
                                          

第６８回新型コロナウイルス対策本部会議
令和３年９月２８日（火）17:30～18:00 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

はい。それでは定刻になりましたので、ただいまから第６８

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。保健医療部でございます。

それでは、資料の３ページをご覧いただきたいと存じます。

感染の発生動向についてご説明をいたします。ＰＣＲ検査の現

状でございますが、直近の１週間の１日当たりの平均で２，５

００件と、新規陽性者数の減少に伴いまして、減少傾向にござ

います。

次のページをお願いいたします。陽性率の推移でございます

が、直近の陽性率は５．１％ということで、陽性者数の減少に

伴いまして減少傾向にございます。

そしてその次のページをお願いいたします。陽性者数の推移

についてでございます。直近１週間平均の新規陽性者数は約１

６０人ということでございまして、感染ピーク時の約１０分の

１まで減少をしてまいりました。

その次のページをお願いいたします。陽性者それから退院等

の終了者の累計の方でございますけれども、累計の陽性者数１

１４，３２７人でございまして、そこから退院や療養終了の方

などを除いた現在の患者数は、２，４６４人ということで、新



規陽性者数の減少に伴いまして、こちらも減少傾向にございま

す。

次のページをお願いいたします。病床使用率でございます。

病床全体の使用率は３０．４％、そのうち、重症病床の使用率

は２７．５％と、いずれもステージⅣの水準であります５０％

を下回っている状況にございます。

次のページをお願いいたします。３週間の年齢構成比につい

て整理したものでございます。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す。全体の構成に大きな変化はござ

いませんが、陽性者数の減少に伴い全体の人数が減少しており

ます。

次のページをお願いいたします。３週間の感染経路別の推移

でございます。家庭内での感染、そして、勤務先での感染が多

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１０万人あたりで整理をさせていただいたもの

でございます。陽性者数の減少に伴いまして、前の週と比較し

まして全体的にどの市町村も一段階減少しておりまして、多く

の地域でステージⅣの２５人を下回っているところが多くなっ

ております。

その次のページ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が、直近１週間では、さいたま市が

２００人を超えているものの、ほぼすべての地域で減少傾向に

ございます。

その次のページをお願いいたします。国の分科会で示されま

したステージ指標の推移について整理したものでございます

が、全体的にどの指標も改善傾向にございます。先週までステ

ージⅣの水準でありました新規報告者数が、ステージⅢを切ろ

うかという水準まで低下をしてきております。

次のページをお願いいたします。政府の分科会において示さ

れました緊急事態措置解除の考え方にかかります指標について

本県の状況を整理したものでございます。先週と比較しまして、

すべての指標が改善傾向にございまして、解除の指標を満たし



福祉部長

司会

危機管理防災部長

ている状況と言えます。

次のページをお願いいたします。ワクチンの接種実績でござ

います。９月２７日までの実績ということになりますが、２７

日には１０万３，３９２回の接種が行われまして、これによっ

て、全人口に対する接種率は、１回目終えられた方が６３．１％、

２回目終えられた方が５１．２％となっております。

私からは以上でございます。

はい。続きまして福祉部でございます。

１５ページをご覧いただきたいと思います。こちらは高齢者

施設における陽性者数の発生でございます。棒グラフが要請者

数、黒い折れ線グラフが感染の発生した施設数となっておりま

すが、グラフの右側の方をご覧いただければわかる通り、８月

から９月にかけまして、大きく減少をしているところでござい

ます。

次のページをご覧いただけばと思います。１６ページは障害

児者施設の状況でございますが、６月から９月の状況は先ほど

の高齢者施設と同様の傾向でございまして、８月から９月に向

けて、大きく減少しているところでございます。

次のページをお願いいたします。１７ページは保育所におけ

る状況でございます。６月から９月の状況はほぼ高齢者施設数、

障害児者施設数と同様でございますが、９月につきましては、

グラフの青い部分の園児の方が若干７月よりも増えております

ので、７月の水準を９月は上回っているような状況にございま

す。私の方からは以上でございます。

はい。続きまして、議題の（２） 埼玉県における令和３年１

０月１日以降の段階的緩和措置等について、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。

資料１８ページをご覧いただきたいと思います。１０月１日

以降の段階的緩和措置等についてご説明させていただきます。



政府が本日、本部会議を開催し、９月３０日をもって本県も

含めて緊急事態宣言を解除する、という形になってまいりまし

た。そこで、新型インフルエンザ等特措法に基づいての２４条

第９項等の要請を段階的緩和措置等として実施をしていくとい

うことを考えております。対象区域につきましては埼玉県全域

とさせていただきます。実施期間につきましては、１０月２４

日までという形で考えております。これにつきましては基本的

対処方針の中で、対策の緩和については段階的に行い期間は１

ヶ月までを目途とするという記載がございますので、それを参

考にし、また、首都圏の１都３県で同じ日にちになる予定でご

ざいます。

その次のイベント等の開催制限１０月３０日というふうにな

っております。こちらも基本的対処方針の中で、緊急事態宣言

解除後１ヶ月の経過措置として、という文言がありますので、

国の方の指示の中で、１０月３０日というふうになっておりま

す。なお書きにもありますけれども、ステージⅡ相当以下に下

がるまで続けるということが、基本的な考え方でございます。

次のページをご覧いただきたいと思います。県民に対する要

請という部分であります。以下、主だったものにつきましてご

説明をさせていただきます。

まず、上の特措法２４条第９項につきましては、外出につい

ては混雑している場所や時間を避けて少人数で行動すること

と、従前は不要不急の外出を避け、というようなところから始

まっているところでありますけれども、こちらについて外出す

る場合の注意というような形で書かせていただいております。

下のその他のお願いの部分では、ポチの二つ目、感染防止対

策が徹底されていない飲食店等の利用は控えてくださいという

形でございます。

それから、下から二つ目のポチにありますけれども、飲食の

際には１２０分を限度とし、静美食等を徹底して欲しいという

こと、それから会食はできる限りできるだけいつも近くにいる

４人以内という形で県民の皆様に対しての要請ということをさ

せていただきたいと考えております。



次のおめくりいただきまして２０ページになりますけれど

も、こちらが施設の使用制限、そのうちの飲食店等に対する要

請という部分であります。特措法２４条第９項に基づきまして、

ご覧のような対象施設、飲食店、それから遊興施設いわゆるバ

ー等、それから、飲食店の許可を得ている結婚式場というよう

なところにつきまして、その次にありますけれども認証店と非

認証店で区別する。これは国の基本的対処方針の中で、こうい

う区分でいきますという形になっております。

彩の国安心宣言飲食店プラスの認証店につきましては、営業

時間が午後９時まででお酒の提供は午後８時まで。それから、

人数につきましては、４人以内、または同居の家族というよう

な形で書かせていただいております。

それから非認証店につきましては、営業時間は８時までにし

て欲しいということ。それから、お酒の提供については自粛を

お願いしたいということであります。人数についての上限は認

証店と同様でございます。

それから次のページをご覧いただきますと、上のその他のお

願いの箱のところですけれども、長時間の会食自粛ということ

であります。１２０分超の会食は避けていただきたいというこ

とで、従前は９０分という形でお願いをしていたところであり

ますけれども、専門家会議のご意見を踏まえまして、１２０分

というような形に変更してございます。

次に真ん中辺にあります（２）劇場等、商業施設、遊興施設

等に対するお願いという部分であります。これにつきましては、

ご覧いただいた対象施設、劇場、商業施設、遊興施設等ですけ

れども、営業時間の方を午後９時まで。それからお酒類の提供

については、終日提供を自粛するというような形でお願いをし

たいと考えております。なお、このお酒の提供自粛につきまし

ては１都３県で協調して対応するというようなことで今、予定

をしております。

おめくりをいただいたところが、真ん中辺で（３）その他の

令第１１条第１項該当施設に対するお願いという部分でござい

ます。これまでの緊急事態宣言下では、様々なご覧のような施



設に関しましても、その他のお願いという部分でさせていただ

いておりましたけれども、最低限お願いしたいというようなこ

とで、業種別ガイドラインの遵守、あるいは飲食の際における

働きかけということを精査して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が、５イベント等の開催制限で

ございます。特措法２４条第９項に基づく要請ということで、

こちら基本的対処方針に則った形で記載をさせていただいてお

ります。人数上限と、それから収容定員に収容率というのを掛

けた人数のいずれか小さい方という大きな枠組みの中で、人数

上限についてはご覧のような５，０００人、あるいは５０％た

だし１０,０００人以下と、それから収容率については大声を出

すか出さないかというところで、１００％あるいは５０％とい

うような形で区分をした上で、いずれか小さいほうとするとい

うような形にさせていただいております。

その他のお願いという形ですけれども、営業時間あるいは興

行の時間というのでしょうか、午後９時までという形。それか

らお酒については、これも終日提供は自粛をしていただきたい。

それからイベントということもありますので、入場整理につい

ては徹底をしていただきたいと、いうような内容になってござ

います。

おめくりをいただいたところが、事業者に対する要請という

形になっております。特措法２４条第９項に基づきまして、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を引き

続き行いますほか、その他のお願いという部分で、職場への出

勤について、テレワークの活用や休暇取得等の促進により出勤

者数の削減を目指していきたいということを書かせていただい

ております。

おめくりをいただきましたところが県主催イベント等及び県

有施設の取扱いという部分であります。県主催イベント等につ

きましては徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催す

るということです。それから宿泊施設につきましては、当面は

休館という形でさせていただきたいと考えております。

一番下のところに９としまして、ワクチン・検査パッケージ



司会

保健医療部長

司会

教育長

の技術実証の取扱いとございます。ワクチン接種歴及びＰＣＲ

検査等の検査結果をもとに、個人が他者に二次感染させるリス

クが低いことを示す仕組みというのが、ワクチン・検査パッケ

ージというふうに言われておりますけれども、いわゆる実証実

験というふうな形でも言われていますが、この技術実証につき

ましては、これまで申し上げてきましたような要請について、

特例的に緩和をするという形で考えております。

技術実証の内容、あるいは制限緩和を具体的にどういうよう

な内容でやるのか、これにつきましては別途知事が定めるとい

う形で、迅速に柔軟に対応できるような形で、ここに盛り込ん

でございます。ご説明につきましては以上です。

はい。ただいま説明のありました、段階的緩和措置等の内容

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御

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。それでは、１０月１日以降の措置につきまして、専門

家会議に意見を求めましたところ、賛同するという意見をいた

だいております。

はい。ただいまの説明、報告につきまして、何かご意見、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

段階的緩和措置の対象区域、実施期間及び協力要請の内容等は、

原案のとおり、決定させていただきます。続きまして議題の（３）

令和３年１０月１日以降の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。

はい。教育局でございます。資料２６ページをお願いいたし

ます。２６ページは、市町村立小中学校における感染状況でご

ざいます。さいたま市を除く感染状況でございます。陽性判明

日ベースで１週間ごとの陽性者の人数と、学校数の推移を示し

ております。県内の新規陽性者数と同様に、小中学校の児童生



徒の陽性者も減少しております。続いて２７ページをお願いい

たします。県立学校における感染状況でございます。９月の前

半に一部の県立高校で集団での感染事例がありましたけれど

も、後半になって大きく減少してきております。しかしながら、

決して楽観視できる状況ではないと考えておりますので、引き

続き高い緊張感を持って、感染防止と教育活動の両立に取り組

んでまいります。

次の資料をお願いいたします。１０月１日以降の県立学校の

対応でございます。基本的な考え方といたしましては、これま

で実施してまいりました、分散登校から感染防止対策を徹底し

た上で、通常登校に戻してまいります。まずその前提として、

左側①基本的な感染防止対策の徹底でございます。資料に記載

の事項を中心に、学校での感染拡大を防止する上で重要となる

事項を徹底してまいります。先日、ｅＭＡＴに寄る学校支援を

行った際に、専門家の先生から、換気の重要性について改めて

ご指導いただきましたので、特に徹底をしてまいります。また、

出席停止や学級閉鎖の措置等、陽性者発生時の迅速かつ適切な

対応を行うとともに、併せて保健所と連携して、行政検査の実

施を徹底してまいります。

次に②教職員生徒のワクチン接種の促進でございます。県内

の教職員のワクチン接種はかなり進んでおりますけれども、接

種を希望しているものの、まだ接種できていない教職員も一定

程度おりますので、各市町村での個別接種に加えて、県の集団

接種会場も活用しながら、接種を加速させてまいります。

また、県の集団接種会場も含め、県内各自治体では１２歳以

上の全年齢を対象としたワクチン接種が進む状況となっており

ます。学校では希望する生徒が安心して速やかに接種を受ける

ことができるよう、出席の扱い等も含めて、適切な配慮をして

まいります。その一方で、ワクチン接種が任意であることを踏

まえまして、接種の有無による差別やいじめ、あるいは部活動

や学校行事への参加に関連した同調圧力等が生じることがない

よう、十分に注意をしてまいります。

次の③登下校については、地域や学校の状況を踏まえて、必



総務部長

要に応じて時差通学を実施することといたします。

次に④学習活動についてでございますが、基本的な感染症対

策を徹底した上で、特に合唱や調理実習等については、感染防

止対策を再徹底して、内容や実施方法を工夫するなどして実施

をいたします。

次に右側、⑤学校行事でございます。文化祭や体育祭等の学

校行事につきましては、児童生徒、教職員のみで実施すること

といたしまして、実施方法や企画の内容を工夫して、感染防止

を徹底してまいります。泊を伴う修学旅行につきましては、目

的地の感染状況等を踏まえて、慎重に判断することといたしま

す。

次に⑥部活動でございます。部活動につきましては、学校に

陽性者が発生した際に、保健所の積極的疫学調査と連携をして、

当該部活動の一定期間の活動を停止、あるいは部員の出席停止

などの対応を行うことなど、感染防止対策を徹底しながら、段

階的に活動の制限を緩和することといたします。そこで、始め

の２週間、１０月１５日までは公式大会やコンクール等に出場

する場合を除き、活動の一部制限を継続いたします。具体的に

は、下校による生徒の接触機会を削減するため、土日の活動を

禁止することとして、活動は平日のみ、週４日以内、時間は２

時間以内といたします。練習試合等については引き続き禁止と

いたします。１０月１６日以降は、県のガイドラインに基づい

た活動を可能とすることとして、平日の週４日に加えまして、

土日のいずれか１日も活動できることといたします。ただし、

練習試合や県外での活動は、感染状況を踏まえて慎重に判断す

ることといたします。以上が、県立学校の対応でございます。

なお、市町村の教育委員会に対しましては、県立学校の対応

を踏まえまして、各地域の感染状況等も考慮した上で、適切に

ご対応いただくよう要請して参ります。教育局からは以上でご

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。私立学校につきましても、緊急事
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態宣言の解除後も引き続き、感染対策を徹底していく必要があ

ると考えております。教育長から説明がありました、部活動に

おける感染拡大の対策の徹底や、段階的な活動制限の緩和など、

県立学校の対応について周知し、同様の対応をとるよう要請を

して参ります。また、寮を設置する私立学校につきましては、

寮は生徒の生活の場でもあることから、感染対策の徹底を改め

て要請いたします。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、発言のある方はいら

っしゃいますでしょうか。お願いします。

総務部でございます。緊急事態宣言の解除が決定をされまし

たが、県民の皆様や事業者の皆様には、段階的緩和措置として

引き続き、感染拡大防止のため様々なお願いをしているところ

でございます。職員の皆様には、県民の皆さんの模範となるよ

うな行動をお願いしたいと思います。また、新型コロナウイル

ス感染症対策につきましては、多数の職員に応援のご協力をい

ただき、御礼を申し上げるところでございます。今後も感染状

況や対応策等に応じて、応援職員が必要となった際に柔軟に対

応できるよう、一定の待機人員を確保するなど、全庁的に応援

体制を継続する必要がございますので、職員の皆様のご協力を

お願いいたします。以上でございます。

他に発言のある方はいらっしゃいますでしょうか。はい。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）

はい。以上をもちまして第６８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。


