化 直接実施 スクールソーシャルワーカー配置 教育分野に加え社会福祉等の専門知識のある支援員の配置。 2 

昭島市 震災対応 教育･文化 委託 小・中学校樹木せん定業務 小中学校の樹木のせん定および管理。 26

昭島市 震災対応 教育･文化 直接実施 埋蔵文化財出土物整理業務 これまでに行った発掘調査で出土した遺物（土器等）の整理作業を行う。 6



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

昭島市 震災対応 教育･文化 直接実施 市民図書館寄贈・リサイクル図書整理事務 市民からの寄贈された図書の受入整理事務。 4

昭島市 震災対応 情報通信 委託
昭島市公式ホームページコンテンツ作成
等業務

高齢者や障害者も含む誰もが利用しやすいホームページへと改善を図る。 2

昭島市 震災対応 その他 委託
街路樹せん定委託業務（市道昭島30号高
木せん定）

市道昭島30号線の街路樹（イチョウ）の剪定を行うことにより、快適な住環境の確保をはかる。 5

昭島市 震災対応 教育･文化 直接実施 学校体育館窓ガラス飛散防止事業 飛散防止が施工されていない体育館の既存ガラスに飛散防止フィルムを施工し、安全を確保する。 2

昭島市 震災対応 臨時職員 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、関係書類の作成及び、開催する会議の担当者の補佐をす
る。

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やリサイクル図書の迅速な活用を図るほか、分館、分室などから戻
る図書の整理、整頓を行う。

2

調布市 重点分野 教育・文化 委託
埋蔵文化財写真資料等のデジタル化事
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。

10

調布市 重点分野 教育・文化 委託 図書館資料デジタル化事業
図書館が所蔵する映画ポスター及び地域資料ポスター，図書館が発行する「図書館だより」をデジタ
ル化し，図書館内で閲覧・検索できるシステムを構築した。

8

調布市 震災対応 情報通信 委託
基本計画の策定に向けた市民意識調査
等業務委託

調布市基本計画の策定に向けた調布市市民意識調査の集計・分析等 4

調布市 震災対応 情報通信 直接実施 記録写真等デジタルデータの整理事業

　調布市は，NHK連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」の舞台として注目を集めたことから，観光客の数
が飛躍的に増加しています。また，今後も京王線の地下化工事完了に伴う駅前広場の整備など，街
の様子が大きく変わろうとしています。
　このような状況において，調布市の魅力を市内外に広く伝えるため，ホームページ等において写
真を活用した情報発信を行うことがより一層重要となってきます。本事業は，より効果的な広報を行う
ため，既存の記録写真の整理を行う事業です。（撮影場所・タイトル等のシステム入力やフィルム・写
真等の整理を実施）

2

調布市 震災対応 情報通信 委託 調布市保管歴史資料デジタル化等事業

市で保有する歴史資料のマイクロフィルム化・デジタル化，データ入力，データベース構築等を行う
事業。主な対象文書は，昭和50年～60年代の条例原簿・規則原簿等である。これまでは紙ベースで
保管をしているのみであったが，長期保存に向けてマイクロフィルム化するとともに，検索性の優れ
たデジタル・データベースを作成することにより，有効活用できる環境を構築する。

7

調布市 震災対応 その他 委託 庁舎敷地内自転車整理等業務委託
利用者の安全に配慮し，場内の整理及び監視を行う。また，放置自転車等の整理及び指定場所に
搬送する。

6

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

2

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

9



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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調布市 震災対応 観光 委託 調布市観光PR「キャラバン隊」事業
観光パンフレット配布ＰＲ事業，観光イベントに係る参加ＰＲ事業，観光振興を図る。スポーツ祭東京
2013の開催を広く市民に周知し，その理解を深め，開催機運を高めることを目的とした広報・啓発事
業を行う。

14

調布市 震災対応 観光 委託 調布市観光情報誌制作事業
調布市の観光施設や観光スポットをはじめとし，調布市独自のおみやげや民芸品，事業者などの地
域情報についての冊子を作成し，観光・産業の活性化を図る。

3

調布市 震災対応 教育･文化 委託
スポーツ祭東京2013市民運動及び競技
会運営準備業務

スポーツ祭東京2013の開催に伴い，調布市内で展開する市民運動に関する業務及び，調布市開
催競技に関する運営準備を推進する。

17

調布市 震災対応 環境 委託 放射線量の簡易測定業務委託
子供が利用する公共施設を中心に巡回し空間放射線量の測定を行う。継続的に測定し，結果を公
表することで市民の不安を解消し，また，放射性物質の影響に対して適切な対応をすることを目的と
する。

4

調布市 震災対応 環境 委託 公園等利用実態調査
○　市内公園等の，利用者数，利用者層等の把握及び簡単なアンケート調査
●　公園等1箇所あたり，休日，平日各1回（計2回）9時～16時に，２名体制で実施

39

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

1

調布市 震災対応 教育･文化 委託
学校図書館電算システム活用・充実支援
事業

市立小中学校図書館の電算システムの活用を促進するため研修や統計処理等の支援を行い，図
書館事業の充実を図る。

2

調布市 震災対応 教育･文化 直接実施 中学生職場体験コーディネート事業
中学生の職場就労体験の実施に際し，実施校と協力事業所とのつなぎ役となって中学校を支援す
る職場体験コーディネーターを配置する事業。その職務は，実施までの事業所と学校間の連絡調
整，職場体験事業報告書編集等。

2

調布市 震災対応 教育･文化 委託 児童・生徒生活習慣等実態調査
調布市立小・中学校の児童・生徒について生活習慣の実態調査を行い，その集計，報告書の編集
を行う。

2

調布市 震災対応 教育･文化 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（縄文時代晩期）の学術的価値を総括的に評価するために過去の発掘調査の再
整理調査を実施し，今後の発掘調査報告書（総括編）に反映させるとともに，史跡の整備活用事業
のための基礎データに供する。

8

調布市 震災対応 教育･文化 委託 郷土博物館収蔵資料のデジタル化事業
郷土博物館の収蔵資料を台帳管理からパソンコンによるデータベース管理に移行するために，資料
のデジタルデータを作成し，資料管理の効率化を図る。

6

町田市 重点分野 安心・安全 委託 駅周辺放置自転車対策事業
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。

12

町田市 震災対応 農林漁業 直接実施 農地情報関連データ電算化準備事業
農業委員改選と農地台帳更新に備え、農家・農地の関連データの電算化を行う（平成23年度から継
続）。

4

町田市 震災対応 介護・福祉 直接実施 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。また資産及び収入
状況調査を充実し、生活保護行政における不正事案に対処する。

14

町田市 震災対応 教育・文化 委託 町田市図書館利用者アンケート調査事業
「図書館評価」の一環として図書館の利用実態や施設・資料・サービス内容などについての満足度
等を来館者を対象に調査する。

30



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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町田市 震災対応 農林漁業 委託 農地環境改善・雑木林再生事業
里山の環境を再生・向上を図るため、荒廃農地の再生と雑木林の下草刈及び樹木の成長に伴い隣
接農地の日照が遮られ農作物の成長に支障をきたしている支障木の伐採を行う。

13

町田市 震災対応 環境 委託 雑木林環境再生管理事業
里山の環境を再生・向上を図るため、侵食している竹・篠や支障木の伐採、散策路や水路・湿地の
整備、雑木林の下草刈等里山の自然環境を維持管理する。

3

町田市 震災対応 教育・文化 委託
民俗資料データ再整理及び目録作成業
務

町田市立博物館に収蔵している民俗資料について、保管場所の移転に伴う資料データの再整理と
台帳を基にした目録の作成を行う。

11

町田市 震災対応 治安･防災 委託 駅周辺放置自転車対策事業
町田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。

6

町田市 震災対応 観光 委託 町田ＰＲキャラバン隊派遣事業
町田市のＰＲ活動や観光関連商品の販売などを行うキャラバン隊を市内外のイベント等の会場に派
遣する。

3

町田市 震災対応 その他 委託 本庁舎総合案内業務委託
市役所庁舎総合案内において、来庁者にお声がけをするとともに資料や各種情報を活用した迅速
かつ丁寧な案内や各種手続きのサポートを行う。

13

町田市 震災対応 治安･防災 直接実施 新庁舎備品台帳作成事業 新庁舎に設置する什器・備品の購入に関する事務や備品台帳作成・備品シール作成事務を行う。 2

町田市 震災対応 子育て 直接実施 認可保育所入所受付事務
認可保育所（独自事業）新設に伴う申請者数の増加に対応するため、認可保育所入所事務（受付
対応・データ入力）を行う。

2

町田市 震災対応 その他 委託
新庁舎ワンストップ窓口サービスアンケー
ト調査事業

ワンストップ窓口サービスに対する満足度や要望等について、新庁舎の窓口利用者を対象として、
調査員による聞き取り調査を行う。

15

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業務と国体推進課通常業務の支援を行う。 6

町田市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施
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

道路新設及び改良が完了した事業の竣工図を建設部道路GIS端末に入力。併せて測量図・成果簿
を電子化する。

2

町田市 震災対応 教育･文化 委託
収蔵資料デジタル化・データベース化業
務委託

「村野家」ほか13件の文書・書籍のデジタル画像化、データベース化を行う。 24

小金井市 重点分野 安全・安心 委託 空き家等実態把握基礎調査委託事業 樹木の繁茂、ごみの不法投棄、防犯、防火上の問題のある空き家等の実態を把握する。 5

小金井市 震災対応 産業振興 委託
商業振興モデル地区基本計画推進支援
事業

商業振興モデル地区基本計画推進のため商店街活性化策の展開を支援する 4

小金井市 震災対応 観光 委託
産業振興ホームページ管理機能追加及
び運営支援事業

産業振興用ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ管理ｼｽﾃﾑを機能強化することで情報発信力の強化を図る 4

小金井市 震災対応 産業振興 委託 商店街活性化サポート事業 平成23年度までの商店街ｲﾍﾞﾝﾄの実績を踏まえて商店街活性化活動をｻﾎﾟｰﾄする 3
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新規雇用
者数（人）

小金井市 震災対応 観光 委託 地域資源活用プロジェクト事業 地域資源である江戸東京野菜を活用し、農商連携により地域産業創出を図る 4

小金井市 震災対応 観光 委託 来街者誘致案内観光促進事業 観光案内所整備や案内人養成等により来街者を増大させ、観光事業の拡大を図る 8

小金井市 震災対応 観光 委託 地域活性化賑わい事業 ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟの運営により、地域経済活性化に寄与することを目的とする 21

小金井市 震災対応 子育て 直接実施 養育指導補助員配置事業 養育指導補助員の雇用により、児童虐待の未然防止と児童の健全な育成を図る 1

小金井市 震災対応 教育・文化 委託 通学路安全点検委託事業 児童の通学路の見直し及び適正化を図るため、通学路の点検と学校周辺の安全確保を図る 3

小金井市 震災対応 教育・文化 委託 交通誘導臨時警備委託事業 登校児童の飛出し抑止等の安全指導及び安全確保を図るため交通誘導を行う 2

小金井市 震災対応 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 社会福祉士有資格者を小中学校へ派遣し、児童・生徒の生活環境に起因する問題の改善を図る 8

小金井市 震災対応 情報通信 委託
永年保存文書マイクロフィルム化等業務
委託事業

永年保存行政文書ををﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ化・ﾃﾞｰﾀ化し、情報活用の利便性を図る 9

小金井市 震災対応 教育・文化 直接実施
はけの森美術館所蔵品目録作成、資料
データ整理及び学芸業務補佐事業

美術館所蔵品目録作成のための編集作業及びﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞ化のための資料整備 1

小金井市 震災対応 教育・文化 委託
小金井市芸術文化振興計画推進事業事
務局運営委託事業

小金井市芸術文化振興計画推進事業を行うための事務局運営を行う。 7

小金井市 震災対応 観光 委託
まちなか観光ガイドブック・マップ作成委託
事業

まちなか観光推進のためのガイドブック・マップを作成する。 6

小金井市 震災対応 環境 委託
小金井市生垣調査及び啓発業務委託事
業

生垣について現地調査し、生垣化可能な部分については、普及啓発を行う。 6

小金井市 震災対応 環境 委託 公園台帳図電子データ修正委託事業 変更のあった公園について調査し、修正内容を公園台帳CADﾃﾞｰﾀ図面に反映させる。 3

小金井市 震災対応 環境 委託
小金井市はけの道環境整備に伴う基礎調
査業務委託事業

国分寺崖線のある地区を現地調査し、屋上緑化や壁面緑化の普及を行う。 5

小金井市 震災対応 教育・文化 委託 図書検品作業等委託事業 図書館開設準備のため、新たに閉架書庫を見直し、図書の抽出、仕分けを行う。 4

小金井市 震災対応 環境 直接実施 路上喫煙者指導及びごみ減量啓発事業 路上喫煙者の指導及びごみ減量の啓発活動を推進する。 14

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 平成24年度実施の国体ﾘﾊｰｻﾙ大会に向け、それに関わる事務を支援する。 2
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小金井市 震災対応 教育・文化 直接実施 給食食材放射性物質測定等事業 認可保育所及び市内公立小中学校の給食食材の放射性物質の測定を行う。 1

小金井市 震災対応 産業振興 委託
東小金井駅高架下改札設置等影響調査
委託事業

ＪＲ東小金井駅高架下に商業施設が展開されることによる周辺への影響調査を行う。 29

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

4

小平市 震災対応 介護・福祉 直接実施
介護保険要介護認定調査体制の再構築
事業

介護保険要介護等認定の調査件数の増加等に伴い、認定調査員の増員、配置を行う事業 5

小平市 震災対応 教育・文化 直接実施 ティーチング・アシスタント配置事業
市内公立小学校全１９校の「第一学年」、「第二学年」に各１名のティーチング・アシスタントを配置
し、学習指導の補助や小１プロブレム等への対応を図る事業で、欠員補充として、４人を再度募集す
る。

7

小平市 震災対応 教育・文化 直接実施 小学校学校図書館協力員配置事業
市内公立小学校１９校の学校図書館に配置する学校図書館協力員のうち、３人を再度募集し、児童
の読書活動を支援するとともに、学校図書館の活性化を図る事業

3

小平市 震災対応 治安・防災 委託
東部市民センター駐車場・自転車駐車場
管理事業

無断駐車・駐輪をなくすため、巡回警備し、適正な施設管理を行う事業 4

小平市 震災対応 治安・防災 委託
西部市民センター駐車場・自転車駐車場
等管理事業

無断駐車・駐輪をなくすため、警備員を配置し、適正な施設管理を行う事業 4

小平市 震災対応 観光 委託 「観光まちづくりに関わる基礎調査業務」
観光まちづくり振興プランの策定に当たり、観光に関わる基礎データ（来街者の状況・意識、小平市
の周知度など）を把握するため、観光まちづくりに関する基礎調査を行う事業

6

小平市 震災対応 治安・防災 委託 「木造建築物等現況調査事業」
市内の危険箇所を把握し、地域防災計画改訂及び今後の災害予防施策実施に資するため、市内
に存する木造建築物、ブロック塀及び空き家の現況調査を行う事業

24

小平市 震災対応 その他 委託 「都市計画道路基本計画図修正事業」
都市計画道路基本計画図において、都市計画道路（計画線含む）周辺及び権限移譲に対応するた
めの修正を行い、現状に近い図面を作成する事業

28

小平市 震災対応 教育・文化 委託
「鈴木遺跡資料館書籍等整理データベー
ス化事業」

小平市鈴木遺跡資料館に保管してある発掘調査報告書、書籍、雑誌（逐次刊行物）等を、内容、地
域等に応じて分類整理し、データベース化する事業

3

小平市 震災対応 教育・文化 委託
「収蔵民具資料整理データベース化事
業」

小平市民具庫等に保存されている民具資料を再整理し、データベース化する事業 3

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

8

小平市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 「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

日野市 重点分野 安全・安心 委託 放置自転車特別対策費
市内の主要駅周辺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
等。

55
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日野市 震災対応 情報通信 委託 ＩＣＴ活用教育　ＩＣＴサポート業務委託 教職員の授業開発の支援、教職員のＩＣＴ関連研修会のコーディネート等。 1

日野市 震災対応 教育・文化 委託
百草台コミュニティセンター受付及び案内
業務

センターの受付・案内事務及びその他管理業務。 3

日野市 震災対応 環境 委託 緑と清流の散歩みち総合管理事業 街路樹や緑道の樹木、水路の維持管理等、散歩みち路線としての総合的な管理。 3

日野市 震災対応 医療 直接実施 予防接種促進事業 各種予防接種に係る相談・問い合わせ及び市民周知等の充実のための事務。 2

日野市 震災対応 教育・文化 直接実施
学校のあんしん力アップ事業経費（小学校
学校安全管理員）

小学校への不審者の侵入防止対策に関る事務等。 9

日野市 震災対応 教育・文化 直接実施
学校のあんしん力アップ事業経費（中学校
学校安全管理員）

中学校への不審者の侵入防止対策に関る事務等。 4

日野市 震災対応 教育・文化 直接実施 市民のあんしん力アップ・道路守事業 道路パトロールから道路の清掃や穴埋め等、市道の日常の維持管理。 5

日野市 震災対応 教育・文化 直接実施 特別支援教育教員補助事業 自閉症・情緒障害特別支援学級の学習指導で安定した生徒の教育を保障するための教員の補助。 2

日野市 震災対応 教育・文化 直接実施
放課後子どもプランひのっち児童等登録
管理事業

放課後子どもプラン登録を学齢簿等の学校情報とリンクさせ、各種帳票類の出力管理などを行うた
めの入力・更新作業。

3

日野市 震災対応 情報通信 直接実施
市・都民税申告相談の受付・ＰＣ入力補助
業務

当初課税時期の市・都民税申告相談の受付時の対応・ＰＣへの入力補助等。 12

日野市 震災対応 教育・文化 直接実施 中学校版リソースルーム事業
中学校で、通常学級に在籍し発達障害等により特定の教科学習の理解に困難を示している児童に
対する学習支援。

2

日野市 震災対応 子育て 直接実施 気になる学童サポート事業
発達障害や多動（ADHD）など集団生活を過ごすには支援が必要な「気になる児童」の学童クラブで
の支援。

40

日野市 震災対応 子育て 直接実施 新児童手当制度改正関係事業 子ども手当制度の大幅な制度改正等に対応する各種事務。 3

日野市 震災対応 産業振興 直接実施 入札・契約等監視委員会事務 入札・契約等監視委員会の運営に関する事務。 2

日野市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 市の臨時職員としての雇用 急激に増加した市の事務補助。 8

日野市 震災対応 子育て 直接実施 子ども医療費助成事業 医療証年度切替のための通知発送や入力等。 1



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

日野市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 東京国体日野市競技会開催準備等事務
平成25年に開催される東京国体に向けての準備作業や啓発ＰＲ活動補助、その他国体推進室庶務
等。

2

日野市 震災対応 教育・文化 直接実施
日野市市民の森ふれあいホール利活用
促進事務補助

ふれあいホール利活用向上のためのPR活動やイベントの検討・実施の事務補助。 1

日野市 震災対応 治安・防災 直接実施 雨水管埋設調査事業 雨水管の目印となるマンホールの設置状況の調査・記録。 2

日野市 震災対応 教育・文化 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

手書きデータを、パソコンを使用しデータの入力作業を行う。普通にワード・エクセルが扱えれば難し
い作業ではない。

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

図書館業務（パソコンでデータ入力、資料整理・運搬、窓口業務等) 9

東村山市 重点分野 安全・安心 委託 野火止用水植生管理事業

東京都の「歴史環境保全地域」として指定されている野火止用水の巨木化・高木化している樹木に
ついて、樹木調査の結果から倒木の危険性がある樹木等の伐採や枯損枝等の剪定を行うことで、
自然災害時（台風等）の隣接人家・沿道通行者への倒木等による被害を防ぎ、通学路と歩行者の安
全確保を目的として植生管理を行う。

13

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。

4

国分寺市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 地域福祉の推進事業
社会福祉法に規定する地域福祉計画策定に向けて，地域に関わる市民，事業者等，市の職員等が
地域の生活課題を共有し，解決策を検討する場である地域のひろば等，様々な仕掛け，仕組みを
通して地域づくり，地域福祉を推進する事業の補助を行います。

4

国分寺市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 給食食材等の放射能濃度測定事業
放射能濃度測定器２台を用い，平成24年度より学校及び保育園等の給食食材，プールの水などの
放射性物質濃度検査を実施します。

8

国分寺市 震災対応 教育・文化 委託 史跡出土品基礎整理事業
平成15年から実施している国指定史跡武蔵国分寺跡附東山道武蔵路跡の整備事業に伴い，史跡
から出土した出土品を，将来にわたり文化財として適切に保存・活用を図るために行う基礎整理作
業です。

7

国分寺市 震災対応 環境 委託
史跡武蔵国分寺跡公園地内等樹木等整
理委託事業

国指定史跡内の樹木剪定，伐採，下草刈り，雨水側溝清掃などの作業を行う事業です。 7

国分寺市 震災対応 教育・文化 委託
町時代からの市政関係写真のデータベー
ス作成委託　その２

平成23年度に実施した「町時代からの市政関係写真のデータベース作成委託事業」の継続事業と
して平成元年以降の写真・フィルムをデジタル化し，電子データとしての現状保存と活用を図る事業
です。

8

国分寺市 震災対応 教育・文化 委託
民俗調査関係写真のデータベース化作成
委託

現状記録保存と閲覧・掲載希望，教育普及活動等に迅速に対応できるよう，昭和63年度から平成８
年度まで実施した民俗調査の記録写真等をデジタル化する事業です。

11

国分寺市 震災対応 環境 委託 地域センター樹木剪定事業
地域住民のコミュニティの核として機能している地域センターの庭木には，センターごとに特色があり
ます。果樹の剪定に関して専門知識が必要であり，高木については機器を用いて剪定する必要が
あります。内藤，北町，もとまち地域センターの３館の樹木剪定を行います。

2



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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国分寺市 震災対応 環境 委託 けやき公園他樹木剪定 市内にある，けやき公園，戸倉第二テニスコートおよび広場の樹木等の剪定を行います。 6

国分寺市 震災対応 教育・文化 委託 図書館蔵書への分類背ラベル貼付事業
利用者が本を探しやすいようにするため，図書館蔵書のうち，現在背ラベルが貼付されていない文
庫本・新書本に背ラベルを貼付する事業です。

2

国分寺市 震災対応 教育・文化 委託
光図書館の書庫資料の整理及びⅠＣタグ
貼付事業

図書館の閉架書庫に収蔵している本を，多摩地域図書館との重複状況に応じ選り分け，保存分を
棚に並び替えます。併せて保存図書にＩＣタグを貼付し，データエンコード作業を行い，資料管理の
効率化を図ります。

6

国立市 震災対応 治安・防災 委託 国立駅南北仮通路維持管理事業
国立駅の南北通行について、駅直近に仮通路を設置し、市民の利便性を図る。午後１０時から午前
５時の時間帯における通路用門扉の開閉、清掃、警備に係る維持管理業務。

5

国立市 震災対応 介護・福祉 直接実施 しょうがいしゃチャレンジ雇用事業
一般就労を目標として、知的しょうがい者や精神しょうがい者を短期間雇用し、その業務経験を活か
してしょうがい者の社会参加実現を促進する。

6

国立市 震災対応 環境 直接実施 水路等パトロール及び集中美化事業 水路等のパトロールを集中的に行い、崖線などの美化に努める。 2

国立市 震災対応 環境 直接実施 放射線測定事業
放射能測定器を新たに購入し、市民に対して貸出業務を開始するほか、現在、行っている保育・幼
稚園、小中学校等、子どもが利用する施設の測定を強化する。

1

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。

10

国立市 震災対応 教育・文化 直接実施 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。

9

国立市 震災対応 教育・文化 直接実施 学習支援員配置事業
自律心や忍耐力の欠如、情緒や社会性の未発達などの原因により学級運営に支障が生じ、円滑な
授業の展開が困難な小学校の学級に学習支援員を配置し、支援する。

2

国立市 震災対応 介護・福祉 直接実施
地域包括支援センター窓口業務サポート
事業

地域包括支援センターに配置されている専門職が各専門業務に集中できるよう、窓口・電話対応、
相談内容記録整理、各種事業担当補助、利用者に関する情報整理等、専門職の業務を軽減する
ための事務等を行う職員を配置する。

1

国立市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 臨時職員 国民保護計画・事業継続計画作成事業など 4

国立市 震災対応 情報通信 直接実施 固定資産税課税客体整備事業
土地・家屋現況図の未確定家屋４０００件の外観調査等を行い、課税客体の整備をしデータベース
化する事業。

2

国立市 震災対応 情報通信 直接実施 軽自動車税申告情報の電子化事業
現在分散保管されている「軽自動車税申告書」の整理と電子化による震災時の課税データバック
アップ対策を実施する事業。

1

国立市 震災対応 環境 委託 公共基準点改測業務整備事業
東北地方太平洋沖地震による地殻変動により、国土地理院の電子基準点・国家三角点の測量成果
が改定され、市内全域に整備した公共基準点について、新たに改定作業が必要となったため、公
共基準点の適正化を行う事業。

14



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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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。

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
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 図書館資料整理保存事業
次世代に遺す資料（主に東京都から提供され、保存はしてあるが、整理しきれていない資料）の整
理保存事業。

1

国立市 震災対応 情報通信 直接実施 土地家屋突合事業 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する事業。 2

国立市 震災対応 情報通信 委託 課税資料電子化事業 課税資料を電子データ化する事業。 12

福生市 震災対応 産業振興 委託 まちづくり振興推進事業
平成22年度に策定した「まちづくり振興基本計画」をもとに、人口問題に戦略的に取り組むための
フォローアップ事業や、商店街の活性化を図り生活者の利便性を向上するための取り組み、子ども
たちの教育環境を整える特色のある事業を実施する。

2

福生市 震災対応 観光 委託 ロケ支援・福生ドッグブランド構築事業
積極的なロケ支援及びロケ撮影を活用した情報発信の実施と新たな特産品（福生ドッグ）のブランド
育成を推進することで、観光交流人口の増加と市内事業者の商業振興を図っていく。

3

福生市 震災対応 環境 委託 清潔で美しいまちづくり事業
平成23年７月施行の「福生市清潔で美しいまちづくり条例」に基づき、ポイ捨て等の防止及び路上
喫煙等の規制のため、市内を巡回し、条例の周知と意識の啓発を行う。

25

福生市 震災対応 観光 委託 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、市内に在住の高齢者、障害者、子育て
世帯等、日常の買い物が困難である方を対象に、電気自動車を活用した買い物代行サービスの実
証実験を行うとともに、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、販売等ついての実証実験を行う。また、合わせて次世代モビリティで
ある電気自動車、電動アシスト自転車を活用したシェアリングによる、市域における地球温暖化対策
の推進及び地域振興・活性化の実証実験を行う。

9

福生市 震災対応 環境 直接実施 公園・緑地、道路等施設の総点検事業
市内施設の適正な維持管理を行うために、施設（公園・緑地、道路等）の点検、清掃などの業務に
ついて震災等緊急雇用対応事業として行う。

2

福生市 震災対応 教育･文化 直接実施 ふっさっ子の広場事業
小学生の放課後対策として実施しているふっさっ子の広場事業について、毎日の日誌や統計の整
理、児童データの管理業務、各校の見回りなどの業務補助を行う。

1

福生市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 保健衛生事務補助
専用水道及び簡易専用水道の事務について平成25年から一部市に移譲されることを受け、これに
係る業務等を速やかに移行するため準備事務が増加することに伴い、事務補助員を配置し、これら
の事務補助の他、庶務事務等の補助を行う。

1

福生市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 保育所入所事務補助
保育所入所受付にあたり保育料算定のための事務量の増加及びすみれ保育園の民営化にむけた
準備事務の増加のため、事務補助員を雇用し、これらの事務補助の他、通知書送付等の庶務事務
補助を行う。

0

福生市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 教育委員会事務補助
関東地区都市教育長協議会及び東京都市教育長会会長市事務局として、会議及び研修会の開
催、各種調査や要望等の取りまとめ、資料作成等の事務が増加することに伴い、事務補助員を雇用
する。

1
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福生市 震災対応 観光 委託
公共サイン整備方針（仮称）策定委託事
業

福生市においてこれまで公共サイン整備に関する方針を定めておらず、表示内容の整合性や表示
の統一性が図られていない状況にある。今後は、共通の方針に基づく公共サインの整備を推進する
ため、統一的な基準や考え方に基づく整備方針を策定する。

3

福生市 震災対応 観光 委託 イメージキャラクター活用事業
福生七夕まつりイメージキャラクター「たっけー☆☆」を活用して、キャラクターグッズ、テーマソング等
の作成・活用、また着ぐるみを使用して市内外のイベント等によるPR活動を通して、「たっけー☆☆」
自体の認知度の向上及び福生七夕まつり、市全体のイメージアップを図る。

2

福生市 震災対応 その他 委託 福生市空家実態調査
人口減少対策及び定住化促進のため、空家の実態調査を行い、施策づくりの基礎資料とする。地
図上にプロットした調査図を作成するとともに、空家の所有者にアンケート調査を実施し、調査結果
の分析を行なう。

6

福生市 震災対応 教育・文化 委託 図書館資料整備委託
平成24年度電算システム更新に伴う貸出・返却の効率化を図るため、中央図書館所蔵の雑誌及び
CDへのICタグ遡及貼付、分類ラベル等の貼り替え等の装備の新調作業に資料を行う。

5

福生市 震災対応 教育・文化 委託 福生市地域資料電子化委託
図書館で所蔵する福生市の地域資料（市政世論調査報告書、議会議事録等）の劣化防止と活用の
ため、精度が高く再現性に優れたデジタルの形で記録し、図書館ホームページで広く情報発信を図
る。

5

福生市 震災対応 その他 委託 市政情報電子化委託
市の永年保存文書等を電子化することにより、従来の紙ベースでの保存による劣化防止及び事務
の効率化を図るとともに、複製化により、災害時等における滅失等のリスク分散を図る。

9

福生市 震災対応 その他 委託 福生市定住促進パンフレット作成事業
市の魅力を多くの方々に伝えるために、パンフレットを作成し配布することで交流人口の増加、定住
人口の増加を図る。

1

福生市 震災対応 教育・文化 委託 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 産業振興 委託 撤去自転車台帳作成 放置自転車禁止区域内において放置され、撤去した自転車、原付バイクの台帳作成業務。 12

狛江市 震災対応 情報通信 委託 市政情報整備業務
公文書等の管理に関する法律の施行に伴う歴史的公文書の管理体制を構築し、将来的には市と市
民の共有の知的資源として、市民に対し、公開していくことを目的に、整備を行う。

9

狛江市 震災対応 情報通信 委託 財産台帳電子化業務委託
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。

25

狛江市 震災対応 介護・福祉 委託
災害時要援護者等支援情報システム運用
支援

災害時要援護者名簿の登録者に対して電話及び訪問調査等による登録データの精度向上及び啓
発を推進する。既存データの補完調査、新規対象者の追加調査及び聴覚障がい者に対する啓発
資料の配布等を行う。

6

狛江市 震災対応 子育て 委託 おでかけマップ等構築
協賛店を紹介する地図機能付きＷＥＢサイトを構築し、協賛店を含む市内の子育て資源「おでかけ
マップ」を作成することにより事業の利用を促進し、子育て世帯を応援する。 4

狛江市 震災対応 情報通信 委託 道路図面等電子化委託
窓口の資料請求等に対して、円滑に市民対応することを目的として、道路敷地に関する記録資料を
一元管理するために、マイラー及び紙ベースの資料を電子データ化する。

30



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

狛江市 震災対応 治安・防災 委託
駅周辺見回り業務及びマナーアップ推進
事業

駅周辺の歩行者・車両の通行、防災及び美観を確保するため､見回り業務員を配置し、自転車等の
放置防止を呼びかけるととともに、狛江市自転車等の放置防止等に関する条例及び条例施行規則
により、狛江市自転車等放置禁止区域内に放置されている自転車等に、警告札の貼付と既設駐輪
場への案内を行い、駅周辺における良好な環境の維持管理を行う。

17

狛江市 震災対応 治安・防災 委託 放置自転車等撤去業務
放置自転車禁止区域内における自転車、原付バイクの撤去を行い、駅周辺における放置防止への
意識向上を図る。

13

狛江市 震災対応 環境 委託 多摩川河川敷周辺警備業務委託
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。

4

狛江市 震災対応 環境 委託 西河原自然公園高木せん定業務
面積4,918.34㎡の西河原自然公園は、公園内を横断するせせらぎや池とともに、多くの樹木がもた
らす緑陰が安らぎの空間を創出している。この公園の樹木等の良好な維持管理と育成を推進し、市
内の緑地環境等を保全するとともに公園の美観を保持していく。

6

狛江市 震災対応 教育・文化 委託 学校施設等環境保全事業
学校施設等（市立小学校６校、市立中学校４校、その他体育施設）に附属する樹木等の良好な維持
管理と育成を推進し、学校施設等の緑地環境等を保全するとともに学校施設等の美観を保持する。

7

狛江市 震災対応 教育・文化 委託 デジタルコンテンツ作成・活用支援
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。

10

狛江市 震災対応 教育・文化 委託 市内遺跡調査資料等整備事業
市内の遺跡調査において出土した出土遺物等の整理ならびに現地調査における図面などの記録
等を整理し、デジタル化を行い、今後の報告書作成並びに市史編さんの資料として活用できるよう
資料を整備する。

9

狛江市 震災対応 介護・福祉 委託
コミュニティバスバス停別乗降客数調査委
託

コミュニティバスの需要分析のため、バス停別の時間帯ごとの乗降者数の調査を行う。
調査結果に応じて、路線変更等の検討を行い、よりコミュニティバスを利用しやすい環境を整える。

9

狛江市 震災対応 環境 委託 空き地の実態調査委託
現在、空き地（現に人が使用していない土地）の指導等に関しては、狛江市あき地の管理の適正化
に関する条例に基づき指導を行っており、市内全域の実態把握を行うことで、実情にあった指導等
を行っていく。

3

狛江市 震災対応 環境 委託
工場指定作業場データ管理システム導入
委託

工場指定作業場の実態調査の実施、現況の把握及び指導等管理について、過去のデータ資料や
台帳データ等をシステムにて一元管理することで、管理の効率化及び省略化を図り、これまで以上
に適切な指導を行っていく。

4

狛江市 震災対応 情報通信 委託
教育委員会文書管理及び執務環境改善
業務委託

公文書管理法施行に伴い、文書管理を更に徹底するため、指導室等の文書については重点的に
フォルダ内の文書単位で突合を行い、また書庫については、書庫棚管理表を作成し、効率的に保
管できる体制整備を行うなど、文書管理の適正化を図る。

12

狛江市 震災対応 教育・文化 委託 郷土資料・文化財関連書籍等整理業務

近隣自治体との図書交換等によって、地域史に関する書籍、各自治体の文化財関連の書籍、文化
財調査等の参考書籍などを長年蓄積してきており、その総数は約20,000冊に及ぶ。今回の事業で
は、これら文化財関連書籍について台帳を整備するとともに、整理、配架等を行い、今後の文化財
行政及び市史編さんの過程で有効に活用できる状態に整備する。

24



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

狛江市 震災対応 環境 委託 交通量調査委託
京王線地下化に伴い、その前後での交通量変化を把握するため、市内全域の交通量調査を行い、
調査データを取りまとめる。

216

狛江市 震災対応 環境 委託 交通量調査業務委託
市内における大型スーパー開店計画にともない、現状と同様な閑静な住環境維持に必要な対策
を、事業者へ要望する資料作成のため、付近道路の交通量を調査する。

11

東大和市 重点分野 教育・研究 直接実施
学校教材等を点検・確認・整備する臨時
職員を配置して学校教育環境を整備する
事業

学校備品・消耗品の点検、保管管理場所の整理・整頓、学校図書館の運営支援、学校環境の整備
等、様々な教育活動を効果的・効率的に推進できるよう、地域人材を活用した学校環境整備支援員
を配置する。

13

東大和市 震災対応 治安・防災 委託
東大和市地域防災計画修正業務委託事
業

東日本大震災の発生や東京都から新たな震災による被害想定が公表されたことを受け、東大和市
地域防災計画の修正を行った。

2

東大和市 震災対応 教育・文化 直接実施 特別支援教育支援員の配置事業
特別支援教育推進のための校内支援の一環として、通常の学級に在籍するＬＤ、ＡＤＨＤ等教育上
特別な支援を必要とする児童、生徒の学校生活上の介助や学習活動の支援等を行う「特別支援教
育支援員」を配置する。

12

東大和市 震災対応 教育・文化 直接実施 特別支援学級介助員の配置事業
小学校の特別支援学級（知的障害固定制）に在籍する児童の安全確保や支援を目的として、個別
対応を要する児童の増員に対応するための介助員を増員配置する。

7

東大和市 震災対応 観光 委託 東大和市観光マップの作成業務委託事業
観光事業を積極的に推進するために、市内の観光名所の把握や観光ルートの作成等を含め市内
観光の手助けとなる観光マップの作成を委託する。

2

東大和市 震災対応 その他 委託 街路灯管理台帳作成委託事業
現在の台帳を基に現地調査を実施し、街路灯情報の確認を行うとともに、紙ベースの街路灯管理台
帳を道路管理システムへデータ入力して、街路灯情報を電子化するものである。

9

清瀬市 震災対応 環境 委託 水辺と緑の景観整備事業 水辺と緑の景観整備事業 13

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 市内公園等樹木維持管理事業 11

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 11

清瀬市 震災対応 環境 委託 清瀬市道路清掃等委託 市道の草取り・枯葉等の清掃業務に対する維持管理を充実、拡充する。 28

清瀬市 震災対応 教育・文化 委託 小中学校図書館運営サポーター事業 小中学校図書館運営サポーター事業 23

清瀬市 震災対応 教育・文化 委託 学校施設等環境整備事業 学校を中心とした公共施設の除草･樹木剪定・校舎内の清掃 12

清瀬市 震災対応 教育・文化 直接実施 スポーツ祭東京２０１３支援事業 スポーツ祭東京2013支援事業 2

清瀬市 震災対応 教育・文化 直接実施 博物館収蔵資料の古文書整理事務
清瀬市郷土博物館が所蔵する古文書を電子画像データ化するための整理を行うことにより、資料の
価値を高め、収蔵してある資料の劣化と損傷を防止させる。

2



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 産業振興 直接実施 市民農園利用者等に対する耕作指導 市民農園利用者等に対する耕作指導 1

清瀬市 震災対応 情報・通信 直接実施
外国人住民データ整備・仮住民票発送等
事務

外国人住民データ整備・仮住民票発送等事務 2

清瀬市 震災対応 教育・文化 直接実施
博物館収蔵資料の写真データの製作等
事務

清瀬市郷土博物館が所蔵する写真をデジタル化して電子画像データとし、これに関する情報と一本
化してデータベースすることにより、資料の価値を高め、収蔵してある資料の劣化と損傷を防止させ
る。

2

清瀬市 震災対応 教育・文化 委託
清瀬・子どもと若者のための日本語教育
支援事業

外国にルーツを持つ子どもと若者の日本語学習を中心とした教育支援及びキャリア形成支援 4

清瀬市 震災対応 環境 直接実施 ごみパトロール及びごみ分別指導員 ごみパトロール及びごみ分別指導員 2

清瀬市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 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
補助的な業務を行う。

3 

清瀬市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 文書管理事業
本市しでは昨年度まで、市より送付する郵便物は専属の市職員が行っていたが、本年度より行財政
改革の一環として郵便にて郵送することになりそれに伴い新たに発生した郵送の差出準備等の業
務を行う。

4

清瀬市 震災対応 その他 委託 課税資料整備業務
法務局備え付けの登記簿と課税課保有の土地台帳・土地課税台帳・家屋台帳・家屋課税台帳・区
分所有台帳・公図との照合を行い公正・公平な課税業務遂行の資料整備を行う。

12

清瀬市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施
歩行喫煙等防止及び資源物持ち去り防止
パトロール

本市における「清瀬市まちえを美しくする条例」の一部改正に基づき清瀬駅周辺における歩行喫煙
行為等防止パトロール並びに「清瀬市産業廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」の一部
改正に基づき資源持ち去り防止パトロール実施業務を行う。

1

清瀬市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 給食食材の放射性物質検査事業
給食食材の放射性物資スクリーニング検査を実施するにあたり検査食材の調達、検査食材の下処
理、検査機関への食材搬送及び検査立会のほか検査結果の公表や使用食材の産地公表などに係
るパソコン入力等の事務を行う。

2

清瀬市 震災対応 治安・防災 委託 消防水利等点検業務
現在、市が管理している消火器・防火水槽の現況を把握するために、防火水槽蓋のがたつき、維
持、標識の確認と写真撮影、地図上に防火水槽・消化器設置場所の記入したり、パソコン等で表に
し、今後の管理運営を図る。

8

清瀬市 震災対応 子育て 委託 学童クラブ見守り業務
学童クラブは保護者の送迎は、原則ありません。このため児童たちは降所持は、集団等で自宅まで
帰ります。
この降所持に児童達の見守りを行う人員を配置し、児童たちの安全を向上させるための事業。

38

清瀬市 震災対応 子育て 直接実施 安心・安全巡回事業 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。 2

清瀬市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 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



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
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 北多摩北地区保護司会事務局事務 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 重点分野 産業振興 委託 商店街サポート事業 商店街等が実施する事業に対して人的支援を行い活性化を図る 39

東久留米市 重点分野 安心・安全 委託 市営自転車等駐車場整理業務委託 自転車等駐車場の場内整理及び確認業務 13

東久留米市 震災対応 治安・防災 委託 市有財産管理補助業務 市庁舎及び市有地の確認点検業務 25

東久留米市 震災対応 農林漁業 直接実施 産業振興情報発信事業 都市農業の振興策として、農作物のタイムリーな情報発信を行う 4

東久留米市 震災対応 教育・文化 直接実施 教育活動支援事業 学習適応指導員を増員し教育環境の向上を図る 10

東久留米市 震災対応 教育・文化 直接実施 東京国体開催準備補助事務事業 東京国体開催に向けた準備事務の補助 2

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 19

多摩市 重点分野 安心･安全 委託 多摩市防災マップ・ハザードマップ作成

多摩市における、防災マップと洪水ハザードマップを作成する。（作成部数=5万部）
表面：災害時に避難する場所となる避難所や防災拠点等が記載されている防災マップ
裏面：現行の多摩川洪水ハザードマップに加え、中小河川浸水想定区域（内水氾濫）・急傾斜地危
険箇所を新たに加え、多摩市全域を対象とした、洪水ハザードマップとして、全面刷新をした洪水ハ
ザードマップ

3

多摩市 重点分野 地域社会雇用 委託
聖蹟桜ヶ丘駅周辺ＰＲパンフレット作成業
務委託

映画「耳をすませば」のモデル地である聖蹟桜ヶ丘駅周辺をＰＲするパンフレットを作成し配布する。 1

多摩市 震災対応 子育て 委託 学童クラブ運営業務準備委託
多摩市が設置した学童クラブ（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の２第２項の規定に基づ
き実施する放課後児童健全育成事業）３施設を多摩市内の社会福祉法人等に運営委託するため、
平成24年度は運営準備委託を行う。

11

多摩市 震災対応 教育・文化 委託 学校情報環境支援事業

ICT支援員が市立小・中学校に訪問し、学校現場における教職員へのICT支援を行う。この事業は、
教職員に小・中学校に整備されている校内LAN及びICT機器並びに教育コンテンツの活用ノウハウ
を提供することにより、学習効果の高い授業を実現することを目的としている。
・ICT支援員が、多摩市立小・中学校（27校）に１校あたり平均年間８回程度訪問（９時～17時まで）
する。

9

多摩市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施
多摩第二小学校４階教室対応給食配膳
員雇用

１年生35人学級制の対応により、多摩第二小学校ではクラス数が増加する。これに伴い、平成24年
度から校舎４階にある特別教室２室を普通教室として使用する。しかし、同校校舎では、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、３階から４階へは人的対応で給
食を搬送する必要性が生じた。　このため、その作業に対応すべく配膳員を新規雇用する。

3



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

多摩市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施
スポーツ祭東京２０１３（東京国体）準備対
応職員雇用

2013年(平成25年)に開催されるスポーツ祭東京2013（東京国体）に向け、リハーサル国体が開催さ
れる、平成24年度も含め、その市民ボランティアや協賛企業の募集、関係団体、ボランティアの育
成、国体ＰＲグッズの作成及び広報活動の実施、、リハーサル国体の会場施設準備、選手等の宿
泊、バスの運行、弁当発注の調整各種準備作業、国体実行委員会及び専門委員会の会議準備・資
料作成のため、平成２４年度から臨時職員を準備作業の補助員として新規雇用する。

4

多摩市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 住民基本台帳法の改正に伴う移行事業

住民基本台帳法の一部改正（平成24年７月施行）に対応するための新たな事業である。外国人登
録法が廃止され、外国人も日本人と同じく住民基本台帳法の適用対象になることから、外国人住民
の利便性が向上する。新制度への移行事業として、４月～７月はデータの突合・確認、修正を経て
仮住民票を作成し該当者に通知、該当者の確認をとった上で修正を図る。基準日（法施行）以降
は、外国人登録事務の事後処理として、法務省への外国人登録原票の回収に対応し、外国人登録
原票を確認・整理し、送付準備を進める。また、法施行後１年以内に行うことが予定されている。

3

多摩市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 高齢者慶祝事業（長寿を共に祝う会）

高齢者慶祝事業として74歳以上の市民を対象に実施する「長寿を共に祝う会」の案内状(約11,000
件)の封入封緘発送作業及びアンケート集計作業などを新たに市が採用の臨時職員により行う。
長寿を共に祝う会は、平成23年度までは市単独主催と市民協働の２つの手法で実施してきたが、24
年度はすべて市民協働の手法に変更して実施する。この変更して実施する業務の一部を臨時職員
が行う。

2

多摩市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 広報業務補助 「多摩市の便利な本」の官民協働事業及び公式ホームページのリニューアルに向けた事務補助 1

多摩市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 保育園入所事務補助
保育事務システムの更新により、24年12月から25年3月については旧システムと新システムの平行運
用が必要となる。例月処理として行う入退所、保育料の収納管理等の事務を全て二重に行わなけれ
ばならないため、システムへの入力等の事務補助を行う臨時職員を雇用する。

2

稲城市 震災対応 農林漁業 委託 農産物直売所マップ作成委託 稲城市農産物直売所マップを作成する。 2

稲城市 震災対応 介護・福祉 直接実施 見守り重点地域支援事業
高齢化率の高い平尾団地地区は地域住民等地域による見守りが希薄なことから、今後平尾団地地
区で高齢者の見守り活動等の取組を地域がおこなっていけるよう支援をするための調査（チェック
シートによる高齢者の聞取り・集計作業他）を行う。

2

稲城市 震災対応 その他 委託
震災で影響を受けた市内の測量基準点の
補正

稲城市内には、国土交通省国土地理院の三角点等にリンクして４００点を超える基準点が設けられ
ているが、東北地方太平洋沖地震の地殻変動により誤差を生じており、国土地理院の指導を受け補
正測量を行なうものである。

5

稲城市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 東日本大震災被災者雇用事業
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）

5

稲城市 震災対応 情報通信 委託 公有財産評価システム整備事業
公有財産のデータを整理した上で、固定資産情報を活用した正確かつ迅速な評価計算や財務諸
表の書類作成等が可能となるシステムを整備する。

6

稲城市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 東日本大震災被災者雇用事業(拡充分）
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）

4

羽村市 重点分野 産業振興 委託
市内事業所実態・経営状況調査および企
業誘致促進のための意向調査

市内事業所実態・経営状況調査および企業誘致促進のための意向調査を行うもの。 9



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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羽村市 震災対応 環境 委託 市内公園等支障樹木剪定委託事業 市内公園等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を整備するもの。 6

羽村市 震災対応 環境 委託 街路樹剪定委託事業
市道に植栽されている街路樹について剪定作業を行い、日照等の周辺環境を整備するとともに、交
通安全を確保するもの。

2

羽村市 震災対応 子育て 直接実施 保育園臨時職員
乳幼児の保育を行う事業（市立保育園の民営化準備に伴い、準備事業で不足する保育需要を充足
させる。）

2

羽村市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 庁内及び公共施設内台帳整備等事業
市役所内及び市内公共施設内で保有する台帳類、帳票類、資料類等の整備・整理を緊急的に実
施するとともに、電子データ化を進めるための入力作業を行う等の事務を行うもの。

5

羽村市 震災対応
地方公共団体
の臨時職員とし
ての雇用

直接実施 公共施設等除草･整地作業 市内の公共施設等の集中的な除草・整地作業を実施するもの。 1

あきる野市 震災対応 観光 委託 軍道紙販売促進事業 軍道紙の販路拡大を図るため、営業販売員を雇用する。 0

あきる野市 震災対応 観光 直接実施 五日市物語展示事業 地域活性化を目的に、映画「五日市物語」に関する展示やＤＶＤ上映を行う。 8

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 住民基本台帳法の改正に伴い、対象者に仮住民票の発送を行い、修正するなどの整備を図る。 1

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

あきる野市 震災対応 教育・文化 直接実施 図書館開架資料ICタグ添付作業 書架に並ぶ資料にICタグを貼り、システム上への登録を行う。 8

あきる野市 震災対応 教育・文化 委託 屋外体育施設維持管理事業 体育施設の除草、低木伐採、駐車場整理及び側溝清掃などのきめ細やかな整備を行う。 37

あきる野市 震災対応 その他 委託 学習等供用施設維持管理事業 学習等供用施設及びコミュニティ会館の点検や簡易補修等を行う。 7

あきる野市 震災対応 その他 委託 道路除草等維持事業 道路通行者の安全を確保するため、通行上支障となる法面等の雑木や除草作業を行う。 34

あきる野市 震災対応 医療 直接実施 がん検診台帳作成 過去及び現年度のがん検診受診状況及び検診結果の入力を行う。 2

あきる野市 震災対応 農林漁業 委託 林道・散策路維持管理事業 林道及び散策路の維持管理（草刈等）を行い、景観と安全性の確保を図る。 7

あきる野市 震災対応 治安・防災 直接実施 地域防災情報整備事業 消防水利管理システムに各種防災情報を入力し、防災資料の整備を行う。 2

あきる野市 震災対応 治安・防災 委託 自転車等駐車場管理事業
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、見守り活動や維持管理作業などの業務を
行う。

71
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あきる野市 震災対応 環境 委託 五日市出張所維持管理整備事業 五日市出張所で維持管理する施設等について、受付や清掃等の業務を行う。 16

あきる野市 震災対応 教育・文化 委託 五日市郷土館古文書整備事業 市が収蔵する貴重な古文書等の資料をマイクロフィルムに複写し、資料を整備する。 5

あきる野市 震災対応 教育・文化 委託 写真等資料整備事業
市が収蔵するポジフィルム等をデジタル化し、資料の劣化を防ぐとともに、より幅広い活用が可能な
資料として整備する。

4

あきる野市 震災対応 教育・文化 委託 民具資料等整理事業
文化財の基礎データの整備を目的に、五日市郷土館で収蔵している民具や書籍などをデジタル化
する。

6 

あきる野市 震災対応 治安・防災 委託 市立公園維持管理 良好な生活環境の保全を目的に、よりきめ細やかな市立公園維持管理を行う。 33 

あきる野市 震災対応 その他 直接実施 放射性物質検査事業
消費者庁から貸与される検査機器を活用し、市内小中学校等の給食に用いられる食品等の検査を
行う。

4 

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データ収
集・調査整理して公有財産台帳を整備するとともに、境界が不明な箇所の境界確定測量を行い、現
況を台帳に反映する。

39 

あきる野市 震災対応 環境 直接 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。

6 

あきる野市 震災対応 教育・文化 委託 文化財収蔵資料整備事業
二宮考古館、五日市郷土館、文化財倉庫などに分散して保存している文化財資料の目録を作成
し、多くの市民が利用できる資料整備を進めるとともに、市民に文化財に親しんでもらう環境を整備
するため、文化財の説明版を設置する。

10 

あきる野市 震災対応 教育・文化 委託 五日市郷土館等運営管理事業
五日市郷土館及び二宮考古館の利用環境の向上を図るため、日ごろ手の届きにくい展示ケースの
ガラス内面清掃や屋根の尼樋清掃などを行う。

1 

あきる野市 震災対応 教育・文化 委託 国民体育大会開催準備事業
平成25年に東京国体が開催されることに伴う、リハーサル大会を開催するための準備等に関する業
務を行う。

5 

あきる野市 震災対応 その他 委託 公有財産台帳整備事業 その2
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 治安・防災 委託 災害用井戸調査事業
現在、市域に存在する井戸の正確な位置や所有者、電動・手動の汲み上げの別、枯渇時期や過去
に水質調査をしたことがあるか否か等について調査し、有効な災害対策資料を整備する。

4 

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。

19 

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 その2
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 
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あきる野市 震災対応 教育・文化 委託 地域資料デジタル化推進活用事業

あきる野市の代表的な地域資料である深沢家文書は、東京都指定文化財の五日市憲法草案を含
む貴重な資料である。文書の部はすでにマイクロフィルム化により資料・情報の提供を実施している
が、図書の部は未整備であるため、デジタルアーカイブを充実させるために電子データ化し整備す
る。

4 

あきる野市 震災対応 教育・文化 委託 図書館所蔵資料整備事業
図書館資料のより適切な管理を行うため、五日市図書館及び増戸分室所蔵資料のバーコードラベ
ルを、チェックディジット付きのものに貼りかえる。

12 

西東京市 震災対応 教育・文化 直接実施 図書館地域・行政資料データ整備
30,000件の地域・行政資料室所蔵資料について、書誌データの見直し、整理統合、資料装備を行
う。

5 

西東京市 震災対応 情報通信 委託 書庫等文書管理支援業務
田無庁舎及び保谷庁舎の書庫で保存する文書について整理を行うとともに、田無庁舎及び保谷庁
舎の情報公開コーナーで管理する図書等を分類し、登録する。

8 

日の出町 震災対応 農林漁業 委託 町有山林等の景観整備事業 草刈及び支障木の整理や枯死木等の除去をおこない、町有山林等の景観整備を図る。 11 

日の出町 震災対応 農林漁業 委託
平井川北地区における町有山林の景観
向上事業

平井川北丘陵地区の町有林において倒木の整理及び草刈等をおこない、景観の再生と保全を図
る。

9 

日の出町 震災対応 農林漁業 委託 日の出町林道維持管理事業 日の出町内の林道沿線の草刈、倒木の除去等をおこない、林道の維持管理を図る。 6 

日の出町 震災対応 農林漁業 委託 町有山林等の風水害等対策事業
市街地に近い町有山林等を風水害などによる倒木からの危険回避に向けた取り組みとして、支障木
の整理、草刈などを行う。

9 

檜原村 人材育成 介護 委託 介護職員雇用促進事業
村内の介護福祉施設において、介護関係の実務経験の少ない有資格者や介護関係の職務を希望
する失業者などを雇用し、理学療法士を講師に迎え、実務経験を付与し今後のリハビリ担当業務を
中心とした介護福祉の充実を図りつつ、重点分野である人材を育成し、正規雇用につなげていく。

3 

檜原村 震災対応 観光 委託 自然環境保護員育成事業

檜原村は約93％が山林であり、村の大半を秩父多摩甲斐国立公園が占めている。自然豊かな檜原
村では浅間尾根を始めとするハイキングコースが多くあり、山野草等も多く見られるが、近年ウチョウ
ラン等が絶滅に等しい状況にある。　これらの山野草を保護するため、監視員の配置（パトロール）・
ハイキングコースの整備等を実施、保護員の育成、雇用の推進を図る。

4 

大島町 震災対応 環境 委託 景観美化事業（南部三原山線）
南部三原山線は、都道208号線の迂回路として利用頻度も多く、沿線には管理型 終場があるた
め、大型車両の往来も激しい。秋の行楽シーズンには、ハイキングも多く、観光地としてのイメージ
アップを図る。

6 

大島町 震災対応 環境 委託 景観美化事業（あじさいレインボーライン）
あじさいレインボーラインは、色とりどりの鮮やかな花が観光客を魅了する。時期をはずれると草木が
生い茂るため、あじさいを保護育成し、観光地としてのイメージアップを図る。

5 

大島町 震災対応 環境 委託 地域美化事業（差木地中道線）
差木地中道線は、都道208号線の迂回路として整備されているが、高枝等生い茂る樹木が大型車の
通行に支障を来しているため、枝打ちや伐採等を実施し、地域の環境美化に努める。

6 

大島町 震災対応 環境 委託 景観美化事業（トウシキ線）
この沿線上には、ジオサイトやトウシキキャンプ場があり、観光スポットの一つである、しかし、利用頻
度に比べ、道路清掃などが行き届いていないため、景勝地に相応しい整備を実施する。

6 

大島町 震災対応 環境 委託 地域美化事業（岡田マイアミ線）
岡田マイアミ線は、近年の津倍付線の整備により主要路線としての利用が増加したとともに、通学路
としても活用されている。そのため、除草伐採清掃を実施し、路線内の安全性を高めたい。

5 



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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大島町 震災対応 農林漁業 委託 漁業協同組合緊急雇用対策事業
島外に出荷している魚介類の鮮度を保ち、ブランド化できるよう、商品タグの取り付けや氷温シート
作業を実施する。また、未利用魚の販売促進を図る。

5 

大島町 震災対応 環境 委託 社会教育施設等整備事業
地域センターやゲートボール場、史跡などの周辺の雑草面積の拡大などにより、全てに整備が行き
届かなくなっている。このため、施設周辺を整備し、住民が安心して利用できるよう、対策を講じるも
のである。

5 

大島町 震災対応 治安・防災 委託 防災備蓄庫整理等事業
地震・津波等による緊急時に必要な備蓄品等を備蓄庫から早急に持ち運びできるよう、整理するとと
もに、使用期限の到来したものの廃棄処分等を行うための雇用を創出する。

5 

大島町 震災対応 農林漁業 委託 町営牧場管理事業
大島町営牧場の管理として、牛舎施設の維持管理、搾乳牛・育成牛の管理、仔牛の育成、牧場施
設の草刈りや伐倒等を行う。

2 

大島町 震災対応 環境 委託 溶岩流伐採清掃事業
既存の名所は、昭和61年伊豆大島噴火後整備され、観光客等にも喜ばれていたが、草木が生い茂
り、景観も非常に悪い状態である。伊豆大島噴火を風化させないためにも、整備が必要である。

8 

大島町 震災対応 環境 委託 岡田橋下伐採清掃事業
岡田橋の下にサザンカ約200本を植樹し、新たな観光名所としたが、植樹場所との高低差があり、職
人でないと草刈り等の維持作業が困難な状況である。このため、職人による伐採清掃を行うものであ
る。

7

大島町 震災対応 環境 委託 椿の森公園伐採清掃事業
椿の森公園は、約８万㎡あり、開花の時期には、観光客等にも喜ばれている。景観を維持していくた
めには、伐採や清掃は不可欠である。

12

大島町 震災対応 環境 委託 千波地層断面伐採清掃事業
伊豆大島の誕生から現在までの噴火の歴史を物語る千波地層断面であるが、草木等が生い茂り、
景観も悪いため、景観回復事業を実施する。

9

大島町 震災対応 環境 委託 火山博物館駐車場上断面伐採清掃事業
火山博物館駐車場の上には、地層断面があり観光客も観察している。しかし、雑草が生えており、景
観等を損なうため、伐採清掃を実施する。

7

大島町 震災対応 環境 委託 景観美化事業（割れ目火口線）
沿線には、割れ目火口という景観スポットがあるが、草木等が道路に覆いかぶさり、正規の幅員が確
保されていないため、伐採等をし、安全を見据えた環境美化に努める。

6

大島町 震災対応 環境 委託 地域美化事業（和泉新込線）
現況においては、草木が生い茂り、人一人歩ける程度であるが、地震時においては津波等も懸念さ
れるため、災害に備えた避難用道路として、安全性を確保したい。

5

大島町 震災対応 環境 委託 地域美化事業（港渕２号線）
港渕の中央より上の山に通ずる遊歩道的な道路であるが、草木等が道路に覆いかぶさり、観光地と
してのイメージを損ねているため、伐採や枝打ちを行う。

5

大島町 震災対応 環境 委託 さざんか道伐採清掃委託
あじさいレインボーラインを上りきったところから、大島温泉ホテルまで植樹したさざんかの周辺を伐
採清掃することにより、椿まつりシーズンの多客期に対応したい。

7

大島町 震災対応 環境 委託 三原山山頂駐車場伐採清掃委託
三原山山頂駐車場は、椿まつりシーズンになると観光客が特に多く訪れるが、雑木が生い茂り、景
観的にも良くない状態であるため、繁忙期に入る前に伐採清掃したい。

10

新島村 重点分野 安全・安心 委託 緊急避難場所整備事業 防災活動の一環として、津波対策避難場所の整備を行う。 3

新島村 重点分野 安全・安心 直接実施 緊急避難道整備事業 防災活動の一環として、津波対策避難道の整備を行う。 3
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新島村 人材育成 介護 委託 新島村介護福祉職員緊急雇用・育成事業 介護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。 5

神津島村 重点分野 観光 委託 農作物展示・PR事業 神津島産の農作物を島外に展示・ＰＲするための人員をＪＡに委託する。 1

神津島村 重点分野 地域社会雇用 直接実施 神津島雇用対策事業 失業者を対象に観光資源の整備を行い雇用機会を提供する。 100

三宅村 震災対応 環境 委託 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、漁場付帯海岸線美化清掃並びに漁場及び簡易道路等の
早急整備

8

三宅村 震災対応 情報通信 委託 三宅村情報通信基盤整備事業 三宅村情報通信基盤整備事業「IP告知端末」説明員 1

平成２４年度　緊急雇用創出事業　事業額 （単位：千円）

重点分野 人材育成 震災対応

2,044,990 3,556,722 5,262,135

総　　　額

10,863,847


