
                                          

第５４回新型コロナウイルス対策本部会議
令和３年５月２８日（金）19:00～19:35 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

それでは定刻になりましたのでただいまから第５４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致します。

（別添：知事発言のとおり）

ありがとうございました。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

それでは保健医療部でございます。資料３ページをお願いい

たします。ＰＣＲ検査の現状でございますけれども、検査数に

つきましては、この連休後は平均で１日約４,０００件の検査を

実施できております。

そして次のページでございますけれども、陽性率の推移でご

ざいますが、直近の陽性率は３.５％と、検査数の拡大、陽性者

数の減少によりましてステージⅢの指標を下回っている状況に

ございます。

次の資料をお願いいたします。陽性者数の推移日別でござい

ますけども、陽性者数については減少傾向にございまして、直

近一週間あたりの新規の陽性者は１,２１７人ということで、４

月１８日以来となりますがステージⅢの指標を下回ったことに

なります。

次の資料でございますが、陽性者等の推移・累計でございま

す。５月２７日現在での累計の陽性者数４３,３２８人で、そこ

から療養終了された方などを除きまして、現在療養中の患者は

１,８３４人ということでございます。次の資料をお願いしま

す。病床の使用率でございます。現在の病床数は１,６０７床と

いうことで２６日にも２床を追加させていただいておりまし

て、医療機関等と丁寧に調整を進め、医療提供体制の確保を図

っているところでございます。使用率につきまして、一時期５



０％に迫る勢いでございましたが、昨日時点では４０．９％と

やや減少傾向にはございますものの、依然として高い水準にご

ざいます。重症病床については５０人前後で高止まり傾向にご

ざいます。

次のページをお願いいたします。今後の入院患者の推計でご

ざいますけれども、シナリオ２の直近２週間の入院患者の伸び

率で推計した場合は減少傾向にあるわけですが４週間以内には

ステージⅢを下回らないといった推計になっております。

その次のページをお願いいたします。発生動向の年齢別の推

移でございますけれども、直近３週間において構成比に大きな

変化はございません。３０代以下で全体の過半数を占めている

状況でございますが、実数ベースで行きますと２０代３０代の

人数が大きく減少しております。

次のページをお願いいたします。感染経路別の推移でござい

ますけども、飲食会食はやや減少をしたものの、都内への往来

による感染、勤務先における感染が引き続き多く発生しており

ます。次の資料をお願いいたします。人口十万人当たりの陽性

者数でございますけれども、全体の陽性者数の減少に伴いまし

て、人口１０万人あたりの人数が１５人を下回る自体が少しず

つ多くなってきております。

次の資料をお願いいたします。市町村別の新規陽性者数でご

ざいますけれども、実数ベースで市町村別に新規陽性者を見て

いますと人口規模の大きい自治体、東京都に隣接する地域で多

くの陽性者が確認されている傾向は変わりがございません。そ

れから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、先週と比較しますとすべての指標が改善

しておりまして、新規陽性者数につきましてはステージⅡの水

準まで改善をいたしました。実効再生産数は１を切る状態が続

いておりまして、この傾向が続くかどうか状況をよく確認して

いく必要があると捉えております。

その次のページをお願いいたします。県内のＮ５０１Ｙ変異

株ＰＣＲ検査の実施状況でございます。直近一週間では１,２６

８人の新規陽性者のうち６４.１％にあたります８１３名につ

いて検査を行っております。変異株陽性率は先週の７５.６％か

ら７７.４％と増えておりまして、変異株に置き換わっている状

況がさらに顕著になっております。その次のページは表をグラ

フにしたものでございますが、民間検査機関での陽性が判明し

たものが多く５６０名ということで、こちらの資料からも変異



福祉部長
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危機管理防災部長

株陽性率が高まっていることが見て取れます。

そしてその次のページをお願いいたします。こちらは埼玉県

における陽性者のゲノム解析結果を示したものでございます。

Ｎ５０１ＹそしてＥ４８４Ｋに加えましてＬ４５２Ｒ所謂イン

ド株についても国立感染症研究所の検査によりまして、本県に

おいても確認されることとなりました。私からは以上でござい

ます。よろしくお願いします。

続きまして、福祉部の資料をご覧いただければと思います。

高齢者施設における感染発生施設数及び陽性者数のグラフで

ございます。黒い折れ線グラフが施設数でございまして、赤い

折れ線グラフは感染が発生した施設１施設あたりの平均の陽性

者数を表しております。１２月の上旬又は１月の下旬には１１.

７、１１.５と高い数値を示しておりましたが、ここのところは

ずっと２人台ということで低い数値に収まっております。次の

スライドをご覧いただきたいと思います。こちらは高齢者施設

の感染発生状況を直近６週間見たものでございます。黒い折れ

線グラフが施設数でございますけども、直近の週とその前の週

を比べますと１７施設から６施設ということで発生施設数は大

きく減少している状況にございます。私からは以上でございま

す。

はい。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。

はい。危機管理防災部です。

スライド１９枚目をお開きいただきたいと存じます。こちら

が今回決定したい協力要請の案でございます。主な変更点等を

中心にご説明をさせていただきます。このページの一番下、実

施期間でございます。先ほど知事からも話がありましたように、

今日政府の対策本部の方で決定をいたしまして、６月２０日、

日曜日までになったところでございます。

おめくりいただきたいと思います。従前と変更はないという

ことでございます。

それからスライドを何枚かおめくりいただきまして、スライ

ド２４枚目、ここは変更した点でございまして、真ん中にアン

ダーラインを引いてありますけれども、映画館での上映という



部分であります。こちら従前は午後８時までの上映という形に

なっておりましたけれども、国の方針の変更がございまして午

後９時までという形になっております。こちらが１５の措置区

域において床面積１,０００平米を超えるところにつきまして

は特措法の２４条第９項に基づく要請、それから次のページに

行きますと、１,０００平米以下につきましては、その他のお願

いというベースで、これを変更したいと考えております。 なお

措置区域以外につきましては、従前から午後９時までですので

変更はございません。

それから今度はスライドの２７枚目をご覧いただきたいと思

います。大きく二つ箱がありますけれども、上の箱の一番下の

米印を新しく加えさせていただいております。クラスターの発

生が複数確認されている業界への取組要請という部分でありま

すけれども、関係団体に対しまして、クラスター対策をはじめ

従業員等への感染防止対策の徹底などを個別に要請という内容

でございます。クラスターの発生につきましては、事業所等の

分析により、ある程度の知見や傾向みたいなものがだんだんと

わかってきたところですので、県が個々の事業者に働きかける

というよりも、業界や団体等を通じて取り組んだ方が効果的だ

というようなご意見を専門家会議でもいただいたところから、

このような措置内容にしたいと考えております。

それから同じページの下の箱ですけれども、その他のお願い

というところで、上の方の丸の米印が新しく加えたいと考えて

いるところでございます。テレワークにつきまして人流抑制の

観点から重要なわけですけれども、緊急事態宣言の出されてい

る東京都などに関しまして、こういった実施状況について公表

するという制度が入っているものですから、これを埼玉県とし

てもその他のお願いという形で協力をお願いしていきたいと考

えているところでございます。

それから、スライド３０枚目をご覧いただきたいと思います。

黒い四角が並んでおりますけれども、上から３つ目を新しく加

えたいと考えております。県管理河川敷のグラウンドにある駐

車場の利用自粛の依頼という部分であります。県管理部分とい

うことで、そこでの人流抑制に資する取組みと考えております。

駐車場の利用自粛ということで、遠方からの利用が減少するこ

とですとか、あるいはともすると、こういった場所でのバーベ

キューや観戦というものもよく言われておりますので、そうい

ったものの抑制にも資するのではないかということからこうい
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ったことをお願いしたいと考えております。私からは以上でご

ざいます。

ただいまの説明につきましては本日、埼玉県新型感染症専門

家会議の各委員からご意見を頂いております。専門家会議の各

委員からいただいた主な意見について、保健医療部長から説明

をお願いいたします。

専門家会議の各委員からは、案に賛同いたしますといった旨

のご意見を頂いたところでございます。以上です。

はい。ただいまの説明につきまして、何かご意見やご発言は

ございますでしょうか。

すいません。確認だけさせていただきたいんですが、スライ

ド１７、１８と保健医療部から提出されたスライドの１０です

けれども、スライド１０では１８日から２４日にかけて高齢者

福祉施設で大きく拡大、人数ベースで増えています。１７だと

その逆に減少しているように見える。それから１８もそうです

ね。この辺はちょっとどういう形になっているのか、それから

これは保健医療部に質問ですけれども、なんで突然拡大したの

か、高齢者施設について教えてください。

はい。保健医療部の資料１０ページ目の感染経路別の推移で、

高齢者の施設が３週目の所で増えておりますけれども、これは

大きなものとしてはさいたま市の施設におけるクラスターが反

映されてると承知しております。

福祉部におきましても、さいたま市におけるクラスターは把

握しておりまして、このグラフの中では５月２１日から２７日、

それから日によってどんどん発生していますので、５月１４日

と５月２０日の中にもそのクラスターの数字は反映していると

ころでございます。

他に何か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たいと思います。

続きましては議題（３）病床確保計画・宿泊療養施設確保計

画の見直しについて及び議題（４）新型コロナウイルス感染症



保健医療部長

対策の強化について、続けて保健医療部長から説明をお願いい

たします。

それでは資料の３１ページをお開きいただきたいと思いま

す。病床確保計画の見直しでございます。３月２４日付で厚生

労働省から、今後の感染拡大に備えた新型コロナウイルス感染

症の医療提供体制整備に関する通知が発出されまして、県では

この通知を受け、感染者急増時の緊急的な患者対応方針につい

て策定しております。患者急増時に必要となる医療提供体制の

具体的な検討に当たりましては、今年１月の１６日に記録をい

たしました最大の新規陽性者数であります５８２人の２倍にあ

たります１,１６４人の感染者が新たに発生すると想定をいた

しまして、４月以来これらの感染者受入れに必要な病床確保に

ついて医療機関と協議をしてまいりました。

その結果として、病床確保計画のフェーズⅣにつきましては、

これまでご協力いただいている医療機関の更なる増床、そして

新たな医療機関の参加により、１,６４３床うち重症１６２床と

いうことで変更をいたします。また今通知により、新たに設定

することとなりました一般医療相当程度を制限する感染者急増

時の病床数につきましては、１,６６７床うち重症２０１床とい

うことで設定いたします。

次のページをお願いいたします。宿泊療養施設の確保計画の

見直しでございます。こちらにつきましても、先ほどご説明い

たしました病床確保計画の見直しと同様に、厚生労働省の通知

に基づく感染者急増時の緊急的な患者対応方針策定に伴うもの

でございます。宿泊療養施設においては、患者急増時に必要な

受け入れ室数を２,５２３室といたしました。病床の場合は、フ

ェーズⅣの上乗せが先ほどのとおりあったわけでございますけ

ども、これに相当するものとして宿泊療養施設につきましても、

新たにフェーズⅣを設定いたしまして、このフェーズⅣから感

染者急増時への移行につきましては、病床確保計画における感

染者急増時の体制への移行に合わせて行うことといたします。  

続きまして次のページをお願いいたします。新型コロナウイ

ルス感染症対策の強化ということでございますけれども、患者

の急増時に備えまして、宿泊療養・自宅療養の方に対する医療

提供体制を強化いたしまして、療養時の安全性を高める必要が

ございます。また、県調整本部の機能強化などにより、円滑な

入院、患者搬送ができる体制を構築する必要がございます。ま
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ず、宿泊療養・自宅療養の方への医療提供体制の強化でござい

ますけれども、自宅療養の方の一日二回の健康観察は、現在保

健所が行なっておりますけれども、軽症の方の健康観察につき

ましては、診療・検査医療機関等のかかりつけ医に委託をいた

します。それ以外の自宅療養の方の健康観察は新設いたします、

宿泊・自宅療養者支援センターに委託をいたしまして、これら

によりまして保健所は、積極的疫学調査などの業務に注力する

ことが可能となります。健康観察の結果、必要な場合には、患

者の健康状態をよく知る診療・検査医療機関などのかかりつけ

の先生が電話診療などを行いまして、療養中の安全性を高める

ことといたします。次に県調整本部と患者搬送体制の強化でご

ざいますけれども、入院調整を行う看護師を増員いたしまして、

体制の強化を図ります。また、患者急増への対応ですとか、容

態の落ち着いた重症患者の転院搬送など、搬送体制を強化する

ために搬送車両を倍増いたします。

次のページをお願いいたします。入院調整用のリスク表でご

ざいます。先ほど病床のところで説明をいたしました３月に発

出された厚生労働省の今後の感染拡大に備えた医療提供体制整

備についての通知においては、感染が拡大して医療の負荷が高

まっている時に入院治療が必要な方が入院できるよう、判断基

準の明確化を行った上で保健所や医療機関などが共有しておく

ということが求められております。そこで専門家会議での意見

も踏まえ、本県における入院の判断基準としてこのリスク表を

策定いたしました。検査所見及び症状と基礎疾患等、その他と

いう分類がございまして、それぞれの項目をスコア化しており

ます。平時におきましては、有症状かつスコアの合計１点以上

を入院調整の対象といたします。そして、病床使用率が６０％

以上となった場合には、スコアの合計６点以上を入院対象とい

たします。ただし、今６点未満でも医師が入院必要と判断する

場合には入院調整の対象とするというものでございます。私か

らは以上でございます。

続きまして、議題（５）まん延防止等重点措置の延長に伴う

県立学校の対応について、教育長及び総務部長から説明をお願

いいたします。

教育局でございます。３５ページ目の資料をお願いいたしま

す。県立高校における新型コロナウイルス感染の状況でござい



ます。一週間ごとの陽性者数でございますが、５月６日から１

２日の週はゴールデンウィークの影響によりまして、生徒、教

職員を合わせて２９人まで増加しておりましたけれども、次の

週からは減少に転じまして５月２０日から２６日の週では１１

人となっております。

次の資料をお願いいたします。まん延防止等重点措置の延長

に伴う県立学校の対応についてでございます。県立学校におけ

る教育活動につきましては基本的には現在の取組を継続してま

いりますけれども、新しい取組についてご説明をさせていただ

きます。まずは左側、対応案の①感染予防の徹底にございます

県養護教諭会と連携した感染防止対策集の作成についてでござ

います。これは県内の小学校、中学校、高校、そして特別支援

学校、すべての学校に養護教諭が配置しておりますが、その養

護教諭で組織している養護教諭会と連携いたしましてその専門

性を生かした感染予防のアイディアですとか好事例をまとめて

各学校へ周知してまいります。これまでの感染防止対策を継続

しながらこの対策集を活用して各学校における体制の強化につ

なげてまいります。

次に③の修学旅行等の把握を伴う校外行事についてでござい

ます。修学旅行などにつきまして実施する場合には事前及び旅

行中の健康管理、食事の際おしゃべりをしないことなど感染防

止対策のさらなる徹底を図ってまいります。

次に資料右側⑥部活内感染防止の取組についてでございま

す。まず部活動内で陽性者が発生した場合、初発対応の強化に

より拡大防止を徹底してまいります。具体的には陽性者が発生

したとき、各学校と保健所を迅速に繋ぐとともに各学校の適切

な初期対応のサポートをしてまいります。状況によりましては

実際に学校に職員を派遣して現場での支援を実施いたします。

また、感染対策の専門家による学校訪問を実施いたします。具

体的には感染症管理専門看護師の方に実際に３校程度高校を訪

問していただいて部活動の活動状況を実際にチェックして活動

防止対策の支援及び助言をしていただきます。この訪問結果を

もとに感染防止対策のポイントなどを事例を挙げて具体的に示

し各学校にフィードバック致します。なお、部活動につきまし

ては、これからの気温上昇による熱中症の事故防止の観点から

徐々に体を慣らしていく必要があるため、試行として現状の週

２回の活動を、土日を含めて段階的に増やしていきたいと考え

ております。また、これまで同様、公式戦、あるいはコンクー
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ルなどに出場する場合には、感染防止対策を徹底した上で大会

などの２週間前から県の活動方針に基づいた活動を認めること

といたします。

最後に左側の継続する取組のうち、①、③、④、⑤につきま

しては、県立学校の取組を各市町村教育委員会にお知らせをい

たしまして、それぞれの地域の感染状況などに応じて適切にご

対応いただくよう要請してまいります。

教育局からは以上でございます。

総務部でございます。総務部からは私立学校の対応について

でございます。まん延防止等重点措置の延長に伴いまして私立

学校についても現在の対応を継続しながら対策の強化を図る必

要があると考えています。ただいま教育長から説明がありまし

た県立学校の対応について周知行い、初発対応の強化などによ

る拡大防止など感染防止対策のさらなる徹底について同様の対

応をとるよう要請をしてまいります。また、私立学校の寮や寄

宿舎についてでございますが、例えば寮内では必ずマスクを着

用すること、また、食事の際は会話を控えることなど感染対策

の更なる徹底を改めて要請をしてまいります。私からは以上で

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。

総務部からでございます。まん延防止等重点措置が延長され

ることに伴いまして総務部から職員の皆様に改めてお願いをし

たいと思います。県民の皆様や従業者の皆様には感染拡大防止

のため様々なお願いをしているところございます。繰り返しの

お話しになりますが、職員は県民の皆様にお願いをしているこ

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

する必要がございます。家族を含め地域のインフルエンサーと

して積極的役割を果たしていただきたいと思います。

また、経済団体に対して出勤者数の削減をお願いしているこ

とから空間的分離による執務室内の職員数削減に加えてテレワ

ークの活用等による出勤者のさらなる削減を徹底するようお願

いをいたします。現在多くの職員に新型コロナウイルス対策業

務の応援にご協力を頂いていることに改めて感謝申し上げます

とともに引き続きのご協力をお願いいたします。私からは以上
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でございます。

その他はよろしいでしょうか。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５４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。


