
 

 

 

 

 

時 間 午後２時００分～ 

会 場 全員協議会室 

 

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 

 

 

２ 東京たま未来メッセで大型イベントが続々開催 

～３年ぶりにフードフェスティバルも開催～ 

 

３ アメリカ合衆国スポーツクライミング代表チームと交流 
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新型コロナウイルス感染症に関する本市の状況 

 

１ ワクチン接種の取り組み状況 

（１）年代別ワクチン接種状況（１０月１７日現在） 

 

（２）オミクロン株対応ワクチン接種者数 

■ ６０歳以上   ２，２１２人  

■ １８～５９歳 １１，０３４人 計１３，２４６人（１０月１７日現在） 

 

２ 乳幼児接種（生後６ヶ月以上４歳以下） 

乳幼児接種用ワクチンが１０月５日に薬事承認され、国から配送計画が示され

たことを受け、生後６ヶ月以上４歳以下の乳幼児の接種について、１１月１３日

から、八王子市医師会及び薬剤師会のご協力のもと、集団接種にて実施します。 

（１）接種券発送及び予約開始スケジュール  （１０月１８日現在） 

１０月２８日 接種券発送 

１１月 ４日 予約開始 

１１月１３日 接種開始（予定） 

  

接種者数
（人）

接種率
（％）

接種者数
（人）

接種率
（％）

接種者数
（人）

接種率
（％）

接種者数
（人）

接種率
（％）

159,207 151,112 94.9 150,100 94.3 143,114 89.9 128,498 80.7

31,690 29,305 92.5 29,191 92.1 27,432 86.6 20,593 65.0

83,032 73,754 88.8 73,212 88.2 64,755 78.0 17,768 21.4

79,592 66,486 83.5 65,653 82.5 51,982 65.3 8,411 10.6

57,647 46,740 81.1 45,855 79.5 32,261 56.0 2,734 4.7

65,890 53,468 81.1 53,147 80.7 31,779 48.2 1,645 2.5

41,373 30,248 73.1 29,754 71.9 18,713 45.2 169 0.4

30,783 8,540 27.7 7,915 25.7 1,001 3.3

518,431 451,113 87.0 446,912 86.2 370,036 71.4 179,818 34.7

12～19歳

5～11歳

合計
（12歳以上）

65歳以上

60～64歳

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

4回目

区分
対象者数
（人）

1回目 ２回目 3回目
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（２）接種対象者 

生後６ヶ月以上４歳以下の乳幼児 約１５,０００人 

（３）接種回数（全３回） 

    初回接種（３回） 

 １回目～２回目の接種間隔：３週間   

２回目～３回目の接種間隔：８週間 

（４）集団接種 

日時：１１月１３日～１２月２５日の毎週日曜日  

１０時３０分～１４時００分（予定） 

会場：八王子市保健所（４階）・フレンテ南大沢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ＞ 

１ 健康医療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 

２ 健康医療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０４２－６４５－５１１１ 

  



 

 

                

 

東京たま未来メッセで大型イベントが続々開催 

～３年ぶりにフードフェスティバルも開催～ 

 

１ 八王子フードフェスティバル 

新型コロナウイルス感染症の影響で、３年ぶりとなる「第８回八王子フードフェ

スティバル」が１０月２９・３０日の２日間にわたって開催されます。都内最大の

農産地でもある本市で収穫された新鮮な食材の販売をするほか、伝統的な食文化を

紹介し、食の魅力を市内外にＰＲします。 

（１）日 程 １０月２９日（土）１０～１７時 

 ３０日（日）１０～１６時 

（２）主な内容 

■ 屋台テント・キッチンカー 

八王子のレストランを中心に地元のグルメを提供する屋台テントや、幅広いジャン

ルの料理を提供するキッチンカーが並びます。 

■ マルシェ 

八王子と周辺地域から集まった新鮮な野菜・食材、加工品等を販売します。 

■ 八王子ウイスキーストリート・サンヴァンサン八王子 

料理に合った様々なウイスキーやワインを楽しめる企画も開催されます。 
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日本遺産ＰＲキャンペーン 

フードフェスティバルを盛り上げるため、日本遺産の構成文化財である八王子芸妓衆

やお囃子などのステージプログラムを開催します。 

八王子日本遺産ＰＲキャンペーンＬＩＮＥ公式アカウントに友だち追加すると、開催期間

中にポイントラリーに参加できます。２ポイント毎に、フードフェスティバル会場で使える２０

０円のクーポン券をプレゼント（各日先着２，０００件）します。 

チェックポイント：東京たま未来メッセ会場内（２箇所） 各１ポイント 

桑都日本遺産センター八王子博物館 ２ポイント 

まちなか休憩所 ２ポイント  （計４箇所） 
▲友だち追加は 

こちらから 

▲令和元年開催時の様子(屋台・キッチンカー) 



 

２ はちおうじＮＰＯフェスティバル２０２２ 

本市の市民活動を広く紹介するイベント「はちおうじＮＰＯフェスティバル 

２０２２」を開催します。会場では、各分野で活躍する団体の活動を紹介する展示

を実施するほか、わら細工や紙すきなどの体験コーナーを設置し、子どもから大人

まで楽しめる催しです。 

（１）日程 １１月 ３日（祝）１１時～１６時３０分 

（２）主なイベント 

■ 展示 

福祉、環境、防災、多文化共生等、各団体の活動紹介 

■ 物販・飲食 

八王子産の野菜やこだわりの品を販売するほか、キッ

チンカーが出店します。 

■ ステージイベント 

宮城あかしさん（Office nanairo代表）、中野智行さん（まちおこし系 YouTuber）

を司会に迎え、ステージイベントを実施します。ハンドベル演奏や子どもた

ちのダンスなど、各団体の日頃の活動の成果を披露していただきます。 

 

３ 八王子ものづくりＥＸＰＯ２０２２ 

本市の特色であるものづくりをはじめとした産業の振興及びイノベーション 

創出のため、「八王子ものづくりＥＸＰＯ２０２２」を開催します。企業の関係者

の方だけではなく、一般の方も入場可能で、親子で体験できるイベントなども実施

されます。 

（１）日程 １１月１１日（金）１０～１７時 

 １２日（土）１０～１６時 

（２）主なイベント 

■ テーマごとの展示 

「製造・技術・素材」「医療・ヘルスケア」「環境・エネルギー」「社会・地域

課題」の４つのゾーンで、身近なサービスから先端最新技術までが一同に集

まります。 

■ 専門家によるセミナー 

「ソリューションを買い合う文化でカーボンニュートラルを加速する」（１１

日）、「スタートアップが挑む,ロボティクス事業開発」（１２日）などをテー

マに専門家によるセミナーを開催。 

■ 企業担当者向けのワークショップ 

セミナーと連動し、「ＤＸ」「カーボンニュートラル」

「ロボット」「ヘルスケア」をテーマに、企業担当者

向けのワークショップを開催します。 

■ 親子で体験できるコーナー 

島田電機製作所の大人気の工場見学「１０００のボタ

ン」を会場で体験できます。この他にも、一般の方が

参加できる体験型イベントを多数開催します。 

▲令和元年に実施された 
フェスティバルのようす 

▲大人気の工場見学 
「１０００のボタン」 



 

 

４ 八王子いきいき健康フェア２０２２～人生１００年時代を楽しもう～ 

人生１００年時代に備えるための、商品やサービスを体験・購入することができ

る見本市です。出店業種は「衣食住」「生活支援サポート」「医療・介護」「運動」

など幅広い分野の事業者が出店します。 

（１）日 程 １１月２３日（祝）１１時～１８時 

 ２４日（木）１０時～１７時 

（２）主な出展企業（全２５社） 

■ 生命保険会社・・・血管年齢・野菜の接種充実度の測定 

■ 医療機関・・・骨密度のチェック 

■ スポーツジム・・・どこでもトレーニング、リラクゼーション 

■ 不動産会社・・・住まいのよろず相談        など 

 

＜問い合わせ＞ 

（１について）産業振興部観光課長     白石 電話０４２－６２０－７３７８ 

（２について）市民活動推進部協働推進課長 青柳 電話０４２－６２０－７４０１ 

（３について）産業振興部産業振興推進課長 立川 電話０４２－６２０－７２５２ 

（４について）福祉部高齢者いきいき課長  吉本 電話０４２－６２０－７２４３ 



 

 

                

 

 

 

アメリカ合衆国スポーツクライミング代表チームと交流 

 

令和３年（２０２１年）東京２０２０オリンピック競技大会の事前キャンプを本市で

行ったアメリカ合衆国スポーツクライミング代表チームの選手が盛岡で開催される

「クライミングワールドカップ」に出場後、本市を訪れ、東京２０２０大会のお礼と、

当時実現できなかった対面での交流を実施します。 
 

１ 市長面会 

 ■ 日 時：１０月２３日（日） １４：００～１４：３０ 

 ■ 場 所：京王プラザホテル八王子 ４階 扇（旭町１４－１） 

２ 市内小学生との交流事業  

■ 日 時：１０月２３日（日） １５：００～１６：３０ 

１６：３０～１８：００ 

■ 場 所：ディーボルダリングプラス西八王子 Ｂ１階（散田町３－１７－１１） 

■ 参加者：市立第五小学校児童、いずみの森義務教育学校児童生徒 

３ アメリカ合衆国スポーツクライミング代表チーム出席者 

 氏 名 読 み 役職等 

ス

タ

ッ

フ 

Ｍａｒｃ Ｎｏｒｍａｎ マーク ノーマン ＣＥＯ 

Ｊｏｈｎ Ｍｕｓｅ ジョン ミューズ ハイパフォーマンスマネージャー 

Ｚａｃｋ ＤｉＣｒｉｓｔｉｎｏ ザック ディクリスティーノ 理学療法士 

選

手 

Ｃｏｌｉｎ Ｄｕｆｆｙ コリン ダフィー 東京 2020 大会出場・5 位入賞 

Ｃｌｏｅ Ｃｏｓｃｏｙ クロエ コスコイ  

Ｊｅｓｓｅ Ｇｒｕｐｐｅｒ ジェシー グルーパー  

※変更となる場合があります 

４ 交流内容 

   ボルダリング交流、東京２０２０大会時の講話など 

５ 取材依頼 

取材を希望される場合は、１０月２１日の正午までに問い合わせ先までご連絡く

ださい。 

 

＜問い合わせ＞ 

生涯学習スポーツ部 スポーツ振興課長 高野 電話０４２－６２０－７４５７ 
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▲給食交流の様子 
▲書道体験の様子 

山車を引く USAチームの様子▲ 

 

▲プレゼントの様子 ▲直接指導する様子 

≪参考≫ 

■令和元年（２０１９年） ＩＦＳＣクライミング世界選手権２０１９八王子 強化合宿 

【概要】 

合宿期間 令和元年（２０１９年）８月２日（金）～２２日（木） 

参加者 選手：１２名  コーチ等関係者：８名  計２０名 

宿泊場所 京王プラザホテル八王子（八王子市旭町１４－１） 

練習会場 
ディーボルダリング・八王子（八王子市中町２-1） 

モリパーク・アウトドアヴィレッジ（昭島市田中町６１０-4） 

【交流事業】 

・市立第五小学校訪問 

日時 令和元年（２０１９年）８月３日（土）１０時００分～１３時００分 

内容 子供たちから選手への英語質問・書道体験・クライミング指導・給食交流など 

   

 

 

 

 

 

 

・八王子まつり 

日時 令和元年（２０１９年）８月３日（土）１８時００分～１９時３０分 

内容 山車巡行等への参加（上八日町町会） 

 

 

・ボルダリング教室 

 

 

 

 

 

 

 

日時 令和元年（２０１９年）８月５日（月）１３時００分～１５時３０分 

会場 クライミングジム バーチ（八王子市散田町３-１７-１１） 

内容 初心者の部、経験者の部に分かれ、直接指導。チームからチームウェアのプレゼント 



 

 

■令和３年（２０２１年） 東京２０２０オリンピック競技大会 事前キャンプ 

【概要】 

合宿期間 令和３年（２０２１年）７月２２日（木・祝）～３１日（土） 

参加者 選手：４名  コーチ等関係者：６名  計１０名 

宿泊場所 タカオネ（八王子市高尾町２２６４） 

練習会場 

ディーボルダリング八王子店（八王子市中町２－１） 

モリパーク アウトドアヴィレッジ（昭島市田中町６１０－４） 

はだの丹沢クライミングパーク（神奈川県秦野市戸川１３９２） 

青海アーバンスポーツパーク（公式練習場：江東区青海１－１） 

 

【交流事業】 

・各選手からのメッセージ 

事前キャンプの受入期間中、選手から市民の皆様に向けたメッセージが届けられ、市のホームページで

公開。 

ナサニエル 

コールマン 
 

私は、八王子市に以前にも来たことがあり、八王子市が大好きだとお伝えしたいです。今回は、もっと八

王子市を知ることができなくて残念でしたが、今後また訪問することを楽しみにしています。その時に会い

ましょう。 

コリン 

ダフィー  

私は八王子市に来ることができ大変うれしく、ホテルのおもてなしにも大変感謝しています。また、ぜひ

訪れたいと思っています。 

ブルック 

ラバトゥ  

私たちは、八王子市に来られたこと、そして八王子市の皆さんに受け入れてもらえたことに感謝してい

ます。素敵な宿泊施設とすべてのサポートに感謝しています。 

キーラ 

コンディ  

ここに来られて、大変わくわくしています。私たちは八王子市が大好きで、お気に入りのスポットもあり

ますので、大会後、またなるべく早く戻ってきたいです。どうもありがとうございました。 

 

・いずみの森義務教育学校との交流 

選手に向け、いずみの森義務教育学校の生徒が作成した応援メッセージを宿泊施設に掲示するととも

に、生徒会が中心となり制作した折り紙の作品を選手団に贈呈。それに対し、チームから同学校へ、サ

イン入りのプレゼントが贈られるなど、非接触での交流を実施。 

 

 

 

 

 

 

 ▲ミーティングルームには応援メッセージ 
▲チームからサイン入りメッセージ 



 

 

・ＵＳＡ ＣＬＩＭＢＩＮＧからのプレゼント 

チームからサイン入りＴシャツ・ピンバッチ等が市に提供され、広報はちおうじで希望する市民の方を

募集し、抽選で４０名の方にプレゼント。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・その他 

高尾山薬王院から競技安全祈願の護摩札を授与 

タカオネでの練習風景を見た地元小学生が、選手への手紙を持参し、選手団からサイン入りＴシャツが

返礼 

選手・関係者が、本市での事前キャンプの様子をＳＮＳ等で発信 

 

▲サインを書く選手 ▲サイン入りＴシャツ・ユニフォーム 

▲高尾山薬王院から護摩札を授与 
▲チームＳＮＳで市のおもてなしを発信 ▲チームＳＮＳで石森市長と安間教育長が 

紹介されました 


