
1 総合政策部政策審議室 政策提言 総合計画策定
　様々な市民参加の手法による市民意見を踏ま
えた実現性のある新基本構想・基本計画素案を
作成し、素案を市長に提出する。

　新基本構想・基本計画素案策定
に係る市民会議

2 総合政策部政策審議室 政策提言 市民参加の推進
市民参加推進審議会の開催、
市民参加庁内推進会議の開催及び、市民参加
条例の運用に関する調査の実施他

八王子市市民参加推進審議会

3 総合政策部広聴広報室 事業協力
広報はちおうじコラム執
筆

15日号で掲載している「自然うぉっちんぐ」の原
稿執筆

八王子自然友の会

4 総合政策部市史編さん室 事業協力 市史編さん
市政１００周年の記念事業として新たな「八王子
市史」を編さんし八王子の町づくりに役立てる。

法政大学多摩図書館

5 総務部総務課
実行委員
会

平和展
本市が掲げる２つの平和宣言に基づき戦争の
悲惨さ、平和の尊さを次世代の子供達に伝える
ために企画展示

・世界連邦運動協会八王子支部
・八六九会
・帝京大学
・郷土資料館ボランティア
・公募市民（２人）

6 総務部総務課 後援 ８件

7 総務部ＩＴ推進室 共催
ICT関連講座「パソコン
とインターネット祭り」共
催

ICT関連講座の運営を支援し、デジタルデバイド
への対応を促進

情報ボランティアの会（八王子）

8 総務部ＩＴ推進室 情報交換
地域ポータルサイト運
営

市民が自ら地域情報を収集･発信する地域ポー
タルサイト「ハチポ」の運営を支援し、ICTを活用
したコミュニティ活動を推進

saveproject 後藤 　広明

9 税務部税制課 後援 １件

10 市民活動推進部協働推進課 補助 公衆街路灯設置事業
区域内の夜間における交通安全及び犯罪防止のため、町
会・自治会等が設置する公衆街路灯の費用の一部を助成 町会・自治会・管理組合等

11 市民活動推進部協働推進課 補助
公衆街路灯維持管理
事業

町会等が設置した公衆街路灯の球の交換等維持管理を行
う 町会・自治会・管理組合等

12 市民活動推進部協働推進課 事業協力 はちおうじ志民塾
概ね50代からの現役世代・団塊シニア世代を対象に実施
する、地域活動の核となる人材の育成事業

はちおうじ志民塾プロジェクトチーム
はちおうじ志民塾卒塾生
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13 市民活動推進部協働推進課 事業協力
ＮＰＯ経営支援アドバイザー
派遣制度

公益的な活動をするNPOが、継続的かつ自主自立した経
営ができるようアドバイザーを派遣する事業を実施する。

サイバーシルクロード八王子（ビジネスお助
け隊）

14 市民活動推進部協働推進課 実行委員会
第10回お父さんお帰りなさい
パーティー

地域社会参加のきっかけづくりとして、これから定年を迎え
る方などを対象に、地域活動などを紹介する。

お父さんお帰りなさいパーティー実行委員
会

15 市民活動推進部協働推進課 委託 セカンドライフ講座
定年退職者等のセカンドライフでの生きがいづくりや地域参
加の啓発となる講座の開催。

多摩健康生きがいづくりアドバイザー協議
会

16 市民活動推進部協働推進課 委託
市民活動支援センター管理
運営

あらゆる分野の公益的な市民活動を支援するための施設
の管理運営と各種講座の開催。

NPO法人 八王子市民活動協議会

17 市民活動推進部協働推進課 補助 市民企画事業補助金制度
市民自らが企画立案し、実施する事業を公募。補助金とし
てその事業費の一部を補助する。

防火支援ボランティアＦＯＢ八王子ほか35団
体

18 市民活動推進部協働推進課 補助 事務交付金交付事業
町会・自治会への行政連絡事項及び各種調査事務等を依
頼するにあたり、交付金を支出する。

町会・自治会・管理組合等

19 市民活動推進部協働推進課 補助 集会施設整備事業
町会会館等の新築・増改築・改修に対し補助金を交付す
る。

町会・自治会・管理組合等

20 市民活動推進部協働推進課 補助
町会・自治会ＩＴ化推進事業
補助金

地区連合会等が行うIT化事業に対し、補助する。 八王子市町会自治会連合会

21 市民活動推進部協働推進課 補助
町会等地区連合会交流事業
補助金

地区連合会が行う交流事業に対し、町自連を通じて補助を
行う。

八王子市町会自治会連合会

22 市民活動推進部協働推進課 補助 町会自治会連合会補助金
町自連が行う広報・啓発・町会加入促進活動等に対し補助
を行う。

八王子市町会自治会連合会

23 市民活動推進部協働推進課 後援 3件

24
市民活動推進部学園都市文

化課
委託

学園都市センター管理運営
委託

学園都市センターの施設管理に関する業務と使用料徴収
事務

八王子市学園都市文化ふれあい財団

25
市民活動推進部学園都市文

化課
事業協力

デジタルハリウッド大学への
旧三本松小学校貸与

旧三本松小学校施設をデジハリ大に貸与し、制作スタジオ
として利用。ニュータウン活性化を図る。

デジタルハリウッド大学
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26
市民活動推進部学園都市文

化課
委託 学園都市大学の運営

地域の23大学等と連携し、市民に高度で専門的な生涯学
習の機会を継続的に提供する。

八王子市学園都市文化ふれあい財団

27
市民活動推進部学園都市文

化課
補助 大学コンソーシアムの運営

学園都市の地域特性を活かし、大学・市民・企業等の連
携・協働を推進する。

大学コンソーシアム構成団体

28
市民活動推進部学園都市文

化課
実行委員
会

伝統文化ふれあい事業
市、財団、大学、企業、市民で実行委員会を組織し街中で
気軽に伝統文化に触れることのできる講座を開催。

八王子市学園都市文化ふれあい財団、杏
林大学遠山ゼミ、杏林大学古本ゼミ、東京
ガス他

29
市民活動推進部学園都市文

化課
政策提言 文化振興推進委員会

策定された文化振興計画の進行管理及び文化振興条例の
検討を行う。

学生委員会、八王子文化連盟、商工会議所、八王子車人
形と民俗芸能の公演実行委員会、八王子国際交流団体他
5人

30
市民活動推進部学園都市文

化課
委託 芸術文化会館維持管理委託

芸術文化会館の施設管理に関する業務と利用料の徴収事
務及び文化振興事業を行う。

八王子市学園都市文化ふれあい財団

31
市民活動推進部学園都市文

化課
委託

南大沢文化会館維持管理委
託

南大沢文化会館の施設管理に関する業務と利用料金の徴
収事務及び文化振興事業を行う。

八王子市学園都市文化ふれあい財団

32
市民活動推進部学園都市文

化課
委託 市民会館維持管理委託

市民会館の施設管理に関する業務と利用料の徴収事務及
び文化振興事業を行う。

八王子市学園都市文化ふれあい財団

33
市民活動推進部学園都市文

化課
共催 文化振興補助金

市民文化活動の育成助成事業、地域で培われた文化活性
化事業、事務費に対する補助。

八王子市学園都市文化ふれあい財団

34
市民活動推進部学園都市文

化課
委託

新市民会館開館準備委託 新市民会館の施設管理に関する業務の準備及び利用料の
徴収事務。

共立・ＮＴＴファシリティーズ共同事業体

35
市民活動推進部学園都市文

化課
委託

新市民会館開館記念式典準
備委託

新市民会館の開館記念式典に関する業務の準備。 八王子市学園都市文化ふれあい財団

36
市民活動推進部学園都市文

化課
実行委員
会

ガスパール・カサド国際チェ
ロ・コンクールｉn八王子

ガスパール・カサドの名を冠した国際チェロ・コンクール及び
関連事業を実施した。

NPO法人チェロ・コンサートコミュニティー他
7団体

37
市民活動推進部学園都市文

化課
委託 夢美術館委託

夢美術館の施設管理に関する業務と観覧料徴収事務及び
展示事業を行う。

八王子市学園都市文化ふれあい財団

38
市民活動推進部学園都市文

化課
委託 彫刻維持管理委託

彫刻のまちづくり構想に基づき市内各所に設置した彫刻
103基について維持管理、彫刻を用いた事業を行う。

八王子市学園都市文化ふれあい財団
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39
市民活動推進部学園都市文

化課
補助 第60回八王子市民文化祭

実行委員会と市と学園都市文化ふれあい財団が主催し、
約1ヶ月半の期間に約40種の催しを開催

市民文化祭実行委員会

八王子市学園都市文化ふれあい財団

40
市民活動推進部学園都市文

化課
事業協力 第６回★学生天国★

八王子学生委員会と八王子地域２３大学の学
生によるまちなか合同学園祭。

八王子学生委員会

41
市民活動推進部学園都市文

化課
事業協力

BIGWEST学生フスティ
バル

学生の書道展、お茶会、写真展、美術展等を通
じて学生と市民との交流を図る。

八王子市学園都市推進会議

42
市民活動推進部学園都市文

化課
後援 45件

43
市民活動推進部学園都市文

化課
政策提言

彫刻アドバイザーの設
置

彫刻の移設や補修などのアドバイスや彫刻のま
ちづくりに関する啓発活動への支援を行う。 彫刻アドバイザー　大成浩

44
市民活動推進部学園都市文

化課
事業協力

西本智実プロジェクトin
八王子

指揮者、西本智実さんをエグゼクティブプロ
デューサーに迎え、新市民会館でクラシック音
楽をベースとした舞台芸術を制作

八王子市学園都市文化ふれあい
財団
株式会社オフィスＴＥＮ

45
市民活動推進部男女共同参

画課
実行委員
会

女と男のいきいき
フォーラム開催

男女平等や男女共同参画に関して理解や知識
を深めてもらうとともに、意識啓発を図るため開
催する。

３人

46
市民活動推進部男女共同参

画課
個人参画

男女共同参画施策推
進委員会

男女共同参加社会形成のための拠点として、男
女共同参画センターの運営と施策の推進に対
する意見を述べる。年5回開催。

２人

47
市民活動推進部男女共同参

画課
事業協力

男女共同参画センター
講座企画

男女共同参画推進のための市民向け講座の、
企画・運営を行う。

５人

48
市民活動推進部男女共同参

画課
事業協力 八王子の女性史

八王子における女性の生活史について、聞き書
きを学習し、人材の育成と記録・発表を行う。

八王子女性史サークル

49 市民活動推進部国際交流課 事業協力 語学ボランティア運営 翻訳・通訳などのボランティア 八王子国際協会

50 市民活動推進部国際交流課 事業協力
外国人のための防災
訓練

災害に関する知識を体験等を通して習得しても
らう

八王子国際協会

51 市民活動推進部国際交流課 政策提言 外国人市民会議
外国人市民の意見を市政に反映していく。第３
期として、就労・防災で実施。

外国人
学識経験者
市民団体
公募市民
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52 市民活動推進部国際交流課 委託
外国人のためのサポー
トデスク

外国人に対する相談業務 八王子国際協会

53 市民活動推進部国際交流課 補助
八王子国際協会国際
化事業補助金

八王子国際協会が実施する国際化推進に係る
事業を補助する。

八王子国際協会

54 市民活動推進部国際交流課
実行委員
会

国際交流フェスティバ
ル

市民と市内在住の外国人の交流事業
八王子国際協会、学生委員会、
JICA地球ひろば

55 市民活動推進部国際交流課 委託
外国人のための無料
専門家相談会

外国人対象の無料専門家相談会
（年1回開催）

八王子国際協会

56 市民活動推進部国際交流課 事業協力
国際交流ボランティア
入門講座

国際交流活動について市民に周知し、活動を始
めるきっかけづくりとし、ボランティアを育成す
る。

八王子国際協会
ＪＩＣＡ多摩地区デスク

57 市民活動推進部国際交流課 事業協力 台湾高雄市写真展
八王子駅南口総合事務所内において、台湾・高
雄市の写真展を開催

高雄市

58 市民活動推進部国際交流課 事業協力
海外友好都市との合同
読書感想画展

海外友好都市と本市の小学生が世界的にロン
グセラーと呼ばれる本の中を読み、その読書感
想画を描き展示

泰安市
高雄市
始興市

59 市民活動推進部国際交流課 事業協力
高雄市中正小学校が
八王子まつりでパ
フォーマンスを披露

高雄市中正小学校が八王子まつりでパフォーマ
ンスを披露

高雄市
八王子まつり実行委員会

60 市民活動推進部国際交流課 補助
海外友好交流事業補
助金

市民等が海外友好交流都市を訪問する経費の
一部を補助することにより市民交流の促進を図
る

八王子日本舞踊連盟
高雄市

61 市民活動推進部国際交流課 補助
海外友好交流事業補
助金

市民等が海外友好交流都市を訪問する経費の
一部を補助することにより市民交流の促進を図
る

　ＦＬＬロボット競技チーム「人力車」
高雄市

62 市民活動推進部国際交流課 補助
海外友好交流事業補
助金

市民等が海外友好交流都市を訪問する経費の
一部を補助することにより市民交流の促進を図
る

シニア太極拳八王子会
泰安市

63 市民活動推進部国際交流課 補助
八王子留学生ふるさと
プログラム

市内在住の留学生と市民がホームビジット等を
基本に交流する

八王子国際協会

64 市民活動推進部国際交流課 事業協力
八王子市総合防災訓
練

外国人へ災害に関する知識を体験等を通して
習得してもらう

八王子国際協会
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65 市民活動推進部国際交流課 事業協力
留学生のための高齢
者施設訪問

留学生が高齢者施設を訪問して自国の文化紹
介を行い、互いの交流を深める。

丘の上デイサービスセンター

66 市民活動推進部国際交流課 事業協力 国際交流推進特使
八王子の文化、歴史等を海外に紹介及び海外
の情報等を市民に紹介してもらえる外国人留学
生等に市長が依頼

外国人留学生等

67 市民活動推進部国際交流課 後援 ９件

68 健康福祉部健康福祉総務課 補助 ボランティア活動推進
ボランティア活動支援、相談、登録、養成講座開催
など。

ボランティア（個人、団体）及び社会福
祉協議会

69 健康福祉部健康福祉総務課 委託
福祉サービス総合支援事
業

判断能力が低下しても、地域で安心して生活が継続
できるよう成年後見制度の専門相談や福祉サービス
の利用援助等を実施。

社会福祉協議会

70 健康福祉部健康福祉総務課 委託
成年後見活用あんしん生
活創造事業

判断能力が低下しても、地域で安心して生活が継続
できるよう成年後見制度推進機関を設置、運営。ま
た、市民後見人を養成する。

社会福祉協議会

71 健康福祉部健康福祉総務課 政策提言
地域保健福祉推進協
議会

地域福祉計画他２計画の進行管理を行い、関
連計画を含めた保健医療・福祉の総合的な協
議、意見交換を行う。

大学教授・准教授
関係団体代表者

72 健康福祉部健康福祉総務課 個人参画
地域保健福祉推進協
議会

地域福祉計画他２計画の進行管理を行い、関
連計画を含めた保健医療・福祉の総合的な協
議、意見交換を行う。

市民(３人）

73 健康福祉部健康福祉総務課 情報交換
災害時要援護者避難
支援推進連絡会

個別支援プラン作成に向け、町会・自治会、老
人クラブ、民生・児童委員など各組織代表者と
意見交換を行う。

八王子市町会自治会連合会他５団
体

74 健康福祉部地域医療推進課 共催
「がん撲滅キャンペー
ン　～八王子乳がんを
知る会2010」

「がんによる死を減らす」ため、「自分の健康は
自分で守る」意識の醸成と、「がん検診受診」を
市民に促す

NPO法人八王子乳がんを知る会

75 健康福祉部地域医療推進課 後援 ３件

76 健康福祉部高齢者支援課 補助 地域福祉推進事業
家事援助、毎日食事サービスを提供する非営
利の民間団体に対して、経費の一部を補助

長寿社会を考える会
食事サービス加多厨

77 健康福祉部高齢者支援課 委託
ふれあい・いきいきサロ
ン事業

高齢者の居場所づくりとして地域住民が主体的
に行うサロン活動に対して経費の一部を補助

社会福祉協議会
サロン活動を実施する地域
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78 健康福祉部高齢者支援課 委託 長寿を祝う会 75歳以上の方を式典・演芸に招待 社会福祉協議会

79 健康福祉部高齢者支援課 委託
シルバーピア・シル
バーハウジング

公営住宅に用意された高齢者専用住宅に生活
協力員・援助員を設置し、安否確認や生活支援
を提供

個人
社会福祉法人

80 健康福祉部高齢者支援課 事業協力 シニア元気塾
高齢者の地域活動のきっかけづくりや高齢者活
動コーディネーターとして育成する講座を開催

八王子センター元気

81 健康福祉部高齢者支援課 政策提言
生涯現役いきいき協議
会

高齢者の地域活動を活性化するための施策を
検討する会議を開催

学識経験者等6人

82 健康福祉部高齢者支援課 委託
高齢者活動コーディ
ネート事業

特技･技術を持った高齢者が地域で活動できる
ように必要とする団体等に紹介し高齢者の活動
を活性化

八王子センター元気

83 健康福祉部高齢者支援課 補助
老人クラブ運営事業補
助

高齢者の地域活動に自主的に取り組む老人ク
ラブ活動の支援

単位老人クラブ

84 健康福祉部高齢者支援課 補助
老人クラブ連合会運営
費補助

地域の老人クラブを結びつける連合会の活動を
活性化するため、経費の一部を補助

老人クラブ連合会

85 健康福祉部高齢者支援課 補助 シルバー人材センター
高齢者へ就労機会を提供することによる生きが
いづくりや健康づくりにつながるセンター運営経
費の一部を補助

シルバー人材センター

86 健康福祉部高齢者支援課 委託
徘徊高齢者探索機器
貸与

ＧＰＳを利用した俳徊探索機器を貸出し、高齢
者の安全確保と家族の負担軽減を図る。

セコム(株）

87 健康福祉部高齢者支援課 委託
シルバーピア・シル
バーハウジング

公営住宅に用意された高齢者専用住宅に生活
協力員・援助員を設置し、安否確認や生活支援
を提供

個人
社会福祉法人

88 健康福祉部高齢者支援課 委託 配食サービス
低栄養状態の高齢者に昼食を届けることによ
り、健康の保持や安否確認を行う。

社会福祉法人 アゼリア会　他６法
人

89 健康福祉部高齢者支援課 後援 ８件

90 健康福祉部障害者福祉課 補助 地域福祉推進事業
地域の実情に応じて、相違と工夫により柔軟に
実施可能

ヒューマンケア協会外２
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91 健康福祉部障害者福祉課 個人参画 相談・情報提供事業
担当地区内の社会調査及び保健指導その他社
会福祉の増進

２４人

92 健康福祉部障害者福祉課 情報交換
障害者地域自立支援
協議会

障害福祉に関する各分野との連携、支援体制
の協議の場を設置し障害者を支援する。また、
第２期障害者計画の達成状況の検討。

２０人

93 健康福祉部障害者福祉課 個人参画
身体的障害者相談・知
的障害者相談

障害のあるものの更生援護の相談に応じ、必要
な指導を行う

２４人

94 健康福祉部障害者福祉課 個人参画
在宅心身障害者緊急
一時保護事業

在宅心身障害者を介護している保護者が家庭
における介護が困難となった場合に介護人を派
遣し一時保護する

約700人

95 健康福祉部障害者福祉課 委託 障害者生活支援事業
在宅の障害者に対し、在宅福祉サービスの利
用援助、社会資源を活用するための支援等を
行う

ヒューマンケア協会外２

96 健康福祉部障害者福祉課 委託
障害者自立生活支援
事業

障害者主体のサービス供給団体の提供する福
祉サービスを活用し、障害者の主体的な自立生
活を支援する。

ヒューマンケア協会

97 健康福祉部障害者福祉課 委託
精神障害者地域活動
支援事業

地域で活動する精神障害者の日常生活の支
援、日常的な相談への対応や地域交流活動な
どを行う。

わかくさ福祉会

98 健康福祉部障害者福祉課 委託
自立サポート環境整備
事業

障害児者及び家族を対象に、学齢期の段階か
ら支援プログラムを実施することにより、障害児
者の地域における自立生活を実現する。

若駒ライフサポート

99 健康福祉部障害者福祉課 委託
八王子市障害者居住
支援事業

賃貸契約による一般住宅に入居を希望する障
害者の支援、安心して暮らすために、必要に応
じて入居後の相談・調整等の支援を行う

わかくさ福祉会

100 健康福祉部障害者福祉課 事業協力
はり・きゅう・マッサージ
施術費助成事業

はり・きゅう・マッサージの施術費の一部を助成
する

八王子はり・きゅう・マッサージ施術
費助成事業指定施術者協議会

101 健康福祉部障害者福祉課 委託
長沼通所センターの管
理

長沼通所センターの管理 長沼通所センター管理委員会

102 健康福祉部障害者福祉課 委託 障害者就労支援事業
障害者の一般就労の機会拡大を図るとともに安
心して働きつづけられるよう就労面と生活面の
支援を一体的に行う

NPO八王子ワークセンター

103 健康福祉部障害者福祉課 委託
八王子市障害者就労
支援に係る庁内ワーク
シェアリング推進事業

役所内各課での軽作業を障害者に担ってもらい
一般就労への訓練機会の確保等を図る

NPO八王子ワークセンター
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104 健康福祉部障害者福祉課 補助
重度身体障害者グ
ループホーム事業補助

社会福祉法人等が実施する重度身体障害者グ
ループホーム事業に要する経費を補助する

NPO八王子ワークセンター若駒ライ
フサポート

105 健康福祉部障害者福祉課 補助 障害者団体補助
障害者の福祉の向上を図る目的をもって、事業
を行う障害者団体に対し補助金を交付する

特定非営利活動法人八王子視覚
障害者福祉協会

106 健康福祉部障害者福祉課 補助 障害者団体補助
障害者の福祉の向上を図る目的をもって、事業
を行う障害者団体に対し補助金を交付する

八王子聴覚障害者福祉協会

107 健康福祉部障害者福祉課 補助 障害者団体補助
障害者の福祉の向上を図る目的をもって、事業
を行う障害者団体に対し補助金を交付する

八王子市手をつなぐ親の会補助金

108 健康福祉部障害者福祉課 補助 障害者団体補助
障害者の福祉の向上を図る目的をもって、事業
を行う障害者団体に対し補助金を交付する

八王子市身体障害者福祉協会

109 健康福祉部障害者福祉課 補助 障害者団体補助
障害者の福祉の向上を図る目的をもって、事業
を行う障害者団体に対し補助金を交付する

八王子障害者協議会

110 健康福祉部障害者福祉課 補助 障害者団体補助
障害者の福祉の向上を図る目的をもって、事業
を行う障害者団体に対し補助金を交付する

ふれあい運動会実行委員会

111 健康福祉部障害者福祉課 補助
心身障害者小規模通
所授産施設事業運営
費補助

社会福祉法人が実施する心身障害者小規模通
所授産施設事業に要する経費の一部を補助す
る

ふきのとう

112 健康福祉部障害者福祉課 補助
精神障害者共同作業
所通所訓練事業運営
費補助

精神障害者家族団体等が実施する精神障害者
共同作業所通所訓練事業に要する経費の一部
を補助する

パオ外4

113 健康福祉部障害者福祉課 補助
精神障害者小規模通
所授産施設運営費補
助

社会福祉法人等が行う市内の精神障害者小規
模通所授産施設の運営等に要する経費の一部
を補助する

ピアわかくさ外３

114 健康福祉部障害者福祉課 補助
心身障害者（児）通所
訓練等補助

市内の心身障害者等の団体が実施する心身障
害者授産事業に要する経費の一部を補助する

うらら八日町工房外37

115 健康福祉部障害者福祉課 後援 ８件

116
健康福祉部東浅川保健福祉

センター
個人参画 保健福祉センター

センターの運営に関する基本的事項について
協議する。任期2年、年4回開催。

運営協議会委員　　　　　　公募に
よる市民3名、学識経験者2名他4
団体
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117
健康福祉部南大沢保健福祉

センター
事業協力

ボランティア講師による
教室

シニアボランティア講師による高齢者・障害者を
対象とした生きがい(趣味)づくりの教室

増三碁楽会ほか３団体

118
健康福祉部南大沢保健福祉

センター
事業協力

①シニア体力測定会
（公募、地域）
②シニア体力測定教室

高齢者の体力測定会での実践と補助
当館で養成したボランティア

119 健康福祉部保健総務課 事業協力 食品衛生
食品営業施設に対する巡回指導の他、消費者
に対する普及啓発として該当相談や消費者懇
談会を開催している。

八王子食品衛生協会

120 健康福祉部保健総務課
実行委員
会

いきいき健康づくり事
業

すべての市民が健康でいきいきと暮らしていけ
るよう、市民と各種団体と行政が協働で健康づ
くりを支援する。

八王子市医師会ほか43団体、2公
募市民委員

121 こども家庭部子育て支援課 委託
ひとり親家庭のための
パソコン検定4級講習
会

ひとり親家庭の保護者を対象とした就労に結び
つく技能習得のためのパソコン講習会を開催

八王子オオルリ会

122 こども家庭部子育て支援課 委託
市立保育所管理運営
委託

長房西保育園ほか５園の管理運営業務

（福）相友会
（福）太和会
（福）愛和会
（福）公徳福祉会
（福）多摩養育園

123 こども家庭部児童青少年課 共催 中高生企画事業体験
児童館こどもシティ・児童館まつり・みんなEnjoy
わくわくステージ

青少年・民生児童委員・町会・大
学・小中高校・大学・専門学校・育
成指導員等

124 こども家庭部児童青少年課 委託 学童保育所指定管理 公設学童保育所の管理運営事業 八王子市社会福祉協議会他8団体

125 こども家庭部児童青少年課 補助
自主学童ｸﾗﾌﾞ運営費
等補助金

自主学童ｸﾗﾌﾞ管理運営事業
つくみ学童ｸﾗﾌﾞ運営委員会、館町地域
集会所運営委員会、横山町学童ｸﾗﾌﾞ
運営委員会

126 こども家庭部児童青少年課 委託
子どもキャンプ場管理
運営

キャンプ場の門扉の開閉、利用確認、草刈り、
機材貸し出しを行う

上壱分方町神戸町会

127 こども家庭部児童青少年課 補助
青少年育成環境一斉ク
リーン活動

中学校区ごとに組織された青少年対策地区委員会
において看板撤去及び地域清掃活動を実施する。

青少年対策地区委員会（37団体）

128 こども家庭部児童青少年課 委託
健全育成推進区域事
業委託

指定した中学校校区に実施委員会を設置し、青少年
の健全育成活動や育成環境の浄化を図っている。

八王子市青少年健全育成推進区域ひ
よどり山地区実行委員会、ほか１地区

129 こども家庭部児童青少年課 補助
青少年対策地区委員
会活動補助

中学校区ごとに組織された青少年対策地区委員会
において、社会環境の浄化、健全育成、青少年の社
会参加活動を実施する。

青少年対策地区委員会（37団体）
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130 こども家庭部児童青少年課 委託
青少年健全育成キャン
ペーン

社会環境の悪化から青少年を守るため、市民の協
力を得ながら社会環境浄化運動を広く展開する

青少年健全育成キャンペーン実施
委員会

131 こども家庭部児童青少年課 委託 青少年立ち直り支援
非行等様々な問題を抱える青少年に対し、関係
機関が連携し、相談対応、活動機会提供等、立
ち直りの支援をする。

八王子地区保護司会

132 こども家庭部児童青少年課 委託
子ども会リーダー研修
会

子ども会や地域のリーダー・指導者育成のため
の研修事業

八王子市子供会育成団体連絡協
議会

133 こども家庭部児童青少年課 補助
こども会育成団体活動
補助金

子供会連絡協議会に所属する子ども会会員を対象
に文化・スポーツ事業を実施する。

八王子市子供会育成団体連絡協
議会

134 こども家庭部児童青少年課 補助
ボーイ・ガールスカウト
補助金（政策経費）

青少年の健全育成に大きな関りをもち地域とも密接
に関るボーイ・ガールスカウトの活動に対し、その振
興を助けるため補助を行う。

ボーイスカウト東京連盟八王子地
区協議会・ガールスカウト八王子連
合会

135
こども家庭部子ども家庭支援

センター
委託

八王子市子ども家庭
サービス事業

宿泊一時預かり・夜間一時預かり 社会福祉法人

136
こども家庭部子ども家庭支援

センター
共催

八王子市子ども家庭支
援ネットワーク

代表者会議・実務者会議・関係者会議の開催。

私立保育園協会・医師会・歯科医
師会・私立幼稚園協会・助産師会・
養育家庭の会・大学教授・弁護士・
人権擁護委員会・民生、児童委員・
小、中学校校長会など

137
こども家庭部子ども家庭支援

センター
委託 子育て広場事業運営 市内3つの「親子ふれあい広場」を委託。 ＮＰＯ

138
こども家庭部子ども家庭支援

センター
委託 子育て広場事業 市内5つの「親子つどい広場」を委託。 ＮＰＯ

139
こども家庭部子ども家庭支援

センター
委託

八王子市親子つどいの
広場開設

市内の「親子つどい広場」を委託。 ＮＰＯ

140
こども家庭部子ども家庭支援

センター
個人参画 子育て応援団

子ども家庭支援センターや保育園・児童館など
と連携し、登録しているボランティアを派遣や依
頼してもらう。

個人

141
こども家庭部子ども家庭支援

センター
委託

八王子市子ども家庭
サービス事業

宿泊一時預かり・夜間一時預かり 社会福祉法人

142
こども家庭部子ども家庭支援

センター
委託

八王子市ショートステイ
養育協力家庭事業

宿泊一時預かり 個人
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143
こども家庭部子ども家庭支援

センター
委託

八王子市育児支援家
庭訪問事業

児童の養育が困難な家庭を対象に育児支援ヘ
ルパーを派遣する

ＮＰＯ・有限会社・株式会社等

144
こども家庭部子ども家庭支援

センター
委託

八王子市親子つどいの
広場開設

市内の「親子つどい広場」を委託。 ＮＰＯ

145
こども家庭部子どものしあわ

せ課
政策提言 こども育成計画推進 八王子市こども育成計画の進行管理

民生児童委員、保育園・幼稚園関
係者、学校関係者、市民委員など
15名

146
こども家庭部子どものしあわ

せ課
補助

赤ちゃん・ふらっと設置
促進

商業施設等が赤ちゃん・ふらっと（授乳室）を設
置する際、市が9／10補助。

商業施設等

147
こども家庭部子どものしあわ

せ課
事業協力 子育てガイドブック作成

子育て支援情報をまとめた冊子に企業広告を
取り入れた。

子育て応援企業

148
こども家庭部子どものしあわ

せ課
個人参画 子どもミーティング

子どもの目線で八王子のまちづくりに提案を行
う。

24人（学生サポーター）

149
こども家庭部子どものしあわ

せ課
事業協力

保・幼・小子育て連絡
協議会

保育園・幼稚園から小学校へと、子どもの育ち
をつなぐための取り組み行う。

保育園・幼稚園関係者、小学校関
係者など

150
こども家庭部子どものしあわ

せ課
事業協力

八王子市子育て応援
企業

働きながら子育てしやすい環境づくりや、子育て
中の人をサービス等で応援する子育てにやさし
い企業を登録し、市でＰＲを行う。

企業

151
こども家庭部子どものしあわ

せ課
後援 7件

152 産業振興部産業政策課 事業協力 雇用制度活用支援
「中小企業緊急雇用安定助成金」申請委事務を
サポート

ビジネスお助け隊

153 産業振興部産業政策課 事業協力 「ビジネスお助け隊」
幅広い分野に人脈を持つ経験豊富な企業ＯＢ
等が、自らの経験とノウハウを生かしてボランタ
リー精神で中小企業支援を行う。

ビジネスお助け隊

154 産業振興部産業政策課 事業協力
起業家の養成・育成事
業

起業家の養成・育成を支援する。 ビジネスお助け隊

155 産業振興部農林課 事業協力 農業ツアー
小学生と保護者を対象に、椎茸・かぼちゃのも
ぎとりとひまわりの摘み取りなどの体験を７月に
実施した。

生産農家
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156 産業振興部農林課 事業協力 援農ボランティア制度
農業体験を希望するボランティア市民と援農受
け入れを希望する農業者を募集し、両者を結び
つける。

ボランティア市民

157 産業振興部農林課 委託
農作物獣害防止対策
（追い払い）

農作物被害軽減のためのサル追い払い及び捕
獲（７月～１２月）

八王子市追い払い駆除隊連絡会

158 産業振興部農林課 委託
道の駅八王子滝山施
設管理

大型農産物直売所を核とする｢道の駅八王子滝
山｣を指定管理者制度のもとに適切に管理運営
する。

株式会社ウェイザ･日本道路興運
株式会社連合体

159 産業振興部農林課 委託
恩方農村環境改善セン
ター

指定管理者制度を導入し、施設の貸出・警備・
清掃・環境整備に関する業務を行っている。

東京都森林組合

160 産業振興部農林課 委託
上川農村環境改善セン
ター

指定管理者制度を導入し、施設の貸出・警備・
清掃・環境整備に関する業務を行っている。

上川農村環境改善センター運営委
員会

161 産業振興部農林課 事業協力
農業体験事業
（大根つくり体験）

小学生以下と保護者（親子参加）を対象に、生
産農家の畑で種まき８月・間引き９月・収穫１０
月を実施。

生産農家

162 産業振興部農林課 事業協力 農作物獣害防止対策 ボランティアによる野生獣の追い払い・捕獲。 八王子市追い払い駆除隊連絡会

163 産業振興部観光課 事業協力
高尾陣馬特別警戒連
絡協議会

年末・年始の高尾・陣馬の警備等について連絡協力
体制をとった。

高尾警察署ほか１５団体

164 産業振興部観光課 委託
高尾山一丁平桜並木
保全

櫻の剪定、てんぐ巣病の除去 業者

165 産業振興部観光課 委託 滝山観桜林維持管理 観桜林の剪定及び草刈 業者

166 産業振興部観光課 補助
観光マップ・観光パンフ
レットの作成

・社団法人八王子観光協会

167 産業振興部観光課 補助 高尾・陣馬ファンクラブ
高尾山・陣馬山をこよなく愛する方々を、ファンクラブ
の会員として募集。会員には様々な特典がある。

社団法人八王子観光協会

168 産業振興部観光課 補助 ボランティアガイド制度
高尾山を中心とする山々の案内人として、ボランティ
アガイドを養成し、ボランティアガイドツアーを実施。

社団法人八王子観光協会
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169 産業振興部観光課 事業協力 八王子花火大会警備
社団法人八王子観光協会が主催する花火大会にお
いて警備・案内業務を市職員（部課長）が協力してい
る。

・社団法人八王子観光協会
（八王子警察署・八王子消防署・交
通安全協会）

170 産業振興部観光課 補助
ファッション都市運営協
議会

中心市街地等でのイベントによる、繊維産業の理解
や活力あるまちづくりの推進

・商工会議所
・商店会　等

171 産業振興部観光課 補助
八王子フィルムコミッ
ション

市内における撮影の支援
・社団法人八王子観光協会
・市民

172 産業振興部観光課 補助 八王子観光大使
八王子ゆかりの著名人を「八王子観光大使」に任命
し、本市の魅力の発信に力をお貸しいただく。

・社団法人八王子観光協会
・観光大使（現在4名）

173 産業振興部観光課 委託 外国人観光客誘致 外国人観光客の誘致に向けた総合的PR事業 ・社団法人八王子観光協会

174 産業振興部観光課 委託
駅ビル・光壁パネル作
成

八王子駅構内でのパネル設置による観光PR ・社団法人八王子観光協会

175 産業振興部観光課 委託
高尾山麓駐車場管理
業務

駐車場の管理 社団法人八王子観光協会

176 産業振興部観光課 補助
高尾山頂仮設トイレ設
置

５月、１１月の混雑期に合わせ、トイレ不足を解消す
るため、山頂付近に仮設トイレを設置した。

（社）八王子観光協会、京王電鉄（株）、高尾登山電鉄
（株）、髙尾山薬王院、高尾山商店会、高尾商業協同組合

177 産業振興部観光課 委託
八王子市観光客数等
実態調査

緊急雇用創出事業を用い、八王子市内外の観光客
や観光地の実情、本市の観光消費額及び経済波及
効果等を調査し、分析を行った。

㈳日本観光協会、緊急雇用事業に
よる雇用者

178 産業振興部観光課 委託
小下沢梅林剪定、草刈
委託

裏高尾にある梅林の維持管理 高尾梅郷協会

179 産業振興部観光課 委託
ハイキングコースの清
掃委託

ハイキングコースの清掃 （社）八王子観光協会

180 産業振興部観光課 委託
夕やけ小やけふれあい
の里管理運営

夕やけ小やけふれあいの里管理運営 （社）八王子観光協会

181 水循環部水環境整備課 事業協力
八王子駅南口周辺水
のまちプロジェクト

六本杉公園の湧水をいかして、うるおいといこ
いのある空間の創造や景観形成など、まちの魅
力を高める取組を進める。

子安町一丁目町会他４町会
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182 水循環部水環境整備課 事業協力
川口川上流域谷戸と水
路の生きものプロジェク
ト

水田や湿地の再生で地下水かん養の回復・生
物多様性の保全を図り、地域と連携して継続的
な谷戸の保全の展開を図る。

川口西部町会

183 水循環部水環境整備課 事業協力
横川弁天池湧水保全
協議会

横川弁天池地区の公園整備や湧水保全のため
の協議会を設置し、地域と連携した取組を進め
る。

横川一丁目町会他３町会

184 水循環部水再生課 事業協力 生活排水対策推進
小学校での環境学習やモデル地区での水質調
査と啓発活動を通じて生活排水対策事業を実
施。

八王子に清流を取り戻す市民の会

185 水循環部水再生課 補助
八王子浅川子どもの水
辺協議会

ガサガサ探検隊や河川清掃などを通じて川遊
びの楽しさや身近な自然に触れてもらう。

八王子浅川子どもの水辺協議会

186 環境部環境政策課 事業協力 路上喫煙防止条例 喫煙マナーアップキャンペーンの開催 環境市民会議・市民・事業者

187 環境部環境政策課 事業協力
講演会及び映画上映
会

ダニエル・カール氏による環境講演と映画「マイ
マイ新子と千年の魔法」上映会の実施

「はちおうじ省エネ国」会員家庭

188 環境部環境政策課 事業協力 省エネチャレンジ2010
地球温暖化防止月間である１２月に、家庭でい
つも以上の省エネに取り組み、削減できたCO2
量を集計・公表する。

東京都地球温暖化防止活動推進
センター（愛称：クール・ネット東京）

189 環境部環境政策課 事業協力 LAS-Eの運用
市の事業活動における環境負荷を低減するた
め、市民と協働してPDCAサイクルにより取り組
みを推進する

環境推進会議の市民委員

190 環境部環境政策課 政策提言 環境審議会の運営
市長の付属機関として、市の環境保全等に関す
る事項を調査審議する

八王子市環境審議会委員（市民）

191 環境部環境政策課 委託 環境学習室管理運営
環境学習室「エコひろば」の管理・運営を委託。
また、環境啓発事業の補助を行う。

環境学習・リサイクル推進協議会

192 環境部環境政策課 補助
環境保全推進地区市
民会議の支援

市民・事業者による自発的な環境保全活動を支
援する

環境市民会議（６地区）

193 環境部環境政策課 事業協力
八王子市環境指標
「ちぇっくどぅ」普及・活
用

八王子市環境指標「ちぇっくどぅ」普及・活用及び
改訂版の編集作業を行った

環境診断士

194 環境部環境政策課 事業協力
エコアクション２１の普
及

中小企業における事業活動による環境負荷の
低減を図るための環境経営システム「エコアク
ション２１」の普及

エコアクション２１地域事務局東京
中央
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195 環境部環境政策課
実行委員
会

八王子環境フェスティ
バル

市民・事業者・学校・行政が一体となって行う環
境啓発のため野外イベント

八王子環境フェスティバル実行委
員会

196 環境部環境政策課 事業協力
剪定枝等のエネルギー
化実証事業

長池公園において、園内から発生する剪定枝
等を活用し、木質バイオマスの普及啓発を実施
した。

長池公園指定管理者

197 環境部環境政策課 情報交換 環境白書の発行
環境基本計画に基づく施策や取り組みを総合
的かつ計画的に推進するために、前年度の実
施状況とその評価について公表

環境市民会議（6地区)

198 環境部環境政策課 共催
事業者向け省エネ改修
事例発表会

中央大学にによる先進的な省エネ改修の事例
を大学・事業者向けに紹介

・中央大学
・八王子商工会議所

199 環境部環境政策課
実行委員
会

八王子市地球温暖化
防止センター設立準備

様々な主体の代表による準備会により、八王子
市地球温暖化防止センターの設立に向け、組
織、運営方法等について検討

八王子市地球温暖化防止センター設立準
備会（様々な分野の市民・事業者等により
構成）

200 環境部環境保全課 事業協力
マルベリーブリッジ花づ
くり事業

ボランティアによるマルベリーブリッジ上花壇の
花づくり年４回の花の植替え、週1回の維持管
理

マルベリー花づくり会

201 環境部環境保全課
アドプト制
度

南大沢花づくり事業
ボランティアによる南大沢歩行者専用道路上花
壇の花づくり年２回の花の植替え、月２回の維
持管理

南大沢みどりのサポーターの会

202 環境部環境保全課 事業協力
グリーンマッチング八
王子

斜面緑地保全区域の維持管理 ＮＰＯ法人緑サポート八王子

203 環境部環境保全課 委託 親子里山体験講座
堀之内里山保全地域での里山保全の作業を親
子で体験

ＮＰＯ法人里山農業クラブほか1団
体

204 環境部環境保全課 事業協力
害虫駆除・空閑地雑草
対策

ハチに関する啓発活動。高尾山でパンフレット
の配布や出前講座での講習会など

大槻さん（市職員ＯＢ）

205 環境部ごみ減量対策課 補助 みんなの町の清掃デー
5月30日実施。町会・自治会を中心に219団体、
14,588人が参加して地域の清掃を行った。

美しい八王子を作る会

206 環境部ごみ減量対策課 補助 みんなの川の清掃デー
9月5日実施。町会・自治会を中心に203団体、
11,355人が参加して地域の清掃を行った。

美しい八王子を作る会

207 環境部ごみ減量対策課 事業協力
廃棄物減量・再利用推
進員

ごみの減量や資源化等について、市民と市をつ
なぐ地域（町会単位で選出）のリーダーとして市
の施策への協力その他の活動を行う。

廃棄物減量・再利用推進員
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208 環境部ごみ減量対策課 事業協力 はがき類の回収事業
郵便局の窓口にはがき類専用の回収箱を設置
し、市民に使用済みのはがき類を出してもらう。

郵便局（64箇所）

209 環境部ごみ減量対策課 事業協力
ペットボトル拠点回収
事業

スーパー等の店舗に専用容器を常設し、ペット
ボトルを回収する。

スーパー等（164店舗）

210 環境部ごみ減量対策課 補助 資源集団回収事業
ごみ減量・資源物の有効活用を図るため、町会
等が行う資源集団回収事業に対し補助金を交
付

市内424団体

211 環境部ごみ減量対策課 事業協力
バイオマス資源の液化
と有効利用についての
共同研究

バイオマス資源を液体燃料に変換して、自動車
の燃料等として有効利用するための基礎研究を
行う。

東京工科大学

212 環境部ごみ減量対策課 事業協力
ごみゼロ社会推進協議
会

廃棄物処理及び資源循環に関する協議 町・自連ほかからの推薦者

213 まちづくり計画部都市計画室 政策提言
景観計画策定等検討
会議

八王子市の景観計画の策定及び景観条例の制定に関し調
査検討を行い、市長に提案や助言を行う。

学識経験者・市民団体の代表・公募市民

214 まちづくり計画部都市計画室 補助
協議会等への活動費
助成

地区まちづくり推進条例による地区まちづくり協議会等の
活動に対する経済的な支援 中町地区まちづくり推進準備会

215 まちづくり計画部都市計画室 委託
八王子市地域協働復
興模擬訓練

市職員及び地区の市民防災リーダーを対象
に、震災後の都市復興について机上訓練を行
う。

首都大学東京(都市環境科学研究
科)

216 まちづくり計画部都市計画室 政策提言
八王子市市街化調整
区域土地利用基本方
針検討委員会

市街化調整区域の望ましい土地利用と市独自
の保全・規制・誘導の具体的な方法を検討し、
市長に答申する。

学識経験者・市民団体等の代表・
公募市民

217 まちづくり計画部都市計画室 政策提言
旭町・明神町地区周辺
まちづくり構想検討委
員会

旭町・明神町地区周辺のまちづくりの基本となる考
え方、方針等を内容とする構想の検討を行う。

学識経験者、町会自治会連合会、商工会議所、商店会連
合会、東日本旅客鉄道株式会社 八王子支社、京王電鉄株
式会社、東京新聞ショッパー社 八王子支社、公募市民

218 まちづくり計画部交通政策室 事業協力
八王子市地域公共交
通活性化協議会

地域公共交通活性化及び再生に関する法律の
規定に基づき、地域住民の生活に必要なバス
等の旅客運送の確保等を協議する。

町会・自治会、老人クラブ、障害者
団体、交通事業者等

219 まちづくり計画部交通政策室 情報交換 南北自由通路の整備
高尾駅周辺整備の方針を検討するにあたり、地
域住民と意見交換や情報交換を行う。

町会

220 まちなみ整備部住宅対策課 政策提言
住宅マスタープラン策
定

住宅マスタープラン策定
八王子市住宅マスタープラン策定
市民委員会
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221 まちなみ整備部住宅対策課 委託 市営住宅管理 施設の維持管理 共同事業

222 まちなみ整備部住宅対策課 委託 市営住宅管理 施設、付帯施設及び物品の維持管理。
集会所を有する市営住宅集会所運
営委員会

223 まちなみ整備部住宅対策課 共催
分譲マンション管理セミ
ナー

マンション管理組合、区分所有者に対し、情報
及び資料の提供をし、維持管理等の支援を行
う。

財団法人マンション管理センター

224 まちなみ整備部住宅対策課 共催
住まいのなんでも相談
会

協力団体として、市に登録している５つの市内
施工業者団体が、住まい（リフォーム等）に関す
る相談を受ける。

八王子市住宅相談連絡会

225 まちなみ整備部公園課 事業協力 手づくり公園推進
町会等を中心に公園をつくる会を設立し、ワー
クショップを行い、地域の意見を取り入れた個性
豊かな公園整備。

元木橋公園をつくる会

226 まちなみ整備部公園課
アドプト制
度

公園アドプト制度推進
身近な公園の清掃・除草等のアドプト活動に
よって、公園への愛護心や地域の美化意識の
向上が図れる。

208団体

227 まちなみ整備部公園課 補助
小田野中央公園まちづ
くり活動支援

手づくり公園として整備した小田野中央公園を、
引き続き地域で公園の維持管理活動をする。

小田野中央公園まちづくりの会

228 道路事業部計画課
アドプト制

度
道路アドプト制度の推

進
市民と管理者が協働して、低木の刈込、、除草、清

掃等の道路維持管理を行う。
自治会・企業・市民グループ

229 道路事業部管理課 事業協力 違反立看板撤去
捨て看板に関する講習を終了し、認定を受けた
900名超の協力員が市内の全域で随時捨て看
板の除去を行なう。

捨て看板の表示の防止及び除去
のための協力員

230 道路事業部交通事業課 事業協力
自転車安全運転免許
証発行事業

小学生が自転車交通ルールやマナーを学び交通事
故防止を図るため平成16年より実施

八王子・高尾・南大沢交通安全協会、
自転車商協同組合

231 道路事業部交通事業課 事業協力
高齢者参加・体験・実践
型交通安全教室

高齢者を対象に自転車実技、屋外歩行訓練を行う 老人クラブ連合会

232 道路事業部交通事業課 事業協力 交通安全立て看板配付 町会等に対し交通安全立て看板の配付を行う 町会・自治会

233 道路事業部交通事業課 共催 交通安全市民の集い 交通安全の啓発 八王子・高尾・南大沢交通安全協会
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234 道路事業部交通事業課
実行委員
会

中心市街地交通安全対
策連絡会による活動

飲酒運転防止活動 町会・商店会・交通安全協会

235 道路事業部交通事業課 委託
自転車安全利用指導業
務委託

交通公園の自転車安全利用を促進し、公園利用者
の安全を確保する。

八王子交通安全協会

236 道路事業部交通事業課
実行委員
会

交通安全対策協議会の
開催

春・秋の全国交通安全運動計画を決定する。 町会自治会連合会他16団体

237 道路事業部交通事業課 補助
八王子交通安全協会補
助金

交通安全活動に寄与する団体への補助 八王子交通安全協会

238 道路事業部交通事業課 補助
高尾交通安全協会補助
金

交通安全活動に寄与する団体への補助 高尾交通安全協会

239 道路事業部交通事業課 補助
南大沢交通安全協会補
助金

交通安全活動に寄与する団体への補助 南大沢交通安全協会

240
南口再開発推進室南口再開

発推進室
実行委員
会

八王子駅南口まちびら
き記念フェスタ

八王子駅南口再開発ビル等のオープンに合わせ、中心市
街地全体で実施するイベント事業を推進する

八王子商工会議所、八王子駅南口地区市
街地再開発組合、まちづくり八王子

241 行政経営部行革推進課 政策提言 行財政改革推進事業
行財政改革推進審議会を組織し、本市の行財
政改革の基本方針及び行財政改革の推進に関
する重要事項について調査・審議する。

学識経験者3名（創価大学、中央大学、東京大学）
団体推薦3名（ＮＰＯ法人八王子社会活動協議会、八王子
商工会議所、八王子市町会自治会連合会）
公募市民2名

242 行政経営部経営監理室 事業協力 外部評価委員会
学識経験者や市民で構成する委員会において
「事業仕分け的手法を用いた事業再点検」によ
る外部評価を実施した。

学識経験者4名（東京大学・首都大学東京・中央大学・創価
大学）
行政経験者2名（元東京都職員、元小金井市収入役）
公募市民2名

243
生活安全部暮らしの安全安心

課
補助 防犯協会補助金

地域安全活動の活性化などの啓発活動を行っ
ている防犯協会に対して補助金を交付する

八王子防犯協会、高尾防犯協会、
南大沢防犯協会

244
生活安全部暮らしの安全安心

課
補助

防犯カメラ維持管理経
費補助金

防犯対策を目的に防犯カメラを設置し維持管理
を行う八王子ビル防犯連合会に対して補助金を
交付する

八王子ビル防犯連合会

245
生活安全部暮らしの安全安心

課
共催 くらしの見直し展開催

消費者意識を啓発するため、市民を代表する運
営委員会を中心に生活に密着する行政機関と
連携し事業を展開した。

消費者センター運営委員会

246
生活安全部暮らしの安全安心

課
事業協力 生活安全パトロール

八王子警察署や商店会などの地域の関係団体
等と市が協働し、市長などが先頭に立って、月
に１回環境浄化活動を実施。

八王子警察署、商店会、町会
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247
生活安全部暮らしの安全安心

課
事業協力

多重債務無料法律相
談会

東京三弁護士会多摩支部と協働し、多重債務
者に対し無料で法律相談を実施。

東京三弁護士会多摩支部

248
生活安全部暮らしの安全安心

課
事業協力 総合市民相談会

各士業協会などの協力を得て、法律、税、不動
産など様々な分野の専門家に一箇所で相談で
きる総合市民相談会を実施。

東京三弁護士会多摩支部、東京司法書士会八王子支部、
東京都宅地建物取引業協会八王子支部、全日本不動産協
会東京都本部多摩南支部、東京都不動産鑑定士協会、東
京税理士会八王子支部、東京土地家屋調査士会八王子支
部、東京都社会保険労務士多摩支部、東京都行政書士会
八王子支部、東京家事調停協会

249
生活安全部暮らしの安全安心

課
後援 ５件

250 生活安全部防災課 補助
自主防災組織運営支
援

地域の防災意識の向上を目的として、自主防災
組織を結成し、被害の向上を図る。

町会・自治会・管理組合などを単位
とする「自主防災組織」

251 生活安全部防災課 補助
自主防災組織運営支
援

地域の防災意識の向上を目的として、自主防災
組織を結成し、被害の向上を図る。

町会・自治会・管理組合などを単位
とする「自主防災組織」

252 生活安全部防災課 共催
八王子駅周辺滞留者
対策訓練

発災時における滞留者への対応から徒歩帰宅
者支援、帰宅困難者支援といった一連の訓練。

鉄道・バス事業者、商店会、大型店舗、集客施設、事業所、
放送・通信事業者、ライフライン事業者、医療機関、警察・
消防等の５１団体

253 生活安全部防災課 補助
八王子防火防災協会
火災予防事業

防火・防災意識の高揚を図り、災害の未然防止
と軽減を図る。

八王子防火協会

254
選挙管理委員会事務局選挙

管理委員会事務局
共催 「話しあい」活動

年間を通し、推進委員会が有権者を対象に話し
あいを実施する。
毎年実施。

八王子市明るい選挙推進協議会

255
選挙管理委員会事務局選挙

管理委員会事務局
補助

各地域の運動会等へ
の参加

毎年、各地域で町民をあげて運動会・祭り等が
開催されている行事に参加し、推進委員及び白
ばらの友が参加者に対し、活動等のＰＲをす
る。啓発物資を配布する。

八王子市明るい選挙推進協議会

256
選挙管理委員会事務局選挙

管理委員会事務局
共催 ポスターコンクール

毎年、市内小学校児童・中学校及び高等学校
生徒を対象に選挙啓発ポスターを募集する。ま
た、応募作品を展示する。
推進委員が各地区においての学校に訪問作品
の応募へのお願いに努める。また、審査・表彰
も行なう。

八王子市明るい選挙推進協議会

257
選挙管理委員会事務局選挙

管理委員会事務局
補助

機関紙「しろばら」の発
行

推進委員が編集委員となり記事の内容構成な
どを経て、機関紙の発行を毎年３月１日に発行
している。
この機関紙を白ばらの友等、関係者に送付す
る。

八王子市明るい選挙推進協議会

258
選挙管理委員会事務局選挙

管理委員会事務局
共催 駅頭啓発

統一的に八王子駅・西八王子駅で啓発物資を
配布

八王子市明るい選挙推進協議会

259
選挙管理委員会事務局選挙

管理委員会事務局
共催 駅頭啓発

統一的に八王子駅・西八王子駅で啓発物資を
配布

八王子市明るい選挙推進協議会
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260
選挙管理委員会事務局選挙

管理委員会事務局
共催 駅頭啓発

統一的に八王子駅・西八王子駅・高尾駅で啓発
物資を配布

八王子市明るい選挙推進協議会

261
選挙管理委員会事務局選挙

管理委員会事務局
後援 1件

262 学校教育部学事課 補助
山間地域交通改善モデ
ル事業補助

バス路線のない地域において、地域交通システ
ムの運行に対し補助を行い、小学校への通学
手段の確保を行う。

小津町地域バス等運営委員会

263 学校教育部教育総務課 事業協力 学校安全ボランティア
地域住民のボランティアによる子どもたちの登
下校時の見守りや学校内のパトロール

見守りやパトロール等、協力してい
ただける市民等

264 学校教育部教育総務課 事業協力
ピーポくんの家
（子ども緊急避難所）

子どもたちが危険に遭った時に、駆け込めば身
を守ってくれるピーポくんの家（子ども緊急避難
所）の設置

小学校PTA連合会、協力していた
だける市民等（民家、商店、企業、
各種団体等）

265 学校教育部教育総務課 事業協力
ピーポくんの安心パト
ロール

「ピーポくん」のステッカーを貼付した車両による
パトロールや子どもが助けを求めてきたときの
保護

活動の趣旨に賛同する法人及び団体で、次の要件を備え
ているものとする。
（１）使用車両に通報用の携帯電話又は無線機を備えてい
ること
（２）悪用や偽造等を防止するため、ステッカーの管理に必
要な措置を採ること
（３）運転者に活動方法を指導できること

266 学校教育部教育総務課 後援 1件

267 学校教育部指導課 共催
八王子市立中学校科
学コンクール

理科離れ対策のひとつとして、本市中学生の
「科学する心」を育むため、科学コンクールを開
催するもの。

八王子市立中学校PTA連合会(主
催)、八王子市教育委員会、八王子
市立中学校校長会(共催)

268 学校教育部指導課 事業協力
八王子市小学校科学
教育センター事業(夏季
子ども科学教室)

科学実験等を学校が休みの日に市内の大学等
と共同で行い、子どもたちに科学の楽しさを実
感してもらうもの。

帝京大学、東京工業高等専門学
校、アジレント・テクノロジー(株)

269 学校教育部指導課 後援 29件

270
生涯学習スポーツ部生涯学

習総務課
事業協力

生涯学習コーディネー
ター養成講座

生涯学習コーディネーター養成講座。定員24
名、6月～7月に全6回で開催した。

八王子生涯学習コーディネーター
会

271
生涯学習スポーツ部生涯学

習総務課
共催

生涯学習フェスティバ
ル

市民が学習するきっかけづくりと参加者同士が
交流して10月17日にクリエイトホールで開催し
た。

八王子生涯学習コーディネーター
会

272
生涯学習スポーツ部生涯学

習総務課
実行委員
会

社会を明るくする運動
青少年の非行防止と非行に陥った青少年の更
生の援助を図るため、駅頭一斉広報活動や講
演会等を実施する。

八王子地区保護司会外26団体
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273
生涯学習スポーツ部生涯学

習総務課
政策提言 生涯学習審議会

市民の生涯学習の振興をはかるため、教育委
員会からの諮問に応じ調査審議し、答申する。

八王子市生涯学習審議会

274
生涯学習スポーツ部生涯学

習総務課
情報交換 学習支援委員

生涯学習活動の支援及び相談、学習情報の収
集及び提供、また生涯学習関係団体の連携
等、市民の生涯学習の振興を図る

八王子市学習支援委員

275
生涯学習スポーツ部生涯学

習総務課
共催

市内高等学校吹奏楽
フェスティバル

八王子市内の高等学校吹奏楽部が一同に会し
市民を対象に行っている演奏会

八王子市内高等学校吹奏楽連絡
協議会

276
生涯学習スポーツ部生涯学

習総務課
事業協力

親子わくわく体験・親子
ふれあい雪あそび

姫木平自然の家に宿泊し、地元の方との交流
や、自然・食文化体験を通して、親子のきずなを
深める。

8人

277
生涯学習スポーツ部生涯学

習総務課
委託

親子わくわく体験・親子
ふれあい雪あそび

姫木平自然の家に宿泊し、地元の方との交流
や、自然・食文化体験を通して、親子のきずなを
深める。

長和町グリーン・ツーリズム協議会
中山道和田宿体験

278
生涯学習スポーツ部生涯学

習総務課
事業協力 平成23年成人式

新しく成人となった若者を励ますとともに大人と
しての責任を自覚してもらうために式典を開催
する。

成人式実行委員会

279
生涯学習スポーツ部生涯学

習総務課
委託 サタデースクール

土曜の午前中に地域のボランティアにより地域
小学生向けの体験教室などを行う、各団体年８
回以上

第一小学校地区サタデースクール
運営委員会他30団体

280
生涯学習スポーツ部生涯学

習総務課
事業協力

北海道白糠町小学生
交流事業

北海道白糠町へ１５名の小学生を派遣し、北海
道白糠町の小学生１５名とともに交流を行う。

２人

281
生涯学習スポーツ部生涯学

習総務課
委託 放課後子ども教室

小学校の校庭、体育館、余裕教室等を使用し、
子どもたちに放課後の安全・安心な居場所を提
供する。

第二小学校地区放課後子ども教室
推進委員会　外26団体

282
生涯学習スポーツ部生涯学

習総務課
委託

姫木平自然の家管理
運営

姫木平自然の家管理運営 株式会社長和町振興公社

283
生涯学習スポーツ部生涯学

習総務課
共催

第1回八王子市長杯こ
ども将棋大会

日本の伝統文化の普及と青少年の健全育成を
目的とした市内小学生が参加するトーナメント
方式の将棋大会

（社）日本将棋連盟

284
生涯学習スポーツ部生涯学

習総務課
後援 138件

285
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
政策提言 スポーツ振興審議会

市民のスポーツの振興を図ることを目的とし、教
育委員会が委嘱する１５名以内の委員をもって
組織

市内スポーツ関係者、公募市民、
大学体育関係者、学識経験者
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286
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託 市民体育大会

市民のスポーツの振興、普及及び競技力の向
上を図る。

ＮＰＯ法人八王子市体育協会

287
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託 陸上選手権大会 陸上競技の普及と競技力の向上を図る。 八王子市陸上競技協会

288
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託 八王子市民水泳大会

小学３年生以上を対象とし、水泳競技の普及発
展と記録の向上をはかるため実施。

八王子市水泳連盟

289
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託 市民スキー競技大会 スキー競技の普及と競技力の向上を図る。 八王子市スキー連盟

290
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託

八王子ロードレース大
会

陸上競技の普及と競技力の向上のために開催 八王子市陸上競技協会

291
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託 都民体育大会

都民体育大会への参加選手派遣と参加申し込
み

ＮＰＯ法人八王子市体育協会

292
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託

都民スポレクふれあい
大会

都民スポレクふれあい大会への参加選手派遣
と参加申し込み

特定非営利活動法人八王子市レク
リエーション協会

293
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託

市民レクリエーション大
会

市民のレクリエーション活動発表の場として開
催

特定非営利活動法人八王子市レク
リエーション協会

294
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託

市民スポーツレクリ
エーション大会

市民のレクリエーションの振興、普及び活動発
表の場の確保。

ＮＰＯ法人八王子市レクリエーショ
ン協会

295
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託 ネオテニス教室 中学生以上を対象とした基礎指導の講習 八王子市ネオテニス協会

296
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託 市民スケート教室 小学生以上を対象としたスケート教室 八王子市民スケートすべろう会

297
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託 八王子八峰登山大会 高尾山を中心とした山登り 八王子市山岳連盟

298
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託 小学校校庭夜間開放

ナイター設備のある小学校10校で夜間開放を
行う。

各小学校校庭夜間開放運営委員
会
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299
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託 学校プール開放

夏季休業において、市民プールから離れた地域
の小中学校プールを市民に無料で開放する。

八王子市水泳連盟

300
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
実行委員
会

ヘルシーウォーキング
市民の体力向上、健康の維持増進を目的として
開催

ヘルシーウォーキング実行委員会

301
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託 地区運動会

市民の体力向上、健康の維持増進を目的として
開催

各地区総合型地域スポーツクラブ
等

302
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
実行委員
会

全関東八王子夢街道
駅伝

八王子市の中心部を会場とする駅伝大会
全関東八王子夢街道駅伝競走大
会実行委員会

303
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託

滝ガ原運動場外7件窓
口受付等業務

施設貸出・使用料入金業務・環境整備等
公益社団法人八王子市シルバー
人材センター

304
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託

滝ガ原運動場外7件窓
口受付等業務

施設貸出・使用料入金業務・環境整備・門扉開
閉等

公益社団法人八王子市シルバー
人材センター

305
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託

滝ガ原運動場外7件窓
口受付等業務

施設貸出・使用料入金業務・環境整備・門扉開
閉等

公益社団法人八王子市シルバー
人材センター

306
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託

滝ガ原運動場外7件窓
口受付等業務

施設貸出・使用料入金業務・環境整備・門扉開
閉等

公益社団法人八王子市シルバー
人材センター

307
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託

滝ガ原運動場外7件窓
口受付等業務

施設貸出・使用料入金業務・環境整備・門扉開
閉等

公益社団法人八王子市シルバー
人材センター

308
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託

狭間スポーツ広場門扉
開閉及びトイレ清掃等
業務委託

狭間スポーツ広場門扉開閉及びトイレ清掃委託
特定非営利活動法人東京スポーツビジョン
二十一

309
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託 ＰＦＩアドバイザリー委託

新体育館整備のためのＰＦＩ事業契約締結に係
る法定手続きに関する助言及び資料作成

株式会社日本経済研究所

310
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託 管理委託 上柚木公園内運動施設の管理運営業務 （財）八王子市学園都市文化ふれあい財団

311
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託 管理委託 大塚公園他7公園内運動施設運営業務 ゆめおりスポーツパーク
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312
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
政策提言

戸吹スポーツ公園施設
整備

戸吹スポーツ公園の設計・整備 スケートボード協会

313
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託

西寺方グラウンド窓口
受付等業務

施設貸出・使用料入金業務・環境整備・門扉開
閉等

下小田野町会

314
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託

市民体育館一般開放
（バレーボール、ソフト
テニス、アーチェリー、
バスケットボール、和
弓、バドミントン、ミニテ
ニス、ネオテニス）

市民を対象に種目別の一般開放を実施し、初
心者指導から個人のレベルアップまで指導員を
配置している。

八王子バレーボール連盟他7団
体。

315
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託 市民体力テスト

健康、体力の保持増進を図るため、小学4年生
以上の市民を対象に市民体力テストを年4回実
施。

八王子市民体力テスト実施委員会

316
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託

スポーツ教室（スポーツ
民踊、フォークダンス、
バドミントン、気功太極
拳、ジュニア体操）

スポーツ・レクリエーションへの導入と各種目の
競技人口の裾野を広げるために実施。

八王子市体操連盟他5団体

317
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
委託

甲の原体育館一般開
放(バスケットボール・
バドミントン・水泳）

市民の方を対象に種目別の一般開放を実施
し、初心者指導や個人参加者のために指導員
を配置している。

八王子市バスケットボール協会・八
王子市バドミントン連盟・八王子市
水泳連盟

318
生涯学習スポーツ部スポーツ

振興課
後援 49件

319
生涯学習スポーツ部学習支

援課
事業協力

クリエイトホール植栽活
動

クリエイトホール周囲の植栽の手入れ 18人

320
生涯学習スポーツ部学習支

援課
事業協力 青年ライブステージ

青年層を対象とし、歌や音楽など発表の場を設
ける。（東日本大震災の影響で中止）

学習支援委員
後援：大学コンソーシアム八王子

321
生涯学習スポーツ部学習支

援課
事業協力 市民企画講座 講座の企画、一般公募企画案の検討・選考。 4人

322
生涯学習スポーツ部学習支

援課
共催

年金と老後の生活設計
の話

年金、老後の生活設計・資金準備等の基礎知
識

シニアアドバーザー協会

323
生涯学習スポーツ部学習支

援課
共催 八王子城の謎

北条氏照の印文未詳印の話と八王子城牛頭天
王の話など市民の研究発表と地域学習の足掛
かりとして実施した。

川口郷土史研究会

324
生涯学習スポーツ部学習支

援課
共催

初めて作るカントリー
ドール～干支うさきに
挑戦

来年の干支にちなみ耳長うさぎを３種類の生地
から作っていく。

バニーズの会
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325
生涯学習スポーツ部学習支

援課
共催

八王子の林業と椎茸の
植菌体験

八王子の林業の現状・課題・将来性についての
講義と椎茸の植菌体験

八王子林業研究会

326
生涯学習スポーツ部学習支

援課
共催

ピザを食べて脳トレしよ
う

食育の講和と調理実習
恩方地区住民協議会・八王子市学
園都市文化ふれあい財団

327
生涯学習スポーツ部学習支

援課
共催

知って安心・相続と遺
言の基礎知識

相続・遺言に関する講演。
NPO法人シニアライフアドバイザー
協会

328
生涯学習スポーツ部学習支

援課
共催

老後の生活設計～生
活資金などを見直すヒ
ント～

老後の資金運用・生活設計を考える。
NPO法人シニアライフアドバイザー
協会

329
生涯学習スポーツ部学習支

援課
共催

書いてみよう　老い支
度ノート～いざという時
に必要な私の情報・家
族へのメッセージ～

老後に備えるための術を講演
NPO法人シニアライフアドバイザー
協会

330
生涯学習スポーツ部文化財

課
事業協力 ガイドボランティア

ガイドボランティアが、八王子城跡を訪れる見学
者に八王子城の歴史や見どころなどを解説しな
がら案内する。

16人

331
生涯学習スポーツ部文化財

課
委託

八王子車人形と民俗芸
能の公演

都指定無形文化財「八王子車人形」［説経浄瑠
璃」と市指定無形民俗文化財の「木遣」「獅子
舞」を一同に会して公演する。

八王子指定文化財芸能団体協議
会

332
生涯学習スポーツ部文化財

課
事業協力

展示ガイド及び講座等
協力

ボランティアによる郷土資料館の展示ガイド及
び講座・講演会等での協力

31人

333
生涯学習スポーツ部文化財

課
事業協力 古文書所在調査

古文書研究グループの有志のボランティアによ
る市内の古文書の所在調査

22人

334
生涯学習スポーツ部文化財

課
委託 古文書資料目録作成

郷土資料館に収蔵している古文書を整理・分類
し、目録作成を行い、研究、市民利用等の閲覧
に活用する。

9人

335
生涯学習スポーツ部文化財

課
委託

古文書資料目録作成
分類委託

郷土資料館が指定する古文書の目録を作成
し、研究、市民利用等の閲覧に活用する。

9人

336
生涯学習スポーツ部文化財

課
委託 古文書解読

郷土資料館に収蔵している古文書を解読し、印
刷原稿とすることにより、広く研究、市民利用等
に活用する。

9人

337 生涯学習スポーツ部図書館 事業協力
講座「親子で作ろう手
づくりの本」及び「手づく
りの本展」

手づくりの本の講座を「八王子手づくり絵本の会」主催で行
い、図書館主催の手づくりの本展では、子どもの製本体験
コーナーを実施

八王子手づくり絵本の会
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338 生涯学習スポーツ部図書館 委託 やまゆり館環境美化 やまゆり館草花の植栽及び除草委託 特定非営利活動法人からまつ

339 生涯学習スポーツ部図書館 事業協力
高齢者障害者宅配
サービス

図書館への来館が困難な市民に対し自宅配本することに
より障害者等の図書館利用の増進を図る 宅配ボランティア

340 生涯学習スポーツ部図書館 個人参画
読書のまち八王子推進
連絡会議委員経費

読書のまち八王子の実現に向けて提言
読書のまち八王子推進連絡会議委
員

341 生涯学習スポーツ部図書館 委託 北野分室管理運営
北野市民センター地区図書室を図書館の分室とし、地域に
根ざした図書館サービスの提供を行う 北野地区住民協議会

342 生涯学習スポーツ部図書館 事業協力 ブックスタート
乳児検診の機会に、ボランティアが読み聞かせ・わらべうた
を実演し、また子育て支援情報を提供する ブックスタートボランティア等

343 生涯学習スポーツ部図書館 事業協力 ワークショップ
読書のまち八王子を広く市民に周知することを
目的に八王子読書フォーラムを市民と協働して
開催する

ブックスタートボランティア有志

344 生涯学習スポーツ部図書館 事業協力 ワークショップ
読書のまち八王子を広く市民に周知することを
目的に八王子読書フォーラムを市民と協働して
開催する

八王子子ども文庫連絡協議会

345 生涯学習スポーツ部図書館 事業協力 ワークショップ
読書のまち八王子を広く市民に周知することを
目的に八王子読書フォーラムを市民と協働して
開催する

八王子朗読の会“灯（ともしび）”

346 生涯学習スポーツ部図書館 事業協力 ワークショップ
読書のまち八王子を広く市民に周知することを
目的に八王子読書フォーラムを市民と協働して
開催する

八王子六つ星会

347 生涯学習スポーツ部図書館 事業協力 ワークショップ
読書のまち八王子を広く市民に周知することを
目的に八王子読書フォーラムを市民と協働して
開催する

八王子手づくり絵本の会

348 生涯学習スポーツ部図書館 事業協力 ワークショップ
読書のまち八王子を広く市民に周知することを
目的に八王子読書フォーラムを市民と協働して
開催する

八王子図書館ボランティアの会

349 生涯学習スポーツ部図書館 事業協力 ワークショップ
読書のまち八王子を広く市民に周知することを
目的に八王子読書フォーラムを市民と協働して
開催する

八王子千人塾・塾生の会

350 生涯学習スポーツ部図書館 事業協力 ワークショップ
読書のまち八王子を広く市民に周知することを
目的に八王子読書フォーラムを市民と協働して
開催する

恩方地区住民協議会図書部
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351 生涯学習スポーツ部図書館 事業協力 ワークショップ
読書のまち八王子を広く市民に周知することを
目的に八王子読書フォーラムを市民と協働して
開催する

八王子おはなしの会

352 生涯学習スポーツ部図書館 事業協力 ワークショップ
読書のまち八王子を広く市民に周知することを
目的に八王子読書フォーラムを市民と協働して
開催する

ＮＰＯ法人八王子子ども劇場

353 生涯学習スポーツ部図書館 後援 3件

354
生涯学習スポーツ部中央図

書館
事業協力 対面朗読

視覚障害などにより、活字による読書が困難な
方に対面方式で資料の朗読を行う

八王子朗読の会“灯”

355
生涯学習スポーツ部中央図

書館
共催 おはなし会

未就学児から小学校低学年を対象にお話、絵
本、紙芝居などの読み聞かせを行う

八王子図書館ボランティアの会
八王子おはなしの会

356
生涯学習スポーツ部中央図

書館
事業協力 破損資料の修理 破損した図書の修理を行う 八王子図書館ボランティアの会

357
生涯学習スポーツ部中央図

書館
事業協力 資料の配架・整架 返却処理された資料を書架に戻し整理する 八王子図書館ボランティアの会

358
生涯学習スポーツ部中央図

書館
事業協力

地区図書室等予約貸
出受付

資料の予約票の受理及び貸出･返却を行う 住民協議会等

359
生涯学習スポーツ部中央図

書館
事業協力 朗読会の開催

本をより身近なものにするため年２回朗読会を
開催する

八王子朗読の会“灯”

360
生涯学習スポーツ部中央図

書館
事業協力

雑誌等の音訳テープ等
の発行

視覚障害者用に雑誌の音訳や八王子周辺の町
の話題やイベント情報などをを録音編集などを
行う

八王子朗読の会“灯”

361
生涯学習スポーツ部中央図

書館
事業協力 音訳テープ等の作成 視覚障害者の要望により図書資料の音訳

八王子朗読の会“灯”
南大沢音訳の会「こだま」

362
生涯学習スポーツ部中央図

書館
共催 読み解く文学講座

大学教授を講師に迎え、名作・話題の作品を読
書会形式で読解していく。講座の運営は大学文
芸サークルが行う。

・法政大学もの書き同盟
・中央大学文学会

363
生涯学習スポーツ部生涯学

習センター図書館
事業協力 対面朗読

視覚障害などにより、活字による読書が困難な
方に対面方式で資料の朗読を行う

八王子朗読の会“灯”
南大沢音訳の会「こだま」
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364
生涯学習スポーツ部生涯学

習センター図書館
事業協力 おはなし会

未就学児から小学校低学年を対象にお話、絵
本、紙芝居などの読み聞かせを行う

八王子おはなしの会

365
生涯学習スポーツ部生涯学

習センター図書館
事業協力 破損資料の修理 破損した図書の修理を行う 八王子図書館ボランティアの会

366
生涯学習スポーツ部南大沢

図書館
事業協力 対面朗読

視覚障害などにより、活字による読書が困難な
方に対面方式で資料の朗読を行う

八王子朗読の会“灯”
南大沢音訳の会「こだま」

367
生涯学習スポーツ部南大沢

図書館
共催 おはなし会

未就学児から小学校低学年を対象にお話、絵
本、紙芝居などの読み聞かせを行う

八王子おはなしの会

368
生涯学習スポーツ部南大沢

図書館
事業協力 おはなし会

未就学児から小学校低学年を対象にお話、絵
本、紙芝居などの読み聞かせを行う

南大沢音訳の会「こだま」

369
生涯学習スポーツ部南大沢

図書館
事業協力 破損資料の修理 破損した図書の修理を行う 八王子図書館ボランティアの会

370
生涯学習スポーツ部川口図

書館
事業協力 対面朗読

視覚障害などにより、活字による読書が困難な
方に対面方式で資料の朗読を行う

八王子朗読の会“灯”
南大沢音訳の会「こだま」

371
生涯学習スポーツ部川口図

書館
共催 おはなし会

未就学児から小学校低学年を対象にお話、絵
本、紙芝居などの読み聞かせをおこなう

八王子おはなしの会

372
生涯学習スポーツ部川口図

書館
事業協力 破損資料の修理 破損した図書の修理を行う 八王子図書館ボランティアの会

373
生涯学習スポーツ部こども科

学館
政策提言 博物館協議会

こども科学館及び郷土資料館の管理運営等に
ついて調査協議し、意見を述べる

博物館協議会委員

374
生涯学習スポーツ部こども科

学館
事業協力

カラフル戦隊サイデリ
バーの科学実験ショー

工学院大学の学生が、実験ショー（草木染めや
スライム作りなど）を行い、来館者に観覧しても
らう

工学院大学理科教育センター

375
生涯学習スポーツ部こども科

学館
事業協力

金属製（しんちゅう）ぶ
んちんを作ろう

昭和第一学園高等学校の生徒が、ぶんちん作
りを教え、来館者に作成してもらう

昭和第一学園高等学校

376
生涯学習スポーツ部こども科

学館
事業協力

身近な化学を体験しよ
う～はずむスライム・冷
えるカイロ！？・マイク
ロカプセル（人口イク
ラ）の実験～

首都大学東京化学サークルの学生が実験方法
を教え、来館者に化学実験を体験してもらう

首都大学東京　化学サークル
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377
生涯学習スポーツ部こども科

学館
事業協力

機関車トーマスに乗ろ
う

芝学園高等学校の技術工作部が製作した機関
車トーマスに来館者が乗車する

芝学園高等学校

378
生涯学習スポーツ部こども科

学館
事業協力 バルーンアートに挑戦

大妻女子大バルーンアート同好会「ばろん。」の
学生が、バルーンアートを教え、来館者に作成
してもらう。

大妻女子大バルーンアート同好会
「ばろん。」
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