
                                         

第３５回新型コロナウイルス対策本部会議
令和２年１２月２３日（水）17:30～18:00 危機管理防災センター本部会議室

                                          

司会

保健医療部長

定刻になりましたので、ただいまから第３５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、議題の（１）新型コロナウイルス感染症の発生動

向について及び（２）自宅療養基準の見直しについて、（３）

「おうちでマスク」キャンペーンについて、併せて保健医療部

長から説明をお願いいたします。

それでは、保健医療部でございますが、資料の３ページをお

開きいただきたいと思います。

まず、感染動向についてでございますが、ＰＣＲ検査につき

ましては、拡大傾向にありまして、連日２,０００件以上の検査

を行っており、３,０００件を超える日も見受けられるようにな

っております。これまで１日の最大の検査数は１２月１５日に

３,６２６件でございます。

次にいきまして、陽性率の推移でございますが、検査数が拡

大している一方で、陽性者の増加に伴いまして割合が高まって

きておりまして、直近の陽性率は５.８％となっております。

次にいきまして、陽性者数などの推移、日別の推移でござい

ます。１２月１９日には過去最大の２２６人の陽性者が確認さ

れまして、直近１週間当たりの新規陽性者数も１,２７３人と、

こちらも過去最大となっております。

次に行きまして、陽性者などの推移の累計でございます。昨

日現在で累計の陽性者数は１万１,９８５人、そこから退院した

方などを除いて、現在療養中の患者数は２,１９３人で、こちら

も過去最大となっております。

次に行きまして、病床使用率でございます。患者数の急増に

よりまして、直近の病床占有率は５４.２％となっております。

また、重症病床の占有率も病床の占有率と同様に増加傾向にご

ざいまして、直近では２９.９％でございます。

次に行きまして、年齢区分について、１週間ごとの推移をま

とめたものでございますが、構成比については、ここ３週間は



特定の世代に偏ることなく、どの世代でも一定の割合の陽性者

が確認されております。陽性者数の増加に伴いまして、特に２

０代から５０代までの人数が増加している傾向にございます。

次でございますが、１１月からの感染経路の構成比につきま

して１週間ごとにまとめたものでございます。どの時期におき

ましても一番割合が大きい感染経路は家庭内でございまして、

その傾向は一貫して増えております。高齢者施設や病院での大

規模クラスターの発生した時期は、それらの感染も大きな割合

を占めております。そして、赤いところの帯ですけれども、飲

食店、会食での感染は減少傾向にございます。

次に行きまして、市町村ごとの分布について、人口１０万人

当たりの新規陽性者数として整理をしたものでございます。陽

性者数の増加に伴いまして、広いエリアで陽性者数の増加が確

認できると思います。

次に行きまして、陽性者の発表ベースと発症日ベースの陽性

者数を比較したものでございますが、発表者数が発症者数を上

回る日が多数確認されておりますが、発症者数が発表者数を上

回る日も確認されておりまして、感染の収束に向けた傾向は読

み取ることはできません。

次に行きまして、こちらが国の分科会で示された指標などに

ついての状況を整理したものでございますが、本県におきまし

ては、ステージ３の指標を考えた場合に、病床の占有率、そし

て療養者数、新規報告数、直近１週間と先週１週間の比較、こ

の４つの指標がステージ３の基準を上回っている状況にござい

ます。

以上が感染動向についての報告でございます。

続きまして、（２）の自宅療養の基準の見直しについて説明

をさせていただきます。

４月下旬以降、本県では入院の必要のない軽症の方や無症状

の方については、宿泊施設で療養していただくという原則で運

用をしてまいりました。しかしながら、１１月以降感染者数が

急増いたしまして、最近では１日の新規陽性者数が２００人を

超える日もあるなど、宿泊療養施設の１日当たりの受入れ能力

を大きく超える数の患者が日々発生している状況でございま

す。これにつきましては、８月に国から通知が発出されており

まして、宿泊療養施設の受入れ可能人数の状況を踏まえ、必要

がある場合には、資料の１番とか２番の基準に当てはまる場合

には自宅療養とするということになりました。



本県では、この通知を限定的に適用して自宅療養の運用をし

てまいりました。また、その検証をしてきたところでございま

すが、その結果、例えば４０歳以下で基礎疾患のない方は重症

化のリスクが低いですとか、肥満が大きなリスク要因になるこ

と、あるいは重症化する場合には血液中の酸素濃度が下がると

いった、これまでの対応から得られた知見がそろってまいりま

した。そこで、こうしたことから、安全に自宅で療養していた

だける基準を定めることといたしました。軽症者、そして無症

状者については引き続き宿泊療養施設での療養を原則としつ

つ、家庭内感染の防止ができるということを前提といたしまし

て、安全が確保できる場合には自宅療養も認めるということと

したいと。

御覧いただいております資料は、昨日の専門家会議において

専門家の先生方にお諮りをして了承をいただいた、その自宅療

養の見直し案、基準でございますが、このうち１番と２番につ

いては、先ほど申し上げました今年８月に厚生労働省が示した

自宅療養の基準でございまして、主に家庭環境に着目した考え

方でございます。これまで本県におきましては、この基準を極

めて限定的に適用しまして、例えば育児を担っていて、子供を

家に置いてホテルに入ることのできない人などについてのみ例

外的に自宅療養を認めてまいりました。

このたび自宅療養を認めるに当たりまして、厚生労働省の定

めた１と２の基準のいずれかを満たしていることに加えまし

て、埼玉県独自の知見として、御本人の状況について３の安全

基準を満たしていることを条件とすることといたしました。ま

ず、①として血液中の酸素量を示すＳｐＯ２が９６％以上あると

いうこと。この値は保健所が自宅療養の方に配布しております

パルスオキシメーターという機械によって毎日２回、自宅療養

者の方御自身に計測をしていただいて、報告をいただいている

ものでございます。さらに②として重大な基礎疾患がない。③

として５０歳未満、④として肥満でないことを条件としており

まして、安全を担保しながら自宅療養を行っていただくことと

したいと考えております。

なお、１１月以降の新規感染者のうち約６割が５０歳代未満

でございまして、このうち肥満の方や基礎疾患を持つ方、家庭

内で感染防止策を取るのが難しい方などを除いたとしても、全

体の半数ほどは新たな自宅療養の基準に当てはまるものと考え

ております。



司会

危機管理防災部長

以上が（２）でございまして、次に、資料をおめくりいただ

きまして、（３）の「おうちでマスク」キャンペーンについて

説明をさせていただきます。

現在の感染経路の中では家庭内での感染が疑われるケースが

最も多いということから、家庭内でのマスクの着用が感染者減

少に寄与するものと考えております。そこで、家庭内でのマス

ク着用や家庭内の感染防止対策を訴えるために、街頭キャンペ

ーンを実施するというものでございます。併せまして、年末年

始の時期に大人数、長時間の飲酒を避け、静かな年末年始を過

ごすことを呼びかけることとしたいと。キャンペーンは今週金

曜日、１２月２５日、大宮、川口、南越谷の３つの駅周辺で実

施いたします。県医師会、郡市医師会や地元市長にもお越しい

ただきまして、一緒にマスクを配ってＰＲをしていただきます。

１枚送っていただきまして、マスクとともに家庭内でのマス

ク着用を呼びかけるこれはチラシ、表と裏でございますが、チ

ラシも配布をいたします。現状では感染が拡大しまして、誰が

感染していてもおかしくない状況にございます。ウイルスを愛

する人にうつさないように、感染リスクの高い場所にやむを得

ず行ったときや自宅に高齢者や基礎疾患のある家族がいると

き、そして、発熱など体調が悪いかもと思ったときなどには、

自宅でもマスクを着用していただくようお願いしたいと。また、

感染予防のために、飲食を伴う忘年会や新年会、成人式後の会

食は控えること、おじいちゃん、おばあちゃんに会いに行くの

はコロナの感染が収まってからにするということ。さらには高

齢者や基礎疾患のある方は不要不急の外出は控えていただく

と。また、寒い季節でも換気や加湿を欠かさないでくださいと。

こういったことも併せてお願いをしたいと思います。

「おうちでマスク」キャンペーンについては以上でございま

す。

続きまして、議題（４）新型インフルエンザ等対策特別措置

法に基づく協力要請について、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１６ページを御覧いただきたいと思います。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請でご

ざいます。新規陽性者数が高止まりしている中、医療体制が厳



しくなる年末年始に向けまして、感染拡大を防ぐため、昨日の

専門家の意見等を踏まえまして、さらに一段強い協力を特措法

に基づいて要請したいと考えております。

まず、１の県民及び事業者への協力要請でございますが、要

請の期間は年末年始に焦点を当てるということで、明日の令和

２年１２月２４日から令和３年１月１７日までとしたいと考え

ております。

協力要請の内容でございますが、県民の皆様にはこれまで東

京都との不要不急の往来については、仕事等は別といたしまし

て、できるだけ控えていただきたいということをお願いしてい

るところでございますが、これに加えまして、仕事や医療機関

への受診、買い物、屋外での運動や散歩などを除いて、高齢者

や基礎疾患のある方の不要不急の外出自粛をお願いするもので

ございます。

また、先ほど保健医療部長から「おうちでマスク」キャンペ

ーンについて説明がありましたが、家庭内での感染リスクを減

らすということで、感染リスクの高い場所へ行ったときや自宅

に高齢者や基礎疾患のある家族がいるときなどでは、家庭内で

もマスク着用を励行していただくよう要請するものでございま

す。

次に、３つ目の丸でございます。年末年始は高齢の親御さん

や祖父母の方に会う機会も多くなると思いますけれども、今年

については高齢の親族に会うのはできる限り自粛していただく

ようお願いしたいと考えております。

そして、その下の買い物についてでございます。これまでお

出かけは人混みを避けるようにお願いをしているところでござ

いますけれども、これを一段強めまして、買い物はできる限り

１人で行っていただくようお願いしたいと考えております。も

ちろん例えばお体の状況など、それぞれの事情によりお１人で

の買い物が難しい場合は別でございます。

次に、飲食の関係でございますけれども、会食や飲み会は４

人以下で行って、そして、長時間にならないようにお願いして

いるところでございますけれども、さらに飲食を伴う忘年会や

新年会はできる限り自粛するようお願いしたいと考えておりま

す。

また、その下の成人式につきましても、式の後の交流、会食

や飲み会でございますけれども、交流については大人数、長時

間を避けていただくことをお願いしているところでございます



けれども、成人式後の会食、飲み会はできる限り自粛というこ

とで協力要請の内容を強めたいと考えております。

次に、イの事業者の皆様への協力要請でございますけれども、

これまでテレワーク、時差出勤のさらなる推進、そして従業員

の皆さんの分散休暇の取得に御協力をお願いしているところで

ございますけれども、改めて休日の分散を含めた取組を進めて

いただくようお願いしたいと考えております。

次に、店舗の入場制限でございますけれども、店舗で密が生

じないよう、例えば初売りの際に必要に応じて入場制限を実施

していただくよう現在お願いしているところでございますけれ

ども、年末年始において店舗が混雑しないよう、入場制限の徹

底についてお願いしたいというふうに考えてございます。

最後に、イベントの関連でございますが、参加人数と収容率

は国が示す目安を上限とすることや、段階的な参加人数の引上

げなどをお願いしているところでございますけれども、これに

つきましても一段強めまして、観客が発声するイベントの中止

を要請したいというふうに考えてございます。これはイベント

を中止させるということが目的ではございませんで、あくまで

観客が大声を出さないようにしながら安全にイベントを開催し

ていただくということを強く求めるものでございます。

次のページになります。

２の営業時間の短縮等の要請でございます。現在、１２月２

７日までの期間でさいたま市大宮区、川口市、越谷市内の酒類

の提供を行う飲食店及びカラオケ店に対しまして営業時間を午

前５時から午後１０時までとする時短の協力要請をしていると

ころでございます。この協力要請につきまして、首都圏で一体

ということで、東京、千葉、神奈川と併せて令和３年１月１１

日まで延長したいと考えております。併せまして、イにありま

すように、県民に対しても営業時間の短縮について要請をする

さいたま市大宮区、川口市、越谷市内の酒類の提供を行う飲食

店及びカラオケ店の午後１０時以降の利用について回避してい

ただくよう協力をお願いしたいと考えております。

続いて、次の資料もよろしいですか。

次のページ、１８ページに大宮駅、川口駅、南越谷駅周辺に

おける人口増減状況という資料を提出させていただいておりま

す。それぞれの駅の半径５００メートルの範囲における人口増

減、１５時、２０時、２３時、この３つの時間帯をスマートフ

ォンユーザーの位置情報を基にまとめたものでございます。例



司会

産業労働部長

えば、２０時現在の感染拡大前との比較でございますけれども、

この資料には載ってございませんけれども、緊急事態宣言時の

減少率は大宮駅周辺では８０％以上、川口駅周辺では５、６

０％、南越谷駅周辺では６０％から７０％でございました。そ

れと比較すると半分程度の減少率にとどまっておりますけれど

も、全体としては減少している状況にございます。

また、川口、越谷と比較して、大宮駅周辺の減少幅が大きく

なっております。

説明は以上でございます。

続きまして、議題の（５）埼玉県感染防止対策協力金（第３

期）について、産業労働部長から説明をお願いいたします。

産業労働部でございます。

１９ページをお願いしたいと思います。

営業時間短縮要請に伴います感染防止対策協力金（第３期）

の支給について御説明をさせていただきます。

概要にございますとおり、先ほど危機管理防災部長から説明

がございましたが、営業時間短縮要請期間の延長、これは括弧

といたしまして令和２年１２月２８日から令和３年１月１１日

までの１５日間延長することに伴いまして、当該延長期間の全

ての期間で協力をいただいた事業者に感染防止対策協力金を支

給するものでございます。

支給額につきましては、記載のとおり６０万円１店舗という

ことでお願いをしたいと思っております。

その他の留意事項でございますが、対象地域、それから、そ

の他の支給要件については、第１期、第２期と変更はございま

せん。第１期、１２月４日から１７日まで、それから、第２期、

１２月１８日から２７日までとは別の申請といたしまして、そ

れぞれの期間の要件を審査をいたしてまいります。第１期、第

２期、第３期別々の申請となりますので、その期間のみの協力

であっても要件を満たせば支給をさせていただきたいと思って

おります。

また、第１期、また第２期で申請をいただき、引き続き協力

していただける事業者につきましては、申請手続を簡素化して

いく方向と考えてございます。第３期の申請受付につきまして

は、要請期間終了後、速やかに開始することといたしますが、

その点につきましては、詳細も含めまして別途公表させていた



司会

県民生活部長

司会

教育長

だきます。

産業労働部からの説明は以上でございます。

続きまして、議題（６）でございますが、議題の中で一部修

正がございます。申し訳ございません。次第の中で屋内県有施

設の閉館についてとございますが、閉館を休館に直していただ

きたいと思います。閉館を休館に修正いただきたいと思います。

誠にすみませんでした。

それでは、改めまして、議題（６）屋内県有施設の休館につ

いて、県民生活部長から説明をお願いいたします。

県民生活部でございます。

屋内県有施設の休館でございます。年末年始における感染拡

大を防止するため、県民の来訪が見込まれます県有施設の屋内

のものについて、原則として令和２年１２月２４日から令和３

年１月１７日まで休館をさせていただくものでございます。

ただし、県民活動への影響を十分考慮いたしまして、貸館な

どの場合、予約が行われている場合がございます。こういった

場合は除かせていただきます。ただし、このような利用におい

ても主催者などに対しましては、感染対策を厳格に行うよう強

く要請させていただきます。

対象となる施設でございますが、次のページを御覧いただい

て、４６施設でございます。１番目の別所沼会館からスポーツ

系の施設あるいは博物館、そして、最後のげんきプラザ、さい

たま文学館まで４６でございます。この場合、例えば６の男女

共同参画センターでございますけれども、ここには貸館の部分

と、それから困難を背負う女性の相談を受け持つ機能もござい

ます。休館をいたしますのは貸館の部分でございまして、行政

の県民に対するサービスにつきましては、継続的に続けてまい

りたいというふうに考えております。

以上でございます。

続きまして、議題（７）県立高校における感染防止対策につ

いて、教育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２２ページをお願いいたします。

県立高校における感染防止策について御説明を申し上げま
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す。

まず、さいたま市を除きます公立学校における感染者数につ

いては、資料左側のとおりとなっております。県の感染状況と

同様、１２月に入りまして感染者が急増している状況がござい

ます。１２月２１日現在、児童生徒及び教職員を合わせまして、

計４７９人の感染者が確認をされております。

なお、校種別の人数については下の表のとおりでございます。

資料右側、上段を御覧いただきたいと思います。

各校種別の感染経路につきましては、小中学校では引き続き

家庭内感染が多くなっております。一方、高等学校では学校内

での感染ですとか、あるいは感染経路不明の割合が高い状況と

なっております。学校内の感染におきましては、半分以上が部

活動での感染が疑われる状況になっております。

次のページをお願いいたします。

先ほど危機管理防災部長からもありましたように、県民の皆

様に様々な自粛をお願いしていることに鑑みまして、県立高校

におきましてももう一段踏み込んだ３つの対策を講じてまいり

たいと考えております。

１つ目は登下校時の３密の回避でございます。高等学校では

感染経路不明の割合が高いことから、人と人との接触を減らす

取組が必要と考えまして、県立高校において始業時刻の繰下げ

や短縮授業を行うなど、電車、バス等による登下校時の過密状

態を回避してまいります。

２つ目は部活動の原則中止期間の延長でございます。これま

で１月３日まで中止としておりましたけれども、引き続き１７

日まで延長することといたします。なお、公式戦が近い部活動

などにつきましては、感染防止対策を徹底した上で活動を認め

ることといたします。

最後に、飛沫感染防止対策の再徹底でございます。合唱時の

マスク着用の徹底ですとか、食事中の会話など、近距離での大

声を出すような場面をつくらないよう改めて徹底してまいりま

す。引き続き感染拡大防止、感染予防を徹底し、公立学校にお

ける感染防止対策にしっかりと取り組んでまいります。

以上でございます。

議題は以上となりますが、何か発言のある方はいらっしゃい

ますでしょうか。

はい、どうぞ。
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恐れ入ります。県有施設の休館の関係でございますけれども、

大体年明け１月の最初の日あたりに施設の利用の申込みだとか

抽せんだとかというのがあると思うんですけれども、こういっ

たものについてはどんなような対応になるんでしょうか。

県民生活部長からお願いいたします。

この１月１７日までの休館期間につきましては、新たな新規

の申入れは受け付けないということで対応させていただきたい

と思っております。

質問した趣旨は、その先、例えば１年後にホールの抽せんだ

とか、３か月先の会議室の申込みだとかというのが始まる日が

大体月の頭ですけれども、そういったことはどうなるのかとい

うことなんですけれども。

県民生活部長からお願いいたします。

個々具体的に施設ごとにそういった日が設定されていると思

います。そのときにどのようなやり方にするかは、それぞれの

ホームページでお知らせをさせていただきたいと思います。

ありがとうございました。

ほかに発言のある方はいらっしゃいますでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは、続きまして、次第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、次第の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３５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。


