
                                          

第６２回新型コロナウイルス対策本部会議
令和３年７月３０日（金）18:30～19:00 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６２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）

はい、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。

はい。それでは保健医療部でございます。資料の３ページを

お開きいただきたいと思います。まず、ＰＣＲ検査の現状でご

ざいます。連休中は検査数が１日に２，０００件程度にとどま

っておりましたが、連休明けからは１日あたり５，０００件か

ら６，０００件の検査を実施するなど、陽性者の増加を受け増

加傾向にございます。

次の資料でございます。陽性率の推移でございますが、直近

の要請率は１０％ということでございまして、陽性者数の急激

な増加を受けてステージⅣの指標に達しております。

次の資料でございます。陽者数の日別の推移でございますけ

れども、昨日の新規陽性者８６４人、一昨日が８６９人に続き

まして、本日は８５３人ということでございますが、８００人

を超える日が続いております。直近１週間の新規陽性者数につ

きましても、３，９７０人ということで、過去最大の人数を記

録している状況にございます。

その次の資料をお願いいたします。陽性者退院終了者の推移

の累計でございますけれども、７月２９日の時点での累計の陽



性者数は５５，０５５人と、そこから退院や療養終了の方など

を除いた現在の患者は６，００２人ということで、新規陽性者

数と同様に急激に増加をしております。

その次の資料をお願いします。病床使用率の推移でございま

す。新規陽性者数の増加と同様に急激に増加をしております。

直近の使用率全体では５５．１％とステージⅣの水準を上回っ

ております。重症病床もここ数日で急激に上昇しておりまして

３１．５％と、こちらはステージⅢの水準を上回っている状況

にございます。

その次の資料をお願いいたします。３週間の年齢構成別の推

移でございますけれども、３週間のいずれも２０代を中心とし

た構成となっておりまして、その一方で６０代以上の方は全体

の１割以下にとどまっております。

その次の資料をお願いします。３週間の感染経路別の推移で

ございますが、グリーンの都内由来の案件については割合が減

少している一方で、夜の街を含む飲食店での会食による感染や、

勤務先での感染が増加している状況にございます。

その次の資料をお願いいたします。市町村別の新規陽性者数

について人口１０万人当たりの人数で整理をしたものでござい

ますが、陽性者の急激な増加によりまして、ほとんどの市町村

で人口１０万人当たりの陽性者数がステージⅣの指標でござい

ます２５を超えている状況にございます。

次の資料をお願いいたします。こちらは実数ベースで整理し

たものでございます。やはり陽性者数の急激な増加によりまし

て、多くの市町村で１週間で５０人、あるいは１００人を超え

る新規陽性者数が確認されているところでございます。

その次の資料をお願いいたします。国の分科会で示されたス

テージ指標の推移でございます。ほぼすべての指標が悪化して

おりまして、重症病床の占有率を除いた、すべての指標がステ

ージⅣとなっております。一番下の実行再生産数につきまして

も、直近１週間で１．４７８と非常に大きな数値となっており

まして、さらなる感染拡大が懸念されるところでございます。

次の資料をお願いいたします。Ｌ４５２Ｒ変異株のＰＣＲ検



福祉部長

査の実施状況でございます。直近の実績でございます７月１９

日から２５日について、新規陽性者数２，５９９人に対し８９

５人、３４．４％の検査を実施しているところでございますが、

このうち陽性者は４２４人ということで、陽性率が４７．４％

となっております。その前の週が３６．６％でございますので、

１０ポイント以上増加していることになります。株の置き換わ

りがさらに進んでいる状況にございます。

その次の資料をお願いいたします。ワクチンの接種実績でご

ざいます。７月２９日現在の実績でいきますと、前日に比べま

して９２，９２６回の接種を実施している状況にございます。

医療従事者につきましては１回目の接種が１０１．３％、２回

目が９４．９％ということで、接種は終了したと捉えておりま

す。高齢者につきましては１回目の接種が８４．９％。２回目

の接種が６９．１％ということで、順調に接種実績を伸ばして

いる状況にございます。私からは以上でございます。

続きまして福祉部の方からご説明をさせていただきます。１

５ページをご覧をいただきたいと思います。社会福祉施設にお

ける感染発生状況についてでございます。グラフは棒グラフが

感染者数で、オレンジの部分が施設の職員、青い部分が施設の

利用者、折れ線グラフは上の黒い線が感染発生施設数、下の赤

い線が感染が発生した１施設当たりの平均の陽性者数を表して

おります。グラフは月別になっておりまして、下の赤い楕円の

記載は当該月に５人以上感染が発生した施設を表しておりま

す。

まずご覧いただいている高齢者施設では、ピーク時の本年１

月は１３０施設で８７３人の感染が確認されました。一方、一

番右の７月は、６月と比べると増加傾向にございますが、赤い

折れ線の平均陽性者数は１．９と低い値でとどまっております。

本県では、ワクチン接種が進む前から、このように平均陽性者

数が低く抑えられており、県の数々の施策と各施設の懸命のご

努力が功を奏しているものと考えております。ただし、ワクチ

ン接種を受けた利用者や職員が感染している事例もこのところ



司会

危機管理防災部長

散見されておりまして、改めて感染防止対策の徹底を働きかけ

ていく必要があると考えているところでございます。

次の１６ページをご覧いただければと思います。１６ページ

は障害児者施設における状況でございます。高齢者施設と同様、

ピーク時から減少傾向にございましたが、異なるのがグラフの

右をご覧いただければと思いますけども、市町の感染拡大に伴

いまして感染発生施設数が４１施設と、７月に入り急増してお

ります。ただし赤い折れ線グラフのとおり、平均陽性者数は２

人前後で、以前の８人とか５．１人だったピーク時と比較する

と抑えられております。こちらも改めて感染防止対策の徹底を

働きかけていく必要があると考えております。

次の１７ページをご覧いただければと思います。こちらが保

育所における状況でございます。保育所は、高齢者施設や障害

児者施設と異なりまして、陽性者数は市中の感染拡大の動きと

ほぼ連動した動きとなっております。７月は現時点でピークで

あった１月の９５施設１３５人を超え、９６施設１７３人とな

っております。赤い折れ線グラフの１施設当たりの観察を見て

みると、特段大きく増加はしていないものの、５人以上感染が

発生している施設数も月あたりで８施設と過去最大となってお

ります。保育所に関しては、感染防止対策について園や職員の

方に対して徹底していただくのはもちろん、園のご協力をいた

だき、園児の保護者の方に対しても、家庭内での徹底について

働きかけていければと考えているところでございます。以上で

ございます。

はい。続きまして議題の（２） 埼玉県における緊急事態措置

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。スライドの方１８ページをご覧

いただきたいと思います。今日から緊急事態措置という形で政

府の方が決定をいたしましたので、これを受けまして、協力要

請という形で、県民、事業者の皆様の方にご協力をいただくと

いう内容になっております。従前のまん延防止等重点措置との



違いなどを中心に説明をさせていただきます。

まず１点目の対象区域ですけど、これまで、まん延防止等重

点措置という形で２０の市町、主に県南部に対して重点措置区

域という形でその他のところにつきましてはその他の地域とい

う形で、対策を取ってきたわけですけれども、今回からは県内

全域という形で対策を実施していくという形になります。

実施期間につきましては、８月２日月曜日から８月３１日ま

でという形になっております。

おめくりをいただきましたところが、まず県民の皆様に対す

る要請であります。赤字になっておりますけれども、根拠条文

が特措法４５条第１項に基づく要請という形で、従前のまん延

防止等重点措置とは根拠条文が異なってくるということでござ

います。

中身につきまして細かくは省略させていただきますけれど

も、まず飲食店につきましては、きちんと感染対策を施されて

いる飲食店のご利用をお願いしたいということから、安心宣言

飲食店プラスの方をご利用いただきたいという内容になってお

ります。それから、ちょうど季節にもなっておりますけれども、

不要不急の帰省や旅行については極力控えていただく。それか

ら今回特に緊急事態宣言という形になりますので、その下のと

ころですけれども、午後８時以降の外出につきましては、県民

の皆様に自粛の方をお願いをしていくということでございま

す。また、どうしても外出する場合はですね、これまでまん延

防止等重点措置の時には特に人数とかそういった制約といいま

すか、条件等なかったわけですけれども、今回基本的対処方針、

国の方で定めるものの中で、極力家族や普段行動をともにして

いる仲間と少人数でお願いしますというような内容が盛り込ま

れておりますので、これを緊急事態宣言ということで、盛り込

ませていただいております。

おめくりをいただきましたところが、飲食店に対する要請で

あります。こちらも根拠条文が４５条第２項という形でお願い

をするところでございまして、ポイントはこの表にありますけ

れども、お酒それからカラオケですけれども、そういったもの



をお酒の提供するところにつきましては休業をお願いしたい。

それから、お酒の提供がないところ、あるいはこれを機会にこ

の期間中はお酒提供しませんということになった場合には、営

業時間の短縮という形で、午後８時までの営業という形をお願

いするということでございます。

その下に令第１２条というふうに書かれておりますけれど

も、そのすぐ下にある括弧書きの内容、これ従前もですね、ま

ん延防止等重点措置でも行われていた内容ですけれども、根拠

条文が変わったということで赤字で表記をさせていただいてお

ります。

おめくりをいただいたところは結婚式場ということで、基本

的にはお酒類の提供等々についての記述でございますので、次

をおめくりいただきたいと思います。

５ページ、全体では２２ページになりますが、劇場等に対す

る要請ということであります。お酒類の提供を引き続き自粛を

お願いしているほか、こちらの施設、人数制限という形で、５，

０００人、かつ収容率は５０％以内という形でございます。

１ページ飛ばしまして７ページ、全体では２４ページになり

ますが、商業施設、こちら大型小売店あるいはショッピングセ

ンター等々に関してですけれども、こちら営業時間につきまし

て、黒字になっておりますけれども真ん中のあたり、午後８時

までということであります。これまではまん延防止等重点措置

の場合は、重点措置地域は午後８時、それから措置区域以外は

午後９時までという形でありましたけれども、今度は全県一つ

という形で、午後８時まででお願いをするということでござい

ます。お酒カラオケの使用については自粛をいただくという内

容でございます。入場整理等につきましては、変更はございま

せん。

おめくりいただいた８ページ、全体２５ページについては床

面積、規模の小さなところについても午後８時まででお願いを

するという内容になっております。

おめくりをいただいたところがその他の施設についてのお願

いでありますけれども、基本的には酒類提供自粛というような



内容でございます。

それからおめくりいただいた１０ページ、全体では２７ペー

ジになりますが、こちらがイベントでございます。上限につき

ましては、これまでどおり収容定員が１万人以下であれば、半

分までと。それから１万人以上であれば、何万人入ろうと５，

０００人までというような形での要請になっております。それ

から真ん中よりちょっと下にその他の要請のところにありま

す、主催者は参加者等の直行・直帰を確保するため、必要な周

知・呼びかけを徹底することというふうに、これは新しく盛り

込ませていただいております。これは緊急事態宣言の地域につ

きましては、国の基本的対処方針の方で謳われております。ま

ん延防止の時にはなかったですけれども、そういうことがある

ので、ここに盛り込ませていただいております。人流を抑制す

るということ、あるいは、寄り道をしないでというような内容

でございます。

おめくりをいただいたところが事業者、１１ページですね、

全体２８ページになりますが、こちらの方で真ん中より下に赤

字で書いております。いわゆる午後８時以降について外出の自

粛をお願いするという内容からですね、職場につきましても、

午後８時以降の勤務については抑制をしていくということをお

願いしていくということでございます。それから人流抑制とい

う観点から、看板、ネオンサイン、もちろん防犯上の必要なも

のは除きますけれども、こういったものについて、夜間につい

て照明の方を消していただくことを推奨するという形で書かせ

ていただいております。

おめくりをいただいたところ１２ページ、全体の２９ページ

ですが、教育委員会につきましては特措法２４条第７項と別の

項目ございますので、こちらについて防止対策の徹底をお願い

するほか、高齢者施設等につきましては、先ほどもありました

けれども、ＰＣＲ検査の受検等々でですね、少しでも感染者を

減らしていくという形でございます。９番目の県主催イベント

及び県有施設の取り扱いにつきましては、従前のまん延防止等

重点措置と変更はございません。イベントにつきましては徹底



司会

保健医療部長

司会

教育長

した感染防止対策を講じることを条件に開催をすると。それか

ら屋内県有施設につきましては、いわゆる民間の施設等々とバ

ランスがございますので、主催者に条件を徹底した上で、開館

をしていくというような形でお願いをしていきたいと考えてお

ります。以上が協力の要請内容についての説明でございます。

はい。ただいま説明のありました、協力要請の内容につきま

しては、埼玉県新型感染症専門家会議の各委員からご意見をい

ただいております。いただいた主な意見につきまして、保健医

療部長から報告をお願いいたします。

はい。保健医療部でございます。専門家会議にいたしまして

この緊急事態措置に基づく協力要請の案について意見を求めま

したところ、協力要請案に賛同するという意見をいただいてお

ります。以上です。

はい。ただいまの説明報告につきまして、何かご意見やご発

言はございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは実

施期間は令和３年８月２日から８月３１日までとし、協力要請

の内容は、原案の通りと決定させていただきます。

続きまして議題の（３）緊急事態宣言期間における教育関係

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。

はい。それでは資料３０ページをお願いいたします。緊急事

態宣言期間の教育関係の対応につきましては、基本的な感染防

止対策を徹底した上で夏休み中の教育活動を継続いたしますけ

れども、新たな取り組みを含め２点、ご報告をさせていただき

ます。まず１家庭内感染防止の取り組みでございます。県内の

新規要請者の急増に伴いまして、児童生徒の感染も増えている

状況にあり、その感染経路としては家庭内が多くなっておりま

す。児童生徒が保護者の方あるいは兄弟などから感染している

状況を踏まえまして、家庭内での感染防止対策の徹底、あるい

は家族ぐるみでの感染防止に向けた意識啓発などが求められて



総務部長

いる状況にございます。そこで、子供たちが感染防止リーダー

となって、家族ぐるみの感染防止対策を実践する取り組みを行

います。

具体的にはリーフレットを作成いたしまして、学校を通して

家庭にお届けし、子供たちに家庭内での感染防止の主役になっ

てもらおうという取組でございます。各ご家庭で子供たちが積

極的に、例えば、ご飯はみんなでおうちで食べようとか、ある

いは窓を開けて換気をしようなどということで、家族の皆さん

の感染防止への意識の高まりにも貢献できるものと考えており

ます。この取組を、市町村教育委員会と連携して広く県内全域

での取組として推進をしてまいります。

次に２の部活動につきましては、引き続き感染防止対策を徹

底した上で実施をしてまいります。活動日数につきましては、

現在週５日の活動のところ、週４日以内といたしまして、県外

での活動や泊を伴う活動などは全国大会やコンクール等に出場

する場合を除き禁止といたします。また、体調不良者等の参加

禁止の徹底、原則として飛沫感染の可能性の高い活動を行わな

いなど、資料に記載の感染防止対策を徹底してまいります。現

在夏休み中でもありますので、一定の頻度で部活動を行って学

校の管理下において指導することによりまして、生徒たちの健

康管理ですとか、メンタルヘルスの維持等にも対応してまいり

ます。

なお、中学校の部活動における感染例も見られることから、

市町村教育委員会に対しまして県立学校に準じた対応を要請し

てまいります。教育関係の対応については以上でございます。

続きまして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。緊急事態宣言の発出に当たりまして、

私立学校についても、感染防止対策をさらに強化をしていく必

要があると考えております。

具体的には、部活動において週４日以内の活動とすること。

また、練習試合等、校外活動は原則県外で行わないことなど、

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
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周知し、同様の対応を取るよう要請をしてまいります。

また、私立学校においても、児童生徒が主役となり家庭内で

の感染対策を家族ぐるみで実践してもらう、もらえるよう各学

校に要請をしてまいります。私からは以上でございます。

はい。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、お願いします。

緊急事態宣言の発出に伴いまして、総務部から職員の皆様に

改めてお願いをいたします。現在新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、県民の皆様に対し、様々な協力要請を行っている

ところでございます。大人数での会食や自宅外での飲酒など、

県職員への信用を失墜するような行為は厳に慎んでいただくよ

うお願いをいたします。

また、必要な体制を確保した上で、テレワークの活用や休暇

取得の促進等により、出勤者数の７割削減を徹底していただく

ようにお願いをいたします。

なお、職場における感染事例も複数発生をしておりますこと

から、職場内の換気や３密の回避、体調不良時の出勤自粛など

についても引き続き実践していただければと思います。

職員は県民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。

家族も含め、地域のインフルエンサーとして積極的には役割を

果たしていただくよう重ねてお願いをいたします。これまでも

多くの職員に、新型コロナウイルス対策業務に応援をいただい

ていることに改めて感謝を申し上げます。緊急事態措置の実施

に伴い、新たに応援を依頼することもあるかと思いますが、引

き続きのご協力をお願いいたします。私から以上でございます。

はい。他はよろしいでしょうか。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）



司会 はい。以上をもちまして、第６２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。


