
緊急雇用創出事業一覧 
 

事業一覧

番号 

 
所管局名 

 
事業名 

 
事業概要 

想定雇
用 

創出数 
（人） 

1 資源循環局 クリーンタウン横浜事業 

（歩道等清掃業務委託） 

人通りが多くごみが発生しやすい歩道においてポイ捨
てされたごみを拾う清掃事業。 

２ 

2 資源循環局 クリーンタウン横浜事業 

（歩きたばこ防止パトロール） 

人通りが多い駅周辺において、歩きたばこやポイ捨て
をやめていただくよう声かけを行う啓発事業。 

４ 

3 資源循環局 
公衆トイレ維持管理費 

公衆トイレを清潔に保つことや設備故障を防ぐための

重点的な清掃作業。 

７ 

4 環境創造局 
公園緑地維持管理事業 公園緑地における清掃、草刈、低木刈込等の管理及び

発生材処分等 

 

※８９事務所等：公園緑地維持課、南部公園緑地事務
所、北部公園緑地事務所、神奈川土木事務所、南土木
事務所、保土ケ谷土木事務所、旭土木事務所、青葉土
木事務所、瀬谷土木事務所 

28 

5 市民局 
緊急防犯パトロール コロナ禍により地域で日常的に行われている防犯活動

が縮小しているため、車両による定期的なパトロール
を実施。 

36 

6 市民局 
区庁舎・市民利用施設等新型コ
ロナウイルス感染拡大防止対策
事業 

新型コロナウィルス感染防止のため、区役所・市民利
用施設の消毒作業（来庁者及び職員が直接触れる各
所：待合椅子、記載台、カウンターおよび椅子等の消
毒・清掃）及び市民利用施設での来館者への検温作
業。 

75 

 

7 

 

こども青少年局 

既存施設活用のためのデータ収

集作業 
既存施設の定員増を図るためのデータ収集作業等。 ４ 

8 こども青少年局 向陽学園園内維持管理委託 
向陽学園の通常の施設設備、植栽・樹林地等の維持管
理作業及び小破修繕等の作業に加えて、新型コロナウ
イルス感染防止のため、学園施設内の、入所児童、職
員及び外来者が直接触れる、ドアノブ、電灯スイッ
チ、手すり、トイレ各部等の清掃消毒を実施するた
め、１名追加で委託する。 

１ 

9 こども青少年局 横浜こども科学館 管理業務 
新型コロナウイルス感染防止のため、横浜こども科学
館施設のおける来館者入館時の(検温、入館チェックシ
ートの記入案内）及び館内消毒作業。 

２ 

10 港湾局 
ふ頭内清掃・草刈り事業 ふ頭内の環境整備と衛生環境確保のため、道路及び

荷さばき地周辺の清掃・草刈り業務を管理者の指示
に基づき行う。 

８ 

11 健康福祉局 日野公園墓地墓参道等環境整備

事業 

日野公園墓地の墓参道等における清掃、草刈、低木刈

込等作業。 

２ 

12 健康福祉局 蓬莱荘の消毒・清掃作業 新型コロナウイルス感染防止のため、港南区内区民利

用施設（老人福祉センター蓬莱荘）の消毒作業（来庁

者及び職員が直接触れる各所（ドアノブ、EVボタン、

手すり、カウンター等）の消毒・清掃）。 

２ 

13 健康福祉局 区民施設でのコロナウイルス感

染症対策 

新型コロナウイルス感染防止のため、緑区内区民施設

（老人福祉センター緑ほのぼの荘）の消毒作業（来庁

者及び職員が直接触れる各所（ドアノブ、EVボタン、

手すり、カウンター等）の消毒・清掃）及び三密解消

のための館内誘導、検温業務等。 

１ 

14 健康福祉局 西区区民利用施設消毒・利用者

検温事業 

新型コロナウイルス感染防止のため、西区内区民利用

施設（老人福祉センター野毛山荘）の消毒作業（来庁

者及び職員が直接触れる各所（ドアノブ、EVボタン、

手すり、カウンター等）の消毒・清掃）及び来場者の

検温作業を委託する。 

１ 

15 健康福祉局 市民利用施設等新型コロナウイ

ルス感染拡大防止対策事業 

新型コロナウイルス感染防止のため、青葉区内区民利

用施設（老人福祉センターユートピア青葉）の消毒作

業（来館者及び職員が直接触れる各所（ドアノブ、EV

ボタン、手すり、カウンター等）の消毒・清掃）。 

１ 



16  

健康福祉局 

ふれーゆ（横浜市高齢者保養研

修施設）新型コロナウイルス感

染拡大防止対策（施設消毒・利

用者検温等）事業 

新型コロナウイルス感染防止のため、ふれーゆの消毒
作業（来館者及び職員が直接触れる各所（ドアノブ、
EVボタン、手すり、カウンター等）の消毒・清掃及び
来場者の検温作業を委託。 

４ 

17 教育委員会事務

局 

市立図書館新型コロナウイルス
感染拡大防止対策事業 

新型コロナウイルス感染防止のため、図書館の施設・
設備の消毒作業（来館者及び職員が直接触れる各所
（机、手すり、検索機等）の消毒）、混雑時の来館者
の誘導、窓口対応等。 

18 

18 経済局 汚水処理・清掃その他委託料 
食肉市場内の新型コロナウイルス感染症対策の強化等
を目的に、①場内衛生環境改善等委託、②食肉市場内
緑地管理等業務委託を実施するため、既存事業である
「汚水処理・清掃その他委託料」の予算を拡充する。 

６ 

19 経済局 中央卸売市場本場新型コロナウ

イルス対策等警備委託 

新型コロナウイルス感染症予防策として、来場者の検
温や、マスク着用を徹底するための巡回指導、及び場
内整理ほか。 

６ 

20 経済局 

重点清掃業務委託 

新型コロナウイルス感染防止のため、職能開発総合セ

ンターの消毒・清掃（来庁者及び職員が直接触れる各

所（教室、ドアノブ、EVボタン、手すり、カウンター

等）を中心とした消毒・清掃や、植え込みを含む施設

外周の清掃・刈り込みなど）。 

３ 

21 経済局 商店街施設状況調査業務委託 
市内商店街が保有する街路灯等の劣化状況調査。 

30 

22 消防局 

窓口等市民来庁スペース等清
掃消毒事業・消防届出処理
等・電話等連絡事業 

市民来庁が多い５消防署及び指導課を対象に、次の業
務を実施する。 

・ 感染防止のため、届出等受付スペースの清掃・消
毒作業等 

・ 電話や電子メールによる書類提出の催促連絡、提
出状況の管理 

・ 届出種類ごとの消防業務支援システムへの入力 

・ 届出書類等の査察台帳編纂及び整理等 

・ 火災予防手続の電子申請開始に伴うデータ入力作
業等 

 

【勤務場所】 

①中消防署、②西消防署、③港北消防署、④都筑消防
署、⑤神奈川消防署、⑥消防局指導課 

６ 

23 消防局 
市民防災センター感染防止等
対策事業 

展示室及び車両の消毒・清掃作業（来館者及び職員が
直接触れる箇所（各機器、ドアノブ、EVボタン、手す
り、カウンター等））及び展示室の受付業務（電話で
の予約受付、システム入力、来館者対応、その他運営
補助等）。 

３ 

24 消防局 
展示室ガイド補助事業 

市民防災センターが実施する体験ツアー、体験プログ
ラム、イベント等の事前準備、撤収の補助及び消防局
と当センター間の集配業務。 

１ 

25 経済局 
消費生活総合センターの感染
拡大防止対策事業 

消費生活総合センターの会議室を清掃・消毒する。 
４ 

26 建築局 
用途地域等見直し市素案(案)
説明会実施事業 

横浜市が市民を対象に「用途地域等見直しの市素案
(案)」等を説明する市民説明会を実施運営する。 

５ 

27 建築局 
都市計画課電話対応・窓口消
毒等業務 

横浜市建築局都市計画課における電話・窓口対応業務
等について労働者派遣を依頼する。 

１ 

28 市民局 保土ケ谷区駐輪場整理員配置
事業 

混雑時における駐輪状況の改善を図るため、駐輪場に
おける自転車整理や空きスペースへの誘導作業を行
う。 

１ 

29 市民局 港北区総合庁舎散水事業 
令和３年度に新規造成した港北区庁舎花壇について、
植物が安定するまでの６か月間の散水委託 

１ 

30 市民局 
緑区役所駐車場交通誘導委託 

新型コロナウイルス感染防止のため、自家用車での来
庁者が増加しています。それに伴い、現在臨時駐車場
としている１階平面駐車場を常時開放するため、交通
誘導員を配置します。 

２ 

31 市民局 
住居表示整備等事業（街区表
示板再設置事業） 

アルミ製の街区表示板の劣化による危険性を根本的に
除去するため、横浜市域全域のアルミ製の街区表示板
を撤去し、シール製のものを作製・再設置する。ま
た、設置か所を明記した地図を作成する。 

100 

32 環境創造局 公園緑地維持管理事業 
公園緑地における清掃、草刈、低木刈込等の管理及び
発生材処分等。 

10 

34 消防局 

労務・厚生関係事務補助事業 

・労務・厚生関係の報告事務の管理・入力、配付物の
処理・整理 

・電話や電子メールによる書類提出の催促連絡、提出
状況の管理 

・提出書類の編纂・整理等 

１ 



35 消防局 
消防訓練センター感染防止等
対策事業 

・訓練センター施設内の消毒作業等（教育訓練に来る
消防職団員及び外来者が直接触れる箇所（ドアノブ、
手すり、自動販売機、カウンター等）) 

・敷地内屋外の環境整備（草刈り、中低木刈込み、側
溝等清掃、事業系ごみの計量等）、その他職員補助等 

２ 

36 経済局 

技能職に関する若者意識調査 

職業選択期にある市内の若者（中学・高校生）を対象
に、手しごと・手作業を中心とする技能職について持
っている意見やイメージなどを調査（アンケート、ヒ
アリング）し、技能職の後進の育成・確保に向けた施
策の企画・立案の基礎とする。 

８ 

 
合 計 

 
376 

 

※想定雇用創出数は予算積算上の想定であり、実際とは異なることがあります。 
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