
1 総合政策部市史編さん室 事業協力 市史編さん
市制100周年に向けて、市民に親しまれ、こ
れからのまちづくりや生涯学習等で広く活用
できる新たな市史を編さんする。

八王子市町会自治会連合会、
八王子商工会議所・八王子市
文化財保護審議会ほか２団
体、成蹊・東海・中央の各大学

2 総務部総務課 後援 後援 10件 -

3 総務部総務課 共催 平和展
平和の尊さを次世代の子どもたちに伝える
ために企画展示や図書、映像資料等を通じ
て平和の大切さ、尊さを最新式してもらう。

市民活動団体（ＮＰＯ・ボラン
ティア団体など）

4 総務部総務課 政策提言
情報公開・個人情報保護
運営審議会

情報公開制度及び個人情報保護制度の重
要事項を審議する情報公開・個人情報保護
運営審議会を開催し、制度の適正な運営に
努める。

町会・自治会、大学

5 総務部ＩＴ推進室 政策提言 地域情報化計画策定
平成25～29年度の今後5年間における地域
及び市の情報化の方針を定める計画を策
定。

市民活動団体、大学、企業

6 総務部ＩＴ推進室 共催
パソコンとインターネットま
つりの開催

デジタルディバイド対策として、ボランティア
団体等との連携を強化するため市民向けイ
ベントを共催。

市民活動団体

7 財務部契約課 政策提言
八王子市公契約に関する
調査研究委員会

本市の公契約に関する施策について一定の
方向性を示すことを目的とし、公契約に関す
る調査及び研究を行う。

労働団体2名、大学関係者1
名、経済団体代表ほか4名

8 税務部税制課 後援 後援 1件 -

9 税務部税制課 事業協力
中学生の「税についての作
文」コンクール事業

中学生の税に関する関心を高めるため、税
に関する作文を募集し、審査の上、優秀作品
には表彰を行う。

市民活動団体

10
市民活動推進部協働推
進課

後援 後援 5件 -

11
市民活動推進部協働推
進課

委託 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

ＮＰＯ法人コミュニティビジネス
サポートセンター等

12
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）

13
市民活動推進部協働推
進課

実行委員
会

第12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。

ＮＰＯ法人八王子市民活動協
議会

14
市民活動推進部協働推
進課

実行委員
会

第3回八王子ＮＰＯ会議
講演等を通じ、NPO同士で相互連携・課題の
共有などを行える場として実施。実行委員会
として本市も参加。

ＮＰＯ法人八王子市民活動協
議会ほか3団体

15
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。

宇津木台森遊会ほか21団体

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 町会・自治会事務交付金
町会が行う各種調査事務や市からの回覧の
回付・住民の意見集約の事務に対して助成
を行う。

町会・自治会等

18
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

町会・自治会連合組織が行うホームページ
による情報提供やIT化推進活動に対し補助
する。

八王子市町会自治会連合会
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19
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

各地区連合団体が地域の交流を深めるため
に自主的に行う事業に対し補助する。

八王子市町会自治会連合会

20
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
町会自治会連合会の活動の活性化を図るた
め、町会自治会連合会の事業経費の一部を
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 集会施設整備補助金
町会等の活動の活性化を図るため、集会施
設の整備について、経費の一部を補助す
る。

町会・自治会等

22
市民活動推進部協働推
進課

補助
町会等公衆街路灯設置補
助金

町会等が管理を行う公衆街路灯の設置経費
の一部を補助する。

町会・自治会等

23
市民活動推進部協働推
進課

補助
町会等公衆街路灯維持管
理補助金

町会等が管理を行う公衆街路灯の維持管理
経費（電気代）を補助する。

町会・自治会等

24
市民活動推進部協働推
進課

共催 町会等加入促進
町会・自治会の加入促進活動を支援するた
め「町会・自治会加入促進ハンドブック」を作
成・配付

町会・自治会等

25
市民活動推進部協働推
進課

補助
学園都市文化ふれあい財
団コミュニティ育成費

地域住民の連帯感を醸成し、地域力を高め
るため、、ふれあい財団が行うコミュニティ活
動への支援に対して補助する。

（公財）八王子市学園都市文化
ふれあい財団

26
市民活動推進部協働推
進課

委託 市民センター管理
地域におけるコミュニティづくりを推進するた
め、地域コミュニティ活動の拠点である施設
の管理運営。

（公財）八王子市学園都市文化
ふれあい財団

27
市民活動推進部協働推
進課

委託 地区会館管理運営
地域におけるコミュニティづくりを推進するた
め、地域コミュニティ活動の拠点である施設
の管理運営。

（公財）八王子市学園都市文化
ふれあい財団

28
市民活動推進部協働推
進課

委託 長房ふれあい館運営
高齢者の福祉の増進に寄与するための娯楽
施設と集会施設の管理運営。

（社福）八王子市社会福祉協議
会

29
市民活動推進部学園都
市文化課

後援 後援 41件 -

30
市民活動推進部学園都
市文化課

事業協力 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

彫刻家

31
市民活動推進部学園都
市文化課

事業協力 第8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

32
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

33
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

34
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タルハリウッド大
学に貸与し、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

35
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

大学コンソーシアム構成団体
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36
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

八王子市学園都市文化ふれあ
い財団

37
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・学識経験者・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

38
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を着実に推進して
いくため、必要な提言などを行う。

市民活動団体

39
市民活動推進部学園都
市文化課

補助 文化振興補助金 財団が実施する文化振興事業に対する補助
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

実行委員
会

第62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34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

41
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
金の徴収事務を行う

共立・ＮＴＴファシリティーズ共
同事業体

42
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

43
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

44
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104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

45
市民活動推進部学園都
市文化課

委託
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

市民活動団体

46
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

八王子市学園都市文化ふれあ
い財団

47
市民活動推進部学園都
市文化課

政策提言
夢美術館美術資料収集選
定委員会

夢美術館が美術資料を収集する際にの選定
や評価を適切に行うために審議する

豊田市美術館ほか２団体

48
市民活動推進部国際交
流課

後援 後援 6件 -

49
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 市民活動団体

50
市民活動推進部国際交
流課

補助
八王子国際協会国際化推
進事業補助金

八王子国際協会が実施する国際化推進に
係る事業の補助。

市民活動団体

51
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 市民活動団体

52
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

外国人対象の無料専門家相談会事業（年一
回）

市民活動団体
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53
市民活動推進部国際交
流課

委託 防災・災害プロジェクト
外国人支援センター運営マニュアルの策定、
災害ヘルプカードの作成

市民活動団体

54
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

市民活動団体

55
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

市民活動団体

56
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

大学

57
市民活動推進部男女共
同参画課

後援 後援 4件 -

58
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登
録団体講師デビュー支援
事業

男女共同参画に関する自主活動グループの
活動強化・支援として、センター登録団体の
会員が講師を勤める講座。3企画開催。

多摩らいふサポート、レクボラ
NO.1、ハートフルメイクボラン
ティア・チャーム

59
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

60
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
ム八王子実行委員会

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。

〈公募市民〉5名

61
市民活動推進部男女共
同参画課

事業協力
DVサポート・グループ活動
に伴う実施協定

ＤＶ被害者に対する相談業務 手をつなぐ女性の会

62
健康福祉部健康福祉総
務課

後援 後援 4件 -

63
健康福祉部健康福祉総
務課

事業協力
市立老人ホーム
跡地維持管理経費

老人ホーム跡地の維持管理
町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）

64
健康福祉部健康福祉総
務課

補助 ボランティア活動推進事業
ボランティア活動支援、相談、登録、養成講
座開催など

市民活動団体

65
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
の運営

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。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）、市民活動団体、
大学

66
健康福祉部健康福祉総
務課

政策提言 地域福祉計画策定
『八王子市地域保健福祉計画』を引き継ぐ
『第２期八王子市地域福祉計画』を策定す
る。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）、市民活動団体、
大学

67
健康福祉部健康福祉総
務課

政策提言 地域福祉計画策定
『八王子市地域保健福祉計画』を引き継ぐ
『第２期八王子市地域福祉計画』を策定す
る。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）、市民活動団体、
大学

68
健康福祉部健康福祉総
務課

情報交換 災害時要援護者支援
地域支援組織を結成しようとする団体の代
表者と先進支援組織の代表者による意見交
換会

市民活動団体

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
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。

市民活動団体
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70
健康福祉部健康福祉総
務課

委託 成年後見活用
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。

市民活動団体

71
健康福祉部健康福祉総
務課

委託 復興支援ボランティア派遣
福島県相馬市に市民ボランティアを派遣し、
傾聴、マッサージ等のサロン活動を行う。

市民活動団体

72
健康福祉部健康福祉総
務課

委託 避難者交流サロン
各地域の市民センター等を利用し、その地域
に居住する避難者の方々が交流するサロン
を開催する。

市民活動団体

73
健康福祉部健康福祉総
務課

実行委員
会

避難者交流会
避難者が一堂に会し、情報交換をし、日頃の
労苦を癒し、ネットワークを形成する。併せて
法律、就労等の専門相談を実施する。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）、市民活動団体、
大学

74
健康福祉部地域医療推
進課

後援 後援 4件 -

75
健康福祉部地域医療推
進課

政策提言 がん予防推進計画策定
かんによる早すぎる死を防ぐ対策の推進。有
効な検診をより確かな質でより多くの人に受
けてもらい受診率を向上させるための検討

市民活動団体

76
健康福祉部地域医療推
進課

共催 大腸トンネル探検隊外
家族で楽しんでもらいながら、がん検診の意
義をわかりやすく説明し、がん検診の受診率
を向上させる

市民活動団体

77
健康福祉部地域医療推
進課

事業協力 ピンクリボン運動
がん検診の意義を啓発し、がん検診の受診
率を向上させる

市民活動団体

78 健康福祉部介護保険課 後援 後援 1件 -

79
健康福祉部高齢者支援
課

後援 後援 8件 -

80
健康福祉部高齢者支援
課

事業協力 成年後見制度市長申立て
認知症等で判断能力が不十分な高齢者で、
親族等がない方を家庭裁判所へ市長申立て
をする成年後見人の候補者に選任する。

企業

81
健康福祉部高齢者支援
課

政策提言
八王子市老人ホーム入所
判定委員会

老人福祉法に基づき老人ホームへの措置の
要否判定等を行う。

企業

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
センター運営

ボランティア活動を希望する高齢者を登録
し、それを必要とする市民とのマッチングを
図る。

市民活動団体

83
健康福祉部高齢者支援
課

委託 シニア元気塾
ボランティア等の地域活動を希望する高齢
者を実際の活動に結び付けるきっかけをつく
る。

市民活動団体

84
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

高齢者が生活圏の中で集える場をつくること
で、地域交流、外出機会、見守り等の地域福
祉の推進を図る

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）、市民活動団体

85
健康福祉部高齢者支援
課

補助
食事提供サービス活動支
援事業

高齢者を対象に食事の提供を行う者を支援
し活動の活性化を図り、それにより高齢者の
健康維持や見守りの強化につなげる。

市民活動団体

86
健康福祉部高齢者支援
課

共催 長寿を祝う会 75歳以上の方を式典・演芸に招待する。 社会福祉協議会

87
健康福祉部高齢者支援
課

政策提言 介護保険運営協議会
介護保険に関する重要事項について審議を
行い、介護保険事業の円滑な運営を図る。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）、市民活動団体、
大学、企業
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88
健康福祉部高齢者支援
課

政策提言
地域包括支援センター等
運営協議会

地域包括支援センター及び地域密着型サー
ビスの公正・中立性の確保並びに適切な運
営を図る。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）、市民活動団体、
大学、企業

89
健康福祉部高齢者支援
課

事業協力 成年後見制度市長申立て
判断能力が不十分で、親族等がない方を家
庭裁判所へ市長申立てをする成年後見人の
候補者に選任する。

企業

90
健康福祉部障害者福祉
課

後援 後援 8件 -

91
健康福祉部障害者福祉
課

委託
手話通訳協力者・要約筆
記協力者者派遣事業

聴覚等の障害により意思の疎通に支障があ
る方に対し手話通訳協力者・要約筆記協力
者を派遣する。

市民活動団体

92
健康福祉部東浅川保健
福祉センター

政策提言
八王子市保健福祉セン
ター運営協議会

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2回開催。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）、市民活動団体

93
健康福祉部南大沢保健
福祉センター

事業協力
生きがいづくり(趣味)の教
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づくり(趣味)の教室

市民活動団体

94
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 市民活動団体

95 健康福祉部保健センター 委託
妊婦健診「親と子のバッ
グ」、マタニティマーク

妊婦に配布する母子バッグ及びマタニティ
キーホルダーの無償提供

企業

96 健康福祉部保健総務課 後援 後援 4件 -

97 健康福祉部保健総務課 事業協力 狂犬病予防定期集合注射
毎年4月に市内で実施している狂犬病予防
定期集合注射において、公益社団法人東京
都獣医師会八王子支部と連携している。

企業

98 健康福祉部保健総務課 情報交換
飼い主のいない猫（野良
猫）対策
意見交換会

市内の飼い主のいない猫対策について「八
王子動物愛護会ネットワーク」と意見交換会
を定期的に実施している。

市民活動団体

99 健康福祉部保健総務課
実行委員
会

健康づくり推進協議会
市民の健康を守るため、市民・各種団体と行
政が連携・協働し、健康づくりを支援するまち
づくり事業の展開を行う

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）、市民活動団体、
大学

100 健康福祉部生活衛生課 共催 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

101 健康福祉部生活衛生課 共催 食育サポーター事業
食育活動支援の要請が市や食の関係団体
からあった場合、食育一般・学生サポーター
が参加。実施時期は未定。

八王子市食育サポーター

102 健康福祉部保健対策課 後援 後援 1件 -

103
健康福祉部大横保健福
祉センター

委託
恩方老人憩の家管理運営
事業

指定管理者による恩方老人憩の家の管理運
営

社会福祉法人　八王子市社会
福祉協議会

104
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

105
こども家庭部子育て支援
課

委託
指定管理者制度による指
定管理

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
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106
こども家庭部子育て支援
課

事業協力 地域の子育て広場事業
手遊びや育児相談等を実施し、孤立しがち
な在宅子育て家庭を支援

民間保育園
民生委員

107
こども家庭部児童青少年
課

後援 後援 7件 -

108
こども家庭部児童青少年
課

補助 社会を明るくする運動
犯罪や非行を防止し、罪を犯した人の立ち直
りを支える

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）、市民活動団体、
企業

109
こども家庭部児童青少年
課

共催 児童館・こどもシティ
児童館のない地域で、中・高校生の実行委
員が中心となり、社会模擬体験を企画し、地
域の方がその活動をサポートする。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）、市民活動団体

110
こども家庭部児童青少年
課

共催 児童館まつり
各児童館の近隣地域で小・中・高校生の実
行委員が中心となり、社会模擬体験を企画
し、地域の方がその活動をサポートする。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）、市民活動団体

111
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、器材の貸出を行う

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）

112
こども家庭部児童青少年
課

政策提言 青少年問題協議会
青少年問題に関する総合施策の樹立につい
て調査・審議するとともに関係行政機関相互
の連絡調整を図る

青少年対策地区委員会

113
こども家庭部児童青少年
課

委託 環境浄化
青少年育成指導員による地域パトロール等
地域の見守り活動を委託し、地域の環境の
整備を行なう。

青少年育成指導員

114
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

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、地域ごとに各種行事　　及
び地域清掃活動を実施する。

青少年対策地区委員会

115
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

116
こども家庭部児童青少年
課

委託 子ども・若者サポート事業
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、相談対応等立ち直りの
支援をする。

保護司会

117
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・指導員育成のた
めの研修事業

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）

118
こども家庭部児童青少年
課

補助
子供会育成団体活動補助
金

八王子市子供会育成団体連絡協議会に所
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

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）

119
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持ち、地
域とも密接に関わるボーイ・ガールスカウト
の活動に対し、その振興を助ける

市民活動団体

120
こども家庭部子ども家庭
支援センター

委託
ショートステイ・トワイライト
ステイ事業

保護者の疾病や育児疲れ等で養育が一時
的に困難になったり支障が生じる場合に市
内施設で預かる

市民活動団体、企業

121
こども家庭部子ども家庭
支援センター

委託
ショートステイ養育協力家
庭事業

保護者の疾病や育児疲れ等で養育が一時
的に困難になったり支障が生じる場合に市
内養育協力家庭で預かる

市民活動団体

122
こども家庭部子ども家庭
支援センター

委託 育児支援家庭訪問事業
養育者が子育てに問題を抱えていたり、虐
待のリスクを抱えていたり等する家庭に育児
支援ヘルパーを派遣する

市民活動団体、企業
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123
こども家庭部子ども家庭
支援センター

委託 親子ふれあい広場事業
各子ども家庭支援センター隣接で親子ふれ
あい広場を置き、児童虐待の防止と早期発
見を進める

市民活動団体

124
こども家庭部子ども家庭
支援センター

委託 親子つどいの広場事業
主に乳幼児とその親が気軽に集ってうちとけ
た雰囲気の中で語り合うことができ、ボラン
ティア育児相談等ができるをう広場の設置

市民活動団体、企業

125
こども家庭部子ども家庭
支援センター

事業協力 Beeネットボランティア事業
子育てに関わるボランティアを育成・支援し
地域で子育てを支える仕組みを作る

※個人

126
こども家庭部子どものしあ
わせ課

後援 後援 14件 -

127
こども家庭部子どものしあ
わせ課

政策提言
こども政策推進協議会の
運営

こども育成計画の素案策定及び進行管理を
所掌する協議会を開催した。１５名の委員と
１名のアドバイザーで構成

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）、市民活動団体
（ＮＰＯ・ボランティア団体など）

128
こども家庭部子どものしあ
わせ課

情報交換
子ども支援スキルアップ研
修～児童虐待防止にむけ
て

24年度は、初級2回、中級1回、実施。各回と
も全3日間。こども家庭部及び関連所管職員
と民生・児童委員が参加。

民生・児童委員

129
こども家庭部子どものしあ
わせ課

事業協力 子どもミーティング
八王子市子どもすこやか宣言の普及啓発活
動の一環として、子どもミーティングを実施。
大人との意見交換・発表の機会を設けた。

市内在住・在学の大学生

130
こども家庭部子どものしあ
わせ課

情報交換 子育て応援企業
子育てサービスの充実等に積極的に取り組
んでいる企業を子育て応援企業として登録
し、広く市民に公表を行う。

市民活動団体（パパ会等）、企
業

131
こども家庭部子どものしあ
わせ課

情報交換
保・幼・小子育て連絡協議
会

保育園・幼稚園から小学校・学童保育所へ
子どもの育ちをつなげる取り組み。講演会、
研修会、地区ごとのブロック会議を行う。

民間保育園、幼稚園、医療機
関

132
こども家庭部子どものしあ
わせ課

委託
親子つどいの広場ゆめきっず開設におい
て、遊び環境を研究してきた企業と協働によ
り、企業貢献による遊び場の提供を実現。

企業

133 産業振興部産業政策課 後援 後援 34件 -

134 産業振興部産業政策課 事業協力 バスツアー
市内中小企業を市民の方（学生・若者・保護
者）に知っていただくために、企業を訪問し、
社長や社員と交流し、現場に触れて頂く。

企業

135 産業振興部産業政策課 事業協力 雇用制度の活用支援
「中小企業緊急雇用安定助成金」申請事務
をサポート

ビジネスお助け隊

136 産業振興部産業政策課 補助
「首都圏情報産業特区･八
王子｣構想推進（サイバー
シルクロード八王子）

八王子商工会議所との共同による市内産業
振興

企業

137 産業振興部産業政策課 補助
「首都圏情報産業特区」構
想推進協議会派遣職員人
件費補助

八王子商工会議所との共同による市内産業
振興

企業

138 産業振興部産業政策課 委託
「首都圏情報産業特区・八
王子」構想推進拠点運営

八王子商工会議所との共同による市内産業
振興

企業

139 産業振興部産業政策課 補助 起業家養成･育成
ビジネスお助け隊の協力による新規起業創
業者の支援

ビジネスお助け隊
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140 産業振興部産業政策課 委託
スモールビジネス・コミュニ
ティビジネス事業者を対象
とした支援業務

スモールビジネス・コミュニティビジネス事業
者に対し、事業への助言や人的ネットワーク
を提供する業務

八王子商工会議所

141 産業振興部産業政策課 政策提言
中心市街地活性化基本計
画策定

中心市街地活性化基本計画の策定業務 市民活動団体

142 産業振興部農林課 後援 後援 5件 -

143 産業振興部農林課 事業協力
農作物獣害防止対策（追
い払い）

ボランティアによる野生獣の追い払い ボランティア

144 産業振興部農林課 事業協力
農作物獣害防止対策（捕
獲）

ボランティアによる野生獣の捕獲 ボランティア

145 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。

市民活動団体

146 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
受け入れ希望する農業者を募集し、両者を
結び付ける。

ボランティア市民

147 産業振興部農林課 委託 はちおうじ農業塾
市民対象、２年間の農業研修、担い手育成、
遊休農地活用を図るための塾を開講、研修
事業をＮＰＯに委託

NPO法人

148 産業振興部農林課 委託 ひよどり山農園維持管理
ひよどり山農園の良好な環境を維持し、利用
者が快適に利用できるよう農園内の管理を
委託

NPO法人

149 産業振興部農林課 委託
農作物獣害防止対策（追
い払い　）

ボランティア団体による野生獣の追い払い
八王子市追い払い駆除隊連絡
会

150 産業振興部農林課 委託
農作物獣害防止対策（捕
獲）

ボランティア団体による野生獣の捕獲
八王子市追い払い駆除隊連絡
会

151 産業振興部農林課 事業協力 農業ウォーク
小学生とその保護者を対象に滝山地区周辺
を散歩しながら野菜の収穫体験や果樹、花
卉の栽培見学を実施。

生産農家

152 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。

市民活動団体

153 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。

市民活動団体

154 産業振興部観光課 後援 後援 9件 -

155 産業振興部観光課 事業協力
インフォメーションセンター
の設置

八王子駅北口へのインフォメーションセン
ターの設置

八王子ボランティアネットワー
ク

156 産業振興部観光課 補助 八王子花火大会 八王子花火大会の運営 社団法人観光協会
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157 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

八王子商工会議所、商店会等

158 産業振興部観光課 委託 滝山観桜林剪定委託 観桜林の剪定及び草刈り 企業

159 産業振興部観光課 委託 高尾梅の里用地管理 木下沢梅林内の梅の剪定及び下草刈り 市民活動団体

160 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 社団法人観光協会

161 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
社団法人観光協会
及び市民（1,082名：エキストラ
ボランティア登録数)

162 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

163 産業振興部観光課 補助 観光マップの作成 観光マップ・観光パンフレットの作成 社団法人観光協会

164 産業振興部観光課 補助
インフォメーションセンター
の設置

観光案内を行うためのインフォメーションセン
ターの設置及び運営

社団法人観光協会

165 産業振興部観光課 委託 ハイキングコース清掃委託 ハイキングコースの清掃 社団法人八王子観光協会

166 産業振興部観光課
実行委員
会

高尾陣馬特別警戒連絡協
議会

年末年始の高尾山周辺の警戒警備につい
て、協議会を組織し連絡協力体制をとる。

高尾警察署ほか関係団体

167 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

社団法人観光協会

168 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。

社団法人観光協会

169 産業振興部観光課 委託
高尾の里拠点施設内展示
監修業務

展示や映像等、施設の総合的なビジュアル
アイデンティティ及び建築の外観（内観）に設
置するサインについて検討し、監修を行う。

企業

170 産業振興部観光課 委託
高尾の里拠点施設展示設
計等業務委託

平成20年度策定、高尾の里拠点施設展示設
計等を、「高尾の里拠点施設あり方検討会」
の意見を参考に改善設計を行うもの。

企業

171 産業振興部観光課 委託
TAKAO599MUSEUM　商標
登録業務委託

「高尾の里拠点施設整備あり方検討会」で提
案された施設名称「TAKAO599MUSEUM」に
ついて、商標登録を行うもの。

企業

172 産業振興部観光課 情報交換
高尾の里拠点施設整備あ
り方検討会

地元関係団体及び有識者等で構成された検
討会において、展示内容を中心に検討する
もの。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）、市民活動団体、
大学、企業
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173 産業振興部観光課 委託
高尾山に生息する動植物
データ整理及びアプリケー
ション作成業務委託

旧東京都自然科学博物館収蔵品データに基
づいた高尾山の魅力をPRし利用者が楽しみ
ながら学習できるアプリケーションの作成。

企業

174 水循環部水環境整備課 後援 後援 1件 -

175 水循環部水環境整備課 事業協力
叶谷榎池を起点とした水路
と水のまちプロジェクト

叶谷・泉町湧水群を活かして、潤いと憩いの
空間の創造や景観形成など、まちの魅力を
高める取組みを進める。

叶谷町会　他３団体

176 水循環部水環境整備課
アドプト制
度

身近な水辺の水護り制度
身近な水辺を守り、生活環境を快適にするた
め、水辺の水護り制度を支援し、水辺に係る
市民活動の促進を図る。

元横山町第5自治会もか20団
体（595名）

177 水循環部水再生課 事業協力 生活排水対策
小学校での出前講座や河川の調査の実施、
環境フェスティバル等での啓発活動

八王子に清流を取り戻す市民
の会

178 水循環部水再生課 補助 水辺の楽校 ガサガサ探検隊等の川でのイベント
八王子浅川子どもの水辺協議
会

179 環境部環境政策課 後援 後援 5件 -

180 環境部環境政策課 補助
環境保全推進地区市民会
議運営費補助金交付

身近な地域における市民及び事業者の自発
的な環境の保全、回復及び創造に関する活
動を支援するため

環境保全推進地区市民会議

181 環境部環境政策課 事業協力 環境指標の普及・活用
身近な環境を診断し、行動するための指標
を調査する

環境保全推進地区市民会議

182 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
実行委員会負担金交付

「はちおうじの環境をみる・きく・考える」をメイ
ン・テーマに、子どもから大人まで身近に環
境に接してもらうイベント

八王子環境フェスティバル実行
委員会

183 環境部環境政策課 事業協力 環境活動優良事業者支援
中小企業による事業活動において、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」を普及する。

エコアクション２１地域事務局
東京中央

184 環境部環境政策課 事業協力
喫煙マナーアップキャン
ペーン

市民・事業者・市で協力して、喫煙マナー向
上のための活動

町会・自治会、、市民活動団
体、企業、市民会議ほか１０団
体

185 環境部環境政策課 政策提言 環境審議会
市の環境の保全等に関する基本的な事項を
調査審議するため、市長の附属機関として、
八王子市環境審議会を置く。

町会・自治会、市民活動団体、
企業
15人

186 環境部環境政策課 事業協力
八王子市環境マネジメント
システム運営

八王子市環境マネジメントシステムにおける
目標設定と監査

町会・自治会、市民活動団体、
企業
21人

187 環境部環境政策課 委託
八王子市環境学習室の管
理・運営

市民・事業者が環境についての関心の向上
と、環境保全団体等が活動を展開するため
の活動拠点として設置した環境学習室の管
理運営

NPO法人環境活動センター八
王子

188 環境部環境政策課 事業協力 講演会及び映画上映会
温暖化防止啓発イベントとして、10月に気象
予報士天達武史さんの環境講演および映画
「ライフ」を上映。

NPO法人環境活動センター八
王子

189 環境部環境政策課 委託
温暖化防止センターの運
営

市民・事業者・市の連携により、市内の温暖
化防止対策を推進する「八王子市温暖化防
止センター」の管理運営を行う。

NPO法人環境活動センター八
王子
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190 環境部環境政策課 政策提言
再生可能エネルギーの導
入検討

再生可能エネルギーについて、市内での効
果的な導入について、検討会で議論した。

大学、企業
横浜国立大学ほか7団体

191 環境部環境政策課 政策提言 ごみ処理基本計画策定
ごみ処理基本計画の見直しし、新たなごみ
処理基本計画を策定した

町会・自治会、市民活動団体、
大学、企業、環境推進会議、環
境審議会

192 環境部環境保全課 後援 後援 2件 -

193 環境部環境保全課 補助 環境美化
花苗等の配布により街のみどりの創出にき
よする。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）、市民活動団体

194 環境部環境保全課 政策提言 斜面緑地保全委員会
緑地保全・維持管理に関する専門的意見の
聴取。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）、市民活動団体、
大学、企業

195 環境部環境保全課 情報交換 里山保全
里山保全活動に関する体験や講座の実施に
より里山保全に寄与する。

市民活動団体

196 環境部ごみ減量対策課 後援 後援 3件 -

197 環境部ごみ減量対策課 共催 みんなの町の清掃ﾃﾞｰ
５月２７日
２１７団体、１４，８０８人が参加して地域の清
掃活動を行った。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）、市民活動団体、
大学、企業

198 環境部ごみ減量対策課 共催 みんなの川の清掃ﾃﾞｰ
９月２日　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６６団
体、６，４２１人が参加して市内河川周辺の清
掃活動を行った。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）、市民活動団体、
大学、企業

199 環境部ごみ減量対策課 政策提言 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施策を具
体化し、推進するため市民及び事業者により
協議を行う。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）、市民活動団体、
大学、企業

200 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。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）

201 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

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）

202 環境部館清掃事業所 情報交換 館清掃工場運営協議会
要綱に基づき清掃工場の諸問題を協議し事
業の円滑な推進を図る。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）

203 環境部北野清掃工場 事業協力
北野環境教育・学習拠点
づくり委員会

北野環境施設内が連帯し環境関連の発信な
ど総合的に行うい地域や学校とも連帯し人・
地域づくりを進める。

市民活動団体、企業

204 環境部北野清掃工場 情報交換
北野清掃施設・下水施設
関係町会連絡協議会

要綱に基づき清掃工場の諸問題を協議し事
業の円滑な推進を図る。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）

205
環境部戸吹クリーンセン
ター

委託
プラスチック資源化セン
ター運転管理

平成24年4月から1年間プラスチック資源化
センターの運転管理（容器包装プラスチック
及びペットボトルの中間処理）

特定非営利活動法人八王子
ワークセンター

206
まちづくり計画部交通政
策室

後援 後援 3件 -

207
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

地域の活性化と利用者の利便性・安全性の
確保を図るため、駅前広場及び南北自由通
路等の整備事業を進める。

町会・自治会、企業
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208
まちづくり計画部交通政
策室

政策提言
八王子南バイパス第Ⅰ、
Ⅱ工区上部空間有効活用
会議

八王子南バイパス第Ⅰ、Ⅱ工区の上部空間
をどのように活用するか地元まちづくり協議
会と検討を行うもの。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）

209
まちづくり計画部交通政
策室

情報交換
高尾駅北口駅前広場の整
備（調査等）

地域の活性化と利用者の利便性・安全性の
確保を図るため、駅前広場及び南北自由通
路等の整備事業を進める。

町会・自治会、企業

210
まちづくり計画部交通政
策室

アドプト制
度

裏高尾橋高架下アドプト制
度地元説明会

裏高尾橋高架下まちの広場の管理にあた
り、アドプト制度について話し合いを行ったも
の。
（今後アドプトを予定）

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）

211
まちづくり計画部交通政
策室

補助 町会説明会
モデル事業実施にあたって、事業概要及び
毎年の状況について説明を行ったもの。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）

212
まちづくり計画部交通政
策室

情報交換
（仮称）八王子西スマートイ
ンターチェンジ地区協議会

スマートＩＣ制度実施要綱に基づき、当該ＩＣ
の社会便益、安全性、採算性、構造などの
事項を検討・調整するもの。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）

213
まちなみ整備部住宅対策
課

後援 後援 1件 -

214
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

215
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

216
まちなみ整備部住宅対策
課

事業協力 市営住宅集会所管理委託
市営住宅内集会場の施設・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

217
まちなみ整備部住宅対策
課

事業協力
市営住宅駐車場管理運営
業務

市営住宅内駐車場の維持管理
駐車場を有する市営住宅の自
治会

218
まちなみ整備部住宅対策
課

政策提言
八王子市営住宅管理審議
会

市営住宅の適正な管理運営について審議す
る。

学識経験者・市議会議員・公
営・民間賃貸住宅の入居者

219
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 企業

220
まちなみ整備部市街地整
備課

事業協力
第5回地区まちづくりフォー
ラム

中町地区で市民とまちづくりアドバイザーに
よるワークショップと意見交換等

中町地区まちづくり協議会

221
まちなみ整備部市街地整
備課

政策提言
八王子市まちづくり審議会
の開催

八王子市地区まちづくり推進条例に定めるま
ちづくりに関する事項を調査審議する。

学識（工学院大・首都大）、市
民団体等（町自連、商工会議
所、建築士事務所協会、八王
子市民活動協議会からの推
薦）、公募市民

222
まちなみ整備部市街地整
備課

補助 協議会等への支援
八王子市地区まちづくり推進条例に基づき
中町地区まちづくり協議会への活動の支援

中町地区まちづくり協議会

223
まちなみ整備部市街地整
備課

政策提言 景観計画運用
八王子市景観審議会への関係団体代表や
市民委員の参画により、景観計画の効果的
な運用を図る。

町会自治会連合ほか２団体よ
り代表各１名及び個人参画３名

224 まちなみ整備部公園課 委託
指定管理者による公園管
理

指定管理者選定委員会を設置し、市立公園
及び公園施設の管理を行う指定管理者の選
定を、公正かつ適正に実施する。

企業
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225 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
公園への愛護心の高揚を図り、地域コミュニ
ティの形成、地域活動化を促進する。

町会・自治会、市民活動団体
226団体

226 まちなみ整備部公園課 情報交換 手作り公園推進
地域住民が公園づくりに計画段階から参加
し、地域に親しまれ、利用しやすい個性豊か
な公園を作る。

元木橋公園をつくる会

227 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（市）が協働して、清掃、低木
の刈り込み、除草等の道路維持管理を行う
制度。

町会・自治会②市民活動団
体、企業

228 道路事業部管理課 事業協力
捨て看板の除却(八王子市
捨て看板防止条例）

東京都屋外広告物条例、捨て看板防止条例
の規定に基づき、違法看板の除却を行う。

924人

229 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

八王子・高尾・南大沢交通安全
協会、自転車商協同組合

230 道路事業部交通事業課 事業協力
交通事故擬似体験教育
（スケアード・ストレイト

スタントマンによる交通事故疑似体験を取り
入れたスケアード・ストレイト的手法による交
通安全教育を行う

八王子・高尾・南大沢交通安全
協会

231 道路事業部交通事業課 事業協力 交通安全立て看板の配布
町会等に交通安全立て看板を配布し設置し
てもらう。

町会、自治会

232 道路事業部交通事業課
実行委員
会

交通安全協議会
全国交通安全運動において、市内おける取
組を推進する。

交通安全協議会

233 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

234 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

235 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

236 道路事業部交通事業課 委託 交通公園の管理業務
交通公園の自転車安全利用者に安全教育
を行い、また、混雑時には整理し公園利用者
の安全を確保する。

八王子交通安全協会

237
生活安全部暮らしの安全
安心課

後援 後援 10件 -

238
生活安全部暮らしの安全
安心課

共催 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か所で相
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ほか
８団体

239
生活安全部暮らしの安全
安心課

事業協力
震災復興写真展（東日本
大震災総合相談センター）

東日本大震災の記憶を風化させないため
に、被災地の子どもたちが撮影した被災地
の様子を展示する写真展を開催

市民活動団体（ＮＰＯ・ボラン
ティア団体など）

240
生活安全部暮らしの安全
安心課

政策提言
八王子市生活安全対策協
議会

八王子市生活の安全・安心に関する条例に
基づき、市民生活の安全に関する情報を共
有し、施策の実施に関し必要な事項を協議
する。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）、市民活動団体、
大学、企業

241
生活安全部暮らしの安全
安心課

政策提言
八王子駅周辺安全対策協
議会

八王子駅周辺の町会・商店会、警察署、防
犯協会、市等の相互協力体制を確立し、もっ
て強力かつ効果的な安全対策の推進を図る

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）、市民活動団体、
大学、企業
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242
生活安全部暮らしの安全
安心課

政策提言 消費生活審議会
市民の消費生活における利益の擁護及び増
進を図り、市民の消費生活の安定及び向上
を図る

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）、市民活動団体、
大学

243
生活安全部暮らしの安全
安心課

実行委員
会

消費生活フェスティバル
市民団体や官公署が消費生活に関するブー
スを出展し、消費生活の啓発を行う

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）、市民活動団体、
大学

244
生活安全部暮らしの安全
安心課

共催
悪質商法被害防止啓発講
演会

町会自治会連合会と共催で、悪質商法被害
の未然防止のため啓発講演会を開催する

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）

245 生活安全部防災課 後援 後援 1件 -

246 生活安全部防災課 政策提言 防災会議委員報酬
市域における防災のため、市内の各防災機
関の代表者を委員とする会議

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）

247 生活安全部防災課 補助 自主防災組織運営経費

全市域の町会・自治会・管理組合等におい
て、自主防災組織が結成されるように啓発を
し、資器材を提供することで、組織づくりの支
援を行なう。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）

248 生活安全部防災課 補助 自主防災組織育成費
全市域の町会・自治会・管理組合等において
結成されている自主防災組織の育成を図
る。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）

249 生活安全部防災課 共催 防災講演会
市民の防災意識の向上をはかるため、防災
分野の専門講師による講演会を開催する。

八王子市自主防災団体連絡協
議会

250 生活安全部防災課 共催 八王子市総合防災訓練
発災対応型の総合防災訓練を警察署や消
防署、自衛隊などの防災関係機関、町会・自
治会及び企業団体と一体で実施

元八王子地区町会・自治会連
合会

251 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

252
選挙管理委員会事務局
選挙管理委員会事務局

情報交換 選挙啓発費
八王子市明るい選挙推進協議会の組織によ
り話し合い活動を中心に明るい選挙の実現、
有権者の政治意識の向上に努める。

市民活動団体（ＮＰＯ・ボラン
ティア団体など）

253 学校教育部学事課 後援 後援 2件 -

254 学校教育部教育総務課 政策提言 ゆめおり教育フォーラム
教育委員等が参加する「熟議」を実施。設定
したテーマについて市民と共に具体的な方
策を検討し、今後の政策展開に活かす。

学校運営協議会委員

255 学校教育部教育総務課 補助
八王子市立小・中学校ＰＴ
Ａ連合会活動事業

補助対象事業を、研修活動、広報活動、調
査・研究活動、その他の活動とし、各活動経
費の2分の1以内を予算の範囲内で交付す
る。

ＰＴＡ連合会

256 学校教育部教育総務課 事業協力
スクールガードリーダーに
よる学校の巡回指導と評
価

元警察官であるスクールガードリーダー実施
による学校巡回により、学校評価とボラン
ティア指導等の学校安全意識の醸成。

スクールガードリーダー

257 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

258 学校教育部指導課 後援 後援 29件 -

259 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。

市民活動団体
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260 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
学等と協働で行い、子どもたちに科学の楽し
さを実感してもらうもの。

大学、企業

261
生涯学習スポーツ部生涯
学習総務課

後援 後援 145件 -

262
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

263
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20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

264
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

265
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

266
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。

第一小学校地区サタデース
クール運営委員会　外48団体

267
生涯学習スポーツ部生涯
学習総務課

事業協力 平成25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

268
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

北海道白糠町に本市の１５名の小学生を派
遣し、現地の小学生と交流を行う。

個人２名

269
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

270
生涯学習スポーツ部生涯
学習総務課

委託
第3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中学生が参加する将
棋大会

（公益社団法人）日本将棋連盟

271
生涯学習スポーツ部ス
ポーツ振興課

政策提言 スポーツ推進審議会
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
を持って組織。

市内スポーツ関係者、公募市
民、学校関係者、障害者ス
ポーツ関係者、学識経験者

272
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

273
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

274
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図る。

八王子市水泳連盟

275
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

276
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
催する。

八王子市陸上競技協会
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277
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
込みを行う。

ＮＰＯ法人八王子市体育協会

278
生涯学習スポーツ部ス
ポーツ振興課

委託 市町村総合体育大会
市町村総合大会への参加選手派遣と参加
申込みを行う。

ＮＰＯ法人八王子市体育協会

279
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
遣と参加申込みを行う。

特定非営利活動法人八王子市
レクリエーション協会

280
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

281
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
地域の小学校プールを市民に無料で開放す
る。

八王子市水泳連盟

282
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
市民のレクリエーション活動の発表の場とし
て開催する。

特定非営利活動法人八王子市
レクリエーション協会

283
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、普及及び活
動発表の場として開催する。

特定非営利活動法人八王子市
レクリエーション協会

284
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

285
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

286
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
して開催する。

ヘルシーウォーキング実行委
員会

287
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
して開催する。

各地区総合型スポーツクラブ
等

288
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
競走大会

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

289
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
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

290
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
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

291
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
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

292
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
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
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293
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
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

294
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

295
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

296
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

297
生涯学習スポーツ部ス
ポーツ振興課

委託
戸吹スポーツ公園内運動
施設の管理運営業務

戸吹スポーツ公園内運動施設の管理運営業
務

スポーツコミュニティ戸吹

298
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。

市民活動団体

299
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。

市民活動団体

300
生涯学習スポーツ部ス
ポーツ振興課

委託
設計、建設等モニタリング
委託

新体育館の設計、建設等にあたって行う事
業者へのモニタリングに対する助言等

企業

301
生涯学習スポーツ部ス
ポーツ振興課

委託
市民体育館大規模改修工
事基本設計委託

開設から約４０年経過した施設の抜本的な
改修工事を行う

企業

302
生涯学習スポーツ部学習
支援課

補助 植栽ボランティア
毎週木曜日午前、環境美化と迷惑駐輪防止
のためクリエイトホール周囲に植栽を行って
いる。

市民活動団体（ＮＰＯ・ボラン
ティア団体など）

303
生涯学習スポーツ部学習
支援課

実行委員
会

やまゆり館まつり
11月第1土・日曜日に地域住民とともに芸能
大会・作品展示等を行う。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）、市民活動団体
（ＮＰＯ・ボランティア団体など）

304
生涯学習スポーツ部学習
支援課

事業協力 市民講座企画委員事業
講座を企画し、実際の講座開催までを市と協
働で実施する。

市民活動団体（ＮＰＯ・ボラン
ティア団体など）

305
生涯学習スポーツ部文化
財課

委託 文化財所在調査
地域埋もれている有形文化財の所在調査を
実施する。

市民活動団体

306
生涯学習スポーツ部文化
財課

補助
文化財活用推進事業補助
金

文化財の保存・活用に関する事業に対して
補助金を交付する。

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）

307
生涯学習スポーツ部文化
財課

事業協力
八王城跡ガイドボランティ
ア

ガイドボランティアを育成し、八王子城跡を市
民に紹介し、歴史や文化への理解を深め
る。

市民活動団体

308
生涯学習スポーツ部文化
財課

補助 文化財技芸練磨補助金
無形民俗文化財の保存・活用に関する事業
に対して補助金を交付する。

市民活動団体
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309
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
の公演事業

講演会を開催し、実際に民俗芸能に触れる
場を設け、文化財に対する理解を深める。

市民活動団体

310
生涯学習スポーツ部文化
財課

実行委員
会

郷土資料館ガイドボラン
ティア

郷土資料館内の展示ガイドと文化財講座・講
演会等事業への協力。

市民活動団体

311
生涯学習スポーツ部文化
財課

実行委員
会

郷土資料館古文書所在調
査ボランティア

市内にある古文書の所在調査を実施する。 市民活動団体

312
生涯学習スポーツ部文化
財課

委託 古文書解読委託
郷土資料館収蔵で収蔵している古文書を解
読し、印刷原稿を作成する。

市民活動団体

313
生涯学習スポーツ部国体
推進室

実行委員
会

国体開催準備
第６８回国民体育大会競技別リハーサル大
会を開催

町会・自治会（老人クラブ、子ど
も会等含む）、市民活動団体
（ＮＰＯ・ボランティア団体な
ど）、大学、企業

314
生涯学習スポーツ部図書
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

市民活動団体

315
生涯学習スポーツ部図書
館

共催
第1回読書感想文・第8回
読書感想画コンクール

本市在住・在学の小・中学校生に読書感想
文または感想画を書いてもらい、入選者の表
彰及び入選作品の展示を行った。

市民活動団体

316
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

町会・自治会

317
生涯学習スポーツ部図書
館

委託 やまゆり館環境美化 やまゆり館樹木の剪定及除草委託 唐松町会、ＮＰＯ法人からまつ

318
生涯学習スポーツ部図書
館

事業協力 ３歳児健診読み聞かせ
３歳児健診の機会に、ボランティアが読み聞
かせ等を実演したり、本を薦める

市民活動団体

319
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

市民活動団体

320
生涯学習スポーツ部図書
館

事業協力 破損資料の修理 破損した図書の修理を行う 市民活動団体

321
生涯学習スポーツ部図書
館

事業協力 ワークショップ
「図書館まつり」の中で、市民を対象に各団
体の得意とするテーマをワークショップの形
で市民に体験してもらう。

市民活動団体

322
生涯学習スポーツ部図書
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 市民活動団体

323
生涯学習スポーツ部図書
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 市民活動団体

324
生涯学習スポーツ部図書
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

市民活動団体
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325
生涯学習スポーツ部図書
館

事業協力 ブックスタート
乳児健診の機会に、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

市民活動団体

326
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

市民活動団体

327
生涯学習スポーツ部図書
館

事業協力 音訳テープ等の作成
視覚障害者用に雑誌・図書の音訳や、八王
子周辺の町の話題やイベント情報などの録
音編集などを行う

市民活動団体

328
生涯学習スポーツ部図書
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

市民活動団体

329
生涯学習スポーツ部図書
館

政策提言 市民満足度調査
来館者に調査票を渡し、事業の満足度を回
答してもらう

図書館利用者

330
生涯学習スポーツ部図書
館

政策提言
読書のまち八王子推進連
絡会議

読書のまち八王子の実現に向けて提言
学識経験者、小中学校関係者
など

331
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

332
生涯学習スポーツ部こど
も科学館

事業協力
金属折り紙、ネームプレー
トを作ろう

昭和第一学園高等学校の生徒が、金属での
折り紙等を教え、来館者に作成してもらう

昭和第一学園高等学校

333
生涯学習スポーツ部こど
も科学館

事業協力 体験！化学実験
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

334
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

335
生涯学習スポーツ部こど
も科学館

実行委員
会

八王子「宇宙の学校」
参加者に科学教室や家庭学習を通じて、宇
宙や科学と家庭・地域を結び、より探究心の
強い子供達の育成を図る。

東京八王子プロバスクラブ・
NPO法人「子ども・宇宙・未来
の会」・JAXA宇宙教育センター

336
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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