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１ 新型コロナウイルス  

 

（１） ワクチン接種の進捗状況 

 

（２） ワクチン接種の促進に向けて 

  

（３） 感染者等の状況 

 

 

２ 滝山城築城５００年記念事業 

～記念マンガの制作と今後のＰＲの取り組み～ 
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新型コロナウイルス 

ワクチン接種の進捗状況 

 

１ 高齢者向けワクチン接種状況等 

(１) 接種回数  

４月分        １，９４８人 

５月分       ８７，０９８人 

６月分      １０４，３５５人 

合 計      １９３，４０１人（６月２１日現在） 

≪内訳≫ 

１回目接種者数 １２３，０３０人 (接種率７７．３％) 

２回目接種者数  ７０，３７１人 (接種率４４．２％) 

※ 八王子市に分配されたワクチンによる接種回数 

 

（参考）ワクチン総接種回数 内閣ＩＴ総合戦略室 ＨＰより(6/20時点) 

区 分 

高齢者への 

ワクチン接種回数 

ワクチン接種が完了した高齢者

の割合 

１回目 ２回目 １回目 ２回目 

全 国 16,060,876回 4,609,890回 ４５．２６％ １２．９９％ 

東京都 1,483,246回 433,160回 ４７．５１％ １３．８７％ 

八王子市 123,030回 70,371回 ７７．２８％ ４４．２０％ 

 

(２) 集団接種会場予約状況（６月２１日現在） 

１回目分 １２９，７４６人（予約率８１．５％） 

２回目分 １１４，４９２人（予約率７１．９％）  

(３) 訪問接種（集団接種会場での接種が難しい方） 

ア 高齢者施設入所者・従事者 

接種状況   １３，４６１回（６月１８日現在） 

※ 施設へのワクチン分配数 

※ 接種回数には、一部２回目分を含む 

（参考）対象者  約１３，８００人（うち入所者８，２００人） 

イ 入院患者 

先週から各病院へのワクチン分配開始。今週から接種開始している。 

ウ 在宅療養者 

医師会が調査を行い、対象者を把握した。実施に向け検討中。 
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２ 予約余裕枠を活用した接種の状況（６月２０日現在） 

（１）訪問・通所サービス事業者 

接種状況   ４，２５１回（５月３０日から接種開始） 

                       ※ 接種回数には、一部２回目分を含む 

対象者     約５，０００人(５８０事業者) 

（２）看護専門学校・大学看護学部学生 

接種状況       ８１回（５月３０日から接種開始） 

対象者          約１，１００人 (５校) 

（３）消防団員・柔道整復師・保育園勤務看護師 

    接種状況                 ２２６回（６月２０日で１回目接種済） 

（４）保育士・幼稚園職員・小中学校教員等 

接種状況                    ５回（６月２０日から接種開始） 

対象者           約２，０００人 

 

＜問い合わせ＞ 

（１（１）・(２)について） 

健康部新型コロナウイルスワクチン接種体制確保担当課長 武井  

電話：０４２－６４５－５１１１  

（１（３）ア・ウ ・ ２ （１） について） 

福祉部高齢者いきいき課長兼健康部高齢者・障害者施設ワクチン接種担当課長 吉本  

電話：０４２－６２０－７２４３  

（１（３）イ・２（２）～（４）について） 

医療保険部地域医療体制整備担当課長 菅野     電話：０４２－６２０－７４７３  



 

                

新型コロナウイルス 

ワクチン接種の促進に向けて 

１ アクションプラン 

市では、６４歳以下を対象としたワクチン接種においても、高齢者同様の高い接種

率を維持するため、今後の具体的な取組を示したアクションプランを策定した。 

  アクションプランでは、市が実施する一般接種(集団・訪問)の方向性に加え、国

が実施する大学拠点接種・職域接種への支援策についても明示し、あらゆる手段を

使った市民の接種率向上を目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）グループ接種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 
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（１）グループ接種 

ア 介護支援専門員など訪問・通所の高齢者施設等の従事者 

期間：７月４日～７月２５日 

協力：東京医科大学八王子医療センター 

イ 市内在住の教員・保育士 

期間：７月２４日～８月２２日 

協力：医師会（会場は八王子市教育センター） 

ウ 看護専門学校や大学コンソーシアム八王子加盟大学の看護学部の学生 

期間：７月３日～７月２４日 

協力：東海大学医学部付属八王子病院 

 

（２）大学拠点接種支援 

ア 大学コンソーシアム 

八王子と連携 

アンケート調査を行い、大学間の

共同実施を含め検討を進める。 

イ 医師会と連携 

アンケート調査を行い、病院の協

力体制について、一覧表を作成し、

情報提供する予定。  (今週末) 

ウ 接種会場の運営 

視察を受け入れるなどノウハウ

を提供する。 

６月２０日(日)２校実施（五中会場） 

６月２７日(日)９時３０分（同会場） 

（３）職域接種支援 

商工会議所や企業からの相談・問

い合わせに対し、必要な情報提供を

行う。 

 

（４）１２歳から１５歳への接種 

教育委員会及び医師会と検討を進

め、方針を決定する。 (７月上旬) 

（５）訪問接種 

６４歳以下の精神・知的障害があ

る方など、集団接種会場での接種が

難しい方への接種について医師会と

検討を進める。 

 

【接種方針】 

重症化リスクの高い方・

その方と頻繁に接触する

方から優先接種 



ワクチン接種の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 接種会場の拡充（８月以降の接種会場） 

ワクチン接種促進プランに掲載した８月以降の接種会場について、これまで発表し

てきた施設に加え、３つの大学等施設（東京薬科大学、法政大学、共立女子第二中学校

高等学校）と民間施設（東京海上日動 多摩総合グランド内クラブハウス）から協力い

ただけることとなった。 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ＞ 

（１について）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担当課長 菅野 

電話０４２－６２０－７４７３ 

 

（２について）健康部新型コロナウイルスワクチン接種体制確保担当課長 武井 

電話０４２－６４５－５１１１ 

 

モデルナ社ワクチン 

本市住民 
他市住民 

集団接種方式（日時選択可）・ 

訪問接種方式（施設・在宅） 
集団接種・個別接種 

グループ接種（日時指定） 

医療従事者・高齢者施設等（入所）従事者 

企業・商工会議所など 職域接種 

大手町（国）、築地（都） 大規模接種会場 

高齢者施設等（訪問・通所）従事者 

教員・保育士・看護学生など 

国制度 

ファイザー社ワクチン 

大学＜近隣の大学や小中高校の教職員など受入＞ 大学拠点接種 



 

 

新型コロナウイルス 感染者等の状況 

 

 

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 感染者の状況 （６月１６日現在） 

 

（１） 月別感染者数 

        （単位 人） 

区分 
令和 2年 令和 3年 

計 
3～12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

市内 1,326 799 321 469 559 645 114 4,233 

 

（２） 年代別感染者数 

   （単位 人） 

区分 10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 100歳以上 計 

計 105 375 949 509 662 610 364 317 251 88 3 4,233 

 

（３） 感染経路（渡航歴・接触歴） 

 （単位 人） 

区分 あり 調査中・不詳 計 

計 2,363 1,870 4,233 

 

（４） 感染者経過 

（単位 人） 

区分 入院※ 
宿泊療養 

※ 
自宅療養 

退院及び 

療養終了 
死亡 計 

6.16時点 55 19 26 4,055 78 4,233 

    ※調整中を含む。 
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（５）日別感染者数推移（令和 3年 1月～6月 15日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ＰＣＲ検査実績（６月１５日現在）    

        （単位 件） 

実施 

場所 
区分 

令和 2年 令和 3年 
計 

1～12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

保
健
所 

検査数 5,025 1,314 596 844 1,054 1,170 400 10,403 

結
果 

陽性 459 215 93 106 175 137 31 1,216 

陰性 4,566 1,099 503 738 879 1,033 369 9,187 

陽性率 9.1％ 16.4% 15.6% 12.6％ 16.6％ 11.7% 7.8% 11.7% 

Ｐ
Ｃ
Ｒ
外
来 

検査数 1,276 174 117 112 150 104 16 1,949 

結
果 

陽性 109 33 11 14 16 12 1 196 

陰性 1,167 141 106 98 134 92 15 1,753 

陽性率 8.5％ 19.0% 9.4% 12.5％ 10.7％ 11.5% 6.3％ 10.1% 

＊「保健所」は、原則として帰国者や接触者など保健所が検査を必要と判断し、東京都健康

安全研究センター等にて実施した件数 

＊「ＰＣＲ外来」は、かかりつけ医から紹介された一般の方を、ＰＣＲ外来で検体採取した

件数（令和 2年 5月から開始、令和 3年 6月 11日で終了） 

 

＜問い合わせ＞ 

（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 

 

（２の「ＰＣＲ外来」について） 

医療保険部地域医療体制整備担当課長 菅野 電話０４２－６２０－７４７３ 

 

 



 

                

滝山城築城５００年記念事業 

～記念マンガの制作と今後のＰＲの取り組み～ 

本市の滝山城は、令和２年に認定された日本遺産のストーリー「霊気満山高尾山 ～

人々の祈りが紡ぐ桑都物語～」の構成文化財の一つであるとともに、平成２９年には

「続日本１００名城」にも選ばれている。 

令和３年、滝山城が築城５００年を迎えることから、昨年より実施している記念事業

の一環として、地元の関係団体等で構成する「滝山観光まちおこし実行委員会（事務

局：産業振興部観光課）」は、この度滝山城の歴史や魅力を解説したマンガ冊子を制作

した。 

市民に郷土への愛着を育むため、この他にも滝山城をＰＲする企画を実施していく。 

 

１ 滝山城築城５００年記念マンガを制作 

（１）ね ら い   マンガの強みである「読まれやすさ」「気軽さ」「理解しやすさ」 

          を活かし、郷土の歴史に触れ興味を持つきっかけとしていく。 

（２）冊子概要 題 名：「マンガでわかる滝山城」 サイズ：Ａ５ 

ページ数：２４ページ（マンガ・歴史解説のコラム含む） 

（３）あらすじ 市内の小中学校に通う姉弟が１５６９年の滝山城合戦（北条氏

照軍と武田信玄軍の合戦）の真っ只中へタイムスリップ。姉弟

は氏照の案内で城内を巡りながら合戦の戦況を見守り、武田軍

の撤退を機に現代へと戻ってくる。 

（４）活用方法 

ア ６月２２日（火）より本市ホームページ 

等でマンガの閲覧用データを公開。 

イ ７月１日（木）より市内観光案内所等で 

冊子を無料配布。 

ウ ７月上旬をめどに八王子市立学校へ通う 

すべての小中学生へ、ＧＩＧＡスクール事 

業を活用しマンガの閲覧用データを提供。 

 

記念事業ＨＰ 
▲表紙デザイン 

八王子市ＨＰ 
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２ 滝山城築城５００年記念事業の今後の取り組み 

事  業 内  容 実施日・場所 

滝山城パネル展 
文化財課で制作した滝山城のジオラマや歴史

等の紹介パネルを展示。 

７月１～１２日 

南口総合事務所 

ワードラリー 

誰でも参加可能で、クリアした先着 1,000名

に記念事業のロゴ入り「オリジナルチョコレ

ート」をプレゼント。 

７月２１日～ 

滝山城跡 

水合戦イベント 

水鉄砲を使って、相手と撃ち合う合戦アクテ

ィビティ。水鉄砲の飛距離は２ｍ以上あり、

密を避けて楽しめる。 

９月１２日 

滝山城跡 中の丸広場 

記念講演会 

（公財）日本城郭協会理事長の小和田哲男氏

による滝山城の魅力や戦国時代と北条氏の歴

史に関する講演。 

１１月２８日 

いちょうホール 

ラッピングバス 

記念事業用のラッピングを施した西東京バス

（株）の路線バス１台が滝山周辺等の路線を

走行。 

１１月３０日まで 

※昨年１２月より実施中 

※今後の新型コロナ感染症の状況により、企画等につきましては予告なく変更する場合があります。 

 

３ 関連するその他の取り組み 

滝山城築城５００年を祝い、北条氏ゆかりの姉妹都市である「小田原市」「寄居

町」の名産品を使った「滝山城御膳～北条三兄弟絆献立～」を市立小中学校で提

供する。（取材日程など詳しい内容については、改めてお知らせします。） 

（１）献立内容 

ア 氏照ご飯 戦国時代に食されていた麦、あわなどの雑穀ごはん 

イ ますの桜揚げ 桜の名所である滝山城にちなみ桜の塩漬けでアレン

ジしたメニュー 

ウ 小田原のかまぼこ汁 小田原市の名産品「小田原蒲鉾」を使用したメニュー 

エ 寄居野菜の和え物 寄居町の新鮮な野菜（なす・きゅうり）を使用した

メニュー 

（２）対象校・実施時期 全小・中学校・義務教育学校 

小学校 
中学校 

（センター方式） 

中学校 

（デリバリーランチ方式） 

７月１２～１６日 
元八王子：７月５日 

南 大 沢：７月１２日 
７月１日 

 

 

＜問い合わせ＞ 

（１・２について）産業振興部観光課長（滝山観光まちおこし実行委員会事務局長） 

白石 電話０４２－６２０－７３７８ 

（３について）学校教育部学校給食課長 田倉 電話０４２－６２０－７３３１ 


