
                                         

第３１回新型コロナウイルス対策本部会議
令和２年１１月１９日（木）17:30～18:20 危機管理防災センター本部会議室

                                          

司会

保健医療部長

ただいまから第３１回新型コロナウイルス対策本部会議を開

催いたします。

次第に沿って進めさせていただきます。

まず、２、議題の（１）新型コロナウイルス感染症の発生動

向についてから（４）専門医療施設公募の採択についてまで一

括して保健医療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、資料のつづりの３ページ目を御覧いただきたいと

思います。

感染症の発生動向について御説明をさせていただきます。

まず、ＰＣＲ検査などの現状でございますが、１日当たり２,

０００件を超える検査を行う日も見受けられるようになってま

いりまして、検査は拡大傾向にございます。

１枚送っていただきまして、陽性率の推移でございますが、

直近の陽性率は４.７％ということで、陽性者数の増加に伴いま

して割合が高まってきております。

１枚送っていただきまして、陽性者数と療養終了者などの推

移、日別のものでございますが、昨日１１月１７日には過去最

大の１２６名の陽性者が確認されまして、非常に高い水準とな

っております。

１枚送っていただきまして、今度は累計でございますけれど

も、現在療養中の患者は８６１名で、過去最大の人数となって

おります。

送っていただきまして、病床使用率でございます。高齢者施

設などでのクラスターの発生などによりまして、病床使用率は

現在４６％と急激に高まっております。その下の重症病床の占

有率もまだ低い水準ではあるものの、徐々に増加しておりまし

て、直近では１４.３％となっております。

１枚送っていただきまして、入院患者の今後の推計でもござ

います。赤い線の点線部分が推計部分でございますが、現在、

病床についてはフェーズⅢということで、１,００５床体制でご



ざいますが、フェーズⅣへの病床の移行につきましては、この

フェーズの病床の８割が埋まる日を移行日としておりまして、

現在の倍加時間を基に患者の推計をいたしますと、１２月２日

にフェーズⅣへの移行の目安となります約８００人の入院患者

になる見込みでございます。このため、その１週間前の１１月

２５日には、医療機関にフェーズⅣへの移行要請を行うことと

しております。既に１６日にはメディカルアラートを発出いた

しまして、移行の準備をお願いしているところでございます。

１枚送っていただきまして、３週間の発生動向の年齢別のも

のでございますけれども、従前は３０代以下の若い世代で過半

数を占めておりましたが、高齢者施設でのクラスターの発生な

どによりまして、６０代以上の世代が４分の１を上回っている

状況になってまいりました。

１枚送っていただきまして、今度は感染経路でございますけ

れども、クラスターの発生が多発しているということから、黄

色の部分、その他感染経路が推定できるものの割合が高くなっ

ております。

１枚送っていただきまして、市町村ごとの分布でございます

けれども、１０月２８日の週では朝霞市の高齢者施設におきま

して大規模なクラスターが発生したことから、人口１０万人当

たりの発生者数も２０を超えて５６ということでなっておりま

す。朝霞市でございます。

それから、もう１枚送っていただきまして、陽性者の発表ベ

ースと発症日ベースの比較でございますが、１１月になってか

ら発症者数が発表者数を大きく上回る日が多数確認されており

まして、感染拡大が続くと見込まれます。

もう１枚送っていただきまして、これは国の分科会で示され

た指標と目安でございまして、その本県の状況を示したもので

ございますが、本県では一番左の病床全体の占有率、それから、

直近１週間が先週１週間より多いという点を除きまして、ステ

ージⅢの基準を下回っている状況にございます。

以上が発生動向についての報告でございます。

続きまして、もう１枚送っていただきまして、（２）になり

ます。これまでのクラスター対応から得られた知見と今後の対

策についてということの報告でございます。

１枚送っていただきまして、これまで県内で発生した主なク

ラスターについて、改めてここで振り返りを行ってみました。

こうした振り返りを行いますと、クラスターの種類ごとに共通



する発生要因や取るべき対策が見えてまいります。

まず、医療機関・福祉施設におけるクラスターでございます。

複数の事案で共通していたのが、病院内、施設内で発熱などの

症状が出ていたにもかかわらず、新型コロナへの感染を疑うこ

とができなかったことによりまして、結果的に検査が遅れて感

染が拡大してしまったというケースでございます。また、こう

いった施設の場合、密になりやすい場が多く存在するというこ

と。また、人手不足やシフト制を組んでいることから、体調が

少し悪くても休みを取りづらくて、つい出勤してしまうと。そ

ういった環境が大きなクラスターにつながる要因になっており

ました。

こうしたことから、対策といたしまして、入院されている方

の検温や健康チェックを徹底していただいて、早期に検査を行

うこと。そして、職員の感染防止の徹底で、ウイルスを施設内

に持ち込まないということ。さらに手指消毒の徹底などによっ

て院内感染、施設内感染を防ぐと。さらには密を防ぐ。また業

務ＢＣＰが重要といったことが確認されます。また、今回県で

できましたＣＯＶＭＡＴでございますけれども、ＣＯＶＭＡＴ

は早期に派遣することが不可欠だということが浮かび上がって

まいります。

続きまして、その下の劇団におけるクラスターです。先月、

７４人が感染する大きなクラスターが劇団で起こりましたけれ

ども、行動歴などの調査をしてまいりますと、密な集まりで稽

古していたこと、また、発声の機会が多い人ほど、マスクでは

なくてマウスシールドを使っていたということなどが分かって

まいりました。

対策として、大きな場所で行うということ。マウスシールド

ではなくマスクを着用していただくということが大事だという

ことが見えてまいります。

１枚送っていただきまして、夜の街の関係でございますが、

対策といたしましては、やはり業界のガイドラインを徹底して

もらうこと。そして、複数店舗においてクラスターが発生して

いるような状況になりましたらば、早い段階でエリアとしての

一斉の検査を行うということが有効だということでございま

す。

その下でございますけれども、外国人コミュニティーにおけ

るクラスターということで、本県では外国人コミュニティーの

クラスターを複数経験することになりました。たばこの回し飲



みなど、その国の独自の風習が原因になったケースもございま

す。この外国人の場合、言葉の問題などもございまして、なか

なかその予防のための注意喚起が届かないといった課題もござ

います。このたびは大使館を通じて働きかけを行いまして、そ

れが大変有効だったということでございます。

そして、もう１枚送っていただきまして、最後に、これまで

のクラスター対応から見えてくることというまとめでございま

す。

まず、早期・積極的介入ということでございますが、国の基

準以上の早期に拡大検査を実施することが大事であるというこ

と。また、早期に介入した施設では、短期間で封じ込めができ

たということがございます。

続きまして、徹底とガバナンスということでございますが、

特に医療機関・福祉施設におきまして感染拡大防止の知識があ

るかどうか、そして、何よりもそれを徹底されているかどうか

といった点が感染状況に明確な差となって出てくるということ

でございます。また、体調のすぐれない方は、そういった方が

出勤されますと感染拡大につながるということから、労務管理

ですとか、意識を徹底しまして、誰かが休んでも業務が回るよ

うなＢＣＰの策定が必要だということでございます。このほか

事業所のガバナンスの差が感染拡大防止の差に現われてくると

いう点がございます。

次に、右に行きまして、協力体制の構築ということでござい

ますが、特に夜の街の対応でございまして、陽性者の情報提供

をお店にしっかりしていただくといったことが重要だというこ

と。

また、その下の業務外の分野の対応ということですけれども、

主に外国人クラスターでございますが、職場外の密な環境でパ

ーティーが開かれ、それが感染拡大につながったということが

ございます。職場内だけではなく、業務時間外であっても意識

を徹底させることが重要ということでございます。

最後に、啓発・周知ということでございますが、手指消毒の

徹底ですとか、密をつくらないということ。マスクの着用など、

こうした基本的なことを引き続きしっかりと啓発・周知してい

くことが大事だということでございます。

以上、こうしたこれまでの対応で得られた知見を生かしまし

て、引き続きクラスター対策にしっかりと取り組んでまいりま

す。



続きまして、次のところに送っていただきまして、「埼玉県

指定診療・検査医療機関」についての御報告でございます。

この冬の季節性インフルエンザ、そして、この新型コロナ、

両方の診療・検査を行うことができる医療機関を埼玉県指定診

療・検査医療機関として指定を進めております。１０月１５日

から指定申請の受付を始めまして、本日現在で１,０５７の医療

機関から指定申請をいただいたところでございます。

発熱患者の方が直接医療機関に連絡して、スムーズに受診す

ることができるよう、医療機関名などについて公表することを

前提に指定申請をお願いしてまいりました。公表に当たっては、

特定の医療機関に患者が集中することや風評被害が生じないよ

うに、一定数以上のこの診療検査医療機関を指定する必要がご

ざいますが、既に１,０００件を超える医療機関から指定申請が

ございましたので、公表を行う環境が整ったと捉えております。

そこで、１２月１日から県のホームページで検索ができるシ

ステムという形で公表をいたします。

なお、さらなる担い手の掘り起こしのためにも協力金につい

ては２７日まで申請の期間を延長することといたしました。１,

２００医療機関が目標でございますので、今後とも多くの医療

機関に指定申請いただけるよう働きかけてまいりたいと考えて

おります。

続きまして、１枚送っていただきまして、新型コロナウイル

ス感染症の専用医療施設の病床整備計画の公募の結果について

でございます。

感染のピーク時でありますフェーズⅣの必要病床数１,４０

０でございますが、この１,４００床について確保する見込みが

立ったということでございます。公募前の確保病床数１,２０

１、そして、今回公募と並行しまして、従来のやり方で一般病

床の中からコロナ病床に転換する病床３１床を確保いたしまし

て、そこに今回整備する病床を１７６加えまして、１,４０８床

の確保となりました。

右側のポイントの２というところでございますけれども、今

回、人口当たりのコロナ病床の少なかった東部地域をはじめ、

南部や西部地域から採択することで、このコロナ病床の地域の

バランスも少し改善することができたということでございま

す。

私からは以上でございます。



司会

福祉部長

続きまして、（５）福祉施設における感染防止対策について、

福祉部長から説明をお願いいたします。

福祉部でございます。

それでは、次の２０ページを御覧いただきたいと思います。

福祉施設における感染防止対策でございますが、まず、右上

の現状でございますけれども、（１）の主な福祉施設でござい

ますが、高齢者が入所する施設は、特別養護老人ホームだけで

はなく、有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅なども多く

なってきております。これらの施設は比較的自立度の高い方が

入所されていることもありまして、特別養護老人ホームに比べ

ると、介護職員の配置が少なく、実際に一般のアパートに近い

ような形態のところもあるのが実態でございます。

次に、下の（２）の感染者数でございますけれども、高齢者、

障害者施設において、これまで入所施設や通所施設などを含め、

利用者が２７６人、職員が２１４人、計４９０人が感染をして

いるところでございます。

それから、次に、（３）感染が発生した施設数で、一般的な

感染者の傾向と似ており、７月、８月に山があり、現在、再度

増加傾向にあるところでございます。

それから、その下の（４）５人以上の感染が発生した施設数

は、１１月は９施設となっておりまして、これまでで最多とな

っております。特に数十人単位の大規模なクラスターも発生し

ておりまして、強い危機感を持っているところでございます。

次のスライドをお願いいたします。

２番の対策でございますけれども、まず、（１）感染防止対

策の徹底を求める通知の発出ですが、各施設に対しまして、最

近の発生事例を踏まえ、利用者に発熱等の症状があった場合の

速やかなケアや職員の健康管理などを徹底するよう、１１月１

１日に改めて注意喚起を行ったところでございます。

次に、（２）業界団体、大手法人を集めた緊急会議でござい

ますけれども、福祉施設関係団体、有料老人ホーム等大手運営

法人を対象に緊急会議を開催し、感染症の専門家による講義な

どにより必要な対策等を周知し、福祉施設における感染拡大防

止対策の徹底を図るものでございます。具体的には次のスライ

ドで御説明をさせていただきます。

次に、（３）動画による対策の周知でございますけれども、

動画につきましては、既に７月に動画を作成して、既に５万ビ



ューを超えているところでございますけれども、この動画につ

きましては、各施設が対策を行うかかり増し経費を補助金申請

を行う際には、これを見ていただくことを要件としてさせてい

ただいたところでございます。

この動画に加えまして、さらにいろいろな課題がクラスター

の部分から判明してまいりましたので、これに加えて、（２）

の会議で感染症専門家による講義を動画で県ホームページ等に

アップしまして、会議に参加できない全ての施設に周知をして

まいりたいと考えております。

それから、（４）施設での感染防止対策の自主点検として、

（２）の専門家による講義を踏まえて、感染防止対策の自主点

検項目を精査し、各施設にお示しし、実施していただきたいと

考えております。

また、（５）感染発生施設から学ぶ課題への対応として、保

健医療部の協力も得まして、感染が発生した施設の感染拡大の

経緯や課題などを収集・分析して、対応策を検討してまいりま

す。さらに課題と対応を随時、県ホームページに掲載・更新し、

対策のノウハウを蓄積して施設に対して提供してまいりたいと

思っております。

次のスライドをお開きいただきたいと思います。

（３）先ほど触れました緊急会議についてでございます。

左側の感染発生施設における課題として、これまでの事例を

踏まえ、明らかになってきた課題がございます。何点か主なも

のとして、まず、日頃の健康管理として、入所者の検温など、

日頃からの健康状況の把握や記録が不十分な事例が見られまし

た。

それから、次に、ファーストケアとして、入所者に発熱など

の体調不良を認めたものの、基礎疾患によるものと考え、結果

的に対応が遅れた事例が見られました。また、介護職員が解熱

後すぐに職場復帰して、感染が広がった事例なども見られたと

ころでございます。

また、その下、共有スペースの分離として、食堂などの共有

スペースで、多人数が同時に食事や会話をすることで感染が広

がった事例も見られました。

これらを踏まえまして、資料の真ん中の欄の業界団体を集め

た緊急会議を開催したいと考えております。ねらいは、関係団

体や施設運営の責任者に直接働きかけて、危機感を共有し、実

効性ある対策を徹底することでございます。



司会

産業労働部長

対象につきましては、老人福祉施設協議会、老人保健施設協

会、身体障害者施設協議会、発達障害福祉協会、有料老人ホー

ムの大手法人等、約３０人の参加を予定しております。これは

人数は少ないのですが、大人数はちょっと集められませんので、

団体を通じまして隅々まで行き渡らせていきたいと考えており

ます

期日は１１月２５日水曜日、１４時から１５時３０分、会場

はさいたま市内の埼玉教育会館で、感染防止対策を講じた上で

開催をしたいと考えております。

内容といたしましては、福祉施設における集団感染発生の課

題を踏まえまして、感染拡大防止に向けた対策を解説をしてま

いります。具体的には、感染症の専門家（感染管理認定看護師）

による講義とクラスターが発生した施設の職員に直接事例報告

を行っていただきたいというふうに考えております。

次に、資料の右の欄、傘下施設への周知で、緊急会議の内容

を特別養護老人ホームをはじめとする各種別の施設で共有して

いただくこととしたいと、このように考えております。

以上でございます。

続きまして、（６）埼玉県におけるＧｏＴｏＥａｔキャンペ

ーンの取扱いについて、産業労働部長から説明をお願いします。

産業労働部でございます。

２３ページをお願いしたいと思います。

埼玉県におけるＧｏＴｏＥａｔキャンペーンの取扱いについ

て御説明をさせていただきます。

政府の新型コロナウイルス感染症対策本部における菅総理の

発言を受けまして、国（農林水産省）でございますけれども、

こちらからＧｏＴｏＥａｔキャンペーンにつきまして、食事券

及びポイントの利用制限について下記に記載してありますこと

につきまして方針が示され、各都道府県に照会が来ております。

「記」の内容でございますけれども、国の方針でございます

が、２点ありまして、１つ目は人数についてございます。原則

として４人以下、子どもさんは数えませんが、４人以下の単位

による飲食に食事券ポイントが利用ができるというものでござ

います。

２つ目は時期でございますけれども、感染拡大が見られる地

域におきましては、３連休が始まる１１月２１日土曜日から開
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始できることが望ましいと考える、という方針の２点でござい

ます。

昨日の第１６回埼玉県新型感染症専門家会議におきまして御

意見を伺いましたところ、国の方針どおり実施してよいとの見

解をいただきました。

この本部会議で知事の決定をいただいた後、本日中には農林

水産省に対しまして、国の方針どおりとする旨の回答を行いた

いと考えてございます。

なお、参考といたしまして、ＧｏＴｏＥａｔキャンペーンに

ついて少し記載をさせていただきました。

一番下の○（まる）にプレミアム付食事券事業の概要を記載

させていただいておりますけれども、本県の場合ですと、８０

万冊を販売する予定としておりまして、約半数は販売済みでご

ざいます。１２月１日から残りの分を販売を開始する予定でご

ざいますけれども、子どもさんを数えず、原則として４人以下

で飲食をしていただくということになりますので、よろしくお

願い申し上げます。

産業労働部は以上でございます。

続きまして、議題（７）埼玉県におけるイベントの取扱いに

ついて、危機管理防災部長から説明をお願いいたします。

危機管理防災部でございます。

資料２４ページを御覧いただきたいと思います。

県では９月１９日から１１月３０日までのイベントの取扱い

につきまして、特別措置法第２４条第９項に基づいて、イベン

トの主催者や施設の管理者に対して協力を要請しているところ

でございます。

具体的には、２の内容の（１）にありますように、プロスポ

ーツイベントなど全国的な移動を伴うものにつきましては、参

加人数と収容率は、国が示す目安を上限といたしまして、これ

に加えて段階的な参加人数の引上げや開催結果の検証を踏まえ

た改善や見直し内容の発表などについてお願いをしておりま

す。

また、その下の（２）にありますように、その他のイベント

についても国の示す目安を上限として、参加人数１,０００人を

超える大規模なイベントにつきましては、感染防止措置を確保

できる参加人数及びその対策を宣言することや、国及び県の接
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触確認アプリを必ず導入することについてお願いしているとこ

ろでございます。このたび国から１２月１日以降の方針が示さ

れたところですけれども、基本的に現在の方針を継続しており

ます。

４２ページを御覧いただきたいと思います。

４２ページが国の方針の概要です。

上の囲みの２つ目の○（まる）にございますが、人数上限及

び収容率については、来年２月末まで現在の取扱いを維持する

ということとしております。

そして、この資料の下の下段にあります表に、具体的な収容

率が示されております。クラッシック音楽コンサートや伝統芸

能など大声での歓声や声援等がないことを前提とし得るものに

ついては、収容率は１００％以内。

一方、ロックコンサートやスポーツイベントなど、大声での

歓声・声援等が想定されるものについては５０％以内としてお

ります。

その中で、これまではイベント中の食事を伴うものについて

は大声での歓声・声援等が想定されるものとして扱われまして、

収容率は５０％以内とされてまいりましたけれども、今回の方

針において飲食を伴うけれども、発声がないものであれば、食

事時以外のマスクの着用の厳守や、会話が想定される場合の飲

食禁止など、追加的な感染防止策を前提として収容率を１０

０％以内にすることができると変更されております。

恐れ入りますが、２４ページにお戻りいただきたいと思いま

す。

県としては現在の感染状況、そして昨日の専門家会議での意

見を踏まえまして、１２月１日から来年の２月２８日までの間、

引き続き国が示す目安を上限といたしまして、これに加えて段

階的な参加人数の引上げや開催結果の検証を踏まえた改善、見

直し内容の発表などについて特措法第２４条第９項に基づいて

イベントの主催者や施設管理者に対して協力を要請したいと考

えております。

それでは、引き続いて、プロスポーツイベント等の開催状況

について都市整備部から説明をお願いいたします。

都市整備部です。

今の議題に関連いたしまして、埼玉県内のプロスポーツイベ

ント等の開催状況等について御報告いたします。



ページは４３ページと４４ページになります。

まず、４３ページのほうを御覧ください。

この資料につきましては、前回の本部会議でもお示しした資

料でございまして、時点修正したものとなっておりますので、

主に変更点を中心に説明させていただきたいと思います。

一番上の行を御覧いただきますと、野球、サッカー、さいた

まスーパーアリーナと３つに大別しておりまして、それぞれ感

染防止対策と現場での状況と対応ということで表をつくってお

ります。

左から、野球とサッカーについては基本変更はございません。

さいたまスーパーアリーナにつきましては、大規模イベントが

９月に５,０００人規模のものを開催いたしましたが、その後、

１０月、１１月と大規模イベントがないという状況になってお

りまして、前回の本部会議でもお話をさせていただきましたと

おり、この間、類似施設でのコンサートなどの開催状況を検証

しながら、別途必要に応じて対策を強化してまいるということ

にしております。

例えば、一番右の列になりますが、他会場ですが、１１月３

日に東京都内で行われました１万９,０００人のコンサートの

状況など、その他の会場の状況を検証させていただき、１１月

１２日の国の事務連絡の趣旨も踏まえまして、ガイドラインの

遵守徹底ということを基本に、幾つか変更させていただきまし

た。

さいたまスーパーアリーナの音楽イベントのところをとりあ

えず御覧いただきたいと思いますが、枠囲いをしているところ

が追記をさせていただいたところでございます。

上の方から見てまいりますと、入場時については時間別の入

場を徹底していただくということ。それから、観戦時につきま

しては、売店、トイレなどについては混雑しないように誘導員

の配置をお願いすると。

その下の退場時につきましては、これは特に打ち上げ等、帰

りの行動になりますが、イベント後の感染防止の注意喚起を徹

底していただくということ。それと、あと一番下になりますが、

これまでも国及び県の接触確認アプリの導入等をお願いしてお

りましたが、これを徹底するということで、特に入場時に当た

っては、特にＣＯＣＯＡになりますが、ちゃんとインストール

をして御入場していただくということで、「インストールの確

認を励行」ということを加えさせていただいております。
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次のページをお願いします。

これまでの実績等になりますが、上のほうの表がこれまでの

開催実績、入場者数等の情報になります。

（２）の下の方の表が今後の方向性及び予定になりますが、

野球についてはもう今シーズン終了しております。

サッカーにつきましては、アルディージャが残り４試合、レ

ッズにつきまして残り３試合ということになっておりまして、

アルディージャは引き続き収容人数の４０％、６,２００人を上

限に試合を開催していくという予定にしております。浦和レッ

ズにつきましては、次の試合については４０％、２万４,０００

人を上限に開催、１２月の２試合につきましては、それまでの

状況を踏まえて、場合によれば５０％の範囲内で状況を判断し

ながら開催をしていくという予定にしております。

さいたまスーパーアリーナにつきましては、スポーツイベン

ト及び音楽イベントが合計で４イベント、日数にして延べ７日

間、１２月から開催される予定になっておりまして、これはア

リーナの収容人数の５０％、１万人を上限として開催をしてい

く予定としております。

説明については以上でございます。

続きまして、議題（８）年末年始の行事等における感染防止

策の呼びかけについて、危機管理防災部長から説明をお願いい

たします。

続いて、４５ページを御覧いただきたいと思います。

年末年始に向けまして、多くの人が集まる機会、そして人の

移動が増加するということを踏まえまして、県民の皆様に感染

防止対策を呼びかけたいと考えております。

この呼びかけの構成としては、大きく分けて２つございまし

て、まず基本的なお願い、そして、具体的な年末年始の行事や

イベントごとのお願い、その大きく２つ分けた形で呼びかけを

したいと考えております。

いずれも昨日の専門家会議で内容を御確認いただいて、了承

をいただいたところでもございます。

まず、基本的なお願いでございますけれども、これまでもず

っと申し上げていることがベースとなっておりまして、３密の

回避、マスク着用、手洗いなどの基本的な感染防止対策の徹底。

そして、室内の換気と一定湿度の確保。国の接触確認アプリ



と埼玉県のＬＩＮＥコロナお知らせシステムの両方の活用。ま

た、できるかぎり人混みを回避し、発熱等の症状がある場合は

外出を控えていただくこと。

こうしたことに加えまして、旅行については時期を分散して

いただいて、大みそかや三が日には、できれば家で楽しんでい

ただきたいこと。また、各企業に対しましては、従業員の休暇

の分散取得への協力、これについて呼びかけていきたいと考え

ております。

次のページになります。

行事やイベントごとのお願いです。

まず、１番目の忘年会・新年会等でございますけれども、感

染症対策が十分に取られてない施設の利用を回避することのほ

か、大人数・長時間での開催は控えていただくこと。大声での

会話や発声を控えていただくこと。こうしたことをお願いした

いと考えております。

また、２番目の帰省・旅行です。時期の分散や改めて「新し

い旅のエチケット」に気をつけていただくことなどをお願いし

たいと考えております。

そして、その下の３番目、初詣・除夜の鐘では、埼玉県の神

社庁でも呼びかけられておりますけれども、正月三が日にこだ

わらない分散参拝や国の分科会でも提言されておりますけれど

も、ソーシャルディスタンスを保って、大声での会話や発声を

控えること。境内での飲食や食べ歩きは控えていただいて、お

持ち帰りにしていただくこと。こうしたことについてお願いし

たいと考えております。

そして、次のページになります。

４の成人式です。同級生との久々の再会ということで、交流

を深めたいというところかと思いますけれども、式後の交流、

会食とか飲み会、については、大人数・長時間は避けていただ

きたいということでございます。

そして、その下の５のマラソン大会などのスポーツ大会でご

ざいますけれども、やはり着替えの場所等で３密を回避してい

ただくこと、こういうことが注意しなくてはならないことかと

考えております。そして、応援される方には大声での声援をぜ

ひ控えていただくようお願いしたいと思っております。

そして、６の初売りでございますけれども、売り場や開店待

ちの列で密にならないようにと。また、買い物をされる方には

ネット販売の利用も選択肢に入れていただきたいということを
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お願いしたいと思っております。

また、７の賀詞交歓会などでは、とにかく会場が密にならな

いように、そして、マスクの着用を徹底していただくこと、で

きるだけ飲食の提供は控えていただくことなどについてお願い

したいと考えております。

各部局にはこうした内容を関係団体にも周知していただい

て、呼びかけに御協力をいただきたいと考えております。

以上です。

議題は以上となりますが、発言のある方はいらっしゃいます

でしょうか。

知事、お願いします。

すみませんＧｏＴｏＥａｔのところだけれども、２か所、「子

どもを除く」だけじゃなくて、「子どもや介護者を除く」でい

いんですよね。

ほかによろしいでしょうか。

なお、資料の最後に、埼玉県四半期経営動向調査（令和２年

７月～９月期）の資料を添付しております。コロナ禍における

県内の経済状況につきまして情報の共有をお願いしたいと思い

ます。

それでは、続きまして、３、知事発言につきまして、大野知

事からお願いいたします。

（知事発言：別紙のとおり）

続きまして、４、訓示につきまして、引き続き大野知事からお

願いいたします。

（知事訓示：別紙のとおり）

以上をもちまして、第３１回新型コロナウイルス対策本部会

議を終了いたします。

どうもありがとうございました。


