
1 子どもの安全対策

スクールガード・リーダー巡回指導等謝礼
防犯ブザー購入費

購入数 4,200個
小学校通学路の防犯カメラ維持管理経費

設置台数 360台
小・中学校校門の防犯カメラ維持管理経費

設置台数 107台

1 学校運営協議会
学校運営協議会委員報酬

（構成員：保護者、地域住民、学識経験者等）
学校運営協議会企画事業実施経費

配当額 15万円／校

学校から提出された事業に対し、教育的効果及び特色ある学校運営への効果等を精査
し、上限を15万円として予算配当を行う。

16,200

10,235

5,707

26,686

令和2年度
（2020） 15,633 15,633

令和3年度
（2021） 26,686

対前年 11,053 11,053

　各学校での特色ある教育を推進するため、学校運営協議会が企画する事業に対して予算配当を
行い、協議会の活性化を図る。また、地域に開かれ地域とつながる学校の実現のため、地域住民や
保護者が一定の権限と責任のもとに学校運営に積極的に参画する地域運営学校の更なる推進を
図る。

26,686

令和元年度決算
（2019）

14,327 14,327

　子どもを不審者による犯罪や交通事故から守るため、新入学児童及び転入児童・生徒に防犯ブ
ザーを支給するとともに、学校安全ボランティア等と連携し、地域ぐるみで子どもの見守り活動を実
施する。また、学校と地域が連携して行う登下校時の見守り活動を補完するために、小学校通学路
及び小・中学校校門に設置した防犯カメラの管理を行い、犯罪抑止力を維持し、通学路の安全を
図る。

基本計画 3 施策番号 20 総合戦略 ① 予算科目 10 1

事 務 事 業 名 地域運営学校の推進 説明書ページ 277

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

1 学校教育部教育総務課

16,175

予算

2,820
2,772

4,666

令和元年度決算
（2019）

16,851 872 1,800 14,179

令和3年度
（2021） 16,175 1,009 1,800 13,366

令和2年度
（2020） 26,532 1,132 4,450 20,950

対前年 △ 10,357 △ 123 △ 2,650 △ 7,584

1
学校教育部学校教育政策課・

施設管理課

事 務 事 業 名 子どもの安全対策 説明書ページ 277

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

基本計画 3 施策番号 20 総合戦略 － 予算科目 10 1

予算
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1 外国語指導助手の配置
外国語指導助手（ALT）業務委託料

（新） 指導者用デジタル教科書購入費

【事業効果】

　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るとともに、積
極的にコミュニケーションを図る姿勢を身に付けさせるため、外国語指導助手を小・中学校全校に
配置し、教員と協力して授業を行う。
　本年度は、GIGAスクール構想に基づき配備した児童・生徒1人1台の学習用コンピュータを活用
し、動画や音声を用いた英語教育を実施するため、指導者用デジタル教科書を導入する。

59,269

45,839
13,420

・
・

「聞くこと」、「話すこと」を中心とする、外国人とのコミュニケーションの素地の養成
学力定着度調査における、英語の授業を理解している生徒の割合の向上
≪参考≫英語の授業を理解している生徒の割合　78.4％（令和元年度（2019年度））

令和元年度決算
（2019）

128,309 59,400 68,909

予算

令和3年度
（2021） 59,269 24,800 21,073 13,396

令和2年度
（2020） 188,496 135,554 52,942

対前年 △ 129,227 △ 110,754 21,073 △ 39,546

基本計画 3 施策番号 19 総合戦略 ① 予算科目 10 1 2 学校教育部指導課

事 務 事 業 名 （充）国際理解教育の推進 説明書ページ 277

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

外国語教育実施計画
区　　分 令和3年度（2021）

小学校3・4年生 1クラスあたり10時間／年

小学校5・6年生
1クラスあたり5時間／年
指導者用デジタル教科書を導入

中学校1・2年生
1クラスあたり7時間／年
指導者用デジタル教科書を導入

中学校3年生
1クラスあたり4時間／年
指導者用デジタル教科書を導入

特別支援学級
（小学校3年生～中学校3年生）

1クラスあたり5時間／年
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1 いじめ防止対策
八王子市教育委員会いじめ問題対策委員会委員報酬
学校心理士スーパーバイザー謝礼
いじめ防止プログラム講演・研修講師謝礼
Q-U実施委託料

2 スクールロイヤー制度
いじめ予防授業・研修講師謝礼
法律相談等委託料

1 学力に関する調査
学力に関する調査委託料

調査対象　小学校4年生～中学校3年生

2 アシスタントティーチャーの配置
会計年度任用職員（アシスタント職）報酬等

3 スピーキング力の向上
アプリケーション利用料

予算科目 10 1 2 学校教育部教育総務課・指導課

事 務 事 業 名

9,887

15,304

6,570

いじめ防止対策 説明書ページ 277

基本計画 3 施策番号 19 総合戦略 ①

25,191 25,191

一般財源

予算

令和3年度
（2021） 25,191 25,191

令和2年度
（2020）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他

0

令和元年度決算
（2019）

7,976 597 7,379

対前年 0

市債

基本計画 3 施策番号 19 学校教育部指導課総合戦略 ① 予算科目 10 1 2

その他 一般財源

事 務 事 業 名 学力向上

予算

令和3年度
（2021） 89,518 3,543 85,975

104,040

対前年 △ 17,136 3,307 △ 2,378 △ 18,065

令和2年度
（2020） 106,654

説明書ページ 279

事業費 国庫支出金 都支出金

236 2,378

58,657
令和元年度決算

（2019）
58,797 140

　「いじめを許さないまち八王子条例」及びその考え方を具体的に示した「八王子市教育委員会い
じめの防止等に関する基本的な方針」に基づき、いじめの防止・早期発見及びいじめへの対策を総
合的かつ効果的に推進するため、「八王子市教育委員会いじめ問題対策委員会」を開催する。ま
た、いじめ等の未然防止及び発生時の迅速な対応を図るため、楽しい学校生活を送るためのアン
ケート「学級集団アセスメントQ-U」（以下、「Q-U」という。）を実施するほか、学校だけでは解決が困
難な問題に対する支援を行うため、学校心理士スーパーバイザー及びスクールロイヤーを配置す
る。

540

6,460
2,066

　児童・生徒の学力向上を図るため、小・中学校全校で本市独自の学力定着度調査を実施するとと
もに、アシスタントティーチャーによる習熟度別学習指導や教員とボランティアによる土曜日及び放
課後等の学習支援を実施する。また、外国語教育の充実を図るため、英会話アプリケーション等を
活用し、個々の学力に応じた授業を実施する。

594

550

14,267
14,267

550

63,860
63,900

8,587

スピーキング力の向上実施スケジュール　
区　分 令和3年度（2021） 令和4年度（2022）以降 ※

実施対象 中学校2年生（4校） 中学校3年生（38校）
令和5年度（2023年度）都立高等学校入試
においてスピーキングテスト導入
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1 がん教育の推進
講師謝礼

1 登校支援
心理相談員報酬等　1人

2 スクールソーシャルワーカー活用
スクールソーシャルワーカー（社会福祉士等）報酬等　10人

スーパーバイザー謝礼

36,825

令和2年度
（2020） 50,056 15,086 34,970

対前年 2,630 775 1,855

　不登校に関する問題を解決するため、心理相談員とスクールソーシャルワーカーが学校への巡回
相談を行うとともに、スクールソーシャルワーカーが社会福祉の専門的な立場から家庭訪問等によ
る支援を行う。また、不登校問題が多様化、困難化していることから対応力の向上を図るため、心理
相談員及びスクールソーシャルワーカーに適切な指導・助言を行うスーパーバイザーを配置する。

令和元年度決算
（2019）

29,535 8,424

事 務 事 業 名 健康教育の推進 説明書ページ 279

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

988

令和2年度
（2020） 988 157 831

対前年 0 △ 157 157

988

令和元年度決算
（2019）

0

988

基本計画 3 施策番号 19 総合戦略 ① 予算科目 10 1 2 学校教育部指導課

　新中学校学習指導要領において、「がん対策基本法」に基づく「がんに関する教育」が明記された
ことから、がんに関する知識及びがん患者に関する理解を深めるため、市内全中学校（38校）2年生
の保健体育の授業において、医師等によるがん教育を実施する。

予算

令和3年度
（2021） 988

事 務 事 業 名 登校支援ネットワークの整備 説明書ページ 279

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

基本計画 3 施策番号 19 総合戦略 ① 予算科目 10 1 4 学校教育部教育支援課

予算

令和3年度
（2021） 52,686 15,861

21,111

4,951

47,735

47,135

4,704

320

「がんに関する教育」スケジュール

「令和4年度（2022）までに全公立中学校で外部講師を活用したがん教育の実施」を目標設定

八王子市

区　分 令和3年度（2021） 令和4年度（2022）

国
（文部科学省）

東京都

市内全38中学校全面実施： 外部講師（医師等）によるがん教育授業

新学習指導要領実施

外部講師派遣調整窓口情報提供
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1 小学校科学教育
科学教育専門員報酬等　1人
指導員等謝礼

（新） 2 理科教育支援推進事業
講師謝礼

中学生向け理科講座　年6回実施
※　平成30～令和2年度（2018～2020年度）は、都委託事業として実施

【事業効果】

　科学教育の振興及び将来における科学技術創造立国の担い手となる人材の育成を図るため、市
立小・中学校に在学する児童・生徒に対し、大学等の施設を活用した理科・科学講座を実施する。
　本年度は、科学に対する興味・関心を高め、発達段階に応じた科学的思考及び技能の向上を図
るため、中学生を対象とした理科講座を実施する。

4,405

3,581
668

279
210

・
・

児童・生徒の科学に対する興味・関心の向上
発達段階に応じた科学的思考及び技能の向上
≪参考≫
　講座受講者数　小学生102人（令和元年度（2019年度））　中学生20人（目標値）

令和元年度決算
（2019）

4,188 206 3,982

予算

令和3年度
（2021） 4,684 99 4,585

令和2年度
（2020） 4,364 240 4,124

対前年 320 △ 240 99 461

基本計画 3 施策番号 20 総合戦略 － 予算科目 10 1 4 学校教育部指導課

事 務 事 業 名 （充）科学教育の推進 説明書ページ 279

事業費 国庫支出金 都支出金 一般財源市債 その他

小学校

科学教育

理科教育

支援推進

小・中一体となった理科教育の推進

小学校 中学校
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1 特別支援教育

心理相談員報酬等　7人
（心理士、作業療法士、言語聴覚士）

会計年度任用職員（アシスタント職）報酬等
学校サポーター謝礼
特別支援教育推進計画策定支援委託料

1 教育相談
心理相談員報酬等　7→8人
就学相談員報酬等　6人
ネットワーク会議参加者謝礼

事 務 事 業 名 特別支援教育 説明書ページ 279

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

基本計画 3 施策番号 19 総合戦略 ① 予算科目 10 1 4 学校教育部教育支援課

予算

令和3年度
（2021） 160,602 774 1,600 158,228

令和2年度
（2020） 157,878 11,125 3,100 143,653

対前年 2,724 △ 10,351 △ 1,500 14,575

160,602
32,735

13,577

　小・中学校で増加する特別な支援へのニーズに対して、巡回相談による対応力を向上させるとと
もに、発達障害や合理的配慮、医療的ケア児への対応を図るために学校サポーターや看護師、支
援員等の配置を行う。また、障害の有無を問わず、地域社会で安心して暮らせるまちづくりを推進
するため、関係所管と連携して、乳幼児期から社会参加まで「はちおうじっ子・切れ目のない支援事
業（通称マイファイル）」に取り組む。
　本年度は、令和4～6年度（2022～2024年度）を計画期間とする「第五次特別支援教育推進計画」
を策定する。

令和元年度決算
（2019）

132,223 7,160 69,800 55,263

事 務 事 業 名 総合教育相談 説明書ページ 281

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

107,060
1,650

基本計画 3 施策番号 19 総合戦略 － 予算科目 10 1 4 学校教育部教育支援課

予算

令和3年度
（2021） 59,368 59,368

令和2年度
（2020） 51,444 51,444

対前年 7,924 7,924

令和元年度決算
（2019）

45,008 5,576 39,432

59,368
38,072
20,200

234

　不登校、発達障害、いじめ、非行などの相談及び特別な支援を必要とする児童・生徒の就学・転
学に関する相談に対応するため、心理相談員及び就学相談員を配置する。また、教育・医療・福祉
など地域の関係機関の連携体制を構築するため、ネットワーク会議を開催し、情報交換を行う。
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1 幼稚園等園児保護者の助成
保育施設等利用者負担軽減給付費

2 幼稚園教育の振興
幼稚園無償化事務委託料
幼稚園等特別支援教育事業補助金
幼稚園協会教職員研修事業補助金
幼稚園園児等健康管理事業補助金
幼稚園預かり保育推進補助金

＜幼稚園等園児保護者の助成　△166,785＞新制度幼稚園への移行（1園）による減

1,691,628
1,689,254

45,783
15,563
14,400
4,200
7,540
4,080

事 務 事 業 名 学校施設の営繕工事 説明書ページ 287・295

事業費 国庫支出金 都支出金 市債

　私立幼稚園等に通う園児の保護者の負担を軽減するため、国の幼児教育・保育の無償化にあわ
せ本市独自の保護者負担軽減を実施する。また、教員の資質向上や園児、教職員の健康保持の
ための補助を行うとともに、特別な支援が必要な子どもの就園を促進するため、子どもの受入れに
要する経費の一部を補助する。

令和元年度決算
（2019）

1,343,309 450,667 331,643 560,999

市債 その他 一般財源

予算

令和3年度
（2021） 1,737,411 677,975 483,169 576,267

令和2年度
（2020） 1,906,407 757,070 525,747 623,590

対前年 △ 168,996 △ 79,095 △ 42,578 △ 47,323

5 子ども家庭部保育幼稚園課

その他 一般財源

基本計画 3 施策番号 21 総合戦略 － 予算科目 10 2 1・2 学校教育部施設管理課

事 務 事 業 名 幼児教育の充実 説明書ページ 281

事業費 国庫支出金 都支出金

基本計画 3 施策番号 17 総合戦略 ① 予算科目 10 1

予算

令和3年度
（2021） 775,268 67,732 15,499 345,000 125,531 221,506

令和2年度
（2020） 628,094 10,483 26,850 404,300 25,637 160,824

対前年 147,174 57,249 △ 11,351 △ 59,300 99,894 60,682

令和元年度決算
（2019）

1,129,303 184,934 107,742 723,200 1,709 111,718

　小・中学校の学習環境を改善するため、老朽化した学校施設について改修工事を行う。
　本年度は、災害時の避難所環境を改善するため、屋内体育施設に空調機を設置する。

　事業費内訳
事業費 実施校

トイレ改修設計委託 53,977
［高倉小・宇津木台小・横川小・柏木小・南大沢小・宮上小・別所小］
［甲ノ原中・石川中・城山中・陵南中・中山中・南大沢中・宮上中・別所中］

浄化槽改修実施設計委託 4,400 恩方第二小・上川口小
校舎天井材等改修調査委託 9,300 （小学校13校、中学校7校）

屋内体育施設空調機設置工事 284,746
体育館：大和田小・由井第一小・浅川小・鑓水小・元八王子中
武道場：横山中・四谷中

屋上防水工事 247,830 第一小・由井第二小・柏木小・南大沢小・第二中・第六中・南大沢中

校舎天井材等改修工事 116,270 散田小・長房小・浅川小・第一中・第二中・由井中

その他営繕工事 58,745 受変電設備改修工事など

775,268
［　］は、本年度実施設計を行い、令和4年度（2022年度）に工事を予定する学校　　　（　）は、本年度点検を行う学校
＜参考＞令和2年度（2020年度）2月補正予算に前倒しして実施する工事　　トイレ改修工事（小学校10校、中学校5校）
　　　 　外壁改修工事（小学校2校、中学校1校）　　管理諸室空調機改修工事（小学校3校、中学校2校）

区　　　分

計

委

託

工

事
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1 情報教育の基盤整備
（新） GIGAスクール学習用コンピュータ保守運用支援委託料
（新） GIGAスクール校内ネットワーク保守委託料
（充） 学校ICT支援業務委託料
（新） チャットボット運用業務委託料

学習用コンピュータ等賃貸借料
教材提示装置等賃貸借料
校務支援システム利用料

（新） 2 オンライン活用授業
授業目的公衆送信補償金

小学校　120円/人　　　中学校　180円/人

【事業効果】

823,096
59,400
10,296

101,625
12,338

488,557
52,271
58,123

5,516
5,516

・
・

学校のサポート体制の強化によるICTを活用した「わかる授業」の実践
GIGAスクール端末を活用したオンライン授業、家庭学習等の実施による個別最適化された学習
の実現
 ≪参考≫
　　学習用コンピュータの配備台数　40,393台（令和2年度（2020年度））
　　学校ICT支援員の支援状況　小学校1,143回　中学校550回（令和元年度（2019年度））

　教育の情報化を推進するため、小・中学校のICT環境整備を行う。
　本年度は、GIGAスクール構想に基づき配備した児童・生徒1人1台の学習用コンピュータを効果
的に活用した授業を円滑に行うため、機器の保守を行うほか、学校ICT支援員を増員するとともに、
いつでも操作方法等の問合せができるよう、チャットボットを導入する。また、授業に必要な著作物を
インターネット上で利用するため、（一社）授業目的公衆送信補償金等管理協会に対し、補償金を
納付する。

令和元年度決算
（2019）

574,367 360,416 213,951

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

予算

令和3年度
（2021） 828,612 526,300 302,312

令和2年度
（2020） 677,869 437,200 240,669

対前年 150,743 89,100 61,643

基本計画 3 施策番号 21 総合戦略 ① 予算科目 10 2 1・2 学校教育部教育総務課・指導課

事 務 事 業 名 （充）情報教育の基盤整備 説明書ページ 283・291
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1 特別支援学級の管理

会計年度任用職員（アシスタント職）報酬等
校外学習付添員等謝礼

（充） 2 特別支援学級の振興

特別支援教育就学奨励費等

特別支援教育就学奨励費等内訳

【事業効果】
・
・

特別な支援を必要とする児童・生徒に対し、個々のニーズに合わせた教育の提供
経済的理由により就学が困難と認められる児童・生徒に対し、教育を受ける機会の提供
≪参考≫
　就学相談件数　1,321件（令和元年度（2019年度））
　就学援助認定率　小学校15.35％　中学校18.75％（令和元年度（2019年度））

　特別支援教育の指導体制を整備するため、指導補助員を配置するほか、特別支援学級の児童・
生徒の保護者の負担軽減を図るため、経済的理由により就学が困難と認められる保護者に対し、
学用品費等を支給する。
　本年度は、GIGAスクール構想に基づき配備した児童・生徒1人1台の学習用コンピュータを活用し
たオンライン授業や家庭学習を実施する際に必要となる通信料負担の軽減を図るため、就学奨励
費等を充実する。

62,191

53,049
4,897

59,379

42,145

　

3,161

令和元年度決算
（2019）

93,913 3,929 89,984

事 務 事 業 名 （充）特別支援学級の管理・振興 説明書ページ 285・291

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

予算

令和3年度
（2021） 121,570 6,346 115,224

令和2年度
（2020） 118,420 6,357 112,063

対前年 3,150 △ 11

基本計画 3 施策番号 19 総合戦略 － 予算科目 10 2 1・2 学校教育部施設管理課・教育支援課

区　分 金　額

学用品・通学用品費等 7,011

校外活動費（宿泊を伴うもの） 4,060

修学旅行費 5,250

通学費 4,343

新入学学用品費 3,325

新入学準備金 3,586

宿泊訓練費 7,488

特別支援学級活動費 2,582

（新）オンライン学習通信費 4,500
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（充） 1 就学援助費の支給
就学援助費

就学援助費内訳

【事業効果】
・

　児童・生徒の保護者の負担軽減を図るため、経済的理由により就学が困難と認められる保護者に
対し、学用品費等を支給する。
　本年度は、GIGAスクール構想に基づき配備した児童・生徒1人1台の学習用コンピュータを活用し
たオンライン授業や家庭学習を実施する際に必要となる通信料負担の軽減を図るため、就学援助
費を充実する。

362,381
359,399

経済的理由により就学が困難と認められる児童・生徒に対し、教育を受ける機会の提供
≪参考≫就学援助認定率　小学校15.35％　中学校18.75％（令和元年度（2019年度））

令和元年度決算
（2019）

278,678 1,960 299 276,419

予算

令和3年度
（2021） 362,381 2,590 359,791

令和2年度
（2020） 306,568 2,443 461 303,664

対前年 55,813 147 △ 461 56,127

基本計画 3 施策番号 19 総合戦略 － 予算科目 10 2 1・2 学校教育部教育支援課

事 務 事 業 名 （充）就学援助 説明書ページ 285・291

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

区　分 金　額

学用品・通学用品費等 92,466

校外活動費（宿泊を伴うもの） 42,639

修学旅行費 61,770

新入学学用品費 32,609

新入学準備金 73,395

（新）オンライン学習通信費 56,520
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1 いずみの森義務教育学校整備

校庭整備工事費（令和2・3年度（2020・2021年度）継続）
校庭整備工事に伴う建築工事及び設備工事費

（令和2・3年度（2020・2021年度）継続）

体育館空調機設置工事費

　全体事業費 （平成26～令和3年度（2014～2021年度）） （単位　億円）

※複合施設部分含む
全体面積 19,572㎡　＜うち、複合施設部分　1,146㎡＞

【事業効果】
・
・
・

義務教育学校における、9年間を通じた効果的な教育・学習活動の展開
異学年交流を通した助け合い、協力、思いやりの精神の育成
今後の公共施設再編に向けた複合施設のモデルケース

　令和2年度（2020年度）に開校したいずみの森義務教育学校について、解体した旧第六小学校跡
地への校庭整備工事及び体育館への空調機設置工事を実施する。

431,289

235,390
91,620

88,330

事業費※
財源内訳

国庫支出金 都支出金 市債 一般財源
83.7 21.1 3.8 32.6 26.2

△ 123,157

令和元年度決算
（2019）

1,680,705 436,799 200,000 795,100 248,806

事 務 事 業 名 いずみの森義務教育学校整備 説明書ページ 297

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

予算

令和3年度
（2021） 431,289 47,751 22,151 258,900 102,487

令和2年度
（2020） 538,674 9,630 35,000 268,400 225,644

対前年 △ 107,385 38,121 △ 12,849 △ 9,500

基本計画 3 施策番号 21 総合戦略 － 予算科目 10 3 1・2 学校教育部学校複合施設整備課
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1 第二小学校・第四中学校改築
改築検討委員会謝礼

スケジュール
令和3年度（2021年度） 基本設計　※
令和4年度（2022年度） 実施設計
令和5・6年度（2023・2024年度） 施設整備工事・工事監理
令和7年度（2025年度） 供用開始・校庭整備工事
※　令和2年度（2020年度）11月補正予算で繰越明許費を設定

【事業効果】

　児童・生徒の安全の確保及び9年間を通じた効果的な教育・学習活動を展開するため、老朽化が
進んでいる第二小学校及び第四中学校を改築・統合し、新たに義務教育学校を整備する。
　本年度は、前年度に引き続き改築検討委員会において地域や学校関係者等から広く意見を聴取
し、義務教育学校の取組や第二小学校跡地の利活用等について検討を進める。

342
270

　

・
・
・

改築による、児童・生徒の安全確保、学習環境及び生活環境の改善
義務教育学校への移行による、9年間を通じた効果的な教育・学習活動の展開
地域づくり事業の先行ケースとして学校を核とした地域づくりの推進

令和元年度決算
（2019）

42,830 42,830

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

予算

令和3年度
（2021） 342 342

令和2年度
（2020） 110,342 110,342

対前年 △ 110,000 △ 110,000

基本計画 3 施策番号 21 総合戦略 － 予算科目 10 3 1・2 学校教育部施設管理課

事 務 事 業 名 第二小学校・第四中学校改築 説明書ページ 297
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1 給食センターの整備
元横山

初度調弁費
施設整備工事費（令和元～3年度（2019～2021年度）継続）

楢原
実施設計委託料（令和2・3年度（2020・2021年度）継続）

施設整備工事費（令和3～5年度（2021～2023年度）継続）

寺田
基本及び実施設計委託料（令和3・4年度（2021・2022年度）継続）

整備計画

【事業効果】

　全ての中学生に温かい給食を提供するため、給食センターを整備する。
　本年度は、3施設目（元横山）の整備工事を完了し、令和3年（2021年）9月から新たに5校へ配食
を開始する。また、4施設目（楢原）の建設工事に着手するとともに、5施設目（寺田）の基本及び実
施設計を行う。

1,779,243

40,000

1,219,260

25,627

421,520

16,430

・

・
・
・

手作りで美味しい栄養バランスがとれた温かい給食の提供による、生徒の食習慣の確立及び食
育の更なる推進
地元食材を用いた給食の提供による、生徒の郷土愛の醸成
災害時の近隣避難所への食事提供など、市民への食支援を行う施設としての活用
地元農家や市内業者からの食材の優先調達による納入業者の収入増及び給食センターでの雇
用創出

104,687

令和元年度決算
（2019）

2,825,437 124,234 131,416 1,587,700 403,217 578,870

事 務 事 業 名 給食センターの整備 説明書ページ 297

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

予算

令和3年度
（2021） 1,779,243 236,920 171,900 1,097,900 272,523

令和2年度
（2020） 514,309 44,273 53,400 248,800 167,836

対前年 1,264,934 192,647 118,500 849,100

基本計画 3 施策番号 19 総合戦略 － 予算科目 10 3 3 学校教育部保健給食課

楢原

寺田

区　分
令和3年度

（2021）
令和4年度

（2022）
令和5年度

（2023）
令和6年度

（2024）

元横山
9月配食開始

配食開始

実施設計

整備工事

基本及び実施設計

整備工事

整備工事

2学期配食開始
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1 給食運営費
給食調理等業務委託料

2 給食センター管理運営費
給食調理等業務委託料

1 生涯学習推進
生涯学習イベント企画事務専門員報酬等　1人
出張体験講座開催委託料

2 家庭教育力の向上
家庭教育支援講座講師謝礼

3 社会人の学び直し支援
リカレント教育支援アプリ保守委託料

予算科目 10 2 3 学校教育部保健給食課

事 務 事 業 名 中学校給食 説明書ページ 295

基本計画 3 施策番号 19 総合戦略 －

一般財源

予算

令和3年度
（2021） 911,734 463 167,501 23,000 720,770

令和2年度
（2020）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他

194,191

322,621

対前年 168,535 △ 302 △ 48,354 23,000

743,199 765 215,855 526,579

令和元年度決算
（2019）

425,562 191 102,750

　食生活を通して生徒の健全な心身を育成するとともに、食に関する正しい知識の習得を促すた
め、「学校給食法」に基づく中学校給食を実施する。
　本年度は、新たに令和3年（2021年）9月から5校で給食センター方式による温かい給食の提供を
開始する。

207,547
109,745

予算

令和3年度
（2021） 8,825 50

5,579

4 1 生涯学習スポーツ部生涯学習政策課

4,200

一般財源

643,385
385,217

8,749

　市民のだれもが生涯にわたり学ぶことができる環境の充実を図るため、イベント開催による学習
機会の提供やアプリによる講座情報の発信を行う。また、保護者の心理的負担を軽減し、家庭の
教育力向上を図るため、保護者を対象とした家庭教育支援講座を開催する。

626

20,145 265 56

8,808

26

令和2年度
（2020）

令和元年度決算
（2019）

15,624

△ 6,875

基本計画 3 施策番号 22 総合戦略 ①

事業費 国庫支出金 都支出金

予算科目 10

396
396

3,360

事 務 事 業 名 生涯学習の振興 説明書ページ 299

市債 その他

150

9,111 280 23

対前年 △ 11,320 △ 215 △ 4,200 △ 30

150

　中学校給食の実施状況（令和3年（2021年）9月～）

校 校
校 校

※
自校方式 2 センター方式　※ 16

新たにセンター方式になる中学校：第一中学校、第五中学校、ひよどり山中学校、
石川中学校、打越中学校

区分 実施校 区分 実施校
デリバリーランチ方式 14 親子方式 6
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1 放課後子ども教室
地区推進委員会等委託料
安全管理員委託料
学童保育所指定管理者への委託料

（充） 実施校 66→67校（新規実施：由木中央小）
場所 校庭を中心に体育館、図書室、多目的室など学校の実情に応じた場所
運営主体 放課後子ども教室推進委員会（ＰＴＡ、町会・自治会等で組織）

学童保育所指定管理者
実施日時 地域の実情に応じて原則、放課後から夕やけチャイムまで週1～5日実施

平日 3～9月 午後5時まで（一部午後6時まで）
10～2月 午後4時まで（一部午後6時まで）

土曜日、夏休み等 3～9月 午前9時から午後5時まで
10～2月 午前9時から午後4時まで

（充）

【事業効果】
・ 小学生の放課後の安全で安心な居場所の確保
・ 多様な学習プログラムによる、子どもたちへの学びや体験の機会の提供
・ 学校・家庭・地域が一体となった総合的な放課後対策の推進

　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
供するため、地域住民との協働により、放課後子ども教室を実施する。
　本年度は、週5日実施校を36校に拡大し、放課後の居場所づくりを学童保育所との連携により一
体的に推進する。

117,085

対前年 △ 33,607 △ 1,942

令和元年度決算
（2019）

153,774 36,689

一般財源

予算

令和3年度
（2021） 195,543 52,184 143,359

令和2年度
（2020）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債

△ 31,665

その他

説明書ページ 299

基本計画 3 施策番号 18 総合戦略 ① 予算科目 10 4 1 生涯学習スポーツ部生涯学習政策課

175,024

事 務 事 業 名 （充）放課後子ども教室

229,150 54,126

195,543
54,920
98,504
38,510

　週5日実施校の状況

36 〈16〉 34 〈15〉 2 〈1〉

※　〈　〉は、学童保育所指定管理者による実施校（内書）

（単位　校）

令和3年度（2021） 令和2年度（2020） 増△減

　放課後子ども教室実施状況（令和3年（2021年）1月末現在） （単位　校）

区　分 週5日 週4日 週3日 週2日 週1日 計

実施校数 34 5 6 9 12 66
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1 青少年海外交流
Ｗｅｂカメラ等購入費

1 国史跡八王子城跡維持管理
国史跡八王子城跡管理人報酬等　2人
除草・剪定委託料
ガイダンス施設管理運営委託料

2 国史跡八王子城跡整備活用
埋蔵文化財調査委託料
子ども手作り甲冑教室開催委託料

3 国史跡八王子城跡用地取得
用地取得費　（6,965㎡）

事 務 事 業 名 青少年海外交流 説明書ページ 299

基本計画 3 施策番号 26 総合戦略 － 予算科目 10 4 1 生涯学習スポーツ部生涯学習政策課

425

令和2年度
（2020）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他

4,874 4,874 0

一般財源

予算

令和3年度
（2021） 425

△ 4,874 425

令和元年度決算
（2019）

3,205 3,205 0

対前年 △ 4,449

30,084
30,608

20,863

　異文化交流を通じて青少年の豊かな国際感覚を育成するため、海外友好交流都市である高雄
市（台湾）の中学生と市内中学生との交流を行う。
　本年度は、「新しい生活様式」に対応した海外交流のあり方として、オンラインによる交流を行う。

425
225

4,200

77
5,500

6,709
5,018

　「国指定史跡八王子城跡保存整備基本構想・基本計画」に基づき、適切な保存と歴史学習・観
光資源としての活用を図るため、遺構等の維持管理を行うとともに、ガイダンス施設を運営するほ
か、史跡内の民有地を取得する。

5,980

43,995 12,104 3,393 9,000 18

△ 172

19,480

対前年 △ 13,184 △ 11,286 △ 1,720 △ 6

予算 70,635 37,680 5,741 70 27,144

64 26,972

令和2年度
（2020）

令和3年度
（2021） 57,451 26,394 4,021

令和元年度決算
（2019）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他

予算科目 10 4 3 生涯学習スポーツ部文化財課

事 務 事 業 名 国史跡八王子城跡の保存整備 説明書ページ 301

基本計画 3 施策番号 25 総合戦略 ④

一般財源
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1 日本遺産の活用・発信
日本遺産「桑都物語」推進協議会負担金
日本遺産「桑都物語」推進協議会貸付金

日本遺産の活用・発信のイメージ

【事業効果】
・ 日本遺産制度を活用した情報発信による地域の活性化
≪参考≫日本遺産ストーリー関連施設の利用者数

令和元年度（2019年度） 46.5万人/年
令和8年度（2026年度） 56万人/年

44,192

15,592

令和元年度決算
（2019）

0

対前年 44,192 28,600

令和2年度
（2020）

事業費 国庫支出金 都支出金

④

その他

予算科目 10 4 3 生涯学習スポーツ部文化財課

一般財源市債

基本計画 3 施策番号 25 総合戦略

13,680
28,600

　都内で唯一となる「日本遺産」に認定された歴史文化の魅力を活かしたストーリー『霊気満山　高
尾山　～人々の祈りが紡ぐ桑都物語～』について、構成文化財をはじめとする歴史文化を活用し、
その魅力を市内外に発信することで、本市の活性化を図る。

事 務 事 業 名 （新）日本遺産の活用・発信 説明書ページ 301

0予算

令和3年度
（2021） 44,192 28,600 15,592

　日本遺産「桑都物語」推進協議会実施事業の内容

区分 事業費 国庫補助金 市負担金 主な取組

①地域文化財総合活
用推進事業（国10/10）

13,000 13,000 －
ボランティアガイド育成研修
「日本遺産」認定記念イベント
日本遺産の活用に向けたマーケティング調査

②文化資源活用事業
（国65/100）

24,000 15,600 8,400
文化財関連施設・日本遺産センターの充実
案内看板等制作・設置
協議会Ｗｅｂサイト構築

③自主事業 5,280 5,280
自主事業（幼児向け紙芝居の作成、音声ガイ
ドアプリ運用等）・事務局の運営

計 42,280 28,600 13,680
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1 郷土資料館運営
郷土資料館資料整理専門員報酬等　1人
特別展図録等作成経費

2 歴史遺産の保存・活用
収蔵資料データベース化業務委託料
収蔵物等資料運搬委託料
埋蔵文化財整理室収蔵庫改修工事費

（新） 3 桑都日本遺産センター 八王子博物館管理
建物借上料

場所 サザンスカイタワー八王子3階
開館日 令和3年（2021年）4月29日

開館時間 午前10時から午後7時まで（休館日：年末年始、館内整理期間（年10日以内））

＜展示設計・製作業務委託料　△100,602＞
仮展示場（日本遺産センター）開設に向けた展示設計・製作業務委託の完了による減

【事業効果】
・ 収蔵資料の整理・データベース化による情報検索の迅速化
・ 来館者の利便性向上

≪参考≫郷土資料館への来館者数の実績及び目標値
令和元年度（2019年度） 23,293人
令和4年度（2022年度） 50,000人

497 28,030

10,485

　本市に関する歴史資料を収集・保管するとともに、調査・研究や展示を行うなど、八王子の歴史・
文化を次世代に継承するため、郷土資料館の管理運営を行う。
　本年度は、八王子駅南口集いの拠点へ移転するまでの間、展示機能を八王子駅南口のサザン
スカイタワー八王子に仮移転し、日本遺産及び集いの拠点の情報発信拠点として本市の歴史遺
産に関する資料を展示する。このほか、郷土資料や遺跡調査の出土品などの収蔵品をより適切に
管理するため、教育センター埋蔵文化財整理室の収蔵庫を改修する。

一般財源市債

303

国庫支出金 都支出金

説明書ページ

その他

予算科目 10 4 5 生涯学習スポーツ部文化財課

令和元年度決算
（2019）

28,527

基本計画 3 施策番号 25 総合戦略 ④

対前年 △ 100,090

事 務 事 業 名 （充）郷土資料館の管理運営

令和2年度
（2020）

予算

令和3年度
（2021） 91,863 7,550

7,550

事業費

191,953

30,000 49,023

△ 140,881

18,325

2,942
8,179

40,040

24,800

1,399

54,027

3,241

189,904

30,000

3,737

2,049

5,290
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1 八王子車人形と民俗芸能の公演

2 「八王子車人形」の学術調査

1 子ども読書活動推進
ブックスタート事業図書等購入費

2 高齢者障害者ユニバーサルデザイン推進
高齢者施設支援員報酬等　1人
高齢者障害者図書宅配・朗読会ボランティア等謝礼

3 本のＰＯＰコンテスト
選考委員謝礼
記念品購入費

1,240

3,720

事 務 事 業 名 伝統芸能の保存継承 説明書ページ 301

基本計画 3 施策番号 25 総合戦略 ④ 予算科目 10 4 3 生涯学習スポーツ部文化財課

一般財源

予算

令和3年度
（2021） 5,290 5,290

令和2年度
（2020）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他

△ 368

6,194

対前年 △ 368

5,658 5,658

令和元年度決算
（2019）

9,758 2,376 1,188

  郷土の伝統芸能の保存・継承を図るとともに、市民の理解と関心を高めるため、市内の民俗芸能
保存団体が一堂に会する「八王子車人形と民俗芸能の公演」を開催する。また、「八王子車人形」
の重要無形民俗文化財指定に向け、引き続き学術調査を行うとともに、その価値を広く周知するこ
とで、市民の郷土愛の醸成を図る。

5,375

15
26

3,436
908

3,191

　　「第４次読書のまち八王子推進計画」の基本指針である「『いつでも、どこでも、だれでも』読書
に親しめるまち八王子」を実現するため、切れ目ない読書活動支援や様々な団体とのつながりに
よるサービスの展開を図り、読書環境を整備する。
　本年度は、読書への関心を高めるため、読書感想画・感想文コンクールに替えて、本のＰＯＰコ
ンテストを実施する。

41

2,370

一般財源

予算

令和3年度
（2021） 18,762 61 2,724 15,977

令和2年度
（2020）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他

△ 1,775

2,83020,537 61 17,646

令和元年度決算
（2019）

68,088 49 2,375 65,664

△ 1,669対前年 0 △ 106

予算科目 10 4 6 図書館部中央図書館

事 務 事 業 名 読書のまち八王子の推進 説明書ページ 305

基本計画 3 施策番号 22 総合戦略 ①

　重要無形民俗文化財としての国指定に向けたスケジュール

区　　　分
令和元年度

（2019）
令和2年度

（2020）
令和3年度

（2021)
令和4年度

（2022)

報告書作成

周知活動

学術調査

令和4年度（2022年度)の国指定を目指す
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1 各種大会・スポーツ教室開催

2 全関東八王子夢街道駅伝競走大会の開催
大会負担金（全体事業費　44,324千円）

3 ジュニア育成
スポーツ教室開催委託料

種目　ボルダリング、柔道、走り方、バレーボール

4 上柚木地域運動施設立地検討
立地検討業務委託料

1 地区運動会等開催
地区運動会等開催補助金 19地域

2 総合型地域スポーツクラブ活動環境整備
施設設備・器具等修繕料

　市民の健康・体力つくりや地域コミュニティづくりを推進するため、地域における運動会等の開催
経費を補助するとともに、総合型地域スポーツクラブの活動場所となる小・中学校体育館の設備・
器具等の修繕を行う。

1,881

300
300

1,881

予算科目 10 5 1 生涯学習スポーツ部スポーツ振興課

2,379

一般財源

2,900

事 務 事 業 名 総合型地域スポーツクラブの活動支援 説明書ページ 307

基本計画 3 施策番号 23 総合戦略 ①

2,181

令和2年度
（2020）

2,900

△ 198

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他

予算

令和3年度
（2021） 2,181

2,379

対前年 △ 198

令和元年度決算
（2019）

1,500
1,500

　市民の健康・体力つくりを促進するため、各種スポーツ・レクリエーション大会、スポーツ教室を
「新しい生活様式」を取り入れて開催するほか、地域におけるスポーツ活動を支援する。
　本年度は、東京２０２０大会の機運醸成やレガシーとして、スポーツを始めるきっかけづくりや継続
支援を行うため、事前キャンプ実施チームに関連した競技やオリンピアン等のトップアスリートによ
るスポーツ教室を開催する。

22,784

△ 5,052

令和元年度決算
（2019）

41,219 150 9,757 31,312

対前年 △ 5,939 △ 887 0

45,955

一般財源

予算

令和3年度
（2021） 50,977 10,074 40,903

令和2年度
（2020）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他

5,864

24,055

2,632
2,632

事 務 事 業 名 スポーツ・レクリエーションの推進 説明書ページ 305～307

基本計画 3 施策番号 23 総合戦略 ④ 予算科目 10 5 1 生涯学習スポーツ部スポーツ振興課

56,916 887 10,074
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1 甲の原体育館の管理運営
指定管理料

2 甲の原体育館の大規模改修
施設改修工事費（令和3・4年度（2021・2022年度）継続）

（充） 3 甲の原体育館の機能拡充
整備基本計画策定支援業務委託料

スケジュール
令和3年度（2021年度） 国との調整・整備基本計画策定

令和4年度（2022年度）以降 国との継続協議
物件基礎調査
用地取得
整備基本計画に基づく整備

【事業効果】
・ 安全で快適に多目的なスポーツ・レクリエーション活動ができる環境の提供
・ 防災機能の強化

　市民にスポーツ・レクリエーション活動の場を提供するため、指定管理者による甲の原体育館の
管理運営を行う。
　本年度は、利用者の安全で快適な利用環境の確保及び施設の機能維持を図るため、「八王子
市中長期保全計画」に基づき、大規模改修工事に着手する。また、隣接する東京婦人補導院・八
王子少年鑑別所跡地を活用し、利便性の向上及び災害発生時における機能強化を図るため、整
備基本計画を策定する。

326,282
314,796

3,779

61,965
61,690

3,779

44,212

令和元年度決算
（2019）

101,167 37 101,130

対前年 281,354 7,200 230,000 △ 58

110,672 95 110,577

一般財源

予算

令和3年度
（2021） 392,026 7,200 230,000 37 154,789

令和2年度
（2020）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他

予算科目 10 5 2 生涯学習スポーツ部スポーツ施設管理課

事 務 事 業 名 （充）甲の原体育館の管理運営 説明書ページ 309

基本計画 3 施策番号 23 総合戦略 －

　全体事業費 （単位　億円）

市債 一般財源
10.0 7.3 2.7

事業費
財源内訳

　甲の原体育館の管理運営及び大規模改修スケジュール
令和3年度（2021） 令和4年度（2022）

指定管理

（～9月）

指定管理

（10月～）

大規模改修

（10～9月）
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1 屋外運動施設管理

2 富士森公園野球場改修
管理舎及びスタンド防水工事費

3 西寺方グラウンドトイレ整備

4 上柚木公園野球場改修
スコアボード更新工事費

＜富士森公園陸上競技場内屋内運動施設整備　△309,293＞

事業計画の変更による減

155,100

33,000

169,070
169,070

　市民にスポーツ・レクリエーション活動の場を提供するため、屋外運動施設の管理運営を行う。
　本年度は、利用環境改善のため、富士森公園野球場（ダイワハウススタジアム八王子）や上柚木
公園野球場の改修工事を行うとともに、西寺方グラウンドにトイレを新設する。

304,325

155,100

△ 166,236

令和元年度決算
（2019）

1,671,051 100,575 693,800 327,851 548,825

対前年 △ 350,126 △ 16,323 △ 165,900 △ 1,667

1,012,759 21,400 485,100 122,297 383,962

一般財源

予算

令和3年度
（2021） 662,633 5,077 319,200 120,630 217,726

令和2年度
（2020）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他

5 2 生涯学習スポーツ部スポーツ施設管理課

事 務 事 業 名 屋外運動施設の管理運営 説明書ページ 307

基本計画 3 施策番号 23 総合戦略 － 予算科目 10
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