
                                          

第４９回新型コロナウイルス対策本部会議
令和３年４月２４日（土）19:00～19:30 危機管理防災センター本部会議室

                                          

司会

大野知事

司会

保健医療部長

それでは定刻になりましたので、ただいまから第４９回新型

コロナウイルス対策本部会議を開催いたします。

それでは、次第に沿って進めさせていただきます。まず、２

知事発言につきまして、大野知事からお願いいたします。

（別添：知事発言のとおり）

ありがとうございました。続きまして、３ 議題の（１）新

型コロナウイルス感染症の発生動向について、保健医療部長及

び福祉部長から説明をお願いいたします。

保健医療部でございます。それでは資料の３ページをお開き

いただきたいと思います。発生動向についてでございますが、

まず、ＰＣＲ検査の現状でございますけれども、４月は１日平

均約３，３００件程度の検査が実施できている状況にございま

す。

次のページでございます。陽性率の推移でございますけれど

も、直近の陽性率４．５％ということで上昇傾向にございま

す。

次のページ、陽性者数の推移の日別のものでございますが、

３月以降、増加局面に入っておりまして、点線でございます一

週間当たりの新規陽性者数は増加スピードがここで加速してお

ります。直近１週間は１，３６５人ということで１２月下旬の

水準まで増加している状況にございます。

その次のページをお願いいたします。今後の新規陽性者の推



計でございます。シナリオ１となっておりますけれども、本県

におきます直近２週間の日次増加率を反映いたしますと、この

緑色のグラフ線でございますけれども、５月３日には１０万人

当たりの新規陽性者数が２５．３人ということで、ステージⅣ

の指標の水準に達することになります。

続きましてその次のページでございます。陽性者などの推移

の累計でございます。２３日現在で累計の陽性者は３６，４４

４人と、そこから退院された方などを除いて現在療養中の患者

数は２，０４５人と、２，０００人を超えて増加をし続けてい

る状況にございます。

次のページです。病床使用率でございますけれども、病床に

ついては引き続き最大確保病床でございます１，５０２床を即

応病床として確保をしております。その病床使用率につきまし

ては、病床全体では３０％台の前半、そのうち重症の病床につ

いては占有率としては２０％前後で推移をしておりまして、陽

性者数が増加している中でも大幅な病床の使用率増加には現在

のところではつながっておりません。

その次のページでございます。３週間の年齢別の発生動向で

ございますが、２０代が全体の１／４を占めておりまして、３

０代以下の割合が全体の半数以上を占めている状況にございま

す。

その次のページでございますけども、感染経路別の推移でご

ざいますが、都内への往来によります感染、それから勤務先で

の感染、飲食による感染が引き続き多く発生しております。ま

た、上の黄色のところですけども、学校での感染も直近の数字

では多く確認されております。

その次のページでございますが、人口１０万人当たりの新規

陽性者を市町村ごとに見たものでございますけれども、３週間

の推移でございますけども、全体の陽性者数の増加に伴いまし

て人口１０万人当たりの陽性者数が１５人、つまりステージⅢ



の水準のところ、紺色の部分になりますけれども、そういった

市町村が増えてきている状況にございます。

その次のページでございますけども、市町村別の新規陽性者

数、実数の推移でございます。１００人を超えているのはさい

たま市それから川口市ということでございますけれども、その

周辺の市町村においても５０人を超える、紺色の部分の市町村

が増えてきております。

それからその次のページでございますけれども、これまでの

市町村別の陽性者数の累計値を整理したものでございますが、

紫色に塗られている地域、東京都に近くて主要な駅がある地域

で多くの陽性者が発生しているという状況が見て取れます。

そしてその次のページでございますが、国の分科会で示され

たステージ指標の推移でございますけども、療養者数、それか

ら新規陽性者数が、他の指標と比べてこのところ大きく伸びて

いる状況にございます。また、実効再生産数、一番下の段でご

ざいますが、１を超えている状況にございまして、今後のさら

なる感染拡大が懸念されるところでございます。

その次のページでございますけども、変異株ですね、感染力

が高いなどと言われておりますＮ５０１Ｙ変異株ＰＣＲ検査の

実施状況でございます。最新のデータでございます４月１２日

から１８日にかけて、新規陽性者数は１，１２１人に対して４

８０人、率にして４２．８％を検査しておりまして、国から目

標として示されております４０％は引き続き超えて実施をして

いる状況にございます。そしてこの変異株ＰＣＲの結果、陽性

率でございますけれども、前週の１４．５％から３４．０％と

２倍以上に割合が増加している状況にございます。

その次のページは、前の表をグラフにしたものでございます

が民間検査機関で陽性が判明したものが多く、１２７名という

ことになっております。こうしたグラフからも変異株陽性率が

急激に高まっているということが見て取れます。



福祉部長

危機管理防災部長

続きまして、福祉部の方から次の１７ページをご覧いただけ

ればと思います。おおむね１０日ごとの高齢者施設における感

染発生動向でございますけども、黒い折れ線グラフは感染が発

生した施設数、棒グラフは陽性者数でございますが、右側の方

をご覧いただければと思いますけれども、３月２１日からの１

０日間のところ、２０施設、これはかなりここで一旦増えてお

りますけども、その後も、４月の上旬が１０施設、中旬が１４

施設ということで、一番右側がまだ３日間で７施設発生してお

りますので、かなりちょっとペース的には早いかなと考えてお

ります。今後の動向に注意が必要と思っております。以上でご

ざいます。

続きまして、危機管理防災部からご説明をさせていただきま

す。１８ページをご覧いただきたいと思います。具体的な措置

等についての説明でございます。

まず、ローマ数字のⅠですけれども、重点措置を講じるべき

区域、これまでさいたま市と川口市の２市だったわけですけれ

ども、ここにご覧いただきますような１３の市町を新たに指定

していきたいと考えております。基本的な考え方といたしまし

ては、感染拡大の状況、あるいは東京都との隣接の具合、ある

いは交通網の状況等々を総合的に勘案いたしまして、ここに拡

大をしていこうと考えているところであります。

それから、ローマ数字のⅡですけれども、実施期間について

でございます。措置の内容につきましては、４月２８日からに

したいと考えております。感染の拡大が続いておりますので先

手先手で進める必要があります。ゴールデンウィーク前という

こともありますので、遅くともゴールデンウィークにはもう措

置が始まっているという状態にしなくてはいけない一方で、混

乱を避けるためには周知期間を一定程度取らなくてはいけない



というような兼ね合いを考えまして、４月２８日からというこ

とでいきたいと思っております。

次のスライドは措置区域の範囲の図です。青がご案内のよう

に現在、既に指定をしてある場所、黄色が拡大と言いますか、

新しく対象にしていく場所でございます。

おめくりいただきましたところがその措置の内容でございま

す。大きくは、国が４月２３日に緊急事態宣言、措置を踏まえ

まして、基本的対処方針、こちらを改めております。変更して

おります。これに沿った形に整理をしてございます。特に特措

法、真ん中にありますけれども第２４条第９項の部分で、県境

をまたぐ移動の自粛、括弧書きで特にと書いてありますけれど

も、緊急事態措置区域、東京都や大阪府などとの往来を控える

ように、これは強く要請という形でさせていただいておりま

す。続いて、加えて大型連休等の時期に感染が拡大している地

域との往来を控えてくださいということを、説明は前に戻りま

すが、県民に対してのお願いという部分でございます。それか

ら真ん中の箱の続きになりますが、日中も含めた不要不急の外

出移動については自粛をお願いしますというような内容になっ

てございます。

それから、下の箱のその他のお願いの部分ですけれども、一

番上に路上・公園などにおける飲酒などを控えることと書かせ

ていただいております。感染リスク等もあることからこれにつ

いては控えていただきたいということと国の方の対処方針にも

書かれておりますので、これについてお願いをしていこうとい

うことでございます。

おめくりいただいたところが今度は一番上にありますけれど

も、事業者に対してということでございます。いわゆる飲食店

のところに関してですけれども、営業時間の短縮、これは措置

区域と措置区域以外というところで午後８時まで、あるいは午

後９時までというような形で時間差を設けています。



また、お酒類の提供につきましてですけれども、措置区域に

ついては、終日提供の自粛を事業所さんの方にお願いをしよう

と思っております。

一方で、措置区域以外については基本的には終日提供自粛を

お願いするわけですけれども、一人飲み、あるいは例えばです

けれども、ファミリーレストランでお父さんがビールを飲む、

みたいなところについては、そういうところまでは特にその措

置区域以外という部分でもありますので、そこは認めてもよい

のではないかということでございます。先ほどの専門家会議の

中でも、特にこれについて判別するのもよくないというような

話はございませんでしたので、ご報告させていただきます。

おめくりいただいたところが飲食店の続きでございますけれ

ども、ここにつきましては、さいたま市・川口市で行っており

ます取組等変更はございません。

おめくりをいただきましたところが、事業者に対してという

部分でございます。箱の上の方、その他のお願いというところ

にありますけれども、テレワークの徹底をお願いするというこ

とでございます。今回加えましたのが、括弧書きの部分であり

ます。特に東京都など緊急事態措置区域等への出張を控えるこ

とを含め、出勤者数の削減に努めることとなっております。東

京都に緊急事態宣言が発出されているということから特記をい

たしました。

それから、大きな丸の二つ目ですけれども、人流抑制という

ようなタイトルにはなっておりますけれども、屋外照明の夜間

消灯等の推奨と書かせていただいております。当然ながら防犯

対策等で安全が損なわれてはいけませんので、その範囲ではあ

りますけれども、例えばネオンとかそういったものについてと

いうことで、営業時間終了後などについては消灯の方をお願い

したいということを推奨という形で呼びかけをしていきたいと

考えています。これも国の方の対処方針にも盛り込まれている



司会

という内容でございます。もちろん人流抑制はこれだけで効く

というものではありませんけれども、一つの取組として書かせ

ていただいたところであります。

おめくりいただきましたところが劇場あるいは遊興施設等に

関しての内容でございます。これについては現在の措置内容と

変更はございません。

おめくりいただきましたところが教育委員会に対してという

ことで、これにつきましては特措法第２４条第７項に基づきま

した要請を引き続き行いたいと思っております。

また、次の交通事業者に対しましては、これは措置区域に対

してということで要請を行いたいと考えております。いわゆる

重点措置の期間内において、平日の終電の繰り上げ等々、必要

な感染防止対策をお願いするということでございます。

それからローマ数字のⅣですけれども、まん延防止等重点措

置等とあわせた県の対応、県庁自らの部分ということでありま

すけれども、丸の一つ目、県主催イベントにつきまして、各部

局の方でも予定がいろいろあるかと思いますが、原則として中

止、延期または規模縮小ということで、人が密にならないよう

なことを県自らも進めていくという考え方でございます

おめくりいただきましたところが、これはゴールデンウィー

ク期間中の特出しをしているところであります。国の内閣官房

の事務連絡等を踏まえておりまして、考え方としましては、東

京都等への緊急事態宣言がゴールデンウィークの短期集中対策

として、一旦人の流れを止めるための強力な措置を講じるもの

であり、関係団体、県民等への周知徹底、取組強化を求められ

ているというようなことから、これを一つの表にさせていただ

いたところであります。説明は以上です。

ただいま説明のありました協力要請の内容につきましては、

危機管理防災部長の説明にもありましたとおり、本部会議に先



保健医療部長

司会

県民生活部長

立ちまして専門家会議でご意見をいただいております。専門家

会議での主なご意見につきまして、保健医療部長からご報告を

お願いしたいと思います。

それでは、先ほど行われました２８回目になります県感染症

専門家会議におきまして、述べられた意見の主な件について報

告をさせていただきます。

まず、本日の専門家会議におきましては、現状の分析評価を

踏まえまして、今説明にありました、まん延防止等重点措置等

に基づく協力要請について、議論をいただきました。

意見といたしましては、まず、対象区域の拡大についてはそ

のとおりであると、必要であるというような意見をいただきま

した。また、措置内容についても、やはり強化が必要であると

いうような意見をいただきまして、案として了承するという意

見をいただいたところでございます。以上でございます。

ありがとうございました。ただいまの説明あるいは報告につ

きまして、何かご意見、ご発言はございますでしょうか。よろ

しいでしょうか。それでは、説明のとおり決定させていただき

ます。

続きまして、議題の（３）プロスポーツチーム等が実施する

試合の影響について、県民生活部長から説明をお願いいたしま

す。

それでは２７ページをお開きください。今回の重点措置等に

基づく協力要請をした場合で、県内で行われるスポーツイベン

トについても、開催制限の要請を行うことになります。表の太

枠で措置区域内と措置区域外とに分けてございます。４月２８

日から新たに所沢市が措置区域に入るため、埼玉スタジアム２

○○２及びＮＡＣＫ５スタジアムに加えまして、メットライフ



司会

教育長

ドームで行われる試合も営業時間を午後８時までに短縮してい

ただくよう、お願いしてまいりたいと思っております。４月２

８日から５月１１日に行われる試合につきましては、措置区域

内外に関わらず酒類の提供を自粛していただくようお願いいた

します。赤字のところになります。

その他、試合前後のイベントの中止、延期あるいは縮小など

感染防止対策の徹底を重ねてお願いしてまいります。私からは

以上です。

続きまして、議題の（４）まん延防止等重点措置実施期間に

おける県立学校の部活動について、教育長及び総務部長から説

明をお願いいたします。

教育局でございます。資料の２８ページをお願いいたしま

す。先ほどの感染状況の報告の中でありましたとおり、県内の

高校におきまして部活動でのクラスターが発生している状況を

踏まえまして、また、変異株につきましては子供も含めて感染

リスクがより高くなっていることも考慮いたしまして、部活動

のあり方について取組を強化することといたします。

まず、資料の左側の１ 概要をご覧ください。県立学校の部

活動については、感染防止対策の更なる徹底を図るため、活動

を一部制限することといたします。期間は４月２８日から５月

１１日までの２週間といたします。具体的には、右側の２にあ

りますとおり、活動日数を１４日間の半分の７日以内、１日の

活動時間は２時間程度といたします。なお、現在、関東大会な

どの県予選会が始まっておりますけれども、試合の２週間前か

らは県のガイドラインに沿った活動を認めることといたしま

す。練習試合等の校外活動については原則禁止、合宿も禁止と

いたします。

また、３の活動の条件として、飛沫感染の可能性が高い活動



総務部長

司会

企画財政部長

は原則として行わないことといたします。具体的には、４の活

動の工夫例にありますとおり、例えば、①空手、剣道、柔道な

どの対人種目では、素振りや体さばきの練習など、対人稽古を

行わない練習とするなど接触をできるだけ減らす活動として、

感染防止の徹底を図っております。さらに、資料にはございま

せんが、部室での３密の回避ですとか、寄り道をせずに速やか

に帰宅することなどにつきましては、これまでも指導してまい

りましたけれども、今後も継続して指導してまいります。

なお、中学校につきましては、各市町村教育委員会に対し

て、県立学校の取組をお知らせして、それぞれの地域の感染状

況などを踏まえてご対応いただくことといたします。教育局か

らは以上でございます。

総務部でございます。県内の私立高等学校におきましても、

感染が拡大している現状におきましては、部活動において飛沫

感染の可能性が高い活動を行わないなどのより一層の対策強化

が必要であると考えております。

ただいま教育委員会からの説明がございましたが、感染症対

策の更なる徹底のため、各私立高等学校におきましても、県立

高等学校の対応を周知いたしまして、同様の対応を取るように

要請してまいります。部活動の対応に合わせまして、生徒の健

康観察、食事中の会話自粛の徹底など教育現場における感染予

防につきましても、改めて要請をしてまいります。以上でござ

います。

続きまして、議題の（５）鉄道事業者に対する感染拡大防止

に資する取組の実施要請について、企画財政部長から説明をお

願いいたします。

企画財政部でございます。資料の方は２９ページをご覧いた
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だきたいと思います。先ほど危機管理防災部長からも説明があ

りましたとおり、交通事業者に対しての要請の具体的なアクシ

ョンでございます。

資料の１ 要請内容にありますとおり、感染拡大を防止する

ため、人流の抑制などの取組が必要でございます。その実効性

の確保に資するため、鉄道事業者に対し、４月２９日から５月

９日までの大型連休期間中、鉄道の減便など、実施可能な取組

について検討し、実施していただくように要請するものでござ

います。

２の要請先にありますとおり、国土交通省ほか、鉄道事業者

につきましては、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置

の対象地区を走行している鉄道事業者、そこに掲げております

とおり、ＪＲ東日本をはじめ、全部で６社に対して要請を行う

予定でございます。

具体的な要請につきましては、現在調整中でございます。準

備整い次第、週明けの早い時期に要請する予定でございます。

私からは以上でございます。

ありがとうございました。本日の議題は以上となりますが、

他に発言のある方はいらっしゃいますでしょうか。

総務部長、お願いします。

総務部でございます。総務部からは、職員の皆さんに改めて

お願いをしたいと思います。

本県におけるまん延防止等重点措置を講じるべき区域に１３

市町が新たに指定されたということに伴いまして、県民の皆様

には、ゴールデンウィークを中心として、感染拡大防止のため

の様々なお願いをしているところでございます。

改めて通知をさせていただきますが、職員は県民の皆様にお

願いしていることについて遵守するだけではなく、模範となる
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よう率先して実行する必要がございます。ご家族を含め地域の

インフルエンサーとして積極的に役割を果たしていただきたい

と思います。

また、これまでも多くの職員に新型コロナウイルス対策業務

の応援にご協力をいただいておりますが、更なる業務量の増加

も見込まれますので、追加の応援をお願いする必要も出てくる

かと存じます。各所属、各職員には、大変な負担となると思い

ますが、新型コロナウイルス対策業務への応援につきまして、

引き続きご協力をお願いいたします。以上でございます。

他はよろしいでしょうか。

続きまして、４ 訓示につきまして大野知事からお願いいた

します。

（別添：知事訓示のとおり）

以上をもちまして、第４９回新型コロナウイルス対策本部会

議を終了いたします。ありがとうございました。


