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１ 若者のさまざまな悩みをワンストップで受け止める 

「若者総合相談センター」を開設！ 

 

 

 

 

 

 

２ 令和３年 八王子市成人式の開催について 
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若者のさまざまな悩みをワンストップで受け止める 

「若者総合相談センター」を開設！ 

働くことや進路に悩みを抱え、孤立してしまう若者や、次の一歩を踏み出そうとす

る若者の社会的自立に向けて、教育・福祉・保健などの複数分野を組み合わせた総合

的な支援を推進するための「若者総合相談センター」を１１月４日（水）に開設し、

義務教育終了以降も切れ目なく、若者を支援する体制を整える。 

１ センターの概要 

（１）所 在 地 明神町２－２６－４アーバンプラザＩＺＵＭＩ １０１及び３０１号室 

（２）開 所 日 火曜日～土曜日（閉所は日・月曜日、祝日及び年末年始） 

（３）開所時間 午前１０時～午後６時 

（４）対  象 義務教育終了以降の１５歳から３９歳までの若者及びその家族等 

（５）内  容 

豊富な若者支援の経験を有している専門相談員（キャリアコンサルタントや公認

心理師など）を常時４名配置し、窓口又は電話による相談対応を行う。 

相談受付は、電話、ホームページ及びＬＩＮＥによる事前予約制  

※電話番号 ０４２－６４９－５６６０（１０月２７日（火）予約受付開始） 

２ 支援内容 

（１）相談支援・・・若者の悩みや思いをワンストップで受け止めるとともに、適切な支援 

機関による支援を組み合わせるコーディネート業務 

（２）訪問支援・・・ひきこもりなどの課題を抱える若者に相談センターへの来所を促す 

支援活動 

（３）サードプレイスでの活動 

・・・対人関係の訓練及び社会体験を補完する活動や、雑談できるフリース 

ペースの提供など、自宅以外で安心して過ごせる居場所づくり 

（４）地域活動の紹介 

・・・地域における様々なボランティア活動や地域イベントへの参加を促進 

３ センターの内覧会 

報道機関向けの内覧会を開催 １０月２６日（月） 午前１０時～正午 

４ その他 

（１）運営の受託事業者 

 特定非営利活動法人 青少年自立援助センター（福生市福生２３５１－１） 

（２）施設の愛称 開設後、利用者などの声を聴いて、愛称を決める予定 

＜問い合わせ＞ 子ども家庭部子ども・若者支援担当課長 小俣 電話０４２－６２０－７３９１ 
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令和３年 八王子市成人式の開催について 

新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減して実施 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念される中、令和３年の成人式について、

感染防止策などを徹底したうえで開催し、大人としての責任と自覚を促すとともに、

新しく成人となった若者を祝い、エールを送る。 

１ 開催日 令和３年（２０２１年）１月１１日（月・祝） 

２ 会 場 市民会館（オリンパスホール八王子） 

３ 主な変更点 

（１）開催回数を増やして来場者を分散 

例年、午前の部・午後の部の２回実施しているが、開催回数を４回に変更し、

来場者数をホール定員（２，０２１人）の概ね５０％の９００人程度に抑える。 

（２）式開催時間を短縮 

例年、１時間（式典の部３０分、アトラクションの部３０分）開催している

が、内容を見直して時間短縮を図る。具体的な内容については、今後成人式実

行委員会で検討する。 

① １０:００～１１:００ ６０分 
 ① １０:００～１０:３０ ３０分 

  ＜８０分＞  

 ＜９０分＞   ② １１:５０～１２:２０ ３０分 

② １２:３０～１３:３０ ６０分 
  ＜８０分＞  

 ③ １３:４０～１４:１０ ３０分 

     ＜８０分＞  

    ④ １５:３０～１６:００ ３０分 

（３）その他の感染防止策 

施設管理者と協力しつつ「業種別ガイドライン（劇場、音楽堂等における新

型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン）」等に基づき、新型コロナウイ

ルス感染症の感染リスクを軽減するための対応を次のとおり実施する。 

ア 来場者には、マスクの着用を徹底するとともに、会場入口において、 

マスク着用の確認、検温・手指消毒を実施する。 

イ 入退場列の密集を回避するように導線を確保し、人員を配置する。 

ウ 各回の前後は扉を開放して換気を行うとともに、入れ替えの際は座席の 

消毒を行う。 

エ 会場内外での飲食禁止の呼びかけを徹底する。例年実施している商店会

による甘酒の提供は中止する。 （次ページへ続く） 
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（４）オンライン配信 

成人式の様子をオンラインで配信し、新成人が会場で参加する以外の参加方

法を選択できるようにする。 

＜問い合わせ＞ 生涯学習スポーツ部生涯学習政策課 福島 

             電話０４２－６２０－７３３３ 

 



 

                

八王子市民会館のネーミングライツ・スポンサーを募集 

現在、八王子市民会館については「オリンパスホール八王子」として親しんでいた

だいているが、オリンパス株式会社との協定が令和３年（２０２１年）３月末で終了

することに伴い、新たなネーミングライツ・スポンサーを募集する。市の自主財源を

確保し、文化振興に寄与するとともに、知名度や集客力を向上させることで、中心市

街地活性化を図る。 

１ 募集概要 

（１）募集対象施設 八王子市民会館（子安町４－７－１） 

（２）命 名 権 料 提案により検討 

 参考：令和２年度（２０２０年度） 年額２，５００万円 

（３）使 用 期 間 ５年程度（令和３年（２０２１年）４月１日～） 

※ 命名権料、使用期間については応相談 

（４）ネーミングライツの付与の範囲 

施設の名称に、企業名、商品名等を関した愛称を付与し、施設の名称として

使用する。愛称のみ変更し、条例で定める「八王子市民会館」という施設の名

称の改正は行わない。 

２ 募集スケジュール 

時 期 内 容 

令和 2 年 

（2020 年） 

 

10 月 21 日（水）～ 募集書類の配布開始 

10 月 21 日（水）～29 日（木） 質問の受付 

10 月 30 日（金） 質問の回答 

11 月 2 日（月）～30 日（月） 応募書類の受付期間 

12 月下旬 審査結果通知 

令和 3 年 

（2021 年） 

1 月中旬 協定締結 

4 月上旬 看板等工事 

３ 命名権料の使途 

八王子市民会館における文化芸術振興事業などに活用する。 

 

【参考】現在のネーミングライツ・スポンサーについて 

現在の八王子市民会館は平成２３年（２０１１年）４月に開館した。平成２２年（２０１０

年）９月１７日にオリンパス株式会社との間でネーミングライツ・スポンサーに関する協定

を締結。開館から１０年にわたり本市の文化振興に多大なるご支援をいただいた。 

＜問い合わせ＞ 市民活動推進部学園都市文化課長 山岸 

電話０４２－６２０－７４０９ 
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１００年婚姻届

■「100年婚姻届」の概要

■「3年後に届くメッセージカード」を市に託したご夫婦 426組

＜問い合わせ＞ 都市戦略部都市戦略課 ０４２－６２０－７３３５

先日、結婚３周年のお手紙をいただき、とても嬉しくなり、感謝をお伝えしたいと手紙を

書かせていただきました。

お店大賞の特典カードは、好きなお店も、気になっていたお店も、初めて知ったお店もあり、

半年間でいくつ制覇できるか今から楽しみです。ヒロミさんからのメッセージも、二人で笑い

ながら見させていただきました。仲良くする秘訣はすぐに謝ること、お礼をいうこと。とても

大切なことですね。

婚姻届も今回の封筒やカードも、タカオスミレがきれいでセンスが良く、嬉しかったです。

様々なアイデアで幸せを届けてくださり、皆様の働きに心から感謝いたします。

感謝の手紙（抜粋）

ヒロミさんからご夫婦に向けたお祝いメッセージ

平成29年度に行われた「市制100周年記念事業」の一環として、

市のオリジナル婚姻届「100年婚姻届」を販売。その際に、市で「100

年婚姻届」を受理するだけでなく、ご夫婦がお互いへのメッセージを

書き留めた「3年後に届くメッセージカード」をお預かりした。

今年は、ちょうど３年目の結婚記念日にあたる。

単にメッセージカードを返送するだけでなく、まちを挙げてご夫婦の記念日をお祝いする企画となるよう

「3rdアニバーサリー企画」と題し、「八王子お店大賞」受賞店にご協力いただき、プレゼントや割引などの

「お祝い特典」を用意した。（参加店数は、現時点で25店） 既に、多くのご夫婦に利用いただいている。

また、八王子出身のヒロミさんから、ユーモアあふれるお祝いメッセージを特別にいただいた。

令和2年（2020年）8月分から、結婚記念日の前月に「お祝い特典」とともに返送を開始

■アニバーサリー企画のお祝い特典

タカオスミレをあしらった特典カード・封筒

「八王子市100年婚姻届」
３rdアニバーサリー企画

特典カードにある二次元コード
からお店一覧や動画にリンク

2017年広報はちおうじ表紙 ３年後に届くメッセージカード
初心を思い出し、婚姻届に保存。



紅葉の高尾山の魅力を

ミス日本みどりの女神

がご案内
季節ごとにさまざまな景色を楽しむこと

ができる高尾山

高尾山を歩きながら多彩なハイキング

コースの景観や人気のスポットを案内

ナビゲーターは市内にキャンパスを有する

中央大学在学の

「ミス日本２０２０ みどりの女神」の

井戸川 百花（いどがわ ももか）さん

動画「高尾山×みどりの女神」は、

市ホームページにアクセスを。

（１１月１日から公開）

＜問い合わせ＞ 都市戦略部 広報課 ☎０４２－６２０－７２２８



＆

 

 

 

 

 

 

■八王子いちょう祭り ～今年は、モバイルスタンプラリーを実施～ 

 

市民手づくりのお祭りである「八王子いちょう祭り」は、新型 

コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、内容を変更し、 

今年はスマートフォンによる専用サイト「むーちゃんモバイル」 

を使ってゲートを巡るモバイルスタンプラリーを開催します。 

 

◆期 間 １１月１日～３０日  

◆内 容 スタンプを６個以上集めると記念品 

１５個でパーフェクト賞の記念品、２４個でスーパー 

パーフェクト賞の記念品をプレゼント 

◆その他 「むーちゃんモバイル」を使って、お祭りに関連した 

クイズのほか、「陵南いちょう会館」と「まち・なか 

休憩所 八王子宿」を会場に、都内で唯一認定された 

「日本遺産」のストーリーを構成する文化財を紹介 

するパネル展も実施 

◆主 催 八王子いちょう祭り祭典委員会 

＜問い合わせ＞ 市民活動推進部 協働推進課 ０４２－６２０－７４０１ 

 

 

■高尾山もみじまつり ～今年は、デジタル版により開催～ 

毎年開催してきた高尾山の秋の風物詩「高尾山もみじまつり」は、新型 

コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、「デジタル版 高尾山もみじまつり」 

として、動画により高尾山や新しい生活様式を取り入れた楽しみ方を紹介します。 

 

◆主 催 八王子観光コンベンション協会 

＜問い合わせ＞ 産業振興部 観光課 ０４２－６２０－７３７８ 

「むーちゃんモバイル」サイト 


