
   

現在、八王子市では、新型コロナウイルスに対するワクチン接種を希望される方に接種出来るよ

うに取り組んでおります。 

その中で、接種に関しての問い合わせをコールセンターなどで受けておりますが、つながりにく

いという話を受ける中、新たにチャットボットというシステムを使った問い合わせの対応をする

こととなりました。 

右記の QRコードをお手持ちのスマートフォン 

で読み込んで頂き、表示されたページから問い合 

わせ内容を選んで頂ければ、回答されるシステム 

となっております。 

なお、お手持ちのパソコンなどにおいて、「八 

王子コロナ チャットボット」と検索されても 

同様のページが表示されますので、ご活用頂けれ 

ばと思います。 

ごあいさつ 
盛夏の候、皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、八王子市では新型コロナウイルスワクチンを希望される方に、スムーズに接種が出来るよ

うに取り組んでおります。６月には、全年齢の方にクーポン券が発送され、今後、順次接種が行わ

れることとなります。 

併せて、国や都が設置する大規模接種センターも稼働しており、自治体クーポンがある方は、接

種できますので、希望される方はご利用頂ければと思います。 

接種に関わる情報については、日々、更新されることとなりますので、八王子市のホームページ

もしくは八王子市の広報などをご確認頂き、誤った情報には御注意頂ければと存じます。 

この間、八王子市議会では、第２回市議会定例会議が開会となり、議長を始めとする中間改選が

行われました。 

中間改選と合わせまして、私は、八王子市議会の第一党である自民党新政会の代表を仰せつかる

こととなりました。第一党の代表という重責をまっとう出来るよう、全力で取り組んで参ります。 

なお、この中間改選において、議長には自民党新政会から吉本たかよし議員が、副議長には公明

党の中島まさとし議員が就任されました。合わせて、私は総務企画委員会から、子育て、福祉など

を所管する厚生委員会に所属することとなりました。 

また、６月２４日告示、７月４日投開票にて施行されま 

した東京都議会議員選挙では、自民党公認候補として挑戦 

しました伊藤しょうこう都議会議員（現職）と西山まさる 

前市議会議員（新人）が共に当選を果たすことが出来まし 

た。 

４年前の選挙戦では、５議席の内、自民党は１議席とな 

りましたが、この度の結果において、５議席の内、２議席 

を確保することが出来ました。 

国政の萩生田光一文部科学大臣を筆頭に、石森市長、伊 

藤・西山両都議会議員、そして自民党新政会１４名が力を 

合わせて八王子の発展に向けて全力で取り組んで参ります。 

 ４度目の緊急事態宣言の発令など、この先の予測が難し 

い時ではありますが、皆様におかれましても体調にご留意 

頂きお体ご自愛下さいますよう、お祈り申し上げます。 
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新型コロナウイルス チャットボット 

きょ

総合防災ガイドブックの確認を 

きょ

総合防災ガイドブック ハザードマップ

先日、熱海市において、土砂災害が起きました。八王子市におきまして、令和元年度東日本台風

では、多くの河川において氾濫危険水域まで到達する可能性がありました。 

八王子市では、総合防災ガイドブックを各家庭に配布すると共に、インターネットにおいては洪

水ハザードマップの掲載なども行っております。 

下記に、それらの情報が記載されているホームページを QRコードにて掲載しておりますが、そ

れらを確認頂き、各家庭において非常時の対応についてご確認ください。 

新型コロナ 

問い合わせ 

チャットボット

システム

熱海市伊豆山土砂災害の被害にあわれました皆様に心よりお見舞い申し上げますと共に、お亡くな

りになられた方々にご冥福をお祈り申し上げます。 

一人でも多くの方が助かると共に、１日でも早い日常生活へ戻られることを心より願います。 

防災ガイドブック（第 2版）を 

紛失してしまった場合 

下記へご連絡ください 

八王子市役所 生活安全部防災課 

042-620-7208

＊ただし、部数に限りがある場合もございます

ので、事前に連絡の上ご確認ください。 



順位 候補者名 新旧 政党 得票数 前回順位 前回得票 前回候補者名 

当 1位 東村 くにひろ 現⑥ 公明党 45,053 ← 1位 48,016 東村くにひろ 

当 2位 アオヤギ 有希子 新① 共産党 28,490 ← 4位 31,935 清水ひでこ 

当 3位 西山 まさる 新① 自由民主党 26,004 ← 6位 22,239 鈴木レオ 

当 4位 伊藤 しょうこう 現② 自由民主党 23,132 ← 5位 26,519 伊藤しょこう 

当 5位 須山 たかし 新① 

立憲民主党 

（推薦：社民党・ 

生活者ネットワーク） 

21,786 ← 7位 21,446 安藤おさみ 

6位 もろずみ みのる 現② 都民ファーストの会 20,937 ← 2位 41,541 もろずみみのる 

7位 滝田 やすひこ 現① 都民ファーストの会 19,991 ← 3位 39,275 滝田やすひこ 

8位 滝沢 景一 新 日本維新の会 8,044 ← 8位 6,947 滝沢景一 

9位 こばやし 蓮 新 女性ファーストの会 3,095 

10位 押越 せいいち 新 目覚めよ日本党 1,048 

投票率 
前回投票率 

（平成２９年） 
投票率差異 

投票数の差異 

（有権者数×投票率差異） 

42.94％ 52.49% －9.55% －44,623 

当日有権者数 投票者数 

男 女 合計 男 女 合計 

232,214 235,050 467,264 98,654 101,975 200,629 

（参考）10 代平均 

18 歳 19 歳 

39.49％ 34.28％ 
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令和3年

都議選

自民党 61256 74131 55984 48758 68665 73675 49136

公明党 45503 42396 43804 48016 41699 45128 45053

民主党・民進党・立憲民主党 21718 44810 16238 21446 57629 21879 21786

共産党 28473 35435 23272 31935 24658 20446 28490

都民ファースト・希望の党 80816 42495 2741 40928
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＊民主党・民進党・立憲民主党は、政党は異なりますが、候補者が同じ時があるこ

とから合算にしています。 

＊都民ファーストの会と希望の党は、関連性を考慮し、合算しています。 

＊政党からの推薦がある場合には、主たる政党の候補者に数字を合算しておりま

す。 

＊市議選においては、政党の公認、推薦者の得票数を合算しています。 

＊各選挙戦の結果から、算出しておりますが、数値において算定基準により異なる

場合がありますので、参考値としてご覧ください。 

＊当選者の期数は当選後の期数

になります。 

各政党別

に見た 

得票数 


