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【東京都実施分】

所管 事業 分野 事業名 事業内容
新規雇用
人数(人)

支援効果と
しての就業
者数(人)

支援事業
所数(所)

産業労働局 起業支援 その他 大学生インターンシップ促進プロジェクト
協力大学の確保、受入企業開拓、大学生と企業とのマッチングやインター
ンシップの実施により、大学生の都内企業へのインターンシップを促進す
る。

15 - -

産業労働局
地域人づくり
【雇用型】

その他 若年者緊急就職サポート事業
若年求職者を対象に、研修及び紹介予定派遣制度による就労体験をセット
にしたプログラムを提供することで、若年求職者の正規雇用化を支援す
る。

848 - -

産業労働局
地域人づくり
【雇用型】

農、林、漁業 森林整備のための地域人づくり事業
不足する林業労働力の確保を図るため、失業者に林業の知識、技術を習得
させる基本技術研修（森林計画とGIS技術、森林測量、労働安全衛生に関す
ること）や林業事業体における実務を通じた研修等を実施する。

4 - -

産業労働局
地域人づくり
【処遇改善】

その他
地域展開型中小企業処遇改善サポート事業
【平成27年度継続事業】

都内を４ブロック（中央・城北、城南、城東、多摩）に分け、各ブロック
の中で在職者の処遇改善に意欲のある中小企業に対して、民間事業者のノ
ウハウを活かした研修・講習会、カウンセリング、経営等各種コンサル
ティングを行うことにより、従業員の賃上げ、定着率向上、非正規従業員
の正規化を図る。

- - 0

産業労働局
地域人づくり
【処遇改善】

その他
団体提案型処遇改善サポート事業
【平成27年度継続事業】

在職者の処遇改善に意欲のある団体の傘下企業等に対し、民間事業者のノ
ウハウを活かした研修・講習会、カウンセリング、経営等各種コンサル
ティングを行うことにより、従業員の賃上げ、定着率向上、非正規従業員
の正規化を図る。

- - 0

教育庁 起業支援
学術研究、専

門・技術サービ
ス業

平成26年度成績処理推奨ファイル改修及び運
用支援事業

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

118 - -

福祉保健局
地域人づくり
【雇用型】

医療・福祉
代替職員の確保による現任介護職員等の研修
支援事業

都内の事業所が、当該事業所に従事する介護職員の資質向上を図るための
研修等を受講させる場合、都受託人材派遣会社から代替職員を介護保険施
設等へ派遣する。
受託者はあらかじめ代替職員に対して、「事前研修（Off-JT）」（介護職
として必要な知識の習得及び職場体験等）を行い一定の人材育成を図った
うえで派遣するものとし、派遣先での「業務従事（OJT）」と組み合わせる
ことで、代替職員の介護職としての資質向上を図る。

99 - -

福祉保健局
地域人づくり
【雇用型】

医療・福祉 トライアル雇用事業
介護業務への就労を希望する無資格の者のうち、離職者等を対象として、
介護施設等での雇用確保と資格取得支援を合わせて行い、介護分野へ人材
を誘導するとともに即戦力を確保する。

244 - -

【区市町村実施分】

所管 事業 分野 事業名 事業内容
新規雇用
見込人数
(人)

支援効果と
しての就業
者数(人)

支援見込
事業所数
(所)

中央区
地域人づくり
【雇用型】

その他 未就職学卒者等の就労支援事業

区在住の未就職学卒者等の若年者を対象に、区が委託した人材派遣企業等
が新規に雇用し、ビジネスマナー等社会人としての基礎スキルを身に着け
るための研修（ＯＦＦ－ＪＴ）や働きながら知識や技術を習得させる職場
実習（ＯＪＴ）を行い、若年者の就労を支援するとともに、区内中小企業
の人材確保支援にも寄与する。

5 - -

緊急雇用創出事業実績一覧（平成26年度）



2

所管 事業 分野 事業名 事業内容
新規雇用
人数(人)

支援効果と
しての就業
者数(人)

支援事業
所数(所)

港区
地域人づくり
【雇用型】

医療・福祉 港区介護雇用プログラム事業

若者や女性、高齢者等が、区内介護事業所において有期雇用契約で働きな
がら、介護資格取得のための養成講座を受講することで、区内介護事業所
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。

7 - -

新宿区 起業支援 その他 中小企業経営力強化事業
区内中小企業者に対する経営支援（売上拡大）を行うことにより、中小企
業の経営力を強化する事業

12 - -

新宿区
地域人づくり
【雇用型】

その他
中小企業経営力強化事業
【平成27年度継続事業】

区内中小企業の受注先の開拓業務を委託し売上増を目指す事業において、
新たに失業者を雇用し、ＯＪＴ及びＯｆｆ－ＪＴにより受注先の新規開
拓、顧客掘り起こし、交渉力強化、商品力改善提案等の能力を育成する。

11 - -

新宿区
地域人づくり
【処遇改善】

その他
中小企業経営力強化事業
【平成27年度継続事業】

区内中小企業の従業員の賃金向上等の処遇改善のため、受注先の開拓業務
を委託し、売上増を目指す事業

- - 0

文京区
地域人づくり
【雇用型】

その他 文京区内中小企業調査事業

文京区内中小企業の活性化を目指して、退職高齢者層や若年失業者等を雇
用し、区のデータベースをもとにアンケート調査、巡回訪問等を実施
（OJT）する。巡回訪問に当たっては、委託事業者による中小企業サポート
にあたっての総合的な研修（OFFJT）を実施する。アンケート調査の集計を
行い、文京区にフィードバックし、区の中小企業振興施策に生かす。

5 - -

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

2 - -

江東区
地域人づくり
【雇用型】

その他 中小企業若者就労マッチング事業
中小企業に就職を希望する若者に、研修や就業実習の機会を提供し、派遣
先での就職に結びつける。同時に、中小企業への若者の人材確保を支援す
る。

30 - -

江東区
地域人づくり
【雇用型】

医療・福祉
障害者特定相談支援事業所サポート事業
【平成27年度継続事業】

障害者特定相談支援事業所において、サービス等利用計画の作成補助を行
う人材の雇用・育成を図る。

3 - -

江東区
地域人づくり
【処遇改善】

その他 中小企業若者就労マッチング事業
若手職員の定着等に課題をもつ中小企業に対してアドバイザーを派遣し、
聴き取りや社員アンケート等により問題点の分析を行い、定着率の向上に
つなげる。

- - 84

品川区
地域人づくり
【雇用型】

その他 若者就業体験事業

就業意欲がありながら正規雇用の機会を逸した若年者を対象に、ビジネス
マナーなどの研修と企業での就業実習（紹介予定派遣）を組み合わせた就
業プログラムを実施し、実習先での正規雇用に繋げることで、若年者の雇
用機会の拡大と区内中小企業の人材確保と人材育成を支援する。

37 - -

目黒区
地域人づくり
【雇用型】

医療・福祉
障害者相談支援事業所サポート事業
（人材育成委託事業）
【平成27年度継続事業】

障害者総合支援法等に基づく相談支援事業所等で雇用し、サービス等利用
計画の作成および作成補助、地域の障害福祉サービス事業所などとの意見
交換等のサポート業務を行わせることを通じて、当該事業所への就業に結
びつけ、また障害福祉サービスに関する経験を積ませることで同分野他事
業所での就業にも結びつける。

2 - -
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所管 事業 分野 事業名 事業内容
新規雇用
人数(人)

支援効果と
しての就業
者数(人)

支援事業
所数(所)

渋谷区 起業支援 その他 廃棄物適正排出指導事業

4月からの不燃ごみ収集回数月2回から月1回への変更に伴い、各集積所の適
正な運用を促すため、不燃の日以外に不適正に排出されている集積所や頻
繁に不法投棄されている集積所の監視・指導を行う。平成25年度からの継
続事業。

4 - -

杉並区 起業支援 情報通信業
杉並区内道路ネットワーク整備のための道路
調査及び指定道路調書作成

失業者に対する短期の雇用・就業機会を提供し、区内約390kmの私道等につ
いて空中撮影及び現地調査等により、区道約670kmと併せた区内の詳細な道
路網を整備するための基礎情報を収集する。また、調査結果に基づき建築
基準法による指定道路調書の基礎資料の作成を行う。将来的には、この道
路ネットワークをICTによって活用する様々な事業展開が期待できる。（委
託先：民間企業）

25 - -

杉並区
地域人づくり
【雇用型】

医療・福祉
障害者相談支援事業所サポート事業
【平成27年度継続事業】

地域の失業者等を、障害者総合支援法に基づき区が指定する指定特定相談
支援事業所で雇用し、サービス等利用計画の作成補助、地域の障害福祉
サービス事業所や学校等の関係機関との意見交換等のサポート業務等を行
わせることを通じて、それら失業者等の当該事業所への就業に結びつけ、
当該事業所での人材確保及び障害者への福祉増進に役立つ人材の育成を目
指す。

8 - -

北区
地域人づくり
【雇用型】

その他
若年未就職者就労体験事業
【平成27年度継続事業】

未就職の若者に研修と就労体験の機会を提供し、就職に結びつけるととも
に、区内中小企業等の人材確保を図る。

64 - -

北区
地域人づくり
【雇用型】

医療・福祉 障害者相談支援事業所サポート事業

地域の無業者を障害者総合支援法に基づく相談支援事業所等で雇用し、
サービス等利用計画の作成補助、地域の障害福祉サービス事業所や学校等
の関係機関との意見交換等のサポート業務等を行わせることを通じて、そ
れら無業者の当該事業所への就業に結び付け、また、障害福祉サービスに
関する経験を積ませることで同分野事業所での就業にも結び付ける。

8 - -

板橋区
地域人づくり
【雇用型】

その他 若者就職サポート事業
高校・大学等を卒業後、正社員として就職できていない若者を対象に、ビ
ジネスマナー等のOff‐JT（人材育成セミナー）を行い、区内協力企業にお
けるOn-JT（区内企業における従事）を経て、正規雇用へと繋げる。

51 - -

板橋区
地域人づくり

【雇用+非雇用型】
その他

高齢者地域就業促進事業
【平成27年度継続事業】

シルバー人材センター新規雇用の就業コーディネーターによる就業開拓事
業及び生きいき定期訪問サービスの展開

2 33 -

板橋区
地域人づくり
【処遇改善】

その他
板橋区内企業販路拡大・経営者育成事業
【平成27年度継続事業】

板橋区の友好交流都市であるイタリア・ボローニャ市とのネットワークを
活用し、イタリア・ボローニャ市を始めとした海外への販路拡大を目指す
区内企業の支援や、ボローニャ及びイタリアのブランド戦略、人材育成等
のノウハウを参考にした経営者育成支援等によって区内企業の業績を向上
させ、その結果従業員の賃金等処遇改善を図る。

- - 0

板橋区
地域人づくり
【処遇改善】

その他
企業提案型板橋区内企業処遇改善支援事業
【平成27年度継続事業】

民間企業等の提案による独自の取組みにより、従業員の賃金等処遇改善や
定着率向上を図る。

- - 0
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所管 事業 分野 事業名 事業内容
新規雇用
人数(人)

支援効果と
しての就業
者数(人)

支援事業
所数(所)

板橋区
地域人づくり
【処遇改善】

その他
資格取得等支援事業
【平成27年度継続事業】

（一社）板橋産業連合会の会員に対して資格取得による資格手当等の処遇
改善や職場環境改善、スキルアップ支援等を実施し、従業員の賃金等処遇
改善や定着率向上を図る。

- - 0

足立区 起業支援
学術研究、専

門・技術サービ
ス業

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

2 - -

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

2 - -

足立区 起業支援
学術研究、専

門・技術サービ
ス業

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

7 - -

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

12 - -

足立区 起業支援 医療・福祉
あだちまちなか・こころとからだの健康応援
団

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

8 - -

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

7 - -

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

7 - -

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

20 - -

足立区 起業支援
学術研究、専

門・技術サービ
ス業

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

18 - -

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

6 - -
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所管 事業 分野 事業名 事業内容
新規雇用
人数(人)

支援効果と
しての就業
者数(人)

支援事業
所数(所)

足立区
地域人づくり
【雇用型】

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

31 - -

足立区
地域人づくり
【雇用型】

医療・福祉 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。

52 - -

足立区
地域人づくり
【雇用型】

医療・福祉 精神障がい者相談支援事業所サポート事業
失業者を、障害者総合支援法に基づく相談支援事業所で雇用し、サービス
等利用計画の作成補助等、福祉サービスの経験を積ませることで、当該事
業所への就業に結びつける。

2 - -

足立区
地域人づくり
【雇用型】

サービス業 警備業人材育成事業
警備業界の雇用ミスマッチを解消するため、失業者を雇用し、OFF-JTとOJT
により資格取得とスキルアップを図り、警備員としての就職に繋げてい
く。

73 - -

足立区
地域人づくり
【非雇用型】

医療・福祉
介護分野就職面接会事業
【平成27年度継続事業】

介護施設を対象とした合同就職面接会を実施する。面接会の前には、初め
て介護の仕事に就く人向けに、事業者紹介や介護の仕事についてわかりや
すく説明するセミナーを実施する。

- 10 -

足立区
地域人づくり
【処遇改善】

その他
小規模事業者従業員総合研修支援事業
【平成27年度継続事業】

区内中小企業の入社１～２年目の若手社員を対象に、スキルアップや資格
取得のための研修を行い、若者の定着率向上を図る。

- - 21

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

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

4 - -

江戸川区 起業支援 観光業 江戸川区農業観光PR事業

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

3 - -

八王子市 起業支援 観光業 高尾山ＷＥＢ制作業務委託

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

49 - -

八王子市
地域人づくり

【雇用+非雇用型】
その他

若年無業者就労促進事業
（中小事業者との協働による「若年無業者向
け中間的就労支援システム」の導入）

平成25年6月に八王子市に設置された「はちおうじ地域若者サポートステー
ション」の登録者である若者の多くに必要かつ有効と考えられる「中間的
就労支援」システムをサポステ・中小事業者等と構築・運営し、就労へつ
なぐ出口支援を強化する。

2 24 -
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所管 事業 分野 事業名 事業内容
新規雇用
人数(人)

支援効果と
しての就業
者数(人)

支援事業
所数(所)

立川市
地域人づくり
【雇用型】

その他
立川市行政パンフレット等翻訳委託
【平成27年度継続事業】

各主管課から依頼のある各種申請書のパンフレット等の翻訳を行い、行政
の多文化共生を推進する。

2 - -

立川市
地域人づくり
【雇用型】

その他
立川市立中学校図書館整備支援員事業
【平成27年度継続事業】

中学校の学校図書館の環境整備等を推進するため、市立中学校全9校に司書
資格等を有する「図書館整備支援員」を配置する。民間事業者の研修プロ
グラムを活用することで、学校図書館の現場で必要とされる実践的なスキ
ルを持った学校司書を育成し、学校現場の負担を増やすことなく生徒の読
書習慣の確立や学力向上を図る。

4 - -

三鷹市
地域人づくり
【雇用型】

その他
市政情報デジタル化推進事業（情報処理技術
に係る人材育成）

市政に関する個別計画や基礎資料など、市政情報の電子書籍化を推進し、
環境への配慮するとともに、市民の利便性の向上を図る。また、文書情報
の整理、デジタル化は行政だけでなく民間企業でも必要な業務となってく
る。そのような社会のニーズに応えられる人材を本事業を通して育成す
る。

2 - -

三鷹市
地域人づくり
【雇用型】

その他
買物環境整備事業（地域コミュニティビジネ
スの担い手育成事業）

市内では、地域によっては、近所に商店街がない、商店街はあっても必要
な商品が揃っていないなどの状況が生じつつあり、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」への対策が必要とされている。そこ
で、商店会と連携した、消費者の買物の利便性の向上をめざした取組みと
して、地域活動を目指している人を雇用し、地域の商店街と連携した買い
物困難者への支援事業を企画・運営することで、地域コミュニティビジネ
スの活性化及び人材確保を図る。新規雇用者については、市関連団体にお
ける買物支援事業本部の事務局運営に従事することでビジネスの基本的マ
ナーや一般事務のノウハウなどが学べる上、三鷹ネットワーク大学等で開
催の人材育成講座への受講を予定している。

2 - -

三鷹市
地域人づくり
【雇用型】

その他
路線測量等調査業務（測量技術者の入職促
進・人材育成事業）

新規雇用者について、公益社団法人日本測量協会が主催するGIS（地図情報
システム）講習会の受講を計画する。GIS講習会ではGIS概念、GISデータの
作成、GISの仕組み、GISの利用について、一人当たり10日間の講習を受講
させ、GISソフトによるデータ作成のスキルを習得させる。その後、道路測
量の実地研修をかねて三鷹市道路現況測量を最新のMMS（モービル・マッピ
ング・システム）を使用してデジタル地図データを実測する。実際の業務
を通じて電子測量数値を使用したデジタル地図情報処理の実務経験を積ま
せる。その後、委託業者もしくは関係業者への就労支援を行う。

4 - -

三鷹市
地域人づくり
【雇用型】

その他
花と緑の広場芝生等管理業務（西洋芝の植生
管理に係る人材育成）

市が管理する公園広場の芝生管理業務を通じて、学校校庭・競技場・ゴル
フ場など地域の施設で需要のある西洋芝の植生管理に係る人材育成・入職
促進を図る。「花と緑の広場」は、6,900㎡という広大な敷地の公園であ
り、年間１万人以上の市民が訪れる市民の憩いの場所である。この広場の
中心にある芝生ゾーンの管理、運営を行う業務に従事し、洋芝の維持管
理、特性、育成状況等の芝の管理について、１年間をかけてスキルを身に
つける。また、Off-JTとして、芝生管理会社の社員による、芝の管理、育
成方法についての研修を行う予定である。さらに、この広場は多くの市民
やボランティアが訪れるため、市民の方に芝生の管理方法や手入れ方法等
の説明をする機会も多いことから、窓口サービスに係る能力も培われる。

2 - -
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所管 事業 分野 事業名 事業内容
新規雇用
人数(人)

支援効果と
しての就業
者数(人)

支援事業
所数(所)

三鷹市
地域人づくり
【雇用型】

その他
市立第五中学校遺跡遺物実測等業務（埋蔵文
化財公開活用を目的とする調査員養成事業）

埋蔵文化財の調査員に必要とされる知識・技術のうち、発掘出土品の図
化・写真資料化を行う技術を養成し、一般見学者等への公開活用コンテン
ツ素材及び調査報告書の素材を作成する。習得可能なスキルは、出土品の
写真撮影技術・写真加工ソフトを使用した写真加工技術、図版作成ソフト
を使用した図版作成技術等である。この事業の実施により、高い専門性と
特殊技術を要するため、人材が不足している業界へ大きく貢献し、また埋
蔵文化財の公開活用を促進することができる。

2 - -

三鷹市
地域人づくり
【雇用型】

その他 文化財資料データベース作成人財育成事業

文化財の写真撮影及びデータベース作成等の知識・技術を養成し、一般見
学者等への公開活用コンテンツ素材を作成する。習得可能なスキルは、画
像編集ソフト及びデータベースソフト取扱いの技術等である。この事業の
実施により、高い専門性と特殊技術を要するため、人材が不足している業
界へ大きく貢献し、また市民からの寄贈民具の公開活用を促進することが
できる。

5 - -

三鷹市
地域人づくり
【雇用型】

その他

商店街のにぎわいづくりをめざした空き店舗
の活用及びＩＴを活用した商店街情報発信事
業
【平成27年度継続事業】

地域活動を目指している人を雇用し、駅前の空き店舗の活用による商店会
と連携したまちのにぎわいづくりのための居場所づくりや情報発信をおこ
なう。当場所の運営や商店街の情報を発信する企画などを実施し、商店街
活性化及び地域コミュニティの形成を図るための人材確保をする。当該事
業に従事することで、web作成のスキルアップ及びイベント企画、運営等の
ノウハウが習得できる。また、商店主の方々とのコミュニケーションをと
ることで、人との付き合い方などが学べるので、今後の就職活動において
経営の経験として活かせる。さらに三鷹ネットワーク大学等で開催の人材
育成講座への受講を予定している。

2 - -

府中市
地域人づくり
【非雇用型】

その他 就業セミナー 市内企業向けセミナ―及び合同企業説明会・就職面接会の実施 - 12 -

昭島市
地域人づくり
【雇用型】

医療・福祉
障害者サービス等利用計画作成支援事業
【平成27年度継続事業】

障害福祉サービス利用者に対するサービス等利用計画の作成補助事務を行
い、社会福祉法人が実施する各種研修や地域の障害福祉サービス事業所等
の諸会議に参加するなかで、意見交換や交流を通じて、障害福祉サービス
に関する経験を積み、今後の就業につなげる。

1 - -

調布市
地域人づくり
【雇用型】

観光業
調布市観光情報誌制作業務（編集・広告・出
版業界への入職促進・人材育成）

地域の魅力が詰まった観光情報誌の制作業務を委託する中で，若年者等を
雇用し，業務に必要な各種ソフトウェアの操作習得や取材，業界について
の人事交流・勉強会等を通じて人材育成を図る。（観光・商業・グルメ・
スポーツ・歴史等と、市の魅力が詰まった観光情報誌の制作業務）

3 - -

調布市
地域人づくり
【雇用型】

観光業
調布市観光PR事業（若年者の観光振興分野へ
の入職促進・人材育成）

観光資源の発掘・開発・情報発信・ＰＲ等に取り組むことにより地域の活
性化を図るとともに，若年者を雇用して人材育成することで観光振興分野
の人材確保を図る。（ちょうふ情報案内コーナー「ぬくもりステーショ
ン」（調布駅地下通路）の運営業務、インターネットを活用した観光情報
の提供業務、市内観光イベントでのPR業務）

8 - -
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所管 事業 分野 事業名 事業内容
新規雇用
人数(人)

支援効果と
しての就業
者数(人)

支援事業
所数(所)

調布市
地域人づくり
【雇用型】

その他
ＩＴ先端技術活用による歴史・文化遺産を核
にした地域の魅力発信事業

調布市の主要な観光地である深大寺地域における観光振興等の地域経済の
活性化を目的として，若者や女性等を対象に雇用機会の創出を図る事業を
実施する。AR技術を用いたアプリ等，市民や観光客等が身近に利用できる
ツールを作製し，地域の魅力発信につなげる。外国人観光客の増加や２０
２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて，多言語対応も視野
に入れる。

6 - -

小金井市 起業支援 その他 中間支援組織設立検討支援事業

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

5 - -

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

1 - -

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

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

16 - -

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

6 - -

小金井市 起業支援 観光業 観光資源連携力育成事業委託

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

7 - -

小金井市 起業支援
学術研究、専

門・技術サービ
ス業

公園等の利用実態調査

公園等の利用の拡大と快適な活用を目指すために、また災害時等の都市活
動を支える重要なインフラとしての役割を認知してもらうために、公園等
の利用のされ方などを現地にて調査し、実態状況を把握する。また、調査
に付帯して公園制札板の夜間対応化、公園灯の蓄電池LED化を行い、公園の
照度確保や一時避難所等としての公園の位置付けの周知を行う。

16 - -

小金井市
地域人づくり
【処遇改善】

その他 文化芸術事業連携中小企業処遇改善支援委託

小金井市においては、芸術文化振興計画推進事業の中で、芸術文化以外の
活動との連携を行う際に　ロゴや広報制作物のデザインという手法から関
わることで既存の活動を活性化する可能性が明らかになった。今回は、一
歩進んで、アートマネジメントや様々なデザインの手法を用いて、企業の
経営をコンサルティングし、業績をあげることで処遇の改善につなげる。

- - 1
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所管 事業 分野 事業名 事業内容
新規雇用
人数(人)

支援効果と
しての就業
者数(人)

支援事業
所数(所)

小平市
地域人づくり
【処遇改善】

その他 中小企業等の発信力強化による販路拡大事業

事業の潜在力、商品力はあるが、売り上げが伸び悩む中小事業者のうち、
ＨＰ・ＳＮＳなど、事業の発信ツールづくりに取り組み、事業所内に発信
力のあるスタッフを養成することに意欲のある事業者に対して、説明会を
実施し、事業経営における情報発信の必要性について理解を深める。その
うち、５団体程度に対して、重点的な支援を実施することで、売上向上と
外注費などのコスト削減によって、賃金アップや非正規社員の正社員化な
どの処遇改善を図る。

- - 2

東村山市
地域人づくり
【雇用型】

その他
野火止用水植生管理
委託事業

「野火止用水歴史環境保全地域」として東京都の指定を受け、『用水路は
原型のままを基本とし、隣接樹林地は明るい雑木林として保全する』とい
う方針に沿い管理を行っている野火止用水の樹木について、平成２３年度
の樹木調査結果をもとに、高木・巨木化している樹木の状況を確認しなが
ら剪定・伐採等を行い、自然災害時（台風等）の隣接人家ならびに沿道通
行者へ倒木等による被害を及ぼさないようにするとともに通学路及び沿道
歩行者の安全確保を図ることを目的とした植生管理を行う。
また、講習による樹木管理・造園に関する知識・技術習得を行うととも
に、植生管理作業の実務経験を積み重ねることによる人材育成を行う。

10 - -

国分寺市
地域人づくり
【非雇用型】

その他 ママインターン事業
離職した女性の再就職支援事業：結婚や出産などライフイベントを機に退
職した、再就職を希望する子育て中の専業主婦や育児休業中の女性を対象
とする、就職支援プログラム事業。

- 5 -

国立市 起業支援 観光業 フィルムコミッション事業委託

1.国立市内の撮影情報収集。
2.「国立市フィルムコミッション」のホームページを作成・更新する。
3.国立市のロケーションをPRするための映像を作成し、ホームページにて
閲覧可能にする。
4.国立市で撮影をするにあたってのパンフレットを作成し、映像制作会社
へ送付する。
5.撮影に協力してもらえる民間施設を開拓し、ホームページやパンフレッ
トにてその施設を公開する。
6.国立市内での撮影に支援協力する。
7.上記の事業を行う「国立市フィルムコミッション」を組織する。

2 - -

国立市
地域人づくり
【雇用型】

情報通信業
課税資料データベース構築によるパソコン操
作技能等向上支援委託

未就職卒業者・出産により離職した女性等の雇用により、土地家屋台帳
データベース構築及びシステムソフトウェア開発に関わる手法またはＰＣ
スキルアップの教育を行う。また、行政事務に関わる不動産登記に関する
知識や各種台帳の取扱いに関する知識について習得させる。それらの知識
を活用した職種に就職しやすい総合的なスキルを身につけさせる事業。

20 - -

狛江市 起業支援
教育・学習支援

業
ICT教育推進サポーター

全教員がICTを積極的に活用し、効率的・実効的授業を行えるようにするた
め、個人情報の取扱い、各種設定、操作指導等のフォローを行う人材を配
置する。

16 - -
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所管 事業 分野 事業名 事業内容
新規雇用
人数(人)

支援効果と
しての就業
者数(人)

支援事業
所数(所)

狛江市 起業支援 観光業
狛江市景観色彩・交通実態等における調査業
務

まちのスポットや景観の地域資源の現状把握のデータをベースに、景観色
彩基準を策定する。また、遠方の遊び場への交通手段として自転車の安全
走行空間を確保するとともに、自動車の流入を抑制し「歩きやすいまちづ
くり」を実現するため、市民の交通実態調査結果等をベースに、交通実態
に即した交通施策の方向性を検討し、狛江のまち-魅力百選で選定された景
観拠点をベースとした地域資源の活用を図る。

4 - -

狛江市
地域人づくり
【雇用型】

サービス業
ICT教育利活用向上事業
【平成27年度継続事業】

ICT教育推進サポーターを各小中学校１人ずつ配置し、各種設定やICTを活
用した授業の補助やICT機器及びソフトの操作説明・研修を行う。

8 - -

東久留米市 起業支援 その他 商店街の空き店舗を活用した農商工連携事業
商店街の空き店舗等を活用し、商店街の活性化に資する事業や地元特産品
の販売やアンテナショップの運営などを行う。

4 - -

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

平成25年度からの継続事業。多摩市内の地場野菜生産農家や特産品生産所
等のＰＲや現場紹介を行い、都市農業を身近なものとし、その振興を図
る。各種ＰＲ充実により市内産品の販売促進や販路拡大にも寄与する。

2 - -

羽村市
地域人づくり
【処遇改善】

サービス業
地域性のある商品・サービスづくりによる販
売促進支援事業
【平成27年度継続事業】

地域性のある売れる商品づくり目指し、活用可能な地域資源と地域事業所
の強み・消費者ニーズに関する調査を実施。併せて、事業参画意欲の高い
企業の募集活動を行う。

- - 3

羽村市
地域人づくり
【処遇改善】

製造業
マーケティングセミナー・実践研修事業
【平成27年度継続事業】

製造業者を対象としたマーケティング概論・自社ブランディング戦略等
マーケティングセミナーを開催。併せて、事業参画意欲の高い企業の募集
活動を行う。

- - 7

西東京市
地域人づくり
【雇用型】

情報通信業 執務室内等文書管理改善業務委託

　庁内各課の執務室の文書について、文書管理の専門的な見地からより効
率的かつ適切な文書の管理の方法を提案してもらい、文書管理の改善を図
る。この事業の委託先において雇用される者については、未就職卒業者又
は婚姻・出産等により離職をした求職女性を対象とする。
　新規雇用者は、文書管理に関する資格を有する者のＯＪＴ及びＯＦＦ－
ＪＴによる研修等を受けながら事業に従事することとし、事業を実施する
過程で文書管理に関する実務経験の蓄積又は文書管理に関する資格の取得
により事業終了後の安定的な雇用を図る。

10 - -

新島村
地域人づくり
【雇用型】

医療・福祉 福祉介護技術者人材育成計画

離島の地理的条件により人材の確保が困難であり、特に資格取得や知識技
術の習得のための場が無いために技術者の人材確保に苦慮している。そこ
で、福祉介護技術者の人材確保のため、新規雇用者及び経験の浅い職員を
対象に、知識・技術の習得のための部内研修及び部外研修等を実施し人材
育成を図る。

6 - -
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