平成２８年２月１０日（水）
午後１時００分～
会

場

第６委員会室

市長記者会見資料
１ 市長発表資料
(1) 平成２８年度予算(案)の概要
＜２８年度予算の中から新規・充実事業＞
(2) 市制１００周年関連事業
(3) 誰もが安心して暮らせるまちをめざして
障害者の地域での生活を支える新しい取り組みをスタート

(4) 高齢者の生活支援
住み慣れた地域で健康で安心して暮らすための支援を充実

(5) 子育てしやすいまちナンバーワンをめざして
(6) 義務教育就学児医療費助成制度の所得制限を撤廃
(7) 学校教育の充実
国際理解教育の推進及び学校図書館の充実

(8) 上柚木公園陸上競技場の改修
ハイレベルな陸上競技大会の誘致をめざして

(9) 圏央道八王子西インターチェンジのフル化に向けて
本日開催の地区協議会でフル化の方針が決定

(10) 中心市街地の活性化をめざして
本市の「顔」八王子駅周辺の整備と一体でにぎわいを創出

(11) 地域地球温暖化防止活動推進センターを開設
市民・事業者と連携した地球温暖化防止対策を推進

参考）平成２８年度予算当初予算 新規・充実事業等の一覧
２

資料 平成２８年度 予算説明資料

市長発表資料①

平成２８年度予算(案)の概要
１

予算の特徴
〇誰もが安心して暮らせるまちの実現に向けて
〇次世代につながるにぎわいの創出
〇市制１００周年記念事業の気運醸成へ

２

予算規模 (「予算説明資料」1 ﾍﾟｰｼﾞ)

一般会計予算規模
（

地方交付税
39億円
2.0%

繰入金
30億5,205万円
1.6%

1,986 億円（1,946 億円

）は前年度当初予算額

その他
86億5,353万円
4.3%

増減率

商工費
消防費
15億628万円
64億6,365万円
0.8%
3.3%

使用料及び手数料
45億5,963万円
2.3%

その他
14億7,974万円
0.7%

公債費
127億
491万円
6.4%

市債
130億670万円
6.5%

地方消費税交付金
132億275万円
6.6%

都支出金
267億
2,615万円
13.5%

歳 入
1,986 億円
（1,946 億円）

市税
900億
6,941万円
45.4%

予算総額

分

平成28年度

総務費
172億9,960万円
8.7%

土木費
174億6,344万円
8.8%
教育費
181億
6,294万円
9.1%

国庫支出金
354億
2,978万円
17.8%

区

2.1％）

4,098 億円（3,673 億円

平成27年度

衛生費
222億
3,970万円
11.2%

11.6％）

前年度比
円

民生費
1,012億
7,974万円
51.0%

40億

増減率

一般会計

1,986億

特別会計

2,111億 8,039万円 1,726億 5,689万円

385億 2,350万円 22.3%

合

4,097億 8,039万円 3,672億 5,689万円

425億 2,350万円 11.6%

計

円 1,946億

歳 出
1,986 億円
（1,946 億円）

円

2.1%

３

歳入〔一般会計〕
科

(「予算説明資料」2 ﾍﾟｰｼﾞ)
予算額

目

市

前年度比

税

900億

6,941万円

地 方 消 費 税交 付金

132億

275万円

△4億

増減率

主な増減の理由
税制改正による法人市民税の減な
ど

4,650万円

△0.5%

8億 9,769万円

7.3%

―

6,000万円

△6.3%

―

地

方

交

付

税

39億

円

国

庫

支

出

金

354億

2,978万円

6億 7,694万円

1.9%

金

267億

2,615万円

7億

地域密着型サービス等整備助成事
2.7% 業補助、子どものための教育・保
育給付費の増など

都

支

４

出

歳出〔一般会計〕
科

△2億

(「予算説明資料」4 ﾍﾟｰｼﾞ)
予算額

目

943万円

子どものための教育・保育給付
費、障害者自立支援給付の増など

前年度比

増減率

主な増減の理由
参議院議員選挙、市税の賦課の増
など

総

務

費

172億

9,960万円

2億

1,797万円

1.3%

民

生

費 1,012億

7,974万円

37億

1,554万円

民間保育所運営、障害者自立支
3.8% 援、介護保険施設等の整備促進の
増など

衛

生

費

222億

3,970万円

7億

8,968万円

3.7%

商

工

費

15億

628万円

2億

1,480万円

土

木

費

174億

6,344万円

6億

8,510万円

公園の整備、圏央道八王子西イン
4.1% ターチェンジ関連の基盤整備の増
など

5,465万円

小・中学校の外壁改修の前倒しに
よる減、富士森体育館の大規模改
△6.5% 修の減、小学校特別教室への空調
機設置、こども科学館の改修の増
など

教

育

５

費

181億

6,294万円

△12億

戸吹清掃工場延命化対策、予防接
種の増など

16.6% 企業立地促進の増など

市債の状況 (「予算説明資料」6 ﾍﾟｰｼﾞ)
28年度
区

分

27年度末現債額

28年度末現債額
元金償還額

一

般

会

計

1,301億

402万円

112億 5,113万円

特

別

会

計

796億

74万円

2,097億

476万円

計

●問い合わせ

財務部

財政課長

借入額
130億

670万円

1,318億 5,959万円

69億 4,342万円

24億 2,270万円

750億 8,002万円

181億 9,455万円

154億 2,940万円

2,069億 3,961万円

今川（直通６２０・７３４９）

基本計画：第３編

活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち

施策番号：２５

市民が誇れる歴史と伝統文化の継承

基本計画：第４編

安心・快適で、地域の多様性を活かしたまち

施策番号：２８

誰もが快適なまちづくり

市長発表資料②

市制１００周年関連事業
本市は平成２９年に市制１００周年という節目を迎える。平成２８年４月から平成３
０年３月までを記念事業実施期間とし、市主催事業に加え市民の皆様との協働による、
様々な記念事業を企画・展開する。
1. 市制１００周年記念事業 市主催事業及び実行委員会主催事業
平成２８年度を「プレ記念事業期間」として、市と市制１００周年記念事業実行
委員会が記念事業を企画・展開する。
（1）新年度予算額 ４千５５５万円（「予算説明資料」P.10）
（2）問い合わせ 市制１００周年記念事業推進室主幹 高橋（直通６２０－７３４８）
2. 全国都市緑化フェア関連
（1）全国都市緑化フェアの推進
実施計画を策定するほか、フェア会場の設計、ＰＲ活動などを行う。
ア．新年度予算額 ７千９６７万円（「予算説明資料」P.76）
イ．問い合わせ 都市緑化フェア推進室 主幹 小池 （直通６２０－７２５３）
（2）富士森公園整備
メイン会場となる富士森公園の利便性と安全性向上のため必要な改修を行う。
ア．整備内容
・ 園路のバリアフリー化
・ 桜をはじめとした樹木の剪定・間伐による、桜の名所の再生と景観向上
・ 駐車場の整備
・ 児童遊園を整備し、子どもたちが安心して遊べる場の創出
・ フェア開催に合わせて案内板を設置
イ．新年度予算額 １１億４千３９万円（「予算説明資料」P.75）
ウ．問い合わせ まちなみ整備部 公園課長 佐久間（直通６２０－７２６９）
3. 新郷土資料館の整備
八王子の歴史・文化を次世代に継承するため、老朽化した現郷土資料館に代わる
新たな郷土資料館の整備を行う。
整備の方針や設置する機能・展示コンセプトなどを定める基本構想・基本計画の
策定に着手し、市制１００周年にあわせて新たな施設のイメージパースを発表する。
（1）新年度予算額 ６４６万円（「予算説明資料」P.89）
（2）問い合わせ

なかしょう

生涯学習スポーツ部 文化財課長 中 正 （直通６２０－７２６５）

4. こども科学館・大横保健福祉センター周辺施設一体整備
市制１００周年にあわせ、こども科学館（コニカミノルタサイエンスドーム）の
リニューアルとともに、駐車場の一部及び外構等を改修し、大横保健福祉センター、
大横町公園など周辺施設も含めた一体的な整備をする。
こども科学館や公園を訪れる親子が、保健福祉センターの休憩スペースを利用し
たり、保健福祉センターで健康相談をする高齢者が公園の健康遊具を利用するなど、
子ども、子育て世代、高齢者の３世代が交流できる空間を創出するもの。
また、高齢者、障害者、親子連れの方が歩きやすいように、バリアフリーに配慮
した周辺道路整備を行う。
（1）スケジュール
平成２７・２８年度

こども科学館展示物更新基本・実施設計及び施設改修実
施設計
平成２８年度
こども科学館駐車場・外構等実施設計
周辺道路のバリアフリー化・横断防止柵改修
大横町公園のスロープ及び健康遊具の設置、広場舗装
平成２８・２９年度 こども科学館展示物製作・設置及び、施設改修工事、
駐車場・外構等整備

（2）新年度予算（「予算説明資料」P.91）
こども科学館の改修

３億６千３４０万円

こども科学館駐車場等実施設計及び工事費

１千１３１万円

周辺道路整備等工事費

５千６０６万円

大横町公園施設整備工事費

２千３４０万円

（3）問い合わせ

生涯学習スポーツ部こども科学館長

牛山
（直通６２４－３３１１）

基本計画：第２編

健康で笑顔あふれる、ふれあい、支えあいのまち

施策番号：１２

障害者への支援

施策番号：１５

保健衛生の充実

市長発表資料③

誰もが安心して暮らせるまちをめざして
障害者の地域での生活を支える新しい取り組みをスタート

本市では、誰もが住み慣れた地域でともに支えあい、活き活きと安心して暮らせる地
域福祉の向上を目指したまちづくりを進めている。今年度から、障害者とその家族を支
援するための、新たな施策を展開していく。
記
1. 精神障害者緊急支援体制の構築
(1)支援対象者
精神科医療の未治療・治療中断等で、精神症状などにより生活が成り立たなく
なっている方、または生命身体の危機が危惧される方
(2)支援内容
・ 精神科病院の専門職と保健所保健師による家庭訪問を行う
・ 相談、問題点の整理、個別の支援方針の決定
・ 病院受診の調整を含めた、継続的できめ細かい対応
(3)新年度予算額 １千６０万円（「予算説明資料」P.47）
(4)問い合わせ
健康部 保健対策課長 滝川 （直通６４５－５１６２）
2. 障害者自立支援
(1)障害者支援企業表彰制度の新設（東京都２６市初の取り組み）
ア．表彰対象
市内作業所への物品調達に積極的な市内企業
障害者雇用に積極的な市内企業
イ．表彰企業のＰＲ
市民窓口に設置している行政情報モニター（市役所本庁舎・八王子駅南口総
合事務所・南大沢事務所）等
ウ．新年度予算額
３０万円（「予算説明資料」P.27）

(2)地域生活支援体制整備
障害者が地域の中で暮らせる環境づくりを推進するため、市内５か所の「相談
支援事業所」に「地域生活支援員」を配置。
ア．機能
①福祉サービス等につながっていない人を既存の制度・サービスにつなげる。
②当事者の相談に応じ助言する。
③見守りや現行のサービスにない簡単な直接処遇などの訪問支援を行う。
④短期入所等を活用した緊急時の対応を行う。
イ．新年度予算額
１千８０万円（「予算説明資料」P.25）

(3)障害者福祉施設従事者向け虐待防止研修の開催の充実
ア．研修対象
市内障害者福祉施設従事者
※ 中核市移行により、本市では障害者福祉サービス事業者に対し、虐待防
止の研修の実施を義務付け、権利擁護の推進を図っている。
イ．新年度予算額
５万円（「予算説明資料」P.25）
(4)問い合わせ

福祉部

障害者福祉課長

古川（直通６２０－７２４５）

3. 「障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例」一部改正に伴
う普及啓発事業の拡充
(1)障害者権利擁護推進 小学生向け啓発用ガイドブックの配付
ア．印刷部数
５，０００部（市内小学校の一学年全員に配布）
イ．新年度予算額
(2)問い合わせ

福祉部

１６５万円（「予算説明資料」P.25）
障害者福祉課長

古川（直通６２０－７２４５）

基本計画：第２編

健康で笑顔あふれる、ふれあい、支えあいのまち

施策番号：１３

高齢者への支援

市長発表資料④

高齢者の生活支援
住み慣れた地域で健康で安心して暮らすための支援を充実

平成２７年３月に策定された「八王子市高齢者計画・第６期介護保険事業計画」に基
づき、本市の高齢化に対応した、高齢者を地域で支える環境整備を進めていく。
1. 高齢者あんしん相談センター整備
高齢者が住み慣れた地域で健康で安心して暮らせるよう、高齢者あんしん相談セ
ンターを恩方事務所内に新たに設置するほか、保健福祉センターとの連携による地
域に密着した事業展開を行うため、同センター高尾を東浅川保健福祉センターへ移
転する。
（1）整備内容
ア．（仮）高齢者あんしん相談センター恩方（新設 市内１７か所目）
開設時期
平成２９年４月
場
所
恩方事務所内
イ．高齢者あんしん相談センター高尾（移転）
開設時期
平成２８年７月
場
所
東浅川保健福祉センター内
※ 市内１６か所目となる高齢者あんしん相談センター大横（大横保健福祉センタ
ー内）は平成２７年度予算で整備し、平成２８年４月からサービスを提供する。

（2）新年度予算額 ９３３万円（「予算説明資料」P.32）
（3）問い合わせ 福祉部高齢者福祉課長 溝部（直通６２０－７４２０）

2. 高齢者見守り相談窓口の設置
高齢者の孤立を防止し、高齢者の見守りを兼ねた生活支援サービスをするため、
市内３か所目となる高齢者見守り相談窓口を都営中野団地内に設置する。
（1）高齢者見守り相談窓口の機能
・ 積極的に地域に出向き、孤立しがちな高齢者の実態把握や見守り活動を実施
・ サロン活動の支援をはじめ、地域住民組織の自主的な見守り活動を支援
・ 在宅高齢者の生活実態の把握、見守り
・ ひとり暮らし高齢者等の見守りネットワークへの参加・支援
・ 緊急通報システムなどを活用して２４時間３６５日の安心を提供
・ 在宅高齢者、家族からの相談対応
（2）新年度予算額 １千 ２３０万円（「予算説明資料」P.29）
（3）問い合わせ

福祉部高齢者いきいき課長 元木（直通６２０－７２４３）

基本計画：第２編

健康で笑顔あふれる、ふれあい、支えあいのまち

施策番号：１４

健康の維持・増進

市長発表資料⑤

基本計画：第３編 活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち
施策番号：１７

子育て・子育ち支援の充実

子育てしやすいまちナンバーワンをめざして
1. 妊娠期支援事業「八王子版ネウボラ」の実施
妊娠期から子育て期を通じて安心して子育てができるよう切れ目のない支援を
行う。
(1)支援内容
・ 妊婦全員を対象とした保健師等の専門職による面談
・ 八王子市オリジナル冊子「こんにちは赤ちゃん～親子の健康ガイド～」の配
布
・ 子育て応援メッセージを込めた木のおもちゃなど、八王子の特色を生かした
品物を組み合わせた育児パッケージの配布
※ ネウボラとは、フィンランド語で「アドバイスの場」を意味する。
ア．新年度予算額
８千７５万円（「予算説明資料」P.50）
イ．問い合わせ 医療保険部 大横保健福祉センター館長 富山
（直通６２５－９１２９）
2. 待機児童解消などの子育て支援拡充
待機児童の解消や仕事と家庭の両立など、「出産・子育て・就労の希望がかなう社
会の実現」に向けた施策を充実する。
(1)民間保育所・事業所内保育施設の整備促進
ア．整備内訳
認可保育所の新設及び増改築等
５園
事業所内保育施設の新設
３園
イ．保育定員
１１，２７６人（平成２７年度比１９９人増）
ウ．新年度予算額
６億９千５２１万円（「予算説明資料」P.34）
く ま
エ．問い合わせ 子ども家庭部 保育対策課長 久間（直通６２０－７４４９）
(2)学童保育所の施設整備
ア．整備内訳
４か所増築
イ．定員
６，２４４人（平成２７年度比２３８人増）
ウ．新年度予算額
２億１４２万円（「予算説明資料」P.42）
エ．問い合わせ 子ども家庭部 児童青少年課長 佐藤（直通６２０－７２４６）
(3)放課後子ども教室の拡充
小学校の施設を活用し、子どもたちに放課後や土曜日、夏休み等の安全で安
心な居場所を提供する「放課後子ども教室」の開催日数を拡大し、週５日開催
の学校を７校増やし２０校とする。
ア．新年度予算額 １億４５４万円
（既存の「放課後子ども教室」を含めた合計額）
イ．問い合わせ 生涯学習スポーツ部 生涯学習政策課長 井上
（直通６２０－７３３３）

基本計画：第３編 活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち
施策番号：１７

市長発表資料⑥

子育て・子育ち支援の充実

義務教育就学児医療費助成制度の所得制限を撤廃

子育て家庭の経済的負担を軽減するため、義務教育就学児医療費助成制度の所得制限を
撤廃する。これにより、生活保護など、ほかの医療扶助対象者を除くすべての小・中学生
が助成制度の対象となる。
記
１.義務教育就学児医療費助成制度の概要 ※（1）（2）は変更なし。
（1）対
象
市内在住の小・中学生（１５歳年度末まで）
（2）助成内容

①入院・調剤…医療保険給付の自己負担分
（食事療養費を除く）
②通院…医療保険給付の上限１回２００円を除いた
自己負担分

（3）所得制限額

撤 廃
※現制度では、扶養０人…６３０万円、１人…６６８万円、
２人…７０６万円。扶養人数１人増につき３８万円を加算。

２.対象人数

３.他市の状況

４.スケジュール

５.新年度予算額

４０，２９２人
（うち、所得制限撤廃による対象拡大人数３，６７３人）
東京都２６市のうち、所得制限がないのは、武蔵野市・青
梅市・府中市・福生市・羽村市・西東京市の６市。
平成２８年３月

手続勧奨通知及び申請書送付

４月

申請受付

６月

医療証送付

７月

所得制限撤廃

１１億５１０万円
（うち、所得制限撤廃による増額分６千２９８万円）

＜問い合わせ＞ 子ども家庭部

子育て支援課長

橋本

（電話６２０-７３６８）

基本計画：第３編 活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち
施策番号：１９

生きる力を育む学校教育

施策番号：２１

学びやすい教育環境づくり

市長発表資料⑦

学校教育の充実
国際理解教育の推進及び学校図書館の充実
1. 外国語学習指導助手（ＡＬＴ）による英語教育の充実
小・中学校における英語教育の充実を図るため、外国人講師の小・中学校全校へ
の配置時間数を拡大する。
２０２０年東京オリンピック・パラリンピックを見据え、児童・生徒が外国人と
の交流を通して外国の文化や言語についての理解を深め、積極的にコミュニケーシ
ョンを図る姿勢を身に付けることをめざす。
（1）拡大時間数
小学校 １７時間→３５時間、中学校１１時間→２２時間
（2）新年度予算額

９千２６８万円（「予算説明資料」P.81）

2. 学校図書館サポート事業の充実
学校司書を増員し、指導・支援を全校で実施する。
現
学校司書
学校司書の派遣校数

行

新年度

２０人
８０校

２７人
１０８校

（参考）
学校司書：学校図書館を活用した調べ学習や読書活動の充実を図るため、司書教諭や学校
図書館ボランティアへの支援等を行う。
司書教諭：司書教諭の資格を持った教員が学校図書館を活用した教育活動の企画、年間指
導計画の立案等に従事し、児童・生徒の調べ学習や読書活動を推進する役割を
担う。

新年度予算額

８千７３９万円（「予算説明資料」P.83）

＜１.２.の問い合わせ＞

学校教育部

指導課長

中村

（直通６２０－７４０５）

3. 入学準備金 入学前支給について（東京都２６市初の取り組み）
経済的に児童・生徒の就学が困難な家庭に対して、学用品や給食費等を支給する
就学援助費の支給対象者に対し、新入学時の学用品準備のための「入学準備金」の
支給時期を、従来の入学後の７月から入学前の３月に早めて支給する。
（1）対象者数
小学校 約５００人
（一人当たり２０，４７０円）
中学校 約６５０人
（一人当たり２３，５５０円
（2）新年度予算額
５千１７９万円（うち、入学前支給分は、約２千６００万円）
＜問い合わせ＞

学校教育部

教育支援課長

穴井

（直通６２０－７４４６）

基本計画：第３編

活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち

施策番号：２３

誰もが楽しめる生涯スポーツ・レクリエーション

市長発表資料⑧

上柚木公園陸上競技場の改修
ハイレベルな陸上競技大会の誘致をめざして

本市の上柚木公園陸上競技場は、多摩地区で唯一の日本陸上競技連盟の第２種公認競
技場である。日本陸上競技連盟の公認は、５年毎に更新する必要がある。
平成２９年に更新時期を迎えることから、公認基準を満たすことができるよう、経年
劣化した施設の改修や用器具の入替を行うとともに、２０２０年の東京オリンピック・
パラリンピックを控え、ハイレベルな陸上競技大会の誘致を行っていく。

1. 改修工事内容
（１）走路（４００ｍトラック）の改修など
ラインの書き換え、損傷部分の補修
（２）収容人数の拡大
収容人数３,４６４人
５,０００人（約１,５００人分の増）
※第２種競技場規格５,０００人
（３）用器具入替
公認競技場として保有すべき規格を満たした用器具の整備
写真判定装置、風力計、棒高跳びマット 等
2. 改修スケジュール
平成２７年度
実施設計完了
平成２８年１０月 工事着工
平成２９年 ２月 工事完了
※ 現在の公認期間は平成２４年３月１日～平成２９年２月２８日
3. 新年度予算額

１億５千６８０万円

＜問い合わせ＞

（「予算説明資料」P.92）

生涯学習スポーツ部

スポーツ施設管理課長

橋本

（直通：６２２－６７２０）

基本計画：第４編 安心・快適で、地域の多様性を活かしたまち
施策番号：３４

市長発表資料⑨

都市間交通網の整備促進

圏央道八王子西インターチェンジのフル化に向けて
本日開催の地区協議会でフル化の方針が決定

圏央道八王子西インターチェンジについては、平成１９年６月に中央道方面のハーフ
インターチェンジとして供用を開始した。
関越道方面へのアクセスを可能とするスマートインターチェンジの連結許可を平成
２５年６月に取得し、フル機能化の整備を進めてきた。
こうした中、地元要望を受け、非ＥＴＣ搭載車も通行可能なフルインター化すること
について、本日開催の八王子西スマートインターチェンジ地区協議会において方針決定
がされる予定である。

１．今後の予定

平成２８年１２月に供用開始予定

２．概略図面

３．新年度予算

８億１千４４１万円（「予算説明資料」P.66）
（圏央道八王子西インターチェンジ関連の基盤整備）

＜問い合わせ＞

拠点整備部

基盤整備推進課長

太田

（直通：６２０-７２５９）

基本計画：第４編 安心・快適で、地域の多様性を活かしたまち
施策番号：３２

交通環境の充実

市長発表資料⑩

基本計画：第５編 魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち
施策番号：４１

にぎわいにつながる産業の振興

中心市街地の活性化をめざして
本市の「顔」八王子駅周辺の整備と一体でにぎわいを創出

中心市街地の新たなにぎわいを創出するため、駅周辺の交通環境の向上を図るととも
に、まちの魅力につながるさまざまな新規事業を実施していく。
１．マルベリーブリッジを西側へ延伸
平成２６年３月にマルベリーブリッジの東放射線方面への延伸が実現したこと
により、歩行者の７０％が利用し、通行人の安全性や利便性が大きく向上した。
今後は、八王子スクエアとの接続を行っていく予定であり、さらには西側への延
伸についても検討を行っている。
平成２８年度は実施設計を行い、工事開始は平成２９年末開始予定。早期完成を
めざす。
(1)新年度予算額 ７千７００万円（「予算説明資料」P.62）
(2)問い合わせ 道路交通部路政課長 村野（直通６２０－７２７２）

２．中心市街地の魅力づくり支援
中心市街地の回遊性を高め、さらなるにぎわいを創出するため、道路占用許可の特
例制度を活用したオープンカフェの常設に向け、平成２８年度は西放射線ユーロード
のイベント開催と連携してオープンカフェを行う。実施時期は平成２８年１０月以降。
また、外国人観光客を中心とした来街者の利便性向上のため、通信環境（ＷｉＦｉ）を整備する。平成２８年１２月開始予定。
(1)新年度予算額 ２千６５７万円（「予算説明資料」P.57）
(2)問い合わせ
拠点整備部 中心市街地政策課長 青木（直通６２０－７３０５）

３．西放射線ユーロード周辺のにぎわい創出
西放射線ユーロードの日々のにぎわい創出のため、集いと憩いの空間として、ユ
ーロードと沿道の公園を一体的に整備する。平成２８年度は、実施設計およびベン
チ設置や植栽工事などを行う。
(1)新年度予算額
(2)問い合わせ

４千１０５万円（「予算説明資料」P.67）
拠点整備部 中心市街地整備推進課長 平井
（直通６２０－７３９３）

基本計画：第６編 一人ひとりが育てる、人と自然が豊かにつながるまち
施策番号：４５

市長発表資料⑪

地球温暖化対策の推進

地域地球温暖化防止活動推進センターを開設
市民・事業者と連携した地球温暖化防止対策を推進

地域からの地球温暖化防止活動をより一層促進していくため、地球温暖化対策に関す
る普及啓発などを行う団体を「地域地球温暖化防止活動推進センター」として指定し、
市民・事業者と連携した地球温暖化防止対策を推進していく。
本事業は中核市移行に伴い、移譲された権限を活用して実施するものである。

１．センターの主な活動内容
○家庭の省エネ支援 ○中小事業者の省エネ支援 ○家庭の省エネチャレンジ事
業 ○講座・イベントの開催 ○地球温暖化防止活動推進員の活動支援 ○地球温
暖化対策地域協議会の運営 ○中小事業者省エネ改修等推進事業補助制度の運用

イメージ図

２．指定期間
平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日までの３年間
（平成２８年４月１日に指定）
３．新年度予算額

２千２７０万円（「予算説明資料」P.53）

＜問い合わせ＞

環境部

環境政策課長

大山

（直通：６２０－７３８４）

平成２８年度当初予算 新規・充実事業等
施 策
体 系

事

業

頁

主 な 内 容

事業費
（千の位四捨五入）

担当課
連絡先

第１編 みんなで担う公共と協働のまち
第１章 市民自治の推進

（１）

（新）市民委員募集関
連郵便料

13

（２）

（新）市民活動支援セ
ンター管理運営

17

（３）

（新）新設の町会・自治
会に対する優先枠

18

附属機関等の市民委員の募集にあ
たり、より多くの市民に市政に参加す
るきっかけを提供し、多様な意見を
市政に反映するため、一般公募方式
に加えて、無作為抽出方式を導入す
る。
市民活動の活性化を図るため、指定
管理者が運営する「ゆめおりファン
ド」において、新たに人材のマッチン
グを実施する。
八王子市町会自治会連合会が行う
町会・自治会への備品提供事業に補
助する。

広聴課

10万円 620-7411

協働推進課

2,631万円 620-7401

協働推進課

50万円 620-7401

第２章 市民が納得できるサービスの提供

（１）

（新）ホームページ再構
築委託料

（２） （新）納付機会の拡大

16

携帯電話やパソコン等、様々な情報
端末から情報を取得しやすくするた
め、メールマガジン配信を充実させる
ほか、市制100周年に合わせて、
ホームページの全面リニューアルを
行う。

2,800万円 620-7444

21

市民の利便性向上のため、軽自動
車税に加えて、個人住民税及び固定
資産税・都市計画税について、コンビ
ニエンスストアでの納付を可能とする
ほか、携帯電話等からも納付が可能
となるモバイルレジを導入する。

8,223万円 620-7396

情報管理課

税制課

第３章 地方分権時代にふさわしい行財政運営の推進

（１） （新）新ふるさと納税

14

ふるさと納税による寄附金を活用し、
様々な事業を通じた魅力発信を図る
ため、新たに「八王子の魅力を発信
するための基金」を設置する。

1 / 11 ページ

総務課

5,527万円 620-7201

施 策
体 系

事

業

頁

主 な 内 容

担当課
連絡先

事業費
（千の位四捨五入）

第２編 健康で笑顔あふれる、ふれあい、支えあいのまち
第１章 誰もが心豊かに暮らせる市民生活の推進

（新）第2期消費生活基
（１） 本計画・消費者教育推
進計画の策定

20

消費者政策の計画的な推進を図る
ための「消費生活基本計画」の計画
期間が平成28年度をもって満了する
ことから、新たな計画を策定する。合
わせて「消費者教育の推進に関する
法律」に基づき「消費者教育推進計
画」を策定する。

（２） （充）学習支援

24

生活保護受給世帯及び児童扶養手
当の全部支給対象世帯の中学生を
対象に、学習支援事業を行う。

4,263万円 620-7460

24

家計に問題を抱える相談者に応じ
て、必要な情報提供や専門的な助
言・指導を行い、自ら家計を管理でき
るよう、新たな支援を開始する。

1,413万円 620-7460

44

心身の病気や障害等により、金銭等
の管理が困難な生活保護受給者の
生活の安定と自立助長を図るため、
必要な支援を行なう。

1,555万円 課

（３） （新）家計相談支援

（新）生活保護被保護
（４）
者の金銭管理支援

消費生活センター

422万円 631-5456

生活自立支援課

生活自立支援課

生活福祉地区第二
620-7465

第２章 誰もが生きがいを持ち安心できる地域づくり

（１）

（新）地域福祉推進拠
点川口運営費

22

（２）

（充）地域福祉推進拠
点の設置・運営

23

地域課題の住民同士や専門家との
連携による解決を目指し、新たに川
口事務所内に整備される、「地域福
祉推進拠点」の運営費を補助する。
（市内2か所目）
地域課題を住民同士や専門家との
連携により解決を目指す「地域福祉
推進拠点」を川口事務所内に整備す
る。（市内2所目）

福祉政策課

307万円 620-7240

福祉政策課

442万円 620-7240

（新）地域福祉計画の
（３）
策定

23

地域での支え合いによる地域福祉の
充実を図るため、「第3期八王子市地
域福祉計画」策定に向けた、アン
ケート調査を行う。

（新）障害者福祉施設
従事者向け虐待防止
（４）
研修講師謝礼
【中核市関連】

25

新たに障害者福祉施設従事者向け
の虐待防止研修を実施する。

5万円 620-7245

（５）

（充）調整委員会委員
報酬

25

障害者の権利擁護を推進するため、
調整委員会の委員数を増員する。

96万円 620-7245

（６）

（新）小学生向け啓発
用ガイドブック印刷費

25

障害及び障害者に対する市民の理
解を深めるため、小学生向け啓発用
ガイドブックを作成する。

165万円 620-7245

（７）

（新）地域生活支援体
制整備

25

地域生活支援員によるアウトリーチ
支援を開始する。
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福祉政策課

254万円 620-7240

障害者福祉課

障害者福祉課

障害者福祉課

障害者福祉課

1,080万円 620-7245

施 策
体 系

事

業

頁

（８）

（新）障害児の読み書
き指導の実施

26

（９）

（新）障害者支援企業
表彰制度の新設

27

主 な 内 容
発達障害児支援事業において、ひら
がな習得の基礎となる言葉の音韻へ
の意識力・視覚認知力・上肢活動力
の向上を図るため、就学児を対象と
する新たな療育グループを開設す
る。
障害者雇用をさらに促進するため、
「八王子市が行う障害者就労施設等
からの物品等の調達方針」の取組に
ついて実績のある企業及び障害者を
積極的に雇用する企業の表彰制度
を新設する。

事業費
（千の位四捨五入）

担当課
連絡先
障害者福祉課

100万円 620-7245

障害者福祉課

30万円 620-7245

（新）（仮）シルバー見
（10） 守り相談室中野運営
委託料

29

積極的に地域に出向き、孤立しがち
な高齢者の実態把握や見守り活動
を行う高齢者見守り相談室を中野団
地内に設置する。（市内3か所目）

（新）広域型介護保険
（11） 施設等整備支援
【中核市関連】

30

特別養護老人ホーム移転・改築費補
高齢者いきいき課
助（1か所）及び大規模改修の補助
4億8,786万円 620-7243
（2か所）を行う。

31

高齢者が地域で安心して暮らせる環
境を整備するため、高齢者施設整備
高齢者いきいき課
と介護保険事業の総合的・効果的な 予算計上なし
620-7243
推進を図る「高齢者計画・第7期介護
保険事業計画」を策定する。

32

高齢者が住み慣れた地域で健康で
安心して暮らせるよう、第６期介護保
険事業計画に基づき、高齢者あんし
ん相談センターを恩方事務所内に増
設する。

（新）高齢者計画・第7
（12） 期介護保険事業計画
の策定

（13）

（充）高齢者あんしん相
談センター整備

高齢者いきいき課

1,230万円 620-7243

高齢者福祉課

933万円 620-7420

第３章 保健医療の充実
（新）B型肝炎ワクチン
の予防接種

46

（充）結核予防接種
（２） （BCG）の接種方式変
更

46

（新）精神障害者緊急
支援体制の構築

47

（１）

（３）

（４） （充）大腸がん検診

（新）がん予防推進計
（５）
画の策定

48

48

B型肝炎ワクチンを定期予防接種に
健康政策課
2億993万円 645-5111
追加して実施する。
市民の利便性向上を図るとともに、
かかりつけ医で安全で適切な接種を
健康政策課
行うため、結核予防接種（BCG）を集
3,000万円 645-5111
団接種方式から個別接種方式に変
更する。
精神科医療の未受診者や治療中断
者及びその家族が安心して在宅生
活を送ることができるように、日常的
保険対策課
1,060万円 645-5162
な相談対応を強化するとともに、専
門職・保健師による緊急支援体制を
構築する。
国の無料クーポン制度が終了した大
腸がん検診について、無料クーポン
対象を65歳まで拡大し、がん検診の
成人健診課
開始年齢となる40歳の方全員に送
1億5,300万円 620-7428
付するとともに、これまで無料クーポ
ンを利用していない45・50・55・60・65
歳の方に送付する。
平成30年度から34年度までを計画
期間とする新たな「がん予防推進計
画」の策定に向けた基礎資料とする
ため、アンケート調査を実施する。
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成人健診課

182万円 620-7428

施 策
体 系

事

業

頁

（新）保健医療計画の
策定

49

（７） （新）妊娠期支援事業

50

（６）

（８） （充）妊婦健康診査等

（９）

（新）口腔保健支援セ
ンターの管理運営

主 な 内 容
引き続き市民の健康づくりと疾病予
防を推進するため、「第2期八王子市
保健医療計画」の計画期間が平成
29年度に満了することから、新たな
計画の策定に向けた市民意識調査
を実施する。
妊娠時から子育て期までの長期的
かつ切れ目のない支援体制の整備
に向けて、新たに各保健福祉セン
ターに相談支援員を配置し、出産、
子育て等の不安に対する相談支援、
及び育児パッケージの配付を行う。

担当課
連絡先

事業費
（千の位四捨五入）

健康政策課

316万円 645-5111

大横保健福祉セン

8,075万円 ター
625-9128

51

大横保健福祉セン
妊婦検診にHIV抗体検査と子宮頸が
ター
3億3,195万円
ん検診を追加する。
625-9128

52

「歯科口腔保健の推進に関する法
律」に基づき、疾病の予防など、市民
の歯科口腔に係る健康づくりを推進
するため、口腔保健支援センターを
開設し、歯科に関する施策の整理や
歯科医師を対象とした研修会等を行
う。
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健康政策課

314万円 645-5111

施 策
体 系

事

業

頁

主 な 内 容

担当課
連絡先

事業費
（千の位四捨五入）

第３編 活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち
第１章 全ての子どもが健やかに育つ地域づくり
中学生に赤ちゃんやその家族とふれ
あう体験を通じて、「いのちの尊さ」や
「家族の絆の大切さ」及び「子育ての
子どものしあわせ課
61万円 620-7391
喜び」を学んでもらうため、「赤ちゃん
ふれあい事業」を市内の中学校10校
で実施する。
待機児童の解消及び安全な保育環
保育対策課
境を確保するため、民間保育所等が 6億1,088万円
620-7449
行う施設整備に対して補助する。

（１）

（新）赤ちゃんふれあい
事業

33

（２）

（充）民間保育所施設
整備促進

34

（３）

（充）事業所内保育施
設整備促進

35

待機児童の解消及び安全な保育環
境を確保するため、事業所内保育施
設の整備を促進する。

8,433万円 620-7449

（新）保育士宿舎借上
支援加算

36

民間保育所における保育士の確保
を図るため、保育士の宿舎借上げに
係る費用を負担する事業者に対し、
費用の一部を運営費に加算して支
援を行う。

4,305万円 620-7247

（５） （充）家庭的保育運営

37

多様な保育ニーズに対応するほか、
保育幼稚園課
待機児童の解消に向け、家庭的保 1億8,237万円
620-7247
育者の増員を図る。

38

ファミリー・サポート・センター利用者
の利便性を向上するため、設置場所
を変更し、開所時間を延長するととも
に、利用対象者を小学校６年生まで
に拡大する。

842万円 ター

市が児童相談所を独自に設置するこ
とについて、調査・研究を行うほか、
学識経験者などから構成する研究懇
談会を開催する。

80万円 ター

義務教育就学児医療費助成の所得
制限を７月１日から廃止し、医療費
助成の対象を拡大する。

11億510万円 620-7368

（４）

（６）

（充）ファミリー・サポー
ト・センター事業

（新）児童相談所設置
（７） の調査・研究
【中核市関連】

38

（充）義務教育就学児
医療費助成

39

（８）

（充）ひとり親家庭ホー
（９）
ムヘルプサービス

40

（充）ひとり親家庭総合
支援

40

（10）

（11）

（新）ひとり親家庭の子
どもの生活力向上

（新）ひとり親家庭学習
（12）
支援

（13）

（充）学童保育所施設
整備

ホームヘルプサービス利用者負担金
において、寡婦（夫）控除をみなし適
用するとともに、支給期間等を拡大
する。
高等職業訓練促進給付金において、
寡婦（夫）控除をみなし適用するとと
もに、支給期間等を拡大する。

保育対策課

保育幼稚園課

子ども家庭支援セン
656-8225

子ども家庭支援セン
656-8225
子育て支援課

子育て支援課

861万円 620-7368

子育て支援課

6,837万円 620-7368

40

ひとり親家庭の小学校５・６年生に対
し、社会性や学習・進学意欲の向上
を図るため、体験活動及び学習指導
を一体に行うプログラムを新たに実
施する。

37万円 620-7368

41

ひとり親家庭の中学校３年生の学習
を支援するため、学習支援者を派遣
し、学習指導や進学相談ができる環
境を整備する。

786万円 620-7368

42

学童保育所の高学年の受け入れを
14施設で継続するとともに、待機児
童を解消するため、児童数が増加し
ている地域4か所の学童保育所を増
築する。

2億142万円 620-7246
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子育て支援課

子育て支援課

児童青少年課

施 策
体 系

事

業

頁

主 な 内 容

担当課
連絡先

事業費
（千の位四捨五入）

第２章 未来をひらく子どもを育てる教育
（新）小・中学校校門への

（１） 防犯カメラ設置工事費

（２）

（充）外国語学習指導
助手業務委託料

（充）アシスタントティー
チャーの配置
（充）学校司書報酬・共
（４）
済費
（３）

（新）校務支援システム
（５）
使用料

80

81

82
83

84

（６）

（充）特別支援教室の
設置

85

（７）

（充）特別教室空調機
設置

86

犯罪抑止力を向上させるため、小・
中学校の校門に防犯カメラを設置す
る。
文部科学省が新たな英語教育全体
の抜本的充実を図るために発表した
「グローバル化に対応した英語教育
改革実施計画」を踏まえ、小・中学校
への外国人講師の配置時間数を拡
大する。
学習指導の充実を図るため、アシス
タントティーチャーを増員する。
学校司書を増員し、小・中学校での
指導・支援を全校で実施する。
教職員の校務処理を効率化し、これ
まで以上に児童・生徒と接する時間
を確保するため、校務支援システム
を導入する。

施設管理課

1,330万円 620-7324

指導課

9,268万円 620-7412
指導課

3,061万円 620-7412
指導課

8,341万円 620-7412
教育総務課

1,714万円 620-7425

小学校において、特別支援教室の空
調機等の設置及び指導用ICT機器を
施設管理課
配備する。また、中学校の特別支援
2,650万円 620-7324
教室開設に向けた準備のため机・椅
子等を購入する。
特別教室空調機設置工事について、
図書室に加え、各校3教室並びに特
施設管理課
別支援学級（固定学級）設置校のプ 7億8,192万円
620-7324
レイルームに空調機を設置すること
で、小学校への設置を完了する。

第３章 学びを活かせる生涯学習の推進

（新）2020年東京オリン
（１） ピック・パラリンピック
推進

15

（２）

（充）子ども読書活動
推進

90

（３）

（新）上柚木公園陸上
競技場改修

92

（新）大塚公園テニス
コート改修

93

（４）

（５）

都市戦略課

590万円 620-7335

中央図書館

1,586万円 664-4321

多摩地区唯一の（公財）日本陸上競
技連盟の第2種公認を更新するた
め、改修工事を実施する。

1億5,680万円 課

利用者の安全確保を図るため、改修
に向けた実施設計を行う。

362万円 課

「全国都市緑化はちおうじフェア」の
メイン会場となる富士森公園内の施
設の改修を行う。

（新）富士森公園陸上
競技場改修

（新）富士森公園テニ
スコート整備
（新）富士森公園野球
（７） 場（市民球場）施設改
修
（６）

リオデジャネイロ大会の開催に伴
い、パブリックビューイングによる放
映や、横断幕・懸垂幕の掲示、元オ
リンピック代表選手を招いたスポーツ
教室により気運を醸成するとともに、
東京オリンピック事前キャンプの誘
致活動のため、海外からの来訪者の
視察に対応する。
小・中学校における学校司書の巡回
が全校となることにあわせ、小・中学
校からの図書の貸出しリクエストに
対応するため、学校図書館支援事務
員を増員し、体制強化を図る。

93

スポーツ施設管理
622-6720
スポーツ施設管理
622-6720
スポーツ施設管理

2,286万円 課
622-6720

3,800万円
4,300万円
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施 策
体 系

事

業

頁

主 な 内 容

事業費
（千の位四捨五入）

担当課
連絡先

第４章 未来につながる文化の継承と創造
（充）文化財活用推進
（１）
事業補助金

87

（新）「八王子車人形」
（２） の学術調査及び報告
書作成

88

（新）新郷土資料館の
整備

89

（３）

市制100周年にあわせ、山車等の市
指定文化財をより良好な状態で披露
することで来街者に魅力を発信する
ため、補助対象を拡大する。
伝統芸能の価値を知ることにより、
市民の郷土愛の醸成につなげるた
め、「八王子車人形」の重要無形民
俗文化財としての国指定に向け、そ
の前提となる学術調査に着手する。
市制100周年にあわせ、新郷土資料
館のイメージパースを公開するた
め、展示方針策定及び施設整備に
向けた基本構想・基本計画の策定に
着手する。
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文化財課

1,742万円 620-7265

文化財課

317万円 620-7265

文化財課

646万円 620-7265

施 策
体 系

事

業

頁

主 な 内 容

事業費
（千の位四捨五入）

担当課
連絡先

第４編 安心・快適で、地域の多様性を活かしたまち
第１章 自然と共生し地域の多様性を活かしたまちづくり
（新）高尾駅周辺の屋
外広告物ガイドライン
（１）
策定業務委託料
【中核市関連】

63

高尾駅周辺の屋外広告物の計画的
な規制誘導を図るため、ガイドライン
の策定に着手する。

346万円 620-7267

（新）多摩ニュータウン
の再生検討

68

多摩ニュータウン八王子市域の持続
可能なまちづくりに向け、検討課題を
明らかにし、取組施策を構築する。

535万円 620-7258

（２）

（新）市街化調整区域
（３） の集落における住民
主体のまちづくり支援

69

（新）裏高尾地区の環
境整備

70

（４）

（新）公園遊具の計画
（５）
的更新
（新）南大沢中郷公園
（６）
整備

交通企画課

575万円 620-7303

3,690万円 620-7269

75

「全国都市緑化はちおうじフェア」の
開催に伴い、利用者の増加が見込ま
れることから、安全性を確保するた
め、園路・広場を整備する。

2,960万円 620-7269

（新）子育て支援住宅
整備助成

79

（新）こども科学館・大
（10） 横保健福祉センター周
辺施設の一体整備

土地利用計画課

80万円 620-7301

74

75

（新）空き家利活用促
（９）
進整備助成

都市総務課

公園施設の老朽化に対する安全・安
心を確保すると共に、効率的な維持
管理につなげるため、遊具を計画的
に改修する。

（７） （新）大横町公園整備

（８）

新たな土地利用制度を活用したまち
づくりによる地域活力の向上を図る
ため、住民の意向や地域特性を踏ま
えた地域住民主体のまちづくりを支
援する。
高尾地区の魅力向上及び地域コミュ
ニティの活性化を図るため、市所有
の未利用地を活用し、裏高尾地区に
だれもが集い憩える広場の整備を行
う。

まちなみ景観課

こども科学館のリニューアルにあわ
せ、施設相互の利便性を高めるた
め、隣接する大横保健福祉センター
に繋がるスロープを設置するほか、
老朽化した広場を舗装する。
子どもの安全や子育て世帯の居住
に配慮した住宅の供給を促進するた
め、「東京都子育て支援住宅」の認
定を受けた賃貸集合住宅における共
同施設等整備に要する費用の一部
を補助する。

公園課

公園課

公園課

2,340万円 620-7269

住宅政策課

360万円 620-7260

79

空き家の利活用を促進するため、空
き家所有者等が高齢者や子育て世
帯等に賃貸するために行う改修工事
に要する費用の一部を補助する。

3,000万円 620-7260

91

市制100周年にあわせ、こども科学
館を改修するため、こども科学館、大
横保健福祉センター、大横町公園及
び周辺道路について、各施設の特徴
を活かした新たな交流空間を生み出
す一体的な整備を行う。

1,131万円 624-3311
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住宅政策課

こども科学館

施 策
体 系

事

業

頁

主 な 内 容

担当課
連絡先

事業費
（千の位四捨五入）

第２章 地域力を活かした安全で安心なまちづくり
（新）特定空家等情報
（１） 管理システム構築委託
料

（新）東浅川保健福祉
（２） センターの防災機能の
向上

（３）

（充）木造住宅耐震改
修促進

（充）特定緊急輸送道
（４） 路沿道建築物耐震化
促進
（充）一般緊急輸送道
（５） 路沿道建築物耐震化
促進

19

地域の生活環境を保全するため、
「空家等対策の推進に関する特別措
置法」に基づき、周辺に著しく悪影響
を及ぼす「特定空家等」の情報を管
理するシステムを構築し、指導、勧告
等を行う。

28

本庁舎に次ぐ防災拠点である東浅
川保健福祉センターの防災機能を高
めるため、老朽化した受水槽及び高
置水槽の改修工事を行う。

2,455万円 ンター

耐震改修を促進するため、木造住宅
耐震改修工事時の補助率と補助上
限額を引き上げる。

1,420万円 620-7260

78

78

78

防犯課

94万円 620-7395

東浅川保健福祉セ
667-1331
住宅政策課

特定緊急輸送道路、一般緊急輸送
道路に接する建築物で、道路幅員の 8億8,190万円 住宅政策課
620-7260
概ね1/2を超える高さの建築物の耐
震化について、補助対象限度額を引
き上げる。
住宅政策課
2,217万円 620-7260

第３章 快適で人にやさしい交通環境づくり
（１）

（新）道路照明灯の予
防保全

61

道路照明灯の維持管理を効率的に
行うため、修繕計画を策定し、予防
保全工事を行う。

（２）

（新）トンネル予防保全
計画の策定

61

市内全トンネルの予防保全計画を策
定する。

504万円 620-7274

65

高尾駅北口駅の整備に伴い不足す
る自転車及びバイク駐車場を確保す
るため、駐車場用地を取得し、自転
車駐車場整備センターにより整備す
る。

5,739万円 620-7257

71

八王子南バイパス事業の推進を図
るため、関連する市道横山60号線の
拡幅及び殿入地区の遊歩道整備を
行う。

1,340万円 620-7303

トドリマチ

（３）

（新）（仮称）廿里町自
転車駐車場の整備

（新）八王子南バイパ
（４）
ス関連整備
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路政課

5,406万円 620-7272
管理課

交通事業課

交通企画課

施 策
体 系

事

業

頁

主 な 内 容

担当課
連絡先

事業費
（千の位四捨五入）

第５編 魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち
第１章 地域経済を支える産業の振興
（新）中小企業におけ
（１）
る若者定着促進

55

（新）八王子市産業振
興会議の運営

59

（２）

市内中小企業等に就職した社員を
対象に、ビジネスマナーや意欲の向
上と企業を越えた横の繋がりをつく
ることを目的とした合同研修を行う。
産業分野を越えた課題に対する取
組を進めるため、「八王子市産業振
興会議」を設置し、各分野の事業主
体との連携・協力、情報共有体制の
強化を図る。

産業政策課

77万円 620-7252

産業政策課

24万円 620-7252

第３章 まちの魅力を向上させる産業
（１） （新）遊休農地再生

（２）

（新）オープンカフェ実
施委託料

（新）おもてなし通信環
（３） 境（Wi-Fi）整備・保守
委託料
（新）商店街防犯カメラ
（４）
設置補助金

（５）

（新）国史跡滝山城跡
周辺の観光資源活用

（新）（仮称）高尾山応
（６）
援基金への出資

（新）中心市街地駐車
（７）
場地域ルールの策定

（新）中心市街地再生
（８） に向けた住民主体の
まちづくり支援
（新）西放射線ユー
（９） ロード周辺のにぎわい
創出

56

57

57

遊休農地の解消を図るため、遊休農
地を再生し、農業生産活動を行うた
めに必要となる整備費用の一部を補
助する。
中心市街地の更なるにぎわいの創
出を図るため、道路占用許可の特例
制度を活用したオープンカフェの常
設に向け、西放射線ユーロードのイ
ベント開催と連携してオープンカフェ
を実施する。
外国人観光客を中心とした来街者の
利便性向上のため、通信環境（Wi-Fi
環境）を整備する。

農林課

175万円 620-7250

中心市街地政策課

480万円 620-7305

中心市街地政策課

1,658万円 620-7305

58

利用者が安心して買い物できる環境
を向上させるため、商店街が行う防
犯カメラの設置に要する経費の一部
を補助する。

200万円 620-7252

60

滝山三城（滝山城・高月城・戸吹城）
の観光資源としての魅力を活用した
誘客促進を図るため、高月城跡に至
るハイキングコース整備と地域観光
振興イベントを実施する。

470万円 620-7378

60

高尾山の魅力である豊かな自然・歴
史・文化を官民一体で未来へ継承す
るため、民間運営協議会が創設する
（仮称）高尾山応援基金に出資する。

150万円 620-7378

67

民間建築物の建替え需要を喚起し、
市街地更新を促進するため、東京都
駐車場条例に基づく中心市街地駐
車場地域ルールを策定する。

686万円 620-7301

67

中心市街地まちづくり方針の着実な
実現による中心市街地の再生を図る
ため、まちづくり専門家によるアドバ
イスを得ながら、地域住民による
ワークショップを開催する。

83万円 620-7301

67

西放射線ユーロードの日々のにぎわ
い創出のため、集いと憩いの空間と
して、ユーロードと公園を一体的に整
備する。
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産業政策課

観光課

観光課

土地利用計画課

土地利用計画課

中心市街地整備推

4,105万円 進課
620-7393

第６編 一人ひとりが育てる、人と自然が豊かにつながるまち
第２章 環境負荷の少ないまちづくり

53

「地域地球温暖化防止活動推進セン
ター」の指定及び「地球温暖化防止
活動推進員」の委嘱を実施し、市民・
事業者と連携した地球温暖化対策を
推進する。

2,270万円 620-7384

（新）中小事業者省エ
（２）
ネ改修等推進事業

53

中小事業者の省エネ改修を支援す
るため、東京都の省エネルギー診断
に基づき設備や機器を回収する事業
者に対し改修費を助成する。

300万円 620-7384

（新）産業廃棄物不適
正保管現場調査委託
（３）
料
【中核市関連】

54

産業廃棄物不適正保管現場が周辺
地域の生活環境に及ぼす影響を把
握するため、水質調査等を行う。

（新）地域地球温暖化
防止活動推進センター
（１）
事業
【中核市関連】

環境政策課

環境政策課

廃棄物対策課

1,981万円 620-7458

第３章 自然と共生した安全で快適な環境
（新）上川の里緑地及
（１） び金比羅緑地の特別
緑地保全地区の指定

73

上川の里緑地及び金比羅緑地の公
有化した緑地を特別緑地保全地区
に指定するため、境界確定のための
測量を行う。
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環境保全課

3,833万円 620-7268

