
                                         

第３３回新型コロナウイルス対策本部会議
令和２年１２月１日（火）17:00～17:30 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３３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、議題２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）埼玉県指定診療・検査医療機関について、

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３ページをまずお開きください。

ＰＣＲ検査等の現状でございます。ＰＣＲ検査につきまして

は拡大傾向にございます。１日に２,０００件以上の検査を行う

日も見られるようになりまして、これまでの１日の最大検査数

は１１月２１日、２,７７９件ということになっております。

１枚おめくりいただきまして、陽性率の推移でございます。

陽性者数の増加に伴って、陽性者と陽性率が高まっておりまし

て、直近は５.２％ということになっております。

１枚おめくりいただきまして、陽性者数等の推移、日別のも

のでございますが、１１月２１日に過去最大の１７２人の陽性

者が確認されまして、直近の１週間当たりの新規陽性者数も７

２７人と非常に高い水準となっております。

１枚めくっていただきまして、今度はその推移の累計でござ

いますけれども、累計の陽性者数、これまでに８,４２７人と、

そして現在療養中の患者数は１,１１６人でございます。

１枚めくっていただきまして、病床使用率の推移でございま

す。昨日時点の病床使用率は５１.３％となっております。昨日

から病床のフェーズ４に移行いたしまして、これまでの１,０１

５床から１,１９２床に分母が増えております。この関係で病床

使用率も前日に比べて１０％ほど低下しております。また、重

症病床の使用率は２９.５％ということでございまして、この重

症病床につきましては、その確保を図るために人工呼吸器の管

理などについて、医師、看護師向けの研修会を今月２７日から

予定しております。



もう１枚おめくりいただきまして、このフェーズ４の病床確

保状況ということでございますが、本日時点での速報病床は病

院内病床１,１９２床と仮設の専用施設１９床、（Ｂ）というと

ころでございますけれども、そこを合わせまして１,２１１床と

なっております。今後病院内病床については、医療機関の準備

が整い次第、順次確保いたしまして、１,２３２床を確保いたし

ます。

また、２の仮設の専用医療施設でございますけれども、事業

計画に基づきまして、今後１月にプラス５２床、３月にプラス

１０５床が整備される予定となっておりまして、全ての専用施

設の完成によりまして、１,４０８床が確保できる見込みでござ

います。

もう１枚おめくりいただきまして、この病床の確保の取組と

いたしましては、この９ページの３番でございます。転院患者

受入れ病床というところでございますけれども、現在、コロナ

の症状が患者さんは収まっても、持病などで退院できない高齢

者の方などが病床を占有しているところが見受けられます。限

りあるコロナ専用病床の確保で、新規の患者を受け入れていく

ためには、こういった方の転院を促していく必要がございます。

そこで、このたびコロナの陰性転換後の転院を受け入れていた

だける後方病院を募りましたところ、１２９の医療機関が手を

挙げてくれました。そこで、転院支援システムにこの１２９の

後方病院を登録いたしまして、コロナ受入れ病院が後方病院を

円滑に探すことができるように、昨日から転院を促す取組にか

かっております。

今後、ＰＣＲ検査の陰性が確認できなくても、発症から１０

日経過かつ症状軽快後７２時間を経過した患者という退院基準

を満たした患者につきましては、転院を受け入れてもらえるよ

う丁寧に要請をしてまいりたいと考えております。こうした取

組を進めることによりまして、病床の回転を速めて、病床確保

を図ってまいります。

それでは、もう１枚めくっていただきまして、年齢区分につ

いての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特に偏ることなく、

どの世代でも一定割合の陽性者が確認されております。

もう１枚おめくりいただきまして、今度は１０月からの感染

経路の構成比についてまとめたものです。どの時期でも一番割

合が大きい感染経路は、このオレンジ色の家庭内での感染でご



ざいまして、その傾向は一貫しております。また、赤い色で示

されているのが飲食店、会食での感染でございますけれども、

割合では見ますと増加傾向は特に見られませんが、絶対数は数

字が入っておりますとおり、増加をしております。

もう１枚めくっていただきまして、市町村ごとの発生状況、

人口１０万人当たりでございますが、直近１週間では特にふじ

み野市、富士見市、三芳町、宮代町といったところで陽性者が

多く確認されております。

もう１枚おめくりいただきまして、陽性者の発表ベースと発

症日ベースの陽性者数の比較でございますけれども、１１月か

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、感染の動向としましては、収束の気配はまだ見えてい

るとは言えない状況にございます。

もう１枚おめくりいただきまして、国の分科会で示された感

染状況判断の指標、それと目安について状況を示したものでご

ざいます。本県におきましては、ステージ３の基準を上回って

いるのは、病床の占有率と療養者数だけでございますが、昨日

の専門家会議において、ステージ３に向かわないようにしっか

りと対策を打つべき段階であるという意見をいただいたところ

でございます。

以上が発生動向でございます。

続きまして、（２）の埼玉県指定診療・検査医療機関につい

て御説明をさせていただきます。

季節性インフルエンザの流行期に備えまして、新型コロナと

インフルエンザ両方の診療ができる診療・検査医療機関を指定

いたしまして、１２月１日、本日の時点で１,１０８の医療機関

となりました。一定のこの数が指定できましたことから、本日

８時半から医療機関名ですとか受付可能時間などを検索するシ

ステムを県のホームページに公表したところでございます。発

熱し、受診を希望する場合は、ホームページからお近くの医療

機関を検索していただくか、ホームページが見られない場合や

受診を迷うと、そういった場合には、受診相談センターに電話

で確認をしていただきたいと思います。

県民の皆様に受診に当たってのお願いということでございま

すが、医療機関では発熱患者専用の時間を設けておりますので、

必ず電話で受診の予約を取ってから受診をお願いしたいと思い

ます。また、医療機関に行く際には、必ずマスクを着用してい

ただくということ、また、マナーを守っていただきまして、医



司会

危機管理防災部長

療従事者やほかの患者さんへの感染防止に御協力をいただきた

いということでございます。

私からは以上でございます。

続きまして、議題（３）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ページをお開き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につ

いてでございます。

県内の新規陽性者数は高い水準で推移しておりまして、これ

は近隣の都県も同様の傾向にございます。また、その中で、先

ほど保健医療部長から報告がございましたが、飲食店、そして

会食等の関連での感染が疑われるケースが絶対数として増加し

ている状況にございます。現在、県では感染症対策が徹底され

ていない飲食店に対しまして、施設の使用停止を要請するとと

もに、県民の皆様に対しまして、感染症対策が十分に取られて

ない施設の利用を避けていただくようお願いをしておりますけ

れども、感染が拡大している状況や、また専門家の意見を踏ま

えまして、特措法第２４条第９項に基づき、一段強い協力を要

請したいと考えてございます。

１の要請の期間でございますけれども、年末年始に入る前に

短期集中で感染拡大を抑えるため、１２月４日、午前０時から

１７日、午後１２時までの２週間としたいと考えております。

２の要請の内容でございます。事業者に対しましては、営業

時間の短縮について協力を要請するものでございまして、対象

は、東京から近くて、多くの飲食店が立地する繁華街があり、

これまでに飲食店でのクラスターが発生しているさいたま市大

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

ケ店に絞っております。営業時間につきましては、午前５時か

ら午後１０時までとしていただくものでございます。

なお、隣接する東京都では、既に１７日、午後１２時までの

期間で酒類の提供を行う飲食店、そしてカラオケ店について午

後１０時までの営業時間短縮を要請しております。この内容と

同じものとしてございます。

そして、（２）にございますように、併せて県民の皆様に対



司会

福祉部長

しましても、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時以降の利用を回避していただくよう協力を要

請したいと考えておおります。

説明は以上でございます。

続きまして、議題（４）福祉施設クラスターへの対応につい

て、福祉部長からお願いします。

福祉部でございます。

それでは、１７ページを御覧をいただきたいというふうに思

います。

資料の左上にございますとおり、１０月下旬から福祉施設で

クラスターが多く発生してきております。特に高齢者施設では

報道もされておりますけれども、５人以上の感染者が発生した

施設がこれまで２０施設となっておりますけれども、その半分

を超える１２施設が１１月に発生をしているという状況にござ

いまして、大変な危機感を抱いているところでございます。

我々といたしましては、戦術的介入が効果を上げることが期

待される分野で、かつ生命に関わりかねない重症化へのリスク

が高い分野への介入を強化することが必要と考えております。

こうしたことから、福祉施設、特に高齢者の入所施設を戦術的

介入の対象として緊急対策を矢継ぎ早に行ってまいりました。

資料に通知発出とありますが、まず第１弾として、１１月１

１日に改めて感染防止の留意点などをクラスターが発生した施

設でのファーストケアといった初期対応での課題や感染防止そ

のものの課題を踏まえ、通知により徹底をいたしました。

さらに緊急会議でございますが、第２弾として、１１月２５

日に会議を開催をしたところでございます。この会議では、通

常呼びかける特別養護老人ホームなどの社会福祉法人等が設置

する施設関係団体の代表だけではなくて、有料老人ホームやサ

ービス付き高齢者住宅を運営する大手の株式会社の方にも呼び

かけて来ていただきました。当日は実際に大きなクラスターが

発生した施設を運営する社会福祉法人の理事長の方から対応の

実際をお話ししていただくとともに、感染管理認定看護師から

も介護福祉施設の感染対策、実践レベルの取組という内容で御

講演をいただいたところでございます。会議の内容につきまし

ては、各団体や会社の傘下の全ての施設で徹底していただくよ



う依頼をしたところです。

なお、資料に研修動画とございますが、会議における感染対

策の講演の部分につきましては、全ての施設、現場の職員がい

つでも見られるよう、２６日からインターネットの動画で公開

をしております。

そして、資料の右側になりますが、高齢者入所施設への緊急

一斉巡回及び福祉施設専用の相談窓口の設置とありますとお

り、緊急対策第３弾を実施をしているものでございます。まず、

一斉巡回でございますが、対象のところにございますとおり、

県が所管している特別養護老人ホームなど、１,０６６施設を県

の職員が地元市町村にも同行の協力を依頼して、巡回をしてお

ります。

実施期間は１１月２７日から１２月２５日までで、既に始ま

っております。当然でございますが、巡回に当たっては、ウイ

ルスを持ち込むことのないよう、最大の注意を払っているとこ

ろでございます。

また、巡回の内容でございますけれども、チェックリストに

基づきまして、基本的な感染対策や職員の健康管理、入所者の

ケアなどを確認するとともに、研修動画の視聴についても確認

をさせていただいております。併せて緊急に設置した施設専用

の相談窓口の案内や感染対策に係る補助金の説明、困り事の聞

き取りなどを丁寧に行ってまいりたいというふうに考えており

ます。

なお、希望する施設とか、特に課題がある施設に対しまして

は、保健医療部など、関係部局と連携をして、例えば看護協会

から感染管理認定看護師の派遣などを行うこととしておりま

す。

次に、その下の相談窓口についてでございますが、県所管の

福祉施設を対象に、入所者の検査、受診、施設内の感染対策な

どの相談に対応するもので、県の福祉事務所に２４時間対応の

相談窓口を設置するものでございます。既に先週の２５日の水

曜日に設置をしているところでございまして、様々な相談に一

元的に県の福祉事務所で応じ、専門的な知識や対応が必要なも

のは、保健所や感染管理認定看護師の派遣などについてつない

でいきたいというふうに考えております。

昨日の専門家会議からも福祉施設における感染拡大防止は、

とにかく早期対応が重要との御意見をいただいておりまして、

これによりまして、例えば施設のほうから入所者の何人かが同



司会

教育長

時に発熱したといった現場ではふだんとちょっと何かが違うと

いう状況に気づいた場合などに気軽に御連絡いただくことによ

りまして、感染が疑われる状況の早期探知、早期対応にもつな

げていきたいというふうに考えております。連絡先の番号はさ

いたま介護ネットという施設向けの県のホームページに掲載し

て、各施設に周知をしているところでございますけれども、緊

急一斉巡回を通じても利用の促進を図っ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（５）学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１８ページをお願いいたします。

学校における感染防止対策について御報告をいたします。

まず、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して、全国の感染状況と同じように、８月、

そして１１月の感染が多くなっております。１１月２９日現在、

児童生徒及び教職員合わせて計２６３人の感染者が発生してお

ります。校種別の人数については、下の表のとおりであります。

資料右側、上段をお願いいたします。各校種別の感染経路に

ついて確認をしたところ、小中学校では家庭内から、高等学校

では学校内、特に部活動における感染割合が多くなっているこ

とが分かってまいりました。６月の学校再開以降、現在まで県

立学校４６校で感染者が確認されておりますけれども、このう

ち同じ学校で５人以上の感染が関連して発生した学校は５校で

ありました。同じクラスでの感染拡大例もありますけれども、

５校中３校では同じ部活動内での感染が拡大した事例となって

おります。

次に、その下であります。県立学校の感染者に対して濃厚接

触者とされたのは６４６人、また、指針に基づき接触者とされ

た人数は１,０４２人となっています。そこで、学校では医療機

関の負担を少しでも軽減するため、学校内での感染拡大を防ぐ

こと、そして、感染者と併せて濃厚接触者等を増やさない対策

が極めて重要であります。

次のページをお願いいたします。

これまで確認できたデータを基にターゲットを絞った対策が



司会

大野知事

必要であると考えております。そのため、本県における対策と

して、家庭内からの感染が多い小中学校においては、改めて家

庭内における感染対策の徹底をしてもらうことといたします。

また、学校内、特に部活動での感染が多くなっている高等学

校では、冬休み開始日から１月３日までの部活動を原則中止と

いたします。併せて教職員の感染者も増えていることから、前

回の会議で示された職員の行動のポイントを改めて職員に対し

て周知してまいります。

２つ目は感染拡大防止対策です。先ほど御報告した５人以上

の感染が確認された５校のうち、１校について現在、外部有識

者による疫学解析を行っていただいております。疫学解析は、

埼玉県新型感染症専門家会議の坂木委員から御紹介いただいた

防衛医科大学校防衛医学研究センターの加來浩器教授にお願い

をしております。先日、その検証による中間報告を受けまして、

感染が拡大する可能性の高い学校内での行動例を示し、飛沫感

染、接触感染対策の徹底について、１０月に県立学校へ通知、

市町村へも情報提供をいたしました。最終報告がまとまり次第、

学校版のガイドラインに反映させ、市町村立学校も含めて周知

徹底を図ってまいります。

３つ目は感染予防です。日頃からの基本的な感染対策を徹底

していくことが何よりの感染予防となります。県では県立学校

版と市町村立学校版のガイドラインを策定し、各県立学校や市

町村教育委員会に周知をしているところでございます。本格的

な冬場を迎える前に、改めて感染防止対策の徹底を周知するた

め、教職員向けの教育局保健だよりと児童生徒向けのリーフレ

ットを昨日配布したところであります。引き続き感染拡大防止、

感染予防を徹底し、学校における感染防止対策に取り組んでま

いります。

以上でございます。

議題は以上となりますが、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、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）



大野知事

司会

続きまして、４、訓示について、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３３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。


