
① ジョイ五番街通り 45,000

道路改良工事

◆ 中心市街地の総合的な再生 18,600

②市道八王子154号線道路改良工事

７. 中心市街地で実施する事業
（１）「八王子市中心市街地活性化基本計画」に基づく主な事業（関連事業含む）

6

西放射線ユーロードを中心に実施する事業

八王子駅北口周辺の整備

◆ 多摩伝統文化フェスティバル 8,000

伝承のたまてばこ（伝統文化に係るイベント）開催

◆ 中心市街地現況調査 5,419
歩行量調査及び来街者等アンケート調査

◆ 空き店舗改修費補助金 6,014

補助率10/10 上限額50万円

◆ 中心市街地魅力づくり支援 2,000

補助率4/5 上限額250万円

◆ 中心市街地おもてなし通信環境の管理 2,596

八王子駅を中心とした公衆無線LAN（Wi-Fi）

の運用

中心市街地全体での事業

⑤ まちなか交流・活動拠点の管理 1,238

5

◆ 中心市街地『街の灯り』整備 17,567

③れんが通り『街の灯り』整備工事

④ 富士見通りの整備 49,800

移設補償

◆ 八王子フードフェスティバル 1,000

◆ 西放射線ユーロード周辺のにぎわい創出 222,750

⑦景観舗装等整備工事（三崎町・旭町エリア）

⑧（仮称）中町休憩施設工事・運営

⑥ 夢・五房の管理 622

◆ 八王子駅周辺地区屋外広告物地域

ルール策定 3,334

令和2・3年度（2020・2021年度）

地域ルール策定

◆ 中心市街地再生に向けた住民主体の

まちづくり支援 74

ワークショップ開催

◆ 放置自転車対策 3,960

スピーカー付画像認識カメラの設置

トリックアートを活用した立体路面標示の設置

京王八王子駅南自転車駐車場の一部を撤去

自転車の保管所として整備

（楢原町自転車保管所を廃止）

◆ 交通円滑化対策 5,646

8
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JR八王子駅
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八王子駅南口周辺の整備

⑮ 市道八王子1393号線の整備 109,000
⑯ 市道八王子1323号線無電柱化 9,000

無電柱化詳細設計

1

3

13

16

14

◆ 若者総合相談窓口の運営 21,449

令和2年（2020年）9月開設

⑨ 産業交流拠点整備 616,518

新保健所の整備

⑩ 旭町街区地区開発の推進 5,754

事業化推進調査・検討委託

旭町・明神町地区の事業

2

⑪ れんが通りの整備 138,143

電線共同溝設置工事

⑫ 市道八王子134号線 10,735

電線共同溝詳細設計

⑬ 明神町湧水導水管整備 77,979

導水管整備工事

都市型水辺設計

⑭ 八王子インフォメーションセンター管理運営 19,856

11

15

京王八王子駅

※この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図を利用して
　作成したものである。（承認番号）31都市基交著第212号
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（２）「八王子市中心市街地活性化基本計画」に基づく事業一覧
（単位　千円）

事業費 一般財源

街の灯り整備事業 街路灯の整備 17,567 2,367 4,560 市街地整備課

ユーロード周辺のにぎわい創出事
業

道路の美装化等 178,891 28,991 市街地整備課

細街路整備事業 市道の整備 18,600 1,900 市街地整備課

明神町導水整備事業 湧水の流路整備 77,979 25,699 水環境整備課

旭町・明神町地区周辺まちづくりの
推進

旭町・明神町地区開発及び周辺
の道路整備等

154,632 6,297 市街地整備課

下水道長寿命化対策 下水道施設の保全 38,882 0 下水道課

市道八王子1393号線の整備 市道の整備 109,000 21,000 建設課

富士見通りの整備 市道の電線類地中化 49,800 27,800 建設課

ジョイ五番通りの整備 市道の改修工事 45,000 4,500 建設課

八王子駅北口地下駐車場管理運
営

市営駐車場の管理運営 203,009 0 交通事業課

旭町駐車場の管理運営 市営駐車場の管理運営 69,256 0 交通事業課

自転車駐車場、自転車駐輪帯の整
備推進

自転車駐車場の整備 78,410 73,224 交通事業課

（仮称）八王子駅周辺地区屋外広
告物地域ルールづくりによる景観
形成の推進

屋外広告物のルール設定による
景観形成

3,334 3,334 1,667
まちなみ景観
課

雨水流出抑制事業 集水ます浸透化工事 7,095 2,095 水環境整備課

市民ボランティアによる植栽活動 環境美化活動 63 63 学習支援課

マルベリーブリッジ・とちの木デッキ
花づくり事業

環境美化活動 3,524 3,246 環境保全課

産業交流拠点整備
（新保健所の整備）

多摩最大級の展示ホール及び都
合同庁舎、八王子市保健所等を
合築した施設の整備

616,518 154,218 138,690 健康政策課

子育てひろば事業 子育て支援 26,863 11,299
保育幼稚園
課、子ども家庭
支援センター

西放射線ユーロード周辺における
休憩施設整備事業

新たな休憩施設の整備 42,424 40,959 市街地整備課

まちなか交流・活動拠点の管理
多世代交流や活動支援のための
施設運営

1,238 1,238 市街地活性課

生涯学習センターの管理運営 生涯学習の推進 53,613 13,222 学習支援課

市民活動支援センターの管理運営
市民活動に対する場の提供及び
支援

25,480 25,480 協働推進課

学園都市センターの管理運営
市民と大学等の交流・活動の場の
提供及び支援

130,647 130,647
学園都市文化
課

子どもシティin東急スクエア 子どもの就労体験イベントの開催 175 88 児童青少年課

在住外国人サポートデスク 在住外国人の生活支援窓口 6,259 3,130
多文化共生推
進課

令和2年度（2020）予算
特別交付税事業名 内容 所管課
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（単位　千円）

事業費 一般財源

中町地区まちづくりの推進
地域特性を踏まえた地域による環
境整備

108 108
まちなみ景観
課

生活安全パトロール 防犯パトロール 防犯課

つきまとい勧誘行為防止パトロール 勧誘行為の指導・抑制活動 防犯課

置き看板放置行為防止パトロール 置き看板の指導・抑制活動 防犯課

客引き行為等防止パトロール 客引きの指導・抑制活動 防犯課

花と緑のまちづくりフェア 花等の販売イベントの開催 産業政策課

八王子・夏の風物市
あさがお・物産品等の販売イベント
の開催

産業政策課

八王子メッセ「街道市」
甲州街道沿道の特産品販売イベ
ントの開催

産業政策課

空き店舗改修・リノベーション事業
空き店舗への出店者に対する助
成

6,014 6,014 3,007 市街地活性課

魅力づくり・にぎわい創出支援事業
民地における魅力的なスポット創
出への助成

2,000 2,000 1,000 市街地活性課

中心市街地現況調査事業
中心市街地の現況の把握のため
の調査活動

5,419 5,419 2,709 市街地活性課

中心市街地おもてなし通信環境
（Wi-Fi）の管理

無料公衆無線LANサービスの提
供

2,596 2,596 1,298 市街地活性課

八王子まつり 伝統的なまつりの開催 41,950 41,950 20,975 協働推進課

★学生天国★ 学生によるイベントの開催 2,329 2,329 1,164
学園都市文化
課

伝承のたまてばこ～多摩伝統文化
フェスティバル～

伝統文化に係るイベントの開催 8,000 4,200 2,100
学園都市文化
課

八王子音楽祭 音楽を活かしたイベントの開催 12,008 5,128
学園都市文化
課

八王子市はばたけ商店街事業補
助金

商店街活動に対する助成 22,633 9,944 750 産業政策課

夢・五房の管理
市有物件を活用した商業及び地
域振興

622 622 市街地活性課

新産業開発・交流センター運営 製造業支援活動 10,449 10,417 企業支援課

八王子フードフェスティバル 食のイベントの開催 1,000 1,000 500 観光課

八王子国際交流フェスティバル 国際交流に係るイベントの開催 330 330
多文化共生推
進課

環境フェスティバル 環境意識を高めるイベントの開催 700 700 環境政策課

八王子駅周辺交通環境の改善
八王子駅北口駅前広場の改善工
事

1,500 1,500 750 路政課

交通円滑化対策事業 八王子駅周辺の交通円滑化対策 2,146 2,146 1,073 交通企画課

2,143,487 742,624 181,543

「八王子市中心市街地活性化基本計画」認定に伴う財源措置
　　国庫補助金　27,180千円　　+　　特別交付税　181,543千円　　＝　　208,723千円

所管課

計

事業名 内容

2,600 2,600 1,300

令和2年度（2020）予算
特別交付税

62,824 62,824
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