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１.開会 

２.会長あいさつ 

３.立川市あいさつ（保健医療担当部長） 

４.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 

○健康推進課長 それでは、今日、新たにお手元のほうに保健所様のほうからカラーの資

料を頂きました。こちらを基に、大変申し訳ないんですけれども、新型コロナの関係につ

きまして、保健所様のほうからまずはご説明いただければというふうに思ってございます

ので、よろしくお願いいたします。 

○Ｄ委員 新型コロナウイルス感染症につきましては、日々報道されているところでござ

いますけれども、多摩立川保健所管内の状況ということで、具体的なお話をさせていただ

きたいと思います。 

 お手元にお配りしました色刷りのクリップを外していただきますと、グラフのものが３

枚ほどついてございます。 

 東京都が毎日ホームページで更新しております、多摩立川保健所管内、６市ございます

けれども、４月以降からの累積患者数は、約370人ほどになります。特別区はかなり、何

倍も出ている地域もありますし、多摩府中管内は1,000人以上、多摩小平管内は500人以上

ということで、そちらに比べると患者数、あるいは人口当たりの割合というのも、低く抑

えられているのかなという状況です。 

 グラフには管内の新規陽性者数、つまり毎日の患者報告数の推移を記したものでござい

ますけれども、４月の初めからゴールデンウイークまでのいわゆる第１波にかけて、約50

人の患者が確認されております。６月に一旦落ち着いたんですけれども、７月の中旬から

８月にかけて、いわゆる第２波に、約300人の患者が現在まで確認されていると。黄色い

折れ線は、東京都の７日間平均を示しておりますので、全体の傾向としては、立川管内も

同様の動きかなというところです。 

 ９月に入り、それまでの減少傾向が少し鈍ってきて、あるいは前の週を上回るような状

況も確認されて、１枚めくっていただいて、これは１週間ごとに患者数をまとめたもので

ございますけれども、９月半ばからは増加に転じているというのが見てとれるかと思いま

す。今後の状況について注意して、気をつけていかなければならない状況かと思っていま

す。 

 より具体的に、立川市内、立川に今、住民登録のある方につきましては、資料はござい

ませんけれども、直近の数字で121人でございます。これは管内の全体を分母にしますと、

33％になりますけれども、人口構成割合は28％なので、５ポイントほど立川市は管内の平

均に比べると多いかなという状況です。 

 詳細の分析はまだまだですけれども、都心部からもらってきちゃう患者さん、あるいは、



 

人が多く集まる場所が市内にもありますので、そういったところでの感染が確認されると

いうような状況でございます。 

 第２波の初めの頃は、夜の繁華街、夜の街とかということで言われていましたけれども、

今現在はもう家族内、家庭の中での感染ですとか、それから市内でも直近ございましたけ

れども、学校ですとか様々な子どもの施設、高齢者の施設、そういったところでの発生が

危惧されるところで、保健所では、そういったところでも集団発生、クラスターの発生と

いうのを最小限に抑えることで尽力しているところでございます。 

 それから、先ほど立川市内121人と言いましたけれども、これは４月以降の累積の数で

して、今現在治療が必要な方、直近の数字で14人ぐらいかなというところでございます。

症状があって入院をしている方は11人、宿泊療養されている方が３人ほどいらっしゃいま

して、市民の方で自宅療養されている方はいらっしゃらない、あるいは、入院治療につい

ても、４月頃はかなり病床の逼迫というようなことが報道されていましたけれども、８月

以降、患者の数は増えましたけれども、医療については、入院治療、あるいは宿泊療養に

ついても、比較的必要な方に対してはスムーズに提供ができているのかなというふうに考

えております。 

 それで、１枚お付けしたこの感染状況、医療提供体制の分析プラス30日時点というのは、

これは東京都のほうで毎週感染の状況ですとか医療提供体制の状況について分析をし、公

表しているものです。７つの項目を毎回チェックしておりまして、①の新規陽性者数、新

たな患者さんの発生ですとか、それから病床、入院患者数、あるいは重症患者数、こうい

ったものを評価しております。 

 ①の新たな陽性者数とか、３番ですね、新規陽性者における接触歴不明割合というのが

若干増加傾向にあるということ、つまり感染経路が不明なケースなどが増えているという

ことが懸念されるということ、それから医療体制についても、入院患者数は微減、それか

ら重症患者数も微減で、しかしながら医療機関への負担が長期化して、軽減する兆しがな

かなか見えてこないというようなコメントもされているところでございます。 

 今後、秋冬に向けて、インフルエンザの流行なども懸念されるところで、新型コロナ感

染症対策をどのようにしていくのか、関係者の皆さんと引き続き協議をしていきたいとこ

ろでございますけれども、基本に立ち返って、１つは手洗いですとかマスク、咳エチケッ

トなどの市民の方一人一人の感染予防対策というのが、引き続き徹底されることが必要か

なと。 

 最近ですと、症状が出たら、もう無理して職場なんか、学校なんか来ないで、自宅で休

むというのが基本だよということが大分言われるようになって、薬のコマーシャルなんか

でも、市販薬の風邪薬でも、昔は早く飲んで早く効くみたいなことが、それはもう飲んで

自宅で休むというのが基本だろうというふうに思います。その辺の広報活動なんかも必要

かなというふうに思います。 



 

 医療体制についても、病院とかかりつけ医との役割分担というのが引き続き重要と考え

てございますので、医師会の先生方とは、引き続き連携して取り組んでまいりたいと考え

てございます。 

 最近の立川市内の状況について、ご報告させていただきました。 

 ありがとうございます。 

○Ａ委員 ありがとうございました。 

 では、引き続き立川市の対応について、ご説明願います。 

○健康推進課長 それでは、お手元に配りました資料２のほうでご説明いたします。 

 着座にて失礼いたします。 

 立川市の新型コロナウイルス感染症に係る緊急対応の第２弾というふうなことで、８月

28日に出されたもので、これは、第１弾というのが５月20日に緊急対応方針というのを出

したものの、継続も含めた、新規の取組を含めたものでございます。 

 めくっていただきまして、３ページというか、右下に３と書いてある緊急対応策として

の４つの柱というのがございます。「オールたちかわ」で難局を乗り切っていくというふ

うなことで、国や都の様々な財政支援もございますので、そうしたものを活用しながらや

っていくということで、１つ目が「地域医療・地域福祉事業にかかわる取り組み」、それ

から２点目が「地域住民と市民生活にかかわる取り組み」、３点目が「地域経済と新たな

環境づくりにかかわる取り組み」、４点目が「感染拡大防止にかかわる取り組み」という

のを進めていこうということでございます。 

 １点目は、ここに一番関わるかと思いますけれども、「地域医療・地域福祉事業にかか

わる取り組み」ということで、部長のほうから挨拶ございましたとおり、ＰＣＲ検査体制

の整備というふうなことで、ＰＣＲ検査というのが非常に重要になってくるところで、医

師会様の協力を得まして、公費でＰＣＲ検査センターを設置することをいたしました。 

 それから、２つ目は、立川市の介護・障害福祉サービス事業者緊急支援事業給付金とい

うことで、市内の介護サービス事業所や障害福祉サービス事業所に、サービス提供者に対

して一律30万円の給付金を支給していくというふうなものでございます。 

 ３つ目は、市内介護保険事業者への衛生用品等の支援ということで、市内の事業者に衛

生用品を支援していくというふうなものでございます。 

 次、５点目は、これは継続取組というふうなことで、地域医療体制に係る支援だとか、

ふるさと納税の寄附金を設置をしたというふうなことでございます。 

 それから、大きな２点目としまして、「地域住民と市民生活にかかわる取り組み」とい

たしましては、新生児臨時特別定額給付金というのがございますけれども、こちらは、皆

さんご承知のとおり、10万円一律国民に配った特別定額給付金というのが、４月28日まで

のところであったわけですけれども、それ以降例えば生まれた子どもだとかは、もらえな

いというふうなところです。そういった方に対して支給していくというふうなことになっ



 

てございまして、そちらが新しく新規での事業。 

 それから、２点目、ファーストバースデー育児パッケージというのがございます。こち

らは、１歳前後の育児をしている方に、パッケージ、育児パッケージというものを、大体

１万円相当のものですけれども、配付していくというふうな新規の事業でございます。 

 それから、多胎児家庭支援事業、こちらも私のところの事業でございますけれども、多

胎児の方、非常に大変な、多忙というか、大変な育児状況というふうなこともありますの

で、２万4,000円を上限に、予防接種等のタクシー利用の際に利用できる、そういった利

用権券を配付していくというふうなことがございます。 

 次のページのところでは、今も皆さん、多分市民の方には行いったかと思いますけれど

も、9月23日から発送しまして、立川市民の方、９月１日現在の立川市民の方全員に１万

円の支給をしていくというような事業。そのほか、ひとり親家庭への支給事業等がござい

ます。 

 それから、８ページのところでは、３としまして「地域経済と新たな環境づくりにかか

わる取り組み」ということで、これは地域経済と新たな生活様式の構築に向けた支援とい

うことで、中小事業者事業継続・固定資産にかかる緊急支援というふうなことで、固定資

産に対する緩和措置を含めた事業、それから地域経済活性化キャンペーン事業、それから

商店街への支援事業等、様々な地域経済に向けた支援、それから９のところでは、例えば

ＧＩＧＡスクール構想といいまして、小中学校１人１台のパソコンの整備をしていくだと

か、電子図書館サービスの導入をしていくというふうなことを進めていっているところで

ございます。 

 大きな４つ目は、「感染拡大防止にかかわる取り組み」としまして、引き続き感染拡大

防止に努めていくというふうなことで、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備であったり、市民会館大ホ

ール、小ホール会場使用料を減額していくだとか、そういった新しい事業を進めていくと。 

 11ページのところにありますけれども、キャッシュレスによる納税の仕組み等を検討し

ていくと、進めていくというふうなことになっているというふうなことになってございま

して、市としては、様々な国や都からの補助事業を受けまして、あるいは市単独での予算

をつけて、このような形で、今新型コロナウイルスの緊急対応というふうにしているとい

うふうなこととなってございます。 

 私からは以上です。 

○Ａ委員 ありがとうございました。 

 今の保健所、それから市の説明等に、何かご意見、ご質問等ありますでしょうか。あれ

ば挙手をお願いしたいと思います。 

 ありませんか。 

 では、なければ、次の議題の（２）「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）」について、事務局にご説明お願いします。 



 

(2)「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）」について 

○健康推進課長 それでは、皆さんのお手元に冊子でお配りしてあります資料、「健やか

たちかわ21プラン 第３次」でございます。 

 こちらにつきましては、昨年度、皆さんに５回いろいろと審議をいただいて、やっと形

になるものができたというふうなことで、それのご説明ということです。 

 審議の過程につきましては、こちらの冊子、後ろのほうですけれども、86ページに、一

番後ろのほうですけれども、これまでの審議の過程が載ってございます。 

 その前のページ、85ページのところでは、確定する前のところではパブリックコメント、

市民意見というのを募集しまして、４月10日から５月６日までだったんですけれども、そ

こでは６人の方から９件のご意見が出されたということで、ただ、ここで書き換えるとこ

ろではなかったんですけれども、そういったことを踏まえてまとめたものが、この冊子に

なっているというふうな形でございます。 

 こちらにつきまして、全部を、これは今までもいろいろ皆さんに説明してまいりました

ので、４章以降のところをかいつまんで、コロナ含めた対応を含めて、現時点でのことに

ついて報告させていただければというふうに考えてございます。 

 それでは、50ページ以降のところで、まず、健康づくり担当課長のほうからご説明いた

だきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○健康づくり担当課長 昨年度、ご検討いただきましてありがとうございました。 

 それでは、昨年の計画検討時から、また本日まで、また今後の進め方の中で、主な事業

についてご説明したいと思います。 

 座らせていただきます。 

 それでは、冊子の50ページ、第４章施策の展開をご覧ください。 

 ここでは、一番目の項目として、生活習慣病の発症予防と重症化予防という項目があり

ます。この中では、ご紹介したいのは一番目のがんでございます。昨年度の検討時のとき

もご報告しましたが、現在、がん検診について、市民の方に受けやすいような形をとりま

して、受診率向上、早期発見につなげていくことを進めているところでございます。 

 以前話したとおり、今までは立川市の検診というのは、公共施設に検診車両を横づけし

て、そこで決められた日にち、決められた時間で行っていたんですけれども、いろんな意

見を取り入れまして、今年の10月から、今月からなんですけれども、市内の医療機関で検

診できると。本人が医療機関に連絡をして、空いている時間、行きやすい場所で検診でき

ると、個別検診を始めたところでございます。 

 また、今後の進め方としましては、これも市民の方からご意見、ご要望が多かった胃の

内視鏡検診を来年度から導入したいということで、市医師会と定期的な、今、協議をして

いまして、これを導入する準備を進めてございます。 

 そのようなことが、生活習慣病予防のがん検診についてのものでございます。 



 

 続きまして、次の項目でございます。58ページをお開きください。 

 この項目は、２の生活習慣の改善の中の飲酒・喫煙の項目でございます。58ページ、飲

酒・喫煙でございます。 

 この中で、近年の大きな流れと今後の進め方ですけれども、喫煙についてでございます。 

 ご存じのとおり、今年の４月から国の健康増進法の改正及び東京都受動喫煙防止条例が

全面施行されたところでございます。いろんなことの環境が変わりましたが、市としまし

ては、以前ご紹介したとおり、市の公共施設については、市役所も含め一部の機関を除い

て、もう敷地内全面禁煙としたところでございます。町の中におきましては、４月から原

則的に室内では喫煙ができないという状況になってございます。 

 そのような中で、市としましても、関連課とともにいろんな対応を図っていまして、例

えば公園については、多くの方が子ども含めてお集まりになりますので、ここで喫煙をし

ない看板を設置を進めているところでございます。また、町なかで喫煙する場所が少なく

なるということで、今、検討中でございますが、駅周辺への喫煙所の設置についても検討

を進めているところでございます。 

 そのようなことを市としては進めていまして、健康部署としましては、もともとの健康

につながる禁煙というものの意義なども含めまして、今年、来年度以降も検討を進めてい

きたいと考えているところでございます。 

 続きまして、62ページをお開きください。 

 こちらは、３項目めの生涯にわたる健康づくりの項目でございます。 

 １番のこころの健康とございます。こちらも皆様にご紹介してきたところですが、自殺

総合対策計画というものを立川市でもつくったところでございます。こちらのほう、ここ

に記載がありますとおり、今回、今年度、年度前半はなかなか講座等は開けない状況でし

たけれども、先月９月につきましては、自殺対策の強化月間ということがありましたので、

市の中におきましても、パネル展ですとか、気づきを促すゲートキーパー研修というのの

一般向け、初級向けのものを行ってきたところでございます。 

 今後につきましても、この辺の養成講座のことは、力を入れていきたいとともに、計画

ができましたので、地域の関係団体、例えば今日お集まりの保健所様、医師会様、警察、

消防様などの委員も含めまして、実は明後日になりますが、10月８日に地域の方々を含め

た連絡協議会、自殺に関する対策の進め方を検討するための協議会を、今年度以降、開催

する運びとなってございます。 

 続きまして、69ページをお開きください。 

 こちらは４項目め、地域に根ざした健康づくりでございます。この計画、立川市の健康

づくりのもの自体が、ご自身を含めて地域での皆さんで取り組む健康づくり、身近なとこ

ろで主体的に取り組む健康づくりを進めているところでございます。 

 この中で、記載がありますが、立川市では、健康フェアという各地域ごとに地域の団体



 

を主にした健康の周知、啓発、計測等を行うイベントを行っているところでございます。

こういったことは、身近なところで健康意識を持ってもらうということで、重要と考えま

すので、この計画期間でも力を入れていきたいと考えているところでございます。 

 また、その１つとして、この69ページの下から２行目に健康ポイント事業というのがご

ざいます。これは、健康ポイントというポイントをつける、健康に関する努力とか健康づ

くりのことに関することを行ったときに、数値的なポイント加算をして、それでやりがい

をつけよう、行った後には商品に交換できるとか、そういったものを行う事業なんですが、

こういったことで、ご自身の健康づくりのきっかけをつくって、それを長期的には生活習

慣病の予防ですとか、個人の健康づくりにつなげようというものでございます。 

 これにつきましても、前計画期間に始めたものですが、今後、この計画期間におきまし

ても、このウオーキングを主にした健康づくりとともに、健康に関する講座などとの連携

もより深めまして、地域を主にした健康づくりにつなげていきたいと考えているところで

ございます。 

 私のほうから主立った事業を紹介しました。 

 私のほうからは以上でございます。 

○健康推進課長 続きまして、私のほうから、若干、順番前後しますけれども、母子保健

の関係、それから地域保健、医療、福祉の関係というふうなことで、ご説明させていただ

きたいというふうに思います。 

 座って失礼いたします。 

 母子保健につきましては、63ページのところで出ておりますけれども、母子保健につき

ましては、安心して妊娠、出産、育児ができるようということで、母子の関係について、

痛ましい事件なんかも最近ございましたけれども、やはり子どもの出産というふうなこと

では、ホルモンバランスが崩れて、精神的にも非常に危うい時期というふうなこともござ

いますので、これまでの主な取組というふうなところで書いてありますけれども、妊婦サ

ポート面接というのを行ってきているところでございまして、妊娠届を出された方に対し

て、保健師の方が面接をして、その後の妊娠・出産に関わる支援等を確実につなげていく

というふうなことを行っているところでございますけれども、64ページのところの指標に

もございますとおり、妊婦サポート面接につきましては、41.1％というふうな形で、非常

に低い数字でございました。 

 ただし、今年度から新しく東京都の事業もございまして、育児パッケージというのを、

１万円相当の育児パッケージ、子どもとか育児に役立つようなグッズをお送りするとか、

それから、ちょうどコロナがあったもので、都知事のほうから追加パッケージという、タ

クシーが使えるような１万円相当のＳｕｉｃａなんですけれども、立川でＳｕｉｃａを配

るというふうなこともございまして、31年度も、31年度自体は46.4％だったんですけれど

も、今年度、そういう事業が始まりまして、７月までのところではもう78.6％ということ



 

で、かなり上がっているというふうなところで、今後はそうした適切な支援をしていく、

端緒になるところでございますので、適切に進めていきたいなというふうに考えていると

ころでございます。 

 それから、65ページのところでは、子どもの健康ということで、こちらは乳幼児健診と

いうふうなことでございます。 

 こちらは、指標のところを見ていただければ分かるとおり、99％、90％以上、非常に高

い数字というふうなことでございます。31年度も大体高い数字でございますけれども、今

年に入りまして、今年の３月からコロナも非常に厳しい状況になって、３月から乳幼児健

診、一旦延期というふうな形にさせていただいて、５月20日以降、個別健診を行ったり、

それから集団健診も復活していっているというふうな状況で、何とかやりくりをしながら、

今、進めているというふうな状況でございます。 

 それから、飛びますけれども、71ページ以降のところで、保健・医療体制の充実という

ふうなことで、こちらにつきまして、保健・医療・福祉などと連携をしていくというふう

なことが非常に求められていると。 

 昨年度、顕著だったのは、現状と課題のところの丸の３つ目のところにございます医療

的ケア児という方への支援というふうなことで、これはちょうど医療的ケア児のところで

アスタリスク、星印がついてございますけれども、これは言葉の説明のところで、97ペー

ジのところに医療的ケア児の説明というのがございますけれども、新生児の集中治療室と

いうのがございまして、そういったところに長期入院した後、人工呼吸器等をつけて退院

してくると、そういう方というのが増えてございまして、そういった方への様々な支援と

いうのが求められておりまして、そうした関係者会議というのを昨年度から開催をして、

支援について検討しているというふうなことがございます。 

 それから、71ページの下から４つ目ところでは、例えば潜在看護師の再教育等というふ

うなことで、こちらにつきましてもアスタリスクございますけれども、100ページのとこ

ろで潜在看護師とございますけれども、看護師の資格を持ちながら一旦退職された方、そ

うした方への再教育ということで、この間の８月28日に看護師の再就職フェアというのを

行ったりしながら、24人参加されたというふうなことで、着実に施策を実行しているとい

うふうな形になってございます。 

 72ページのところは、かかりつけ医・歯科医・薬局ということで、今年になってＰＣＲ

検査、皆さんも本当に何度も耳にしたかと思いますけれども、ＰＣＲ検査につきましては、

かかりつけ医というのが非常によく宣伝というか、周知されたのではないかなというふう

に思ってございます。そういったことを含めて、今後もかかりつけ医、かかりつけ歯科医、

かかりつけ薬局について周知を図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。 

 それから、73ページのところでは、初期救急医療体制ということで、休日診療、それか



 

ら歯科休日応急診療、それから平日のところでは、小児初期救急平日準夜間診療室という

のを立川病院様と連携してつくっているところでございますけれども、引き続きこちらに

つきましても進めていきたいというふうに考えてございます。 

 それから、75ページのところでは、感染症の対策というふうなことで、こちらは立川市

新型インフルエンザの行動計画というふうなことで、コロナが始まる前のところで、新型

インフルというのが非常に一つの目玉というふうなことだったんですけれども、基本的に

は、多分同じような形にはなるんですけれども、ただ、ワクチンというのが、新型インフ

ルエンザについては、かなり研究されてきているというふうなところで、それに対する住

民の方への集団接種というのを、国のほうでマニュアルがつくられましたので、市として

も今後つくっていかなきゃいけないなというふうに考えているところに、新型コロナとい

うふうな形で、報道でも出されておりますとおり、新型コロナのワクチンにつきましては、

ちょっとどうなってくるのか分からないけれども、そういうのができれば無料で全住民に

というふうな話も出ていますけれども、まだ決定ではないと思いますけれども、ただ、そ

うした場合は、市としても医師会、歯科医師会、薬剤師会と保健所様の指導の下に、いろ

いろと連携をしながらしていかなきゃいけないのかなというふうに考えておりますけれど

も、その動向は注視していかなきゃいけないかなというふうに考えているところでござい

ます。 

 それから、76ページにつきましては、薬物乱用防止というふうなことで、毎年この秋の

季節には「たちかわ楽市」というのをやってございますけれども、そちらで「薬物乱用ダ

メ・ゼッタイフェア」というのをやっておるんですけれども、それがちょっと中止になり

ましたので、今月の18日から23日まで、多目的ホールで、中学生の皆様が書かれたポスタ

ーとか標語がございますので、そちらの展示会をしてまいるところでございます。 

 それから、77ページにつきましては、災害時の公衆衛生ということで、こちらにつきま

しては、災害いろいろ増えてございます。地震も何とかいろんなところで起きているとい

う実感しているかと思いますけれども、そうした大災害が起こった場合には、病院のほう

にみんな詰めかけるというふうなことが通例というか、そういうふうな現状だというふう

なところで、そこに対しては、東京都は、病院の前のところで緊急医療救護所というのを

つくる必要があるというふうに言われていまして、立川市としては、まだつくっていなか

ったんですけれども、ここで病院様ともいろいろお話をして、医師会様等の協力を得なが

ら、今、話をしているところで、何とか今年度、あるいは今度の４月には協定の締結をし

ていくというふうなことで考えておりまして、ちょうど立川市の地域防災計画という、今

ここで改定をしていくというふうなことでございますので、そちらにもそのような方針で

記載をしていきながら、実際にそういった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。 

 雑ぱくなご説明でございますけれども、一通り、ちょっと若干飛ばしたところもござい



 

ます。何かご質問等あれば、遠慮なくご質問いただきながら、皆さんとともに、こちらの

プラン、計画を実施していければ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。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

○Ａ委員 ありがとうございました。 

 説明をしていただきましたけれども、何かご意見、ご質問ありますでしょうか。あれば

挙手をお願いします。 

 Ｂ委員どうぞ。 

○Ｂ委員 ２点ほどなんですが、聞き間違いだった、先ほど、喫煙のほうで、駅前に喫煙

所を設置するとおっしゃいましたか。やっと駅前に喫煙所がなくなってよかったなと思っ

ているんですけれども、作るという話はどうしてでしょうかというのが１点です。 

 もう一点は、母子保健で、子育て世代の包括センターというのは、もう健康会館になっ

た。 

○健康推進課長 そうです。 

○Ｂ委員 子ども家庭支援センターじゃなくて。 

○健康推進課長 こちらです。 

○Ｂ委員 ちょっとその機能のご説明をいただければと思います。 

○Ａ委員 じゃ、その２点に、担当者の方。 

○健康づくり担当課長 駅周辺の喫煙所について、若干ちょっと言葉を出したんですけれ

ども、ご説明いたします。 

 委員おっしゃいますように、以前はありまして、立川市は平成26年度に撤去しました。

立川駅の北側に１か所、南側に１か所ございました。そういう経過の中で、受動喫煙防止

条例などができたところでございます。 

 先ほどの話にもちょっとご紹介しましたが、特に全面施行された今年の４月から、飲食

店などは室内での喫煙が基本的にできなくなりました。その方たちが実際には路上で喫煙

するようなことも見受けられるようになりました。こういったことの中で、町なかの声と

しまして、公共的な施設として市のほうで何かそういうものができないかという意見もあ

りました。 

 また、別の市では、今までも喫煙場所があったんですが、他市などはそこに東京都など

の補助金を活用して、受動喫煙が防止できるようなこと、例えばパーティションで周りを

囲ったり、あと空気の清浄設備を整えた密閉されたコンテナ型の喫煙所などが設置されて

きました。 

 そういった中で、意見の中では、そういった補助金を活用して、周りの方に影響を与え

ない、受動喫煙を防止できる形で設置ができないかという話が新たに、ここ１年ほど上が

りまして、そういった中で、町なかの意見も聞く、主には、私どもも関わっているんです



 

が、環境対策をしている部署が中心になりまして、いろいろ調査研究した中で、補助金を

活用して周りに受動喫煙の悪い影響が生じないようにできる、また、いろいろなマナーと

か、コンテナ型の場合は、そこの中に入る定員も管理しなければいけないんですけれども、

それは一定の時期まで人的な監視員みたいのをつけるということで、今、検討していまし

て、一応市の９月の議会で補正予算を上げたところでございます。 

 順調に行けば、今年度３月までに北と南に１か所ずつ、場所は以前あったところでござ

います。以前は、オープン型という簡単な囲いがある中でしたが、今度は四方、天井も含

めて囲われた空間で、空気清浄装置があって、あと開放時間も、例えば朝の６時から夜の

12時までとか利用時間を決めて、利用時間内は監視員をつけて、マナーの意味と密を避け

るということを行ってやっていくということで、今、具体的な検討を進めているところで

ございます。 

 状況は以上でございます。 

○健康推進課長 続きまして、子育て世代包括支援センターについてでございます。担当

のほうからご説明いたします。 

○母子保健係長 子育て世代包括支援センターにつきましては、私ども健康会館と、あと、

子ども家庭支援センターの２つの拠点に設置をしてございます。 

 子育て世代包括支援センターというのは、もともとセンター機能ということで、物理的

な施設と考えがちなんですけれども、求められているものは機能というところになります。 

 そうした中で、私ども、今年度から妊婦のサポート面接を開始しまして、育児パッケー

ジを配付してございます。その中で、妊婦さんと一緒に作成しております。さらには、こ

んにちは赤ちゃん訪問や乳幼児健診等を通じまして、相談機能の強化、それから母子保健

に係る情報提供などをしてございます。 

 余談にはなりますけれども、この子育て世代包括支援センターを設置しないと、今年度

から東京都の補助金を活用ができないということになってございまして、現時点では、私

ども健康推進課においては、東京都の補助メニューというものを多く活用している関係も

ございますので、そうしたことからも、この４月１日から設置をして、現在運用を進めて

いると、こういった状況でございます。 

○Ａ委員 よろしいでしょうか。 

○Ｂ委員 たばこのこと。さっき、設置するのは、もう議会通ったということですけれど

も、何か時代に逆行しているなというか、密になっちゃいけない状況で、前の設置場所っ

てそんなに広くないので、多分５人とか入ったら、もう満杯になっちゃうぐらいのスペー

スしかできないんじゃないかなと思いながら、たばこ吸っている同士は、多分お互いに煙

吸い合うんだろうなという感想を持ちました。健康推進課の仕事じゃないと思いますけれ

ども。 

○Ａ委員 ほかに何か。 



 

 どうぞ。 

○Ｃ委員 非常に素朴な疑問です。 

 毎回コロナの方の人数が新聞に載っていまして、立川も１人増えた、２人増えたといっ

て、みんな周りで仲間たちが悩んでいるんですが、今日の人数を聞いて、何かすごくほっ

としたんですね。これ、広報か何かで何日現在は何人だということは、公表できないもの

なんでしょうか。 

○Ａ委員 広報というのは、立川市の広報ということですか。 

 じゃ、立川市…… 

○Ｃ委員 安心しますよ。121人いるのって、いや、今14人だよって言ったら、ああ、そ

うかって、多少は安心する。 

○健康推進課長 ホームページでは、随時更新をしてやっているところでございまして…

… 

○Ｃ委員 でも私たちそういうの、何人でも全然そういうの見ませんから。 

○健康推進課長 そうなんですね。新聞等では、大体ほぼ東京都内の自治体ということで

発表されてございますし、報道等を通じてご理解いただければというふうなところでござ

いますけれども、またいろいろな形で、情報発信については、課題として受け止めたいな

というふうに考えてございます。 

○Ａ委員 ほかにはありますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 では、次、議題（３）「立川市施設整備計画（素案）（ドリーム学園・健康会館版）」

についてご説明お願いいたします。 

 

(3)「立川市施設整備計画（素案）（ドリーム学園・健康会館版）」について 

○健康推進課長 皆様のお手元に資料配らせていただいてございます。 

 皆様には、以前、立川市の健康会館の在り方というものを配ってご説明させていただい

たと思うんですが、その後、今度、健康会館移転すると、移転するに当たっては、ドリー

ム学園と合築になるということで、今度合築をしていくところでの施設整備計画というの

を、ここで素案というのを作りました。 

 それにつきまして、行政経営課長のほうから説明をさせていただきたいというふうに思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○行政経営課長 今、健康推進課長よりお話ありましたように、昨年度、この協議会にお

いても、個別計画、公共施設の個別計画については、ご説明させていただいたところでご

ざいます。 

 その後、ワークショップ、あとは、その後に在り方を策定して、今回、施設整備計画の

素案として策定いたしましたので、その内容についてご説明をさせていただきたいと思い



 

ます。 

 着座にて失礼いたします。 

 なお、この協議会の前に、折衝小委員会、また歯科医師会や薬剤師会の場でもご説明さ

せていただいてございますので、説明がかぶる部分につきましては、ご了承願いたいと思

ってございます。 

 まず、資料がちょっと、計画は冊子あるんですけれども、概要版というのでＡ３判のほ

うをつけさせていただいていますので、そちらを中心にご説明をさせていただこうと思い

ます。 

 よろしいでしょうか。 

 本計画は、大きく４章構成としてございます。１つ目が、一番上にありますように、

「施設整備計画とは」というような内容で、まず左からこれまでの経緯で、上の真ん中ら

へんで計画の目的、右に計画の位置づけというふうに示させていただいてございます。 

 左のこれまでの経緯につきましては、昨年度もお話しした内容と重なるので、簡単にご

説明いたしますが、公共施設の老朽化が進んでいるよというような状況で、もう既に30年

以上の公共施設は、もう８割近いよというようなところと、あとは、人口減少で今後税収

が減っていくよということと、一番下が、厳しい財政状況については、今後は今の更新費

用よりも約２倍近くお金がかかってくるよというような内容を示させていただいておりま

す。 

 前回もお話ししたように、今後、市としては、再編といたしまして、35年間で約312億

円を施設の更新費として圧縮をして、床面積としては20％削減を目標としていくことは、

前回お話ししたところでございます。 

 今回、施設整備計画、ドリームと健康会館版というふうにさせていただいてございます。

前回は、ほかの圏域の分も冊子としてあったんですが、今回これだけを取り出しているの

は、実はこの健康会館、ドリーム学園は、移転候補先といたしまして、今、市民会館の北

側の国有地を検討してございまして、そちらの国有地の取得要望を、実は今年中に出さな

きゃいけないというようなこともございまして、その関係から、これだけちょっと先にお

示しをさせていただいているところでございます。 

 では、計画の目的、上段の真ん中あたりでございますが、こちらにつきましては、前期

検討対象となった公共施設について、令和10年度までの建て替え、改修などの方向性を明

らかにする。あと、施設を整備していくに当たり、施設で展開する機能や費用面、面積、

建物の概要など、施設ごとに整備内容を定めること、２つを目的としてございます。 

 計画の位置づけといたしましては、右に目を移していただくんですが、この後、施設整

備計画、あと事業手法の検討、また設計・工事に移る段取りとなってございます。 

 ２章は、中段のあたりを見ていただきたいんですが、全市施設編と書いてございます。 

 まず、再編方針と書いてありまして、ドリーム学園と健康会館と書いてございます。こ



 

ちらの内容は、施設の在り方で検討していただいた内容をほぼ踏襲してございまして、建

て替えをして、複合化をそれぞれ行って、先ほど言った市民会館の北側、共済病院の横に

建て替え移転して行いましょうというような方針としてございます。 

 その整備計画の内容ですが、子育て・健康複合施設整備計画として定めてございまして、

整備方針は、ここに書いてあるように、２つあります。全市に関わる子育て支援機能を集

約した途切れのない安心した子育てを支える拠点、市民の健康な生活を維持増進していく

基幹施設、医療救護本部及び災害時医療の拠点というふうな内容で整備をしていく予定で

ございます。 

 下の図は、これまで子ども家庭支援センターや健康会館等で行っていたそれぞれ機能を、

１つの館に集約することによって、より限定して成果を上げていくようなイメージとして、

出させていただいてございます。 

 それでは、裏面をご覧ください。 

 実際に整備する内容をこちらのほうでは書いてございます。左上でございます。 

 まず、建物の概要につきましては、延べ床面積約3,700平米といったことで、現状のド

リームと健康会館合わせた面積よりも４％削減にとどまっているといったところがござい

ます。それぞれの面積の機能の面積の概略をここでは示してございまして、管理機能、子

育て支援機能、保健衛生・健康増進、表どおりとなってございます。 

 現状と大きく少し変わってくるのが、保健衛生・健康増進拠点のところが若干、20％ぐ

らい削減となってございます。この内容につきましては、今こちらの健康会館、隣の部分

に一応なる、昔人間ドックで使っていて、今はほとんど健康器具とかが入っていて使われ

ていない、そこのところを多く削減してございます。 

 その上の子育て支援拠点は、大きくこれは16％ぐらい増えるんですが、なぜかといいま

すと、この後、子育て支援拠点には児童発達支援センターというのが、国の指導の下、こ

れは機能を入れなきゃいけないというようなことで、現在のドリーム学園とほぼ同じよう

な面積、200平米近くそれは増えているといったところで、全体としては４％削減にとど

まっているというところでございます。 

 右の図が、写真がございますが、ここが計画候補地として錦町３丁目と、ここを予定し

てございます。 

 下のほうに目線を、一番下ですね。面積とコスト削減についての上限の目安を示してい

ますよというような形で、面積は、言ったように４％削減以上を目安とするというふうに

してございます。 

 この棒グラフにつきましては、じゃコストとしてはどうなるのといったところを参考に

示させていただいてございまして、一番左の太い棒グラフが、現在保全計画上のコスト予

測ですね。37億。しかし、複合化した後については、94％の率で27億程度というふうに考

えてございます。本来、児童発達支援センター分がなければ、72％近くまでなるんですが、



 

その分を加算すると94％。 

 参考として載っけてございますのは、再編自体は、更新費用の圧縮案で、仮にドリーム

学園が今あるところ、または健康会館が移転する部分の一部を売却したものを更新費用に

回すと、80％ぐらいの費用に収まるというふうな参考のものでございます。 

 そこの右が機能配置と諸室の考え方といったところで、参考として掲載させていただい

てございます。あくまで3,700平米を積み上げた場合についての諸室の並びというふうに

なってございます。特に新たに加わるのが、真ん中の子育て支援拠点の中で、指導訓練士

室等と医務室、調理室、障害児等の一時預かり施設等、児童発達支援センター関係で大き

く増えるところと。 

 あと、下のところにつきましては、先ほどお話しいたしました保健衛生・健康増進のと

ころでは、下から２番目のパパママ学級・健康体育・健康教室など、そこにつきましては、

半分程度削減させていただきます。 

 なお、12月、昨年行ったワークショップでは、どういった意見がお寄せいただいたかと

いうと、特にこの待合スペースと一番下にありますけれども、待合スペースはもう少し広

くしたほうがいいんではないかということで、これについては、1.5倍程度広くしている

ところでございます。あと、ワークショップの中では、駐車場が非常に、どうしても健診

下でやっていますが、やはり少ないというようなこともございまして、駐車場も今の３倍

程度、30台程度止まれるような規模に、今回は設計をしていく予定でございます。 

 あと、右端は、事業手法の検討ということで、載せさせていただいてございます。 

 その下、今後の作業手順につきましては、施設整備計画、今は素案をお示ししてござい

ますが、今、市のほうでもパブリックコメントを10月１日から行ってございます。パブリ

ックコメントを経まして、最終的に12月に決定をすることになってございます。その後、

手法の検討と設計、工事というふうになってございますが、今のところ、まだいつ設計、

工事に着手するかまでは、まだホームページではしてございません。というのは、再編個

別計画の中では、これ以外にも錬成館、歴史民俗資料館、あと二中圏域、三中圏域の施設

も対象となってございます。その施設の方向性がこの12月に素案を示しますので、それが

そろうのが年度末というふうになりますので、年度末には施設がどの施設から建て替えて

いくのかというのが、市として示していく予定ではいるんですが、現在のところ、そこが

そろうまでは、最終的な決定はしていくことはございません。 

 参考に、一応設計、工事、供用というような期間につきましては、一般的には基本設計

という大まかな設計で１年程度、詳細な実施設計で１年程度で、工事に２年程度というよ

うな形で、設計からおおむね４年程度かかるというふうな形にはなるかなというふうに考

えているところでございます。 

 以上、雑ぱくですが、整備計画の素案につきましての説明は以上でございます。 

○Ａ委員 ありがとうございました。 



 

 今の件について、何かご質問、ご意見ありますでしょうか。 

 どうぞ。 

○Ｅ委員 東北での災害のとき、立川はそう被害は受けなかったんですけれども、災害を

考えてつくっていく上で一番重要、大事なのは、医療関係と、そして電話回線、それがス

トップするわけですね。そういうあたりをは検討されているんでしょうか。 

○Ａ委員 どうぞ。 

○健康推進課長 災害時は、今も災害が起これば、災害医療の関係は健康会館で、医療の

関係はやっていくんですけれども、災害対策本部自体は市役所の中でできるんですね。そ

のインフラ含めた整備というところは、非常に重要だというふうな認識を持ってございま

して、市のほうも、市単独で、災害というのは１つの市だけじゃなくて、全体で起こって

いきますので、東京都なりと連携をしながらやっていくと。 

 そういった中では、無線等の連携というのは非常に求められておりまして、そこは、あ

る程度はできているんですけれども、まだまだ、もっとやっていかなきゃいけないという

ふうなところは認識しているところでございます。 

 医療関係につきましても、市内で病院が、先ほど病院の前に緊急救護所をつくるという

ふうな話をしましたけれども、一応無線の連絡を取れる体制にはなってございます。ただ、

やっぱり無線も資源ございまして、普通の電話みたいに四六時中電話できるわけではなか

ったりしますので、そういったところは、今後東京都、あるいは保健所様も含めまして、

よりよいインフラの整備というところは求められておりますので、そういったところは今

後も継続的にインフラ整備に努めてまいりたいなというふうに思ってございます。 

○Ｃ委員 緊急時の何か放送しているのは、全然聞こえませんよ。 

○健康推進課長 そうですね。防災無線につきましても…… 

○Ｃ委員 全然聞こえませんよ。 

○健康推進課長 そうですね。災害のスピーカー等を入れ替えるみたいな話もございます

ので、全てうまくというふうにはなかなか難しいんですけれども、少しずつ向上していっ

ているというふうなところで、またいろいろなご意見を伺いながら、進めていくものは進

めていきたいというふうに考えてございます。 

○Ａ委員 ほかにありますでしょうか。よろしいですか。 

 ないようでしたら、本日の協議は以上といたします。 

 最後に、この協議会の任期は11月16日までとなっております。次回は改選の会議となり

ます。いろいろありがとうございました。 

引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

 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。 

 どうもお疲れさまでした。ありがとうございました。 


