２８年度
第１回 資料№１

八王子市まち・ひと・しごと創生総合戦略
評価シート

政策軸１「ひとづくり」
基準値

目標値
（Ｈ31）

実績値

近隣や地域と交流やつながりがあると感じている市民の割合

48.9%

64%

47.7%

安心して子育てができていると感じている市民の割合

39.6%

48%

33.9%

子どもたちに対し適切に教育できる環境となっていると感じている保護者
の割合

79.8%

82%

80.1%

基準値

目標値
（Ｈ31）

実績値

町会・自治会加入率

60.8%

67.6%

60.1%

市民協働でまちづくりをすす
めていると感じている市民の
割合

50.3%

62.6%

51.5%

大学と市との連携・協力事業
数

203件

272件

244件

数値目標

（１）市民活動支援
施策名

・市民活動支援
・高齢者活動支援
・学生による地域活動支援
・特区制度の活用提案

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

平成27年度の主な活動実績
【町会・自治会活動支援】
・町会・自治会へ市からのお知らせなどの回覧、各種調査事務や市との連携に関する事務などに対して、その費用の一部
として補助金を交付。
・町会・自治会が維持管理する公衆街路灯の維持管理費や設置工事費、集会施設の新築・増改築・改修工事に対して、補
助金を交付。

【市民活動推進】
・市民活動支援センタースタッフ及び委託業者と綿密な打ち合わせを行い、地域活動総合情報サイト「はちコミねっと」
を構築することができ、３月から運用を開始。
・市民活動支援センターの指定管理者である「（特非）八王子市民活動協議会」と地域資源マッチングシステムである
「ゆめおりファンド」における「人財支援」について、意見交換を行い、試行的にワークショップを実施。

【コミュニティ活動支援】
・(公財)八王子市学園都市文化ふれあい財団が行う地域コミュニティ事業に対して補助することにより、地域コミュニ
ティ活動が円滑に行われることで、地域住民の連帯感を育むなど、地域社会の発展を図った。
＜主なもの＞
・八王子まつり、八王子いちょう祭り、フラワーフェスティバル由木、踊れ西八夏まつりへの財政支援（51,450千円）
・地区図書室の円滑な運営 17室（H27年10月から、みなみ野分館地区図書室が中央図書館分室に移行し、16室）
・地域住民協議会の運営支援 （講演会の開催、地域ふれあい講座の助成6住民協）
・コミュニティづくりに関する講座の開催

【協働による公園づくり】
・公園アドプト制度参加団体に対する活動支援、小田野中央公園まちづくりの会及び北野台自治会に対する活動支援及び
協働によるワークショップ等の開催、元木橋公園（仮称）の手づくり公園活動の支援

【道路アドプト制度の推進】
・高木の枝の剪定、低木の刈り込み、除草、清掃、除雪、塩化カルシウムの散布、その他道路付属施設の維持等を市と参
加団体の協議により決定。

【（消防団）訓練・研修等】
・東京都三多摩消防団連絡協議会、南多摩地区消防団連絡会開催の幹部研修会に参加、安全管理員研修、操法統一研修、
消防活動研修、その他各種訓練、研修を実施した。

【社会参加と生きがいづくり】
・高齢者活動コーディネートセンターの運営、シニアクラブの支援、シルバー人材センターの支援

【一般介護予防事業費】
・介護予防について、より身近に取り組んでいただけるよう介護予防の普及啓発を行うため、地域の団体に向けた各種講
座を実践するとともに、高齢者ボランティアポイント制度でのボランティア周知活動や健康づくりサポーターの養成を行
い、地域での活動の場を広げ積極的に介護予防の推進を行った。

【学園都市づくり】
・学術・文化・産業ネットワーク多摩への参加 （理事会・総会・幹事会 年9回、行政部会 年5回、政策スクールに全
庁から4名の職員参加）
・大学コンソーシアム八王子の活動 （大学等連携事業、情報発信事業、学生活動支援事業、産学公連携事業、生涯学習
推進事業、外国人留学生支援事業の支援。新たに、2大学（桜美林大学、多摩大学）がコンソーシアムに加盟
・学園都市センターの管理運営 （利用率83.3％、保守点検、特殊建築物定期調査報告業務委託、舞台吊物機構設備更新
工事の実施）
・デジタルハリウッド大学への施設貸与 ＰＡＳ取替工事の実施（建物賃貸料収入が年間24,800千円、公共施設整備基金
に積立て）

【学園都市大学の運営】
・学園都市である本市の特色を活かし、大学コンソーシアム八王子と加盟校２５大学等が連携して、学園都市センターを
主会場に、質の高い学習の場を提供。（講座数 269（前年比-16）、受講者数 5,557（前年比-784））

（２）男女共同参画
施策名

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

・男女平等と男女共同参画の意識づくり
・男女が互いに人権を尊重するための意
仕事と生活の調和（ワーク・
識づくり
ライフ・バランス）を実現して
・仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・
いる市民の割合
バランス）を実現するための意識づくり
・女性の就労支援

基準値

目標値
（Ｈ31）

実績値

35.9%

38.5%

39.8%

平成27年度の主な活動実績
【男女共同参画センター運営】
・「男女が共に生きるまち八王子プラン（第3次）平成26年度評価報告書」の作成
・「ほっとタイムサービス」 322回実施 利用者1,231名
・女性のための総合相談 1,820件
・男女共同参画施策推進会議 6回開催
・男女共同参画センター運営懇談会 3回開催

【男女共同参画センター講座開催】
・男女共同参画の視点に立った講座の開催 52回 受講者1,645名
・職員研修の開催 2回 参加者118名
・男女共同参画センターの自主グループ利用 95回

【女性のための相談開催】
・女性のための総合相談 1,820件
・女性のための相談 47回実施 125件
・女性のためのカウンセリング 135回実施 311件
・女性のための弁護士相談 12回実施 45件

【フォーラム開催】
・第25回女と男のいきいきフォーラム八王子開催

参加者

239名

【ぱれっと作成】
・男女共同参画情報紙「ぱれっと」Vol.36を広報はちおうじ１月１日号に折込み各戸配布。

【ＤＶ被害者支援】
・ＤＶ被害者支援連絡会議の開催 1回
・ＤＶ被害者支援関係機関担当者会の開催 3回
・市民活動団体への場の提供 2団体 47回
・ＤＶ被害者相談 500件
・ＤＶ被害者自立支援講座を開催 受講者8名

【就業支援】
・ハローワーク八王子や東京しごとセンター多摩共催の面接会、説明会、セミナー等の実施。女性の再就職支援事業で
は、女性の再就職の際にニーズの高いパソコン講座を取り入れた。

（３）次世代がいきいきと成長し、就労・結婚・出産・子育ての希望がかなうまちの実現
① 次世代育成
施策名
・施策への子ども参画推進
・子どもの社会性や豊かな感性を育む体
験機会の充実
・八王子らしい子ども育成の環境整備
・生きる力を育む学校教育
・学びやすい教育環境づくり
・子どもの放課後の活動場所の充実
・若者の社会的自立の促進

基準値

目標値
（Ｈ31）

実績値

赤ちゃんふれあい事業を実
施する中学校数

－

38校

－

放課後子ども総合プラン一
体型実施校数

30校

43校

31校

八王子若者サポートステー
ション進路決定者数

82件

100件

125件

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

平成27年度の主な活動実績
【子ども健全育成】
・子ども企画委員会（2回）、学生リーダーオリエンテーション、市長・教育長と意見交換をする子ども意見発表会を実
施。
・児童館１０館で子どもの意見を取入れた事業を実施。
・商店街の再生について、子ども企画委員が八王子市商店会連合会の方々へ提案発表及び意見交換を実施。

【子どもキャンプ場管理運営】
・暫定的に新都市公社から条件付きの土地を借用し、キャンプ活動や野外活動を通じて多くの子どもたちに自然体験や多
世代と交流できる場を提供。

【児童館管理運営】
・中央地域で、東急スクエアで遊びを通した子どもの就労体験事業「児童館・こどもシティ」、クリエイトホールで山野
美容芸術短期大学と連携した中高生対象事業「ゆかたで行こう！八王子まつり」を開催。
・みなみ野地域の小学校や市民センターで出張児童館を年11回開催。
・ひとり親家庭の子どもの学習支援事業「なんでもチャレンジ」を北野児童館で年5回開催。
・中高生企画事業（みんなEnjoyわくわくステージ、ボードゲーム体験会、卓球大会、科学実験など）を開催。
・地域の子どもに関わる活動への支援及びコーディネート（青少年対策地区委員会、親父の会、子ども会など）を実施。
・児童館のあり方について「八王子型若者（不登校・ニート・ひきこもり）支援の充実」プランを検討。

【国際理解教育の推進】
・小・中学校に外国人講師を配置し、日本人教員との協力授業を実施。１学級当たりの配置時間数：小学校（5、6年生）
平均18時間／年、中学校 平均12時間／年

【多文化共生意識の啓発】
・小中学校における国際理解教育の拡充（小学校：5校 中学校：1校）。
・小中学校の先生向け国際理解教育ワークショップを、夏の教員パワーアップ研修にて実施（1回）。

【高尾山学園の運営】
・不登校児童生徒のための体験型学校として、大学等外部指導員や指導補助員等の人材を活用し教育活動を推進。また学
園内に情緒障害等通級指導学級を設置。

【登校支援ネットワークの整備】
・登校支援チーム（高尾山学園内）と高尾山学園の連携を強化。
・学校だけでは対応困難なケースへの対応力を向上するためスクールソーシャルワーカーへのスーパーバイズ体制を構
築。

【学校図書館サポート】
・学校司書を80校に派遣して、学校図書館を活用した授業を行う教員及びボランティアに対する支援等を行った。
・司書教諭研修 3回、教員研修 １回、学校図書館ボランティア研修 3回、学校司書連絡会 11回

【放課後子ども教室】
・学童保育所と連携強化しながら、放課後子ども教室の拡充対策を図った。実施校：59校（週5日実施校：13校、一体型実
施校：31校）

【青少年健全育成環境整備】
・「八王子市青少年の健全な育成環境を守る条例」に基づき、青少年育成指導員や青少年対策地区委員会連絡会など「地
域力」による青少年の健全育成を推進。また、青少年の立ち直り支援や若者の就労を始めとした社会的自立支援の側面支
援を実施。

【青少年問題対策】
・4月からスタートした生活困窮者自立支援制度の理解を深めるため、生活自立支援課との新たな連携体制を構築。
・保健所などとの連携を深め相談機能を充実。青少年サポートネットはちおうじ相談者数 66名。
・いちょう祭りなどの機会を活用したチラシ配布などの広報活動の結果、市民の間の認知も広がっている。
・推進委員会や「子ども若者サポート事業連絡協議会」において、情報交換及びに対策の検討を実施。

② 就労・結婚・出産・子育ての切れ目ない支援
施策名

・若者の就労支援
・結婚支援
・妊娠期からの切れ目ない相談・支援体
制の充実
・地域の子ども・子育て支援の充実
・働きながら子育てできる環境の整備

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

基準値

目標値
（Ｈ31）

実績値

はちおうじ就職ナビ掲載の中
小企業等に就職した若者へ
の奨励金交付認定者数

-

総計300人

89人

9.2%

13.2%

12.8%

ファミリー・サポート・センター
年間活動件数

6,469件

8,206件

5,545件

子育てひろばの設置数

38か所

55か所

47か所

保育所等待機児童数

144人

0人

139人

学童保育所待機児童数

327人

0人

370人

妊娠届出時の面接率

平成27年度の主な活動実績
【若者の就業支援】
・「はちおうじ就職ナビ」の掲載企業数の増 27年度末153件（26年度末107件）
・ハローワーク八王子共催の面接会：3回（新卒向け1回、既卒向け2回）開催
・東京しごとセンター多摩共催の新卒向け企業説明会：2回開催
・職業講演：小学校17校 中学校20校
・はちおうじ就活スタイル：年2回実施
・若年者雇用奨励金：8件
・中小企業次世代人材確保支援：奨励金の交付対象者の認定 89件（うち奨励金交付は71名）

【母子保健】
妊産婦や乳幼児等に対し以下の健診や講座等を実施した。
・母親学級（母性科、育児科） ・妊婦健康診査 ・妊産婦・新生児及び未熟児等訪問指導等 ・産婦・乳幼児健康診査
・3歳児健康診査
・乳幼児歯科相談 ・産婦・乳幼児健康診査
・精密健康診査（大横保健福祉センターのみ） ・
乳幼児発達健康診査
・母子栄養食品支給等

【特定不妊治療費助成】
・高額な医療費を要する特定不妊治療について、治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊に悩む夫婦の経済
的負担の軽減を図るために実施。助成実績： 995件 593組

【子育てしやすいまちの推進】
・授乳・おむつ替え用テント：本庁舎で貸出を開始（2張）
・レンタベビーカー：南口総合事務所、北口インフォメーションセンター、クリエイトホール内子育てひろばで貸出開始
（計8台）
・子育てひろばで児童図書の閲覧・貸出（25か所、計約300冊）
・防災倉庫に紙おむつ搬入（10か所、計約37,000枚）

【子育て支援環境整備】
・保育所、幼稚園、小学校、児童館、学童保育所、子ども家庭支援センター等の関係機関が連携し、地域で子どもの成長
の見通しをもって育てていく「つながる育ち」を支える保・幼・小連携協議会を3回、5ブロックでブロック会議を実施
・有識者による講演会を開催（来場者117名）
・「就学支援シート」市内小学校での受け取り件数 361 件
・研修会を2回実施
・「保・幼・小連携の日」を16チームで実施

【子育て家庭の負担軽減】
・子育て家庭の生活を支援し、経済的負担の軽減を図った。
児童手当：支給人数 延べ806,307人
児童育成手当（障害手当）：支給人数 延べ5,843人
乳幼児医療費助成事業：年間取扱件数 550,464件 対象者数29,616人
義務教育就学児医療費助成事業：年間取扱件数 435,369件 対象者数36,111人
入院助産：実施件数 17件

【子育て支援の促進】
・保育所入所申請から保育料徴収事務、発達の遅れがある児童の入園後のフォロ－アップ、保育所に勤務する職員の研修
などを実施。

【子育て親子支援】
・保育所１施設・幼稚園１施設における赤ちゃん・ふらっと設置に対して補助
・八王子まつりでの臨時赤ちゃんふらっとの設置を地域と協働で行い、3日間で約1,100人の親子が利用
・子育てサポートおでかけマップに赤ちゃんふらっとの位置を掲載
・親子つどいの広場を5施設運営し、相談や講座を実施することにより、子育ての孤立化を防止し、子育ての負担軽減を
図った。

【保育施設の整備促進】
・認可保育所7園（新設1園、分園設置1園、増改築等5園）事業所内保育施設1園（新設）の施設整備を実施。
・平成28年4月1日の保育定員を前年より245名増の11,322名とした。

【市立保育所の管理運営】
・八王子版ネウボラの展開を検討する中で、ひろばの役割や、そこに従事する支援担当の役割及び業務分担を内部で検討
するにとどまり、公立保育園のあり方検討会を開催するまでには至らなかった。
・通常の保育においては、直営の保育園（10園）において、先進的な保育の取組や障害児の積極的な受入れを実施すると
ともに、多様なニーズに対応した保育を提供した。
・指定管理園（6園）について、保育の質を確保しつつ効率的に運営した。

【学童保育所の管理運営】
・空調改修（椚田小第3、由井、秋葉台第１、上壱分方、十小、川口、城山第１、つくみ）
・トイレ改修（九小）
・指定管理者の選定（公募40施設、更新5施設）
・秋葉台第３学童を平成28年4月1日に開設
・横川学童保育所を横川小に移転
・平成28年4月1日の保育定員を前年より46名増の6,244名とした。

③ 子どもと家庭を育むまちづくり
施策名

・子育てプロモーションの推進
・地域で支え合う子育てのまちづくり

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

基準値

目標値
（Ｈ31）

実績値

「はち☆ベビ」登録者数の割
合

8.8%

60%

28.4%

子育て応援団Beeネット登録
者数

440人

516人

444人

平成27年度の主な活動実績
【子育てプロモーションの推進】
・第3次子ども育成計画プロモーションフォーラムの実施
・子どもや子育て家庭向けイベントの支援
・「子育てガイドマップ・子育てガイドブック」を発行
・子育て応援企業の登録、企業取り組みの支援
・「すくすく☆メール」の配信、子育て情報サイト「はち☆ベビ」の運営
・社会福祉審議会児童福祉専門分科会の開催し課題を調査審議

【地域の子育て支援ネットワーク】
・子育てひろばや子育てサークルのボランティアをしている「子育て応援団Beeネット」の育成・活動支援（平成27年度は
444人が登録）

④ 配慮が必要な子どもと家庭を支える環境づくり
重要業績評価指標（ＫＰＩ）

基準値

目標値
（Ｈ31）

実績値

発達障害児支援事業グルー
プ活動の利用者数

838人

1,130人

815人

・社会的サポートが必要な子どもと家庭
への支援の充実
母子・父子自立支援プログラ
・ひとり親家庭への支援の充実
ム策定件数
・子どもの貧困対策の推進

53件

60件

53件

生活保護家庭における中学
校卒業者の進学率

88.0%

95%

96.6%

施策名

平成27年度の主な活動実績
【障害児支援】
・発達障害児支援事業利用者数：相談支援事業（電話相談等）の年間利用者2,210人（延べ人数）
・普及啓発事業（研修、講演会等の実施）：９回
・療育支援事業：年間延べ利用者人数 未就学児641人 就学児174人
・知的障害児 療育支援事業利用者数：1,460人

【特別支援学級の管理・振興】
・特別支援教育の充実のために、特別な支援を必要とする児童・生徒の適切な就学に向け、就学相談調整会議を実施し、
指導体制の強化、特別支援学級の設置、援助による保護者の経済的負担の軽減。

【特別支援教育】
・特別支援学級の増設
・小学校１校、中学校１校に知的障害固定学級を新設
・特別支援教室モデル校の設置。小学校16校、中学校6校で特別支援教室モデル事業を開始、新たに小学校27校、中学校8
校に設置準備
・地域の関係機関とのネットワークの検討を踏まえ、都立特別支援学校と連絡会を実施、学校サポーター育成講座を初級6
回に加え、新たに中級3回を実施。

【ひとり親家庭の自立促進】
・ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業：派遣先世帯数 21世帯 派遣回数 773回
・ひとり親家庭相談事業：相談件数 2,574件
自立支援プログラム策定件数 53件
・高等職業訓練促進給付金支給：31人
修了支援給付金：10人 自立支援教育訓練給付金支給：4人
・ひとり親家庭医療費助成事業：年間取扱件数 95,229件 対象者数 8,098人 対象世帯数 4,220世帯

【低所得者・離職者対策】
・高校受験及び大学受験を目指す子どものいる世帯を対象として、受験料や学習支援の費用の貸付を行うことにより、一
定所得以下の世帯の子どもへの支援。

【生活困窮者の自立支援

学習支援】

・平成27年度から高校進学のための無料学習支援教室の対象中学生を、従来の生活保護受給世帯に加え児童扶養手当全部
支給世帯まで広げ、教室数も市内４会場から６会場に拡大して委託により実施。
また、嘱託員の子ども健全育成支援員４名が、生活困窮世帯又は生活保護世帯の子どもに対して、家庭訪問や面談、電
話相談等を通じて個々の状況に合わせた生活支援を他機関と連携して行った。
平成27年度：学習教室参加者数93人

会場数6か所

【母子・父子福祉資金貸付事業事務費】
・母子家庭又は父子家庭等に対し、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を
増進するため、１２種別の資金を貸し付け。母子福祉資金：269件 父子福祉資金：11件

【就学援助】
・経済的理由によって就学が困難と認められる児童の保護者に対し、就学援助費を支給し、負担の軽減を図る。
認定者数 小学校：要保護 497人 準要保護 3,783人
中学校：要保護 284人 準要保護 2,264人

【総合教育会議の運営】
・子どもの貧困に関する庁内連携及び調査研究の着手

政策軸２「しごとづくり」
基準値

目標値
（Ｈ31）

実績値

市内の産業活動が活発に行われていると感じている市民の割合

23.7%

35.2%

22.9%

法人市民税の伸び率
（国の伸び率を１とした場合の市の伸び率）

0.95

1.05

1.01

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

基準値

目標値
（Ｈ31）

実績値

中小企業新商品開発認定制
度における認定数（累積）

15件

50件

22件

企業立地支援制度により誘
致した企業数（累積）

84件

119件

94件

数値目標

（１）地域産業の競争力強化
施策名

・中小企業の支援
・企業誘致の促進
・新規創業の支援
・地場産業の振興
・中小企業に対する金融支援

中小製造業の市内事業所数
の伸び率

市0.92
（全国0.96）

全国の伸び率
を0.02上回る

市0.99
（全国0.97）

平成27年度の主な活動実績
【中小企業等の活性化支援】
・市内中小企業の販路拡大支援（出展補助企業数 16社 3,000,000円、出展アドバイス企業数
・サイバーシルクロード八王子事業への支援
後継者塾の実施（全11回、参加者12名）
創業セミナーの実施（創業スクール全6日、参加者20名）
マネジメントカフェの開催（計3回、98名参加）
・八王子商工会議所中小企業相談所が行う「経営改善普及事業」の経費の一部について補助。

7社

280,800円）

【海外経済交流の促進】
・情報発信業務（メール4回配信・配信先19,266社、委託先展示ブースでの市産業交流・企業立地ガイド展示等）
・台湾産業支援機関等案内業務（新竹市、高雄市、台北市）
・台湾市場調査業務（台湾概況、台湾市場の特徴・動向、業界別の市場調査実施）
・台湾市場調査報告会（次年度の市場調査対象企業及び本事業参加企業を対象）

【中小企業新商品開発認定制度の運営】
・八王子市新商品開発認定制度を実施し、7商品を認定。
・認定商品カタログ及び東京都の産業交流展に展示し、認定商品の周知。
・平成26年度に随意契約により購入した2商品について、使用評価を実施。
・平成27年度に認定した１商品について、随意契約により購入。

【企業立地促進】
・企業立地支援条例に基づき10件の事業者を指定（累計の指定実績 94件）
・既指定事業者に奨励金を交付（奨励金交付事業者17件 267,186,238円）
・サポートネット活用実績 21件
・東京都、ＵＲ都市機構、金融機関、産業支援機関等への制度周知活動を実施。
・八王子インター北地区産業拠点施設意見交換会を3回開催した。

【物流拠点整備推進】
・川口地区物流拠点整備のため、組合施行の土地区画整理事業である「川口土地区画整理事業」について、物流拠点整備
の観点から、川口土地区画整理組合設立準備会と共に関係機関と協議・調整を実施。

【起業支援】
・起業者・創業者支援のため、新たなビジネスを創出する起業家に対して、ビジネスお助け隊アドバイザーによる伴走支
援（延べ20回）

【繊維産業の振興】
・「学生ネクタイデザインコンペ」を実施し、美術系大学からの応募作品の中から30点を選考。特に優秀な作品について
は八王子ファッション総合展において表彰。その他八王子繊維ファッション総合展では美術系大学や八王子織物の製品を
展示。
・ジャパンクリエーション（展示会）に市内19企業が出展し来場企業31社からの受注につなげた。
・多摩織ＰＲ用のリーフレットを作成し、展示会等で幅広く活用。
・後継者育成事業として多摩織塾開催のほか、テキスタイルネットワークジャパン展への後継事業者の出展及び全国の後
継事業者との人材交流を実施。
・八王子はた織伝承会、多摩シルクライフ２１研究会それぞれの団体が年間を通じて週1回の活動を継続的に行い、機織り
や染め物の伝統文化継承のための活動を行った。

【事業資金助成】
・市内の信用金庫をはじめとした金融機関において融資を受けようと思う事業者に対し、低利で信用保証協会の保証付融
資がうけられるようあっ旋する。また、あっ旋を受けて実行された融資を利用している事業者に対しては、借入に伴う一
部の利子補給及び、信用保証料の補助を行った。同時に、利用者において経営相談を希望する者に対しては、中小企業診
断士の派遣や、お助け隊による伴走支援を行った。

（２）本市の特性を活かした産業の支援
施策名
・農業の担い手育成
・農地の活用
・農業の高度化支援
・農林業の６次産業化
・特区制度の活用提案

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

基準値

目標値
（Ｈ31）

実績値

農業産出額

26億円

28億6880万円

25億7000万円

道の駅八王子滝山の年間売
上高

9.3億円

10億円

9.2億円

平成27年度の主な活動実績
【体験農業】
・稲作体験実績（高月水田）
34名参加

田植え 6月14日

12組31名参加、稲刈り 9月27日

12組31名参加、収穫祭10月11日

13組

【地域農業活性化推進】
・認定農業者の制度説明会 9月25日、30日
・認定農業者個別相談会 10月19日、20日、21日、22日、11月5日、6日

【遊休農地活用支援】
・新規就農者に対する支援や遊休農地解消を目的とした担い手の育成、高齢農家の手助け、耕作できなくなった土地の有
効活用支援。
農家手助けボランティア：平成27年度派遣ボランティア11名
新規青年就農者への支援：給付対象者1人に対し2,250千円の給付金を給付
農家直営農園開設整備：新規開設農園1カ所
はちおうじ農業塾：大谷町の都有地約9,500㎡を借用し、2年間の実習・講義の農業研修（4期生18名研修修了、5期生18
名入塾）

【森林再生】
・手入れが行われず荒廃しているスギ・ヒノキについて間伐（間伐実施面積 58.11ha）
・八王子市内にある森林整備計画区域内の民有林を所有する方へのパンフレットの配布、個別訪問及び現地調査。

【森林管理巡視】
・林道の不法投棄や山林火災の見回りを目的とし、車や徒歩で、森林整備計画内の林道の巡視を１４０日間実施。

【道の駅八王子滝山の管理運営】
・年間を通じて、地場農産物のＰＲをはじめ、地産地消の推進、農業振興の促進及び来場者に向けた賑わいの創出など積
極的な活動を行った。

（３）新たな産業分野の創出
施策名

・新たな産業分野の創出支援
・地域ブランドの創出
・コミュニティビジネスの振興

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

新設事業所数の伸び率
中小企業新商品開発認定制
度における認定数（累積）【再
掲】

基準値

目標値
（Ｈ31）

実績値

市2.96

都0.84

都全体の伸び
率を0.07上回
る

15件

50件

22件

市0.77

都3.49

平成27年度の主な活動実績
【先端ものづくり支援】
・27年度のものづくりセンターは3室入居。
・ものづくりセンター利用、産学連携補助金利用に向けたのＰＲ活動（支援施策に関するパンフレットを市内企業約1,000
社へ郵送、技術相談員の企業訪問・相談の際の周知など）
・先端技術セミナーの開催（開催回数：６回、参加者数延べ295名）
・産学連携補助金の交付 4件 252万円

【中小企業新商品開発認定制度の運営】
・八王子市新商品開発認定制度を実施し、7商品を認定。
・認定商品カタログ及び東京都の産業交流展に展示し、認定商品の周知。
・平成26年度に随意契約により購入した2商品について、使用評価を実施。
・平成27年度に認定した１商品について、随意契約により購入。

【起業支援】
・起業者・創業者支援のため、新たなビジネスを創出する起業家に対して、ビジネスお助け隊アドバイザーによる伴走支
援（延べ20回）

（４）就労支援
施策名
・若者の就労支援【再掲】
・女性の就労支援【再掲】
・生活困窮者の就労支援
・介護人材の確保・定着支援
・障害者の就労支援

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

基準値

目標値
（Ｈ31）

実績値

市のかかわる就職支援活動
による採用者数

752人

952人

522人

はちおうじ就職ナビ掲載企業
数

107件

150件

153件

平成27年度の主な活動実績
【若者の就業支援】
・「はちおうじ就職ナビ」の掲載企業数の増 27年度末153件（26年度末107件）
・ハローワーク八王子共催の面接会：3回（新卒向け1回、既卒向け2回）開催
・東京しごとセンター多摩共催の新卒向け企業説明会：2回開催
・職業講演：小学校17校 中学校20校
・はちおうじ就活スタイル：年2回実施
・若年者雇用奨励金：8件
・中小企業次世代人材確保支援：奨励金の交付対象者の認定 89件（うち奨励金交付は71名）

【就業支援】
・ハローワーク八王子や東京しごとセンター多摩共催の面接会・説明会・セミナー等の実施。女性の再就職支援事業で
は、女性の再就職の際にニーズの高いパソコン講座（託児付き）を取り入れた。

【しごと情報館の運営】
・しごと情報館での相談件数 725件
・市民センター等での出張相談・セミナー件数 33件
・しごと情報館における自己啓発セミナーの実施 23件
・小中学校での職業講演（嘱託員講師分） 23校
・ハローワークにおいて横断幕を作成。マルベリーブリッジに取り付けし、しごと情報館の周知を図った。
・中学校校長会や児童館館長会議において、高校中退・高卒で就職した場合の就職相談窓口をＰＲ

【就労支援員】
・２名の就労支援員が、福祉事務所内及び週2回はハローワーク本庁・しごと情報館に出張し、求職活動中の受給者と面
接・就労指導等を実施し、就労アシスト八王子及び青少年自援助センター等支援関係機関につなげた。
27年度実績
支援対象者数873名（生活保護受給者 586名、生活困窮者等 287名）
就労決定者数413名（生活保護受給者 275名、生活困窮者 138名）
就労による保護廃止者68名

【介護人材確保・定着支援】
・就労希望者を市内介護施設等に派遣し、業務に従事させながら訓練を行うとともに、介護職員初任者研修を受講・修了
させる派遣事業を実施。あわせて資格取得のみの事業を実施。
派遣事業 参加者数36名、修了者数29名、市内介護施設等に直接雇用された人数24名
資格取得 参加者数6名、修了者数6名、市内介護施設等に就職した人数2名
・市内介護施設等に勤務している職員向けに研修を開催。
介護人材定着支援研修 全12回、参加者数167名
介護人材確保・育成支援研修 全3回、参加者数97名

【（障害者）社会参加の促進】
・委託事業や補助金の交付等による各施設の事業運営と障害者への移動に関する助成を実施すると共に、障害者就労支援
や日中活動系施設が行う工賃向上の取組み支援、障害者就労施設等からの優先調達を推進し、障害者の社会参加の促進を
図った。
・障害者就労支援（登録者数：802人）
・障害者工賃向上推進
障害者就労施設等からの物品等の調達件数：42件
八王子市における障害者就労施設等からの物品等の調達実績：238,381,987円（見込）

政策軸３「まちづくり」
基準値

目標値
（Ｈ31）

実績値

八王子の景観への市民評価度

49.5%

56%

49.8%

住み続けたいと思う市民の割合

88.6%

91%

88.5%

基準値

目標値
（Ｈ31）

実績値

951,783人

999,373人

979,015人

38件

43件

45件

211人

317人

312人

数値目標

（１）中心市街地活性化
施策名

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

中心市街地歩行量数
・中心市街地の再生・魅力づくり
・中心市街地活性化に向けた調査・研究 中心市街地で開催される年
・住民主体のまちづくり支援
間イベント数
・特区制度の活用提案
まちゼミ参加者数

平成27年度の主な活動実績
【中心市街地の活性化】
・イベント開催者にとって負担となっていたテント費用を軽減し、イベントの継続性の向上等に繋げるため、中心市街地
内で開催されるイベントに対してまちづくり団体が貸し出すイベント用テントの購入費を補助し、11張のテントの貸し出
しが始まった。
・新規事業として開始した「中心市街地魅力づくり支援」により、中心市街地内に２ヶ所の魅力的な滞留拠点が整備さ
れ、まちの賑わい創出につながった。

【子育てしやすいまちの推進】
・レンタベビーカー：南口総合事務所、北口インフォメーションセンター、クリエイトホール内子育てひろばで貸出開始
（計8台）

【中心市街地の総合的な再生】
・中心市街地活性化基本計画に示された中心市街地の再生を目的とした中心市街地まちづくり方針（市街地総合再生基本
計画）を策定。計画の策定により、民間投資による共同化や小規模再開発等、中心市街地の特性に応じた市街地更新を促
進するとともに、優先度の高い街区の主要幹線道路及び細街路を面的に整備を行うことにより、地域の活性化及び防災
性・回遊性の向上を図る。
計画の実現に向けた地区まちづくりの先行実施
市道八王子164号線の工事
市道八王子152号線外4路線の詳細設計
『街の灯り」整備事業における地元調整・協議

（２）良好な都市環境づくり
施策名
・土地利用の規制・誘導
・住民主体のまちづくり支援
・空き店舗対策
・空き家対策
・防犯対策
・災害対策
・特区制度の活用提案

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

基準値

目標値
（Ｈ31）

実績値

空き店舗改修費補助金活用
により出店した店舗数（累計）

8件

23件

13件

空き店舗改修費補助金活用
により出店した店舗の営業継
続率

100%

100%

100%

市内の空き家率

10.3%

基準値
（10.3％）以下

－

平成27年度の主な活動実績
【用途地域等の変更】
・市全域の用途地域等の見直しの前段として、学識経験者5名で構成する懇談会やパブリックコメント等の手続きを経て
「土地利用制度の活用方針」の策定及び「用途地域等の指定方針・指定基準」の改定。
・変更手続きに必要となる都市計画図書の作成。
・課題地区について、地区の実情に即した土地利用の在り方を整理し、適切な誘導・規制内容について、地元住民及び東
京都等関係機関と協議しながら検討。

【市街化調整区域の集落における活力の向上】
・平成24年度以降の検討成果を基に、市街化調整区域内の7つの沿道集落地区の活性化に向けた土地利用誘導方策の制度化
に向け、パブリックコメント等の手続きを行い、都市計画法第34条11号に基づく条例及び同10号に基づく市街化調整区域
地区計画運用方針を策定した。
・都市計画マスタープランに位置付ける市街化調整区域内の７つの沿道集落地区の活性化に向け、地域再生法第5条1項に
基づく地域再生計画の素案を策定した。

【空き店舗改修費補助金】
・中心市街地活性化基本計画に位置付けた空き店舗対策を促進するために、中心市街地区域内の空き店舗に出店をする事
業者に対して、店舗改修費の補助を行った。（5店舗の出店に繋げることができた。居酒屋、青果販売店、振袖レンタル
店、コミュニティカフェ、コワーキングスペース）

【生活安全対策】
・八王子駅周辺重点区域における客引き行為等及びつきまとい勧誘行為防止パトロール（特定日を除く毎日）
・安全パトロールカーによる市内全域パトロール（特定日を除く毎日）
・町会・自治会へのパトロール用品貸与など自主防犯活動への支援（貸与団体131団体）
・啓発活動等による市民の防犯意識高揚（出前講座6回・各種キャンペーン15回）
・防犯指導員による各家庭や町会・自治会への防犯指導（活動回数138回）
・八王子駅北口周辺への防犯カメラの設置補助（設置台数18台）

【災害時連携強化】
・平成27年10月11日

上柚木中学校を会場に総合防災訓練を実施。55団体、約2,000名が参加。

【水防対策】
・恩方地区にて東京都と合同で風水害対策訓練（水防訓練）を実施。

【（消防団）訓練・研修等】
・東京都三多摩消防団連絡協議会、南多摩地区消防団連絡会開催の幹部研修会に参加、安全管理員研修、操法統一研修、
消防活動研修、その他各種訓練、研修を実施した。

（３）公共交通対策の推進
施策名

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

基準値

目標値
（Ｈ31）

実績値

路線バス・はちバスの乗車数

14.1万人/日

14.7万人/日

15.3万人／日

地域公共交通活性化協議会
の開催回数

2回

2回

3回

・公共交通対策

平成27年度の主な活動実績
【地域公共交通の充実】
・26年度課題であった「地域交通事業導入マニュアル」として、「地域交通事業導入ガイドライン」を作成。
・地域交通事業において、単に事業を継続するだけではなく、小津地域では貸切運行から乗合運行にすることで誰もが乗
れるバスへ移行するとともに運行経費及び、補助金を削減。
・公共交通計画策定にあたり、路線バス・はちバスの現状調査及び課題の抽出を行った。

【地域循環バス「はちバス」の運行】
・はちバスの適切な運行管理（北西部コース、東部コース、西南部コース
ス乗車数104,984人）
・いちょう祭りPRブース出展、利用者アンケート実施
・バス停維持管理

３コース合計 ： 178,412人（うちシルバーパ

（４）商業の振興
施策名
・商店街の活性化
・魅力ある個店づくり

基準値

目標値
（Ｈ31）

実績値

「あきんど講座」実施回数

4回

6回

4回

商店街が実施するイベント数

58回

60回

59回

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

平成27年度の主な活動実績
【はばたけ商店街補助金】
・市内商店街の活性化を図るため、意欲ある商店街や商店街の連合会が実施するイベント事業及び街路灯整備等の活性化
事業に対し補助
27年度イベント事業 32商店会 1商店会連合会 商工会議所
活性化事業
1商店会

【輝く個店グループ支援】
・意欲とアイデアのある市内の中小小売商業者等が、原則３者以上集まっているグループの活動に最大1/2の補助。事業の
効果や客観性を担保するために、専門家に審査を依頼。27年度は2事業に対して補助金を支出（補助金 500,000円、謝礼
88,000円）

【あきんど研修会】
・東京地中小企業振興公社の補助事業である、『商店街パワーアップ作戦』を活用し、集客力の向上を図る商店街や個店
の問題点などを研修会方式もしくはマンツーマン方式で勉強会を実施。商店街2回、個店2回。

（５）地域特性に応じたまちづくり
施策名

・公共施設の一体整備・連携促進
・地域特性に応じた調査研究

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

基準値

目標値
（Ｈ31）

実績値

こども科学館と大横福祉セン
ターの連携事業延べ回数

―

3回

2回

こども科学館の利用者数

85,181人

100,000人

82,179人

大横保健福祉センター利用
者数

47,727人

94,600人

77,646人

平成27年度の主な活動実績
【大横保健福祉センターの管理運営】
・大横町公園との一体整備を見据えた館運営のあり方検討

【こども科学館管理運営】
・プラネタリウムの投影、科学工作教室、科学実験ショー、講演会、星空観望会、八王子宇宙の学校等の各種講座の開催
を行い、施設の維持管理を行った。
・平成27年10月 「輝く宇宙 八王子展」を八王子駅南口総合事務所で開催（東京八王子プロバスクラブとの共催）
・平成28年3月 特別展「八王子隕石と小惑星探査機はやぶさ」を開催
・平成27年12月1日から28年1月15日まで、館内設備修繕(一部トイレの洋式化工事、内装(タイルカーペット張替等)改修工
事)のため休館。その他、屋上漏水修繕、図書コーナーソファー張替修繕などを実施

【高尾地区都市計画方針の策定】
・町会長や関係団体を代表する者等から構成される地元懇談会や地域住民を対象にするワークショップ、庁内検討会にお
ける検討を踏まえ、パブリックコメント等の手続きを経て「高尾山口駅周辺地区都市計画方針」の策定を行った。
庁内検討会 3回
地元懇談会 3回
高尾まちづくりワークショップ １回（参加者27人）
高尾交通まちづくり勉強会 1回（参加者20人）

【地区まちづくりの推進】
・中町地区市道八王子166号線及び167号線道路舗装改良工事竣工
・中町地区まちづくり協議会へのまちづくり推進に必要な情報提供（アドバイザー同行12回）
・地区まちづくりフォーラムの実施（２９名参加）
・まちづくり審議会の運営（２回開催）

【市街化調整区域の集落における活力の向上】
・平成24年度以降の検討成果を基に、市街化調整区域内の7つの沿道集落地区の活性化に向けた土地利用誘導方策の制度化
に向け、パブリックコメント等の手続きを行い、都市計画法第34条11号に基づく条例及び同10号に基づく市街化調整区域
地区計画運用方針を策定した。
・都市計画マスタープランに位置付ける市街化調整区域内の７つの沿道集落地区の活性化に向け、地域再生法第5条1項に
基づく地域再生計画の素案を策定した。

政策軸４「本市の魅力の発信」
基準値

目標値
（Ｈ31）

実績値

35.6%

51%

41.5%

714万人

824万人

712万人
（H26実績）

20代：61.9％
30代：65.2％

20代：70％
30代：74％

20代：53.1％
30代：63.9％

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

基準値

目標値
（Ｈ31）

実績値

文化財関連施設の利用者数

77,798人

82,000人

79,353人
（H26実績）

水辺に親しめる場所の数

132か所

139か所

136か所

16.7%

46%

15.7%

数値目標
市政情報が適切に分かりやすく提供されていると感じている市民の割合
観光客数
八王子市の良さを他人に伝えるなどの行動を起こしたことのある市民（20
～30代）の割合

（１）本市の特性を活かした地域ブランドの創出
施策名
・歴史・文化を通じた地域への誇りと愛
着の醸成
・豊かな自然を活かした魅力の発信
・アウトドアスポーツを通じたスポーツ
ツーリズムの推進
・「食」を通じた魅力の発信

八王子産の農産物を常に意
識して購入している市民の割
合

平成27年度の主な活動実績
【国史跡八王子城跡の保存整備】
・金子曲輪地区の確認調査を実施。
・管理棟前の磁器製案内サインと根小屋地区中ほどにある全体案内サインの改修。
・日常の管理業務や清掃業務等のガイダンス施設の維持管理、除草・枯損木の伐採・剪定等の史跡内管理地の維持管理。
・ガイダンス施設での子ども手作り甲冑教室をNPO法人八王子城跡三ツ鱗会に委託し開催。
・曳橋架替工事を完了。
・今後の文化財保護のあり方として、募金箱の設置について検討。

【文化財関連施設管理運営】
（絹の道資料館）
・資料館の管理運営を行うとともに、市史跡「絹の道」の景観保全を図った。
・東屋の老朽化が進んでいたため、東屋の解体工事を行い、新たに休憩用のベンチを２脚設置。
・団体見学者に対し、ガイドボランティアによるガイドを実施。（27年度 案内人数 1,044人 登録ボランティア数6
人）
（中田遺跡公園）
・公園の維持管理を実施。
・復元住居解体工事、倉庫・管理棟の解体工事及びおもいやり駐車場と身体障害者用駐車場の整備を含む遺構表示等整備
工事を実施。

【郷土資料館管理運営】
・特別展・コーナー展等（6件）、体験学習・講座（10件）を開催。
・八王子市に関する貴重な歴史資料を収集し、調査・研究に努め、収蔵資料の充実を図った。
・「郷土資料館だより」2回・「研究紀要」1冊・「展示図録」3冊・「資料シリーズ」1冊を計画どおり刊行。
・特別展・コーナー展・企画展等を開催し、資料を幅広く活用するとともに体験学習・講座を実施することで、市民の生
涯学習への要望に応え、2年続けて減少していた年間入館者数を増加させた。
・新郷土資料館の基本構想について、博物館協議会で3回にわたって検討し、その基礎となるものをまとめ、平成28年度か
ら着手する基本構想の策定につなげることができた。

【伝統芸能の保存継承】
・本市に伝わる都指定無形文化財伝承団体を支援するとともに、市に伝承されている無形民俗文化財が一堂に会する公演
を開催することで、伝統芸能の保存伝承に対する理解を深める。「第13回八王子車人形と民俗芸能の公演」の来場者は855
人。

【湧水復活10年】
・中野地区水のまち保全連絡会では、湧水水路見学会を行い、保全・整備の必要性について認識を高めた。
・川口十二社弁天池では、連絡会での意見交換のほか、講座形式で‘植物ウオッチング’を開催し、谷戸の保全について
啓発。
・叶谷・泉町湧水群では、親水水路整備工事を行った。(27-28継続事業）
・六本杉公園湧水では、マンパワーでデザインを行った湧水案内看板を設置するとともに、八王子駅南口からのルート上
のマンホールにサインを設置。

【浅川の水辺活用】
・浅川写真コンクールは、「浅川の魅力を広く発信する」こと、「人を浅川に近づける」ことを目的として、日野市と共
同で実施。応募総数は432作品。入選者には11月7日実施の表彰式で、両市市長から賞状及び副賞を授与。また、入選作品
を使用して、カレンダーを作成した。
・子どもの交流は、多摩川河口干潟を活動場所として、両市の小学５．６年生を対象に実施。
・６月の環境月間に合わせて、本庁舎ロビーで浅川に生息する魚類を展示。

【交流拠点の整備（夕やけ小やけふれあいの里）】
・自然に親しむレクリエーション施設の効率的及び効果的な運営と利用者の安全を確保し、快適に訪れることができる施
設の管理・運営を実施するとともに、天候に影響を受けやすい施設であるため屋内展示イベント等の開催により来園者の
増加に努めた。
・大規模修繕として夕焼小焼橋改修、テントサイトデッキ改修のほか、地域の避難所としての役割を果たすための整備と
して夕焼小焼館非常灯修繕等を実施。また、指定管理者においても、一部便所の洋式化など利用者の要望等に応える修繕
をはじめ38件の施設修繕を実施。

【みどりの管理】
・市街化調整区域の指定緑地保護地区への協力金支出
・東京都が指定した緑地保全地区の植生管理受託 対象14ヶ所、総面積744,276㎡
・里山保全についての普及啓発活動と管理(いちょう祭でのシイタケ菌打ち体験、親子里山保全体験講座、市職員向け研
修)
・上川の里特別緑地保全地区トイレ整備

【総合的な自転車利用環境の創出】
・「（仮称）八王子市自転車利用環境整備計画」策定に向けた懇談会の開催（3回）、庁内会議の開催（5回）、整備計画
原案の作成

【TOKYO八峰マウンテントレイル】
・東京都が平成27年3月に策定した「東京都自然公園利用ルール（平成27年3月）」に基づく象徴的な大会として実施し、
この大会を通じてルールの啓発を行った。
・アウトドアスポーツを実施するのに最適な環境を有する八王子市の特性を踏まえ、“アウトドアスポーツの聖地・八王
子”としてのブランディングに取り組み、地域の活性化につなげた。
申込者：880名 当日走者：693名 完走者：630名 ボランティア：183名

【新たな観光資源の整備】
・八王子の食の魅力を発信するフードフェスティバルを実施し、3日間で15,000人の来場者。
・昨年度、都事業で行ったインタープリテーション事業の結果を受け、市制100周年記念イベント及び前年のプレイベント
として行う「体験楽習フェスティバル」の実行委員会を組織するための準備会を開催。

（２）観光産業の振興
施策名
・観光地の魅力の向上
・新たな観光資源の発掘・活用

重要業績評価指標（ＫＰＩ）
観光客数【再掲】

中心市街地で開催される年
間イベント数【再掲】

基準値

目標値
（Ｈ31）

実績値

714万人

824万人

712万人
（H26実績）

38件

43件

45件

平成27年度の主な活動実績
【観光資源の開発・活用】
・八王子花火大会等への補助事業を実施。
・滝山観桜林、高尾梅の里等の環境維持事業を実施し、観覧者等の安全確保・交通誘導などに努め、賑わいを創出。

【観光資源情報の活用】
・高尾山口駅舎内に「高尾山口観光案内所」を移設・リニューアルオープン。
・現在の観光大使制度に加え、八王子市の観光資源の魅力を広く紹介し、市のイメージ向上を図ることを目的として、ゆ
かりの地・八王子について、熱意を持ったPRをしていただく「八王子観光PR特使」を決定。

【都市活性化】
・「ファッション都市・八王子基本構想」をもとに、商工会議所が中心となって行われるファッション都市協議会活力あ
る都市づくり推進事業を支援し、中心市街地を主軸とした、本市の活性化を図る。（花と緑のまちづくりフェア2015：
21,000人、八王子夏の風物市（あさがお市）：35,000人、Ｔシャツデザイン画100選1,134点（応募者）、全国大陶器市：
42,000人、八王子メッセ「街道市」：60,000人）

【中心市街地の活性化】
・イベント開催者にとって負担となっていたテント費用を軽減し、イベントの継続性の向上等に繋げるため、中心市街地
内で開催されるイベントに対してまちづくり団体が貸し出すイベント用テントの購入費を補助し、11張のテントの貸し出
しが始まった。
・新規事業として開始した「中心市街地魅力づくり支援」により、中心市街地内に２ヶ所の魅力的な滞留拠点が整備さ
れ、まちの賑わい創出につながった。

【観光資源の創生】
・滝山観桜林環境整備、八王子産材加工による木工商品開発、ＡＲ滝山城跡アプリ制作、滝山観光案内ボランティア育
成、遊休施設の利活用等

（３）効果的な魅力の発信
施策名

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

基準値

目標値
（Ｈ31）

実績値

・情報発信力の強化
・市制100周年記念事業
・ＭＩＣＥ都市の推進
・２０２０年東京オリンピック・パラリ
ピック競技大会関連事業

住み続けたいと思う市民の割合
【再掲】

88.6%

91%

88.5%

ＭＩＣＥ 誘致成功件数（推進
組織がプロデュースしたも
の）

－

7件

－

平成27年度の主な活動実績
【広報活動】
・平成27年度より市民カメラマン制度を開始。８名の方が活動を行った。
・市長記者会見（年間１０回）
・広報紙作成（月２回発行）
・市の手続きや行政サービスを案内する「くらしの便利帳」を発行
・市政や地域情報などを紹介する広報映像を制作
・パブリシティ活動として、報道機関へ市政情報を提供
・HP・SNSでの情報発信

【ふるさと八王子応援寄附金（ふるさと納税）】
・ふるさと納税制度を活用し、寄附者に対して本市の魅力を発信するため、ポータルサイト等で情報を発信するととも
に、返礼品として本市の特産物等を贈る取組を実施。
・ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」に八王子専用ページ掲載開始（H27.12.9開始）

【市制１００周年記念事業】
・市制100周年記念事業基本計画の策定（平成27年11月）及び推進計画の策定（平成28年2月）
・実施本部開催8回、実行委員会総会開催2回、実行委員会シンボル事業開催7回、企画支援委員会開催9回、広報宣伝委員
会開催10回
・ロゴマーク・キャッチフレーズの決定（平成27年6月応募件数ロゴマーク361件、キャッチフレーズ1,752件）
・市民提案事業の選考（応募件数35件）

【全国都市緑化フェア】
・全国都市緑化はちおうじフェア基本構想の策定（平成27年7月）及び基本計画の策定（平成27年12月）
・全国都市緑化はちおうじフェア基本計画へ市民意見を反映させるため、市民委員会を発足（延242人参加）
・全国都市緑化はちおうじフェア実行委員会設立及び第１回総会開催（平成27年12月）

【地域産業振興推進】
・13回のＭＩＣＥ会議を行い、ＭＩＣＥ推進のための方向性と組織作りについて議論。

【（仮称）ＭＩＣＥ都市推進センター設立準備】
・先進的にMICEに取組む自治体を対象に、組織形態及び事業内容の調査を行い、この結果をもとに「（仮称）八王子観光
コンベンション協会」の組織形態の検討を進めた。さらに、産業交流拠点の本格運用開始までを見据え、具体的な事業を
示した実施計画を策定した。

【全関東八王子夢街道駅伝競走大会】
本市におけるスポーツの振興を図り、市民及び参加者の健康の保持増進に寄与するとともに市内外に対し本市の魅力を発
信し、中心市街地及び沿道地域の活性化を目的とする。
平成27年度で66回目の開催となり公道を走る駅伝大会としては日本最大規模まで成長している。毎年、数多くのボラン
ティアが大会を支え、スポーツ振興のみならず、地域の活性化の役割もはたしており、地域コミュニティの醸成にも寄与
している。
参加チーム数：545チーム 参加者数：2,180名 ボランティア：1,652名

