
1 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）配備
ＡＥＤ借上料

1 予防接種
予防接種委託料
予防接種費用助成金

2 高齢者予防接種
予防接種委託料
予防接種費用助成金

※ 市独自の助成
B型肝炎・麻しん風しん混合（定期接種回数不足分）、おたふくかぜ、先天性風しん症候群対策
麻しん風しん混合、高齢者肺炎球菌感染症

予算科目 4 1 2 健康部健康政策課

事 務 事 業 名 予防接種 説明書ページ 205

基本計画 2 施策番号 14 総合戦略 －

15,388

855

1,171,246 57 111,477 19,412 1,040,300

一般財源

予算

令和3年度
（2021） 1,150,885 38 107,042 22,215 1,021,590

令和2年度
（2020）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他

△ 18,710

令和元年度決算
（2019）

1,092,068 1,283 84,192 18,287 988,306

対前年 △ 20,361 △ 19 △ 4,435 2,803

　感染症のまん延及び発病・重症化を防止するため、「予防接種法」に基づく予防接種（14種類）
の実施と市独自（5種類）の接種費用助成を行う。また、新型コロナウイルス感染症流行下において
も接種率を維持するため、適切な期間における接種を周知するとともに、接種機会の確保のため、
里帰り出産や市外にかかりつけ医を持つ市民向けに市外接種の電子申請を全種目（19種類）に
おいて実施する。

931,680
860,831

198,226
192,037

事 務 事 業 名 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）配備 説明書ページ 205

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 2 施策番号 16 総合戦略 － 予算科目 4 1 1 医療保険部地域医療政策課

予算

令和3年度
（2021） 5,397 5,397

令和2年度
（2020） 3,532 3,532

対前年 1,865 1,865

令和元年度決算
（2019）

173 173

5,397
5,397

　地域における急病患者の救命率向上を図るため、市内の公共施設等に自動体外式除細動器
（ＡＥＤ）を配備する。
　本年度は、町会・自治会会館等175か所にＡＥＤを配備する。

　市内ＡＥＤ配備状況 （単位　台）

区分 台数
うち令和3年度

（2021）配備台数

コンビニエンスストア 120 46
町会・自治会会館 91 91
消防団詰所 39 38

計 250 175
※　上記のほか、公共施設におけるＡＥＤ借上料（計336台）を
　　 各施設管理予算に計上
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（新） 1 新型コロナウイルス予防接種

予防接種実施経費

　スケジュール

※　令和3年（2021年）1月25日付厚生労働省自治体説明会資料より転載

【事業効果】

・ 新型コロナウイルス感染症のまん延防止

基本計画 2 施策番号 14 総合戦略 － 予算科目 4 1 2 健康部健康政策課

事 務 事 業 名 （新）新型コロナウイルス予防接種 説明書ページ 205

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） 1,800,000 1,800,000 0

令和2年度
（2020） 0

対前年 1,800,000 1,800,000

令和元年度決算
（2019）

0

　新型コロナウイルス感染症の発症・重症化予防及びまん延を防止するため、「予防接種法の臨時
接種に関する特例」に基づき、新型コロナウイルスワクチンの接種を実施する。

1,800,000
1,800,000

　実施内容

区分 内容

対象者
全市民
（医療従事者への接種は、東京都が接種体制を確保）

接種回数 2回（年齢問わず）

接種場所
個別医療機関
集団接種会場（小・中学校体育館など）

接種費用　 無料

予約方法
クーポン券受領後、予約システムにて接種場所を予約
（パソコン、スマートフォン、電話のいずれも対応可）

問合せ対応
コールセンター
令和3年（2021年）3月1日開設　全日午前9時～午後5時
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1 保健所管理運営
保健総務事務専門員報酬等　2人
公共料金
清掃委託料
案内受付業務委託料

2 新保健所の整備
整備工事負担金（平成30～令和3年度（2018～2021年度）継続）

スケジュール
平成30～令和3年度（2018～2021年度）　整備工事
令和4年度（2022年度）　　　　　　　 開設

3 衛生統計事務
調査員報酬
調査協力者記念品購入費

【事業効果】

・ 保健所の適切な管理運営
・ ユニバーサルデザインに配慮した新保健所の整備による保健衛生業務の充実

基本計画 2 施策番号 15 総合戦略 － 予算科目 4 1 3 健康部健康政策課

事 務 事 業 名 保健所管理運営 説明書ページ 207

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） 2,464,435 409 11,600 1,704,600 100,027 647,799

令和2年度
（2020） 648,333 758 16,120 462,300 29 169,126

対前年 1,816,102 △ 349 △ 4,520 1,242,300 99,998 478,673

令和元年度決算
（2019）

188,385 109 13,599 121,000 40,833 12,844

　地域ニーズに即した保健衛生サービスを提供するため、保健所施設の維持管理を行う。また、施
設の老朽化に伴い東京都立多摩産業交流センター及び合同庁舎との複合施設として整備する新
保健所について、東京都と締結した協定に基づき工事費用を負担する。
　本年度は、新保健所の整備を完了し、令和4年度（2022年度）の供用開始に向けた準備を行う。

26,156
6,764
6,768
2,640
2,174

2,437,870

2,435,231

409
214
101

　全体事業費

35.6 25.1 1.4 9.1

（単位　億円）

事業費
財源内訳

市債 基金繰入金 一般財源
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1 感染症予防対策
保健所感染症保健指導員報酬等　2人
会計年度任用職員（アシスタント職）報酬等
検査・検診等業務委託料

2 結核予防対策
保健所診療放射線等専門員報酬等　1人
保健所保健指導等専門員報酬等　1人
会計年度任用職員（アシスタント職）報酬等

（新） 3 新型コロナウイルス感染症対策
会計年度任用職員（アシスタント職）報酬等
患者移送料
検体搬送業務委託料
食材提供等業務委託料

入院医療費

【事業効果】

・ 感染症の拡大防止
≪参考≫全結核り患率（人口10万人当たりの結核患者数）の推移

※（　　）内は全国値

基本計画 2 施策番号 15 総合戦略 － 予算科目 4 1 3 健康部保健対策課

事 務 事 業 名 （充）感染症対策 説明書ページ 207

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） 194,560 85,592 7,562 2,733 98,673

令和2年度
（2020） 136,527 59,157 9,587 2,991 64,792

対前年 58,033 26,435 △ 2,025 △ 258 33,881

令和元年度決算
（2019）

91,082 33,417 6,028 20,603 31,034

　「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、感染症患者の早期発
見、適切な治療及びまん延防止を図るため、患者への入院勧告や就業制限等を行うとともに、検
査・相談及び療養支援を行う。
　本年度は、保健所従事職員の負担を軽減しながら充分な感染症対応を行うため、保健師が行っ
ている陽性者の経過観察や濃厚接触者の把握等の業務体制を強化する。また、新型コロナウイル
ス感染症が疑われる方への迅速な対応及び入院勧告による入院患者への必要な治療を行うた
め、PCR検査検体の搬送や入院医療費の公費負担等を行う。

53,576
9,941
1,817

34,194

40,152
3,103
5,011
1,902

100,832
19,477
17,360
5,526

13,650

38,373

平成28年(2016年) 平成29年(2017年) 平成30年(2018年) 令和元年（2019年）
10.2（13.9） 12.3（13.3） 8.8（12.3） 6.7（11.5）

衛生費 97



1 狂犬病予防・動物愛護
会計年度任用職員（アシスタント職）報酬等
収容動物の治療・飼養管理・返還等委託料
保護収容運搬委託料

2 動物愛護推進協議会の設置・運営
動物愛護推進協議会委員報酬
　　（構成員：東京都獣医師会八王子支部、町会・自治会等）

3 飼い主のいない猫（野良猫）対策
乳のみ猫用ミルク等購入費
アンケート調査業務委託料

（充） 不妊去勢手術助成金
助成単価

オス猫 3,000→4,000円/匹
メス猫 6,000→7,000円/匹

動物愛護推進協議会

【事業効果】

・ 狂犬病予防接種の推進による狂犬病まん延の防止
≪参考≫ 狂犬病予防注射率

平成30年度（2018年度）76.0％　令和元年度（2019年度）74.3％

・ 飼い主のいない猫の繁殖抑制及び不妊去勢手術にかかる個人・団体の経済的負担の軽減
・ 動物愛護センターの整備による、人と動物との調和のとれた共生社会の実現

  人と動物との調和のとれた共生社会を実現するため、動物飼養に関わる相談、指導及び犬・猫
等の保護収容を行う。また、飼い主のいない猫対策として、猫の不妊去勢手術を実施する個人や
団体に対し、手術費の助成を行うとともに、乳のみ猫の世話をするボランテイア団体にミルク等を支
給する。
　本年度は、東京都の補助金を活用し、猫の不妊去勢手術費用に対する助成単価を増額する。ま
た、飼い主のいない猫対策事業の効果及び課題を把握するため、アンケート調査を実施する。こ
のほか、（仮称）動物愛護センターの整備に向け、用地の選定を行う。

基本計画 2 施策番号 15 総合戦略 － 予算科目 4 1 3 健康部生活衛生課

事 務 事 業 名 （充）狂犬病予防及び動物愛護・管理 説明書ページ 207

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） 35,369 19 11,454 18,559 5,337

令和2年度
（2020） 41,230 19 7,792 18,609 14,810

対前年 △ 5,861 0 3,662 △ 50 △ 9,473

令和元年度決算
（2019）

27,688 14 4,445 18,041 5,188

26,483
3,315
3,641
9,240

221
216

7,660
1,418
2,359
3,100

　「動物の愛護及び管理に関する法律」及び「動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき、動物
愛護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行う会議体
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1 精神保健対策

2 精神障害者早期訪問支援

3 自殺対策の推進

ゲートキーパー

1 食育の推進
国民健康栄養調査員報酬
市民食育イベント講師謝礼
食育推進会議参加者謝礼

（構成員：学識経験者、医療・教育関係団体等）
食育啓発ポスター等印刷費

基本計画 2 施策番号 14 総合戦略 ①

説明書ページ 207

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

208

令和2年度
（2020） 5,973 2,289

150

2,658

　「第3期八王子市食育推進計画」（計画期間 令和3年度（2021年度）から5年間）に基づき、「食を
大切にする人々を育むまち」を実現するため、市民食育イベントの開催や、飲食店等との協働によ
る「はちおうじ健康応援店」事業の実施により、市民の健康を支える食環境整備を行う。また、食育
に関わる分野で活動する団体などで構成する食育推進会議を開催し、計画の進行管理及び評価
のほか、食育に関する情報交換を行う。

令和元年度決算
（2019）

2,660 433 594 1,633

728
28

予算

令和3年度
（2021） 33,244 5,777 913 26,554

令和2年度
（2020）

3 健康部保健対策課

事 務 事 業 名 精神保健対策 説明書ページ 207

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 2 施策番号 15 総合戦略 － 予算科目 4 1

25,581 3,780 1,159 20,642

対前年 7,663 1,997 △ 246 5,912

　市民の精神保健の向上と精神障害者の福祉の増進を図るため、「精神保健福祉法」、「自殺対
策基本法」に基づき、こころの健康相談や精神障害者に対する訪問支援を行う。また、「自殺対策
計画」に基づき、自殺未遂者支援策の検討やキャンペーンでの普及啓発、ゲートキーパー講習会
を実施する。さらに、迅速かつ適切な相談を行うため、相談情報をデータベース化して管理する保
健相談記録システムを導入する。

令和元年度決算
（2019）

20,964 2,920 934 17,110

1,088 2,596

対前年 △ 3,315 △ 40 △ 887 △ 2,388

予算科目 4 1 3 健康部健康政策課

事 務 事 業 名 食育の推進

29,333

115

予算

令和3年度
（2021） 2,658 2,249 201

2,334

　自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞い
て、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人

1,577
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1 がん検診等
（充） がん検診等委託料

（充） 歯と口腔・歯周病検診委託料

2 一般健康診査
健康診査委託料

成果報酬型官民連携モデル事業の評価及び今後の方向性

・

・

成果報酬型官民連携モデル事業

【事業効果】

・ がん等の早期発見・早期治療による市民の健康推進及びがんの死亡率減少
・ 胃がん内視鏡検診の受診対象年齢の拡充による受診者の増加
・ 早期治療による医療費の適正化

≪参考≫
前年度未受診者の受診率　9.0%（平成27年度（2015年度）→26.8%（平成29年度（2017年度））
医療費適正化効果　39,144千円

事 務 事 業 名 （充）健診・検診の推進 説明書ページ

基本計画 2 施策番号 14 総合戦略 － 予算科目 4 1 4 医療保険部成人健診課

209

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） 791,689 19,087 477,649 1,305 293,648

令和2年度
（2020） 867,214 10,804 527,257 4,307 324,846

対前年 △ 75,525 8,283 △ 49,608 △ 3,002 △ 31,198

令和元年度決算
（2019）

850,308 14,758 621,760 3,631 210,159

　疾病の予防及び早期発見により市民の健康を守るため、各種がん検診等及び健康診査を実施
する。
　本年度は、胃がんの更なる早期発見・死亡率の減少を図るため、従来のエックス線検診は内視
鏡検診に統合するとともに、対象者の上限年齢を撤廃する。また、大腸がん検診において実施し
た成果報酬型官民連携モデル事業の成果を踏まえ、大腸がん以外のがん検診においても成果連
動型委託契約の実施が可能か検討する。このほか、歯と口腔・歯周病検診受診券の個別送付の
対象を拡大し、検診をきっかけとしたかかりつけ医の定着、生活習慣病の発症及び重症化を予防
する。

734,978
670,534

6,130
受診券の送付　　　　40・50歳→40・50・60歳

32,032
31,006

大腸がんの早期発見に伴う医療費適正化効果額は、専門医による効果検証の結果、モデル事
業における成果指標よりも、大きいことが判明した。引き続き、不定期受診者、未受診者に対
し、継続受診へ結びつける個別勧奨、再勧奨を実施していく。

大腸がん以外における検診による早期のがん発見に伴う医療費適正化効果及び、成果連動型
委託契約の実施可能性について検討する。

　経済産業省の健康寿命延伸産業創出推進事業の中で行う「ソーシャル・インパクト・ボンド導入モ
デル」のことをいう。民間の資金と創意工夫によるノウハウを活用して、これまでとは違う働きかけを
行い、受託者には事業の成果に応じて、委託料を支払う。

　胃がん内視鏡検診
対象者 健診委託料

50～77歳 6,476 人 110,086

50歳以上（上限年齢なし） 7,051 120,748

※　胃がんエックス線検診は、受診者の減少に伴い廃止する。

受診者数

令和2年度（2020）

令和3年度（2021）

区分
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1 妊婦健康診査等
妊婦健康診査委託料

（新） 2 多胎児家庭支援事業
交通系ＩＣカード購入費

対象 3歳児未満の多胎児のいる家庭のうち、保健師等による面談を受けた家庭
内容 健診等の際に利用できる交通系ＩＣカード（1世帯あたり2万4千円分）を配布

（新） 3 ファーストバースデーサポート事業
育児パッケージ購入費

対象　 令和3年度（2021年度）に1歳の誕生日を迎える子どもがいる家庭
内容 おもちゃや子ども服の購入等に利用できる商品券を配布

4 特定不妊治療費等助成
（充） 特定不妊治療費助成金

（新） 不育症検査費助成金

助成額　1回あたり5万円（上限）

【事業効果】

・ 育児情報の提供や状況把握による保護者の育児不安の軽減及び虐待予防
・ 特定不妊治療及び不育症検査を行う夫婦の経済的負担の軽減
・ 安心して妊娠・出産・子育てができるまちの実現

≪参考≫令和22年（2040年）に出生率1.8（国民希望水準）
（出典：八王子市まち・ひと・しごと創生総合戦略）

基本計画 2 施策番号 14 総合戦略 ① 予算科目 4 1 4
医療保険部大横・東浅川・南大沢保
健福祉センター、健康部保健対策課

事 務 事 業 名 （充）母子保健 説明書ページ 209～211

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） 963,496 215,002 135,768 6,760 605,966

令和2年度
（2020） 821,744 150,006 72,727 6,795 592,216

対前年 141,752 64,996 63,041 △ 35 13,750

令和元年度決算
（2019）

753,032 136,680 58,969 5,965 551,418

　妊産婦や乳幼児の健康保持及び増進を図るため、各保健福祉センターで健康診査を実施す
る。また、多胎児家庭や1歳前後の子どもがいる家庭に対し、移動支援や育児パッケージの配布を
通じて、子育て支援の情報提供や状況把握を行う機会を確保する。
　本年度は、特定不妊治療費助成について、所得制限を撤廃するとともに、助成内容を充実し、
出産を希望する夫婦の治療にかかる経済的負担を軽減する。さらに、現在健康保険適用外となっ
ている不育症検査について、新たに助成制度を開始する。

256,244
225,782

2,532
2,520

57,791
52,940

239,572
231,200

500

　特定不妊治療支援制度の拡充内容
区分 令和3年度（2021） 令和2年度（2020）

所得制限 撤廃
905万円未満
（夫婦合算の所得）

助成額
1回あたり最大30万円
（一部治療について助成を増額）

1回あたり最大30万円

助成回数
1子ごとに最大6回まで
（40歳以上43歳未満は3回）

生涯で通算6回まで
（40歳以上43歳未満は3回）
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1 運営費・専門救急医療整備事業補助

2 小児救急医療及び小児病床運営費補助

3 在宅医療体制整備

4 医療口腔支援センターの管理運営

1 災害医療コーディネーター配置
災害医療コーディネーター報酬　2人
災害薬事コーディネーター報酬　1人

2 災害時緊急医療救護所設置
緊急医療救護所医療資材・医薬品購入費
通信環境（Ｗｉ－Ｆｉ）利用料

設置場所　　東京医科大学八王子医療センター

54

212

222
168

263
591

令和元年度決算
（2019）

2,346 2,346

813

令和2年度
（2020） 2,717 2,717

対前年 △ 1,904 △ 1,904

基本計画 4 施策番号 30 総合戦略 － 予算科目 4 1 5 医療保険部地域医療政策課

事 務 事 業 名 災害時地域医療体制の整備 説明書ページ 213

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） 813

19,080

200,000

基本計画 2 施策番号 16 総合戦略 ① 予算科目 4 1 5
医療保険部地域医療政策課、

健康部健康政策課

令和元年度決算
（2019）

919,241 3,406

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） 927,972 3,749 333,907 8,822 581,494

令和2年度
（2020） 920,586 4,728 352,142 8,724 554,992

対前年 7,386 △ 979 △ 18,235 98 26,502

16,511

550,000

　地域医療体制の充実を図るため、市内の中核病院や小児病床を運営する病院等に対して補助
を行う。また、医療的ケア児等に対する在宅支援体制を充実するため、「小児等在宅支援に関す
る検討会」を開催する。さらに、医療安全支援センターの運営により、医療に関する市民からの相
談等に対応するほか、口腔保健支援センターの運営により、口腔機能の維持に関する知識の普
及啓発や医療従事者等への研修を実施するとともに、保育園、小・中学校等における口腔保健指
導を行う。

594,937

　災害時における医療体制の確保に向け、災害医療コーディネーター等を配置する。また、緊急
医療救護所に整備した医療資材及び医薬品のうち、使用期限が到来するものを更新する。さら
に、災害時の円滑な情報連絡体制を確保することを目的として緊急医療救護所に整備した通信環
境（Ｗｉ－Ｆｉ）の管理を行う。

313,014 7,884

事 務 事 業 名 地域医療体制整備 説明書ページ 213

事業費
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（新） 1 新型コロナウイルス感染症対策地域医療体制整備
ＰＣＲ外来運営経費
ウェブセミナー等開催経費

ＰＣＲ外来開設期間 令和3年（2021年）4～6月　週3回（月・水・金曜日（祝日は除く））

受診方法 かかりつけ医など市内医療機関を受診し、検査が必要と判断した場合に

ＰＣＲ外来を紹介（完全予約制）

【事業効果】

・ 専門外来の運営による新型コロナウイルス感染症の診療・検査体制の確保
・ ウェブセミナー等の開催による地域医療体制の確保

基本計画 2 施策番号 16 総合戦略 － 予算科目 4 1 5 医療保険部地域医療政策課

事 務 事 業 名 （新）新型コロナウイルス感染症対策地域医療体制整備 説明書ページ 213

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） 18,977 4,488 14,489

令和2年度
（2020） 0

対前年 18,977 4,488 14,489

令和元年度決算
（2019）

0

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、感染の疑いのある市民が適切な医療を受け
られるようにするため、専門外来を設置し、診療・検査体制を確保する。また、医療機関や高齢者
施設等を対象としたウェブセミナーや現場研修を行う。

18,977
8,977

10,000
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1 看護専門学校運営
看護教員専門員等報酬等　4人
臨地実習指導委託料

ウェブ会議等ライセンス使用料

2 看護専門学校施設の大規模改修
外壁改修及び屋上防水工事費（令和2・3年度（2020・2021年度）継続）

施設整備改修工事費

1 管理運営

斎場管理業務専門員報酬等　　2人
公共料金
会葬者湯茶接待等業務委託料
葬送等業務委託料
斎場予約案内システム運営経費負担金

2 斎場改修工事
火葬炉改修工事費　　2炉

7,169

6,762
35,520

令和元年度決算
（2019）

268,483

　地域の医療現場で活躍できる優秀な人材を養成し、本市中核病院をはじめとする市内医療機関
への就労を促進するため、都内唯一の市立看護専門学校を運営する。
　本年度は、コロナ禍における「新しい生活様式」に適応した教育を推進するため、対面授業ととも
にオンライン授業の活用を図る。また、快適で安全な学校生活を確保するため、「八王子市中長期
保全計画」に基づき、学校施設の大規模改修工事を実施する。

6,130 16,705

国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

49,046
令和元年度決算

（2019）

84,000 58,546 131,740

令和2年度
（2020） 132,970 58,545 74,425

44,220

予算

58,341 108,152

162,002

　火葬の執行及び式場の貸出しなど、斎場の適切な管理運営を行う。
　本年度は、火葬件数の増加に対応するため、計画的に実施してきた火葬炉の改修について、全
8炉の改修工事を完了する。

990 101,000

112,200
112,200

16,062

基本計画 2 施策番号 9 総合戦略 － 予算科目 4 1 7 市民部斎場事務所

対前年 141,316 84,000 1 57,315

事 務 事 業 名 斎場運営 説明書ページ 215

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

令和3年度
（2021） 274,286

49,500

16,667
57,245

345,290

5,147
350

295,790

予算

令和3年度
（2021） 402,535 6,130 258,000 16,293 122,112

令和2年度
（2020） 136,751 6,130 61,000 14,863 54,758

対前年 265,784 0 197,000 1,430 67,354

71,881

基本計画 2 施策番号 16 総合戦略 － 予算科目 4 1 6 医療保険部看護専門学校総務課

事 務 事 業 名 看護専門学校運営 説明書ページ 215

事業費
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1 雨水浸透促進
雨水浸透施設等設置補助金

2 湧水と水のまちづくり
浅川に生息する水生生物展示 令和3年（2021年）4月～令和4年（2022年）3月（通年展示）

3 浅川の水辺活用
（仮称）あさかわ写真展　　開催時期　令和3年（2021年）6～11月

4 水循環の保全推進
水辺の水護り制度支援用消耗品等購入費

1 害虫等駆除・空閑地雑草対策
スズメバチ等駆除用消耗品購入費
スズメバチ駆除委託料
クビアカツヤカミキリ防除委託料

2 美化推進事務
みんなの町の清掃デー等活動消耗品費
美しい八王子をつくる会事業補助金

704

　健全な水循環を再生し、湧水地や水辺の保全・活用により地域の魅力向上を図るため、「八王子
市水循環計画」（計画期間 令和2年度（2020年度）から10年間）に基づき、水循環を環境・利水・治
水の3つの総合的な視点から捉え、互いに良好な状態を目指す取組を推進する。

5,050

総合戦略 － 予算科目 4 1

3,065

令和2年度
（2020） 3,286 3,286

対前年 5 226 △ 221

10
環境部環境保全課、

資源循環部ごみ減量対策課

事 務 事 業 名 環境美化推進 説明書ページ 219

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 6 施策番号 49

予算

令和3年度
（2021） 3,291 226

3,357

2,792
341

1,781
454

499
328
171

事 務 事 業 名 水循環の保全 説明書ページ 217

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 6 施策番号 47 総合戦略 ④ 予算科目 4 1 10 水循環部水環境整備課

予算

令和3年度
（2021） 8,763 123 8,640

令和2年度
（2020） 10,736 771 364 9,601

対前年 △ 1,973 △ 771 △ 241 △ 961

令和元年度決算
（2019）

8,943 1,323 275 7,345

695

1,232

　快適な生活環境の確保のため、スズメバチやクビアカツヤカミキリ等の害虫駆除対策を行うととも
に、「美しい八王子をつくる会」が主催する清掃活動に対して補助を行う。また、害虫発生、犯罪火
災の予防及び環境美化を推進するため、「八王子市民の生活環境を守る条例」に基づき、雑草が
著しく繁茂している空閑地の所有者に対して適切な管理を促す。

令和元年度決算
（2019）

3,357

6,326

510
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1 環境学習推進
環境学習室（エコひろば）管理運営委託料

環境教育支援実施小学校　　25校
里山サポーター育成講座等委託料

実施場所 館清掃事業所敷地内緑地ほか

2 水辺の楽校推進
八王子浅川水辺の楽校運営協議会負担金

1 再生可能エネルギーの普及
木質バイオマスボイラー保守点検等委託料
再生可能エネルギー利用機器等設置費補助金

啓発用足湯（ポカポカ足湯）
場所 北野工場敷地内

利用時間 毎週木～日曜日及び祝日（年末年始及び臨時メンテナンス時は休業）
午前10時30分～午後4時30分
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、利用時間を変更する場合あり

26,057
24,690

1,367

250
859

30,519 14,700 3,885

　市民や事業者の環境への意識を高めるため、北野余熱利用センター（あったかホール）内の環
境学習室を拠点に、身近な自然を通じた自然体験講座及び環境教育支援を実施する。また、市
有地における未利用の緑地を活かし、里山づくりを通じて里山保全活動に携わる人材を育成す
る。

予算

令和3年度
（2021） 27,978 12,600 5,609 9,769

令和2年度
（2020）

令和元年度決算
（2019）

28,310 13,900 5,102 9,308

10,943

11,934

対前年 △ 2,541 △ 2,100 1,724 △ 2,165

43 総合戦略 － 予算科目 4 1

事業費 国庫支出金 都支出金 市債

10
環境部環境政策課、資源循環部ごみ減量対策

課・北野清掃工場、水循環部水再生施設課

事 務 事 業 名 環境教育・学習の推進 説明書ページ 219

その他 一般財源

基本計画 6 施策番号

△ 3,185

事 務 事 業 名 再生可能エネルギーの普及 説明書ページ 219

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

令和3年度
（2021）

基本計画 6 施策番号 45 総合戦略 － 予算科目 4 1 10
環境部環境政策課、

資源循環部北野清掃工場

予算 17,828 3,700 14,128

対前年 △ 3,585 △ 400

9,000

14,243

　化石燃料に代わる再生可能エネルギーの普及を促進し、温室効果ガスの削減を図るため、太陽
光発電装置等を設置する費用の一部を補助する。また、市内公園等の剪定枝を燃料とした木質
バイオマスボイラーを利用した啓発用足湯の維持管理を行う。

令和元年度決算
（2019）

15,195 3,600 11,595

14,243 3,300

令和2年度
（2020）

4,936
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1 路上喫煙対策
喫煙マナー推進及び清掃業務委託料
屋外公衆喫煙所整備工事費

路上喫煙禁止地区 八王子・西八王子・高尾・南大沢駅周辺（乗降客5万人/日以上の駅）

1 物の堆積等による不良な生活環境の改善事業
物の堆積等に起因する不良な生活環境の改善に関する審議会委員報酬

（構成員：学識経験者、町会自治会連合会、社会福祉協議会、民生委員等）
排出支援用消耗品購入費
排出支援委託料

支援対象 住居等に物が堆積又は放置されることにより不良な生活環境を発生させて

いる居住者
支援内容 適切な保健・福祉制度の情報提供、堆積物の排出支援

事 務 事 業 名 生活環境の保全 説明書ページ 221

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

13,400

2,518

△ 678 63

事 務 事 業 名 物の堆積等による不良な生活環境の改善事業 説明書ページ 221

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 6 施策番号 49 総合戦略 － 予算科目 4 1 10 資源循環部ごみ減量対策課

予算

令和3年度
（2021） 2,518 2,233 285

令和2年度
（2020） 3,133 2,911 222

対前年 △ 615

2,233

180

87

令和元年度決算
（2019）

242 242

基本計画 6 施策番号 49 総合戦略 － 予算科目 4 1 10 環境部環境政策課

3,993

令和2年度
（2020） 23,205 19,100 4,105

対前年 △ 5,812 △ 5,700 △ 112

予算

令和3年度
（2021） 17,393

6,000

17,393
10,559

　「八王子市路上喫煙の防止に関する条例」に基づき、喫煙マナーの向上及び安全な歩行空間の
確保を図るとともに、路上喫煙禁止地区内では喫煙スポットを活用し、路上喫煙を防止するほか周
知啓発を行う。また、路上喫煙禁止地区指定外のうち、乗降客数の多い八王子みなみ野駅及び
京王堀之内駅では喫煙スペースを活用し、歩行喫煙やたばこのポイ捨て抑止を図る。

令和元年度決算
（2019）

55,667 50,810 4,857

　「八王子市住居等における物の堆積等に起因する不良な生活環境の改善に関する条例」に基
づき、地域の安全で快適な生活環境を確保するため、不良な生活環境の改善に向けた対策を実
施する。
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1 地域地球温暖化防止活動推進センター事業
地域地球温暖化防止活動推進センター業務委託料

2 中小事業者省エネ改修等推進事業
中小事業者省エネ改修等推進事業補助金

補助金額 市の定める環境マネジメントシステムを認証・取得している事業者
補助率　1/2　　　上限額　50万円

市の定める環境マネジメントシステムを認証・取得していない事業者
補助率　1/3　　　上限額　40万円

（新） 3 地球温暖化対策地域推進計画の改定
計画改定支援業務委託料

スケジュール
令和3年（2021年）5月～12月 国・都及び他自治体の情報収集、素案作成・市民意見の聴取
令和4年（2022年）3月 計画改定

＜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事業
省エネ家電推進事業

目的　市内における二酸化炭素排出量の削減と自宅での熱中症予防対策

【事業効果】
・ 地球温暖化防止に関する普及啓発

27,697 15,200 2,000 10,497

対前年 2,235 △ 900 0

基本計画 6 施策番号 45 総合戦略 － 予算科目 4 1 10 環境部環境政策課

事 務 事 業 名 （充）環境負荷の低減 説明書ページ 221

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） 29,932 14,300 2,000 13,632

令和2年度
（2020）

　市内における温室効果ガス排出量の削減を図り、地球温暖化対策を推進するため、市民・事業
者・地域地球温暖化防止活動推進センターと連携し、地球温暖化防止に関する普及啓発を行う。
また、中小事業者の事業活動における温室効果ガス排出量の削減を図るため、東京都の省エネ
ルギー診断に基づき設備や機器を改修する事業者に対し改修費を助成する。
　本年度は、国が2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロ（カーボンニュートラル）とする方針を
示したことを受け、「八王子市地球温暖化対策地域推進計画」（計画期間 令和2年度（2020年度）
から11年間）について、長期目標の設定を行う。

23,615
23,603

3,000
3,000

3,179
3,179

3,135

令和元年度決算
（2019）

28,777 16,400 1,308 11,069

≪参考≫省エネ行動を行った市民の推移 （単位　人）
令和元年度（2019） 令和2年度（2020） 令和3年度（2021）

「はちおうじ省エネ国」会員数 4,219 4,400（見込）
「はちエコポイント」登録者数 1,454 1,600（見込）

区分

※5,500（見込）

※　令和3年度（2021年度）から「はちおうじ省エネ国」と「はちエコポイント」の登録を統合

高齢者福祉課

子どものしあわせ課

事業費 補助内容

省エネ家電推進事業
補助

10,000
統一省エネラベル★4以上のエアコン購入に対する補助（購
入金額の1/4を補助（上限2万円））

区分

環境政策課

所管課

高齢者のみ世帯 2,000 省エネ家電推進事業補助に2万円を加算

子育て世帯 2,000 省エネ家電推進事業補助に2万円を加算

衛生費 108



1 ごみ指定収集袋（有料化）制度
指定収集袋購入費（ボランティア袋・おむつ袋含む）
指定収集袋取扱委託料

2 ごみ減量意識啓発
家庭用収集カレンダー作成委託料
視察受入ＰＲ動画作成業務委託料
ごみ・資源物の出し方変更啓発動画作成委託料

1 資源物分別収集等
収集運搬業務委託料

2 プラスチック資源化センター運転管理
施設設備・器具等修繕料
運転業務委託料

1,042

その他

　ごみの減量と資源化を推進するため、指定収集袋（有料化）制度を継続するとともに、市民・事業
者に対してイベントや講習会等を実施する。また、食品ロス削減に向けて、啓発活動や飲食店・小
売店業者への周知を行う。
　本年度は、令和4年度（2022年度）から変更となるごみと資源物の出し方や収集頻度の変更につ
いて周知する。さらに、資源循環技術協力による国際支援のため、海外からの視察受入のための
ＰＲを実施する。

277,269 437

令和3年度
（2021） 265,760 414 207 258,982 6,157

一般財源

予算

事業費 国庫支出金 都支出金 市債

予算科目 4 2 2
資源循環部ごみ減量対策課、ごみ総合相談セン
ター、戸吹・館清掃事業所、戸吹クリーンセンター

事 務 事 業 名 ごみ減量の推進 説明書ページ 223

基本計画 6 施策番号 46 総合戦略 －

令和2年度
（2020） 218 268,727 7,887

△ 1,730

令和元年度決算
（2019）

273,413 399 199 265,702 7,113

対前年 △ 11,509 △ 23 △ 11 △ 9,745

2 2
資源循環部ごみ減量対策課、ごみ総合相談セン
ター、戸吹・館清掃事業所、戸吹クリーンセンター

109,574
230,541

事 務 事 業 名 資源物の分別収集 説明書ページ 225

基本計画 6 施策番号 46 総合戦略 － 予算科目 4

1,500,071 222,800 21,300 812,288 443,683

一般財源

予算

令和3年度
（2021） 1,487,788 224,900 18,700 785,352 458,836

令和2年度
（2020）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他

15,153

令和元年度決算
（2019）

1,372,572 212,500 860,153 299,919

対前年 △ 12,283 2,100 △ 2,600 △ 26,936

174,499

236,996
29,871

86,647

30,628
15,543

1,250,789
1,121,523

　資源物の再使用・再利用を推進するため、戸別方式による分別収集を継続実施するとともに、プ
ラスチック資源化センターの運転管理を行う。また、障害者の雇用を促進するため、障害者の就労
を支援する特定非営利活動法人にプラスチック資源化センターの運転業務を委託する。

2,063
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1 ごみ等の収集運搬
可燃ごみ収集運搬委託料
不燃ごみ収集運搬委託料
粗大ごみ収集運搬委託料
粗大ごみ受付業務委託料
粗大ごみ処理券取扱等委託料

1 ごみ等焼却処理
清掃工場施設設備・器具等修繕料　
清掃工場運転管理業務委託料
焼却残渣運搬・資源化委託料

2 ごみ等破砕処理
資源物選別業務委託料
再商品・資源化委託料

3 多摩ニュータウン環境組合負担金

多摩ニュータウン環境組合負担金

1,841,856 2,299 661,179 1,178,378

一般財源

予算

令和3年度
（2021）

令和2年度
（2020）

事業費 国庫支出金

対前年 △ 29,085 0 284

事 務 事 業 名 ごみ等の収集運搬 説明書ページ 227

基本計画 6 施策番号 46 総合戦略 －

1,6596,200 694

都支出金

520,986

予算科目 4 2 3
資源循環部ごみ減量対策課、ごみ総合相

談センター、戸吹・館清掃事業所

240,448 1,201,084

一般財源

　生活環境の保全と公衆衛生の確保を図るため、一般家庭と事業所から排出される可燃・不燃ご
み及び粗大ごみの収集作業を行う。
　本年度は、令和4年度（2022年度）の新館清掃工場の稼働開始と北野清掃工場の休止に伴い、
市内全域の効率的な収集エリアの再編とごみ・資源物収集運搬委託を再構築するための準備を
行う。

97,704

　一般家庭と事業所から排出される可燃・不燃ごみを、戸吹清掃工場、北野清掃工場及び多摩
ニュータウン環境組合で適正かつ効率的に処理するほか、戸吹不燃物処理センターで手選別方
式による分別処理を行う。

395,870

523,821

1,038,247
266,059

事 務 事 業 名 ごみ等の焼却・破砕処理

6,200 241,142 1,202,743

令和2年度
（2020）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他

令和3年度
（2021） 1,450,085

1,441,532

令和元年度決算
（2019）

1,257,168

対前年 8,553

予算

216,328 1,040,840

1,812,771 2,299 661,463 1,149,009

2 3
資源循環部清掃施設整備課、戸吹ク

リーンセンター、北野清掃工場
基本計画 6 施策番号 46 総合戦略 － 予算科目 4

令和元年度決算
（2019）

1,823,544 1,857 817,311

1,450,085

250,703
162,973
47,982

△ 29,369

1,085,440
161,794
126,288
21,934
16,920

1,004,376

市債 その他

説明書ページ 227
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1 新館清掃工場の建設
新館清掃施設整備工事監理委託料（令和元～4年度（2019～2022年度）継続）

新館清掃施設整備工事費（令和元～4年度（2019～2022年度）継続）

＜施設概要＞
施設規模　160ｔ/日　（80ｔ/日×2炉）

【事業効果】

・ 安定的なごみの焼却処分による生活環境の保全と公衆衛生の確保

・ 高効率な熱エネルギー回収による発電電力の増強及び環境負荷の低減
≪参考≫環境負荷（CO₂）削減量：11,773ｔ

9,354,139

44,712

9,297,436

　安定した市内2清掃工場体制を構築するため、令和4年（2022年）10月の新館清掃工場稼働開
始に向けた整備・運営事業を行う。
　本年度は、焼却設備の設置及び煙突整備工事を実施する。

284,336

131,715
令和元年度決算

（2019）
1,977,040 425 400,000 1,444,900

対前年 7,031,542 2,965,506 191,400 3,590,300

2,322,597 226,156 290,000 1,597,200 209,241

一般財源

予算

令和3年度
（2021） 9,354,139 3,191,662 481,400 5,187,500 493,577

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 4 2 5 資源循環部清掃施設整備課

事 務 事 業 名 新館清掃工場の建設 説明書ページ 229

基本計画 6 施策番号 46 総合戦略 －

　スケジュール

工場名 令和元年度（2019） 令和2年度（2020） 令和3年度（2021） 令和4年度（2022）

新館清掃工場

北野清掃工場

環境事務所棟建設工事 工場棟建設工事
10月

稼働開始

休止

（稼動から29年）

　全体計画
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5～24年度

（2019）決算 （2020）予算 （2021）予算 （2022）計画 （2023～2042）計画
1,926,584 2,262,124 9,297,436 3,425,576 16,911,720

274,491 10,979,609 11,254,100

44,712 44,712 44,712 14,904 149,040
1,971,296 2,306,836 9,342,148 3,714,971 10,979,609 28,314,860

国庫支出金 425 226,156 3,191,662 1,371,331 4,789,574

都支出金 400,000 290,000 481,400 1,171,400
市　　　債 1,444,900 1,597,200 5,187,500 1,816,100 10,045,700
一般財源 125,971 193,480 481,586 527,540 10,979,609 12,308,186

工 事 監 理 費
計

財源
内訳

区　分 計

整　　備　　費

管理・運営費
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