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１ 新型コロナウイルス感染症 本市の状況 

 

 

 

 

２ いずみの森義務教育学校の新校舎の使用開始 

～８月１４日に報道機関向けの内覧会を実施～ 

 

 

 

３ 給食センターが子どもたちへ温かい給食の提供を開始 

～愛称は「はちっこキッチン」に決定～ 

 

 

 

４ 「自分らしいみちを、もっとあるけるまちに。」の取り組み 

～「あるけるまち」の担い手となる職員も募集～ 
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新型コロナウイルス感染症 本市の状況 

 

新型コロナウイルス感染症対策に関連した、本市の現時点における状況について 

報告する。 

 

１ 市立保育園における感染状況 

（１）感染判明日  ７月１５日（水） 

（２）感染者数   １名（７月１５日（水）現在） 

（３）濃厚接触者 ６１名（７月１５日（水）現在）は、すべて陰性 

 

２ 市内大学における感染状況 

（１）感染判明日 ７月１３日（月） 

（２）感 染 者 数 １３名（７月１６日（木）現在） 

（３）濃厚接触者 現在、調査中 

＜問い合わせ＞ 

（１及び２の感染者数や検査の状況等について） 

健康部保健対策課長     福島 電話０４２－６４５－５１９５ 

（１の保育園の運営状況等について) 

子ども家庭部保育幼稚園課長 吉森 電話０４２－６２０－７４４７ 

 

３ 地域医療体制整備の取り組み 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による地域医療体制の崩壊を防ぐため、

八王子市医師会と連携を図り、地域医療体制の整備を行う体制として４月１５日

に設置した「八王子市新型コロナウイルス感染症対策地域医療体制整備チーム」

が取り組んでいる主な事業をお知らせする。 

（１） ＰＣＲ外来について 

ア 開始時期 ５月１３日（水）から 

イ 人員体制 医師１名（八王子市医師会から派遣）、市職員３名 

ウ 延べ検査件数（７月１７日（金）現在） ３６４件（うち陽性１１件）  

（２） 宿泊療養施設について 

東京都と市、八王子市医師会が共同で運営している宿泊療養施設の運営状況を

お知らせする。 

ア 開始時期 ５月１日（金）から 

イ 施 設 名 ホテル ｔｈｅ ｂ（ザ・ビー）八王子（明神町４－６－１２） 
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ウ 利用者数 延べ人数４６１名 退所者３９１名 現在の入所者７０名 

（７月１９日（日）現在） 

エ 人員体制 日勤 医師１名及び看護師２名以上（八王子市医師会等から派遣） 

          事務１０名（うち市職員１名） 

夜勤 看護師２名以上、事務５名 
 

市職員は、患者の入退室管理や食事の提供等を担当している。これまでに延べ

１５６名（７月１９日（日）現在）を派遣 

＜問い合わせ＞ 医療保険部地域医療体制整備担当課長 

菅野 電話０４２－６２０－７４７３ 

 

４ 特別定額給付金の給付状況 

５月１８日（月）から各世帯へ順次申請書の送付を開始した「特別定額給付金」

の給付状況をお知らせする。 

なお、８月１７日（月）に申請の受付が終了するため、未申請の方に広報紙や

市ホームページ、ＳＮＳなどで申請を呼びかける。 

（１）対象世帯数  ２７１，２７８件（４月２７日（月）現在） 

（２）申請件数（７月１７日（金）現在） 

郵送申請  ２５１，１８４件 

オンライン申請 ９，６６５件（５月２５日（月）に申請は停止） 

合計 ２６０，８４９件（対象世帯数に占める割合 ９６．２％） 

（３）支 給 件 数（７月１７日（金）現在） 

２５６，５２６件（対象世帯数に占める割合 ９４．６％） 

＜問い合わせ＞ 福祉部特別定額給付金担当課長 

高野 電話０４２－６２０－７２５３ 

 

５ 子育て世帯への新生児特別定額給付金の申請状況 

国の特別定額給付金の対象外となる新生児を対象に給付金を支給する市独自

の支援策の申請状況をお知らせする。 

（１） 支 給 対 象 令和２年（２０２０年）４月２８日～５月３１日に生まれた子 

（２） 支給対象額 １人につき１０万円 

（３）対 象 世 帯 ２８３件（５月３１日（日）現在） 

（４） 申 請 件 数 ２０５件（７月１７日（金）現在）（対象人数に占める割合 ７２．４％） 

（５）申 請 期 限 ８月１７日（月） 

＜問い合わせ＞ 福祉部福祉政策課長 平井 電話０４２－６２０－７２４０ 

 

 



６ ふるさと納税を活用した支援 

医療従事者への支援や感染拡大防止対策、事業者支援などのため、ふるさと納

税を活用し、６月１日（月）に受入れを開始した「八王子市新型コロナウイルス

感染症対策支援 寄附金」の受入状況をお知らせする。 

（１） 寄附の件数及び金額（７月２０日（月）現在） 

１０７件 ３，９６５，０００円 

（２） 寄附に添えられた市職員に向けた応援メッセージの数々 

「職員の皆さんの努力で市民が救われます。もうしばらくかかると思いますが、頑

張ってください。」 

「どこもかしこもコロナ禍で大変ですが、お互い頑張って乗り越えていきましょう！」  

＜問い合わせ＞ 都市戦略部都市戦略課長 中正 電話０４２－６２０－７３３５ 



 

                

 

 

いずみの森義務教育学校の新校舎の使用開始 
～８月１４日に報道機関向けの内覧会を実施～ 

 

多摩地区で初となる義務教育学校「八王子市立いずみの森義務教育学校」を、令和２年

４月に開校した。新校舎の建築工事は自然災害等の影響で完成が遅れていたが、７月末に

しゅん工することとなり、２学期の始業式に合わせて８月２４日（月）から、新校舎で学

校生活が始まる。学校生活の開始に先立って、８月１４日（金）に内覧会を開催する。 

１ いずみの森義務教育学校の概要 

（１）所 在 地 子安町２－１８－１ 

（２）児童・生徒数 １～９年生（小学校１～６年生、中学校１～３年相当） 

  １，０１８名 

新施設の特徴 

①大・小２つの体育館 

 大・小２つの体育館を設置。大体育館では、小中学校の児童・生徒が一同に

集まって行事を開催できるほか、小体育館は武道場としても利用できる。 

②全天候型プール 

 屋上プールには開閉式の屋根を設置しており、雨天でもプールの授業が実施

可能。プールとして使用しない期間は、プールの床がせり上がり、軽運動や集

会などの場として利用できる。 

③複合施設 

保育園・学童保育所・地域コミュニティスペースを配置。 

保育園は、子安保育園の分園として、３～５歳児を保育（定員６０名）。学童保

育所は、１クラブ４０名の４クラブ（定員 計１６０名）。地域コミュニティス

ペースは、学校運営協議会など、学校活動を支える地域の皆さんの拠点として

活用する。 

２ 内覧会日程 

８月１４日（金）午後１～４時 

※ 駐車スペースの用意のため、取材を希望される場合は事前に学校複合施設整

備課へご連絡ください。 

３ 今後のスケジュール 

８月１７日（月） 学童保育所使用開始 

８月２４日（月） ２学期 始業式 

 ・保育園開園 

８月２８日（金） 全校集会 

 

＜問い合わせ＞ 

学校教育部学校複合施設整備課長 高橋 電話０４２－６２０－７４７５ 
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給食センターが子どもたちへ温かい給食の提供を開始 
～愛称は「はちっこキッチン」に決定～ 

 

 

本市は、中学生へ温かい給食を提供するため、給食センターを整備している。先行する

元八王子・南大沢の２施設が３月にしゅん工し、これまで試運転や調理・配送トレーニン

グを続けてきたところである。給食センターの愛称を「はちっこキッチン」として、学校

再開に合わせて６月１５日から正式に給食の提供を開始した。 

 

１ 提供食数と提供先中学校 

（１）学校給食センター元八王子 約２，１００食 

長房中・元八王子中・四谷中・城山中・恩方中 

・加住小中（６校） 

（２）学校給食センター南大沢  約２，４００食 

由木中・松が谷中・宮上中・別所中・松木中 

（５校） 

 

２ 給食センターの愛称・ロゴマークの決定 

児童・生徒や地域の方々に親しみを持っていただけるよう、次の愛称とロゴマ

ークを決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 今後のスケジュール 

学校給食センター元横山 令和３年（２０２１年）９月稼働予定 

学校給食センター楢原 令和５年（２０２３年）９月稼働予定 

 

＜問い合わせ＞  学校教育部保健給食課長 田倉 電話０４２－６２０－７４８３ 

（１）給食センター愛称  

 

元八王子小学校５年生（応募当時）古川 

美空（ふるかわ みく）さんが考案 

※ 昨年度、小学５・６年生、中学１・

２年生を対象に愛称を募集 

約１，４００の応募の中から選考 

（２）ロゴマーク  

 
オレンジ色： 
 太陽を表す 

▲松木中学校での配膳の様子 

茶色： 

大地を表す 

令和２年（２０２０年）７月２０日市長発表資料③ 

ロゴの形は 

八王子の『８』 

 

大地の恵みを

美味しい給食

に 

水色： 
水を表す 

緑色： 

自然の恵みを表す 



 

                

 

「自分らしいみちを、もっとあるけるまちに。」の取り組み 
～「あるけるまち」の担い手となる職員も募集～ 

 

 

１ シティプロモーションによる魅力の創造・発信 

新型コロナウイルス感染症の影響により、人々の働き方や暮らし方が「新しい

生活様式」へと変化している。在宅勤務などが定着してくると、今後、人口が集

中していた都市部から本市のような郊外へと、働く場所や住む場所の選択肢が広

がっていくことが予想できる。 

 そこで、豊かな自然と利便性が調和し、仕事と生活の両立など多彩な暮らし方

ができる「あなたのみちを、あるけるまち。八王子」の魅力をより一層発信して

いく（アウタープロモーション）とともに、職員が仕事の中で八王子の魅力を磨

き、活かす行動につなげる取り組み（インナープロモーション）を一体として取

り組んでいく。 

 
（１）公式シティプロモーションサイトのリニューアル 

八王子ならではの暮らし方やまちの魅力を発信するため、平成２８年度（２０１６

年）に開設したサイトをリニューアル。 

ア コンテンツ 

別紙リーフレットを参照 

イ リニューアルのポイント 

（ア）「あなたのみちを、あるけるまち。八王子」を実感できるよう、「八王子の魅力

や市の施策を使いこなして、いきいきと暮らしている」市民のインタビューを掲

載 

（イ）だれでも使える八王子の写真画像データを多数掲載 

（ウ）ポップアップを使用し、動きのある「見て楽しい」ページに 

ウ サイトリリース日 ７月２０日（月） 
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◆シティプロサイト 



（２）職員必携「みちＢＯＯＫ」の活用とオリジナルネックストラップの着用 

職員自身が「あるけるまち」の担い手としての意識を高めるための「職員必携

アイテム」２点を作成。 

「あるけるまち」の担い手として活躍できる職員の採用活動においても活用する。 

 

ア 職員ブランドブック「みちＢＯＯＫ」の活用 

本市のめざす姿「あなたのみちを、あるけるまち。八王子」を職員一人ひとりが実

現していくための、八王子市職員のジョブスタイルＢＯＯＫ。 

（ア）「みちＢＯＯＫ」のポイント 

若手職員が意外と知らない先輩職員が他の都市に 

先駆けて取り組んできた過去の施策や、市民から 

感謝されたことなどをまとめた１冊。 

また、職員の生の声を聴くアンケートを実施し、 

八王子で働く醍醐味・ワクワクする瞬間などを掲載。 

（イ）その他 

市ホームページでも市民向けに公開 

（ウ）作成数 ５，０００部 

 

イ オリジナルネックストラップの着用 

（ア）デザイン 

ブランドメッセージとロゴの中で特徴的なブーツをメインに配置し、背景に

各所管の施策で活躍している６つのキャラクターを描いている。 

（イ）ストラップの色分け 

青（職員・市議会議員・学校関係者ほか）・赤（手話通訳者）・緑（多言語対応職員）  

（ウ）その他 

職員がデザインを担当し、「越前織 全国シティセールスデザインコンテスト

２０１９」※において、大賞に選ばれたことがきっかけで作成。 
 
※全国８割のネームタグを受注する「越前織」が地場産業である福井県坂井市が 
主催し、今回は５回目。自治体部門９５団体２３６点の中から、大賞に選ばれた。 

（エ）作成数 ４，８００本 

 

ウ 配布時期 

７月２０日（月）全職員及び学校（校長・副校長）に配布 

 

＜問い合わせ＞ 都市戦略部都市戦略課長 中正 電話０４２－６２０－７３３５ 

 

 

 

◆掲載サイト 



２ 職員採用試験を実施 

令和３年（２０２１年）４月採用予定の職員の募集を開始する。上記２の「職

員必携 みちＢＯＯＫ」にある本市職員として働く魅力や醍醐味を発信し、採用

プロモーション活動に活用する。 

また、説明会や受験申込、試験の一部をオンラインで実施し、新型コロナウイル

ス感染症感染予防に対応するとともに、遠方の方でも受験しやすい環境を整える。 

（１）採用試験の概要 

ア 募集する試験区分 

（A行政（大卒程度）、B社会福祉、C土木、D建築、E機械、F保育士、G栄養士） 

イ 受験資格  

平成元年（１９８９年）４月２日以降に生まれた方（ほかに試験区分により要件あり） 

 

（２）具体的なオンラインによる対応 

ア Ｗｅｂ説明会 

８月４日（火）１８時～ 採用試験の概要や仕事内容を紹介 

イ 受験申込 

８月１日（土）から８月１６日（日）まで 

ウ 第一次試験 

９月上旬 

 

＜問い合わせ＞ 総務部人財育成担当課長 倉田 電話０４２－６２０－７２５４ 

 

◆職員採用のサイト 



シティプロモーションサイトをリニューアル

まちの魅力をつめこみました

お問い合わせ 都市戦略課 電話 042-620-7335

八王子の子育て・教育情報

アクセスは
こちらから！

みんなの暮らし、きいてみた。八王子のすてきなところ

春夏秋冬イベント フォトギャラリー

あなたが知らない八王子の魅力に出会えるかも…
思わず誰かに話したくなる。そんなまちの魅力を発信するための「シティプロモーションサイト」。

買い物やグルメといった暮らしのことや、子育てや教育などの情報、日々を彩るイベントの紹介などさ

まざまな視点でまちの魅力を紹介しています。ほかにも、自分らしい「みち」を見つけて暮らしている市

民の方のインタビューや、八王子の美しい風景が無料でダウンロードできるフォトギャラリーなどのコン

テンツが満載。「あなたのみちを、あるけるまち。八王子」の魅力を再発見してみてください。

－八王子の暮らしやすさが満載です－ －6人の市民からリアルインタビュー－ －市独自の子育て・教育に関する取り組み－

－八王子画像オープンデータ集－－季節の多彩なイベントを紹介－


