
 

 

 

 

 

会 場 全員協議会室 

時 間 午後２時００分～ 

 

市長記者会見資料 

 
 

１ 新型コロナウイルス感染症に関する本市の状況・ 

ワクチンの追加接種への取り組み 

 

 

２ 出張申請窓口を拡充しマイナンバーカードの普及を促進 

～６月３０日からの「マイナポイント第２弾」を前に～ 

 

 

３ まちの新たなシンボル「八王子駅南口集いの拠点」 

～ＰＦＩ方式による整備に向けた募集要項等を公表～ 

 

 

４ 日本遺産を活用した連携事業の展開 

～東京都立大学で特別講座の開講・「多摩織工芸館」がオープン～ 

 

令和４年（２０２２年）６月１日   プレスリリース 



 

新型コロナウイルス感染症に関する  

本市の状況 

１ 感染者の状況(５月２９日現在) 

（１）新規感染者の推移【５月１日～５月２９日】 

 

（２）新規感染者年代別割合の推移 
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２ 年代別ワクチン接種状況（５月３０日現在） 

区分 
対象者数

（人） 

1回目 ２回目 ３回目 

接種者数

（人） 

接種率 

（％） 

接種者数

（人） 

接種率 

（％） 

接種者数

（人） 

接種率 

（％） 

65歳以上 159,207 148,767 93.4 147,734 92.8 138,998 87.3 

60～64歳 31,690 29,025 91.6 28,914 91.2 26,276 82.9 

50歳代 83,032 74,452 89.7 73,990 89.1 60,885 73.3 

40歳代 79,592 68,730 86.4 68,042 85.5 47,913 60.2 

30歳代 57,647 48,124 83.5 47,362 82.2 27,712 48.1 

20歳代 65,890 54,560 82.8 53,113 80.6 26,426 40.1 

12～19歳 41,373 32,700 79.0 31,853 77.0 13,663 33.0 

合計（12歳以上） 518,431 456,358 88.0 451,008 87.0 341,873 65.9  

        

5～11歳 30,783 6,345 20.6  5,203 16.9   

 

＜参考＞ 

 

         

＜問い合わせ＞ 

１ 健康部保健対策課長 鷹箸 電話０４２－６４５－５１９５ 

２ 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 田倉  

電話０４２－６４５－５１１１ 



 

新型コロナウイルス感染症 

ワクチンの追加接種への取り組み 

１ 追加接種（４回目） 

国からの方針を受け、新型コロナウイルスワクチンの追加接種（４回目）を開始して

います。対象者は３回目接種日から５か月を経過する６０歳以上の方、及び１８歳以上

６０歳未満の基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方のみで

す。 

 

（１）接種開始日 

５月２５日（水） 

 

（２）追加接種（４回目）接種券の送付 

６０歳以上の方には、３回目接種日から５か月を経過する前月に送付します。な

お、６５歳以上の方には、会場・日時を指定した接種券を送付します（予約手続き

不要）。また、１８歳以上６０歳未満の基礎疾患を有する方その他重症化リスクが

高いと医師が認める方は申請に基づき接種券を発送します。（原則は、ホームペー

ジからの電子申請となります。） 

    ・６５歳以上 ・・・予約を指定した接種券を発送 

    ・６０～６４歳・・・予約指定のない接種券を発送 

    ・１８～５９歳・・・基礎疾患等の申請後、予約指定のない接種券を発送 

４回目接種は引き続き６０歳以上が接種勧奨及び努力義務の対象となります。 

しかし、現時点では、１８歳以上６０歳未満の基礎疾患を有する方その他重症化

リスクが高いと医師が認める方は努力義務の対象外となります。 
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■１８～５９歳で基礎疾患のある方へ 

６月中旬に基礎疾患のある方を対象に、接種券の発行申請に関することが分かる

案内を送付する予定です。 

申請方法は、電子または紙で受付けします。申請後、３週間程度で接種券を発送

します。 

 

（３）予約方法 

３回目接種と同様に自身で予約サイトまたはコールセンターで予約してくださ

い。ただし、６５歳以上の方は既に日時会場が指定されているため、予約は不要で

す。指定された日時会場を変更したい場合は、予約サイトまたはコールセンターで

変更できます。 

 

（４）６月の接種会場 

【ファイザー会場】          【モデルナ会場】 

 

        

 

２ 小児接種（５～１１歳）について 

   令和４年（２０２２年）３月から開始した小児接種については、現在の予約状

況、これまでの接種状況から一部接種会場を変更いたします。 

これまで小児接種会場としてご協力いただいた東京医科大学八王子医療センター

及び東海大学医学部付属八王子病院の２会場については６月末で終了し、７月より

西部エリアを補完するため、東浅川保健福祉センターを接種会場として追加しま

す。 

 

 

 

＜問い合わせ＞ 

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 田倉  

電話０４２－６４５－５１１１ 

健康部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０４２－６４９－６０８９ 

 

八王子スクエアビル第一会場（11階） 

イトーヨーカドー南大沢店 

イーアス高尾 

コピオ北野 

八王子スクエアビル第二会場（6階） 

八王子スクエアビル第三会場（7階） 

八王子オーパ 

フレンテ南大沢 



 

 

                

 

出張申請窓口を拡充しマイナンバーカードの普及を促進 

～６月３０日からの「マイナポイント第２弾」を前に～ 

マイナンバーカードの普及を図るとともに、経済対策の一環として、国はマイナポイ

ントを付与する取組を実施しており、６月３０日からは、「マイナポイント第２弾」と

して、最大で２万円相当のポイントが付与されます。 

この機会に、本市のマイナンバーカードの普及促進のため、６月を「マイナンバーカ

ード普及促進強化月間」として、八王子駅、南大沢駅前でマイナンバー制度の周知をす

る他、市内各所で出張申請窓口を設置するなどのキャンペーンを実施します。 

１ マイナンバーカード出張申請窓口 

市内各所に職員を派遣して、出張申請窓口を設置。無料で申請用写真を撮影して、

申請書類の作成もサポートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 取材対応スケジュール  

■ ６月５日（日）  

環境フェスティバル（西放射線ユーロード） 

■ ６月４・５・１１・１２日 

道の駅八王子滝山 

※ 上記のスケジュールについては、申請窓口

の様子を取材いただけます。取材を希望さ

れる場合は、事前に市民課へご連絡下さい。 

 

＜問い合わせ＞  市民部市民課長 上川 電話０４２－６２０－７３６１ 
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▲「学生天国」での出張申請の様子 

・ 道の駅八王子滝山・川口図書館         ・ 環境フェスティバル会場 

・ セレオ八王子・アクロスモール八王子みなみ野 

市民が集まる”スポット”や”イベント”で 

・ 大学コンソーシアム八王子と連携し

て、市内大学で出張申請窓口を開設 

普及率の低い学生へ 

・ 保健福祉センターで実施される３歳児

健康診査に合わせて、親子同時に申請

できる出張申請窓口を開設 

・ 市内の企業、法人へ出向いて申請をサ

ポート 

子育てで忙しいパパママへ 



 

 

 

                

 

まちの新たなシンボル「八王子駅南口集いの拠点」 

～ＰＦＩ方式による整備に向けた募集要項等を公表～ 
 

八王子駅南口集いの拠点整備事業において、八王子医療刑務所跡地に建設予定

の複合機能施設の設計・建設と、１５年間の維持管理・運営を担うＰＦＩ事業者を

選定するため、６月１日から事業概要や参加資格要件、選定スケジュール等を記載

した募集要項等を公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おこうえｎ 

 

 

 

 

イメージ図＿八王子駅南口集いの拠点整備基本計画（平成３１年３月策定）より 

 

＜集いの拠点とは＞ 

八王子医療刑務所移転後の用地の活用として、市では『学びと交流が次の１００年を

つくる「まちの開いた新たな集いの拠点」』となるよう、「みんなの公園」「歴史・郷土

ミュージアム」「憩いライブラリ」「交流スペース」を備えた複合機能施設を整備するこ

ととしました。 

これまでにない新たな魅力を持った「学び」「交流」「防災」の３つの機能を備えた 

「サードプレイス」として、将来にわたって、八王子のシンボルとなり、シビックプラ

イドの醸成へ貢献する交流の場となることを目指しています。 
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１ 募集要項等の公表について 

（１）公表内容 

募集要項及び業務要求水準書、優先権者決定基準、サービス対価の算定及び

支払方法、業績等の監視及び改善要求措置要領など 

（２）現地見学会 

６月１４日（火）午後３時～午後５時３０分（予定） 

八王子医療刑務所跡地 

（３）説明会 

６月１４日（火）午後７時～（予定） 

生涯学習センター（クリエイトホール）５階ホール（東町５‐６） 

（４）事業の詳細 

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/006/001/002/p014488.html 
 

２ 今後の予定 

日程 内容 

令和４年（2022年） ６月１日 募集要項等の公表・募集要項等に関する質問の受付 

令和４年（2022年） ６月１４日 募集要項等説明会及び現地見学会の開催 

令和４年（2022年） ７～８月 参加資格確認書類の受付、結果通知 

令和４年（2022年） ８・９月 競争的対話（計２回） 

令和４年（2022年） １１月上旬 提案書類の受付 

令和４年（2022年） １２月上旬 優先交渉権者の決定・公表 

令和５年（2023年） １月 事業仮契約の締結 

令和５年（2023年） ３月 事業本契約の締結 

 

令和４年度は、ＰＦＩ事業者の選定とともに官舎用地部分の既存施設の解体

工事等も進めてまいります。令和５年度以降は、残りの解体工事や設計・建設を

行い、令和８年度の供用開始を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ＞  

 拠点整備部集いの拠点整備課長 原 電話０４２－６２０－７３４８ 

凡例 

都市計画公園区域 

市解体工事(令和 4年度) 

PFI事業解体工事 

(令和 5年度~) 

廃道区間 

新設道路工事(令和4・5年度) 

至
京
王
片
倉
駅 

N 



 

 

 

                

 

日本遺産を活用した連携事業の展開 

～東京都立大学で特別講座の開講・「多摩織工芸館」がオープン～ 

 

都内で唯一日本遺産に認定された本市のストーリー「霊気満山 高尾山～人々の祈

りが紡ぐ桑都物語」をテーマに、「高尾山」の魅力を、文化・歴史・地質学・生物など

様々な視点で学ぶオンライン講座を、７月から東京都立大学と連携して開講します。 

また、日本遺産の構成文化財の一つである「多摩織」の活用に関する八王子織物工業

組合と日本遺産「桑都物語」推進協議会の協定に基づき、同組合が管理する八王子繊維

貿易館に、本市ゆかりのアーティストが構成文化財をテーマに制作した作品を展示す

るほか、手織り機の体験や日本遺産に関する情報に触れることなどができる「多摩織工

芸館」が新たにオープンします。 

 

１ 東京都立大学オープンユニバーシティ連携講座（オンライン講座） 

（１）講座名 日本遺産「霊気満山 高尾山」の魅力 

（２）講座スケジュール 

 テーマ 講師 

7/30 日本遺産「霊気満山 高尾山 

～人々の祈りが紡ぐ桑都物語～」 

市日本遺産推進担当主査（学芸員） 

草間 亜樹 

8/6 高尾山の地形と地質 東京都立大学 

都市環境学部地理環境学科 教授 

鈴木 毅彦 

8/27 高尾山に生息するニホンリスとムササビの 

生態 

東京都立大学 

理学部生命科学科 教授 

林 文男 

9/3 高尾山登山の魅力 市生涯学習スポーツ部長 

平塚 裕之 

9/10 薬王院の歴史・文化、山岳信仰について 大本山髙尾山薬王院 

法務部法務課長 

上村 公昭 

9/17 高尾山霊山から行楽の山に 東京都立大学 

プレミアム・カレッジ 

特任教授 菊地 俊夫 

（３）定 員 一般５０名、高校生３０名 

（４）受 講 料 １５，１００円（高校生は無料） 

※ 東京都立大学オープンユニバーシティデジタルパンフレット

(2022年度夏期講座)は右の二次元コードから 
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２ 「多摩織工芸館」がオープン 

日本遺産に認定されたストーリー「霊気満山 高尾山 ～人々の祈りが紡ぐ桑都

物語～」の構成文化財をテーマに、八王子ゆかりのアーティスト１１名が制作し

た作品を展示します。 

また、多摩織伝統工芸士の指導による手織り体験を予約制で実施します。 

（１）開 館 日 ６月 ５日（日） 

 ６月１９日（日） 

 ※ ７月以降は第１土曜日・第３日曜日 

 １０時～１６時 無料（申込不要） 

（２）所 在 地 八王子繊維貿易館３階（八幡町１１－２） 

（３）展示概要  

■ 八王子ゆかりのアーティストの作品展示 

浅野彌弦（彫刻） 

飯野哲心（彫刻） 

江波戸裕太（絵画） 

久米岳（絵画） 

杉原民子（絵画） 

高石優真（立体） 

竹谷嘉人（絵画） 

チャーリー礒崎（彫刻） 

中村眞弥子（絵画） 

YORIKO/想造楽工（絵画） 

上島かな子（陶芸） 

■ 伝統的工芸品 手織り体験 

小学４年生以上の方を対象（小学生は保護者同伴）に、多摩織伝統工芸士の

指導による手織り体験を実施します。 

日 時 上記 多摩織工芸館開館日のとおり 

 午前コース 10:00～11:30／午後コース 13:00～14:30 

人 数 各日各コース ６名 

参 加 費 ２，０００円（材料費） 

申し込み メールまたはＦＡＸにて八王子織物工業組合へ 

         （体験日１か月前から先着順にて受付） 

（４）同館の内覧について 

本日６月１日（水）１７時まで会場の取材ができます。 

 

＜問い合わせ＞  

都市戦略部日本遺産推進担当課長  秋山 電話０４２－６２０－７４３４ 

（１の都立大学のオープンユニバーシティについて） 

東京都立大学管理部生涯学習推進課 佐藤 電話０３－３２８８－１４９１ 

（２の「多摩工芸館」の施設・開館日程について） 

八王子織物工業組合 専務理事   巻田 電話０４２－６２４－８８００ 

▲上島かな子 「ものがたりは、つづく」 


