
 

令和３年（2021年）７月９日 

 

 

第１８回 新型コロナウイルス感染症対策本部（法定）会議 

（本部長：市長） 

 

１ 日 時 令和３年（2021年）７月９日（金） 13:00～13:25 

 

２ 場 所 全員協議会室 

 

３ 案 件  

（１） 緊急事態宣言発出に伴う対応について 

（総合経営部・生活安全部）別紙１ 

 

                              

（２） 新型コロナウイルス感染症拡大の現状について  

（医療保険部・健康部）別紙２ 

 

 

（３） 新型コロナウイルスワクチン接種について 

（健康部・医療保険部・福祉部）別紙３ 

 

 

（４） その他 

  

    

                 



令和 3年（2021年）7月 9日 

総 合 経 営 部 

生 活 安 全 部 

 

緊急事態宣言に伴う対応について 

 

１．基本的な考え 

（１） 政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」及び東京都の「東京都における

緊急事態措置等」に示される要請に速やかに対応する。  

（２） 東京都の「東京都における緊急事態措置等」において、「要請」ではなく「協力依頼」について

も、原則速やかに対応する。 

 

２．公共施設の使用制限 

 東京都の要請に基づき、施設の使用制限を行う。 

 【主な要請内容】 

 営業時間短縮（5時～20時、イベント開催の場合は 21時） 

酒類提供及びカラオケ設備使用の自粛 

※別紙「緊急事態宣言発出に伴う公共施設の使用制限一覧」のとおり 

 

３.イベントの開催制限 

東京都の要請に基づき、市が主催するイベントの開催にあたっては、開催制限を行う。 

（１）人数制限 

  施設の収容定員 10,000人以下⇒定員の半分  10,000人超⇒5,000人まで 

（２）開催時間    

5時から２１時まで 

 （３）対策 

①原則、マスクの常時着用を徹底する。 

②入場時に検温と手指消毒を行う。（発熱者、有症状者の参加は断ることを開催前に周知して

おく） 

③大声を出さないことを徹底し、大声を出す市民には、個別に注意を行う。（スポーツイベントな

どでは鳴り物を禁止） 

④施設内（出入口、トイレ、ウイルスが付着した可能性のある場所等）は、こまめな消毒を行う。 

⑤こまめな換気を行う。 

⑥密集を回避する。（定員の 1/2、人と人の間隔（２ｍ）を確保するなど） 

⑦参加者の連絡先を把握する。 

 

４．期間 

  令和 3年（2021年）７月１２日（月）から８月２２日（日）まで 

 

５．市民周知 

  市ホームページで周知する。 

別紙 1 



緊急事態宣言発出に伴う公共施設の使用制限一覧 別　　紙1-1

種 類 施　　　設
7月12日（月）
以降の対応

使用制限等の内容
※業種別ガイドラインの遵守を徹底する

図書館 一部使用制限 〇閲覧席数の制限

夢美術館 通常 〇開館時間：10：00～19：00（入場制限あり）

こども科学館 一部使用制限 〇展示室の利用休止

桑都日本遺産センター　八王子博物館 一部使用制限 〇開館時間：10：00～19：00（入場制限あり）

郷土資料館 通常 〇開館時間：9：00～17：00（展示室は、3/31に閉室）

絹の道資料館 通常
〇開館時間：9：00～1７：00（3～10月）
　　　　　　　 　９：00～16：30（11月～2月）

J:COMホール八王子 一部使用制限 〇ホール:定員の1/2・利用時間20時まで（イベント時は21時まで）

学園都市センター 一部使用制限
〇ホール:定員の1/2・利用時間20時まで（イベント時は21時まで）
○会議室等：利用時間20時まで

いちょうホール 一部使用制限
〇ホール:定員の1/2・利用時間20時まで（イベント時は21時まで）
○会議室等：利用時間20時まで

南大沢文化会館 一部使用制限
〇ホール:定員の1/2・利用時間20時まで（イベント時は21時まで）
○会議室等：利用時間20時まで

生涯学習センター（クリエイトホール） 一部使用制限
〇ホール:定員の1/2・利用時間20時まで
○貸室：利用時間20時まで

八王子城跡ガイダンス施設 通常 〇開館時間：9：00～17：00

市民センター・市民集会所 一部使用制限
〇貸室：利用時間20時まで
〇体育室：利用時間20時まで
○カラオケの使用不可

地区会館 一部使用制限 〇利用時間20時まで

保育所・学童保育所 通常

児童館 一部使用制限 〇児童館は人数制限、広場は予約制

子ども家庭支援センター 通常

つどいの広場 一部使用制限 〇ふれあい・つどいの広場は、人数制限及び入替制

大横保健福祉センター
〇貸室：利用時間20時まで
〇室内歩行用プール：利用時間16時まで（上限6人、時間は通常どおり）
○カラオケ使用不可

東浅川保健福祉センター

〇貸室：利用時間20時まで
〇体育室：利用時間20時まで
〇室内プール：利用時間20時まで（男女5人ずつ入場して上限40人）
〇浴室：利用時間15時まで（4人ずつの入替、時間は通常どおり）
○カラオケ使用不可

南大沢保健福祉センター
〇貸室：利用時間17時まで
〇浴室：利用時間15時まで（5人ずつの入替、時間は通常どおり）
○カラオケ使用不可

恩方老人憩の家 一部使用制限
〇開館時間：9時～16時（土日休館日）
〇浴室：11時～15時（水・木・金のみ、上限2人）
○カラオケ使用不可

長房ふれあい館 一部使用制限
〇貸室：利用時間20時まで
〇浴室：11時～15時（通常どおり、水・木・金のみ、上限6人）
○カラオケ使用不可

心身障害者福祉センター 一部使用制限 〇貸室：利用時間20時まで

一部使用制限
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種 類 施　　　設
7月12日（月）
以降の対応

使用制限等の内容
※業種別ガイドラインの遵守を徹底する

体育館（富士森・甲の原）

体育館（エスフォルタ）

甲の原体育館（プール）

トレーニング室（富士森、エスフォルタ）

少年野球場・少年サッカー場 通常 〇開場時間：8：45～16：45

野球場・ソフトボール場

サッカー場・ラグビー場

陸上競技場

テニスコート

戸吹スケートパーク

高尾599ミュージアム 通常 〇開館時間：8：00～17：00

夕やけ小やけふれあいの里（園） 一部使用制限

〇夕やけホール：利用時間20時まで
〇キャンプ場テント：食事で使用するかまどやコンロを半減、酒類の持込禁
止
〇日帰りバーベキュー：コンロを半減、酒類の持込禁止

夕やけ小やけふれあいの里（おおるりの家） 通常 〇酒類の持込禁止

夕やけ小やけふれあいの里（いろりばた） 通常 〇酒類の提供なし

八王子インフォメーションセンター 通常 〇利用時間：10：00～19：00

高尾山口観光案内所 通常 〇利用時間：8：00～17：00

道の駅八王子滝山 一部使用制限
〇19時までの時短営業（4月1日から当面の間）
〇会議室：利用時間19時まで

恩方・上川農村環境改善センター 一部使用制限
〇貸室：利用時間20時まで
○カラオケ使用不可

高尾山麓駐車場 通常 〇利用時間：２４時間

滝山観光駐車場 通常 〇利用時間：８：00～18：00

北野余熱利用センター 一部使用制限

〇プール：利用時間20時まで（上限30人）
〇会議室：利用時間20時まで
〇多目的ホール：利用時間20時まで
〇浴室：10：00～16：00（男女5人までの入替）

戸吹湯ったり館 一部使用制限
〇利用時間２０時まで（定員の１/２）
〇食堂は１グループの利用時間等を制限して営業

市民活動支援センター 一部使用制限 〇利用時間20時まで（定員制限あり）

学校施設開放 一部使用制限 〇利用時間20時まで

長池公園自然館 通常 〇開館時間：9：00～17：00

大塚公園管理棟内ホール 通常 〇開館時間：10：00～16：00

高尾駒木野庭園 通常 〇開館時間：9：00～16：00

公園駐車場 通常

清川・東浅川交通公園 通常
〇貸出台数の制限あり
〇清川交通遊園は工事のため休園中

まちなか休憩所　八王子宿 一部使用制限
〇開館時間：10：00～19：00
〇飲食不可

七国公園ドッグラン 通常 〇開園時間：9：00～17：00

屋外公衆喫煙所 通常

キャンプ場 閉鎖 8/22まで閉鎖

一部使用制限 〇利用時間20時まで

一部使用制限 〇利用時間20時まで
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令和 3 年（2021 年）7 月 9日 

医 療 保 険 部 ・ 健 康 部 

 

新型コロナウイルス感染症拡大の現状について 

１ ＰＣＲ検査実績（７月６日現在） 

         （単位 件） 

実施 

場所 
区分 

令和 2年 令和 3年 
計 

1～12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 

保
健
所 

検査数 5,025 1,314 596 844 1,054 1,170 889 112 11,004 

結
果 

陽性 459 215 93 106 175 137 71 12 1,268 

陰性 4,566 1,099 503 738 879 1,033 818 100 9,736 

陽性率 9.1％ 16.4% 15.6% 12.6％ 16.6％ 11.7% 8.0% 10.7% 11.5% 

Ｐ
Ｃ
Ｒ
外
来 

検査数 1,276 174 117 112 150 104 16  1,949 

結
果 

陽性 109 33 11 14 16 12 1  196 

陰性 1,167 141 106 98 134 92 15  1,753 

陽性率 8.5％ 19.0% 9.4% 12.5％ 10.7％ 11.5% 6.3%  10.1% 

＊「保健所」は、原則として帰国者や接触者など保健所が検査を必要と判断し、東京都健康安全研究センタ

ー等にて実施した件数（5月 29日以降、濃厚接触者は全員 PCR検査の対象となった。） 

＊「ＰＣＲ外来」は、かかりつけ医から紹介された一般の方を、ＰＣＲ外来で検体採取した件数 

（令和 2年 5月から開始、令和 3年 6月 11日で終了） 

 

２ 感染者状況（７月７日現在） 

（１）月別感染者数 

  （単位 人） 

区分 
令和 2年 令和 3年 

計 
3～12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 

市内 1,326 799 321 477 551 645 254 64 4,437 

 

（２）年代別感染者数 

  ア 前回対比 

   （単位 人） 

区分 10 歳未満 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80 代 90 代 100 歳以上 計 

累計 122 397 1,015 534 684 644 375 323 252 88 3 4,437 

前回

(6.16) 
105 375 949 509 662 610 364 317 251 88 3 4,233 

増減 +17 +22 +66 +25 +22 +34 +11 +6 +1 ― ― +204 

別紙２ 
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  イ 3か月比較 

 

 

（３）感染経路（渡航歴・接触歴）状況 

 （単位 人） 

区分 あり 調査中・不詳 計 

累計 2,473 1,964 4,437 

前回（6.16） 2,363 1,870 4,233 

増減 ＋110 ＋94 ＋204 

 

 

（４）感染者経過 

（単位 人） 

区分 入院※ 
宿泊療養 

※ 
自宅療養 

退院及び 

療養終了 
死亡 計 

7.7時点 42 23 42 4,248 82 4,437 

前回（6.16） 55 19 26 4,055 78 4,233 

増減 △13 ＋4 ＋16 ＋193 ＋4 ＋204 

   ※調整中を含む 

 

 

３ 市内宿泊療養施設の状況（７月７日現在） 

入所者数 44名（延入所者 265名、延退所者 221名） 

  うち八王子市民 入所者数 13名（延入所者 120名、延退所者 107名） 

全感染者数 ～10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上

人数 85 135 54 82 88 107

割合 15.4% 24.5% 9.8% 14.9% 16.0% 19.4%

人数 108 127 69 89 89 163

割合 16.7% 19.7% 10.7% 13.8% 13.8% 25.3%

人数 45 77 29 35 36 32

割合 17.7% 30.3% 11.4% 13.8% 14.2% 12.6%
6月
 254

区分

4月 551

5月 645



 

令和 3 年 7 月 9 日 

健康部・医療保険部・福祉部 

 

新型コロナウイルスワクチン接種について 

 

 新型コロナウイルスワクチン接種の状況について報告する。 

 

１ 住民接種の状況 

（１）集団接種（60歳以上）※7月 9日現在 

１回目 142,477人 (74.6％) 

２回目 104,171人 (54.6％) 

予約率 １回目 79.9％ 2回目 68.4％ 

＜参考＞65歳以上の接種状況※6月 28日現在 

１回目 129,852人 (接種率 81.6％) 

２回目  97,732人 (接種率 61.4％) 

 

（２）訪問接種（集団接種会場での接種が難しい方） 

ア 高齢者施設入所者（65歳以上）・従事者（7 月 7日現在） 

接種状況  20,888回 ※施設への分配数。２回目分を含む。 

対象者  約 13,800人（うち入所者 8,200人） 

イ 入院患者 

対象者  約 3,800人（主に療養型や精神科病院に入院中）（65歳以上の方） 

病院へのワクチン分配は概ね完了し、順次接種を開始している。 

65歳未満についても来週からワクチン分配開始 

ウ 在宅療養者 

医師会において対象数を把握した。準備が整い次第接種開始予定。 

エ 精神・知的障害がある方など 

現在、自立支援協議会を通じて意見集約中。 

通院可能な方について、医師会で対象者把握中。準備が整い次第、接種開始予定。 

 

２ 優先接種 

（１）グループ接種 

ア 訪問・通所サービス事業者 

接種状況  5,625回（概ね１回目接種完了、２回目接種中） 

イ 看護専門学校・大学看護学部学生 

接種状況  1,045 回（概ね１回目接種完了、２回目接種中） 

対象施設数    5校 

ウ 消防団員・柔道整復師・保育園勤務看護師 

接種状況  226 回（概ね１回目接種完了） 

エ 保育士・幼稚園職員・小中学校教員等 

接種状況  213 回（１回目接種中） 

別紙３ 



 

 

＜参考＞グループ接種実施のための会場確保 

 これまで、集団接種会場の予約余裕枠を活用して接種を進めてきたが、7 月から

は、集団接種会場の対象年齢が拡大し、予約余裕枠の活用が難しくなることから、

中核病院及び医師会の協力により、別会場での接種を進める。 

 

確保会場  東京医科大学八王子医療センター 

主な接種対象：ア 接種回数：約 5,500回 

   東海大学医学部付属八王子病院 

主な接種対象：イ 接種回数：約 2,000回 

教育センター（医師会協力） 

主な接種対象：エ 接種回数：約 3,000回 

 

（２）妊婦の方への新型コロナウイルスワクチン接種 

本市ではこれまで年齢区分に関わらず、基礎疾患を有する方を優先してきた。ここで

八王子市医師会と協議の結果、ワクチン接種を希望する妊娠 12 週を超える妊婦の方に

ついて、基礎疾患を有する方と同様に優先して接種予約を受け付けることとする。 

 なお、39 歳以下の方は、現時点で予約システムにアクセスできないため、以下のとお

り申込みを受け付ける。 

 

ア 申込方法 

医療保険部地域医療政策課において、電話やメール、FAXもしくは窓口にて受付 

イ 申込期間 

令和 3年（2021年）7月 8日（木）から 7 月 20日(火)まで 

※7月 21日(水)以降はすべての年齢でシステムでの予約が可能になる。 

ウ 優先接種日及び会場 

7月 18日（日） 八王子市立第五中学校（明神町４丁目） 

7月 25日（日） 上野町ワクチン接種センター（上野町、市民会館跡地） 

 

３ ワクチンの供給状況 

本市へのワクチン供給は、7 月上旬分まで要望通り順調に行われている。そのため、

現在受け付けている予約をキャンセルすることはなく、また、来週受付を開始する 8月

の予約分に必要なワクチンの在庫も確保している。 

しかし、7 月 6 日に都から発出された通知によれば、7 月下旬分については、都や区

市（7 区 4 市）が計画した大規模接種会場に使用予定のモデルナ社製ワクチンの不足を

補うための転用の影響で、本市への供給が三分の一に減らされていた。さらに、8 月上

旬から 9月末までの供給は、5・6月の 5割減となる見通しであるため、必要に応じて接

種計画を見直すように示されていた。 

本市にあっては、現時点では接種計画を見直す必要はないが、今後のワクチン供給動

向については注視していかなければならないと考えている。 


