
緊急雇用創出事業計画書（平成２３年度）

1 千葉市
市民の森及び緑地内山林再生事
業

市民の森及び市有緑地等において、良好な山林への再生を図るため、樹木の伐採（萌芽更
新、枯損木処理）や竹の整理等を実施する。 12

2 千葉市 防火安全対策の普及啓発事業
防火安全対策の周知徹底のため、防火対象物の維持管理状況を点検し、消防法令違反の
発生を未然に防止し、違反防火対象物に対して効果的な是正指導を実施する。 16

3 千葉市 発達障害児保育支援員配置事業
障害児保育の枠外である、発達障害児（アスペルガー、ＡＤＨＤ等）のある児童に対応できる
よう、各民間保育園に保育士等を配置する。 22

4 千葉市 介護認定調査員確保事業 失業者を介護認定調査員として雇用することにより、要介護認定事務を円滑に進める。 4

5 千葉市
家庭ごみステーション排出業務
委託

市内全域の家庭ごみステーション（約１９，０００か所）のうち、ごみ出しルールが守られてい
ない箇所や不法投棄が多い箇所を抽出し、定点監視を行いごみ出しルール・不法投棄防止
の周知・指導を行う。

8

6 千葉市
事業所ごみ適正処理周知事業業
務委託

平成23年度は、不在等で調査・指導出来なかった事業所及び不適正排出事業所に対して、
再度適正処理についての周知活動を行う。 8

7 千葉市 緑の保全に係る人材育成事業
街山づくりプログラム等で組織した維持管理団体を、維持管理に精通した作業や、緑地に生
息する動物や植物の解説のできる人材に育成する。 3

8 千葉市
雇用創出マスタープラン策定事
業

長引く不況の影響を受け、雇用情勢も厳しい状況下において、市独自の雇用施策に係るマ
スタープランを作成することにより、雇用を創出する事業を展開する。 2

9 千葉市 固定資産整理表等電子化事業
紙媒体で保管されている固定資産整理表等をスキャナで読み込んで、現行の多くのパソコ
ンで閲覧可能なファイル形式（ＰＤＦなど）で保存整理する。 26

10 千葉市 備蓄倉庫整理業務委託 備蓄物資の機能性や状態の確認、整理・移動、清掃等の倉庫整理業務。 5

11 千葉市
路上喫煙等・ポイ捨て巡視員警
備事業

市内のJR駅周辺地区の路上喫煙等・美化推進地区内において、路上喫煙等及びポイ捨て
の防止に係る巡視活動、過料徴収事務及び啓発活動を実施する。 8

12 千葉市 保存樹木調査事業
市街化区域及びその周辺に存する大径木の樹木を保存樹木として指定し、所有者と協定を
結んでいる。これらの高さ、形状、生育状況を確認し、台帳の整理を行う。 2

13 千葉市 緑地現況調査事業
市民の森、市民緑地、緑地等の管理運営方針、植生管理計画を策定し、必要な管理を実施
していくために、現状を把握する必要がある。そのため、各緑地の現況調査を実施する。 8

14 千葉市 緑視率現況調査事業
緑豊かな都市環境の形成に向け、市街地においける緑化の目標や施策の検討にあたって
の基礎データとなる緑量を把握するため、緑視率調査を実施する。 8

15 千葉市 公園施設調査事業 公園施設調査として、劣化状況の把握と遊具等の施設の安全点検を実施する。 4

16 千葉市 公園利用実態調査事業
今後、公園のあり方の検討やパークマネジメントを推進するにあたり、実際に公園がどのよ
うに利用されているか実態を把握する必要があるため調査を実施する。 4

17 千葉市
若葉区管内公園等樹林地環境整
備事業

若葉区管内の泉自然公園、近隣・地区公園、緑地を対象に、樹木の健全な生育を促すため
の間伐作業や来園者に支障を来す支障木の伐採作業を行う。 9

18 千葉市 大規模公園内山林等再生事業
花島公園緑園ゾーンの樹木が過密になった樹林及び都川水の里公園の休耕田を適正に管
理し、良好な樹林や昔ながらの田園景観へと再生する。 6

19 千葉市 里山保全整備事業
市指定の「里山地区」、市有林及び周辺森林の下刈、風倒木の整理。広葉樹の造林を実施
し、森林環境を整える。 12

20 千葉市 放置自転車追放・誘導指導事業
放置自転車等の著しい市内主要駅周辺の自転車利用者に対し、自転車等の放置防止指導
および自転車駐車場の利用誘導活動を展開することにより、歩行者の安全確保と自転車利
用者のマナー向上を目的とする。

68
重点
分野

21 千葉市 被保護者就労促進事業
被保護者の雇用先を開拓するとともに、就職及び就労継続を支援する。また、求職者に対
するキャリアカウンセリング等を実施し、就労の意欲喚起を行う。 12

重点
分野

22 千葉市
介護施設介護スタッフ確保事業
（介護福祉士養成コース）

介護事業所において、失業者を介護業務に従事するスタッフとして雇用するとともに、雇用
期間中に介護福祉士養成講座を受講させる事業を委託することにより、事業所における介
護従事者の確保・定着を支援する。

9
人材
育成

23 千葉市
介護施設介護スタッフ確保事業
（ホームヘルパー２級養成コー
ス）

介護事業所において、失業者を介護業務に従事するスタッフとして雇用するとともに、雇用
期間中にホームヘルパー２級養成講座を受講させる事業を委託することにより、事業所に
おける介護従事者の確保・定着を支援する。

50
人材
育成

24 千葉市 公民館有料化に係る調査事業 平成２４年より公民館有料化に向け、他市公民館の実態調査を行う。 4

25 千葉市
千葉市緑保健福祉センター環境
整備事業

同センター職員により、除草作業等を行ってきたが、事務量の増加し対応が困難になってき
ている。専任職員を雇用し、同センターにおける除草作業や植栽作業等を行う。 1

26 銚子市 公園美化推進事業
市内公園等を巡回し、遊具の点検、施設の維持管理、樹木の剪定、除草、清掃等を行い、
良好な公園環境の保持を図る。 4
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新規雇用
の失業者

の数
No 市町村名 事　　業　　名



27 銚子市 小学校外国語活動補助事業
新学習指導要領が平成２３年度に完全実施されるまでの移行期間において、臨時教員を雇
用し、小学校の外国語指導体制の確立を図る。 3

28 銚子市 市有地美化･防火防犯事業
観光地、学校近辺及び住宅街角地等にある市有地の除草、剪定等を実施し、景観美化並
びに防火防犯効果を高める。 6

29 銚子市 漁港等周辺施設清掃美化事業
市内の漁港及び公園等周辺施設を巡回し、清掃・樹木の剪定・除草・落書き落としなどを行
う。 4

30 銚子市 観光施設環境整備事業
市内の主要な観光施設である犬吠埼灯台前園地、地球の丸く見える丘ふれあい広場など
の除草・樹木の剪定・落書き落としなど行う。 4

31 銚子市 教育施設環境整備事業
市立学校等の教育施設を巡回し、除草や樹木剪定、プール等の塗装、トイレ等の清掃を定
期的に実施することにより良好な教育環境の維持を図る。 6

32 銚子市
銚子市教育委員会所有歴史・民
俗資料等整理事業

銚子市教育委員会で収蔵している歴史・民俗資料等の活用を図るため資料等を整理し、台
帳を作成する。 7

33 銚子市
銚子市地域包括支援センター業
務事業

地域包括支援センターの相談体制の充実のため、新たに保健師等の職員を配置する。 1

34 銚子市 下水道普及促進員設置事業
下水道未接続世帯を訪問し、個々の事情の把握、パンフレットの配布、接続指導を行い、水
洗化率の向上、料金収入ＵＰを図る。 2

35 銚子市
地場産品等PR用コンテンツ等作
成事業

イオン銚子ショッピングセンターの「イオン行政サービスコーナー」内に設置するデジタルサ
イネージ等のコンテンツ等の作成を行う。 6

36 銚子市 小学校学習支援員配置事業
学習の支援を要する児童が在籍する小学校に対し、新たに学習支援員を配置することによ
り、個に応じた指導の充実に資する。 12

37 銚子市 広報紙デジタル化事業
　紙媒体のまま保存している広報紙をデジタル化（ＰＤＦ化）するとともに、検索用目次ファイ
ルを作成し、広報紙に掲載した記事を容易に検索できるシステムを構築する。 3

38 銚子市 公有財産台帳整備事業 公有財産の調査を実施し、公有財産台帳を整備し、適正な管理を目的とする。 11

39 銚子市 課税適正化資料整備事業
　異動処理等に起因する登記事項の誤謬による課税誤りを未然に防止する為、法務局に登
記されている土地・家屋の登記事項と固定資産土地・家屋課税台帳上の内容の照合を行
い、その不一致の確認及び訂正を行う。

27

40 銚子市 道路維持管理事業
　国から譲与を受けた法定外公共物（里道・水路）について、草刈等の維持管理作業が実施
できない状況にあるため、当事業を利用し法定外公共物の維持管理を図る。 8

41 銚子市 行政ブース設置事業
平成２２年３月開店のイオン銚子ショッピングセンター内に行政ブースを設置し行政サービ
スの向上を図るとともに、観光情報等の提供を行うことにより市の活性化を図る。 2

重点
分野

42 銚子市
観光アテンダントを活用したおも
てなし促進事業

観光アテンダントの活用により観光客へのおもてなしの向上を図る。
また、今後の観光施策の資料を作成するため、観光動向調査などを実施する。 4

重点
分野

43 銚子市
外国人住民の住民基本台帳制度
への移行準備事務

住民基本台帳法の適用対象として適法に在留する外国人住民の住民票作成準備と各種行
政サービスとの連携準備事務。 2

44 銚子市
被災失業者雇用事業（被災住宅
補助金交付等事業等）

東日本大震災に係る様々な被災者支援制度の事務を円滑に進めるため、緊急的に労働者
を雇用し事務処理能力向上を目的として実施する事業。 2

震災
対応

45 銚子市
観光クリエーターを活用した観光
商品づくりとワンストップサービス

観光クリエーターを採用し、観光商品の造成と販売、各商品の手配を行い、従来の来訪者
が個々に情報を取得し手配する手間を省き、銚子での体験観光をサポートする。 1

重点
分野

46 銚子市 被災家屋等調査事業
震災により、被害が生じた市内の固定資産の現地調査及び償却資産申告書とり災証明書
等との突合作業等を行う。 4

震災
対応

47 市川市
市川駅南口周辺道路歩行者誘導
警備業務

再開発事業周辺道路に警備員を配置し、歩行誘導・注意喚起等を行う。 9

48 市川市 住基カード訪問推進事業
住基カードの普及促進を図るため、市内事業所や「市民まつり」をはじめとする各種イベント
会場等に出向き、その場で申請の受付を行う。【直接雇用】 8

49 市川市 商店街環境美化事業
減少傾向にある商店会を活性化するため、商店街の美化・清掃活動を行い顧客回復を目指
す。 8

50 市川市
地域ブランドを活用した地域経済
活性化事業

地域ブランドを活用した新たな商品を開発し市川ブランドを全国に向けてＰＲするとともに、
空き店舗等を活用して販売することで地域経済の活性化を図る。 6

51 市川市
求人情報開拓及び雇用奨励金等
啓発事業

市内事業所の雇用状況を把握し、求人情報の掘り起こしや離職者に対する支援を行うとと
もに、市が行っている事業主を対象とした雇用に関する奨励金の啓発活動を行う。 8

52 市川市 大町公園保全整備事業 大町公園自然観察園の自然環境の保全と整備を図る。【直接雇用】 6

53 市川市
市川市自転車安全利用啓発
キャンペーン事業

自転車のマナー向上を積極的にPRし、市民の理解を深め推進するためのキャンペーン事
業を行い、市民への徹底的な周知を図る。 4

54 市川市
博物館資料の収集および館内整
理事業

重要遺跡の発掘調査（荒掘り、写真撮影など）や館蔵資料の整理、企画展示などを補助す
る人材を雇用する
【直接雇用】

5

55 市川市 遺跡調査システム地図整備業務 下総国分寺・尼寺の発掘調査で作成された遺構図面をデジタルデータ化する。 4



56 市川市
曽谷貝塚等出土品資料の整理業
務委託

国遺跡・曽谷貝塚出土資料等の整理作業。 9

57 市川市
権現原遺跡出土資料の整理業務
委託

権現原遺跡出土資料の整理作業。 8

58 市川市
近世及び近現代資料の基礎整理
業務

市が保存管理する近世資料及び現代資料の整理作業を行う。 4

59 市川市 商店街実態調査事業
商店街の現状を調査し、地域の実情に合った施策展開の基礎となるビジョンの見直しにつ
なげる。 7

60 市川市 梨農地等情報集約事業
農薬散布等のことで梨農家と住民との間にトラブルが増えているため、市内の梨畑の状況
について調査を行う。 3

重点
分野

61 船橋市 ITコーディネータ活用事業
市内の小・中学校に学校からの要望に応じて、１～３週間程度の期間、技術者（ＩＴコーディ
ネータ）を派遣し、情報教育推進に関する各種支援を行う。 6

62 船橋市 介助員配置事業
介助員を小・中学校の特別支援学級や通常の学級に派遣し、障害のある児童生徒に対し、
日常生活動作の介助や学習生活上のサポートを行う。 26

63 船橋市
総合教育センター図書室管理委
託

船橋市総合教育センター図書室の管理運営を行う。なお、図書・教育資料を教育情報ネット
ワークを利用し、貸出・予約の申し込みが簡易に行えるようにする。 4

64 船橋市 道路状況等調査事業
市内全域を調査し、破損箇所、危険箇所の把握、発見および早期修繕を把握、発見および
早期修繕を行う。 16

65 船橋市 道路情報データ入力事業
平成２１年度～２３年度道路施設調査等の調査結果を電子データ化し、道路修繕要望等を
システムに入力する。
また、新設された道路の管理台帳を作成する。

8

66 船橋市 災害時要援護者台帳支援事業
災害時要援護者（高齢者や障害者等）の安全を確保するため、要援護者本人との情報共有
化や船橋市災害時援護者台帳システムへの反映を行うため、要援護者の支援台帳を作成
する。

6

67 船橋市
地域包括支援センター運営事業
（委託）

地域包括支援センターにおける相談件数の増加、高齢者人口の増加、相談内容の複雑化
により、業務量の増加等への対応から事務を委託する。 3

68 船橋市
地域包括支援センター運営事業
（直営）

地域包括支援センターでの相談件数の増加、高齢者人口の増加、相談内容の複雑化によ
り、業務量の増加等への対応から事務補助員を直営にて雇用する。 10

69 船橋市
生活保護自立支援相談員設置事
業

生活保護受給者の社会生活における自立の支援（社会生活自立支援）を専門的な知識や
技術等によりサポートする「自立支援相談員」を設置することにより、被保護世帯の自立を
推進する。

3

70 船橋市 建設事業情報等データ入力業務 紙ベースのデータとして保存されている過去に行った建設事業の各種情報が電子化。 10

71 船橋市
埋蔵文化財包蔵分布地図デジタ
ル化事業

埋蔵文化財包蔵分布地図等をデジタル化することで、詳細かつ精度の高い遺跡データの維
持更新を図。 3

72 船橋市 埋蔵文化財普及事業
市内で出土した市指定史跡の飛ノ台貝塚より出土した遺物等の図化を行ってデータ化し、
ホームページでの活用資料とする。 5

73 船橋市 中央図書館施設管理警備業務
施設内での置き引き等の事故防止など安全確保と秩序保持のため日常的に警備を行う必
要がある。 2

74 船橋市
東図書館等複合施設自転車誘
導・指導業務委託

東図書館等複合施設の自転車利用者に対し、駐輪場への誘導・指導・整理を行い 歩道上
の駐輪防止、環境整理に努め、通行人の安全と巡回による館内秩序の保持を図る。 2

75 船橋市 街路樹調査事業
街路樹・グリーンベルトの良好な維持管理と都市環境の保全を図る数、低木の植栽面積等
を把握し、街路樹台帳を作成することにより、街路樹・グリーンベルトの適切な管理が行う。 5

76 船橋市
障害者雇用及び職場実習のため
の就業開拓事業

企業訪問等で障害者雇用のための求人開拓、職場実習先を確保し、障害者就業を支援す
るとともに、障害者雇用に関する情報収集を行う。 4

77 船橋市 総合的就職支援事業
新卒未就職者、若者対象にセミナー、ホームページの構築、調査事業を実施し総合的な就
労支援を実施する。 6

78 船橋市 観光情報のデータベース化事業
既存の観光情報を集約、整理するとともに、新たな観光情報を掘り起こし、それらの情報を
データベース化し、観光客等へのサービス向上、各種施策の基礎資料として活用する。 2

79 船橋市
緊急輸送道路沿道建築物調査事
業

道路閉塞する可能性のある建築物リストの補足調査、個別建築物のカルテ作成、船橋市Ｗ
ＥＢＧＩＳへのデータ入力、当該建築物所有者へのアンケート調査を実施する。 1

80 船橋市 学校施設環境整備事業
小学校・中学校・特別支援学校のトイレ清掃をし、より快適な学習環境を提供するために、
専門業者によるきめ細やかな清掃を実施する。 27

81 船橋市 スポーツ施設点検整備事業
運動広場６箇所、まちかどスポーツ施設を点検整備等をする中で、データを収集し、台帳を
整備し、台帳化し事務処理の利便性向上を図る。 6

82 船橋市 西図書館内警備業務委託
西図書館敷地内における安全が確保できない部分への立ち入りを防ぐこと及び敷地内にお
ける犯罪の防止および利用者の代替施設への誘導、並びに代替施設内における利用者の
適切な誘導を行う。

2

83 船橋市
北図書館等複合施設管理警備業
務

施設内の置き引き等の事故防止などの安全確保と秩序保持のための日常警備を行う。 2

84 船橋市 公立保育園園庭整備事業 園庭環境整備（築山の調整、小屋の設置）の実施や、危険物の撤去を行う。 2



85 船橋市 児童ホーム環境整備事業 市内２０箇所の児童ホームの園庭の整美と施設の適正な管理を行う。 2

86 船橋市 住居表示台帳等電子化業務委託
住居表示台帳、住居表示新旧対照表等の公簿類の劣化が進んでいるため、電子媒体での
保存及びシステム化を行うことにより、各種証明書の発行の容易化や市民などの問い合わ
せの迅速化を図る。

43
重点
分野

87 船橋市 フィルムスキャニング事業
昭和４０年代～平成１５年までの貴重な資料（ネガ）をフィルムスキャニングし、データ管理化
を進める。 28

重点
分野

88 船橋市 運動備品整理データベース事業
運動公園内にある、多数の備品類を総合的にチェックを行い、データを電子化し利用者へ
の貸し出し業務の利便性向上を図る。 3

重点
分野

89 船橋市
文化財普及用ガイドブック作成委
託事業

文化財の普及・活用事業を行うことを目的に、エリア別でマップ作成を委託する。 3
重点
分野

90 船橋市
小中学校学校備品整理カード
データベース事業

小中学校の備品について、データベース化をすることで、事務処理の軽減とデータを共有す
ることで事務等の簡素化を図る。 6

重点
分野

91 船橋市
ひとり暮らし高齢者等に係る支援
事業の周知啓発事業

ひとり暮らし高齢者等見守り活動支援事業について、町会・自治会等地域団体以外の団体
等に対して見守り活動を実施してもらうための啓発を行う。 2

重点
分野

92 船橋市 老人福祉施設等台帳整備事業
県から中核市に移譲される、条例制定権の拡大や、県から中核市に事務移譲がされる前
に、老人福祉施設等の施設台帳を作成する。 2

重点
分野

93 船橋市 建築計画概要書データ化事業
建築計画概要書を一台のマイクロリーダー機により出力しているため、情報を電子データ化
しパソコン上で事務処理を行う。 12

重点
分野

94 船橋市
家庭児童相談室相談基本情報
データ入力事業

現在手書きで管理している「相談基本情報及び相談経過」約1500件をデータ入力する。 2
重点
分野

95 船橋市 美術品台帳整理事業
市蔵書の美術品（絵画）の整理及び台帳を作成し、データベース化を行い、適正な管理を行
う。 1

重点
分野

96 船橋市 住民記録データ整備事業
住民記録（住民票・印鑑登録・外国人登録）の正確性を向上させ、事務の効率化を図ること
を目的とする。 4

重点
分野

97 船橋市 広報紙データ化作成業務委託
広報紙及び広報ふなばし写真版「Ｐｈｏｔｏふなばし」について、キーワード等から記事検索
や、過去の記事の長期保存が可能となるよう電子データ化を行う。 2

98 船橋市
船橋市融資制度利用者等データ
入力事業

船橋市融資制度利用者の申請書類・添付書類をスキャナーにて画像データ化し、「船橋市
融資斡旋システム」に取り込むことで、迅速な検索、保管スペースの削減等、事務の効率化
を図る。

1

99 船橋市
船橋市住宅リフォーム地域経済
応援事業

新たに実施予定の住宅リフォーム地域経済応援事業の交付申請者の受付・窓口相談、電
話相談業務などを行う。 3

100 館山市
都市部との経済交流サポート事
業

観光振興・移住定住の促進を図るため、都市部との経済交流事業のサポート、イベント補
助、ＰＲ活動を行う。 2

101 館山市 博物館収蔵資料整備事業
旧安房博物館の資料と城山公園内の本館資料を有効に利活用できるように、資料台帳等
の整備を行う。 4

102 館山市 森林環境整備事業
放置されたままとなっているマテバシイが農林水産環境に悪影響を及ぼしている。これを伐
採し、間伐し水産資源の確保と、有害獣対策の一助としたい。 5

103 館山市 公道の除草作業 市道及び法定外道路（里道）の適切な管理及び環境美化を目的に行う。 4

104 館山市 one-stop案内相談業務 各部署と連携し、的確に市民からの相談や要望に答える。 4

105 館山市
ターゲットを絞った観光マーケティ
ング事業

効果的な観光客誘致を図るため、地域ならではの情報を提供し、観光ＰＲ・キャンペーンを
実施する。 4

106 館山市
博物館画像等データベース化事
業

画像データ等の資料をデータベース化し、実物資料と合わせて効率的に利活用できる新た
な検索システムを構築する。 4

107 館山市 新聞デジタル化事業 館山市関連記事をデジタル化し、記録媒体に保存し、管理する。 2

108 館山市 河川環境改善事業 市が管理する普通河川及び準用河川の環境美化と災害防止のための撤去作業を行う。 3

109 館山市 ごみの減量化推進事業
環境の保全と持続可能な社会の構築ｗの図るため、３Ｒの推進及び分別収集のための啓
発活動を行う。 2

110 館山市
市内農水産品に関する情報収
集・データ構築委託業務

地元産品のブランド化及び地産地消費への高まりを図るため、農水産品のパンフレット等を
作成し、地域内外に情報発信をする。 2

111 館山市 道路情報管理事業
道路情報管理システムの地番図に境界査定実施過疎を表示し、現在書籍管理している査
定図等が検索できるシステムを構築する。 2

112 館山市 河川環境基礎調査 市管理河川を今後整備するための基礎資料となる現況河川の基本資料の収集を図る。 3

113 館山市 公園予定地の管理・再生事業
館山市所有地の運動公園内の遊歩道に、花木を植栽し、公園予定地の新たな土地活用を
図る。 4



114 館山市 花のまちづくり推進事業
館山市のイメージアップのため、地域資源である「花」の情報をWEB上で発信するなどPR活
動を展開する。 2

115 館山市 固定資産税課税資料整備事業
固定資産税課税データの適正管理のため、土地・家屋の登記事項と固定資産共有者の照
合を行いデータを整備する。 2

116 館山市 「海辺の広場」観光振興事業
観光振興を推進するため、「渚の駅たてやま」に体験学習・交流の機能を有する「海辺の広
場」の開設をする。その施設の管理運営を行うための準備を行う。 4

117 館山市
キャラクターを活用した観光情報
発信事業

マスコットキャラクターを活用し、市内の観光スポットやイベント等の情報を、キャラクターの
視点から観光の情報発信を行う。 4

重点
分野

118 館山市 渚の駅振興事業
観光情報発信・博物館・ターミナル機能を併せ持つ「渚の駅たてやま」の一部オープンに併
せ、利用者の利便性を向上させるため、施設案内や観光情報等を発信し、観光振興を推進
させる。

4
重点
分野

119 館山市 東北関東大震災避難者支援業務 東北関東大震災の被災者の受け入れなどのために、様々な支援活動を行う。 10

120 館山市 障害者自立支援事務補助業務
要援護者台帳の新規データベース構築及び、住民異動記録や障害者区分の変更などの情
報作業をおこなう。また、「障害者基本計画」「障害福祉計画」の策定のためのアンケート調
査の抽出作業及び障害福祉計画策定委員会の運営の補助を行う。

2

121 館山市 赤山地下壕入壕受付事務
指定史跡「館山海軍航空隊赤山地下壕」の有料化に伴い　料金徴収業務およびサービスの
向上のため施設管理等を行う。 2

122 館山市
アジアトライアスロン選手権関連
事業

平成２４年４月に開催される「アジアトライアスロン選手権（ロンドンオリンピックアジア大陸別
選手権）の館山市開催に向けた地元調整・ボランティア募集等業務を行う。 2

123 館山市 渚の駅開設準備事業 「渚の駅」供用前に向けたＰＲ活動や供用後活用方策・実施体制及び運用体制を整える。 1
重点
分野

124 館山市 渚の駅ＰＲ事業
「渚の駅」の周知活動のためのリーフレット・ポスター等の作成を行う。また、式典終了後の
冊子等の作成も行う。 2

重点
分野

125 館山市 地産地消推進事業
地域経済の復興を図るため、「地産地消推進店登録制度」を創設し、農産物直売所利用の
推進事業、地産地消調査事業を実施し、地産地消と農商工連携の推進を図る。 2

重点
分野

126 館山市
新房総半島の漁撈用具収集のた
めの収蔵庫整理

博物館分館の収蔵庫内の資料の配置換え及び収蔵密度の向上を図る。 2

127 館山市 諸証明申請手続きサポート事業
住民サービスの向上のため、窓口に来庁した住民等に各種申請書の記載方法などの説明
を行う。 1

128 館山市
外国人住民に係る住民基本台帳
制度への移行準備事業

外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行のための作業を行う。 1

129 館山市 市議会会議録デジタル化事業 市議会会議録をデジタルデータ化し、経年劣化の防止をする。 2

130 館山市 防災対策強化事業
東日本大震災を受け、市民の防災能力・意識向上を図るために、災害に対しての情報収
集・整理、実態調査等を行い、防災計画等の策定作業を行う。 2

重点
分野

131 館山市
インターネットと連動したラジオ等
による観光情報発信事業

館山市のイメージＵＰを図るため、観光情報や地域情報等をラジオ放送メディアを利用して
首都圏へと情報発信する。 3

重点
分野

132 木更津市 道路環境整備事業 道路施設の草刈、剪定。 5

133 木更津市 読書相談員配置事業
市内市立小中学校に読書相談員を配置し、市立図書館と連携協力しながら、校長ならびに
図書主任の指導のもと業務を行う。 16

134 木更津市
「海ほたる」等の情報発信環境の
充実・活用事業

電子看板をはじめとする「海ほたる」等の情報発信環境の一層の充実と活用を図る。 2

135 木更津市
情報化による進出予定企業等へ
の定住促進プロモーション活動

進出予定企業等に対し、不動産情報、エリア別生活情報、移住者インタビュー等を地域ポー
タルサイトを活用して情報発信し、本市への定住を促進する。 2

136 木更津市 海ほたる観光案内事業
東京湾アクアライン海ほたるＰＡに年間を通じた観光案内所を設置し、自然豊な本市の魅力
を案内する。 2

137 木更津市
富来田地区コミュニティ活性化事
業

日常的に地域内のコミュニケーションを活発化させ、地域コミュニティの活性化を図るため、
富来田地区内居住者の必要な情報を収集し、一覧にしたものを作成、地区内に配付する。 2

138 木更津市 太田山公園環境整備事業
　太田山公園内の広場、園路沿いに生育している樹木約1,160本を剪定することにより、公
園内の環境を改善するものである。 7

139 木更津市 雨水調整池環境整備事業 雨水調整池の除草作業。 5

140 木更津市 田園環境整備事業 用排水路の清掃、草刈等を行なうことにより、排水路の環境整備に寄与する。 3

141 木更津市
東京湾アクアラインを活用した地
域づくり推進サイト運営事業

南房総各地域が主体的に取り組む活動や連携して取り組む活動等を、「東京湾アクアライ
ンを活用した地域づくり推進サイト」により、首都圏をはじめとする対岸地域に一体的に情報
発信を行う。

2
重点
分野

142 木更津市 市街地土地利用状況調査事業
今後のまちづくりに向けて土地利用の実情を調査し、必要な基礎的情報の収集及び整理を
行なう。 4

重点
分野

143 松戸市
文書の移動整理及びDB作成委
託事業

松戸市の保有する公文書を段階的に整理し、過去の公文書を活用し易く、情報公開に対応
した環境を整える。 6



144 松戸市 地域安全パトロール委託事業
市民の足となる自転車の被害やひったくり被害を予防するため、自転車利用者にチラシや
物資を配布しながら指導や助言を行う。 9

145 松戸市 外国人福祉相談事業
福祉部門に相談にこられた、日本語が不自由な外国人の方に対するコミュニケーションを取
るため、外国語（英語）の堪能な失業者を雇用する。 1

146 松戸市
地域包括支援センター等業務補
助事業

市内3箇所に設置する地域包括支援センターにに配置される専門職（保健師、社会福祉士、
主任ケアマネジャー）を増員する。 6

147 松戸市 松戸市立保育所美化事業
松戸市立保育所の所庭の除草や遊具の点検、清掃また保育所内外の清掃を通して保育所
の景観や室内外環境を維持し美化を目的とする。 9

148 松戸市 求職者向け職業訓練事業
求職者の職業能力を高め、求人企業のニーズに応える、パソコンと簿記の職業訓練事業を
実施し、雇用の促進を図るとともに、本事業の講師に失業者を雇用する。 3

149 松戸市
雇用に関する企業の動向調査事
業

市内企業の雇用状況を調査分析し、今後の松戸市経済・雇用対策の基礎資料とする。 5

150 松戸市 公園等安全・安心対策事業
公園緑地の安全対策や迷惑行為の防止に努め、来園者が安心して気持ちよく利用できる
空間として公園等を提供する。 3

151 松戸市
街路樹・公共樹林等パトロール管
理事業

４人体制のパトロール班による、街路樹や公共樹林地等の育成状況調査及び危険物の処
理等。 3

152 松戸市 学校図書館活性化事業 学校図書館運営の人的支援を目的として、図書館運営に係る図書システムの構築を図る。 10

153 松戸市 英語活動支援事業
小中学校での英語によるコミュニケーション能力向上を目的とし、子どもたちの英語活動や
英語学習がスムーズに実施できるよう人的支援を行う。 20

154 松戸市 松戸市立小中学校校庭管理事業 松戸市立小中学校の校庭清掃を通して学校施設の快適空間を目的とする。 3

155 松戸市 松戸市立小中学校美化事業 松戸市立小中学校のトイレ清掃を通して学校施設の快適環境を維持し美化を目的とする。 3

156 松戸市 市立松戸高校部活動支援事業 部活動を支援することを目的に、有能な人材を雇用し、部活動を強化する。 6

157 松戸市 美術資料調査整理事業
美術館等の開設の基盤を整備するための、①美術資料整理、②美術図書整理、③市内在
住作家調査、④美術情報翻訳の各事業を行なう。 7

158 松戸市 中小企業経営ニーズ調査事業
松戸市内における中小零細企業者の経営における現状と課題、支援ニーズ等を調査及び
分析や行政支援の今後の方向性等について検証を行う。 15

159 松戸市 建築計画概要書データ入力事業 紙ベースで管理されている建築計画概要書を電子化するため、システム入力を行う。 20
重点
分野

160 松戸市 ＩＣＴ支援員活用事業
小中学校及び高等学校において、授業や研修等において教員のＩＣＴ活用をサポートする「Ｉ
ＣＴ支援員」を各学校に巡回配置し、ＩＣT活用に伴う準備に係る教員の負担軽減及びＩＣＴ活
用指導力の向上等を図る。

16
重点
分野

161 野田市 不法投棄巡回及び収集運搬業務
不法投棄防止のため、巡回により未然防止や早期発見を行い、不法投棄があった場合は
収集運搬をする。 12

162 野田市 道路後退整備事業調査業務
安全で快適な道路空間を創出するため、市内全域の道路後退箇所の現地確認及び地図落
とし込み作業を行う。 4

163 野田市
地域包括支援センターによる地
域相談体制の強化

地域包括支援センターにおける地域相談体制を図るため、情報収集整理業務や、介護予
防ケアプラン作成を行うための職員を配置する。 2

164 野田市 埋蔵文化財整理作業
市内で発掘された埋蔵文化財のうち、現在未整理となっているものが博物館等で公開・展
示できるよう、整理や基礎作業を行う。 8

165 野田市
教員補助者（ICT支援員）による、
ICTを活用した教育の充実を図る
事業

小中学校におけるICT活用を推進し、教員のICT活用の活用能力及び情報管理能力の向上
を図ることを目的に実施。ICT機器使用時の機器設置、撤去及び操作指導やホームページ
作成と更新の指導等を実施。

5
重点
分野

166 野田市 学校図書室蔵書整理事業
市内小中学校の学校図書室を機能的に活用するため、図書台帳を整理し、図書それぞれ
にバーコードを貼付し、データベース化を行う。 14

重点
分野

167 野田市
スクールサポートカウンセラー配
置事業

これまで生徒指導上の問題として扱われてきた暴力行為や器物破損等の反社会的行動を
とる児童生徒、被害を受けた児童生徒、保護者に対してカウンセリングを行い、平常な学校
生活を送ることができるよう相談援助を行う。また、指導上の悩みを抱える教職員への相談
援助を行う。

1
重点
分野

168 野田市 ５年生算数指導助手配置事業
小学校５年生の算数の授業を中心に、児童にきめ細かな指導を行い、学力の向上を図る。
これまで市独自に３・４年生で実施していた算数における少人数授業等講師の派遣事業と
は別に、新たに５年生に指導助手を配置する。

8
重点
分野

169 茂原市 公園管理事業 公園緑地（予定地含む）の除草集草・公園樹の剪定を行う。 10

170 茂原市 公園施設日常点検事業 公園施設の日常点検を行う。 2

171 茂原市 公園台帳電子化事業 紙による公園台帳を精査し、電子化を行う。 3

172 茂原市 遊水公園及び準用河川管理事業
鶴枝遊水公園の有効利用及び準用河川等の排水路機能の維持・管理のため、除草業務を
行う。 6



173 茂原市 街路樹管理事業 街路樹の剪定を行う。 5

174 茂原市
小中学校及び幼稚園環境整備事
業

小中学校及び幼稚園の環境を整備するため、樹木の枝切り、剪定、草刈り等を行う。 4

175 茂原市 保育所環境整備事業 保育所の環境を整備するため、樹木の枝切り、剪定、草刈り等を行う。 2

176 茂原市 市民体育館環境美化事業 健康づくりスポーツ広場を含む市民体育館敷地の除草等の美化作業を実施する。 4

177 茂原市 地域安全パトロール隊事業
民間の警備業者に業務委託し組織した地域安全パトロール隊による犯罪抑止活動を実施
する。 8

178 茂原市
幼稚園・小中学校特別支援教育
支援員配置事業

日常生活上の介助を必要とする園児・児童・生徒の食事などの補助や、LD園児・児童・生徒
に対する学習活動上のサポートを行うため特別支援教育支援員を配置する。 10

179 茂原市 小学校図書館支援員配置事業
学校図書館支援員を配置し、各小学校の図書館において書架の整理、整頓、図書の修理
を行う。 2

180 茂原市 固定資産家屋照合調査事業
平成23年1月1日現在の航空写真、地番図をもとに家屋課税台帳と現況家屋の机上照合調
査を行い課税客体を特定し、併せて家屋図をデータ化することにより課税資料の整備を図
り、課税事務の円滑な推進を図る。

16

181 茂原市 境界査定簿冊資料電子化事業
土木管理課が所有している境界査定資料の電子化を行い、業務の効率化及び管理の適正
化を行う。 14

182 茂原市 準用河川現況調査事業
茂原市内の準用河川の現況調査を行い、併せて調査結果を電子化することにより河川管
理の適正化を図るとともに住民サービスの向上に資することを目的とする。 8

183 茂原市 文化財資料整理等事業 考古資料の整理を行い、遺跡台帳の基礎資料の作成を行う。 4

184 茂原市 都市計画資料電子化事業
現在使用しているアナログの地形図、用途地域図、都市計画道路等の都市計画に関連す
る資料を電子化することにより、業務の効率化及び管理の適正化を図り、住民サービスの
向上に資する。

30
重点
分野

185 茂原市
要援護者（障害者）リスト整備事
業

　災害時等の要援護者（障害者）に対する支援を円滑・的確に実施するため、対象者リスト
を整備するとともに対象者個々の支援計画を作成し、災害時等の対応の充実を図る。 1

重点
分野

186 茂原市 介護雇用プログラム（介護施設） 雇用者が介護施設で働きながら、ホームヘルパー2級の資格を取得することを目的とする。 10
人材
育成

187 茂原市
介護雇用プログラム（障害者支援
施設）

雇用者が障害者支援施設で働きながら、ホームヘルパー2級の資格を取得することを目的
とする。 3

人材
育成

188 茂原市 子宮頸がん等ワクチン接種事業 子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種事業を実施する。 4

189 茂原市
災害時要援護者（障害者）避難
支援プラン推進業務

「要援護者避難支援登録制度」（個別計画作成）の実施に向け、支援体制整備、制度の周
知・啓蒙などの事務を補助する。 1

190 茂原市 法定外公共物現況調査事業 法定外公共物（ため池）の現況把握を行い、適正な維持管理に資する。 2

191 成田市 障がい者雇用促進事業 就職を希望する障がい者に雇用機会を提供し、障がい者雇用の促進を図る。 10

192 成田市
こども発達支援センターきょうだ
い児保育事業

こども発達支援センターで、母子が療育を受けている間、きょうだい児の保育を実施すること
により、こども発達支援センターの利用を促進する。 2

193 成田市
里山を利用した障がい者と市民
の交流モデル事業

知的障がい者の入所施設に隣接した市所有の山林を整備し、市民障がい者が交流できる
憩いの場として活用する。 4

194 成田市
京成成田駅東口駅前待機駐車場
管理事業

京成駅前の路上駐車を抑制し安全確保を目的として設置した、送迎車用の一時待機駐車
場の適切な利用を図るため管理を行う。 6

195 成田市 公共施設白書作成事業
公共施設の現状を把握するとともに、今後の施設の維持管理、更新、機能再編のあり方を
検証し、今後の施設管理の基本方針を策定する。 2

196 成田市
家屋評価調書ファイリングシステ
ム作成事業

「紙」の家屋調査資料のデジタル化を推進し、課税事務の効率化を図ると同時に、窓口での
住民の照会に当たって、効率よく対応が可能なよう住民サービスにも配慮した仕組みの構
築を行なうものである。

13

197 成田市 子ども医療費助成事業
新たに中学生を対象とした医療費助成行い、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって中
学生の保健の向上及び子育て支援の充実に寄与する。 2

198 成田市 肺炎球菌ワクチン助成事業
新たに肺炎球菌ワクチンの予防接種を行った児とその保護者に対し接種費用の助成を行
う。（申請受付及び交付決定通知、助成金振込作業等） 2

199 成田市
着ぐるみキャラクターを活かした
観光ＰＲ事業

「成田市観光キャラクター」の着ぐるみを活用（数多くの行事・式典・イベント等に出演）し、
キャラクターを生かした市の観光ＰＲを効果的実施する。 6

200 成田市 愛称看板等データ整備事業
道路愛称看板や市内装飾街路灯について、現地精査を行いうとともに、データを電子化し、
管理事務の効率化を図る。 2

201 成田市 指定道路情報管理事業
位置指定道路について、指定道路調書を作成するための図面の整理、取り込みの作業を
行い、管理事務の効率化を図る。 2



202 成田市
三里塚記念公園防空壕他観覧化
事業

「日本の歴史公園１００選」に選ばれた三里塚記念公園の防空壕を一般公開するにあたり、
適切な管理人を常駐させる。 4

203 成田市
埋蔵文化財照会データ電子化事
業

紙ベースで管理されている埋蔵文化財データを電子化することにより、照会事務の効率化
を図る。 2

204 成田市
サイクリング（ウォーキング・ジョ
ギング）コース整備事業

サイクリングコース整備のため、現地確認を行い、事前資料を作成する。 2

205 成田市
視覚障がい者用資料デジタル化
事業

視覚障がい者用のアナログ録音図書を、デジタルデータに変換することにより、利用者の利
便性向上を図る。 2

206 成田市 総合窓口受付業務事業
窓口業務については、迅速且つ正確な事務処理が住民より常に求められており、総合窓口
の開設により、証明書受付交付と各種届出業務を分離し、受付・発行を業務委託する。 5

207 成田市 成田市人材育成事業
市内企業に委託し、学卒未就職者（卒業後３年程度のものを含む）を対象として、地域の企
業で働くために必要となる知識・技術を習得させる人材育成を行う。 15

人材
育成

208 成田市 放射線量測定事業
福島第一原子力発電所の事故に伴い大気中に飛散した放射線量について、市内保育園・
幼稚園・小学校・中学校等の園庭・校庭における大気中の放射線量を測定し、市民が安心
して生活できるよう情報提供を行う。

2
重点
分野

209 成田市 税務資料整備事業業務委託
長年にわたって紙資料として保管されている旧公図・土地宝典について、画像データとして
保管し、事務の効率化や住民サービスの向上を図る。 3

210 成田市 公図データ整備事業業務委託
現在、スキャンデータで管理している市内3,700図郭の公図を座標入力してデジタル化し、公
図の迅速な検索が可能になることで、住民サービスの向上を図る。 7

211 成田市 被災失業者雇用事業
東日本大震災により被災された方々の雇用の場を確保するため、市の非常勤職員として新
たに雇用する。 5

震災
対応

212 佐倉市
佐倉西部自然公園区域内山林整
備事業

佐倉市畔田・下志津地区の里山環境を取り込んだ公園の開設に向け、荒廃している状態に
ある里山環境の更なる悪化を防止するために整備をおこなう。 5

213 佐倉市 佐倉市内斜面林整備事業
歴史的、景観・環境的、防災的な観点から重要となる多数の特色ある斜面林を良好な状態
に復元する。 4

214 佐倉市 文化財収蔵資料整理事業
文化財収蔵庫に収納されている考古資料・歴史民俗資料等について、学校教育・生涯学習
等での活用の促進を図るため、再整理を行う。 6

215 佐倉市
公有財産データベース化業務委
託

公有財産台帳をデータベース化することで、資産の管理、市活用・処分に際しての情報分析
性能を高める。 8

216 佐倉市
既存公共建築物基本図面CAD化
事業

緊急性を要する改修設計業務等の効率化を図るため、既存公共建築物の建築基本図面を
CADによって作図し、電子データ化をおこなう。 12

217 佐倉市 特殊建築物定期点検業務委託
市の公共建築物のうち、建築基準法第12条にもとづく特殊建築物の定期点検を行い、点検
結果を報告書としてまとめる。 10

218 佐倉市 きめ細かな指導推進事業
それぞれの児童の実態に応じた少人数のきめ細かな指導を行うことによる、児童の基礎学
力の確実な定着のため、少人数指導教員を雇用し、対象となる小学校に配置する。 10

219 佐倉市
佐倉市ウェブサイト新システム移
行作業委託

ウェブシステムの新規導入に伴い、現行のウェブページについて、新システムへの移行作
業をおこなう。 6

220 佐倉市 歴史的景観整備事業
市の史跡・文化財施設等の歴史的景観について、見学者の学習効果・利便性の向上を図る
とともに所有者や近隣住民に文化財保護を認識してもらうための整備を行う。 4

221 佐倉市
東北地方太平洋沖地震の被災者
及び避難者対応業務事業

東北地方太平洋沖地震の被災者及び避難者を支援するため、臨時職員を配置し、罹災証
明受付・発行や避難所の受付・連絡業務等を行う。 4

222 佐倉市
障害者自立支援法等の改正に伴
う事業

障害者自立支援法等の改正に伴う各事業を実施し、障害者の自立生活や地域生活を支援
することによる福祉の向上を図るため、臨時職員により当該事業の円滑な実施のための通
常業務補助をおこなう。

1

223 佐倉市
農地基本台帳電子化推進データ
入力作業委託事業

農地法改正に伴う管理事務負担増への対応及び農地の利用集積に関する情報の有効利
用のため、農地基本台帳等の紙ベース情報を電算化する。 3

224 佐倉市
公会計資産台帳作成業務支援事
業

公有財産について、公会計に準拠する公正価値評価による台帳システムを整備するにあた
り、1資産ごとの情報を入力する作業を委託する。 4

225 佐倉市 観光スポット整備事業 市内散策路を観光スポットとするための整備を行う。 8
重点
分野

226 佐倉市 中央公民館緑地整備事業 中央公民館敷地内の緑地を整備し、緑の景観と利用者の安全性と利便性の向上を図る。 4

227 佐倉市
視聴覚ライブラリー資料整理事
業

視聴覚ライブラリーで所蔵する１６ﾐﾘﾌｨﾙﾑ、ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟ貸出利用促進を図るため、新しい教
材目録の作成などを行う。 2

228 東金市
東金市内ＪＲ三駅駐輪場整理緊
急雇用事業

東金駅・福俵駅・求名駅にある駐輪場の整理を行う。 6

229 東金市 雄蛇ヶ池環境整備事業 雄蛇ヶ池の自然保全を目的とし、環境整備を行う。 3

230 東金市 みんなの森整備事業
セントラルパーク区域内及びその周辺等の自然保存を目的とし、樹林地の草刈り、樹木の
剪定、枯れ木の伐採等の環境整備を行う。 4

231 東金市 道路排水美化事業
道路側溝の清掃をし、排水機能の回復を図るとともに、道路環境や沿道住環境を良好に改
善する。 5



232 東金市 東金市内夜間巡回警邏事業
犯罪発生の抑止を図るため夜間警邏を実施するとともに、併せて防犯灯の球切れ点検など
を行う。 12

233 東金市 観光案内所開設事業 八鶴湖畔の観光案内所を開設する。 2

234 東金市 不法投棄防止対策事業
市内公有地の不法投棄のおそれがある箇所の監視パトロールを行い、不法投棄物を発見
した場合は当該廃棄物を回収する。 2

235 東金市 公園環境整備事業 公園の美観の向上や防犯対策のため、園内の樹木剪定や枯枝等の伐採を行う。 4

236 東金市 水辺環境改善事業
河川・水路や調整池等の雑草の除去
等を実施し、水辺環境を改善するとともに、視界の悪い区域を減少し防犯等の効果も図る。 3

237 東金市 学校不適応生徒児童支援事業
市内小中学校において、特に低学年児童・生徒の教室不適応、特別支援を必要とする児童
生徒などに対応するため、非常勤講師を配置する。 5

238 東金市 中央雨水幹線管理業務委託
東金市市街地に降った雨水を排除するために設置された水路である「中央雨水幹線」の、
景観の維持と水路本来の機能を発揮できるよう管理することを目的とし、併せて雇用の創出
を図る。

4

239 東金市
東金市消防施設管理台帳整備事
業

市が管理する消防施設の設置状況を正確に把握し、管理データ及び管理図を新規に作成
し、データを基に効果的な施設配備を検討する。 3

240 東金市
境界確認資料電子データ化業務
委託

境界確認資料を電子データ化させ、既存の道路台帳システムに組み込むことで事務の効率
化を図る。 7

241 東金市
東金市公共下水道台帳図整備業
務委託

 東金市が保有する下水道施設（管路等）の資産管理と、管路情報を迅速に提供するため、
基礎資料の再整備と地図情報システム等各種システムを構築し、電子データによる管理を
行う。

4

242 東金市
まちの駅ネットワークを活用した
観光情報発信事業

「観光の駅」である観光案内所を拠点として、市内３６ヶ所の「まちの駅」情報を集約し、来訪
者への情報提供体制を充実させるとともに、「まちの駅」ネットワーク自体を新たなメディアと
して機能させ、東金観光の新たな要素として構成していく。

2
重点
分野

243 旭市
小学校英語教育教諭補助員配置
事業

小学校高学年での英語授業が平成23年度より実施されることに伴い、補助員を配置し、英
語授業の充実と国際理解教育の推進を図る。 1

244 旭市 道路維持管理事業
国から譲与を受けた法定外道水路について、草刈等を新規にに実施し、法定外道水路の維
持管理を図る。 6

245 旭市 公有財産適正管理事業
住宅地内や農地、公道及び海岸地域等に隣接した普通財産及び一部の公共用財産につい
て、除草、刈り払い、剪定等を実施する。 3

246 旭市
まちかどギャラリー管理人設置事
業

商業活性化・空き店舗対策として設けられた「まちかどギャラリー銀座」に管理人を設置し、
常時開設し、商店街の活性化につなげる。 4

247 旭市 公園維持管理事業 平成22年度に供用開始する、三川ふれあい公園の適正な維持管理に務める。 2

248 旭市 中学校維持管理事業 海上中学校の安全対策及び環境美化のため、校地内の芝生・緑地等の維持管理を行う。 2

249 旭市
きめ細やかな農水産業の振興事
業

農水産物の販売・ＰＲ活動や米粉製粉機のメンテナンスを行うことで、市内農水産物のブラ
ンド化や米粉製粉機の有効利用を図るとともに、農村公園や農道等のパトロールを実施す
る。

2

250 旭市
緊急雇用創出　小学校特別支援
教育補助員配置事業

体に障害をもつ児童への介助を含めた学習支援及び発達障害をもつ児童への個別対応や
学習支援を行いながら、当該校の特別支援教育の充実を図る。 5

251 旭市
緊急雇用創出　中学校特別支援
教育補助員配置事業

各クラスに平均6％程度の発達障害を持つ子がおり、学級経営に大変苦慮していることから
支援員を配置し、発達障害のみならず、他の障害にも対応、支援しながら当該校の特別支
援教育の充実を図る。

1

252 旭市
緊急雇用創出　固定資産公図
データ整備事業

適正で公平な固定資産税の課税事務を遂行するため、課税資料のデジタル化により事務
の効率化および住民サービスの向上を図る。 24

253 旭市
緊急雇用創出　防犯灯管理台帳
作成事業

市および各自治会の管理する防犯灯について、電子データで台帳を整備し、住民からの新
規設置や修繕の要望への迅速な対応を図る。 5

254 旭市
緊急雇用創出　災害時要援護者
台帳作成事業

市内で大規模災害が発生した場合、高齢者や障害者など、いわゆる災害時要援護者につ
いて、データベース（要援護者台帳）及びシステムの構築を行う。 5

255 旭市 文化財台帳整備事業
分散して収蔵している文化財を一元的に管理するために、現在保管している文化財の所在
と数量、状況を把握し、台帳を作成する。 5

震災
対応

256 旭市 旭市震災記録誌作成事業
被災を受けた本市の実態調査、写真やビデオ等の記録の整理を行い、今後の防災対策に
活かすとともに後世に被害の実態を伝えていくため、記録誌及び記録DVDを作成する。 3

257 旭市
小学校特別支援教育補助員配置
事業（その２）

発達障害を持つこどもの保護者や学級全体の保護者等を支援していくため、特別支援教育
補助員を配置する。 1

258 旭市 仮設住宅管理人設置事業
　仮設住宅入居者には、要援護者といわれる高齢者等の入居が多く、仮設住宅、集会場の
管理、防犯パトロール及び安否確認や敷地内の清掃並びに市からの回覧、広報誌の配布
など行政からの連絡調整を併せて行う。

4
震災
対応

259 旭市 固定資産台帳更新事業
法務局より送付された平成２３年中の土地の異動（表示部及び権利）に基づき、市保管の土
地台帳システムの更新を行う。 2

震災
対応

260 習志野市
街区表示板等設置状況調査及び
管理台帳システム化事業

街区表示板や住居表示街区案内板の設置場所、設置状況の実態調査を行い、管理台帳等
を作成する。 8



261 習志野市 課税台帳電子化ファイリング事業
現在倉庫に保管されている名寄せ兼課税台帳を電子画像化することで、管理システムにて
一元管理することにより資料の共有化を図る。 11

262 習志野市 家屋登記情報照合事業
家屋課税情報管理システムを構築し、家屋の現況課税情報を法務局が保有する全登記情
報と突合し、課税情報と登記情報の整合性を照合する。 10

263 習志野市 公園安全パトロール事業 公園の安全確保、市民の安全・快適な利用を指導する。 4

264 習志野市
資源物持ち去り監視及び不法投
棄監視パトロール業務委託

習志野市全域（約2,800箇所）のごみ集積所に集められた資源物の持ち去り行為を防止する
こと及びごみ集積所への不法投棄を防止するため、それぞれのパトロールを実施する。 6

265 習志野市 商店街交流施設運営事業
商店街の施設を活用し、商店街と連携しながら、地域コミュニティの再生や地産地消、商店
街の賑わいを促進する。 4

266 習志野市
観光情報の映像コンテンツ制作
事業

充実した観光情報を映像コンテンツにより発信し、「魅力あるまちづくり」を推進することを目
的とする。 5

267 習志野市
地域包括支援センター高齢者台
帳情報整理業務

同センターのサービス向上のため、現有する要支援要介護認定者、特定高齢者及び福祉
サービス利用者約６０００件の高齢者台帳を整理し、データ化する。 2

268 習志野市 路上占用物件実態調査業務
習志野市道における路上占用物件を調査のうえ、公平及び公正の観点から適正化を図る
基礎資料を作成する。 10

269 習志野市 税制改正に伴う保育料見直事業
税制改正により平成23年分所得税から扶養控除が廃止されるが、扶養控除廃止の影響が
保育料に反映されることのないよう、保育料の見直しを行う事務。 1

270 習志野市 学校安全推進事業
児童生徒の通学の安全確保を 図るため、学校安全パトロールを行う。また、学校開設時間
に学校周辺のパトロールや環境整備等を実施し、不審者侵入を抑止する。 28

271 習志野市 農地情報集約事業
習志野市内の農地の作付状況・耕作放棄地の状況等、利用状況を調査し、都市農業推進
の参考とするための資料を作成する。 4

272 習志野市 公有財産台帳（建物）整備事業
公有財産台帳（建物）の整備を目的として、現状の分析において現地状況の把握及び図面
等の作成。 4

273 習志野市 学校図書館整備事業
学校図書館の電算化を行う。市内全小中学校23校を対象にバーコードラベル貼付作業・
データ化作業を実施する。 8

274 習志野市
建築物データ及び指定道路図等
電子化事業

迅速かつ円滑な行政サービスを行うため、建築物データ及び指定道路図等を電子化する。 30
重点
分野

275 習志野市 被災者相談支援事業
東日本大震災により被災された方々の雇用の場を確保するため、市の非常勤職員として新
たに雇用し、東日本大震災に伴う見舞金支給等の各種支援制度について、申請受付対応
等業務を行う。

10
震災
対応

276 柏　市 道路施設管理台帳整備事業 市が管理している道路警戒標識等を適正に管理するための現地調査及び台帳作成。 20

277 柏　市 こどもルーム施設巡回作業
市内３７箇所のこどもルームを定期的に巡回し、施設の点検及び軽微な修繕や清掃等を実
施する。 2

278 柏　市 防犯灯管理台帳整備事業
町会が管理している防犯灯について，補助金の適正支出に資するため，防犯灯の現地調
査及び台帳整備を行う。 20

279 柏　市 若年者就労支援開拓員配置事業
学校卒業後や離職後，無業の状態にある若者の職業的自律を支援するため，就労開拓員
を配置して職業訓練や体験先，就労先の開拓を行う。 3

280 柏　市
屋外広告物実態調査及び管理台
帳整備事業

屋外広告物について実態調査を行い，管理台帳を整備して現状を把握する。 9

281 柏　市 小中学校環境整備事業
市内小中学校において，学校管理職員では十分な管理が困難となっているもので，緊急且
つ適宜管理を行う必要のある，樹木剪定や遊具点検を行う。 6

282 柏　市 道路図書整理業務
市内道路整備予定路線の用地関連図面（公図，平面図，求積図等）データを電子データとし
て整理する。 3

283 柏　市 農地情報整備事業
耕作放棄地について補完調査及び市内の農地全筆について農作物作付け状況等，農地情
報に関する現況調査を行い，台帳を整備する。 4

284 柏　市 障害者就労支援事務事業
障害者の就労に関する相談から企業への定着支援までを実施することで，障害者の就労に
関する総合的な支援を行う。 6

285 柏　市 小中学校管理図書整理事業
小中学校竣工図書等及び法務局調査（公図コピー，測量図コピー，登記簿調査）のデータ
の電子化及びファイリング。 5

286 柏　市
柏市スクールサポーター配置事
業

市内小中学校における教育環境の一層の整備と更にきめ細やかな教育活動の支援を行う
支援員「柏市スクールサポーター」の配置を行う。 46

重点
分野

287 柏　市 地域安全パトロール隊事業
市内各駅周辺の駐輪場パトロールや，駅前での自転車盗，ひったくり防止の注意喚起を行
うとともに，啓発品やチラシなどを配布する。 22

重点
分野

288 柏市 柏市史資料集図版作成事業
今後刊行が予定されている「柏市史　原始古代中世資料」に掲載するため、市内の主な遺
跡について，遺跡図などの原図をデジタルデータ化して整理を進める。 6

289 柏市 中島遺跡出土品整理事務事業
展示及び学術資料として広く市民に公開するため、中島遺跡の未整理状態にある出土品を
整理する。 10



290 柏市 地域内物流システムの構築事業
地場農産物の販路拡大による農業経営安定化策として、農商工等連携支援情報の収集・
提供や模擬「食メッセ・かしわ」の開催、集荷・配送のしくみづくりなどを実施する。 7

291 柏市 農産物安全安心対策事業
独自に農産物の放射性物質の検査を実施し，身近な農産物情報を市民に提供することで，
精神的健康被害の軽減と地産地消の推進，さらに地元農家の保護・支援を行う。 2

重点
分野

292 勝浦市 勝浦朝市案内業務
勝浦朝市に訪れた方に朝市の案内及び観光案内を行い、本市に訪れた方の思い出に残る
旅のお手伝いをする。 2

293 勝浦市 高齢者支援ネットワーク構築事業
要援護者や高齢者世帯の実態把握を行い、生活全体が見渡せるよう台帳整備し保健・医
療・福祉・介護の連携を強化し、切れ目ない支援体制づくりを図る。日常の安否確認や緊急
時の支援体制づくりも併せて行う。

1

294 勝浦市 資源物置場等管理業務
勝浦市クリーンセンター内の資源物置場等において、搬入者に対する分別の指示・案内
や、その置場の清潔保持のため維持管理業務を行う。 2

295 勝浦市 「元気な勝浦」観光PR事業
東日本大震災以降、低迷している市の観光業、商工業を活性化させるため、市公認キャラ
クター（勝浦カッピー）などを利用し、「元気な勝浦」うぃ市内外にアピールし、独自企画の観
光客誘致活動を行う。

2
重点
分野

296 勝浦市 ひな人形仕分け事業
市のイベントであるビッグひな祭りの開催にあたり、全国から送られてくる（約５，０００体）ひ
な人形について、整理、仕分けを行う。 3

重点
分野

297 市原市 市営住宅住環境改善事業 市営住宅の定期巡回や入居者の定期訪問などを実施する。 4

298 市原市 交通安全施設台帳整備事業 交通安全施設の現況調査を実施する。 4

299 市原市 観光イベント支援事業 市民まつり、花火大会などの実施に伴うイベントの準備等を行う。 2

300 市原市
地域包括支援センターサポート
委託事業

地域包括支援センター各種契約事務、書類作成、文書整理等の事務作業を補助する要員
を確保し、専門職が本来の業務に専念できるような体制をつくる。 6

301 市原市 公園緑地及び周辺環境美化事業
憩いの森等の貴重な緑地保全区域の整備を行い、観光資源とし、地域の活性化に寄与す
る。 4

302 市原市 市原市自然環境マップ作成事業
市内における指標生物の生育・生息状況を把握し、環境保全を推進する基礎資料とする調
査報告書や啓発用マップを作成する。 40

303 市原市 都市計画決定図書電子化事業
都市計画決定図書を電子化することにより、保存性を向上させるとともに、検索、抽出作業
の迅速化及び情報の積極的な公開を図る。 1

304 市原市 河川環境整備事業
河川堤防において、倒竹や倒木により河川の流下能力が大きく阻害され、治水上、河川機
能への支障が懸念されているため、特に阻害要因となっている竹林の伐採を行う。 6

305 市原市 合併処理浄化槽普及啓発事業
高滝ダム流入地域（水道水源地域）において、合併処理浄化槽の普及に向けた啓発活動を
実施し、高滝ダムを含める河川等の公共用水域の水質汚濁を防止及び生活環境の保全及
び公衆衛生の向上を図る。

5

306 市原市
不法投棄対策台帳データベース
化事業

不法投棄対策に係る台帳をデータベース化することにより、増え続ける市民の事案照会、
不動産取引に係る過去の土地履歴照会、速やかな苦情処理対応、有効かつ迅速な不法投
棄処理を図ることを目的とする。

3

307 市原市 家屋課税資料整備事業
固定資産税家屋課税台帳の課税データ及び家屋現況図等を固定GIS（地理情報システム）
を活用した地番現況図上に連携させ、家屋特定調査として机上調査及び現地調査を行うこ
とにより、課税資料整備を行う。

11

308 市原市 自転車盗防止パトロール事業
JR八幡宿駅・五井駅・姉ヶ崎駅周辺を中心に,自転車盗及び路上犯罪を防止するための防
犯パトロールを行う。 32

重点
分野

309 市原市 交通事故防止啓発事業
当市は県内において、交通事故による死傷者が常に上位に位置していることから、市内交
通事故多発主要交差点１０箇所で、交通事故防止（抑止）のぼり旗を持った啓発や歩行者
等への声かけによる注意喚起を行い、交通事故防止（抑止）を図る。

20

310 市原市 防犯対策事務充実事業
暴力団排除条例制定・犯罪発生箇所図（GIS）作成・犯罪被害者支援等施策作担当窓口確
定に係る事務を行う。 2

311 市原市
木造住宅の耐震改修促進事業に
係るデータ管理事業

戸別耐震データの入力作業を行う。 1

312 流山市
流山市商工業者実態調査業務委
託

つくばエクスプレス沿線開発により、市内商工業者における経営環境等が刻々と変化してい
るため、その実態と地域課題を把握するための調査を行う。 6

313 流山市 就労支援セミナー企画運営事業
流山市地域職業相談室の相談者の受付案内業務を強化するとともに、「就労支援セミナー」
開催の企画・運営を行なう。 1

314 流山市
発掘調査整理・報告書刊行業務
委託事業

発掘調査が終了した遺跡の整理及び報告書刊行を民間発掘調査会社に委託する。 20

315 流山市
グリーンチェーン認定啓発事務事
業

緑が減少する中で、少しでも緑を回復させるため、グリーンチェーン戦略を推進している。緑
化を積極的に図ってもらうための啓発及び指導を行う。 2

316 流山市 水路現況調査業務委託
市内の区画整理地区を除いた、構造物等を有する既設水路の現況（構造・断面・延長等）を
調査し、都市計画図に入力及び調書を作成する。 5

317 流山市
発掘調査整理・報告書刊行業務
委託事業（その２）

三輪野山貝塚及び三輪野山宮前遺跡から出土した遺物を、早期に遺物洗浄作業を完了す
る必要があるため、５００箱分の遺物洗浄作業を民間企業に委託する。 9

318 流山市
路上喫煙及びポイ捨て防止パト
ロール業務委託

「流山市路上喫煙の防止及びきれいなまちづくり条例」により、市内での路上喫煙及びポイ
捨てを禁止としていることから、歩行者等の安全の確保及び環境美化の推進のため、民間
会社にパトロール業務を委託する。

8
重点
分野



319 流山市
まちをきれいに志隊パトロール業
務委託

「流山市路上喫煙の防止及びきれいなまちづくり条例」により、飼い犬のふんの放置を禁止
したことから、パトロールを実施し、飼い主のマナーの向上、ときれいなまちづくりの推進を
図る。

8
重点
分野

320 流山市 特別支援学級介添員配置事業
　心身に障害を持つ全ての児童生徒に、その障害の程度に即した指導を行うことを目的に、
特別支援学級に介添員を配置する。 5

重点
分野

321 流山市 学校サポート教員派遣研究事業
小・中学校の普通学級に在籍する児童のうち、特別支援学級編入には至らない児童で、個
別に支援を必要とする児童・生徒数が増加しており、授業時や修学旅行など特に支援を要
していることから、学習サポート教員を配置する。

2
重点
分野

322 流山市
小学校外国語スーパーバイザー
事業

平成２３年度より新学習指導要領が施行され、小学校では５・６年生を対象に外国語活動が
正式に実施となる。このため、小学校英語活動指導員の資質の向上、及び支援強化のため
に英語活動指導員スーパーバイザーを配置する。

1
重点
分野

323 流山市 中学校外国語指導助手配置事業

　平成２３年度より新学習指導要領が施行され、小学校では５・６年生対象に外国語活動が
正式に実施となり、２４年度から中学校では英語の授業時間が増える。国の施策を待つまで
もなく、本市として外国語指導助手（ALT）を直接雇用し、英語指導のより一層の充実をはか
る。

4
重点
分野

324 流山市
緊急雇用農業担い手育成支援事
業

就農希望者を対象に、農業生産法人の農園において、農業技術・農業経営等のノウハウを
身に付けさせ、実践的な就農研修等を行い、農業の担い手育成を支援する。 2

人材
育成

325 流山市
発掘調査整理・報告書刊行事業
（遺物整理作業）

東日本大震災の被災者を市臨時職員として採用し、三輪野山遺跡群の遺物の水洗浄、分
類、収納作業を行う。 6

震災
対応

326 流山市 放射線対策事業
東京電力福島第一原子力発電所事故による放射線量の影響のうち、市域の大気中に飛散
した放射線量の測定を行う。 2

重点
分野

327 流山市 放射性物質分析事業
東京電力福島第一原子力発電所事故による放射線量の影響のうち、市内農産物の放射線
量の測定を行う。 2

重点
分野

328 流山市 応急仮設住宅借上げ事業
流山市内に避難してきた東日本大震災の被災者に対して、市が借上げ住宅の提供事務を
新たに行う。 2

震災
対応

329 八千代市
八千代市私立幼稚園教育振興事
業

発達が遅れている児童や，遅れがちな満3歳児が，充実した幼児教育が受けられるように教
育補助者による個別指導を行うとともに，保護者からの相談に応じる。 12

330 八千代市 青空子育て子育ち支援事業
プレーパーク事業地を６カ月間市民に解放し，親の育児不安の解消や，地域の交流及び児
童の健全育成を推進するとともに、自然環境の保全を図る。 2

331 八千代市
不法投棄から市民を守る昼間・
夜間・早朝パトロール

不況の影響により増加している不法投棄から市民を守るため、市内全域を昼間・夜間・早朝
に時間を分けてパトロールする。 6

332 八千代市 小中学校環境整備事業
学校施設の老朽化等に対応し、快適な教育環境の整備を図るため、小中学校を巡回し、清
掃等を行う。 3

333 八千代市 小中学校用地草刈業務委託事業 小・中学校敷地内の下草刈りを行い、快適な教育環境の整備を図る。 6

334 八千代市 少年自然の家環境整備事業
自然に親しむ体験活動を中心とした活動を通して、豊かな人間性の育成や人間関係を深め
るための施設である「八千代市少年自然の家」施設内の，草刈り等を行う。 3

335 八千代市
学校図書館蔵書のデータベース
化事業

学校図書館蔵書のデータベース化を図ることにより、利便性を高め、市内児童生徒の読書
教育を充実させる。 8

336 八千代市 家屋全棟調査事業 家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳と現況家屋の照合調査による家屋全棟調査を行う。 18
重点
分野

337 我孫子市
ＩＣＴ支援員による学校のＩＣＴ化の
サポート体制の整備事業

市内小中学校にＩＣＴ支援員を派遣し教育の情報化に関わる支援を行う。学校広報のための
ＨＰ更新支援体制の整備・確立を図る。 8

338 我孫子市
固定資産課税資料データ化管理
業務委託

登記情報等の課税資料とデータの一元化を行い、課税事務の効率化を図ることを目的とす
る。 12

339 我孫子市 理数教育支援事業
小中学校での理数教育の充実を目的に、理科の実験･観察や算数・数学の少人数指導等
の支援を行う。 19

重点
分野

340 我孫子市
平成２３年度市有建築物の建物
登記業務

市有建築物が不法占拠や勝手に登記されるなどのないよう法的に「義務」とされている建物
の表示登記業務を行う。 6

重点
分野

341 我孫子市
被災失業者雇用事業（東日本大
震災住宅支援事業等）

東日本大震災により被災した世帯について、住宅支援策（住宅修繕）を実施し、被災者の生
活再建を支援する。 4

震災
対応

342 我孫子市
我孫子市被災者支援事業（生活
環境保全等支援事業）

東日本大震災による東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴い発生した放射
線に関する事務及びその他環境保全全般に関する事務補助を行う。 1

震災
対応

343 鴨川市 旧学校施設維持管理事業
平成２１年4月1日から長狭小学校に統合された主基、吉尾、大山の各小学校について、今
後の利活用が決定するまでの間、適正に維持管理する。 4

344 鴨川市 公民館教室開催事業
公民館の利用者のニーズに即した新たな主催教室を企画、運営するため、年度毎に７名を
市で雇用する。 14

345 鴨川市 労働環境向上事業
　男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法の周知徹底のため、事業
所及び労働者を対象に普及活動を行う。 2

346 鴨川市 公有財産台帳整備業務委託事業
『新地方公会計制度実務研究会報告書 総務省方式改訂モデル』に準拠した財務諸表の作
成に必要な貸借対照表における公共資産データ(公共資産台帳）を整備する。 8

重点
分野

347 鴨川市
防犯灯及び道路反射鏡台帳整備
事業

市内全域の防犯灯、道路反射鏡の設置場所、設置状況の実態把握調査を行い、防犯灯、
道路反射鏡を一元管理できるシステムの構築を行う。 5

重点
分野



348 鴨川市 特別支援教育支援員活用事業
小・中学校・幼稚園において、様々な障害のある児童・生徒に対する学校生活上の介助や
学習活動上の支援の充実を図るため、臨時職員を雇用する。 7

重点
分野

349 鴨川市 雇用状況調査事業
労働環境の悪化を受けて、市内企業の雇用状況等を調査分析し、求職者が効率的に情報
収集活動を行えるよう支援する。 1

重点
分野

350 鴨川市 健診（検診）受診率向上事業 特定健康診査・特定保健指導、がん検診等の受診率向上のための受診勧奨等を行う。 1
重点
分野

351 鴨川市
地域介護予防活動及び要介護者
等見守り支援事業

地域包括支援センターにおける介護予防自主サークルの活動支援、及び要介護と認定され
た介護保険サービスの利用のない高齢者宅を介護専門職が訪問し介護状況の確認支援を
行う。

1
重点
分野

352 鴨川市
健康福祉サービスガイドブック作
成業務

新たな健康福祉施策(事業)や提供サービス(既存サービス含む)等について、保健、福祉、
介護の取り組む事業や提供サービス、施設マップをまとめたガイドブックを作成し、市民に配
布。

2
重点
分野

353 鴨川市 体験型ツーリズム推進事業
地域の観光資源を活かした体験メニューの開発、ブラッシュアップを行うとともに、これらを
活用した体験型ツアー等、着地型商品の開発を行うための調査・研究を行う。 1

重点
分野

354 鴨川市
観光情報データベース集積・活用
事業

市内及び周辺地域の観光情報のデータベース化。旅行者の選択によるオンデマンドのパン
フレット製作システムの作成並びに一般ユーザー向け電子及び紙ベースのパンフレット作
成。

4
重点
分野

355 鴨川市
災害時要援護者台帳・マップ作
成事業

災害時における要援護者（避難に支援が必要な者）の生命を守るため、要援護者マップ作
成システムに要援護者の情報を登録し、災害時に避難支援が迅速に行われるよう要援護
者の情報を管理する。

1

356 鴨川市
地域包括支援センター事務補助
事業

１．鴨川市地域包括支援センターを中心とした総合相談窓口の設置のための準備事務。
２．鴨川市地域包括支援センターにおける鴨川市ケアマネジャー連絡協議会、鴨川市通所
介護・通所リハビリ事業者協議会、鴨川市訪問介護事業者協議会などへの研修会、交流会
の開催支援業務。

1

357 鴨川市 鴨川市史編さん史料等整理事業
収蔵史料の電子目録を作成し、写真史料等には画像データを入力をするとともに、突き合
せ作業を行って再整理を実施することによって、保管状態を確認・保持し史料検索の迅速
化、効率化を図る。

1

358 鴨川市 異文化理解促進事業
市民への中国文化の理解の促進を図るため、公民館や郷土資料館等の社会教育施設で
の中国文化を学べる場の提供や、小・中学校の社会科や国際理解教育の授業において、
中国文化を学ぶ新たな環境づくりを構築する。

1
重点
分野

359 鎌ケ谷市
学校図書館蔵書のデータベース
化事業

学校図書館蔵書にバーコードを貼り付ける処理を行い、そのデータをコンピュータに登録す
ることにより、コンピュータによる管理システムを構築する。 5

360 鎌ケ谷市 ＩＴコ―ディネーター活用事業
コンピュータ及び情報通信ネットワークの取扱いに優れた人材を市内の９小学校に配置し、
学校教育における情報教育の推進を図る。 2

361 鎌ケ谷市 特別支援巡回サポート事業
中学校において、発達障がいについての見識をもち、支援の方法等を助言できる者を雇用
し、具体的な支援のあり方について助言等を行う。 8

362 鎌ケ谷市 学校図書館整備事業
学校図書館整備員を配置し図書整備を進めることで電算化へのスムーズな移行を目的とす
る。 7

363 鎌ケ谷市 学校開放施設管理事業
小学校の運動場開放日に監視員を配置することにより、来校者の安全確保を行い、併せて
平日においても各小中学校の環境整備等を行う。 18

364 鎌ケ谷市
広報写真フィルムデジタル化事
業

広報かまがや等の取材で記録したフィルムが年々劣化しており、より良い状態で後世に残
すためデジタルデータ化し、過去の貴重な財産として保存していく。 2

365 鎌ケ谷市
鎌ケ谷市自然環境調査に係る基
礎データ作成・編集事業

鎌ケ谷市環境基本計画に基づく自然環境調査、及び生物多様性基本法に基づく生物多様
性地域戦略策定に係る事前調査等を実施する。 4

366 鎌ケ谷市 子育て支援員活動事業
「子育て支援員制度」を創設し、保育士資格を有する失業者を雇用し、積極的な子育て支援
活動や要育児支援家庭への支援を行う。 4

367 鎌ケ谷市
鎌ケ谷市男女共同参画推進セン
ターネットワークホームページ作
成事業

市男女共同参画推進センターのさらなる充実を図るべく男女共同参画ネットワークが簡単に
図れ、市民の興味・関心を喚起できるようなホームページを作成する。 4

368 鎌ケ谷市 「食育推進」関連啓発事業
市における初めての「食育推進計画」を策定し、「計画書の作成」、「啓発媒体の作成」、「啓
発媒体」を用いた教育活動を行う。 10

369 鎌ケ谷市 児童生徒安全パトロール事業
児童・生徒が犯罪に最も巻き込まれやすい時間帯である下校時から夕方までの間、通学路
を中心にパトロールを実施し、安全な地域環境を確保する。 16

370 鎌ケ谷市
鎌ケ谷市企業誘致基本計画策定
に係る事前調査事業

鎌ケ谷市における企業誘致を推進するにあたり、次年度以降に具体的な施策を明らかにす
る鎌ケ谷市企業誘致基本計画を作成するための基礎調査を実施する。 8

371 鎌ケ谷市
鎌ケ谷市観光ビジョン策定に係る
事前調査事業

観光ビジョン策定の基礎調査として、観光資源調査等を実施し、概況を整理するとともに、
資源の活用方策試案を作成する。 11

372 鎌ケ谷市
シルバー人材センター就労開拓
員育成事業

シルバー人材センターの仕事先、請負先を開拓し、仕事を受注することによる会員の手配
や安全管理・監督を行う人材を育成する。 2

373 鎌ケ谷市 夜間防犯パトロール事業
犯罪の発生の多い時間帯である夕方から夜間・深夜にかけて、駅周辺、駐車場等を重点的
に、市内全域のパトロールを実施し、安全で安心な生活環境を確保することを目的とする。 6

374 鎌ヶ谷市 水害記録電子化事業
紙ベースで保管している過去の水害記録を電子化し、治水対策・計画策定業務の効率化を
図るとともに保管スペースの確保を行う。 1

375 鎌ヶ谷市 河川境界査定図等電子化事業
現在、紙ベースで管理・保管している河川・水路の境界査定図及び境界確定協議書等を電
子データ化する。 2

376 鎌ヶ谷市
建築確認台帳等電子データ整備
事業

過去の建築確認申請受付台帳等紙ベースの簿冊に記録されている情報のパンチ入力や建
築計画概要書をスキャニングし、これらの情報と地図をリンクさせたデータベースを構築す
る。

18



377 鎌ケ谷市
みんなのスポーツ広場管理運営
事業

「みんなのスポーツ広場」に監視員を常駐させ、利用者等に注意を促すとともに、利用方法
の周知を図る。また、管理者が常駐していない、市営キャンプ場等の巡回を行い、安全確認
を実施する。

4

378 鎌ケ谷市 出土文化財基礎整理作業事業
埋蔵文化財を保護するため、文化財保護法に基づき発掘調査を実施し、記録保存を行なっ
た成果として採取し、保管している出土品の整理作業を行い、適切な保管･管理を図る。 12

379 君津市
災害時要援護者（介護認定者）
非難支援計画（個別支援計画）

災害時要援護者非難支援計画を作成するにあたり、要介護認定者を対象に、個別計画・個
別台帳を作成する。 4

380 君津市
災害時要援護者（高齢者）非難
支援計画（個別支援計画）

災害時要援護者非難支援計画を作成するにあたり、高齢者を対象に、個別計画・個別台帳
を作成する。 3

381 君津市
災害時要援護者（障害者）非難
支援計画（個別支援計画）

災害時要援護者非難支援計画を作成するにあたり、障害者を対象に、個別計画・個別台帳
を作成する。 3

382 君津市 夜間・深夜防犯パトロール事業
人口の多い地区を中心に、行事や犯罪発生状況に合わせて、全地区の夜間パトロールを
行い、犯罪の無い安全で安心のまちづくりを実現する。 6

383 君津市 市道環境美化事業
市道脇の除草作業を実施し、交通の安全、車両の視界の確保、地域生活基盤の確保を図
る。 5

384 君津市 主要地方道周辺環境整備事業
県道小櫃佐貫停車場線の景観整備を図るため、植栽箇所の除伐等を行って桜の活性を図
り、美しい景観の創出と健全な森林整備の促進を図る。 3

385 君津市 林道環境整備事業
市営林道（４２路線）については、開設後１０年から～３０年経過しており施設の機能低下が
表れているため、清掃や補修等を実施することで機能回復を行う。 4

386 君津市 小学校施設警備事業 小学校施設の敷地内を巡回することで、児童の安全を確保する。 4

387 君津市 君津市指定文化財環境整備事業
指定文化財のうちの史跡について、環境整備を実施し、市民や見学者が文化財をより理解
しやすい環境と景観を整える。 4

388 君津市 市有林整備事業 市有林（法木及び愛宕市有林（整備面積6ha））の除・間伐及び下刈り。 6

389 君津市 君津市庁舎周辺環境整備事業 君津市庁舎周辺の草刈り、草取り及び樹木の剪定。 2

390 君津市 君津イメージアップ展開事業
マスコットキャラクターの認知度や好感度を高めて効果的なシティセールスやＰＲを行い、本
市のイメージアップを展開していく。 2

391 君津市
コミュニティバス停留所整備及び
乗降調査事業

君津市の運営するコミュニティバス４路線のバス停留所時刻表・経路図の点検と張替え及
びバス停周辺の草刈業務、乗降調査を行い、今後の利用促進を図ることを目的とする。 2

392 君津市 観光客動向調査委託事業
最近の観光客の動向や消費性向をアンケート調査し、今後の観光振興に役立てる。調査方
法は委託とし、市内観光関連店舗、観光客にアンケートをし、環境等を含めた総合的な分析
を行う。

2

393 君津市 防犯灯管理台帳整備事業 市内自治会が管理する防犯灯の実態を把握し、台帳及び管理図面を整備する。 9

394 君津市 図書館資料点検・整備事業
AV資料の修復・内容点検と、児童書の再整備を実施することにより、図書館利用者への迅
速なサービス提供を図る。 2

395 富津市 財産台帳整備事業 公有財産の基礎調査、現地調査を実施し、データの入力作業等を行い、システム化する。 2

396 富津市 要援護者リスト作成事業
要援護者安心ネットワーク支援事業に基づく要援護者リストの作成に関し、要援護者の調
査及びリストの作成・修正業務を行うものであり、市の実施事業として行うものである。 2

397 富津市 新富地区環境整備事業
良好な景観を形成することによって、新富地区の価値を高め、更なる企業進出を図る。
新富水路管理用道路内にゴミ等の不法投棄を防止を図る。 6

398 富津市 学校へのＳＥ配置事業
ICT機器を活用した授業支援および教材作成、校務支援、学校ホームページの更新など学
校におけるICT機器活用の支援等を実施する。 1

399 富津市
文化財・文化財施設環境整備事
業

市内の文化財、及び文化財施設のうち、主に市が所有する土地の草刈と、樹木の伐採等を
行う。 7

400 富津市 蔵書管理事業
公民館、市民会館内の図書館及び移動図書館車の全蔵書にＩＣタグ付きバーコードを、小・
中学校の図書室の蔵書にバーコードラベルを貼付し、市図書館と学校図書室との図書流通
管理システムを構築する。

24

401 富津市 鋸山登山道整備事業
　市内観光施設の鋸山ハイキングコースの安全性、利便性を確保するため、登山道及び休
憩施設の補修整備を行う。 4

重点
分野

402 浦安市 高齢者見守り支援事業
概ね65歳以上で、一人暮らし又は高齢者のみの世帯に対し、見守り支援員が、自宅へ訪問
し話し相手となる。 12

403 浦安市 深夜防犯パトロール事業
深夜の時間帯にパトロール車（青色回転灯搭載１台）で市内を巡回し犯罪の発生抑止、市
民の体感治安の向上を図る。 10

404 浦安市
市内河川水域清掃（クリーンアッ
プ）事業

市内を流れる５河川（旧江戸川、境川、猫実川、掘江川、見明川）の水域及び陸域の清掃活
動を行う。 18

405 浦安市
浦安駅・新浦安駅ポイ捨て重点
地区内路上喫煙（歩きたばこ）防
止推進事業

浦安駅及び新浦安駅のポイ捨て防止重点地区内を範囲として、路上喫煙者に対しての注
意喚起・ポイ捨て防止の啓発・環境美化活動を行う。 8



406 浦安市
浦安市川市民病院未収金収納事
業

浦安市市川市病院組合の解散により、浦安市が事務の承継したため、旧浦安市川市民病
院における未収金の回収事務を行う。 4

407 浦安市 就労アドバイザー配置事業
浦安市地域職業相談室に就労アドバイザーを配置し、就労に関する相談業務を行うものと
する。 2

408 浦安市
浦安市課税資料データ化管理業
務委託

固定資産の課税資料のデータ化により、課税資料を一元管理することにより窓口業務の迅
速化、課税事務の効率化を図る。 19

409 四街道市
住居表示台帳データ化管理整備
業務委託

四街道市の住居表示台帳をデータ化する事により、新築家屋の付番決定や付番管理、新
旧対照等の住居表示関連事務の効率化を図る。 10

410 四街道市
美化推進重点地区等清掃業務委
託

まちをきれいにする条例に基づき、四街道駅北口周辺及び四街道駅南口周辺について、ポ
イ捨て防止のための啓発を行うとともに、美観の保護を図るため、シルバー人材センターに
清掃業務を委託する。

10

411 四街道市 外国語活動補助員配置事業
２３年度から新学習指導要領の完全実施に伴い、外国語活動が市内全小学校（１２校）で行
われるため、各校の外国語活動をサポートするため補助員を配置する。 4

412 四街道市 夜間犯罪撲滅キャンペーン
四街道市防犯協会が所有する青色回転灯付装備車を使用して、市内全域の夜間及び早朝
防犯パトロールを実施し、地域における生活に危険をおよぼす犯罪等の未然防止を図る。 2

413 袖ケ浦市 災害時要援護者情報管理事業
高齢者や障害者など災害時要援護者からの届出による情報を台帳に登録し、災害時に要
援護者がいち早く安否確認や避難支援など必要な支援を受けられるようにする。 1

414 袖ケ浦市 防犯灯設置管理事業
防犯灯設置に係るデータは防犯灯管理システムで管理しており、市内で約３，０００基の２０
Ｗ型を３２Ｗ型に計画的に更新しているが、更新データの入力等を行う。 2

415 袖ケ浦市 墓地公園管理事業
墓地の台帳整理を行いデータベース化し、墓地公園の適正な管理を図ることにより、墓地
使用者の利便性と事務の効率化を図る。 2

416 袖ケ浦市
平岡運動広場調整池周り竹伐採
事業

平岡運動広場（平岡公民館も含む）から流出する雨水を調整排水するための調整池周りに
竹が繁茂しているため、調整機能を阻害しているため、竹の伐採を実施し、機能回復を図
る。

3

417 袖ケ浦市 有害獣捕獲事業
アライグマによる農作物被害が年々増えており、農家からの捕獲依頼も多く寄せられている
ため、集中的に捕獲を実施し、被害の拡大を防ぐ。 4

418 袖ケ浦市
袖ケ浦市ご当地グルメ開発支援
事業

市内産の農畜産物を活用したご当地グルメの開発支援を行い、観光客の周遊増加による
市内商業者の活性化、農業者と商業者の連携促進、市の認知度向上による観光振興を図
る。

2

419 袖ケ浦市 耕作放棄地対策事業
農地法が改正され、農業委員会による利用状況調査が義務化され、耕作放棄地等につい
て、利用増進を図るための指導をすることとなったため、農地の利用状況調査の結果を農
家台帳に入力する。

1

420 八街市 児童医療助成事業
子育て支援の観点から小学校就学前まで実施している乳幼児医療助成を小学校６年生ま
で拡大し、保健対策の充実・保護者の経済的負担を軽減する。 4

421 八街市 幼稚園特別支援事業 特別支援が必要な園児にかかる支援員の配置をする。 8

422 八街市
ごみ集積所管理システム作成事
業

ごみ集積所に関する諸情報をデーターベース化し、ごみ集積所管理システムを構築する。 2

423 八街市 学校司書配置事業
各学校の児童生徒の読書活動の充実と学校図書館の環境整備を図るとともに、読書ボラン
ティアの指導のために各学校に司書を配置する。 12

424 八街市 生活保護制度対応円滑化事業 就労支援サービスの向上を図ることにより、経済的・社会的自立を促す。 2

425 八街市 ICT支援員配置事業
コンピューターをはじめとする情報機器を活用した授業やICTによる校務の効率化を推進す
るためにICT支援員を配置する。 12

426 八街市 境界資料ファイリング業務 昭和６１年度から現在までに境界確定した資料の電算化（ファイリング化）。 5

427 八街市
園児・児童生徒活動支援「八街っ
子サポーター」配置事業

　園児・児童生徒の個別支援及び問題行動の早期発見、未然防止等にあたり、八街っ子サ
ポーターを配置し、本務者を補助し、園児・児童生徒の学習支援及び望ましい生活習慣の
確立と充実を図る。

15
重点
分野

428 印西市
印西市立印旛歴史民俗資料館収
蔵資料整理事業

収蔵資料の台帳整備とともにデータ化を行い一般への公開促進を図るもの。 12

429 印西市 有害獣調査捕獲事業
アライグマによる被害が年々増加しており、農家からの捕獲依頼も多く寄せられているた
め、集中的に捕獲を実施し、被害の拡大を防ぐとともに早期捕獲に努めるもの。 8

430 印西市 公図検索システム導入事業
　印西市で所有する法務局写しの公図を電子データ化するもの。
　データ化することにより、検索業務の迅速化、事務室の収納スペースの向上を図る。 14

431 印西市
道路散乱ごみ回収パトロール事
業

市内の公共用道路敷地に不法投棄された散乱ごみを早期発見・早期処分し、市内の全５駅
周辺におけるポイ捨て物の回収及び回収物の量並びに種別等の実態調査を行う。 6

432 印西市 草深の森環境整備事業
草深の森の管理は、一部分下草刈等の委託を行ってきたが、今までの部分を除き、全体的
に枝打ち、樹木の伐採等を緊急雇用を活用し実施するものである。 4

433 印西市 放射線量測定事業
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、市民の安全安心につなげるため、大気中に
飛散した放射性物質の放射線測定を継続的に行う。 8

重点
分野

434 印西市 農産物の放射性物質検査事業
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、市民の安全安心につなげるため、大気中に
飛散した放射性物質による農産物への影響を継続的に検査する。 2

重点
分野



435 白井市 課税資料整備業務事業
納税者より申出のあった「土地届出書」等の課税資料について、画像データと属性データの
入力を行い、データベースを作成し、システム化することで以降の事務の効率化を推進す
る。

4
重点
分野

436 白井市
６５歳以上所在確認実態調査事
業

65歳以上の所在確認を行うことにより、行政サービスの充実（在宅福祉サービス、特定高齢
者の把握、介護予防事業等）および、行政サービスの適正化を図る。 4

重点
分野

437 白井市
住居表示台帳データ化管理整備
業務事業

住居表示台帳のデータ化を行い、情報公開制度による閲覧請求や窓口業務の迅速対応が
可能となるほか、新築家屋等の符番管理等の住居表示関連事務の効率化を図る。 6

重点
分野

438 白井市
（仮）白井市商工振興条例策定
意識調査事業

(仮)白井市商工振興条例策定に伴う、データの集計及び意識調査等のアンケートを実施
し、集計・分析を実施する。 2

重点
分野

439 白井市
65歳以上所在確認実態調査事
業

近年、核家族化が進み、高齢者のひとり暮らしなどによる孤独死、住居不明者、年金の不
正受給等の問題が多く取りざたされている、６５歳以上の所在確認を行うことにより、行政
サービスの充実（在宅福祉サービス、特定高齢者の把握、介護予防事業等）および、行政
サービスの適正化を図る。

2

440 白井市 商工業振興関係事務事業
市の商工業の振興のため、事業所の申請に基づき「白井市ふるさと産品」として認定をして
いるが、認知度が低いため認定数が少ない。そのため既存資料等の活用や市内商工業者
の把握をし、事業者へ訪問するふるさと産品開拓員を設置する。

1

441 白井市 小学校児童安全対策事業
通学区域の変更に伴う特例的な措置として、児童の登下校の安全の確保を図る。
また、通学区域の変更の付帯条件の一つとして、集団登下校の実施と人的配置による安全
を確保を図る。

3
重点
分野

442 白井市
白井・西白井駅周辺商業施設に
係る駐車場需要動向調査事業

白井市内にある、白井・西白井両駅周辺にある自動車駐車場の利用状況及び駅周辺商業
施設の利用客に伴う自動車駐車場の利用動向を調査し、今後の駅周辺商業施設における
自動車駐車場の必要性を検討する基礎資料とする。

2
重点
分野

443 白井市
被災者雇用事業（災害見舞金に
係る申請受付事務補助等）

東日本大震災により、市内にある住家が一部損壊を受けた世帯に市災害見舞金規則に基
づく見舞金を支給する申請事務を実施。 2

震災
対応

444 白井市 七次台中学校屋外環境管理事業
七次台中学校のグラウンドは土質が悪く、晴天時が続くと、激しい砂埃が舞い上がるため、
散水業務などの屋外環境管理を行う。 2

445 富里市 東日本大震災対応業務事業 東日本大震災に関係する事務が増大しているため、臨時職員を配置し、対応する。 1

446 富里市
高齢者肺炎球菌ワクチン接種費
助成事業

高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業が平成２３年度から開始されたことに伴い、その償還払
いに伴う窓口事務、問診票等のシステム入力作業を行う。 1

447 富里市 富里市選挙意識調査事業
選挙に対する関心を持たせ、投票行動へつなげるための事業を今後実施するにあたり、有
権者の選挙に関する意識を調査するものです。 10

448 富里市 日本語指導補助員配置事業 外国人児童・生徒への日本語指導のための補助員を配置する。 1
重点
分野

449 南房総市
南房総「地域資源の
ＢｔｏＢ」販路・流通開拓事業

南房総の特産である花・野菜の卸売ルートの確立を推進し、集客ＰＲに活用するとともに生
産農家に至るまでの効果波及を目的とする。 4

450 南房総市
観光資源ブラッシュアップ事業
（海岸清掃）

南房総の特化した観光資源である海岸線を磨き上げ、来訪者へのイメージアップを図りリ
ピーターの確保と更なる観光振興を目指す。 3

451 南房総市 営農支援事業
農業の高齢化、担い手の不足等により増加傾向にある耕作放棄地の草刈りや耕運を行い
営農支援することにより農地として復活させる。 5

452 南房総市 森林機能保全・活性化事業
市内に広がる林野の荒廃を防ぎ、かつ、資源循環型農業、地産地消の推進を目指す当市
にとって、現状の歯止めと農業基盤の保全を目的に営農集団の組織化を目指し、支援す
る。

8
重点
分野

453 南房総市 観光誘客推進事業支援業務 着地方観光メニューの開発。 2
重点
分野

454 南房総市 学校ICT活用サポート事業 教育現場でのICT活用の高度化を目指し、教職員対象の研修事業の実施。 12
重点
分野

455 南房総市 公共交通拠点整理事業 高速バス発着点に存在する利用者用駐車場の整理業務。 4
重点
分野

456 南房総市 地域生活路線バス維持事業
地域を運行するバス路線の現状把握をするための乗降調査等を行い、今後の路線のあり
方等について検討を行う。 2

457 南房総市 和田地域力創成事業
南房総市和田地域は、自然豊かな環境の下農林水産業が盛んである。このような環境を生
かし、「地域力」向上を図り、持続可能な地域づくりを目指す。 1

重点
分野

458 匝瑳市 飯高檀林観光案内所運営事業
観光スポット飯高檀林において観光案内所を設置運営し、本市観光PR、周辺美化活動を行
う。 4

459 匝瑳市 交通安全対策事業
街頭交通監視や交通安全巡回を行うとともに、高齢者の安全対策として高齢者宅の訪問を
含めた安全対策を実施する。 2

460 匝瑳市
公有財産台帳（新地方会計対
応）整備業務委託

公有財産の適正な管理のため、公有財産台帳を整備し、併せて新地方公会計制度に対応
した評価額を算定する。 3

461 匝瑳市 自立支援事業
障害を持つ方や生活に困っている方への相談支援のため、障害者相談事業所やハロー
ワーク等との連絡調整を行う職員を配置する。 2

462 匝瑳市 市内環境美化事業 市内の生活道路の除草や公園の枝はらい・植栽、側溝清掃等の環境美化事業を行う。 2

463 匝瑳市 家屋課税台帳整備事業
合併後初となる家屋全棟調査により発見された異動家屋情報を地図情報システムへの反
映させ、併せて合併後に新たに整備する家屋台帳の入力業務を行う。 4

464 匝瑳市 収納対策資料整備事業 市町合併に伴った、滞納整理の基礎データ作成業務を行う。 2



465 匝瑳市 浄化槽台帳整備事業
浄化槽台帳を整備することにより、市内の正確な浄化槽の設置状況を把握し、合併処理浄
化槽の普及促進を図る。 2

466 匝瑳市 海岸線沿線環境整備事業
海岸沿線の観光振興を目的とした「オフショワー計画」に基づく海岸線沿線の環境整備事業
を行う。 4

467 匝瑳市
境界立会情報管理システム整備
事業

過去に行われた道路境界立会情報のデジタル化を図り、財産の適正な管理を行うことを目
的とする。 6

468 香取市 「かとり発見伝」作成業務
香取市の歴史と文化を、大人から子どもまでが学べるような冊子「かとり発見伝」を作成し、
全戸配布する。 8

469 香取市 カーブミラー管理台帳作成業務
香取市内に設置されている市管理のカーブミラーの現地調査を行い、設置状況を把握する
とともに、管理台帳入力システムの作成と調査データの入力を行う。 13

470 香取市 観光施設美化推進業務
「町並み観光公衆トイレ」の維持管理とトイレ周辺の観光施設である「樋橋」及び「舟運事業
発着場所」の美化作業を行う。 4

471 香取市
佐原の町並みにおける修理履歴
等管理システム製作作業

佐原の重要伝統的建造物群保存地区及び景観形成地区を構成する歴史的建造物等の基
礎的情報を一括管理するためのシステムとデータベースを製作する。 4

472 香取市
城山公園緑地・広場美化管理事
業

城山公園内の緑地及び広場内の除草及び樹木の剪定、伐採を行う。 4

473 香取市 境界査定位置図作成業務
香取市が保有している土地境界データの位置を電子地図上に明記してＩＤ番号を付与し、効
率的に情報提供する。 6

474 香取市 教育財産整備事業
廃校となった学校等の教育財産の環境を整備し、市民等が安全・安心に利用できる環境を
整える。 3

475 香取市
香取市公有財産現況調査・台帳
作成業務

　香取市が保有する公有財産（土地・建物）について現況調査を実施するとともに、公有財
産管理システムを導入し、公有財産台帳の整備を図る。 14

476 香取市 税務資料整備業務
　香取市の公図及び家屋台帳（紙ベース）をデジタルデータ化し、固定資産税課税基礎資料
のファイリングシステムを構築する。 30

477 香取市 ごみ減量・リサイクル推進事業
　ごみ集積場等を巡回して分別を徹底させることにより、ごみの減量・リサイクルを推進し、
地球温暖化対策につなげる。 4

478 香取市 観光交流センター管理案内業務
 平成２３年度に新設する「（仮称）観光交流センター」で観光案内業務と展示された特産品・
工芸品等の維持管理及び施設の清掃業務を行う。 4

479 香取市
交流拠点施設等利用者実態調査
業務

　「水の郷さわら」及びＪＲ佐原駅で利用者数のカウントと利用者の属性等の聞き取り調査を
行い、調査報告書を作成する。 10

480 香取市
御用聞き・宅配サービスシステム
試行事業

　高齢者や交通弱者等に対し市内商店街の商品の注文と宅配のサービスをモデル的に実
施し、消費者の買い物ニーズの把握と買い物難民にサービスを提供する環境とシステムづ
くりについて調査研究する。

4

481 香取市
被災失業者支援事業（住宅再建
資金利子補給申請受付事務等）

東日本大震災で被災した住宅の建替え等に係る資金を金融機関から借入れた場合の利子
の一部を助成する「被災者住宅再建資金利子補給事業」を実施するため、その申請受付事
務を処理する。

1
震災
対応

482 香取市 図書館業務臨時職員雇用事業
平成２４年度新館オープン予定の小見川図書館では、図書の新規購入及び既存図書の買
換えを今年度中に行うため、当該図書の整備を行う。 2

震災
対応

483 山武市 　道路パトロール事業
　１級、２級路線を除く生活路線の道路パトロールを実施し、道路の老朽化及び要修複箇所
の把握することにより、住民サービスの向上を目指します。 2

484 山武市
　観光スポット環境美化・自然保
護管理事業

　観光の振興を図るため、山武市の観光スポットやハイキングコース等のクリーン活動を実
施し、観光資源の環境維持を実施します。 4

485 山武市 　環境美化ふれあい事業
　家庭ゴミの分別収集をパンフレットの配布等により啓発するとともに、市内に投棄されてい
るゴミの収集を市民と協働で実施することにより環境の美化を目指します。 8

486 山武市 　学校図書データ化事業
　学校図書館の活性化及び有効活用を図るため、現在煩雑化している図書のデータ化を進
め、今後導入予定のシステムの構築に係る準備作業を実施します。 6

487 山武市 　ペレット製造事業
　山武市における森林資源の多段階有効利用を図るため、山武市の公共施設及び学校に
配置されたペレットストーブの燃料を製造します。 4

488 山武市 消防水利施設管理台帳整備事業
　山武市が管理する消防水利施設の実態を正確に把握し、管理データ及び管理図を新規
に作成することにより、防火対策の向上を図ります。 3

489 山武市 観光総合情報データ構築事業
現在所有している観光データを統合するとともに、取材、撮影を行うことで最新のデータベー
スを構築し、体系的に取りまとめをします。 2

重点
分野

490 山武市 被災失業者雇用事業
被災地における被災者の雇用の場を確保するため、市の臨時職員として新たに雇用し、観
光PR事業や、消費者行政推進事業、農業振興地域整備計画推進事業、退職職員データ整
備事業、やまのおんぶ推進事業、航空機騒音対策事業等を行う。

14
震災
対応

491 山武市
地図情報検索型防犯灯管理シス
テム整備事業

合併前の四市町村分の既存防犯灯データと地図台帳をもとに調査を行い、市が管理する防
犯灯の実態を正確に把握する。 4

重点
分野

492 いすみ市
地域包括支援センター事務補助
事業

地域包括支援センターにおける相談内容の整理、要支援認定者へのケアプラン作成におけ
る補助業務。 4

493 いすみ市 道路及び河川環境の整備事業 市内の道路及び河川の環境整備事業。 12



494 いすみ市 都市公園の維持管理事業 市内全域の都市公園の維持管理。 4

495 いすみ市 寄贈図書調査事業 公民館に寄贈された図書の調査と台帳の作成。 2

496 いすみ市 固定資産税家屋特定調査事業
家屋課税台帳に計上してある課税客体と現況家屋との照合調査を行い、現況家屋の課税
データを特定することにより家屋課税台帳の正確性を図る。 8

497 いすみ市 空き家情報登録制度事業
市への移住希望者等の住宅確保の支援のため、空き家の不動産物件情報を紹介する空き
家情報登録制度事業、いわゆる「空き家バンク」制度を実施する。 1

498 いすみ市 和紙公図電子化業務 和紙公図の裏打ち、補修、製本と電子データ化し、税務資料として整備する。 7

499 いすみ市 公有財産現況調査業務
公有財産の現地調査を実施し、公有財産台帳の精度向上を図る。
新地方公会計制度に対応した資料作成のため、各資産の資料の作成を行う。 9

500 酒々井町
酒々井町交流サロン管理者雇用
事業

ＮＰＯ・地域団体・地域住民等による、まちづくり促進用拠点として整備し、交流サロンの管
理者として、失業者等を雇用する。 6

501 酒々井町
町内出土考古資料整理及び景観
資源基本調査事業

考古資料の補修・実測･図化、景観資源の所在･内容把握等の基本調査を行う。それらの資
料を展示やHPなどを通して情報発信する。 6

502 酒々井町
しすいハーブガーデン管理運営
強化事業

ハーブガーデンを良好な状態に保ち、ハーブの普及・観光事業としての定着を図るため、コ
ミュニティプラザと一体となったサービスの充実向上を図る。 1

503 酒々井町 公共施設等管理事業
本業務は、町所有の公共施設等（学校、公民館、公園、役場等）の危険または伸びきった高
中樹木の剪定・伐採及び下草刈りを行い、安全で快適な施設環境を実現する。 25

504 酒々井町
安全・安心住宅耐震改修普及事
業

東日本大震災により、個人の住宅の耐震性の相談が増加しているため、耐震相談員を配置
し、住民の安全対策及び耐震改修の普及をはかる。 2

505 酒々井町 酒々井町公園管理台帳作成事業 町管理公園の各施設の諸元について、データベース化した公園管理台帳を作成する。 2

506 酒々井町
観光活用のための古民家・古建
築基本調査

地域の観光資源として利活用が期待される古民家・古建築の総合調査を実施する。 1
重点
分野

507 栄町
栄町コールセンター設置運営事
業

町税等の滞納を常習化させない早期段階での取り組みを強化するため、電話による納付勧
奨を行うコールセンターの新たな設置を行う。 4

508 栄町 電話交換業務
電話交換業務について、専属的な職員を常時２名配置することにより、外部からの電話を待
たせることなく、かつ的確に担当部署に転送できる、サービスの向上を図る。 8

509 栄町 栄町総合案内設置事業
来庁する町民において、付き添わなければならない来庁者に対し対応する専属的な職員の
配置を行う。 10

510 栄町 学校図書館司書配置事業 各小学校に図書に精通する人材を配置し、読書活動・言語教育等学力向上を図る。 8

511 栄町 個別支援指導員配置事業
発達障害のある児童生徒を含む通常学級に在籍する児童生徒の適切な学習支援や、ニー
ズに応じた教育の充実を図るため、個別指導員を配置する。 4

512 栄町 歴史資料整理事業
町に収蔵している歴史資料を資料化・データ化するために整理し、文化財の公開・学習に活
用する。 10

513 栄町 栄町龍角寺古墳群環境整備事業
国指定史跡としての指定を受けた龍角寺古墳群の雑草の除去と雑木の伐採を行い、環境
整備を行う。 7

514 栄町 公共桝点検補修事業
宅内公共桝の緊急点検及び清掃/簡易補修を行なうことにより適正な維持管理を推進する
ほか、リーフレットを作成し下水道の適正使用を促進する。 5

515 栄町 栄町地域公共交通利用実態調査
町内の公共交通の新たな仕組みの構築のため、公共交通の利用者となる町民の利用実態
調査を行う。 5

516 栄町 障害者の動向調査事業
障害者等のニーズなどを把握し、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じた
施策を進めるため、障害者に関する調査を実施する。 2

517 栄町
公共用地環境整備事業（安食台
地区・公共施設）

住宅地に隣接する緑地帯及びその他の公共用地の環境整備として、除草・清掃・剪定作業
を実施する。また、利用状況の悪化している公衆用トイレ（５箇所）の清掃頻度（週２回）を高
める。

6

518 栄町
公共用地環境整備事業（竜角寺
台地区）

住宅地に隣接する緑地帯及びその他の公共用地の環境整備として、除草作業（約２１６，０
００平方メートル）を実施する。 6

519 栄町
公共用地環境整備事業（酒直
台・南ヶ丘地区）

住宅地に隣接する緑地帯及びその他の公共用地の環境整備として、除草・清掃・剪定作業
を実施する。 6

520 栄町 地域情報誌作成事業
観光事業や農業振興に力を入れ、史跡等の整備や農産物を利用した特産品等の開発等を
行っているところで今後、町のＰＲや紹介が必要になる。そこで、町の紹介も含めたＰＲ誌の
作成を行う。

2

521 栄町 子育て情報配信事業
出産や育児など子育てに関する情報を配信し、子育てに関する情報不足や育児不安の解
消、子育て支援に関するサービスの利用にあたっての利便性を向上し、子育て家庭の負担
や不安の軽減を図る。

3

522 栄町
被災者雇用事業（健康保険業務
等）

被災された方々の雇用の場を提供する事業を行う。
主に各種予防接種履歴のシステムへの入力や健康管理システム等入力業務を行う。 1

震災
対応

523 栄町 公共施設環境整備事業
庁舎内及び庁舎敷地内並びに消防署及び学校給食センターの清掃業務を委託により実施
する。 10



524 栄町
東日本大震災被害記録誌作成業
務

栄町における東北地方太平洋沖地震による東日本大震災の被害状況記録を作成する。こ
れにより、各種作業に係る業務において、被災された（災害救助法適用地域）方々の雇用の
場の提供を行う。

2

525 栄町 栄町医療費分析調査業務委託
本業務では栄町の国民健康保険給付費の変動要因を明らかにし、今後の各種医療費適正
化事業の検討に資する基礎資料を作成する。 3

526 栄町
災害時要援護者避難個別支援計
画策定事業

このため当事業では、緊急雇用創出事業を活用し、この個別計画を策定することで、災害
発生時に要援護者が被る被害を最低限度に抑える。 5

527 栄町
被災支援に伴う事務補助雇用業
務

震災に伴う相談、対応等の業務の増加により、業務の煩雑を円滑に遂行するため事務補助
を雇用する。 2

528 栄町 町情報発信促進事業
町のホームページを新たに構築し、様々な行政情報を始めイベント情報等を町内外にタイ
ムリーに配信し、町民との情報共有化を図り、また、町の各部署の情報をいち早く、適切に
配信できるようなシステムを新たに導入する。

10

529 栄町 観光拠点環境整備事業
栄町の観光拠点である、ドラムの里の周辺の中・高木松枯れ等の伐採及び除草作業を実
施する。 7

530 栄町 待機児童受入事業
認可保育所へ定員超過のため入園できなかった児童について、町内に１箇所ある認可外保
育施設の受入環境及び保育環境を整備し、待機児童の発生を防止する。 2

531 栄町 高齢者の安心な暮らし創出事業
高齢者の就労及び社会参加の機会を提供することで、経済的安定且つ地域での居場所づ
くりとともに、町民同士の支え合いの一つとして安心感を提供出来る機会の充実を図り、高
齢社会に対応する安全・安心社会の構築を進める。

2
重点
分野

532 栄町 図書室ＩＴ環境整備事業
多くの町民が必要とする知識や情報が適切に入手できるような環境整備が求められている
ため、インターネット等の電子媒体を利用し、町民が必要な情報を迅速かつ的確に得ること
ができるようにする。

2
重点
分野

533 栄町 町内安心安全環境整備事業
子どもや高齢者の目線に立ち、安全で快適な道路空間や安心安全な公園・緑地等、町内全
域を点検・パトロール等を実施し死角や危険個所などの環境整備をする。 10

重点
分野

534 神崎町 財産台帳整備事業 町有地及び建物の調査及びデータベース作成。 9
重点
分野

535 神崎町 神崎町まちづくり資料電子化
まちづくりに関連する各種資料（地形図、道路台帳、河川台帳作成、上水道台帳）等の電子
化を行い、閲覧システムを構築する。 22

重点
分野

536 多古町
観光・イベント敷地内景観整備運
営事業

道の駅を中心とした観光スポットの景観整備や各イベント時の会場整理等をシルバー人材
センターへ業務委託し、景観整備の充実を図る。 2

537 多古町 公有財産管理台帳作成業務委託
既存の公有財産管理台帳と固定資産税台帳、登記簿謄本等のデータを突合し、必要により
現地調査を実施することにより正確なものに修正し､システム化することにより台帳管理の
効率化を図る。

3

538 多古町 道路環境維持事業
道路施設の安全点検に係係わるパトロールを実施すると伴に、道路区域における草刈や、
パトロールにより発見した管理不全箇所の応急対応を図る。 2

539 多古町 道路占用台帳作成業務委託
道路占用料の賦課及び徴収において、正確性及び良好な道路の維持管理を図るうえで、占
用物の位置情報を持たせた道路占用台帳を整備するとともに、事務の効率化を図るためシ
ステム化をする。

4

540 多古町
地域包括支援センター業務補助
員補充事業

地域包括支援センターにおける相談業務（精神福祉士等による相談業務）をより充実させる
ことにより、介護予防の推進と住民サービスの向上を図る。 2

541 多古町
被災失業者雇用事業（東日本大
震災被災者見舞金支給事務等）

東日本大震災により、被災された方々への雇用の場を提供する事業。
東日本大震災による被災者見舞金の支給事務及び災害関連事務等を主に行う。 1

震災
対応

542 多古町 桜宮遺跡（５）出土遺物整理
出土遺物を接合･復元、実測・トレース・写真撮影をし版組みする。併せて検出した遺構の図
修正・トレース・版組みをし報告書作成の備えとする。 4

543 多古町
道路設計等図書に係る電子化業
務委託

簿冊で管理している道路設計報告書等について、電子化することにより、事務の効率化を
図る。 3

544 多古町 要援護者台帳作成業務
高齢者世帯等の訪問調査を行い、身体及び生活状況を把握し、緊急時に迅速に対応する
ためのデータ作成を行う。 2

545 多古町
被災失業者雇用事業（入札参加
資格者名簿作成）

東日本大震災により被災された方々の雇用の場を確保するため、市の非常勤職員として新
たに雇用し、入札参加資格者名簿の作成等を行う。 1

震災
対応

546 東庄町
道路・公園・河川クリーンアップ事
業

町道、町公共施設、公園、河川のクリーンアップを行う事業を実施する。 4

547 東庄町 公有財産台帳整備業務委託
　町公有財産の適正な管理運営を図るため、公有財産情報を電子システム化、併せて新地
方公会計制度に対応した評価額を算出し公有財産台帳整備を行う。 5

重点
分野

548 東庄町 東庄町観光ガイドブック作成業務
町において、観光資源の開発は喫緊の課題であり、国の内外を問わず交流を活発にするこ
とが、地域経済の活性化とグローバル化として大きく期待されることから、町の観光資源を
ガイドブックとしてまとめ、広く内外にＰＲし町興しに繋げる。

4

549 東庄町 震災対応事業
東日本大震災により被災された方々の雇用の場を確保するため、町の非常勤職員として新
たに雇用し、震災により増となった業務等を行う。 2

震災
対応

550
大網白里
町

災害時要援護者避難個別支援計
画作成事業

災害時に避難支援が必要な独居高齢者や障害者等について、地域ぐるみの支援体制を構
築し、安全を確保するため、災害時要援護者避難個別支援計画を作成する。 8

551
大網白里
町

家屋調査資料整備業務委託事業
航空写真データを基に家屋外形図を作成し机上照合調査の後家屋特定基礎資料を作成す
る。併せて税務地図情報システムに反映させる。 16

552
大網白里
町

道路通行安全確保及び占用料滞
納整理事業

町道をパトロール点検し、通行に支障となる民地からの越境枝の切除について適正な管理
の啓発活動を行う。また増加傾向にある道路・河川・法定外占用料の滞納整理を行う。 4

553
大網白里
町

備品台帳等町有財産データ整備
事業

備品台帳の整理、主要な施設等の財源内訳の把握、未利用財産の詳細調査・整理。 1



554
大網白里
町

和紙公図電子化業務 修復済みの和紙公図を画像データ化しパソコンによる迅速な運用管理ができるようにする。 4

555
九十九里
町

道路台帳調書管理システム作成
業務

道路台帳書のデータの電子化（リレーショナルデータベース）によりデータの円滑なる運用を
図る。 3

556
九十九里
町

九十九里町交通安全施設管理台
帳整備事業

町内に設置されている交通安全施設である各種標識、表示板等の設置状況を正確に把握
し、管理データ及び管理図を新規に作成する。 3

557
九十九里
町

排水系統図及び樋管等調査書作
成業務

防災（浸水）対策上必要な排水施設経路の調査および系統図作成により効率的な排水施設
整備の基礎資料とする。 2

558
九十九里
町

下水道台帳管理システム作成業
務

下水道台帳のデータの電子化(リレーショナルデータベース）によりデータの円滑なる運用を
図る。 5

559 九十九里町
境界査定資料データベース化業
務

境界査定資料の電子化により、業務の効率化及び管理の適正化を図り、住民サービスの
向上を推進する。 4

560 九十九里町
地図地番情報と家屋所在地番号
情報照合調査事業

正確な地図地番情報及び家屋所在地番情報等を把握し、電子データ化することにより、家
屋情報等の管理を行う。 7

561 芝山町 道路占用台帳電子化業務
道路占用台帳の電子化を行い、業務の効率化及び管理の適正化を目指し、住民サービス
への迅速な対応を図る。 5

562 芝山町 道路台帳電子化業務
町道路台帳の電子化を行い、業務の効率化及び管理の適正化を目指し、住民サービスへ
の迅速な対応を図る。 8

563 芝山町 法定外図書電子化業務
法定外申請図書に関連する各種資料の電子化を行い、業務の効率化及び管理の適正化を
目指し、住民サービスの向上に資する。 11

564 芝山町 都市計画資料電子化
都市計画に関連する関係各課の資料の各種資料の電子化を行い、行政サービスの整備及
び整理を実施する。 21

重点
分野

565 芝山町 芝山町課税資料適正化事業
芝山町保有の課税資料となる課税マスタについて登記簿との突合せを行い、修正すること
により課税マスタの正確性の向上、適正化を図る。 15

566 横芝光町 農道台帳管理システム整備事業
農道台帳未整備区間の台帳を整備すると共に農道台帳を電子化し、境界資料、占用物件
及び道路構造物を検索できるシステムを構築する。 4

567 横芝光町 生活施設管理台帳整備事業 防犯灯・水利の設置状況を実態調査し、管理データ及び管理図等を作成する。 6

568 横芝光町
町内で買い物をしたくなる街づく
り推進事業

町内のみ利用できるプレミアム付商品券の発行に併せ、商品券の発行事務や販売促進の
ためのイベント実施により広く周知し、町内商店の活性化及び町内で買物をしたくなるような
街づくりを推進する。

2
重点
分野

569 横芝光町
横芝光町農業振興地域管理シス
テム整備業務

平成２１年６月に農業振興地域管理システムを導入したところであるが、導入以前の履歴情
報が登録されておらず管理上支障をきたしているため、過去の紙台帳等による履歴情報を
整理をし、管理システムの改善を図る。

3
重点
分野

570 一宮町 地域環境美化事業
町内全域の道路の除草、側溝清掃、小枝切り等整備・清掃と不法投棄防止のために巡回
パトロールを実施し、不法投棄の未然防止と早期発見及び撤去を行う。 8

571 一宮町 遊休農地台帳作成事業
町内における遊休農地の減少を図るため、現在の利用状況調査し基礎となる台帳を作成す
る。 2

572 一宮町 観光情報データベース化事業
　年間の観光情報を収集し、これをデータ化する。また、観光リーフレットの作成や散策ルー
トの作成をし、これを活用しプロモーション活動を実施する。 2

573 一宮町 環境とモラル向上パトロール事業
　河川・海岸等における監視や駅前等公共の場でのモラル向上、子供達の登下校時等の安
全指導等を行うために、パトロールを実施する。 4

574 一宮町 公有財産台帳作成事業
地方公会計制度の導入により、財務４表を公表することとなったため、公有財産台帳を作成
し、これを電子化する。 2

575 一宮町 観光客おもてなし事業
観光客の一宮町に対するイメージアップを目的とし、様々な形で観光客におもてなしをする
事業である。 4

重点
分野

576 一宮町 児童医療費助成・病児保育事業
平成２３年４月から町独自に小学４年生から中学３年生までの児童医療費の助成事業及び
病児保育委託事業を新規実施するに当たっての資格登録申請受付並びに所得確認。 2

重点
分野

577 一宮町 ケアプラン点検等実施事業
職務経験のあるケアマネージャーを雇用して、ケアプランの点検等を実施することで介護保
険事業の健全化を図る。 2

重点
分野

578 一宮町 浄化槽等維持管理実態調査事業
町内全域に設置されている浄化槽等の維持管理状況等について実態調査を実施し、良好
な生活環境を保つために必要なデーター収集を行う。 4

重点
分野

579 一宮町 道路施設等現況調査事業
一宮町における道路施設等の現況を調査し、台帳及びカルテを作成する。これを、今後の
道路整備（道路施設の修繕）に活用する。 4

重点
分野

580 一宮町 移住促進サイト作成事業
地方における人口減少と高齢化に歯止めをかけるため、移住促進サイトを新設し、町の情
報発信力を高めるとともに、地域活性化を目指す。 1

重点
分野

581 一宮町 公有財産管理システム構築業務 新公会計制度に対応するため、公有財産管理システムの構築を行う。 7

582 睦沢町 地域環境整備事業 町内全域の町有地周辺の整備・清掃事業。 8



583 睦沢町 収蔵資料整理事業 町立の歴史民俗資料館の収蔵品の整理を行う事業。 1

584 睦沢町 介護職就労支援事業
恒常的に人員不足であると言われている介護現場と失業者等のマッチングを支援する事
業。 10

人材
育成

585 長生村 要援護者支援個別計画事業
要援護者支援個別計画事業[直接雇用]　独居高齢者等の避難支援のため災害時要援護
者支援個別計画を作成し、支援者の選定作業や整理を行う。 2

586 長生村
八積駅前駐輪場管理業務委託事
業

駐輪場外の自転車の整理、駐輪場内の清掃、パトロール、放置自転車の撤去などを行う。 8

587 長生村 公有財産適正管理業務委託事業 普通財産及び公共用財産の除草、刈り払い、公有財産の適正管理を行う。 4

588 長生村 緊急避難場所管理点検事業
災害に備え、防災対策の充実が急務となっている。このことから防災広場を配置すると共に
緊急避難場所として適正な管理を行うため、管理及び点検業務を委託する。 1

589 長生村 一松海岸環境整備事業 本村の観光資源である一松海岸の環境整備の充実を図る。（海岸パトロール等） 1

590 長生村 発達障害児童生徒特別支援事業
小・中学校の特別支援教育の充実を図ることを目的とし普通学級に在籍する児童生徒で、
情緒面等の発達に遅れがあり、健常児童生徒と行動を共にすることが困難な児童生徒に対
して、介助員を配置する。

4
重点
分野

591 長生村 歯科保健推進事業
村内の小中学生を対象に歯科衛生士による歯みがき指導やフッ化物洗口を指導する。妊
婦訪問歯科指導等も行う。また、小中学校夏休み期間等は学童保育所などで歯科指導を
行う。

2

592 長生村 健康診断等未受診者対策事業
村で実施している健康診断や、乳がん検診、子宮がん検診等の未受診者に対して保健師
から電話や自宅訪問などを通じて検診を進め未受診者を減らすとともに村民の健康増進を
図る。

2

593 白子町 ふれあいセンター管理委託事業 町内３箇所のふれあいセンターの管理業務委託を行い、管理業務の合理化を図る。 6

594 白子町 道路景観対策事業 道路等の草刈り等を行い、環境の美化及び道路の視距離を確保し交通事故抑制を図る。 2

595 白子町 環境美化事業
道路等に不法投棄されたゴミの収集、花、樹木等の植栽及び管理を行い、地域環境美化、
景観形成の向上を図る。 2

596 白子町 保育所一時預かり事業
保護者等が緊急その他の用事で児童を保育出来ない事情がある時に、児童を保育所で預
かる体制をつくり、子育て家庭の支援を行う。 2

597 白子町 特別支援教育支援員活用事業
特別な教育的支援を必要とする児童が在籍する学級や正常な学級運営が困難な学級に、
一定期間支援員を配置し、学級運営の円滑化を図る。 2

598 白子町 観光地クリーンアップ事業
観光のクリーンアップを行い、今まで以上の環境の保全を図るとともに、観光客等に「おもて
なしの心」を提供することにより、更なる観光客のアップを目指し、その振興を図っていくこと
を目的とする。

2

599 長柄町 町内道路公共施設美化事業 景観対策として、道路等に不法投棄されたゴミの回収等や公共施設の除草・清掃を行う。 3

600 長柄町 町道・農道・林道等美化事業 町道、農林道の側溝清掃、河川の清掃、不法投棄されたゴミ回収、枝打ちを行う。 3

601 長南町 野見金公園観光促進事業 野見金公園及び周辺の、これまで実施できなかった観光面での整備や管理を行う。 3

602 長南町 農地基本台帳整備事業 町内の全ての農地について一筆ごとに利用状況や権利関係等の状況を調査し整備する。 1

603 長南町 公有財産台帳整備事業
新地方公会計制度に向けた資産の評価を目的とし、町有財産について、調査を実施し、正
確な公有財産台帳を整備する。 9

604 長南町 介護従事者養成事業
町の介護サービスの向上を図るため、町内に存在する介護施設等（特別養護老人ホーム・
グループホーム等）に委託しホームヘルパーを養成する。 14

人材
育成

605 大多喜町 消防用施設維持管理事業
防火水槽の転落防止ネットフェンス及び支柱等が老朽化していることから、町内の全施設の
総点検を実施する。 2

606 大多喜町 県民の森環境整備事業
県民の森キャンプ場の５月～８月の繁忙期にログキャビン等の清掃及び施設の維持管理
（草刈等）を実施し、清潔なキャンプ場を目指す。 2

607 大多喜町 税務資料電子化業務委託
固定資産税名寄せ台帳・家屋評価調書のスキャン及び検索ソフトウエアを介してパソコン上
で検索・表示・出力が可能なシステム構築を行う。 3

608 御宿町
地上デジタル放送サポート窓口
事業

 様々な地デジに関する問合せに対応するため、技術的・専門的知識を持ったスタッフを配
置し受信者支援を図る。 2

609 御宿町 子どもの安全な遊び場確保対策
児童館や児童遊園に設置されている遊具について、修繕箇所の早期発見など安全確保を
行うほか、児童館の庭に芝を植え緑化事業に取り組む。 2

610 御宿町 庁舎管理事業
住民の財産である庁舎の良好な管理と地域雇用安定の観点から清掃業務の民間委託を行
い、財産管理の整備と雇用の創出を図る。 4

611 御宿町
固定資産資料電子ファイリング業
務

紙ベースで保管している課税資料等をデータベース化することで資料管理の適正化を図る
ほか、データを迅速に検索でき住民の照会に対し素早く対応する。 3



612 御宿町 側溝清掃・道路安全対策事業
道路施設の清掃・確認作業、各種申請書類の調査のほか、幹線町道沿いの樹木剪定作業
による通行車両の安全確保を図る。 2

613 御宿町 町有地法面保護雑木伐採事業
住宅や公園、緑道に隣接した山林における樹木の伐採を実施し、景観や里山の保護を考慮
した法面管理を行う。 4

614 御宿町 エコツーリズム事業
御宿の地域資源をエコバイクを使用して多くの観光客に体験してもらうことにより通年型観
光への実現を目指す。また、スポーツ（サイクリング）と観光を結びつけた特色ある観光振興
を図ることにより、エコツーリズムを推進する。

2
重点
分野

615 御宿町 観光地イメージアップ推進事業 観光イベント案内人・観光状況調査、研究を行う。 3
重点
分野

616 御宿町 防災防犯施設台帳作成業務 防犯灯、消防水利、カーブミラー台帳のデータベース化を行う。 1
重点
分野

617 御宿町
東北関東大震災に伴う被災者支
援事業

東北関東大震災の被災地である福島県南相馬市民を400人を限度に本町に受入れを行う
ため、臨時職員を配置し生活支援等を行う。 3

618 鋸南町 幼稚園児通園サポート事業
登園・下園時にの送迎のスクールバスに添乗員を配置することで、登園・下園時における園
児の安全を確保し、サービスの向上を図る。 2

619 鋸南町 保育所保育時間拡充事業
子育て支援を拡充しサービスの向上を図るため、町の公立保育所で臨時職員（保育士）を
配置し、保育時間の延長を行う。 6

620 鋸南町 家庭の教育力充実支援事業
家庭教育の担当臨時職員を配置することにより、子どものそれぞれの成長過程に応じた相
談対応を充実する。 1

621 鋸南町 水仙の里づくり整備事業
エコガーデン構想の拠点でもある佐久間ダム公園周辺に水仙の植栽及び草刈等の整備を
行う。 2

622 鋸南町 新しい景観づくり推進事業
当町では、水仙・桜による景観づくりを展開しているが、さらなる観光振興を図るため、アジ
サイの植栽等による新しい景観づくりを行う。 4

623
匝瑳市横
芝光町消
防組合

防火対象物・危険物施設台帳の
電子化事業

消防本部で保管・管理している、防火対象物台帳・危険物施設台帳の電子化を実施し情報
の一元化をする。①台帳情報の精査確認作業。②精査確認したデータを電子化し一元化す
る。

4

3,699計


