
 

  

 

 

 

午後２時００分～ 

会 場  第６委員会室 

 

市長記者会見資料 

 

 

 

１ 八王子版ネウボラの充実 
～今年度から始まった新たな取組 

 

 

 

２「オリンピック自転車競技（ロード）」テストイベント＆ 

「ＩＦＳＣクライミング世界選手権２０１９八王子」 

などを盛り上げる取組 

 

 

 

３ 八王子の観光とＭＩＣＥ誘致を推進する機能の拡充 
～八王子観光コンベンション協会と新産業開発・交流センターが移転 

 

 

 

４ 北島三郎氏を名誉観光大使・北山たけし氏を観光大使に 
～八王子花火大会会場で委嘱式を開催 

令和元年（２０１９年）７月１９日（金） 



 

いい 
 

八王子版ネウボラの充実 

今年度から始まった新たな取組 

 
本市は「子育てしやすいまちナンバーワン」を目指して、平成２８年から八王子版 

ネウボラ事業を始めている。ネウボラとはフィンランド語で「アドバイスの場」の意味。

これまでも、「妊婦面談」「育児パッケージの配付」「子育てほっとライン」などの取組

を行ってきたが、今年度は次の事業をスタートし、出産から子育てまで切れ目のない支

援を充実させる。 

１ 新生児聴覚検査費用の助成 

４月から、聴覚障害の早期発見・早期治療を図るため、市内に住所を有する保護

者の子（生後５０日以内）を対象に、医療機関で実施する聴覚検査の受診券を交付

し、費用の助成を始めた。（上限３，０００円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 視機能簡易検査の導入 

７月の３歳児健診から、視機能簡易検査を導入した。健診で視機能検査機器（携

帯型スクリーナー）を使って、視機能の発達を確認し、必要に応じて適切な医療へ

つなげるもの。 
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＜従来の検査方法＞ 

・事前郵送で絵指標検査セットを同封→家庭で

検査実施 

・（家庭での検査で異常があった場合、うまく

検査ができなかった場合）健診会場で再検査 

→異常がある場合は眼科医への紹介状を渡

して受診を勧奨 

 ＜簡易検査導入後＞ 

（従来の検査方法に加えて） 

・３歳児健診会場で、受診者全員を検査 

・要精密と判定された場合、眼科への紹介状を

発行して受診を勧奨 
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▲新生児聴覚検査受診率の推移 



 

３ エジンバラ産後うつ病 質問票の導入 

７月のあかちゃん訪問から、産後のメンタルヘルスを客観的に評価する指標とな

る「エジンバラ産後うつ病 質問票」を導入している。要支援状態にある母子を早期

に、的確に把握するとともに、安心して子育てができるよう適切な支援を行う。 

 

＜産後うつとは＞ 

子どもを産んだばかりの母親に現れるうつ病。日常の生活で興味や喜びがなくな

ったり、食欲低下または増加、不眠または睡眠過多がみられる。また、疲れやす

く、気力や思考力、集中力が減退する。１０～２０％の頻度で生じ、重症化した

場合、母親の自殺や、子どもへの虐待などのリスクにつながることもある。 

＜エジンバラ産後うつ病 質問票とは＞ 

産後うつ病のスクリーニング票としてイギリスで開発された質問票。母親が１０

個の質問に回答することで、産後うつのリスク判定に役立てることができる。 

 

４ 八王子版母子健康手帳の作成 

妊娠・出産・子育てを通じて活用できる、新しい母子健康手帳の配付を７月から

始めた。八王子市オリジナルページを追加するなど内容を充実し、子育ての悩みや、

救急診療の問い合わせ先、７歳から１８歳までの成長と健康の記録欄などについて

も掲載している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜問い合わせ＞ 医療保険部大横保健福祉センター館長 鳥越 

電話０４２－６２５－９１２９  

▲新しい母子健康手帳に追加されたページ例 



 

八王子版ネウボラの充実 
 

参考 

妊娠前 妊娠期 出産 産後 子育て期 

妊娠に関す

る相談 

パパママ 

クラス 

ハローベビーサポート 

（産前・産後サポート事業） 

乳幼児健診 

等 

不妊相談 妊婦健診 赤ちゃん訪問 予防接種 

保育園・一時保育・ 

ショートステイ・ 

子育て広場・児童館・ 

学童保育所 等 

八王子版ネウボラスタート 

妊婦面談 

はちベビギフト 

子育てほっとライン 

乳幼児手帳配付・マイファイル事業 

産後ケア 

（訪問型） 

【新】新生児 

聴覚検査助成 

【新】エジンバラ 

産後うつ病 質問

票 

【新】視機能 

簡易検査 

【新】母子健康手帳 配付（～18歳まで記録可能） 

平成 28 

年度 

平成 29 

年度 

平成 30 

年度 

平成 31 

年度 



 

「オリンピック自転車競技（ロード）」テストイベント 

＆ 

「ＩＦＳＣクライミング世界選手権２０１９八王子」など 

を盛り上げる取組 
 

本市で開催される２つの大きな大会、「東京２０２０オリンピック自転車競技ロード

レース」のテストイベントと「ＩＦＳＣクライミング世界選手権２０１９八王子」の成

功を支えるため、オール八王子で大会を盛り上げる。 

また、クライミング世界選手権開催に合わせて、アメリカ合衆国のスポーツクライミ

ング代表チームの東京２０２０オリンピック競技大会に向けた強化合宿を受け入れ、ホ

ストタウン事業として市民と選手の交流を行う。 

 

１ 「ＲＥＡＤＹ ＳＴＥＡＤＹ ＴＯＫＹＯ－自転車競技（ロード）」の開催 

来年の自転車競技ロードレースと同様のコースでテスト 

イベントが開催されるにあたり、市民とともに競技運営を 

支え、大会を盛り上げる。 

（１）日  程 ７月２１日（日）正午～午後５時１５分 

八王子市内の通過は、午後１時頃 

（２）概  要 

ア 国内外のナショナルチーム等２０チーム 参加選手１００名程度 

イ 八王子エリアの距離 約５．１km（コース総距離約１８９km）  

ウ スタート：武蔵野の森公園  ゴール：富士スピードウェイ 

（３）市民との連携  大会を盛り上げる市民力の発揮 

ア コースサポーター１１７名（公募）が、コース沿道で競技運営をサポートする。 

イ 南大沢地区では、青少年対策地区委員会や小学校学校運営協議会、放課後子ど

も教室等が連携し、コース沿道の清掃や大会当日に沿道で応援するなど、大会

の盛り上げに取組んでいる。 

（４）そ の 他 

都内の通過自治体８市（府中市、調布市、三鷹市、小金井市、稲城

市、多摩市、八王子市、町田市）で、大会の機運醸成と多摩地域の振

興につなげるため、競技やコースの魅力などを紹介するＰＲ映像を制

作し、市ホームページで公開。今後、機運醸成イベント等で活用して

いく。 
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▲八王子市内を通るコース図 

 

「ＰＲ映像」の 

二次元コード 



２ 「ＩＦＳＣクライミング世界選手権２０１９八王子」の開催 

本市が日本初の大会開催地となり、国内外から多くの来訪者が見込まれることか

ら、本市の魅力を世界に伝える取組を実施する。 

（１）日   程 ８月１１日（日）～２１日（水）１１日間 

（２）会   場 エスフォルタアリーナ八王子（狭間町１４５３－１） 

（３）選 手 数 ３９か国 延べ６６４人 

（４）主 な 取 組 

ア 「八王子」「クライミング」「日本らしさ」をイメージしたデザインによる 

「手染めの風呂敷」を選手にプレゼント 

イ 同デザインの「扇子」を大会来場者にプレゼント 

ウ 「バルベリー八王子（食のイベント）」の開催 

八王子駅周辺の飲食店（５５店舗）との協働により、複数の店舗を食べ歩き

できるお得なチケットを販売。また、選手にはチケットをプレゼント 

エ 日本文化の体験 

大会会場内に浴衣の着付けコーナーを設け、選手たちが日本の夏の文化を堪

能（協力 山野美容芸術短期大学） 

オ  医療体制の整備 

来場者や選手に対する緊急時対応として、会場内に医師及び看護師が常駐 

（協力 東京医科大学八王子医療センター） 

 

３ アメリカ合衆国スポーツクライミング代表選手との交流事業 

アメリカ合衆国のホストタウンとして、強化合宿を受け入れ、期間中に市民と選

手との交流事業を行う。 

（１）小学校訪問 

ア 日  時 ８月３日（土） 午前１０時～午後１時 

イ 場  所 市立第五小学校（千人町３－７－７） 

ウ 内  容 体育館のクライミングウォールを使用して交流 

選手と児童が一緒に給食を味わいながら懇親 

（２）八王子まつりへの参加 

ア 日  時 ８月３日（土）及び４日（日） 午後５時～７時頃 

イ 内  容 山車巡行等への参加 

（３）ボルダリング教室の開催 

ア 日  時 ８月５日（月）初心者向けは午後１時～２時 

経験者向けは午後２時３０分～３時３０分 

イ 場  所 クライミングジム バーチ（散田町３－１７－１１） 

ウ 対  象 市内在住・在学の小・中学生 ３０名（募集終了） 

 

＜問い合わせ＞ オリンピック・パラリンピック推進室総務担当主幹 坂口 

電話０４２－６２０－７４８５ 



 

 

 

八王子の観光とＭＩＣＥ誘致を推進する機能の拡充 

八王子観光コンベンション協会と新産業開発・交流センターが移転 

 

 

八王子市の多彩な資源を活用した観光振興とＭＩＣＥ誘致推進に、より一層取り組む

ために「八王子観光コンベンション協会」（八王子観光協会を平成２９年４月に改組）

を、セレオ八王子北館（八王子駅ビル）内に移転する。 

同協会を市民や来街者にとって利便性の高い駅ビル内に移転することで、立地を活か

した情報発信機能を拡充するほか、市内企業の相談及び技術の情報発信を行ってきた

「新産業開発・交流センター」も同時に同協会の事務所隣に移転し、引き続き、産業界

へのＭＩＣＥ戦略を展開する。 

 

１ 八王子観光コンベンション協会の移転 

（１）移 転 先 セレオ八王子北館９階（旭町１－１）（移転前 旭町１０－２ＴＣビル５階） 

（２）営業時間 午前１０時～午後６時（変更前 午前８時３０分～午後５時１５分） 

（３）移転時期 ８月１日（木） 

（４）移転により拡充する機能 

内  容 移転後（８月１日～） 移転前 拡充した点 

情報発信の拡充 

営業日：平日及び土日・祝日 

（但し、年末年始及び駅ビル 

休館日を除く。） 

営業日：平日のみ 
土日・祝日まで 

拡大 

情報発信の一環でＰＲ動画を 

発信 
 新規 

案内所機能を追加 午前１０時～午後６時  新規 

 

（５）その他 八王子駅南口総合事務所内の「観光・まちなか案内所」は観光情報パン 

フレットコーナーを残し、インフォメーション機能を新事務所に移す。 

これにより市内の観光案内施設は、４箇所（無人の施設を含む。）となる。 

【このほかの案内施設 八王子インフォメーションセンター（ＪＲ八王子 

駅北口）、高尾山口観光案内所（京王高尾山口駅駅舎内）】 

（６）今年度のＭＩＣＥ開催状況 

ア 開催済み ６月 第４３回産業考古学会総会 会場 学園都市センター 

第５５回日本交通科学学会総会・学術講演会 

会場 学園都市センター 

令和元年（２０１９年）７月１９日 市長発表資料③ 



イ 開催予定 ８月 ＩＦＳＣクライミング世界選手権２０１９八王子 

会場 エスフォルタアリーナ八王子 

９月 第７１回日本小児神経学会関東地方会 

会場 南大沢文化会館 

１１月 全日本剣道連盟剣道六・七・八段審査会 

会場 エスフォルタアリーナ八王子 

 

２ 「新産業開発・交流センター」の移転 

（１）移 転 先 セレオ八王子北館９階（旭町１－１） 

（移転前 八王子観光コンベンション協会と同じ旭町１０－２ＴＣビル５階） 

（２）営業時間 午前１０時～午後７時 ※変更なし 

（３）営 業 日 月曜日～金曜日（但し、休祝日を除く。） ※変更なし 

（４）移転時期 ８月１日（木） 

 

 

 

＜問い合わせ＞  

（観光について）  産業振興部観光課長   白石 電話０４２－６２０－７３７８ 

（ＭＩＣＥについて）産業振興部産業政策課長 丸山 電話０４２－６２０－７２５２ 

（新産業開発・交流センターについて） 

産業振興部企業支援課長 山岸 電話０４２－６２０－７３７９ 



 
 

北島三郎氏を名誉観光大使・北山たけし氏を観光大使に 

八王子花火大会会場で委嘱式を開催 

 
八王子観光大使運営協議会は、八王子の魅力を広く紹介し、PR していただく「八王

子観光大使」として平成１５年から活躍している北島三郎さんを「八王子名誉観光大使」

に、北山たけしさんを新たに「八王子観光大使」に決定し、八王子花火大会の会場で委

嘱式を開催する。 

 

１ 日  時 令和元年７月２７日（土） 午後６時３０分～（約２０分程度） 

２ 会  場 ダイワハウススタジアム八王子 

３ 主  催 八王子観光大使運営協議会（事務局：八王子観光コンベンション協会） 

４ 内  容 会長（八王子市長）及び副会長（八王子商工会議所会頭、公益社団法人八

王子観光コンベンション協会会長）から、委嘱状、タスキ、名刺の授与 

※ 八王子織物工業組合のご協力により、新たなタスキを新調した。 

これは、昨年、国の「現代の名工」の表彰を受けた、伝統工芸士である澤井 伸 

（さわい しん）さんが「多摩織」で織り上げ、名誉観光大使は赤、観光大使は

白を基調としたデザインとなっている。 

５ 八王子名誉観光大使及び新たな観光大使 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ＞ 産業振興部観光課 白石 

電話０４２－６２０－７３７８ 
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▲名誉観光大使 

北島 三郎 さん 

▲観光大使 

北山 たけし さん 

北山たけしさんのプロフィール 

・八王子市在住２２年。 

・平成１６年２月 高尾山節分会 

追儺式に参加。以後今日まで１５

回出席してきた。 

・平成２８年には市制１００周年記

念事業で「八王子１００年応援団」

の団員に。いちょう祭りのクラシ

ックカーパレードにオープンカー

に乗って参加。 

＜参考＞現八王子観光大使 

西川古柳 ：八王子車人形西川古柳座五代目家元（委嘱日：平成１６年１１月２５日） 

羽生善治 ：棋士（委嘱日：平成１８年１１月１４日） 
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