
                                          

第４８回新型コロナウイルス対策本部会議
令和３年４月１６日（金）18:15～18:45 危機管理防災センター本部会議室

                                          

司会

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４８回新型

コロナウイルス対策本部会議を開会いたします。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３ページを御覧いた

だきたいと思いますが、まず感染動向についてでございますけ

ども 、ＰＣＲ検査につきましては４月におきましても１日３，

０００件程度の検査が実施で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。陽性率でございますけども直

近の値は３．６％と横ばいの状況が続いております。

その次のページでございますが、１週間あたりの新規の陽性

者数は徐々に増加しておりまして、直近１週間は９９６人とい

うことで２月中旬の水準まで増加しております。

その次のページをお願いいたします。今後の新規陽性者数の

推移につきまして、三つのシナリオを用いて推計をいたしまし

た。シナリオ１については本県におきます直近２週間の日次増

加率を反映したもので、この場合ですと４月２５日にはステー

ジ３、人口１０万人あたりの陽性者数が１５人に達することに



なります。

そしてシナリオ２では東京都の伸び率を反映した場合でござ

いまして、この場合は４月１９日にステージ３に達するという

ことになります。

そして、シナリオ３でございますけどもこれは変異株で爆発

的な感染拡大が起きております関西圏を念頭に１週間の日次増

加率が５０％を想定したものでございまして、この場合は早々

にステージ３を超えまして、４月２６日にはステージ４の水準

にまで達することになります。

次のページをお願いします。累計の推移でございますけれど

も、４月１５日現在の療養中の患者数１，５８６人ということ

で増加をしております。

その次のページ、病床の状況でございますが、新規の陽性者

数が増加している中で病床全体につきましては、ステージ３の

水準でございますが、比較的低率で推移をしております。

その次の９ページをお開きいただきたいと思います。３週間

の発生動向年齢別の推移でございますけれども、直近１週間で

見ますと２０代、３０代の若い世代が多くの割合を占めている

一方、６０代以上は割合、実数ともに減少しております。

その次の感染経路別の推移でございます。直近の値では、高

齢者の施設でのクラスターが散見されていることからその割合

が増えております。依然として家庭内、勤務先、都内でも感染

が多く確認されている状況にございます。

その次のページ、１１ページでございますけれども、市町村

ごとの分布について人口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が、陽性者の増加に伴いましてステ

ージ３の相当となる地域が増えていることが見てとれます。そ

の次のページは市町村ごとの分布について新規陽性者数の実数

で整理をさせていただいたものでございますけれども、陽性者



福祉部長

の増加に伴いまして５０人を超える自治体が増えております。

その中でも１００人以上なのがさいたま市、川口市ということ

になります。その次のページでございますが、ステージ指標の

推移でございますけれども、新規の報告者数についてはじわじ

わと増加している状況にございます。また一番下の実効再生産

数も１を超えている状況でございまして、今後さらなる感染拡

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れども、感染力が高いとされ

ますＮ５０１Ｙの変異のある変異株スクリーニングの状況でご

ざいますけれども、検査の実施率は民間検査機関での実施が３

社となったことから行政検査分も含めまして、１週間で４００

件を超えて実施率５５．２％となりました。また、変異株ＰＣ

Ｒ検査の陽性者数は１週間で６７名、陽性率は１４．５％とな

りまして、前の週と比べて明らかに上昇しております。 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けれども、

今後とも陽性率の推移そして感染者数の動向を注視していく必

要があると考えます。

最後にゲノム解析の結果でございます。昨年３月からこの４

月１２日までの解析の結果でございますけれども 、Ｎ５０１Ｙ

の変異のあります英国株は５７件、そして Ｎ５０１Ｙ の変異

と共にＥ４８４Ｋの変異のある南アフリカ株などが１６件、Ｅ

４８４Ｋの変異のみのＲ１と呼ばれるものが１０２件確認され

ております。私からは以上でございます。

続きまして１７ページ高齢者福祉施設の状況につきまして御

説明をさせていただきます。グラフの右側から三つ目の期間、

３月２１日から３月３１日間の１１日間では黒の折れ線グラ

フ、２０の施設で感染が発生しておりますが、その次のクール、

４月１日から４月１０日では９施設と下がっておりますけれど



司会

危機管理防災部長

も、一番右側の４月１１日から４月１５日ここは５日間でござ

いますけれども、８施設で発生しますのでは今後の増加が懸念

されるところございます。私からは以上でございます。

続きまして、議題の（２）埼玉県におけるまん延防止等重点

措置等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。

スライドを１枚めくっていただき、１８ページを御覧いただ

きたいと思います。このまん延防止等重点措置等に基づく協力

要請ということでございますけれども、本日、政府の対策本部

での埼玉県への防止措置の適用、それから公示を受けまして、

県としてその措置の内容等を定めるものでございます。なお、

この内容につきましては４月１３日の専門家会議におきまして

も大筋の御了解、御賛同をいただいているものでございます。

時間の都合等もありますので、新しいところやポイントなどに

つきまして、かいつまんで御説明をさせていただきたいと思い

ます。重点措置を講じるべき区域につきましてはさいたま市及

び川口市とさせていただきたいと思います。新規陽性者などの

感染状況ですとか、あるいは東京都区部との隣接している状況

などを総合的に勘案いたしまして、さいたま市及び川口市とい

うことでさせていただきたいと思います。それからその措置区

域以外という形でさいたま市、川口市を除きます埼玉全域につ

きましても一定の対策措置をとっていくという内容でございま

す。

２番目の実施期間でありますけれども、措置区域につきまし

ては４月２０日から５月１１日までということで考えておりま

す。この５月１１日につきましては、国の方が本日付けで決め

た日にちということでございます。それから措置区域以外につ



きましては、同じく５月１１日ではありますけれども、（３）

にあります、まん延防止等重点措置の終了後、それからさいた

ま市川口市も含みますけれど、その部分につきまして措置区域

以外と同様の要請につきましては５月１９日まで対応していき

たいということで考えております。明日から１か月というよう

な理解でございます。

おめくりいただきましたところが内容に入って参ります。ま

ず最初に県民の皆様へのお願い、要請ということになりますけ

れども、この中で特に御覧いただきたいのが真ん中の特措法２

４条第９項に基づく要請のうちの一つ目でございます。県境を

またぐ移動の自粛ということですけれども、ここにあります特

に従来株より感染しやすい可能性がある変異株により感染が拡

大している大都市圏等との往来の自粛という部分がまず一つ、

それからこれは国の方の基本的対処方針の改正に伴います新し

い項目ですけれども、大型連休等において感染が拡大している

地域との往来を強く自粛することということになってございま

す。これを反映させております。それからその下の、その他の

お願いという部分の一つ目ですけれども、飲食を主として業と

して営業している店舗において、カラオケを行う設備を提供し

ている場合には、県民の皆さんに対しての呼びかけという部分

で、カラオケ設備の利用の自粛をお願いしたいというものでご

ざいます。実際にこういった事が経路になっている場合が多く

ございますので、その点を記載してございます。

次のページをご覧いただきたいと思います。こちら措置区域、

措置区域外という形で左右になっておりますが、措置区域のさ

いたま市、川口市におきましては４月２０日から５月１１日ま

で、営業時間につきまして、真ん中辺にありますけれども午後

８時までにお願いしたいと。またお酒の提供につきましては午

後７時までということでお願いをしたいというものでございま



す。それからその下の方にありますけれども、例えば発熱等の

有症状者の入場禁止ですとか、あるいはこれは事業者に対して

ですけれども、入場者へのマスクの着用等を周知していくとい

うようなことの要請、それから四角の中にあります会話の飛沫

による感染の防止に効果のある措置、アクリル板の設置などで

すね、こういったものについても要請をしていく。それから手

指の消毒の呼びかけというようなことがポイントでございま

す。

スライドをおめくりいただきまして上の段ですね、２４条第

９項に基づく要請につきましては、一つ目で、彩の国新しい生

活様式安心宣言及び各業種で色々あります業種別のガイドライ

ンこれにつきまして使用及び遵守を頂きたい。この遵守の状況

につきましては、飲食店に対して実地で確認を行って、個別に

要請を行うこともあるという形でございます。それから、次で

ありますけれども、カラオケにつきましても、これは措置区域、

措置区域以外を問わずカラオケ設備の利用については自粛をお

願いしたいということを書かせていただいております。それか

ら一番下の箱になりますけれども、催物、イベント等の開催制

限でございます。人数の上限につきましては５，０００人まで

というような形、それから収容率につきましては御覧いただき

ますような要件がございまして、そのいずれか小さい方という

形でマックスをお願いしたいということでございます。それか

ら営業時間につきましては、特に措置区域内につきましては店

舗と同じような形の午後８時まで、お酒類の提供は午後７時ま

ででお願いするというものでございます。

おめくりいただいたところが、その他のお願いということで、

これにつきましては従前からお願いをしている部分ということ

でございますが、時刻につきましてこの措置区域につきまして

は、営業時間は午後８時までにお願いします。措置区域以外に



司会

福祉部長

つきましては午後９時まで、今も同じですけれどもお願いしま

すというような内容を書かせていただいております。それから

また教育委員会に対しまして、これも特措法で要請できるとい

う規定がございますので、後ほど説明もあろうかと思いますけ

れども、感染防止対策の徹底を要請していくということでござ

います。

そのおめくりをいただきましたところが県自らの部分という

ことで県主催イベントの取扱い、それから屋内県有施設の取扱

いについて感染防止対策を徹底するという中で行っていくとい

うことを書かせていただいております。説明は以上です。

ただいまの説明につきまして、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、議題の（３）高齢者

施設の感染対策について、福祉部長から説明をお願いいたしま

す。

はい、福祉部でございます。２４ページを御覧いただければ

と思います。高齢者入所施設職員を対象とした集中検査でござ

います。これは、緊急対策第９弾として実施をいたします。こ

こにございますとおり、４月から６月にかけて高齢者施設職員

等に対する定期的な検査を実施いたします。４月に１回、５月

からは月２回に増やして実施をするものでございます。対象は

ここにあるとおりでございまして、施設職員と新規入所者も対

象にしております。これまで４月から６月に各１回の予算措置

を行って参りましたけども、５月と６月を１回増やして、２回

にする補正予算を４月１９日の臨時会で御提案することになっ

ております。障害者施設も同様に行うものでございます。以上

でございます。



司会

県民生活部長

続きまして、次のスライドを御覧いただければと思います。

こちらが緊急対策の第１０弾として行わせていただくものござ

います。新型コロナ感染対策優良施設の認証制度でございます。

趣旨のところを御覧いただければと思いますが、県が感染防止

対策を徹底している高齢者施設を優良施設として認証し、安心

安全な取組を広げて参ります。メリットのところにございます

とおり、県では、認証書を交付いたしましてホームページで公

表するとともに、各種補助事業の際には、優遇して参りたいと

いうふうに考えています。基準につきましては、ここに書いて

ございますとおり、基本的な感染防止対策が講じられている、

感染発生を想定したシミュレーションが実施されている、県な

どが実施する検査を定期的に受けていることを要件としたいと

思っております。一番下の手続きにございますとおり、チェッ

クリスト方式になっているのですけれども、施設から県に申請

をいただきまして、審査をいたしますが、ポイントはその後、e

ＭＡＴ感染管理認定看護師がオンラインで確認するという仕組

みなっております。その後、最終的に認証書の交付を行うとい

うことで、ここで個別的なアドバイスもしてまいりたいと思っ

ております。４月２０日から申請受付を開始する予定ございま

す。以上でございます。

続きまして、議題の（４）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。

県民生活部でございます。プロスポーツチーム等が実施する

試合の影響についてご報告いたします。今回のまん延防止等重

点措置の発令を受けまして、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



司会

教育長

措置区域内とそれ以外措置区域外等が分けてございます。まず

埼玉県にある収容１万人を超える大規模な施設で行われるスポ

ーツイベントの人数の上限は中段中ほどにありますように、上

限は５，０００人、収容率は５０％以内となり、その結果、埼

玉県全域が上限５，０００人ということになります、太枠で示

しました措置区域内の埼玉スタジアム２００２、ＮＡＣＫ５ス

タジアムで行われる試合につきましては、営業時間を午後８時

まで、酒類の提供は午後７時までに短縮していただくようにお

願いをいたします。また、措置区域外のネットライフドームあ

るいは熊谷ラグビー場で行われる試合につきましては、現状と

同じ営業時間は午後９時までとし、酒類の提供は午後８時まで

となります。具体的な要請事項につきましては三つありますよ

うに、これについて要請してまいります。御覧の通りでありま

す。 現時点におきましてこれらの４つのスポーツチーム、ある

いは主催者側と連絡を取り合っておりまして、既に準備を始め

ていると報告を受けているところでございます。私からの報告

は以上です。

続きまして、議題の（５）まん延防止等重点措置の実施に関

する教育関係の対応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。

それでは資料の最後のページ、２７ページをお願いいたしま

す。まん延防止等重点措置の実施に関する教育関係の対応につ

いて御説明いたします。１ 学校における対応についてでござい

ます。県立学校につきましては感染防止対策を徹底しながら、

基本的な対応につきましては従来通りでありますけれども、新

たな対応について御説明いたします。なお、県立学校につきま

しては生徒の通学範囲が県内全域に渡るため、措置区域の内外



総務部長

司会

総務部長

を問わず全県で同様の対応といたします。まず①感染予防の徹

底についてでございます。これまでの取組に加えまして矢印の

五つ目、新年度が始まり新しく入学した児童生徒もいることか

ら、新入生を含めた児童生徒向けリーフレットを配布して感染

予防の徹底を図ってまいります。次に、②登下校時の３密の回

避について、電車バスなどによる登下校時の過密状態を極力避

けるため学校の実情を踏まえ必要に応じて始業時刻を繰り下げ

ることといたします。次に右側の２ 家庭における対応について

です。矢印の五つ目、ゴールデンウィークを前にして家庭向け

のリーフレットを新たに配布いたしまして感染予防の徹底につ

いてお願いをしてまいります。これら県立学校の取組のうち、

①感染予防の徹底、④修学旅行等の泊を伴う校外行事の適切な

対応、⑤児童生徒の心のケア、⑥家庭へのお願いにつきまして

は各市町村教育委員会にも同様の対応をお取りいただくよう要

請してまいります。教育関係は以上でございます。

引き続き、総務部から私立学校の対応についてでございます。

私立学校につきましても引き続き感染防止対策を徹底しながら

教育活動自体を継続していくことが基本となるというふうに考

えております。その上で登下校時の３密の回避など、関係する

内容についてそれぞれの学校へ県立学校の対応を周知して同様

の対応をとるよう要請をしてまいります。私立学校の対応につ

いては以上でございます。

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、どうぞ。

総務部から、まん延防止等重点措置の適用に伴いまして、職

員の皆様に改めてお願いをしたいと考えております。



司会

知事

司会

先ほど説明がありました通り、県民の皆様には様々な自粛の

要請をお願いしているとこでございます。各職員につきまして

は、県民の皆様に要請していることについて遵守するだけでな

く、模範となるよう率先して実行していただきたいと思います。

また新型コロナウイルス対策業務へ職員を応援派遣できる体制

を整備するほか、テレワークや空き会議室利用による執務環境

の空間分離、また時差通勤制度の活用等によりまして、執務室

内の職員数の削減をお願いしたいと思います。引き続き、県民

サービスの維持と職場における感染リスクの低減との両立が図

られますよう、各所属で取り組んでいただければと存じます。

私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。

他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、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４８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。


