
                                          

第４５回新型コロナウイルス対策本部会議
令和３年３月１９日（金）17:30～18:25 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、ただいまから第４５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）

続きまして３ 議題の（１）新型コロナウイルス感染症の発

生動向につきまして、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。

はい、保健医療部でございます。それでは資料３ページをお

開きいただきたいと思います。まず、ＰＣＲ検査等の現状でご

ざいます。検査数については、徐々に落ち着きつつあるものの、

ここのところ平均３，０００件程度の検査が実施できている状

況にございます。

次のページをお願いします。陽性率の推移でございますけれ

ども、直近の陽性率は３．５％ということでございまして、先

週は一時４％台まで上昇いたしましたが、その後下がりまして、

引き続き低い水準で推移をしております。

次のページをお願いします。日別の陽性者数の推移でござい

ますけれども、この点線の一週間当たりの新規陽性者数で見ま

すと、３月２日から徐々に増加傾向になりまして、今週に入っ

てから昨日までですと、緩やかに減少というような状況にござ

います。



そして、その次をお願いします。陽性者などの推移で累計で

ございますけれども、昨日現在での累計の陽性者数は３１，３

１８人と、そして現在療養中の患者数は１，４２６人というこ

とで、１２月初旬の水準になっております。

その次のページでございますけれども、病床使用率でござい

ます。確保病床につきましては、１７日から３０床新たに確保

病床が追加ということになりまして１，４６９、そして厚労省

の要請もありまして、コロナ受け入れ病院以外の病床に入院中

の１７人を含めました１，４８６床が即応病床ということにな

ります。病床全体の占有率は緩やかに減少を続けていまして、

現時点では最新の数値は３６．７％ということでございます。

また、重症病床については、病床全体に先立って減少傾向が

確認されておりますけれども、２月下旬から現在にかけても２

５％前後で推移をしております。

その次をお願いします。３週間の発生動向、年齢別のもので

ございます。陽性者数に増加が見られますけれども、実数ベー

スでは、特に若い世代の増加が目立ちます。これは円グラフの

方の割合で見ますと、特に２０代の増加が見て取れます。

次のページをお願いいたします。感染経路の推移でございま

すけれども、先程若い世代の増加が見られると申しましたが、

複数の学校で発生したクラスターによりまして、学校における

感染経路数が大幅に増加している、というのが一因となってお

ります。この黄色の部分になります。また、赤いところですけ

れども、飲食店・会食の割合が増えております。この中でも、

高齢者のカラオケ関連の感染経路が増加しておりまして、懸念

されるところでございます。一方、高齢者の施設、紺色の部分、

それから病院、黒い部分については、割合はご覧いただいて分

かるとおり減少をしております。

その次のページをお願いいたします。市町村ごとの発生動向



について、人口１０万人あたりの新規陽性者数をプロットした

ものでございます。２週間前までは、陽性者数の減少に伴いま

して、全体的に黄色、ステージ２相当の部分が多くなっていま

したが、直近１週間ではクラスターの発生などによりまして、

紺色のステージ３相当や赤のステージ４相当の市町村が多くな

ってきております。

その次のページをお願いします。ステージ指標の推移でござ

いますが、すべての指標がステージ４の指標を下回る水準にご

ざいます。病床使用率も低下をしているということでございま

す。その一方で、新規陽性者数の先週比、１週間ごとの比較で

見たところについては、１倍以上の増加傾向にありまして、リ

バウンドが懸念されるところでございます。

その次のページをお願いいたします。変異株のスクリーニン

グ検査の状況でございます。県の衛生研究所におきましては、

１月２５日から変異株ＰＣＲ検査を開始しておりまして、その

後、さいたま市などの政令市・中核市においても、順次変異株

ＰＣＲ検査を開始いたしまして、今月上旬には全県での行政検

査体制が確立されております。

県衛生研究所などに持ち込まれました陽性検体のうち、ウイ

ルス量の多い検体については、すべて変異株ＰＣＲ検査を実施

しておりまして、３月１４日までの検査実績といたしましては、

表の一番下になりますが６００件の検査を行い、そのうち５３

件が変異株陽性ということが確認されております。

その次のページをお願いいたします。これは厚生労働省が１

７日に公表しました都道府県別の変異株の確認数でございま

す。ゲノム解析によって確定された変異株の数ということでご

ざいますけれども、埼玉県は兵庫、大阪に続いて全国で３番目

に多く変異株が確認されている状況にございます。私からは以

上でございます。



福祉部長

司会

保健医療部長

続きまして、福祉部の方から１４ページの資料を御説明させ

ていただきます。

高齢者施設における感染発生施設数及び陽性者数でございま

す。上の黒の折れ線グラフは感染が発生した施設数でございま

すが、右側の方をご覧いただければ分かるとおり、２月２１日

以降は１１、１１、６ということで、１１月の下旬ぐらいの水

準になっております。また、下の赤い折れ線グラフは１施設当

たりの平均の陽性者数でございますけれども、特に３月に入っ

てからは１．９、２．２と非常に低い値で推移をしているとこ

ろございます。

私の方からは以上でございます。

続きまして（２）第２５回埼玉県新型感染症専門家会議にお

ける委員の主な発言につきまして、保健医療部長から説明をお

願いいたします。

それでは、資料１５ページをお開きいただきたいと思います。

昨日行われました専門家会議におきます主な意見でございま

すます。

まず、現状の分析評価につきましては、緊急事態宣言を招い

た医療のひっ迫については、だいぶ解消されているものの、陽

性者数の増加は懸念材料であるということ、また高齢者施設で

の陽性者が減少しているということについては、埼玉県の高齢

者対策の効果が表れているのではないかという評価をいただき

ました。

また、３月２２日以降の段階的な緩和措置につきましては、

専門家会議として御了承をいただいたということでございま

す。



司会

保健医療部長

また、２回目の緊急事態宣言の延長の目的というのが、次に

備えた体制の構築であるということから、この間に病床の確保

ですとか高齢者対策、繁華街などでのモニタリング検査などを

行うということは評価できるというお言葉もいただきました。

また、緊急事態宣言の解除が気を緩めてよいというメッセー

ジにはならないように、インパクトのあるＰＲをすべきだとい

う御意見をいただいております。人が動くと感染は必ず拡大す

るということから、覚悟をもって対応する必要があると、そし

て変異株については、現状では原則入院ということになってお

りますけれども、どこかのタイミングで切り替える必要がある

のではないかという指摘もいただきました。

また、県民へのＰＲについては、メリハリをつけて県民にわ

かりやすいメッセージとして、できるだけ具体的に届けるべき

であると、極端に言うのであれば「マスクをしない時には話を

するな」と言ってみてはどうかという意見もいただいておりま

す。

また、二酸化炭素濃度測定器の補助制度はいい取組みである

が、効果を高めるために使用基準の明示や導入証明ステッカー

などの制度を検討してはどうかというサジェスションをいただ

いております。以上でございます。

続きまして（３）モニタリング検査の実施について、引き続

き保健医療部長から説明をお願いいたします。

それでは、資料１６ページをお開きいただきたいと思います。

モニタリング検査につきましては、繁華街などにおいて幅広

く PCR 検査を行いまして、感染状況をモニタリングすることに

よって、感染再拡大の予兆を早期に探知するということを狙い

としております。



司会

危機管理防災部長

埼玉県におきましては内閣官房と協力いたしまして、県内の

主要な繁華街や駅を訪れた方に検査をお願いいたしますスポッ

ト型の検査ですとか、企業などで従業員、会員などに対して週

１回程度検査を実施いたします団体型の検査を実施していくこ

ととしております。

そして、このモニタリング検査の第１弾といたしまして、３月

２０日から２２日まで、１２時から１７時までですけれども、

県内の主要駅の自由通路におきまして、スポット検査を実施い

たします。

そして、４月以降は毎月第３土、日、月と実施することとし

ておりまして、１日２００個程度を配布する予定でございます。

そして今後でございますけれども、こうしたスポット検査に

あわせまして、事業所や工場などを対象に、団体型の検査を実

施いたしまして、最終的には１日１，０００件程度の検査数を

目指しまして、段階的に検査対象を広げていくこととしており

ます。以上でございます。

続きまして（４）３月２２日以降の段階的緩和措置等につい

て、危機管理防災部長及び県民生活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１７ページをご覧いただ

きたいと思います。緊急事態宣言の解除の決定に伴って発出さ

れました国の基本的対処方針、そして昨日の専門家の意見も踏

まえまして、宣言の解除後の３月２２日以降の段階的緩和措置

等を実施するものでございます。

まず、１の対象区域でございます。現時点では県内のどこの

地域でも陽性者が出ているということを踏まえまして、埼玉県

全域としております。



次に２の実施機関でございます。段階的な緩和期間全体とし

ては、やはりもう少し長くとって年度をまたぐ切り替わりの時

期をカバーしていくという必要はございますが、当面の区切り

といたしまして３月３１日までとしております。ただし催物の

開催制限につきましては、２月２６日付けの国の通知がござい

まして、４月１１日までの開催の目安が示されております。従

いまして、その期間にあわせております。

３の協力要請等の内容でございます。まず、県民の皆様に対

してでございますけれども、特措法２４条第９項に基づいて、

不要不急の外出、県境をまたぐ移動について自粛をしていただ

くこと、そして飲食店の午後９時以降の利用を回避していただ

くこと、感染症対策が十分にとられていない施設の利用を回避

していただくこと、この３点を要請いたします。

次のページをご覧いただきたいと思います。１８ページ、そ

の他のお願い、県民の皆様に対するものでございます。年度末、

年度初めは様々な恒例行事やイベントが催される時期でござい

ます。今年については、卒業旅行、謝恩会、飲食を伴う花見、

歓送迎会などは控えていただきたいとお願いするものでござい

ます。加えて、いわゆる昼飲み、昼カラオケ、これは感染経路

となっておりますので、これについても、長時間となることを

避けて、感染防止対策、これを確実にとっていただくようお願

いするものでございます。また、その下にございますソーシャ

ルディスタンスを確保して、マスクなしでの会話を避けること、

先ほどの専門家会議の委員からも御意見をいただいております

マスクなしでの会話を避けること、そして混雑した場所での食

事は控えること、また、飲食の関係ですけれども、マスク飲食、

静美食の徹底、会食、飲み会はできるだけ同居家族以外ではい

つも近くにいる４人までにしていただいて、長時間にならない

ようにすることなどを引き続きお願いするものでございます。



続いて、その下の事業者の皆様に対してでございます。

まず、特措法２４条９項に基づく要請でございますけれども、

現在飲食店等に対して、営業時間を午後８時まで、酒類の提供

時間は午後７時までの短縮をお願いしており、大変多くの店舗

にご協力をいただいておりますけれども、それぞれの時間を１

時間緩和した上で、引き続き営業時間の短縮等をお願いするも

のでございます。

また、感染症対策の徹底でございますけれども、これについ

ては飲食店に限らず、それ以外の施設についても「彩の国新し

い生活様式安心宣言」や業種別ガイドラインを使用して、そし

て内容を遵守すると、感染症対策を徹底するよう引き続き要請

したいと考えてございます。

次のページをご覧いただきたいと思います。

これも２４条９項による要請でございますけれども、催物の

開催制限です。先ほど申し上げましたとおり、国が４月１１日

までの目安を示しており、その目安を上限とするものでござい

ます。具体的な内容としては、まず人数の上限については５，

０００人以下又は収容定員の５０％以内のいずれか大きい方と

しておりますけれども、ただし１０，０００人を上限としてお

ります。

収容率につきましては、クラシック音楽コンサートや伝統芸

能など、大声での歓声、声援がないことを前提としうる場合は

１００％以内、その一方で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、声援があると想定される場合は５０％以

内となっております。この人数上限と収容率をベースとした人

数のいずれか小さい方を上限としております。

また、あわせまして営業時間については、イベント主催者に

対しまして飲食店等に要請している時間と同様に、午後９時ま

での営業時間短縮を働きかけていくものでございます。



県民生活部長

その下の事業者の皆様へのその他のお願いでございます。職

場における対策として引き続き出勤者数を７割削減、これを目

標にテレワークの徹底や在宅勤務、時差出勤の徹底などについ

て協力を求めるものでございます。また、飲食店等における対

策といたしまして、飲食の際は昼夜を問わずにマスク飲食、静

美食などを徹底して利用者に働きかけていただくこと、これに

ついても引き続きお願いするものでございます。また、営業時

間の短縮及び人数上限等でございます。劇場や映画館、運動施

設や遊技場等に対しまして、飲食店への時短要請、催物の開催

制限と同様の内容を引き続きお願いするものでございます。さ

らに遊興施設や、生活に必要な物品販売等の場合を除いて一定

規模以上の店舗につきましては、飲食店等への時短要請と同様

に午後９時まで、酒類の提供は午後８時までとしていただくよ

う引き続きお願いするものでございます。

次のページをご覧いただきたいと思います。

次に教育委員会に対してでございます。特措法第２４条第 7

項に基づき、引き続き、県立学校における感染防止対策の徹底

を要請するものでございます。そして、その下の４番目の協力

要請等と合わせた対応でございます。まず県主催イベント、行

事については、引き続き原則中止または延期としたいと考えて

おります。その下の屋内県有施設の取扱いについては、県民生

活部からお願いをいたします。

県民生活部でございます。屋内県有施設、現在４６施設を１

月８日の緊急事態宣言発出後、原則休館としているところでご

ざいます。これを必要な県民の活動を安全に行っていただける

よう原則再開するものでございます。ただし、再開にあたって

は、条件を付したいというふうに思っております。

二つの面からでございまして、上の、これはダイヤですか、



司会

福祉部長

まず行為面から禁止をいたします。この施設の中で飲食、飲酒、

利用者の持ち込みによるものも含みます、これは禁止です。宿

泊施設、シャワー等の使用、大声での発生など感染リスクの高

まる行為、カラオケやコーラス等の行為でございます、それか

ら身体的な接触を伴う行為、バスケットボールとか柔道とかと

いうものをそういったスポーツ競技を想定しておりますが、こ

れも禁止。ただし、競技団体等の定めるガイドラインに則った

行為については除かせていただきます。その他、政府の定める

基本的対処方針を逸脱する等の行為はもちろん禁止でございま

す。

次の四角でございますけども、感染対象の徹底という観点か

ら条件を付させていただきます。マスク使用、手指消毒、検温

など来場者の感染対策、諸設備の消毒、施設スタッフの体調管

理の徹底、三密を回避するための入場制限、来場者動線や社会

的距離を確保する等の感染対策、接触確認アプリＣＯＣＯＡ、

埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム、これを導入する。そ

の他、業種ごとのガイドライン及び施設ごとに定めております

彩の国新しい生活様式・安心宣言、これを厳守することでござ

います。以上の条件の下で再開をさせていただきたいと思いま

す。以上です。

ただ今の説明つきまして何か御意見や御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（５）高齢者施設に対す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２１ページをご覧いただけれ

ばと思います。



現在、高齢者施設職員を対象として実施しておりますＰＣＲ

検査の途中経過についての御報告でございます。まず上の表で

ございますけども、こちらは１月から２月にかけて実施をしま

した１２市の中にある施設を対象に実施した検査の実施結果で

ございます。検査実施２３８施設でございますけども、４２７

の対象の施設があるうち２３８実施しましたので施設ベースで

実施率は５５．７％でございました。１２，９２１人に検査を

実施しまして陽性者は５人ということで、陽性率は０．０４％

という結果でございます。

下が現在実施中の県所管の、今度はすべての施設を対象に市

町村の範囲を広げまして、政令市と中核市を除きまして、県所

管の施設を対象に実施している施設の概要でございますけど

も、検査対象が１，４４１施設で、８０９の施設から実施の希

望がございましたので、希望率は５６．１％ということで、ほ

ぼ１２市の実施率と近い値になっております。現時点でだいた

い半分ぐらいまで実施が済んでおりますけども、その結果が陽

性者数でございまして、現在が５施設で６人の陽性者が出てお

りまして、１２市の時と同様、陽性率は現在０．０４％という

ような途中経過でございます。

続きまして２２ページをご覧いただければと思います。こち

らが知事と高齢者施設関係５団体との共同ＰＲでございます。

四角の枠の中にございますとおり、御案内のとおり県内で、高

齢者施設で新型コロナウイルス感染症が確認されてから約１年

以上が経過しようとしておりまして、非常に感染拡大防止の各

施設による取り組みも長期間に渡っております。緊急事態宣言

のほうも解除されますけれども、引き継ぎ各施設の方の職員の

方々には、感染防止対策を徹底していただくということもあり

ますし、また、行動自粛みたいなものも行っていただく必要が

ございます。そうしたことから、まずは施設の職員の方々にこ
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れまでの御苦労に対する感謝のメッセージをお伝えするととも

に、今しばらくの間、また感染対策を続けていきましょう、と

いうことで知事と関係団体５団体で共同のメッセージを各職員

の方に届けるというものでございます。下の枠の中に概要でご

ざいますけども、共同ですね、高齢者施設職員向けに共同メッ

セージを発出するということで、引き続きワンチームでの取り

組みを職員の方に呼びかけを行うものでございます。また団体

の方が集まりますので、最近の施設の状況でございますとか、

取り組みなどの情報交換も行えればというふうに思っておりま

す。日時は３月２４日水曜日ということで予定をしております。

私からは以上でございます。

続きまして、（６）緊急事態宣言解除後の教育関係の対応に

ついて教育長から説明をお願いいたします。

それでは資料２３ページをお願いいたします。緊急事態宣言

解除後の教育関係の対応について御説明をさせていただきま

す。学校における対応についてでございます。県立学校につい

ては、感染防止対策を徹底しながら引き続き教育活動を継続す

ることといたします。基本的な対応については、現在と同様で

ございますが、新たな対応について御説明をいたします。

②の部活動でございます。部活動については、段階的に活動

を再開することといたします。具体的には、現在は週３日９０

分以内、土日は禁止として試行的に実施をしております。解除

後一週間の期間につきましては、平日は週４日以内で土日はど

ちらか一日、一回の活動時間は２時間以内といたします。校外

の活動は県内のみといたしまして、合宿等は禁止といたします。

２週目からは春休みに入っていることもございまして、活動の

日数等は同様でございますが、一回の活動時間を３時間程度と
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して段階的に活動を再開いたします。中学校にもこのことをお

知らせいたしまして、同様の対応をしていただくよう要請をす

るものでございます。右側の３番、県立の図書館、博物館、美

術館における対応でございます。先ほど県民生活部からも御報

告がありましたけれども、県立の図書館等につきましては、座

席数の制限ですとか、入場人数の制限などを行いながら感染防

止対策を徹底しながら原則開館することといたします。これら

につきまして、市町村の教育委員会にも同様の取り扱いをして

いただくようお願いをするものでございます。教育関係は以上

でございます。

続きまして私立学校につきまして、総務部長から説明をお願

いいたします。

総務部でございます。私立学校につきましても、緊急事態宣

言の解除後も引き続き感染防止対策を徹底しながら教育活動を

実施することを基本といたします。各学校に対しまして県立学

校のただいまの対応を周知し、同様の対応をとるよう要請をい

たします。特に専修学校に対しましては、自動車整備関係の学

科を持つ学校におきまして、大規模な集団感染の事案が発生し

ているとから、実習を伴う学科を持つ学校に対しまして特に注

意すべき事例として紹介し、改めて対策の徹底を要請をいたし

ます。また専修学校、各種学校、大学そして短期大学に対しま

しては、学校における感染予防の徹底に加えまして不要不急の

外出や旅行、歓送迎会や飲食に繋がる謝恩会などの自粛につい

て学生や保護者への注意喚起を要請をいたします。以上でござ

います。

続きまして、緊急事態宣言解除後の「２つの認識と４つの提



大野知事

案」について知事から発言があります。大野知事よろしくお願

いいたします。

皆様お疲れ様でございます。１月以来、長い間の緊急事態宣

言が２１日をもって解除するという政府の決定がいたりまし

た。埼玉県として、我々としての考え方をまずは、皆さまに共

有をいただく、これが２つの認識であります。その上で、４つ

の方針として、今後の２２日以降の県の取組みについて、皆さ

んに御承認をいただきたいというふうに思っております。なお、

この２つの認識と４つの方針につきましては、昨日の専門家会

合において御意見をいただき、承認をいただいたものでござい

ます。

まず、前提といたしまして、現在の私たちの認識であります。

１つめの認識ですけれども、県内の感染動向であります。既

に皆さん御存じのとおり、県が国に対して緊急事態宣言の解除

を要請する目安をというものを、すでに作りました。これは、

専門家会合をはじめとする専門家の先生方や、あるいは、調整

班等の負担等を聞きながら、どのくらいの数字になれば、我々

として、当面ですね、完全にゼロになるのが一番いいのですけ

れども、そうではなく、当面の間、コントロールできるような

範囲に陽性者なり、病床をもっていけるか、こういう発想から

専門家の方々の御意見を伺ったのが、既に皆さん御存じのとお

り、５００床、これは入院の病床であります。それから、これ

までの知見からして、だいたい１０万人当たりの陽性者、新規

陽性者として７名、これが目安でございました。この目安に達

したら、国に対して解除の要請をするというものでありました。

現時点においても、残念ながら目安には達してはいません。

しかしながら、その一方で、この２か月と２０日の間に、事業

者の皆様や県民の皆様の本当に献身的な御協力によって、また、



医療関係者、福祉関係者、さらには県庁職員、保健所、本当に

様々な全ての関係者の皆様の御努力のおかげで、新規陽性者あ

るは療養者については、３分の１以下に下がることとなり、ま

た、病床についても、半分近くにまでなってまいりました。現

在では、５４４名ということになっております。また、それだ

けでなく、２か月と２０日の間、辛抱していただく間に、病床

なども増やしていただいて、約２００床を積み増すこととなり

ました。

このような中で、政府は、緊急事態宣言の解除について、県

に打診をしてまいりました。これについては、政府について私

の方から、１都３県を全体として緊急事態宣言については考え

ること、そして、２番目には、先ほど申し上げた目安には達し

ていないんですけれども、これを、政府との協力の下で段階的

な解除、つまり、完全にゼロにするのではなく、段階的な解除

とすること、なおかつ、その解除の対象は全県、段階的な解除

の対象、つまり措置については、全県とすること。それから変

異株についての協力を全面的にいただくこと。この３点を、国

に対して申し入れを行い、大臣からは極めて前向きな回答があ

ったところ、我々としては、解除の要請をする段階にはないけ

れども、国との協調の下に解除の後でのコントロールというも

のを一定程度、期間できるだろうと、そういう判断をさせてい

ただいたものでございました。

したがって、国は緊急事態宣言の解除を決定しましたが、本

県としては、解除を受けても引き続き、感染対策にしっかりと

対応する必要がある、ということになります。

２点目であります。そうはいっても、今までも申し上げたこ

とは、これまでの知見に基づくものでございます。これまでに

知見に基づくことができない、不確定要素も残念ながらあり、

これについても留意をしていく必要があります。それはまず、



ワクチンの確保、あるいは接種を行う医療機関への負担、それ

から、変異株については、まだ県内でも把握している症例数が

少ない、ということであります。

これまでの医療機関の負担については、極めて大きなものが

あり、それが継続していますが、これから全県民を原則として

対象としたワクチン接種が始まります。これは誰も経験をした

ことがないことであり、その二重の負担がかかってくるという

ことを我々は、残念ながら知見として持っていません。ここは

やはり、目一杯しっかりと医療機関の負担を最初に下げていく

ことが必要であります。それから２番目については、変異株で

ございます。６４例の変異株の陽性例がすでに判明をしていま

すが、我々が持っている知見と海外からもたらされている様々

な知見には、差があります。あるいは、国の知見についても蓄

積しているものについて、専門家の知識を含めて、我々は知る

必要があると考えています。

例えば、先ほどの６４の症例のうち、重症化したのはわずか

２例でありますけれども、この割合は、海外から来ているもの

とは全く違います。また、特殊な BMI 等で、非常に特殊な例で

ございますが、それをそのまま今後の対策に当てはめていいか

どうかというのは、全く未知数であります。

そのため、国に対しては、全件対象の検査を行っていただき

たい、ということを強く申し入れてあります。全件対象という

のは、行政検査に、今、我々は十分な検体の量があるものは全

て回していますけれども、これは約１割程度、もしくはもっと

少ないかな、という程度でございますので、単純計算をすると、

何十倍もの陽性者が市中にいることになります。ただ、これは

行政検査の場合、濃厚接触者等が含まれていますので、割合が

高いので、単純な計算すらできないという状況なので、そこは

国に知見をしっかりともらうことが必要だ。これらの状況をぜ



ひまずは認識として２点共有をいただきたいと思います。

その上でありますけれども、本県としては、２２日以降も対

策する必要があると申し上げました。その対策ですが、４つの

柱で構成されています。

１番目は「攻める！」であります。これは皆さんのお手元の

表を見ていただきたいのですが、まず１番目の「攻める！」、

２番目が「守る！」、３番目が「連携する」、４番目が「お願

いする」でありますけれども、まず１番目の「攻める！」は、

積極的な関与、積極的介入であります。感染防止対策として、

二酸化炭素の濃度測定器、パーティションなどをお店等でも設

置していただいてまいります。

次に、ＰＣＲ等の検査の拡充であります。埼玉県は陽性率、

ピーク時にも低いまま維持できましたが、より拡充をする、そ

れと同時に街頭モニタリング、先ほど保健医療部長から発表の

あったモニタリングを行い、感染拡大の予兆などをできるだけ

早期に、先行的に把握します。

また、次以降は感染拡大の防止になりますが、クラスター対

策として、引き続き、高齢者福祉施設対策は戦術的、重点的に

取り組みます。これは昨日の専門家会合でも埼玉はここの分野

で抜きんでているという話がございましたが、そこに安住する

ことなく、より強化させていきます。

またＣＯＶＭＡＴ、またｅＭＡＴなどの支援によって、感染

の連鎖を最小限に食いとどめなければなりません。

そして最後は、変異株対策として、一般ＰＣＲの約９割の検

査件数を担っている民間検査機関での変異株のＰＣＲ検査を担

っていただけるようにしたい。また、埼玉県ではこれまで疫学

調査を諦めたことはありませんが、切れ目のない疫学調査を実

施することによって、万が一、コロナの変異株等が発見された

ときにはその疫学調査での深追いができるような体制を継続し



ていきます。

２番目の「守る！」であります。これも、県が主体となって

行うことですけれども、着実に安定的に行うべき取組です。

今、特に本県の場合ですけれども、ＤＶが前年に比べて相談

ベースでも大幅に、残念ながら国内でも埼玉は、大幅に増えて

いる県であります。コロナ禍における動向を注視し、早期に芽

を摘むなど、的確な対応を図りたいと思います。

また、誹謗中傷、風評被害、ここは徹底的に対応する必要が

あります。また様々な予防措置を行っていく前には、悪質な業

者等が不当表示等を行う場合もございます。こういったことに

対しても、すぐに心配事を相談していただける体制づくりや医

療機関との連携などにしっかりと取り組んでいきたいと思いま

す。

またこれまで、埼玉県では極めて早いうちから、不当な価格、

あるいはこの新型コロナウイルス禍に付け込んだ商売について

は相談窓口を昨年の早い時期から作っておりますのでこのモニ

タリングも行っていきます。病床や宿泊療養施設の確保・運営

はこの感染症対策の最も根幹である。また同時に、県内の経済・

産業に対する支援も引き続き進めます。

３ページ目になります。次のページになりますが、３番目が

「連携する」であります。県だけでは残念ながらできないこと

が沢山あります。そこで国に要請を行うとともに協調しながら

進めていきたいと思います。

まずは国と連携しなければならないのは、ワクチンの確保で

す。特措法でもある通り国の役割である、ワクチンの確保をし

っかりお願いすると同時に、変異株対策については民間検査機

関での変異株ＰＣＲ検査を国で推進をしていただきたい。

また財政支援、これも国に対してお願いをし、税金でござい

ますので真に必要な資金についてお願いをしたいと思っていま



す。またこれは単独でも１都３県でも知事会でも、様々な枠組

みを活用しながら行っていきたいと思います。

そしてこうした３つの柱を県がしっかりと行った上で、最後

の４番目、県民・事業者の皆様にお願いをしたいと思います。

基礎的な対応から始まりますが、特にお願いしたい「行為」

として、「会話の時のマスク」、話すときにはマスクをお願い

したいと思います。そして「昼飲み・昼カラ」、残念ながら昨

日の報告でも、昼カラで何人もの方が陽性者として報告をされ

ました。「昼飲み・昼カラで長時間を避ける」、そして「飲食・

会食については少人数・短時間でお願いをする」この３つなど

を中心としてお願いをさせていただきたいと思います。

それからこれまでは、場を指定してきましたが、特にその中

でも避けていただきたいところをしっかり特定をさせていただ

きます。今までの、例えば、県有施設の開館がダメなどとして

まいりましたが、そういう大きなところだけではなく、これま

で知見が重なってまいりましたので例えば、共同シャワー室、

あるいは高齢者・基礎疾患を有する方と近距離で接する場所な

どを具体的にお示ししたうえで、そういったところはダメだけ

れどもそれ以外の県有施設は使える、こういった例えば示し方

をしたいと思っています。

また事業者の皆様には、感染防止対策、営業時間の短縮、テ

レワーク・時差出勤の徹底、彩の国「新しい生活様式」安心宣

言などに引き続き力を入れて取り組んでいただきたいと思いま

す。

こうした４つの柱、方針に基づき、緊急事態宣言後において、

我々埼玉県が県民の皆様、事業者の皆様とともに進んでいく、

感染対策をお示しをさせていただきたいと思っています。ぜひ、

皆様にもご検討いただきたいと思います。なお、現在、来年度

予算を審議している議会中であり、実はここにもいくつか加え
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たいものがまだありますけれども、予算が御承認いただき、議

会の御承認をいただけるのであれば、改めてこの４つの施策に

付け加えさせていただくものを、御披露させていただき、御理

解をいただくよう御説明をしたいと思っています。それでは、

御質問があればお願いいたします。

何か御質問や発言のある方いらっしゃいますでしょうか。

よろしいでしょうか。それではこの認識と方針に沿って進め

て行きたいというふうに考えます。

議題等は以上でございますが他の発言がある方はいらっしゃ

いますでしょうか。

はい、総務部長お願いいたします。

それでは総務部から職員への注意喚起について申し上げま

す。緊急事態宣言の解除は決定をされましたが職員の皆さんに

はこれまでの対策の徹底を引き続きお願いしたいと思います。

まず、テレワークの推進などによる出勤者数の削減について

引き続き努力をするようお願いいたします。さらにマスクの常

時着用はもとより、時差通勤の活用や昼の休憩時間の分散化な

ど職員の感染リスクの低減に向け、取り組んでいただきますよ

うお願いいたします。

加えまして歓送迎会や飲食を伴う花見の自粛、会食時のマス

クの着用などについて、ここで改めて注意喚起をしていただき

ますようお願いしたいと存じます。

特にこれから新年度を迎えることになりますが、年度当初は

新規採用職員や転入者のテレワークの活用についても御配慮を

お願いできればと存じます。また新規採用職員に対する集合研

修の実施につきましては、状況を鑑みまして慎重に検討を進め

ているところございます。各職場におかれましては、これまで
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以上に新規採用職員の不安解消や育成について御配慮いただき

ますようお願いいたします。私からは以上でございます。

他に発言のある方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「４ 訓示」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４５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。


