
 

 

 

 

午後２時００分～ 

会 場 第３・４委員会室 

 

市長記者会見資料 

 

 

１ 新型コロナウイルス感染症  

 

（１） 本市の状況  

 

（２）ワクチン追加接種に向けたプランの策定と体制強化 

 

 

２ 新型コロナウイルス感染症緊急対応事業者等支援 

～PayPayポイント還元事業などで市内企業を応援！～ 

 

 

３ マイナンバーカードを使って住民票を手軽に入手 

～１２月 1日からコンビニ交付と電子申請がスタート～ 

 

 

４ 訪問介護時の駐車場の確保について連携協定を締結 

～医療・介護分野で全国初の官民連携協定～ 

令和３年（２０２１年）１１月２２日（月）  プレスリリース 



 
 

 

                

新型コロナウイルス感染症 

本市の状況 
 

１ 新型コロナウイルス感染者数 （１１月１８日現在） 

 

（２）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 

11.18時点 4 1 4 9,957 96 10,062 

    ※調整中を含む。 

                  

  

２ 接種状況 （１１月１８日現在） 

（１）年齢別接種状況 

区分 
対象者数

（人） 

1回目 ２回目 

接種者数

（人） 

接種率 

（％） 

接種者数

（人） 

接種率 

（％） 

65歳以上 159,207 142,760 89.7 141,101 88.6 

60～64歳 31,690 27,802 87.7 27,206 85.9 

50歳代 83,032 70,523 84.9 68,453 82.4 

40歳代 79,592 67,072 84.3 64,667 81.2 

30歳代 57,647 45,178 78.4 42,788 74.2 

20歳代 65,890 48,931 74.3 45,642 69.3 

12～19歳 41,373 32,658 78.9 29,532 71.4 

合計 518,431 434,924 83.9 419,389 80.9 

 

 

 

 

（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 7月 8月 9月 10月 11月 

市内 1,326 799 321 473 555 645 258 894 3,849 896 36 10 10,062 

（３）ワクチン接種済 感染者数（１１月１８日現在 HER-SYSより）  （単位 人） 

感染者数 
1回目接種後 

0～13日 

1回目接種後 14日以降 

2回目接種後 13日まで 
2回目接種後 14日以降 

866（158） 498（32） 208（41） 160（85） 

令和３年（２０２１年）１１月２２日 市長発表資料 ①-１  プレスリリース 



 
 

（２）年代別接種率 

 

 
 

３ 障害者への接種の実施 

集団接種会場での接種が困難な障害者を対象に、島田療育センターはちおうじ 

と連携し、同センターにおいてワクチン接種を実施しています。１０月から３回、

接種の場を設けており、今回が最終となります。 

なお、市内の日中活動系事業所等に通所する障害者１３名についても、同センタ

ーの医師、看護師が訪問する形で接種を実施しました。 

（１）接種日時  １１月２８日（日） ９時３０分～１２時 

（２）接種会場  島田療育センターはちおうじ（台町４-３３-１３） 

（３）対象者数  ６８人 

 
 

＜問い合わせ＞ 

１について  健康部保健対策課長  福島  電話 ０４２－６４５－５１９５ 

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  

３について  健康部障害者施設ワクチン接種担当課長  遠藤 

電話 ０４２－６２０－７２４５ 



 
 

 

                

新型コロナウイルス感染症 

ワクチン追加接種に向けたプランの策定と体制強化 

１ 追加接種に向けたプランを策定 
（別紙「八王子市新型コロナウイルスワクチン接種促進プラン（追補）」参照) 

国において１２月１日に関係省令を改正するとの見解が示されたことを踏まえ、

接種を希望するすべての市民の皆様に遅滞なく確実に３回目の接種を受けていただ

くため、プランの追補を策定しました。 

 

（１）３回目の接種について 

１８歳以上の方で２回目の接種完了から原則８か月以上経過した方から追加

接種（３回目）を実施します。１２月１日（水）から医療従事者、１月１６日（日）

から６５歳以上の方を対象に接種を開始します。 

 
（２）高齢者の接種開始日  令和４年１月１６日（日） 
              ※１２月中旬に接種券などを送付する予定です。 
 

（３）接 種 会 場 八王子スクエアビル、高尾の森わくわくビレッジ、 

八王子オーパ、イーアス高尾、イトーヨーカドー南大沢ほか 

 

（４）月別接種対象者数（２回目接種完了の実績に応じた見込数） 

＜１２歳～１７歳の数を含む参考資料＞ 
  

令和３年 令和４年        

１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 合計 

2,617 18,047 91,677 60,000 86,210 91,570 60,122 9,146 419,389 

※ 対象者には順次通知を発送します。 

※ 令和３年１１月１８日時点でＶＲＳ接種記録より算出 

 

（５）変 更 点 ６５歳以上の市民の方には、「会場」「日時」を指定した通知を

発送します。個別に予約手続きをする必要はなく、指定された

会場、 日時を変更する場合に限り、手続きをすることになり

ます。（６４歳以下の方は１、２回目接種時と同様、予約手続き

が必要です。） 
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２ 追加接種に向けた体制強化 

医療従事者、高齢者・障害者施設等の入所者・従事者、在宅の障害者・療養者への

追加接種に向けて、迅速かつ安全・確実に実施するため、健康部の体制を強化します。 

 

（１）組織配置日  １１月１５日 

 

（２）組織体制（健康部（保健所）のワクチン接種に関係する組織） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新規 

新規 

新規 



 
 

３ 東京医科大学八王子医療センターでの３回目接種について 

１１月８日にプレスリリースした「医療従事者への３回目接種について」の取材対

応の詳細は次のとおりです。 

（１）接 種 日 １２月１日（水）  

（２）接種会場 東京医科大学八王子医療センター（館町１１６３） 

（３）取材申込 １１月２６日（金）までに、別添の「取材申込書」に必要事項を

記載のうえ、広報プロモーション課へＦＡＸを送信。 

 ＦＡＸ番号：０４２－６２６－３８５８ 

※ 取材対応時間  午前９時３０分～１０時３０分（予定） 

※ 詳細については、申し込みをいただいた報道機関に改めてお知らせします。 

  

 

＜問い合わせ＞ 

１について 

 （全体）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 

 （医療従事者・小児接種）新型コロナウイルスワクチン接種調整担当課長 伊東 

電話 ０４２-６４９－６０６４ 

２について 健康部健康政策課長 渡邊 電話 ０４２-６４５-５１１１  

３について  都市戦略部広報プロモーション課長 木村 電話 ０４２-６２０－７２２８ 



八王子市新型コロナウイルスワクチン接種促進プラン（追補） 

 

令和 3年（2021年）6月４日プラン策定 

令和 3年（2021年）6月１６日プラン改訂 

令和 3年（2021年）１１月 19日 追補 

 

 

１ 追補策定目的 

新型コロナウイルスワクチン接種については、アクションプランに基づき、職域接種の支援やグルー

プ接種など、接種率向上に向けた様々な取組を実施した結果、11月 15日現在で 2回目の接種率

が８０％を超える成果をあげている。また、集団接種会場での接種が困難な障害者への訪問接種や

妊婦優先接種、小児科医を配置した接種会場の設置など、きめ細かな対応をしたうえで、予約数の

急激な低下を勘案し、原則として 11月末をもって予約の受付を終了することとした。 

一方、令和 3年（2021年）11月 15日に開催された第 26回厚生科学審議会予防接種・ワクチン

分科会において、追加接種について２回目の接種完了から原則８か月以上後から行うこと、対象者

は 2 回接種完了者のうち、まずは 18 歳以上の者とすること、各都道府県及び区市町村は 5 歳  

から 11歳の接種を速やかに開始できるよう接種体制の検討を進めること、などが示された。 

これらの状況から、国において 12 月 1 日に関係省令を改正し、追加接種の開始、特例臨時接種

期間を令和 4年（2022年）2月 28日から同年 9月 30日まで延長するとの見解が示されたこと

を踏まえ、接種を希望するすべての市民の皆様に遅滞なく確実に接種を受けていただくため、プラ

ンの追補を策定した。 

 

２ 接種率の推移 
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３ 追補の内容 

（1） 接種開始日 

ア 医療従事者接種 

先行接種の対象であった医療従事者は、12月で 8か月以上経過するため、関係省令   

が施行される令和 3 年（2021 年）12月 1日（水）から開始する。 

イ 住民接種 

        65歳以上の方は最短で令和 4年 1月 9日(日)に 8か月を経過するが、医療従事者を

確実に確保するため、令和４年（2022 年）１月１６日（日）から開始する。 

 

（2） 接種会場 

ア 医療従事者接種 

(ア) 病院<東京医科大学八王子医療センター・東海大学付属八王子病院など 36病院> 

自院 

(イ) 3師会<八王子市医師会・八王子薬剤師会・八南歯科医師会> 

           八王子オーパ 6階(住民接種を実施しない日) 

イ 住民接種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 予約方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4） 使用するワクチン 

当面はファイザー社ワクチン 

 

予約方法 その他

1 病院勤務 各病院内で調整

2 3師会
市が日時を指定し、医師会を通じて
通知

3 その他
自分で予約
東京都の大規模接種会場　　又は
住所地の　会場、日時を選択

4 一般
市が、6地域に分けて会場、日時を
指定

指定された会場、日時を変更する場合に限り、
自分で変更する。

5

6

7 一般 自分で予約（会場、日時を選択） １・2回目接種と同様
64歳以下の市民

福祉施設入所者 未定
国からは何も示されていないが、少なくとも住
所地での接種は現実的ではない。

接種対象者

65歳以上の市民

医療従事者

勤務先での接種が基本。
住所地の集団接種会場での接種を希望する場
合は自分で予約する。
東京都の大規模接種会場については「設置予
定」と説明されているが、場所・時期・予約方法
など詳細は未決定とのこと。

対象地域
（65歳以上）

接種会場

1 八王子スクエアビル第1会場 （11階）

2 八王子スクエアビル第２会場（６階 ）

3 西部地域 高尾の森わくわくビレッジ1階（木工室・陶芸室）

4 八王子オーパ ６階

5 八王子駅南口総合事務所 多目的スペース（2、4、5月）

6 イーアス高尾2階（コミュニティホール）

7 東浅川保健福祉センター 3階体育室（2月のみ）

8 東部地域 イトーヨーカドー南大沢店２階

東南部地域

西南部地域

中央地域
北部地域



（5） 接種開始までのスケジュール 

ア 令和 3年１１月２２日（月）    接種券等を発送                                          

(対象者：12月接種開始の 18歳以上の医療従事者） 

イ 令和 3年１１月２４日（水）     3回目第１クール配分(ファイザー社ワクチン) 

＜本市１９箱、22,230回分＞ 

＜参考：東京都全体 358箱＞ 

    ウ 令和 3年 11月下旬       3回目接種予約、予約変更受付開始（接種券到達日から） 

    エ 令和 3年 12月中旬       1月接種開始の 65歳以上に接種券等を発送 

オ 令和 4年１月１６日（日）      ３回目接種開始 

 

（6） 接種券等の発送間隔 

1か月ごとに対象者に送付  

 （例）接種日 令和 4年 1月 ➡ 令和 3年 12月中旬に発送 

以降、接種日の前月中旬に送付 

 

（7） 推進目標 

   ３回目接種を希望する全ての市民が、接種できる環境を整える 

 

４ 今後追加決定が必要な項目 

(1) 5 歳～11 歳への対象拡大への対応 

    ファイザー社から、ワクチンの対象を「12 歳以上」から「5 歳以上」に拡大するよう、厚生労働省

に承認申請された。早ければ令和４年２月から実施の可能性があるため、確実に対応するよう同

省から通知が発出された。対象者の３万人のうち希望する方が接種できるよう準備を進める。 

 

(2) 福祉施設入所者・入院患者への追加接種 

    集団接種会場に行くことができない福祉施設入所者や入院患者について、ワクチンの供給方法

などが示され次第、施設・医療機関と調整し、接種計画を立てる。 

 

（３） 12 歳～17 歳への追加接種 

    11月 10日開催の薬事・食品衛生審議会では、12～17歳は今後ファイザー社からデータが提

出されれば検討を行うとされた。結果に合わせて速やかに接種できる体制を構築する。 

 

(4) モデルナ社ワクチンで 2 回目接種した市民への対応 

    モデルナ社ワクチンの追加接種については、12月下旬以降に厚生科学審議会に諮問され、令

和４年２月から追加接種が予定されている。職域接種については３月を目途に開始すると発表さ

れた。東京都は大規模接種会場の設置を予定しているが、詳細は示されておらず、受け入れ人数

が不足する場合には、本市においても対応する必要がある。 

 

(5) 交互接種への対応 

    追加接種に使用するワクチンは、1回目・2回目に用いたワクチンの種類にかかわらず、ｍRNA

ワクチン（ファイザー社ワクチン又はモデルナ社ワクチン）を用いることが適当であると示された。 

今後、市民が両社のワクチンを自由に選択できた場合には接種計画を再検討する必要がある。 



 

取材申請書（１２月１日） 

報道機関名 
 

部署名： 

媒 体 名 

（番組名） 

 

掲載／O.A予定日   月   日（   時） 

取材者氏名 代表者： 

取 材 人 数  

連 絡 先 

電話番号：    （     ） 

Ｆ Ａ Ｘ：    （     ） 

Ｅメール：      ＠ 

カ メ ラ 
□Ｅ Ｎ Ｇ（   台） □デジカム（   台） 

□スチール（   台） 

質 問 事 項 

（取材当日は医療センター院長・接種を受けた医療従事者

の囲み取材を予定しています。質問内容が決まっている場

合はご記入ください） 

 

 

 

 

※ 取材を希望する報道機関が多く、接種会場が密になる恐れがある場合は、 

代表撮影になる可能性があります。 

※ 申請は１社１グループまでとさせていただきます。 

【締切 １１月２６日（金）１５時】 

八王子市都市戦略部 広報プロモーション課 行 

ＦＡＸ番号    ０４２－６２６－３８５８ 



 

                

新型コロナウイルス感染症緊急対応事業者等支援 

～PayPayポイント還元事業などで市内企業を応援！～ 

新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けている中小事業者等を支援するため、

飲食店認証制度事業、キャッシュレス決済ポイント還元事業、事業継続緊急支援金（３回目）

を実施します。 

１ 飲食店認証制度 

市内飲食店が新型コロナウイルス感染症に対する感染症対策を強

化し、利用者が安心して飲食を楽しめる環境を整えるため、市が定め

た独自基準に適合する飲食店を認証する制度を創設します。加えて、

感染症対策のための環境整備に必要な経費の一部を補助します。 

（１）認証制度 

■ 申請期間 令和３年（２０２１年）１１月１５日 

～令和４年（２０２２年）２月１８日 

■ 認証のステップ 

 

 

 

 

※ 認定を受けた店舗は「２ キャッシュレス決済ポイント還元事業」の第２弾に参加で

きる。 

※ 東京都のコロナ対策リーダー点検済証の発行を受けている店舗は、申請のみで

認証する。 

（２）感染症対策補助金 

１１月１５日以降に支出した経費で、認証取得に必要な感染症対策に係る経費につ

いて、５０万円を上限に補助する（補助率 10/10）。 

２ キャッシュレス決済ポイント還元事業 

「新しい生活様式」の定着を図るとともに、緊急事態措置等により大きな影響を受けて

いる飲食店等を支援するため、QR コード決済サービス PayPay を利用してポイント還

元事業を実施する。 

期間 対象業種 還元率 付与上限 

第１弾 

12/1～31 

小売・飲食店・サービス（大手チェ

ーン除く） 

20％ 2,000円／1回 

期間上限 10,000円 

第２弾 

1/1～31 

飲食店（大手チェーンを除く、上記

1の認証を受けた店舗限定） 

30％ 3,000円／1回 

期間上限 18,000円 
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① 専用WEB 

サイトまたは

郵送で申請 

② 現地調査 

の日程調整 

③ 調査員による

現地確認 
認証決定 

▲認証マーク 



３ 事業継続緊急支援金（３回目） 

新型コロナウイルス感染症の影響により減益となった市内事業者等の事業継続を支援

するため、追加交付されることとなった国の地方創生臨時交付金を活用し、厳しい経営環

境にある法人及び個人事業主に事業継続緊急支援金を支給する。 

■ 申請期間 令和３年（２０２１年）１１月 24日～令和４年（２０２２年）1月 17日 

■ 支 給 額 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ＞産業振興部産業政策課長 立川 電話０４２－６２０－７２５２ 

 

 

 

 

 

 

 

区分 年間売上 支給額 

法人 1億円超～２億円以下 400,000円 

2億円超～3億円以下 600,000円 

3億円超～4億円以下 800,000円 

4億円超 1,000,000円 

個人 4,000万円超 400,000円 



 

                

マイナンバーカードを使って住民票を手軽に入手 

～１２月 1日からコンビニ交付と電子申請がスタート～ 

１２月１日からマイナンバーカードを利用して、住民票などの証明書が簡単に入手

できるようになります。 

１ コンビニ交付で手軽に受け取る 

（1） 利用時間 午前６時３０分～午後１１時  

（2） 利用できる店舗 セブンイレブン・ファミリーマート・ローソンなどのマルチコピー機

が設置されている全国のコンビニエンスストア等 

（３） 利用方法  

 

 

 

 

２ 電子申請を使って自宅で受け取る 

マイナンバーカードを利用して、パソコンやスマートフォンから証明書の交付申請がで

きるようになります。手数料・郵送料をクレジットカードで決済するとご自宅に郵送で書類

をお届けします（届くまで１週間程度かかります）。 

（1） 利用時間 24時間 

（２） 利用方法  

 

 

 

 

 

＜取得できる証明書と手数料＞ 

取得できる証明書 
手数料 

コンビニ交付 電子申請 

住民票の写し 200円 200円＋郵送料 

印鑑登録証明書 200円 ― 

市民税・都民税課税（非課税）証明書 

※最新年度のみ 

200円 200円＋郵送料 

戸籍附票全部・一部の証明 200円 ― 

戸籍全部・個人事項証明（戸籍謄抄本） 450円 ― 

 

＜問い合わせ＞ 市民部 市民課長 上川 電話０４２－６２０－７２３２ 
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① マルチコピー機の画
面メニューで「行政サ
ービス」→「証明書交
付サービス」を選択 

② マルチコピー機にマイ
ナンバーカードをセッ
トし、暗証番号を入力 

③ 証明書の種別、内容
を選択し、手数料を入
金し、証明書を印刷 

① 電子申請サービスの
Webサイト 
（12/1から 
稼働）に 
アクセス 

② 希望する証明書を選
択し、クレジットカード
（VISA、JCBなど）情
報を登録 

③ 後日（１週間程度）証
明書が郵送で自宅に
届く 



 
 

 

                

訪問介護時の駐車場の確保について連携協定を締結 

～医療・介護分野で全国初の官民連携協定～ 

後期高齢者やひとり暮らし高齢者が増加し、訪問介護等の需要が高まっており、高齢者サ

ービスを実施する事業所が、高齢者宅を訪問する際に駐車場の確保が困難になっています。 

そこで、八王子市と特定非営利活動法人「八王子市民のための医療と介護連携協議会」

（以下「医介連」とする。）および、タイムズ２４株式会社（本社：品川区 以下「タイムズ２４」と

する。）は、訪問系事業所が安心してサービスを提供できる環境を整えるため「訪問介護等

における駐車場の確保に係る連携協定」を締結し、本日から運用を開始します。 

また、本日の記者会見終了後に協定締結式を開催します。 

１ 連携内容 

タイムズ２４の予約制駐車場サービスである「タイムズの B」を活用して、市内で訪問系

事業所が専用で利用できる登録駐車場を新たに確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「タイムズの B」とは、遊休地を貸したい方と駐車場を借りたい方をマッチングする予約制駐車

場サービスです。 

※ すでに登録されている駐車場は、専用の利用ではなく、一般利用となります。 

２ 協定締結式 

（１）日 時 １１月２２日（月）午後３時３０分～（市長記者会見終了後） 

（２）場 所 ３階 特別会議室 

（３）出 席 者 八王子市長 

 医介連 理事長 孫田 誠三（まごた せいぞう） 

 タイムズ２４ 取締役 専務執行役員 渡辺 英一（わたなべ えいいち） 

 

＜問い合わせ＞ 福祉部高齢者いきいき課長 吉本 電話０４２－６２０－７４５２ 
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市内 76か所 

149台分が現在稼働中 


