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２ 医療体制を拡充する取り組み 
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保育施設及び学童保育所の待機児童数について 

 

本市は「子育てしやすいまちナンバーワン」を目指して、「八王子版ネウボラ」や「はち

おうじっ子 子育てほっとライン」などの施策を展開している。 

今年度は、従来の母子手帳に７～１８歳までの成長・健康の記録欄を追加した、「八王子

版母子健康手帳」を７月に新たに発行するほか、３歳児健診で視機能の発達を確認する視

機能検査機器の購入や、新生児の聴覚検査の助成を行うなど、安心して「妊娠・出産・子

育て」が出来るよう、切れ目のない支援を行っていく。 

このたび、４月１７日時点の「保育施設及び学童保育所の待機児童数」がまとまった。

保育施設については、平成３０年度（２０１８年度）の時点で、申込児童数に対する施設

定員を確保できている状況にあるが、地域や年齢によって待機児童が今なお生じている。

しかし、前年と比較して待機児童数は減少しており、今後も保育コンシェルジュを活用し

た、保育ニーズに合ったきめ細かい対応を行っていく。また、学童保育所の待機児童に対

しては、引き続き放課後子ども教室と連携し、一体的に推進することで、放課後の児童の

居場所づくりに積極的に取り組み、さらに子育てしやすいまちを目指す。 

 

 

１ 保育施設について（資料は別紙） 

（１）待機児童数の推移                     各年４月１日現在 

区  分 待機児童数 増減（対前年） 施設定員 増減（対前年） 

平成 29年（2017年） 107人  11,474人  

平成 30年（2018年） 56人 △51人 11,667人 196人 

平成 31年（2019年）

【速報値】 
26人 △30人 11,715人 48人 

 

区  分 申込児童数 増減（対前年） 利用児童数 増減（対前年） 

平成 29年（2017年） 11,541人  11,308人  

平成 30年（2018年） 11,396人 △145人 11,241人 △67人 

平成 31年（2019年）

【速報値】 
11,388人 △8人 11,229人 △12人 

  ※平成 29年度（2017年） 施設定員－申込児童数＝△67人 

   平成 30年度（2018年） 施設定員－申込児童数＝271人 

   平成 31年度（2019年） 施設定員－申込児童数＝327人 

 

（２）待機児童への対応（平成３１年度（２０１９年度）） 

   施設整備（新設・増改築・大規模修繕） ５園 定員１７人増  
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２ 学童保育所について（資料は別紙） 

（１）待機児童数の推移                     各年４月１日現在 

区  分 待機児童数 増減（対前年） 施設定員 増減（対前年） 

平成 29年（2017年） 283人  6,600人  

平成 30年（2018年） 172人 △111人 6,788人 188人 

平成 31年（2019年）

【確定値】 
215人 43人 6,955人 167人 

 

区  分 申込児童数 増減（対前年） 利用児童数 増減（対前年） 

平成 29年（2017年） 6,192人  5,909人  

平成 30年（2018年） 6,262人 70人 6,090人 181人 

平成 31年（2019年）

【確定値】 
6,494人 232人 6,279人 189人 

 
  ※平成 29年度（2017年） 施設定員－申込児童数＝408人 

   平成 30年度（2018年） 施設定員－申込児童数＝526人 

   平成 31年度（2019年） 施設定員－申込児童数＝461人 

 

（２）待機児童への対応（平成３１年度（２０１９年度）） 

   ア 放課後子ども教室の拡充 実施校６５→６９校（高尾山学園を除く全小学校で実施） 

            週５日実施校２４→３７校 

   イ 施設整備（新設・増設・移転）補助４か所 定員１８７人増 

 

＜問い合わせ＞ 

保育施設について 

 子ども家庭部子どものしあわせ課長 澤田 電話０４２－６２０－７３９１ 

学童保育所について 

 子ども家庭部児童青少年課長    小池 電話０４２－６２０－７２４６ 



保育所等在籍児童数は、対前年１２人減の１１，２２９人（０．１％減） 
保育所等待機児童数は、対前年３０人減の２６人（５３．６％減） 

保育所等在籍児童数と待機児童数の推移 
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待機児童２６人の地域別分布状況及びその保護者の状況は、下図のとおり。 

保育所待機児童の分布とその保護者の状況 

待機児童の年齢別内訳 

保護者の状況内訳 

（単位 ： 人） 

上段：平成31年4月待機児童数 

（  ）：平成30年4月待機児童数 
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学童保育所在籍児童数は、対前年１８９人増の６，２７９人（３．１％増） 
学童保育所待機児童数は、対前年 ４３人増の２１５人（２５．０％増） 

学童保育所在籍児童数と待機児童数の推移 
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待機児童２１５人の地域別分布状況は、下図のとおり。 

学童保育所待機児童の分布状況 

（単位 ： 人） 
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医療体制を拡充する取り組み 

４月から災害時のコーディネーターと在宅医療の体制を整備 

 

１ 災害に備えた体制 

東日本大震災からの教訓を踏まえ、東京都全体で災害時の医療体制の構築を進めて

いく中で、地域医療の中核を担う保健所政令市である本市は、さらなる災害医療体制

を拡充する取り組みとして、４月から医療・薬事のコーディネーターの配置を整える。 

 

（１）災害医療コーディネーターの増員（１名→２名）  

多岐に渡る災害時の業務を、迅速かつ的確に対応するための増員 

ア 役 割 

災害時に、市は傷病者のトリアージ、軽症者に対する応急処置などを実施す

る緊急医療救護所を市内に１５か所設置する。災害医療コーディネーターは、

この緊急医療救護活動を統括・調整するため、市に対して医学的な助言を行う

とともに、医療機関の被災状況と救援の必要性を確認し、傷病者の受け入れを

調整する。 

イ 人 員 

（ア）平成２６年度（２０１４年度）より委嘱 

東海大学医学部付属八王子病院 神経内科医師 徳岡 健太郎氏 

（イ）新たに委嘱 

南多摩病院 心臓血管外科医師 朽方 規喜（くつかた のりよし）氏 

ウ その他 非常勤特別職、任期は１年 

 

（２）災害薬事コーディネーターの新設（１名） 

災害時の薬事に関する事案の調整を的確に行うため 

ア 役 割 

災害時に、市は薬剤師会と連携して、医療救護所や避難所への医薬品などの

供給拠点となる「災害薬事センター」を設置する。そのセンター長は「災害薬

事コーディネーター」として、薬事の観点から医療コーディネーターをサポー

トする。医療救護所などで必要になる医薬品の需給状況の把握や発注、在庫管

理を行うほか、薬剤師班の活動を調整する。 

イ 人 員 

一般社団法人 八王子薬剤師会 副会長 新井 利男（あらい としお）氏 

ウ その他 非常勤特別職、任期は１年 

 

（３）コーディネーターの活動  

市の災害医療計画への助言、八王子市総合防災訓練、南多摩保健医療圏で実施さ

れる通信訓練や、災害医療に関する会議等に出席 
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２ 在宅療養患者搬送事業の拡充  

平成２９年度（２０１７年度）から市の補助事業として開始した本事業は、八王子

市医師会と協力し、「安心して在宅医療を受けられるよう、かかりつけ医の要請によ

り、病院救急車を活用して、在宅療養患者を医療機関に搬送する体制」を整えてきた。

本年４月からは全日・２４時間対応へ拡充を図り、より充実した在宅医療体制を推進

する。 

 

（１）拡充の経過 

ア 平成２９年度（２０１７年度）市の補助事業開始 

待機日数 年末年始を除く平日（２４５日） 

時  間 午前９時～午後５時 

イ 平成３０年度（２０１８年度）待機日数の拡充 

待機日数 土曜日を追加（２９６日） 

ウ 平成３１年度（２０１９年度）待機日数・時間の拡充 

待機日数 日曜日を追加（３６６日） 

時  間 ２４時間 

 

＜参  考＞ 

在宅医療体制を推進する４つの事業（いずれも八王子市医師会に委託又は補助） 

ア 在宅医療支援システム（まごころネット）運営事業 

登録された在宅療養患者の情報を、かかりつけ医などの医療・介護関係者が

情報共有できるシステムの運営（平成２９年度（２０１７年度）開始） 

 

まごころネット 参加機関数 １１５医療機関 

登録患者数 １,７３０名（平成３１年（２０１９年）３月現在） 

 

イ 在宅療養患者搬送事業（上記参照） 

ウ 在宅医療全夜間対応事業 

かかりつけ医が不在等の場合に、当番医療機関の医師が対応（平成２６年度

（２０１４年度）開始） 

エ 在宅医療相談窓口事業 

在宅医療に携わる医療・介護関係者からの相談や在宅医療を希望する方及び

その家族の相談を専門員が対応（平成２８年度（２０１６年度）開始） 

 

 

＜問い合わせ＞ 医療保険部地域医療政策課長 市川 電話０４２－６２０－７２９２ 

 

 



 

 

新元号「令和」に合わせた記念イベントの数々 

１ 学校給食に「令和お祝い献立」が登場 

新しい時代の幕開けとともに、「古き良き日本の食文化」を大切にする心を育み、

次の時代に引き継ぐために、和食の文化と伝統を盛り込んだ給食を提供する。 

（１）献 立  

ア 梅ごはん  ～日本の食文化の中心、米を「令和」 

の由来「梅の花」にちなんで 

イ 鰆の塩糀焼き～成長や門出を祝う出世魚鰆を和食に 

欠かせない糀で塩焼きに 

ウ 旬の野菜と昆布のお浸し 

～「よろこぶ」の語呂合わせとして、 

旬の野菜キャベツを昆布のおひたしに 

エ 紅白白玉汁 ～縁起が良くおめでたい色を表す紅白の白玉を使ったお吸い物を 

（２）実施日 ５月７日（火）～１０日（金）※順次、各学校で実施 

（３）実施校 小学校（６８校）、一部の中学校（６校）※デリバリー方式の中学校を除く。 

（４）その他 取材については、５月７日（火）いずみの森小中学校(第六小) で可能。 

       対応準備のため、事前に連絡をお願いします。 

 

 ＜問い合わせ＞ 学校教育部保健給食課長 田倉 電話０４２－６２０－７３３１ 

 

２ 令和元年５月１日（大安）の婚姻届などをお祝い  

ゴールデンウィーク中の５月１日（祝日）は、新元号「令和」がスタートする日で

あり、大安でもあることから、市役所本庁舎を開庁し、特別に婚姻届や出生届などの

戸籍届出窓口を設ける。 

婚姻届が記念となるよう、同階の市民ロビーに記念撮影ブース等を併設し、「ふた

りのみちを歩きだす門出の日」を祝福する。 

 

（１）場  所 市役所本庁舎１階 ４番窓口 

（２）開庁時間 午前８時３０分～午後５時 

（３）記念イベントの内容 

市のブランドメッセージを使ったバックパネルを背景とした記念撮影ブースの設置 

（４）その他 

証明書の発行や住民異動届は受け付けしない。 

死亡届・死産届は、守衛室で受け付ける。 

 

＜問い合わせ＞ 市民部市民課長 田島 電話０４２－６２０－７２３３ 

◆「令和お祝い献立」 

こうじ 

平成３１年（２０１９年）４月１９日 市長発表資料③ 



３ 万葉集ゆかりの公園「万葉公園」の案内  

新元号「令和」は、日本最古の歌集「万葉集」を出典元としている。この万葉集に

収められている歌の碑が、市内の万葉公園に建立されていることから、案内表示板を

置くなど、広く市民に紹介し、本市の歴史文化の醸成を図る。 

 

（１）歌碑の内容 

ア 歌 詞 「赤駒を山野に放し捕りかにて多摩の横山かしゆかやらむ」 

イ 作 者 宇遅部黒女（うじべのくろめ） 

ウ 大 意 「馬を山や野に放し飼いにしてあるので、すぐ捕まえることができず、 

多摩の横山を歩かせて、夫を防人として旅立たせてしまった」 

エ 引 用 万葉集巻二十 四四一七 

オ 設 置 昭和２９年（１９５４年） 

（２）場  所 万葉公園（散田町５－３７） 

（３）概  要 

ア 面 積 ２４，１１７㎡ 

イ 種 類 都市公園（近隣公園） 

ウ 開 設 昭和４６年（１９７１年） 

（４）紹介の方法 公園内に案内看板を設置 

広報紙やホームページに掲載 

 

＜問い合わせ＞ まちなみ整備部公園課長 宇都宮 電話０４２－６２０－７２６９ 

 

４ 万葉集の関連図書の「図書館テーマ展示『令和』」の開催  

全図書館（４館）において、「令和」の出典元となった「万葉集」に関する本の展

示と貸し出しを行うことで、その魅力を紹介するとともに、日本の古典に親しむきっ

かけとする。 

 

（１）会  場 中央図書館（千人町 3－3‐6）、生涯学習センター図書館（東町 5－6） 

南大沢図書館（南大沢 2-27）川口図書館（川口町 3838） 

（２）期  間 ４月（開催中）～５月６日（月） 

（３）主な図書 

万葉集研究の第一人者である中西進著作の本や万葉集に 

読み込まれている植物辞典、ゆかりの地を訪れる本等 

ア 「万葉集一」講談社文庫 

イ 「万葉植物事典」北隆館 

ウ 「楽しくわかる万葉集」ナツメ社 

エ 「万葉集を歩く」ＪＴＢ 

 

＜問い合わせ＞ 図書館部中央図書館長 太田 電話０４２－６６４－４３２１ 

 

◆万葉公園の歌碑 

◆中央図書館の様子 



 

                

 

オリンピックに向けた機運醸成イベント 

「フラワーフェスティバル由木」と「伝承のたまてばこ」 

 

開催まであと５００日を切った東京オリンピック・パラリンピック競技大会。自転

車競技ロードレースが市内を走り抜けるほか、先日はアメリカのクライミングチーム

の事前合宿を受け入れることを発表したところである。大会開催に向けてさらなる機

運の醸成を図っていく。 

 

１ フラワーフェスティバル由木で競技の疑似体験 

東京２０２０大会自転車競技ロードレースが南大沢エリアを経由することが決定

したことに伴い、このエリアでの機運を盛り上げるため、フラワーフェスティバル由

木の会場で、自転車競技に関する展示を行う。また、オリンピック・パラリンピック

競技種目を身近に感じてもらうため、東京高専で開発されたスポーツ観戦システム

「シンクロアスリート」を使った疑似体験イベントを開催する。 

（１）開催日程  ４月２８日（日）午前１０時～午後４時３０分（雨天中止） 

（２）場  所  南大沢中郷公園（南大沢二丁目２６） 

＜シンクロアスリートとは＞ 

・独立行政法人国立高等専門学校機構 東京工業高等専門学校が開発。 

・椅子に座りメガネをかけると、３６０度カメラで撮影された映像が映し出され、競

技（カヌースラローム・スピードスケート・パラ陸上（車いす陸上）等から選択）

の動きを疑似体験できる。 

・「ものづくり日本大賞」で内閣総理大臣賞を受賞 

・開発に携わった同校の松林教授、山下准教授、

学生にご協力いただく。 

・当日は２００名の体験を見込む。 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ＞ 

オリンピック・パラリンピック推進室主幹 坂口 電話０４２－６２０－７４８５ 

▲シンクロアスリート開発チームの学生の皆さん 

フラワーフェスティバル由木 

【日 時】４月２７日（土）・２８日（日） 

【場 所】南大沢中郷公園及び南大沢駅前遊歩道 
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２ 伝承のたまてばこ～多摩伝統文化フェスティバル２０１９～ 

伝統のたまてばこは、「東京２０２０公認文化オリンピアード」として認証された

事業で、今年で４回目の開催となる。多摩の各地域で伝えられてきた、伝統文化が一

同に集まる。国内外から来場される皆さんに、古くから息づく伝統文化の魅力を体験

してもらいたい。 

（１）開催日程  ５月２５日（土）・２６日（日） 

（２）場  所  ＪＲ八王子駅北口西放射線ユーロード 

（３）主なプログラム 

（４）主  催  八王子市・アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化

財団）・公益財団法人八王子市学園都市文化ふれあい財団 

  

５月２５日 ５月２６日 

八王子芸妓衆の華と粋 ～艶やかにおもてなし～ 

八王子芸妓衆 

華やかな衣装でお目見え ～人力車「お練り」巡行～ 

八王子車人形 西川古柳座、説教節の会、八王子芸妓衆 

八王子車人形・薩摩派説教節 ～魂宿る車人形～ 

三番叟、日高川入相花王 渡し場の段 

日高川入相花王 天田堤より渡し場の段 

野辺囃子神楽保存会（あきる野市） 
八王子祭囃子連合会 

～粋で鯔背（いなせ）な夏の音～ 

日野囃子保存会（日野市） 

～日野に息づく江戸の祭囃子～ 

大戸ばやし保存会（町田市） 

～地域で伝承されていく大戸の響き～ 

 

府中囃子保存会（府中市） 

～武蔵府中に息づく音色～ 

みたか銀座連（三鷹市） 

～三鷹阿波おどり～ 

調布市民謡舞踊好友会（調布市） 

～踊りつがれる和の心～ 

立川柴一はやし保存会（立川市） 

このほかにも、人力車体験、茶会、こども遊び体験、織機体験なども 



※アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）とは 

東京の芸術文化施策の中心的役割を果たし、独自性・多様性を追求したプログ

ラムの展開など、東京の文化振興に向けたプロジェクトを展開している公益財団

法人 

 

※東京 2020公認文化オリンピアードとは 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、公益財団法人オリ

ンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が文化分野において認証するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ＞ 

市民活動推進部学園都市文化課長 山野井 電話０４２－６２０－７４０９ 

▲八王子芸妓衆 ▲織機体験 

▲府中囃子保存会 

▲人力車「お練り」巡行 



 

                

北条早雲公顕彰五百年 小田原北條五代祭り開催 

八王子では市民団体による「馬上弓くらべ」イベントも 

 

戦国時代に広く関東を治めていた北条氏ゆかりの、八王子市・小田原市・寄居町の

２市１町は、長年市民間で交流が続いていたこともあり、平成２８年（２０１６年）

に姉妹都市の盟約を結んだ。今年は、北条氏の祖である北条早雲公の没後五百年の節

目の年でもあることから、そのことにちなんだイベントを紹介する。 

５月３日に、小田原市で「小田原北條五代祭り」が開催される。毎年、本市観光コ

ンベンション協会と八王子城跡三ツ鱗会が参加しており、今年も北条氏照隊として参

加する。 

また、５月２５・２６日には上柚木公園で、市民団体主催により「北条早雲公顕彰

五百年 第一回八王子馬上弓くらべ」が開催される。小田原市の牧場から馬の貸し出

しなどの協力を受けながら、神事である流鏑馬を基とする「馬上弓くらべ」をメイン

イベントに、乗馬や古武道の体験、お茶会、日本舞踊、和服コンテストなどを行う初

めてのイベントである。 

これらのイベントを通じて、これからも姉妹都市の交流をさらに深めていく。 

 

１ 小田原北條五代祭り 

 小田原北條五代祭りには、例年八王子城跡三ツ鱗会が北条氏照隊として参加してい

る。今年は、俳優の高嶋政伸さんが扮する北条氏政公とともにパレードに参加する。 

（１）開催日程 ５月３日（祝）午後１２時２０分～３時４０分 

 出陣式・パレードほか 

（２）場  所 小田原城址公園ほか 

２ 八王子馬上弓くらべ 

 八王子馬上弓武道推進委員会の主催で、初めて開催するイベントである。小田原市

内の牧場から馬の提供を受け、神事である流鏑馬を基とする「馬上弓くらべ」を披露

する。 

（１）開催日程 ５月２５日（土）・２６日（日） 

午前１０時～午後５時 

（２）場  所  上柚木運動公園 多目的広場 

（３）主  催 ＮＰＯ法人 地域住民の安全生活応援団 

 名誉会長 石本 

 電話０９０－１８５９－４５８９ 

 

 

＜問い合わせ＞産業振興部観光課長 白石 電話０４２－６２０－７３７８ 
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