
埼玉県知事記者会見 令和４年８月２日 ①

今年もおいしい梨ができました！

品種と出荷時期

栽培面積 322 ha 

産出額 25 億円※   

※ 県内の果樹産出額の46％
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梨の生産状況

梨の品種と出荷時期

８月から出荷が本格化！

ジューシーな梨が
できました！

全国 11 位 （R3）

全国 10 位 （R2）



幸 水 彩 玉

今年もおいしい梨ができました！

埼玉県知事記者会見 令和４年８月２日 ②

・ 県内限定生産

・ 埼玉オリジナルブランド

・ 県内栽培面積の１５％

・ 県内栽培面積の６０％

・ 本県の主力品種

・ 全国でも栽培面積が１位

（出荷時期 ８月上旬～中旬） （出荷時期 ８月中旬～下旬）

６月の降ひょうで、県内の一部梨産地に被害が発生しました

買って食べて、応援よろしくお願いします！
ご自宅用に 贈り物に どうぞ！

・ みずみずしい甘さのジャンボ梨

・ 糖度１３度以上とたいへん甘い

・ シャキッとした食感、大玉

・ 県内で最も早く出荷

・ 長年にわたり高い人気

・ 糖度１２度前後、酸味がほとんどない



埼玉県知事記者会見 令和４年８月２日 ③

旬の梨を購入できる県内の観光農園・直売所

・・・ 梨の取扱いが
ある観光農園

・・・ 梨の取扱いが
あるＪＡ直売所
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▶梨の取扱いがある観光農園を紹介

グリツリ 梨狩り 検索

わっしょい 梨 検索

「グリーン・ツーリズム埼玉（グリツリ埼玉）」

「ＳＡＩＴＡＭＡわっしょい！」

▶梨の取扱いがある直売所を紹介

▶オンラインショッピング可能な農園等を紹介



検査確定診断登録窓口の設置について

埼玉県知事記者会見 令和４年８月２日 ④

オミクロン株のBA.5系統を中心として感染が拡大している現状を踏まえ、

発熱外来医療機関を逼迫させないため、抗原定性検査キットを活用した

自己検査を確定診断する窓口を設置しました。

16～50歳未満かつハイリスクでない者で有症状者対象者

申込み方法 電子申請（受付時間 10:00-16:00）

用意するもの 陽性の結果が出た抗原定性検査キット
身分を証明できるもの（免許証、保険証など）

開始日 令和 4 年 7 月 30 日（土）から

結果通知 当日中にショートメールで送付



高齢者支援型臨時施設の設置について

埼玉県知事記者会見 令和４年８月２日 ⑤

（対象者）
○ ６５歳以上の方で認知症がない、要介護度２以下の方

※ 状況に応じて、６５歳未満で、酸素投与が必要な方や認知症の方の受入れも実施

（体制）
○ 医師１人、看護師２人配置
○ 介護士を配置（南部２人、西部１人）
○ 生活支援員も含め、すべて２４時間対応

生活介護を必要とする６５歳以上の陽性者のために、酸素ステーションを改修し、

「高齢者支援型臨時施設」を設置します。

施設名 所在地 ベッド数

南部高齢者支援型臨時施設
（８月９日開設予定）

伊奈町 １４床 男性：７床、女性：６床、酸素ST専用（女性）：１床

西部高齢者支援型臨時施設
（８月８日開設予定）

所沢市 ８床 男性：３床、女性：４床、酸素ST専用（男性）：１床



お盆期間中の無料検査の提供

埼玉県知事記者会見 令和４年８月２日 ⑥

お盆期間中に安心して旅行・帰省やイベントに出かけていただくため、出発前に
新型コロナウイルス感染症の無料検査を受けられる臨時検査場を開設します。

大宮臨時検査場

会 場 ＪＲ大宮駅（大宮駅西口１階 大宮駅西口交番前）

開設日時 ８月５日(金) ～ ８月１８日（木） １４日間

開設時間 全日 １０：００ ～ １８：００ （受付は先着順）

検査の種類 抗原定性検査

埼玉県検査無料 検索※ 詳しくは、埼玉県ホームページを御覧ください。



有症状者の診療・検査体制について

有症状者

診療・検査医療機関の受診
予約がとれないなど受診が難しい場合（重症化リスクが低い場合）

１ 電子申請による検査キット
の送付（7/20開始、7/30拡充）

２ 診療・検査医療機関における
検査キットの配布（8月上旬開始)

個人で購入した検査キット等
（薬事承認されたキットに限る）

陽性

＜自己検査＞ ＜確定診断＞

診療・検査医療機関の受診

１ 検査キット陽性者相談窓口
（7/17開始）

２ 診療・検査医療機関による
オンライン診療（7/25開始）

３ 検査確定診断登録窓口
（7/30開始）

かかりつけ医等に相談

検査キットの配布

オンラインによる確定診断

又は

※ １と３は健康フォローアップセンターに相当

陰性

埼玉県知事記者会見 令和４年８月２日 ⑦



抗原定性検査キットの配布について

事業概要：有症状者が診療・検査医療機関をすぐに受診できない場合に、県の電子申請システムにより
申し込み、県から検査キットを送付する。

配布期間：7月20日(水)から8月15日(月)までを予定

配布個数：１日2,000個 7月30日(土)から１日4,000個に拡充

１ 有症状者への電子申請による検査キットの送付（拡充）

２ 診療・検査医療機関への検査キットの配布

事業概要：診療・検査医療機関の判断で、速やかな自己検査や診療前検査等必要な形で活用

開始時期：国から県への検査キット到着後 (８月3日(水)予定）速やかに診療・検査医療機関に配布

配布個数：457,900個（主に診療・検査医療機関へ配布）

配布対象：国から提供のあったキットを希望する診療・検査医療機関

目的：抗原定性検査キットが今必要な方（有症状者、診療・検査医療機関）に、
一刻も早く届ける

埼玉県知事記者会見 令和４年８月２日 ⑧



医療従事者等への４回目接種の促進（接種券なし・予約不要）

東部会場
（越谷市）

西部会場
（川越市）

北部会場
（熊谷市）

会場

南越谷ラクーン

（南越谷駅・新越谷駅

徒歩3分）

山崎ビル

（川越駅徒歩1分）

ニットーモール

（熊谷駅徒歩3分）

稼働
日

火、木、金、土、日 月、金、土、日 水、金、土、日

当日
受付

１０:３０～１８:４５
＊金曜１０:３０～２０:４５

平日 １０:３０～１８:４５
土日祝 ９:３０～１７:４５

１０:３０～１８:４５
＊日曜１０:３０～１３:00

＜県接種センター＞

▶ お住まいの市町村の接種券発行を待たずに速やかな接種が可能です！

▶ 県接種センターにて、高齢者等の重症化リスクの高い多くの方にサービスを提供する

医療機関等や高齢者施設・障害者施設等の従事者の接種をサポート！

モデルナ社ワクチン▶ ワクチン

▶ 詳 細

▶ 対 象（以下のすべてを満たす方）
・接種日時点で１８歳以上

・３回目の接種日から５か月以上経過

・医療機関・薬局・消防署等に勤務 又は

高齢者・障害者の施設、居宅・訪問系事業所等に勤務

▶ 当日の持ち物
・在職確認できるもの（職員証の写し等）

・接種証明書アプリ又は接種済証 など

※ 当日の空き状況は、県ＨＰから確認できますが、接種券をお持ちの方は、事前予約が確実です。

８月３日(水)～
スタート

埼玉県ワクチン接種センター 検索

令和４年８月２日 ⑨埼玉県知事記者会見



ワクチンバスによる出張接種 IN 埼スタ

８月１０日（水）１７時３０分～２１時００分（受付終了）

持ち物 市町村から発送された『接種券』、免許証等の『本人確認書類』
※ 「接種券」については、接種証明書アプリ又は接種済証を御提示いただいた場合、不要

※ 医療従事者等(59歳以下)の４回目接種は、在職確認できるものの提示で接種可

①接種希望日及び予定接種者数の調整
②出動日の決定（概ね２週間前）
③ワクチンバス出動

浦和レッズ戦にコロナワクチンバスが出動します！

日 時

場 所 埼玉スタジアム２〇〇２ 南広場 スタジアムゲート外側に停車
※観戦者以外も大歓迎（接種者用の駐車場はありません）

対 象 3回目(18歳～)・４回目(60歳～)接種を希望する県民の方

今後の展開

大学、企業・団体等からの希望に応じ出動
▶ 申込…県ＨＰ専用ページから申請

事前予約不要

申込後の流れ

埼玉県ワクチンバス 検索

令和４年８月２日 ⑩埼玉県知事記者会見



第７波における人口10万人当たり累計死者数（７月～）

埼玉県知事記者会見 令和４年８月２日

追加説明資料


