
1 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）配備
ＡＥＤ借上料

事 務 事 業 名 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）配備 説明書ページ 209

基本計画 2 施策番号 16 総合戦略 －

その他

予算科目 4 1 1 医療保険部地域医療政策課

5,397

一般財源

予算

令和4年度
（2022） 8,626 8,626

令和3年度
（2021）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債

5,397

3,229

令和2年度決算
（2020）

869 869

対前年 3,229

　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94か所にＡＥＤを配備し、積極的な周知と適正な管理を
行う。

8,626
8,602

　市内ＡＥＤ配備状況 （単位　台）

区分
令和3年度（2021）
までの配備台数

令和4年度（2022）
配備台数

計

コンビニエンスストア 117 117
町会・自治会会館 38 56 94
消防団詰所 1 38 39

計 156 94 250
 ※　上記のほか、公共施設におけるＡＥＤ借上料（計335台）を各施設管理予算に計上

衛生費 96



1 予防接種
予防接種委託料

（新） 子宮頸がんワクチン予防接種（キャッチアップ接種）
対象者 平成9～17年度（1997～2005年度）生まれの女性
接種見込者数 約9,300人
期間 令和4～6年度（2022～2024年度）

（充） おたふくかぜワクチン
対象者 1歳及び小学校就学前1年間の方

接種見込者数 約6,600人
自己負担額 3,000/1回 → 0円

風しんワクチン
対象者 昭和37～53年度（1962～1978年度）生まれの男性
接種見込者数 約3,000人

2 高齢者予防接種
予防接種委託料

（充） 高齢者肺炎球菌ワクチン
対象者 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種対象者

接種見込者数 約9,600人
自己負担額 4,000 → 1,500円

【事業効果】
・ 接種率維持による感染症のまん延及び発病・重症化の防止
・ ワクチン接種の自己負担軽減による接種率の向上及び子育て世帯の負担軽減

事 務 事 業 名 （充）予防接種 説明書ページ 209

基本計画 2 施策番号 14 総合戦略 －

その他

予算科目 4 1 2 健康部健康政策課

1,021,590

一般財源

予算

令和4年度
（2022） 1,682,911 58 141,083 24,367 1,517,403

令和3年度
（2021）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債

1,150,885 38 107,042 22,215

対前年 532,026 20 34,041

令和2年度決算
（2020）

1,141,822 26 111,860

495,813

21,560 1,008,376

2,152

　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。
　本年度は、子宮頸がんワクチンについて、積極的な勧奨を差し控えている期間に定期接
種の対象であった方に対して、無償接種（キャッチアップ接種）を実施する。また、おた
ふくかぜワクチンについて、接種率の向上及び子育て世帯の負担軽減のため、接種に係る
自己負担額を無償化する。さらに、高齢者肺炎球菌ワクチンについて、接種率の向上のた
め、ワクチン接種に係る自己負担額を軽減する。

275,513

1,378,889

283,043

1,309,420
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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
土地借上料

施設維持管理負担金

2 新保健所の整備
初度調弁消耗品費
定期借地権設定契約保証金
遮光・遮熱フィルム施工等工事費
初度調弁備品購入費
初度調弁負担金

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

＜新保健所の整備　△2,231,845＞

新保健所整備工事負担金の皆減

【事業効果】
・ 市民の健康づくりの拠点となる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開所による保健衛生業務の充実
・ 新たな感染症に対応するための健康危機管理体制の強化

　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。
　本年度は、東京都立多摩産業交流センター（東京たま未来メッセ）及び合同庁舎との複
合施設として整備する新保健所に移転する。

6,747

6,550

5,148

6,717
6,314

53,000

206,025

180,340

105,500

132,500

172
388

663

48,029

△ 267,944

令和2年度決算
（2020）

541,360 101 19,189 503,000 25 19,045

対前年 △ 2,077,407 254 △ 5,100 △ 1,704,600 △ 100,017

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

一般財源

予算

令和4年度
（2022） 387,028 663 6,500 10 379,855

令和3年度
（2021）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他

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 211

基本計画 2 施策番号 15 総合戦略 －
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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
中央実験台等備品購入費

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
一般Ⅹ線画像解析装置等備品購入費
結核入院医療費

3 新型コロナウイルス感染症対策
保健所感染症保健指導員報酬等　2人
入院患者等移送費
入院医療費

4 新型コロナウイルス感染症対策保健所体制強化
新型コロナウイルス感染者対応業務委託料

【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
平成29年(2017年) 平成30年(2018年) 令和元年（2019年）令和2年（2020年）

12.3（13.3） 8.8（12.3） 　6.7（11.5） 　7.8（10.1）
　 ※（　　）内は全国値

131,912

1,968

　「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。また、感染症患者の入院医療費の公費負担を
行う。
　本年度は、新保健所への移転に伴い、実験室及びＸ線撮影室等を整備する。また、感染
が拡大した場合でも速やかに健康観察を行い、市民の生命を守る体制を構築するため、事
務の一部を委託する。

478,054

令和2年度決算
（2020）

618,475 97,944 335,415 183 184,933

対前年 861,296 347,891 33,555 1,796

194,560 85,592 7,562 2,733

－

その他

予算科目 4 1 3 健康部保健対策課

一般財源国庫支出金 都支出金 市債

基本計画 2 施策番号 15 総合戦略

事 務 事 業 名 （充）感染症対策 説明書ページ 211

98,673予算

令和4年度
（2022） 1,055,856 433,483 41,117 4,529 576,727

令和3年度
（2021）

事業費

573,735

289,988

9,937

4,945
1,980

105,679

23,560
11,537

2,071

60,221
861

9,938

（新）
289,988

65,000
415,000
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1 狂犬病予防・動物愛護
保健所生活衛生監視専門員報酬等　1人
会計年度任用職員（アシスタント職）報酬等
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
仮犬舎設置工事費

2 飼い主のいない猫（野良猫）対策
乳飲み猫用ミルク等購入費
不妊去勢手術助成金

1 精神保健対策

2 自殺対策の推進
自殺対策計画改定に係る基礎調査委託料 3,326

　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。
　本年度は、「八王子市自殺対策計画」の計画期間が令和5年度（2023年度）をもって満
了することから、新たな5か年の計画策定に向け、意識調査を実施する。

21,456

5,155

△ 3,831

令和2年度決算
（2020）

20,424 638 449 19,337

対前年 △ 4,121 △ 2,084 1,794

33,244 5,777 913 26,554

一般財源

予算

令和4年度
（2022） 29,123 3,693 2,707 22,723

令和3年度
（2021）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他

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 211

2,800

基本計画 2 施策番号 15 総合戦略 － 予算科目 4 1

4,551
3,675

11,715
4,950

4,809
1,634

  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
ティア団体にミルク等を支給する。

39,866
5,003

令和2年度決算
（2020）

26,578 15 3,891 17,715 4,957

対前年 10,604 0 △ 2,723 0

35,369 19 11,454 18,559 5,337

一般財源

予算

令和4年度
（2022） 45,973 19 8,731 18,559 18,664

令和3年度
（2021）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他

13,327

予算科目 4 1 3 健康部生活衛生課

事 務 事 業 名 狂犬病予防及び動物愛護・管理 説明書ページ 211

基本計画 2 施策番号 15 総合戦略 －

　スケジュール
令和4年度（2022） 令和5年度（2023） 令和6年度（2024）以降

意識調査 計画策定 計画期間
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1 食育の推進
国民健康栄養調査調査員報酬
市民食育イベント講師謝礼

食育啓発ポスター等印刷費
新保健所調理相談室工事費
新保健所実験台等備品購入費

28
132

6,413
1,052

　「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、市民食育イベントを開催するほ
か、「はちおうじ健康応援店」や企業、団体等と連携して、市民の健康を支える食環境整
備を行う。
　本年度は、新保健所への移転に伴い、栄養相談室を整備する。

10,740
1,068

令和2年度決算
（2020）

3,433 1,005 2,428

対前年 8,082 △ 502 36

2,658 2,249 201 208

一般財源

予算

令和4年度
（2022） 10,740 1,747 237 8,756

令和3年度
（2021）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他

8,548

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 説明書ページ 211

基本計画 2 施策番号 14 総合戦略 ①
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1 がん検診等
がん検診等委託料

（充） 乳がん検診受診率向上事業

（充） 歯と口腔・歯周病検診委託料
受診券の送付　　　　40・50・60 → 40・50・60・70歳

2 一般健康診査
健康診査委託料

【事業効果】
・ 乳がん検診長期間未受診者の受診率向上
・ 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
・ 早期治療による医療費の適正化

740,285

5,433

33,289
32,197

事 務 事 業 名 （充）健診・検診の推進 説明書ページ 213

基本計画 2 施策番号 14 総合戦略 －

その他

予算科目 4 1 4 医療保険部成人健診課

293,648

一般財源

予算

令和4年度
（2022） 861,368 15,626 525,928 319,814

令和3年度
（2021）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債

791,689 19,087 477,649 1,305

26,166

令和2年度決算
（2020）

796,956 15,327 631,588 4,445 145,596

対前年 69,679 △ 3,461 48,279 △ 1,305

808,515

　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、乳がん検診の長期間未受診者の受診率の向上を図るため、医療費適正化効果
額を踏まえ、民間事業者の創意工夫・ノウハウを活用した成果連動型委託契約による事業
を実施する。また、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。

　本年度予算計上のない債務負担行為の設定

特定財源

A B A－B 国庫支出金

乳がん検診受診
率向上事業業務
委託

成果連動型委託契約
による乳がん検診受
診率向上事業

10,000 10,000 5,000 5,000

令和4年度から
令和5年度まで
（2022年度から
2023年度まで）

期　　間

左の財源内訳

一般財源
事　　　　　項 事 業 内 容

金　　額
本年 度予
算計 上額

債 務 負 担
行為限度額

　スケジュール

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9・・・3

成果指標・支払表設定

対象者抽出

がん検診受診勧奨

成果測定

支払い

区　　分
令和4年度（2022） 令和5年度（2023）

がん検診受診率

成果に基づき支払い

個別勧奨

衛生費 102



1 妊婦健康診査等
妊婦健康診査委託料

2 特定不妊治療費等助成
特定不妊治療費助成金

制度の変遷
平成16年度（2004年度） 国事業開始（実施主体：都道府県・政令市・中核市）
平成24年度（2012年度） 八王子市単独で上乗せ助成開始（5万円）
平成26年度（2014年度） 東京都で上乗せ助成開始（5～10万円）
平成27年度（2015年度） 中核市移行（12.5～30万円）
令和元年度（2019年度） 所得制限緩和（730→905万円）
令和2年度（2020年度） 所得制限撤廃、助成金の一部変更（10～30万円）
令和4年度（2022年度） 保険適用開始

助成実績
期間 平成24～令和2年度（2012～2020年度）
延人数 5,103人
助成額 907,563千円

＜特定不妊治療費等助成　△166,370＞
特定不妊治療の保険適用に伴う特定不妊治療費助成金の減

【事業効果】

・ 安心して妊娠・出産・子育てができるまちの実現

・ 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
・ 特定不妊治療を行う夫婦の経済的負担の軽減

242,786
214,360

73,202
69,200

　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。
　本年度は、妊婦歯科健康診査の受診率向上を図るため、保健福祉センターでの集団健診
から、医療機関での個別健診へと実施方法を変更する。また、平成24年度（2012年度）か
ら実施している特定不妊治療費の助成について、保険適用開始に伴い、制度を終了する。
なお、移行期の治療計画に支障が生じないよう前年度に開始した治療について、経過措置
として助成金の対象とする。

事 務 事 業 名 （充）母子保健 説明書ページ 213～215

605,966予算

令和4年度
（2022） 792,612 148,706 134,712 7,520 501,674

令和3年度
（2021）

基本計画 2 施策番号 14 総合戦略 ①

その他

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

一般財源事業費 国庫支出金 都支出金 市債

963,496 215,002 135,768 6,760

△ 104,292

令和2年度決算
（2020）

797,247 143,111 135,822 6,906 511,408

対前年 △ 170,884 △ 66,296 △ 1,056 760

（充）妊婦歯科健診事業実施内容

区分 令和4年度（2022） 令和3年度（2021）以前

実施方法 個別に指定医療機関で受診 3保健福祉センターでの集団健診

受診者数 900人 193人（過去5年平均）
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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
災害薬事コーディネーター報酬

2 災害時緊急医療救護所設置
緊急医療救護所医療資材購入費
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

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

事 務 事 業 名 地域医療体制整備 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

予算

令和4年度
（2022） 914,403 3,752 220,922 8,546 681,183

令和3年度
（2021）

99,689

496,912

対前年 △ 13,569 3 △ 112,985 △ 276

927,972 3,749 333,907 8,822 581,494

令和2年度決算
（2020）

917,334 3,665 409,219 7,538

550,000

200,000

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 217

18,780

16,413

基本計画 4 施策番号 30 総合戦略 － 予算科目

813 813

一般財源

予算

令和4年度
（2022） 2,956 2,956

令和3年度
（2021）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他

2,143

令和2年度決算
（2020）

2,406 66 2,340

対前年 2,143

　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ととも
に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え、「地域医療体制支援拠点」に災害医療
コーディネーターが従事できる体制を整備する。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。

　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、医療口腔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に
対応するとともに、口腔機能の維持に関する知識の普及啓発や保育園、小・中学校におけ
る口腔保健指導等を行う。

81

2,635
2,297

227

321
240
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1 新型コロナウイルス感染症対策地域医療体制整備
ウェブセミナー等開催経費
新型コロナウイルスワクチン接種地域医療体制確保協力金

1 雨水浸透促進
雨水浸透施設等設置補助金

2 浅川の水辺活用
南浅川イベント実施業務委託料
イベント用蓄電池賃借料

3 水循環の保全推進
水辺の見護り制度支援用消耗品等購入費

5,700

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を図るため、医療、福祉、教育分野の関係
者を対象としたウェブセミナーや現場研修等を行う。また、新型コロナウイルスワクチン
接種について、在宅療養患者など集団接種会場での接種が困難な方に対し、八王子市医師
会と連携してきめ細かな対応を行う。

10,700
5,000

△ 3,789

令和2年度決算
（2020）

780,016 698,282 64,171 17,563

対前年 △ 8,277 △ 4,488

市債 その他

事 務 事 業 名 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 217

18,977 4,488 14,489

一般財源

予算

令和4年度
（2022） 10,700 10,700

令和3年度
（2021）

事業費 国庫支出金 都支出金

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

10 水循環部水環境整備課

事 務 事 業 名 水循環の保全 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

基本計画 6 施策番号 47 総合戦略 ④ 予算科目 4 1

予算

令和4年度
（2022） 11,790 2,760 548 8,482

令和3年度
（2021） 8,763 123 8,640

対前年 3,027 2,760 425 △ 158

令和2年度決算
（2020）

8,816 1,300 248 7,268

　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。
　本年度は、浅川の四季折々の魅力的な景観を活かしたイベントを試行実施し、人々が集
う拠点づくりに向けた課題を整理する。

6,848
5,440

3,104
1,500

264

1,290
724
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1 環境審議会運営　
環境審議会委員報酬

（構成員：学識経験者、事業者、町会・自治会等）

2 環境マネジメントシステム運営
外部監査員（環境専門家・市民）謝礼
職員研修講師謝礼

3 生物多様性地域戦略策定　
自然環境調査業務委託料

スケジュール

【事業効果】
・

・

（新）

生物多様性の視点を踏まえ、地域資源を活かした観光・産業振興、学校教育の活性化及
び地域防災力の強化

事 務 事 業 名 （充）環境保全活動の推進 説明書ページ 221

837予算

令和4年度
（2022） 7,681 4,750 2,931

令和3年度
（2021）

基本計画 6 施策番号 44 総合戦略 －

その他

予算科目 4 1 10 環境部環境政策課

一般財源事業費 国庫支出金 都支出金 市債

837

2,094

令和2年度決算
（2020）

118 118

対前年 6,844 4,750

1,050

　「第2次八王子市環境基本計画」に掲げる基本目標や施策の実現のため、学識経験者等
で構成する環境審議会において、調査審議を行う。また、市の事務事業における環境負荷
の低減のため、市民による外部評価制度を取り入れた環境マネジメントシステム（Ｈ-Ｅ
ＭＳ）を運用する。
　本年度は、生物多様性の保全とその持続可能な利用に関する方策を示し、市民、事業
者、行政が一体となって様々な取組を促進するため、生物多様性地域戦略の策定に着手す
る。

864

6,451
4,451

本市独自の環境マネジメントシステム（Ｈ-ＥＭＳ）に取り組むことによる環境に配慮
した自治体運営

27

180
135

令和4年度（2022） 令和5年度（2023） 令和6年度（2024）以降

自然環境調査 計画策定 計画期間
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1 害虫等駆除・空閑地雑草対策
スズメバチ等の巣駆除用消耗品購入費
スズメバチの巣駆除委託料
クビアカツヤカミキリ防除及び被害樹木処分委託料

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

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・中学校　　25校

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

3,000
871

703
532
171

　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。

4,528
425

令和2年度決算
（2020）

2,685 2,685

対前年 1,940 254

3,291 226 3,065

一般財源

予算

令和4年度
（2022） 5,231 480 4,751

令和3年度
（2021）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他

1,686

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 221～223

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、資源循環部ごみ減量対策
課・北野清掃工場、水循環部水環境整備課

事 務 事 業 名 環境教育・学習の推進 説明書ページ 223

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 43 総合戦略 － 予算科目 4 1

予算

令和4年度
（2022） 25,381 12,800 4,119 8,462

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

対前年 △ 2,597 200 △ 1,490 △ 1,307

令和2年度決算
（2020）

29,385 14,000 4,104 11,281

23,889
23,889

770
250

　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。
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1 再生可能エネルギーの普及
啓発用足湯運転管理委託料
再生可能エネルギー利用機器等設置費補助金

【事業効果】
・ 再生可能エネルギーの普及
≪参考≫ 市内に設置された太陽光発電装置の発電容量目標値 

平成26年度（2014年度）～令和5年度（2023年度）までに65ＭＷ 
（令和2年度（2020年度）末時点発電容量 53ＭＷ） 

・  再生可能エネルギーの普及による温室効果ガスの削減

39,000

　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、太陽光発電システム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。
　本年度は、ゼロカーボンシティ宣言にあわせ、再生可能エネルギーの更なる普及促進を
図るため、太陽光発電システム等の設置費用に対する補助を充実する。

44,569
2,388

22,426

令和2年度決算
（2020）

12,634 2,200 10,434

対前年 30,326 7,900

14,243 3,300 10,943

一般財源

予算

令和4年度
（2022） 44,569 11,200 33,369

令和3年度
（2021）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他

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

事 務 事 業 名 （充）再生可能エネルギーの普及 説明書ページ 223

基本計画 6 施策番号 45 総合戦略 －

　再生可能エネルギー利用機器等設置費補助金
補助額 予算額

太陽光発電システム、太陽熱利用システム、木
質ペレットストーブ及びリチウムイオン蓄電池
システム等を設置する市民・事業者への補助

太陽光発電システム
　2万円/1ＫＷ（上限10万円）
太陽熱利用システム
　自然循環式5万円、強制循環式10万円
木質ペレットストーブ
　補助対象経費の1/2（上限10万円）
蓄電池システム
　1万円/1ＫＷＨ（上限5万円）

12,000

（新）
既存住宅において初期費用ゼロでの太陽光発電
システムを導入した市民への補助

太陽光発電システム
　2万円/1ＫＷ（上限10万円）

10,000

（新）
中規模（50ＫＷ以上）の太陽光発電システムの
設置及び蓄電池システム（20ＫＷＨ以上）を設
置した事業者への補助

120万円（定額） 12,000

（新）

急速充電器（20ＫＷ以上）の設置にあたり、太
陽光発電システム（25ＫＷ以上）の設置及び蓄
電池システム（20ＫＷＨ以上）を設置した商業
施設への補助

100万円（定額） 5,000

補助内容
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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

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

　「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。

11,085
10,191

△ 108

令和2年度決算
（2020）

11,026 7,700 3,326

対前年 △ 6,308 △ 6,200

17,393 13,400 3,993

一般財源

予算

令和4年度
（2022） 11,085 7,200 3,885

令和3年度
（2021）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他

1 10 環境部環境政策課

事 務 事 業 名 生活環境の保全 説明書ページ 225

基本計画 6 施策番号 49 総合戦略 － 予算科目 4

10 資源循環部ごみ減量対策課

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 225

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

予算

令和4年度
（2022） 1,479 1,212 267

令和3年度
（2021） 2,518 2,233 285

対前年 △ 1,039 △ 1,021 △ 18

令和2年度決算
（2020）

108 108

1,479

180

69
1,212

　「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 地球温暖化防止普及啓発
ラッピングバス運行委託料
子ども向け動画制作委託料

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

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

4 省エネ家電推進事業
省エネ家電推進事業補助金

5 暑さ対策推進事業
暑さ対策推進事業補助金

補助内容 暑さ対策のため、日よけ（シェード）を設置する市民に対する補助金

補助率 補助対象経費の1/4（上限25千円）

ゼロカーボンシティ宣言

2050年までに市内の二酸化炭素排出を実質ゼロとする方針を示した宣言

八王子市地球温暖化対策地域推進計画
改定 令和5年（2023年）3月　
計画期間 令和5～12年度（2023～2030年度）

【事業効果】
・ 地球温暖化防止に関する普及啓発
・ 二酸化炭素排出量の削減

(新）

(新）

　地球温暖化対策を推進するため、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て改修費を補助する。
　本年度は、ゼロカーボンシティ宣言を周知するとともに、国の目標改定に対応するた
め、「八王子市地球温暖化対策地域推進計画」を改定するほか、省エネ性能が高いエアコ
ン等の購入費用の一部を補助する。

2,500

2,964

6,000

12,628

3,026

3,774

6,000

12,628

3,000

8,751

3,000

事 務 事 業 名 （充）環境負荷の低減 説明書ページ 225

基本計画 6 施策番号 45 総合戦略 －

その他

予算科目 4 1 10 環境部環境政策課

13,632

一般財源

予算

令和4年度
（2022） 58,157 15,200 12,442 30,515

令和3年度
（2021）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債

29,932 14,300 2,000

対前年 28,225 900

令和2年度決算
（2020）

25,483 16,000

16,883

1,484 7,999

10,442

(充）

≪参考≫
　二酸化炭素排出量の目標値 （単位　千ｔ-ＣＯ₂）
平成25年度（2013） 令和12年度（2030） 令和32年度（2050）

（基準年度） （46％減） （80～90％減）
2,399 1,295 240～480 ※　

※　みどりの保全等による二酸化炭素の吸収源対策により、排出量
　　を実質ゼロとする
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1 ごみ処理基本計画の見直し
計画策定支援業務委託料
（令和4・5年度（2022・2023年度）継続）

2 清掃施設整備計画
施設整備構想・計画策定支援業務委託料
（令和4・5年度（2022・2023年度）継続）

計画に基づいたこれまでの主な取組・成果
平成16年（2004年） 家庭系ごみの有料化、戸別収集
平成22年（2010年） プラスチックの資源化拡大、資源物の戸別収集
平成27年（2015年） ごみ持込手数料の改定

戸吹不燃物処理センターでの手選別ラインの導入

平成29～令和元年度 市民1人あたりのごみ排出量の少なさ3年連続全国1位
（2017～2019年度） ※人口50万人以上の都市

平成30年度（2018年度） 埋立処分量ゼロ達成

ごみ処理基本計画

【事業効果】
・ 中長期的な推計（人口・ごみ排出量）に基づく安定したごみ処理体制の確保
・ 将来見込みに基づいた清掃施設の規模及び設備の最適化

5,896
5,896

7,027
7,019

　一般廃棄物処理に係る長期的・総合的な視点からごみ処理に関する基本的な方向性、目
標、施策を取りまとめた計画

　人口減少・高齢化社会を見据えるとともに、プラスチック資源化促進や食品ロス対策推
進などのごみ処理を取り巻く環境の変化に対応するため、ごみ処理基本計画を改定する。
また、本年10月の新館清掃工場稼働開始、北野清掃工場停止を受け、今後の清掃施設体制
を確立するため、清掃施設整備計画を策定する。

令和2年度決算
（2020）

0

予算

令和4年度
（2022） 12,923 12,923

令和3年度
（2021） 0

対前年 12,923 12,923

1
資源循環部ごみ減量対策課・

清掃施設整備課

事 務 事 業 名 （新）ごみ処理基本計画 説明書ページ 227

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 46 総合戦略 － 予算科目 4 2

スケジュール

構想

計画

清
掃
施
設
整
備

区分

ごみ処理基本計画

令和5年度（2023）令和4年度（2022）

基礎調査・計画概要・骨子作成

検討・策定 反映

基礎調査・課題整理・骨子作成

パブリックコメント実施・

環境審議会での意見聴取
改
定

策
定

パブリックコメント実施・

環境審議会での意見聴取
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1 ごみ指定収集袋制度
指定収集袋購入費
指定収集袋取扱委託料

2 ごみ減量意識啓発
啓発用チラシ等印刷費
小学生作成ポスター掲出業務委託料
家庭用収集カレンダー作成委託料
家庭用収集カレンダー配布委託料

（新）3 食品ロス削減推進事業
啓発用チラシ印刷費
フードシェアリングサービスシステム使用料

フードシェアリング

【事業効果】
・

・ フードシェアリングサービスの実施による食品ロスの削減（削減見込量8トン/年）

　食べられないまま廃棄される食品を減らすため、余った食材や売れ残りそうな食品を消
費者の需要とマッチングさせることにより食品ロスの発生を減らす仕組み

市民、事業者との協働によるごみ減量・分別の取組み推進
　市民1人あたりのごみ排出量の少なさ3年連続全国1位　※人口50万人以上の都市
　（平成29～令和元年度（2017～2019年度））

1,838
2,486

基本計画 6 施策番号 46 総合戦略

事 務 事 業 名 （充）ごみ減量の推進 説明書ページ

258,982

対前年 41,816 △ 34 1,039 40,308

予算

令和4年度
（2022） 299,290

令和2年度決算
（2020）

266,349 410 205

218
1,276

89,288

7,869

　ごみの減量と資源化を推進するため、指定収集袋制度を運用するとともに、市民・事業
者に対する啓発イベントや講習会等を実施する。
　本年度は、ゼロカーボンシティ宣言にあわせ、食料品販売店や飲食店などから発生する
食品ロスを削減するため、フードシェアリングサービスを実施するほか、おむつ専用袋及
びボランティア袋について、バイオマス素材を配合した指定収集袋を購入する。

31,723

14,111

1,515

146,594
269,981

260,511

227

－ 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

6,660

その他 一般財源

5,223

503

6,157
令和3年度
（2021）

事業費 国庫支出金 都支出金 市債

265,760 414 207

307,576 380 1,246
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1 資源物分別収集等
容器包装プラスチック等分別収集経費

資源物収集運搬業務委託料
（新）木の枝資源化委託料

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
資源物選別等業務委託料

障害者の就労を支援するＮＰＯ法人に委託し、障害者雇用を促進する。

3 資源集団回収補助
資源集団回収補助金

分別収集等の内訳

【事業効果】
・ 各種資源物の戸別収集の継続実施による資源化の推進
・ 木の枝資源化による可燃ごみの減量と資源化

資源化見込量686トン/年（収集631トン、持込55トン）

51,719

247,818

51,719

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 （充）資源物の分別収集 説明書ページ 227～229

－ 予算科目 4 2 2基本計画 6 施策番号 46 総合戦略

224,900 18,700 785,352 458,836

対前年 177,203 44,300 △ 6,300 61,392 77,811

その他 一般財源事業費 国庫支出金 都支出金 市債

838,675 401,777
令和2年度決算

（2020）
1,475,859 1,107 215,300 19,000

予算

令和4年度
（2022） 1,664,991 269,200 12,400 846,744 536,647

令和3年度
（2021） 1,487,788

1,365,451

1,156,716

174,980

15,092

　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、地域における資源化の取組
を推進するため、資源集団回収を行う各種団体に対して助成を行う。
　本年度は、これまでモデル事業として実施していた木の枝資源化事業を市内全域で本格
実施する。

37,425

112,262

収集等 選別 資源化 補助金 その他

新聞 1,254 t 53,480 53,480

ダンボール・紙パック 5,857 167,640 167,640

雑誌・雑紙 8,580 226,746 226,621 125

空きびん 4,044 273,058 197,822 69,531 3,010 2,695

空き缶 1,540 165,875 164,274 1,601

古布 2,819 118,693 118,655 38

ペットボトル 2,085 228,282 228,224 58

容器包装プラスチック 6,433 115,292 112,262 3,030

木の枝 686 16,385 15,092 1,293

資源集団回収補助 6,557 51,719 51,719

計 39,855 1,417,170 1,268,978 69,531 21,132 51,719 5,810

区分 事業費収集量
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1 生ごみ資源化普及事業
生ごみ資源化普及事業業務委託料

生ごみたい肥化に関する講習会 34回
ダンボールコンポスト校内活用事業　小学校3校

2 家庭用生ごみ減量化処理機器等購入費補助
生ごみ減量化処理機器等購入費補助金

（新）3 生ごみ資源化モデル事業
生ごみ回収用消耗品費
収集業務委託料

生ごみ資源化モデル事業のスケジュール

【事業効果】
・
・
・ 生ごみの減量・資源化による可燃ごみの減量・資源化（削減見込量13トン/年）

市民の生ごみの減量・資源化に対する意識の向上
小学生に対する環境教育の推進

5,802
5,514

2,500
2,500

4,373
1,939
2,079

　生ごみの減量・資源化の普及啓発を図るため、生ごみたい肥化に関する講習会を開催す
るとともに、家庭用生ごみ減量化処理機器等の購入費の一部を補助する。
　本年度は、家庭系可燃ごみの約4割を占める生ごみの減量・資源化を図るため、モデル
地域を設定して家庭から排出される生ごみの収集を行い、市内民間施設を活用した資源化
モデル事業を実施する。

1,902

予算

令和4年度
（2022） 13,693 7,419

令和2年度決算
（2020）

9,501 7,599

6,274

令和3年度
（2021） 9,276 7,375 1,901

対前年 4,417 44 4,373

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 46 総合戦略 － 予算科目 4 2 2
資源循環部ごみ減量対策課・

戸吹清掃事業所

事 務 事 業 名 （充）生ごみ減量・資源化推進 説明書ページ 229～231

令和4年度（2022） 令和5年度（2023） 令和6年度（2024） 令和7年度（2025）以降

モデル地域

選定
モデル収集・事業検証 本格実施
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1 可燃ごみ収集運搬
可燃ごみ収集運搬業務委託料

2 不燃ごみ収集運搬
不燃ごみ収集運搬業務委託料

3 粗大ごみ収集運搬
粗大ごみ収集運搬業務委託料

（新）コールセンター業務委託料
コールセンターによる収集申込受付　

令和4年（2022年）4月開始
（充）粗大ごみ処理手数料オンライン決済業務委託料

処理手数料オンライン決済　
令和4年（2022年）10月開始

粗大ごみ処理券取扱等委託料

【事業効果】
・ 生活環境の保全と公衆衛生の確保
・
・ 粗大ごみ処理手数料のオンライン決済導入による市民の利便性の向上

粗大ごみ収集受付のコールセンター化による効果・効率的な業務の実施

1,704

10,146

184,698

141,161

55,304

280,088

141,689

906,481
906,481

　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、粗大ごみ収集において、コールセンターによる収集申込受付及び処理手数料
のオンライン決済を開始する。

令和2年度決算
（2020）

1,441,778 233,992 1,207,786

予算

令和4年度
（2022） 1,333,734 4,117 259,587 1,070,030

令和3年度
（2021） 1,450,085 6,200 241,142 1,202,743

対前年 △ 116,351 4,117 △ 6,200 18,445 △ 132,713

231

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 46 総合戦略 － 予算科目 4 2

（充）ごみ等の収集運搬 説明書ページ

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

事 務 事 業 名
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1 ごみ等の焼却処理
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
自動クレーン制御装置更新工事費

2 ごみ等選別処理
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

628,036

48,254
161,221

1,379,965
215,380

　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、館清掃工場、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。

1,149,009

対前年 148,637 △ 435 23,600 33,290 92,182

令和2年度決算
（2020）

1,800,803 1,858 602,873 1,196,072

ごみ等の焼却・選別処理 説明書ページ

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他

1,961,408 1,864 23,600 694,753

1,812,771 2,299

基本計画 6 施策番号 46 総合戦略 － 予算科目 4 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

事 務 事 業 名 231

一般財源

予算

令和4年度
（2022） 1,241,191

令和3年度
（2021） 661,463

31,598

336,944
335,181

244,449
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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）

稼働開始　令和4年（2022年）10月
施設規模　160トン/日（80トン/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：11,773トン

　安定した市内2工場体制を構築するため、新館清掃工場の整備・運営事業を実施する。
　本年度は、整備事業を完了し、10月から工場の稼働を開始する。

令和2年度決算
（2020）

2,319,562 226,156 300,000 1,717,200 76,206

229,200

247,023
14,904

予算

令和4年度
（2022） 247,023 1,845 49,251 171,900 24,027

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

対前年 △ 9,107,116 △ 3,189,817 △ 432,149 △ 5,015,600 △ 469,550

事 務 事 業 名 新館清掃工場の建設 説明書ページ 233

事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

5 資源循環部清掃施設整備課基本計画 6 施策番号 46 総合戦略 － 予算科目 4 2

　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

戸吹清掃工場

環境事務所棟建設工事 工場棟建設工事 10月

稼働開始

停止

稼動から29年

令和15年（2033）まで

稼働予定

　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）決算 （2021）予算 （2022）予算（2023～2042）計画

1,926,584 2,262,124 9,297,436 229,200
<3,196,376>

274,929 10,979,609 11,254,538
44,712 44,712 44,712 14,904 149,040

1,971,296 2,306,836 9,342,148 519,033 10,979,609
<3,196,376>

425 226,156 3,191,662 1,845
<1,369,486>

400,000 300,000 481,400 49,251

1,444,900 1,717,200 5,017,700 171,900
<1,826,800>

125,971 63,480 651,386 296,037 10,979,609
<90>

　※1　<　>は、令和3年度（2021年度）2月補正予算に前倒しして実施（外数）
　※2　令和3年度（2021年度）2月補正予算での財源更正（△169,800千円）を含む。
　※3　令和4年度（2022年度）の管理・運営費は、衛生費116ページに計上

16,911,720

12,116,573

10,178,500

1,230,651

4,789,574

28,315,298

管理・運営費
工事監理費

整備費

計

財源
内訳

国庫支出金

都支出金

市債

一般財源

区　分 計

※1

※2

※3
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