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１．開会 

２．辞令交付 

３．新任委員及び委員紹介（自己紹介） 

４．会長及び副会長の選任について 

５．会長及び副会長あいさつ 

６．立川市あいさつ 

７．議題 

(1) 新型コロナウイルス感染症に対する多摩立川保健所および市の対応等について 

○Ａ委員 それでは議題に入らせていただきます。(1)の新型コロナウイルス感染症に対

する多摩立川保健所及び市の対応等について、まずは事務局より説明をお願いいたします。 

○健康推進課長 ちょっと会議に入る前に、皆様のほうにお手元に資料を配らせていただ

いてございます。先ほど次第から資料１、２が終わりましたけれども、資料３以降、４、

５、６、７、そして、この７の下に新型コロナウイルスの感染者の発生状況という資料を

配らせていただいてございます。不足がなければ進めますけれども、あれば手を挙げてい

ただければと思います。よろしいでしょうか。 

 それから、前回会議と同様、健やかたちかわ21プランの計画書、こちらになりますけれ

ども、置かせていただいております。これは会議終了後は置いたままお帰りください。 

 なお、新たに委員になられた方にはもう一部、計画書と、それから立川市のこちら健康

会館でやっております様々な事業をまとめた報告書でございますけれども、こちら立川の

保健衛生という冊子をお配りしております。これは参考資料としてお持ち帰りください。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、新型コロナウイルス感染症の関係で、多摩立川保健所様と立川市のほうでお

話ということで、まずちょっと申し訳ございませんけれども、所長の方からお願いしたい

と思います。 

○Ｂ委員 今、事務局のほうで準備していただきました立川市内の患者さんの発生状況、

一番最後に１枚ペラついてございます。これはホームページに載っているもので、２月以

降も毎日更新されている数字ですけれども、皆さんご案内のとおり、報道でもされており

ますけれども、年末年始に急増いたしまして、立川市内でも１月８日に38人ということで

過去最高を記録した状況です。中旬までは20人程度で推移して、ようやく先週あたりから

緊急事態宣言の効果が出て、少しずつ減ってきているかなというところではございます。 

 一時期、１月初旬から中旬にかけて、患者さんが発見されますと、その療養先としてな

かなか病床が確保できておらず、その日のうちに入院ができずに翌日、あるいは翌々日と

いった状況もございましたけれども、最近になってはすぐに入院もできますし、宿泊療養

も手配できるような状況ではあります。 

 落ち着いてはきているところですけれども、まだまだ高齢者の施設ですとか病院などで

クラスターと言われる集団での発生が、幸いなことに立川市内ではそれほど大きなものは



ないんですけれども、保健所管内、周辺の市では幾つかございます。そういったところで

の発生対応といったところに今保健所は追われている状況ではございます。 

 全体的な数字が下がってくれば、こういった対応も速やかに進めていけるのかなという

ところで、あとはやはり、この後お話があろうかと思いますけれども、ワクチンの接種体

制のあたりが、なかなか情報が乏しくて、市のほうも担当の方がご苦労されているかと思

いますけれども、情報共有させていただきながら進めていきたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 私からは以上です。 

○健康推進課長 保健所のほうでは、そういったような形で日々奮闘されているというこ

とで、市のほうとしましては、資料３のところで、新しく今後、今まで進めてきたものを

含めて書いてございます。こちらのほかに、これまで市のほうとしましてはマスクなどの

衛生資材を三師会様や介護施設等へ配ったり、市としましては１万円の給付金を全市民に

配ったりというふうなことを行ってきました。 

 それ以外のところで、資料３のところで、ここと関係するところとしましては、１番の

新型コロナ対応市内医療機関・医療従事者応援プロジェクトによる応援金というのがござ

いまして、こちらはふるさと納税制度を使いまして、令和２年５月に新型コロナ対応市内

医療機関・医療従事者応援プロジェクトというのを創設しました。12月までに1,693万円

集まりましたので、そちらにつきまして、医師会様、歯科医師会様、薬剤師会様、それか

ら新型コロナ外来病院を開設しているところにそれぞれ分けてお配りさせていただいたと

いうふうな次第でございます。 

 そのほか、ちょっと今日時間がないので略させていただきますが、次の裏面におきまし

て、５番のＰＣＲ検査センターというのがございます。そちらは立川市でＰＣＲ検査セン

ターというのを９月につくりまして、そこはドライブスルーの検査ということでございま

すけれども、そちらで車のない方用のということで、車両を市内の事業者さんに提供いた

だいたというふうなことで、ただいまこちらのほうでは、市内では今、９月から４件とい

うふうな実施状況で、多分市内でもかなりＰＣＲ検査はいろいろな機関でもやられており

ますので、そういったところで対応できているんじゃないかというふうに考えている次第

でございます。 

 そのほか、そこにある事業だとか、それからこちらの健康会館の中では妊娠届を出して

くれた方には妊婦パッケージ、それからＳｕｉｃａを配布したりですとか、そういったよ

うな事業も展開しているというふうな状況でございます。 

 雑駁ですけれども、私からは以上でございます。 

○Ａ委員 どうもありがとうございました。 

 今、多摩立川保健所と事務局で説明をしていただきましたが、何かご意見、ご質問があ

りますでしょうか。あったら挙手をお願いいたします。 

 よろしいですか。ないようでしたら、議題(2)新型コロナウイルスワクチン接種につい



てということで、事務局より説明をお願いいたします。 

 

(2) 新型コロナウイルスワクチン接種について 

○健康づくり担当課長 健康づくり担当課よりご説明いたします。 

 本市におきましても、国からの情報を基に、今ワクチン接種の準備をしているところで

す。実際には今年の１月から専任の職員（新型コロナウイルスワクチン接種担当主査）と

いうのを設けました。 

直接的には担当２人の体制で、あとほかの他係、他課の応援をいただいて準備してい

るところでございます。 

 それでは、内容の説明を、主査よりご説明いたします。 

○接種担当主査 資料に関しましては資料４、新型コロナウイルスワクチン接種について

に関するものをご覧ください。まず１点目、本市の方向性でございます。方向性、つまり

は基本的な考え方でございます。 

 現在の取組としましては、立川市医師会並びに市内医療機関の皆様と連携をしまして、

住み慣れた地域ということを大切に、かかりつけ医での接種を基本としております。さら

に、医療機関の少ない地域、また勤労者世帯などの医療機関では接種が困難と思われる方

もおりますので、その場合には集団接種をするというような、個別接種を基本としつつも、

それを集団接種というもので補完をするというような構築を進めているところでございま

す。 

 この新型コロナワクチンに関する具体の接種に関しての流れでございます。 

 ２点目に記載のとおり、まずは接種券をお送りをすると。現段階で国のほうから具体的

な期日が示されてはおりませんが、３月中旬以降に65歳以上の市民に接種券を郵送する準

備を進めてございます。高齢者への郵送が終わった後に、改めて65歳以下の方に発送する

形で現在作業を進めてございます。 

 具体としましては、接種券がご到着された皆様からはインターネットや電話によって受

付をする予定でおります。このため、この健康会館におきましてコールセンターを設置を

しまして、市民の皆様からの受付に対応しようというような形を取ろうと思ってございま

す。受付をした後は、市民の皆様が医療機関等に行っていただいて接種をするというよう

な流れを予定しております。 

 ３点目、今回ワクチンにかなり大きな特徴があるということで記載をさせていただきま

した。 

 接種開始当初はファイザー社のワクチンが流通するというふうに予想がされています。

このファイザー社のワクチンの特徴としましては、マイナス75度での保管が求められてご

ざいます。接種に当たりましては、解凍をしまして冷蔵庫等に保管をするんですが、一度

解凍したものに関しては５日以内に接種することが求められてございます。さらに、ワク

チンが１単位1,170名分という非常に大きな単位で納品がされるというところを聞いてご



ざいます。 

 さらに、このワクチンを的確に在庫管理をしなければいけないということで、国のほう

でシステムを現在構築作業を進めていまして、通称Ｖ－ＳＹＳなんていうふうに呼んでい

るんですけれども、このシステムに日々の接種状況を登録をしていくというような作業も

求められております。 

 こうした状況を踏まえまして、現在の取組の状況ではございますが、まずは医療機関様

と調整をさせていただいていると。具体的に接種にご協力をいただける医療機関の皆様と

調整をしているというような段階です。 

 さらには、地域ごとに接種計画の策定を進めてございます。具体としましては、町別の

人口数などを踏まえながら、さらには接種予測率、おおむね70％程度という形で見込みま

して、さらに接種可能な医療機関の立地等を踏まえながらシミュレーションを行っている

段階ではございます。 

 こうした中で、市北西部におきましては、他の地域と比較すると人口に対する医療機関

数というのが少ない状況にございます。このために、このエリアを中心に小・中学校での

巡回による集団接種についても検討を進めてございます。 

 さらには、健康会館や市役所101会議室、女性総合センターを活用しながら、必要に応

じて集団接種を実施していこうというふうな考えで対応を進めてございます。 

 このほか、接種された方をシステム登録をしたり、そのほか、これから予定をしている

接種予約をするための仕組みなどの検討も進めているところでございます。 

 今後の方向性でございますが、現段階では国のほうから詳細な情報が来ていない状況で

はございますが、情報が届き次第、立川市のホームページや広報紙、また臨時による広報

紙等も発行を予定をして、市民の皆様にきめ細かい情報の提供ということを対応していき

たいと考えてございます。 

 さらには、集団接種会場に関しても、より詳細な内容を検討していきたいというふうに

考えてございます。 

 簡単ではございますが、ワクチン接種に関する現時点での取組状況でございます。 

 以上でございます。 

○Ａ委員 どうもありがとうございました。 

 今の説明について何かご意見、ご質問等がございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 では、ないようでしたらば、次の議題(3)令和３年度の胃・大腸・肺がん検診について、

事務局よりご説明をお願いいたします。 

 

 (3) 令和3年度の胃・大腸・肺がん検診について 

○健康づくり担当課長 同じく担当課よりご説明いたします。資料を基にご説明いたしま

す。 



 胃がん、大腸がん、肺がん検診につきましては、今までも立川市医師会の協力をいただ

きまして行ってきたところでございます。 

 まず、その１番の経過と概要でございますが、１つ目の丸、以前は検診車を公共施設に

横づけして行っているのみだったんですけれども、今年度から市内の医療機関での検診を

始めたところでございます。10月から始めまして、大きな問題もなく行われているところ

でございます。 

 ２番目の丸でございます。以前から市民からの要望も多かった胃の内視鏡検診につきま

して、30年度くらいから検討を続けてまいりました。これにつきましては、令和３年度、

来年度から市内の医療機関で実施できるようにということで進めてございます。 

 大きな２番でございます。 

 全体的ながん検診、今行っている検診ですけれども、これにつきましては、１つ目の丸、

今も個別検診化はしたんですけれども、地域的なこと、あとは移行の状況もありますので、

集団検診も一部残してございます。これも行いまして、個別検診と併用して行うことを来

年度も考えてございます。 

 ２番目の丸ですけれども、集団は検診車検診、民間事業者によります検診を行いますが、

今年度も行ったんですが、年度の中で２回に分けて皆さんにスケジュールを周知して、予

約を受けるような形を考えてございます。 

 ３番目の丸は個別検診でございます。今年度から行いました個別検診、来年は６月から

実施をしまして、募集は４月からを予定してございます。 

 ４つ目の丸でございます。後ほど話しますが、来年度から胃の内視鏡検診を始めます。

内視鏡検診を始めましても、市民の方が内視鏡検診をするかエックス線検診をするかとい

うことは選んでいただきますが、今まで東京都のがん検診センターで行っていたところが

民間事業者によって検診を行った、また集団から個別に検診が移ったということで、費用

的な面が上がってございます。実際には、以前は5,000円程度でできた胃のエックス線検

診が、今年度からは１万円程度になってございます。そういったことから、立川市ではが

ん検診につきまして、一部それぞれの方に自己負担をお願いしているんですが、おおむね

１割から２割程度の負担ということで、今まで900円だった自己負担額を来年度からは

1,200円としてお願いしたいと考えているところでございます。 

 大きな３番でございます。 

 来年度から行う内視鏡検診でございます。医師会様と協議を進めて準備を整えていると

ころでございますが、来年度、おおむね今のところ６月からを予定しておりますが、実施

していく予定でいます。 

 ２番目の丸でございます。特に内視鏡検診になりますと、２人の医師の方が画像を見て

判断するという二重読影ということが重要視されてございます。これにつきましては、そ

ういったシステムを導入しまして、離れたところにいる医師の方も画像を見られるという

仕組み、二重読影システムを今構築しているところでございます。 



 丸の３番目でございます。内視鏡検診は初めて行いますので、自己負担額は新規の設定

ということになります。先ほど胃のエックス線検診、バリウムを飲む検診ですけれども、

おおむね１万円程度と言いましたが、内視鏡検診になりますとおよそその倍、２万円程度

になります。他市などの先進市の事例なども参考にしまして、内視鏡検診の自己負担額は

2,500円としたいと考えているところでございます。 

 内視鏡検診につきましては、国の基準で２年に一度という検診になってございます。ま

たエックス線検診は年に一度ということになっています。この設定につきましては、費用

全体ということもありますし、２つのバランス、２年に一度のが2,500円、１年に一度が

1,200円、総額的なものも捉えまして、この1,200円と2,500円という提示をしまして、来

年度以降、２つの検診を選択するという胃がん検診を開始したいと考えているところでご

ざいます。 

 説明は以上でございます。 

○Ａ委員 どうもありがとうございました。 

 何かこの点に関してご意見、ご質問はありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、次の議題(4)「健やかたちかわ21プラン第３次」の成果指標の推移について、事

務局より説明をお願いいたします。 

 

(4) 「健やかたちかわ21プラン 第3次（立川市第5次地域保健医療計画）」の成果指標

の推移について 

○健康推進課長 よろしくお願いいたします。 

 お手元に健やかたちかわ21プラン第３次というのがあるかと思います。そちらの表紙に

書いてあるとおり、自分で、仲間で、地域で取り組む健康づくりということで、こういっ

たことをいかに進めていくのかというところで、51ページ以降が様々な施策と指標という

のをつくってございます。 

 資料６のところでございますけれども、一番上に、50ページのところにもありますけれ

ども、１番として、生活習慣病の発症予防と重症化予防という、こちらが施策の柱という

ふうなことで立てているところでございます。 

 その柱が、その資料６の次のページ以降、２番目が生活習慣の改善、３番目がその次で、

生涯にわたる健康づくり等、全部で７つの柱をつくってございます。 

 その柱の中に、さらに分野としまして、例えば資料６のところで、生活習慣病の発症予

防と重症化予防のところでは、分野としてがんの分野、それから２つ目は糖尿病、メタボ

リックシンドローム、循環器疾患の分野、それから３番目としてＣＯＰＤの分野というも

のがございます。 

 大きく７つの施策、それからそれぞれ施策ごとにぶら下がっている分野が全部で19ござ

います。例えばがんのところでは、それぞれの個別の成果指標というものがございまして、

がんであれば胃がん検診受診状況から２次検診受診状況というような、ここまでの成果指



標というものをつくっているところでございまして、全部で59の指標がございます。 

 平成30年度の時点でのこのプランをつくったところでの現時点での状況、それから５年

後、令和６年、2024年を目指していきますけれども、そこの目指すべき指標というのを右

端のところに記入をしているという状況で、31年度の状況が書き込めるところについては

数字を入れさせていただいているというところでございます。 

 なお、数字が入っていないところは５年に一度の調査というものがございますので、そ

ちらで代わりになっているということで、現在、59の成果指標の中で31の指標について数

字が記入されているという状況で、もう既に目標を達成しているというところもあればそ

うでないところもある、あるいは30年度の時点からまたちょっと下がってしまったところ

もあるというところで、ちょっと一つずつはお示しが今回できませんけれども、今現在の

状況はこういうふうな形になっているというふうなところで、ここは今後内部でもいろい

ろ包括的な施策の展開というふうなことは考えていきたいというふうに考えているという

現状の報告というようなところでございます。 

 私からは以上でございます。 

○Ａ委員 どうもありがとうございました。 

 この件に関してご意見、ご質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは最後の議題(5)「立川市施設整備計画」について、事務局よりご説明をお願い

いたします。 

 

(5) 「立川市施設設備計画（ドリーム学園・健康会館版）」について 

○健康推進課長 続きまして、立川市施設整備計画というのがございます。以前から委員

になられている方にはお話をさせていただいておりますけれども、初めても方もいらっし

ゃいます。 

 基本的には、この今の現状が少子高齢化というふうな現状があると。それから一方で、

市内の公共施設、かなりたくさんあるんですけれども、そういったものが老朽化してきて

いるという現状がございます。老朽化したものは普通であればそのまま建て替えるわけな

んですけれども、そういうふうにしていくと莫大な予算も使って、少子化の中でやはり市

の財源というのも限られている中ではちょっと耐えられないというふうな状況がございま

す。 

 どこの自治体でもそうですけれども、そうしたところでは見直しをしていかなければい

けないということなので、以前から市内で公共施設の在り方はどういうふうにしていった

らいいんだろうかというふうに考えていたところでございます。 

 そういったようなことがこの４ページ、５ページというふうなところで書かれておりま

して、６ページのところで、一番上のところにございます本市の公共施設の状況を鑑みて、

安全で持続可能な公共施設を保有し続けるためには、その下ですけれども、床面積20％の

削減とともに、公共施設を再編する方針を策定しましたよということで、イコールで再編



するわけにはいかないというふうなところで方針を出しているところでございます。 

 そうした今までの流れは、７ページのところで平成24年以降書かれております。 

 そして、昨年度からこの健康会館、もう40年、41年経つんですけれども、かなり古いと

いうふうなところで、８ページのところに、市内の全部の施設を一遍にはできないので、

幾つかからやっていこうということで、８ページの上のところにも書いてあるとおり、ド

リーム学園、健康会館、歴史民俗資料館、練成館という、市内に１個しかないような施設

といったところを考えていくということで、ワークショップを行っております。 

 そのほかに、中学校圏域で、その下のところには二中、三中、五中圏域がございます。

その中でもいろいろな施設がございますので、そういった施設のことを考えていくワーク

ショップを重ねてきたというふうなことになってございます。 

 そうしたことを考えていきながら、飛びますけれども、19ページのところに載っており

ますけれども、19ページの右側の下、ドリーム学園、健康会館の複合化をして、たましん

ＲＩＳＵＲＵホールの北側施設に統合して建て替えていこうというふうな状況になってい

るということでございます。 

 ページめくりまして21ページのところでは、複合施設における機能としまして、子育て

支援拠点、それから保健衛生・健康増進拠点ということで、こういった機能を持って進め

ていこうではないかというふうなことが進められて、そのページめくりまして23ページの

ところでは、写真が出ておりますけれども、たましんＲＩＳＵＲＵホール、そこの北側の

ところが大きく空いてございますので、そちらに複合施設を造っていこうというふうなこ

とになって、24ページのところでも図面等が示されているとおりでございます。 

 26ページのところでは、その施設の概要としまして、どんな機能があってどのくらいの

大きさなのかというふうなところで、大体示されているというふうな状況でございまして、

一応ここまで議会等で報告をさせていただいたり、市民の皆様にお示しをしてパブリック

コメントをいただいたりというところでまとまってきているということで、今後はこの流

れに沿いまして設計等をしていくと。ただ、その流れ、どこまでどういうふうにするかと

いうことは今度の３月の議会のほうにお示しをしていきながら、関係する方たち、当然こ

の推進協議会でもこの健康会館の運営をしていくところでございますので、随時ご報告を

させていただきながら、より良いものをつくっていきたいというふうに考えているところ

でございます。 

 事務局からは以上でございます。 

○Ａ委員 ありがとうございました。 

 この件に関してご意見、ご質問はありますでしょうか。 

○Ｃ委員 この施設の竣工はいつ頃ですか。 

○健康推進課長 これが新しくできるということですか。 

○Ｃ委員 そうです。 

○健康推進課長 そこら辺のことは、まだまだちょっと今出てはきておりませんので、今



後の中で、議会の中で出されてていくと。 

○Ｃ委員 事務局としてはいつ頃というふうに考えられているんですか。 

○健康推進課長 そこまではまだ具体的には考えて、全体の話の中でということで。 

○Ｃ委員 そういう構想がないということですか。予定はここまでにやりたいという、そ

れはないということですか。 

○健康推進課長 この施設も古くなってきておりますので、ただ、様々な状況も含めまし

て、市全体として考えていくというふうなことでございます。 

○Ｃ委員 じゃ、そんな目標がなければ建てられないじゃないですか。 

○健康推進課長 大きなものでございますので、いろんな状況を見て。 

○Ｃ委員 大きなものだから予算を組んでいって、全て公認になった時点で公募をかけて、

この執行後に建てたいというのがあって当たり前じゃないですか。 

○健康推進課長 そういったものは市全体として今後お示しをしてまいりますが、ここで

はちょっと申し訳ございませんけれどもお話をすることはできません。 

○Ａ委員 ほかにはありますでしょうか。よろしいですか。 

 これで一応議題が終了しましたので、その他、最後に事務局より次回の開催について説

明をお願いいたします。 

○健康推進課長 年に２回ほど行われてございます。こちらにつきましては、また内部で

ちょっと次回に日程につきましては検討させていただいて、追ってご連絡をしたいという

ふうに考えてございますので、よろしくお願いいたします。 

○Ａ委員 どうもありがとうございました。 

 皆様のご協力によりまして、時間的な密が防げたかなと思います。 

 それでは、以上をもちまして本日の協議会を終了いたします。 

 委員の皆様、どうもありがとうございました。 

 


