
件 ％ 件 ％

Ａ 概ね実現した 24 72.7%

Ｂ 一部実現した 7 21.2%

Ｃ 実現していない 2 6.1% 2 6.1%

33 33合　　　計

※　知事が直接行った要望事項についての評価

「新型コロナウイルス感染症に関する緊急要望」に係る実績調書（令和元年度実施分）

　令和元年度に埼玉県が国に対し行った新型コロナウイルス感
染症に関する緊急要望（33事項）について、令和4年5月末時点
の状況を取りまとめたものです。

　要望事項に対する措置状況への評価は次のとおりです。

全　　　体

評　　　価

31 93.9%

令和4年6月22日
企画財政部企画総務課



No 要望項目 要望事項 要望年月日 評価 国等の措置状況 県担当課

1
医療・検査体制の強化
（医療体制）

軽症患者の取扱いや一般医療機関での受入ルールを早
期に示すこと。

令和2年3月16日 A
　令和2年4月2日付けの厚生労働省からの事務連絡により、軽症患者
の取扱いが示された。

感染症対策課

2
医療・検査体制の強化
（医療体制）

入院医療を担う医療機関に対し、人材確保の支援を行
うとともに、感染防止対策や病床確保のための十分な
財政措置を講じること。

令和2年3月16日 A

　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金が創設され、人材
確保支援や入院医療を担う医療機関に対する一定の財政支援措置が
講じられた。
　令和2年度第2次補正での対応で国1/2から全額国費による措置と
なった。
　また、令和2年12月25日に、入院医療を担う医療機関に対して受入
れ病床と人員を確保するための「新型コロナウイルス感染症患者等
入院受入医療機関緊急支援事業補助金」が措置された。

感染症対策課
医療整備課
医療人材課

3
医療・検査体制の強化
（医療体制）

対策の切り替えのタイミングについて、早期に具体的
な考え方や基準を示すこと。

令和2年3月16日 A
　対策の切り替えのタイミングについて、具体的な考え方や基準が
示された。

感染症対策課

4
医療・検査体制の強化
（検査体制）

医療機関、民間企業等におけるＰＣＲ検査の実施体制
を整備し、検査体制のさらなる拡充を図ること。

令和2年3月16日 A
　緊急包括支援交付金で、感染症検査機関等設備整備事業が認めら
れた。

感染症対策課

5
医療・検査体制の強化
（検査体制）

簡易検査キットの開発、導入を早期に実現し、広くス
クリーニング検査を実施できる環境を整えること。

令和2年3月16日 A
　簡易迅速に結果の判明ができる「抗原検査キット」が導入され
た。
  医療従事者に感染の恐れの少ない唾液による検査が認められた。

感染症対策課

6
医療・検査体制の強化
（検査体制）

検査基準を明確に示すとともに適切な検査の実施体制
や財政支援を行うこと。

令和2年3月16日 A
　相談・受診（検体採取）の目安が改訂された。
  緊急包括支援交付金で、感染症検査機関等設備整備事業が認めら
れた。

感染症対策課

7
医療・検査体制の強化
（検査体制）

県内衛生研究所に対する技術的支援及び検査資材等の
供給を確実に行うこと。

令和2年3月16日 B
　特に技術的支援はない。検査資材は入手しにくい時期もあったが
現在は安定している。

感染症対策課

8
医療・検査体制の強化
（衛生資材確保）

マスク等の安定供給のため、メーカー等に適切な生
産・供給を働きかけ、特に医療機関や社会福祉施設等
で必要な資材が十分に確保できるようにすること。

令和2年3月16日 A

　国による医療物資の配布に関する方針が事務連絡により示され、
サージカルマスク及び消毒液は令和2年3月、それ以外は令和2年4月
から医療機関向けの配布等が行われている。
　また、国はマスクの増産を速やかに実現するため、生産設備導入
を支援する令和2年度補助事業を実施した。

薬務課

9
医療・検査体制の強化
（相談体制）

国の電話相談窓口を拡充するとともに、地方自治体で
の相談窓口の対応が拡充するよう必要な支援を実施す
ること。

令和2年3月16日 A
　緊急包括支援交付金で、新型コロナウイルス感染症に関する相談
窓口設置事業が認められた。

感染症対策課

「新型コロナウイルス感染症に関する緊急要望」に係る実績調書（令和元年度実施分） 
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No 要望項目 要望事項 要望年月日 評価 国等の措置状況 県担当課

10 学校臨時休業への対策
学校施設などを活用した就学児の居場所確保のための
取組について、市町村等に対する財政措置など必要な
支援を行うこと。

令和2年3月16日 A

　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が国の令和２
年度補正予算で市町村分も含め措置された。
　県内市町村分として、第1次分164億円、第2次分476億円、第3次分
209億円（地方単独事業分）が確保され、学校の臨時休業等を円滑に
進めるための環境整備等にも活用できることとされている。
　令和３年度及び令和４年度も、過年度からの繰越分や補正予算等
による追加措置により、当該取組への活用は可能である。

市町村課
小中学校人事課

11 学校臨時休業への対策
臨時休業の対象外となっている幼稚園や保育所、放課
後児童クラブ等の感染防止の対策についても、必要な
支援を行うこと。

令和2年3月16日 A

　国の令和2年度1次補正予算、2次補正及び3次補正予算により事業
が実施されるようになり、支援を開始した。
　令和３年度補正予算において、継続して事業が実施されることと
なった。

学事課
少子政策課

12 学校臨時休業への対策

臨時休業期間において、従業員（パートタイム等）の
収入補償、在庫となった食材の経費、年間契約の倉庫
管理費や配送業務委託費等の補填など、学校給食納入
事業者に対する必要な支援を行うこと。

令和2年3月16日 B
　学校給食食材納入事業者を対象とした国の新たな対応はないが、
雇用調整助成金等について、国が学校給食食材納入事業者に周知し
た。

保健体育課

13 学校臨時休業への対策
給食の再開には相当の準備期間が必要となるため、緊
急事態宣言に基づく本県を対象とする措置が変更とな
る場合には、早期に情報提供すること。

令和2年3月16日 C

　県立学校では令和2年4月8日に入学式を行い、4月13日に学校再開
予定で準備をしていたところ、新型インフルエンザ等対策特別措置
法に基づいた緊急事態宣言が4月7日に発出されたため、早期の情報
提供とまでは至っていない。
　その後の緊急事態宣言については、一斉臨時休業の要請はなかっ
たため、評価すべき対象はない。

保健体育課

14 学校臨時休業への対策
春季休業期間後の見通しについて、見解・方針を早急
に示すこと。

令和2年3月16日 A
　令和2年3月24日付文部科学事務次官通知や令和2年3月26日付事務
連絡で、方針が示された。その後も、多くの通知・事務連絡等で見
解・方針等が示されている。

高校教育指導課
義務教育指導課
特別支援教育課
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No 要望項目 要望事項 要望年月日 評価 国等の措置状況 県担当課

15 企業等への支援
下請等中小企業者に、取引上のしわ寄せが来ないよう
に、引き続き業界団体等を通じて親事業者に配慮を求
めること。

令和2年3月16日 A

　業界団体等を通じて、令和2年2月14日及び令和2年3月10日の2回要
請しているほか、令和3年12月27日には、「パートナーシップによる
価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」を取りまとめるな
ど、支援の充実・強化を図ることで、フリーランスも含む中小企
業・小規模事業者への取引条件のしわ寄せの防止・下請取引の適正
化を進めている。
　雇用調整助成金については、助成率の拡大や上限額の引き上げな
ど特例措置が拡大された。

産業労働政策課
産業支援課
多様な働き方推進課

16 企業等への支援
中小企業からの返済猶予や借換えなどの要請に柔軟に
対応するよう、国から各金融機関に対し、適切に指導
を行うこと。

令和2年3月16日 A 　各金融機関に対し、既往債務の返済猶予等の要請が行われた。 金融課

17 企業等への支援

セーフティネット保証及び危機関連保証について、市
町村が認定事務を円滑に行えるよう適切な支援を行う
とともに、金融機関から中小企業への資金供給に支障
が生じないよう、指定期間の延長等に柔軟に対応する
こと。

令和2年3月16日 A

　セーフティネット保証等の認定事務に当たって必要な提出書類の
簡素化を市町村に提示するなどして支援を行っている。
　セーフティネット保証４号について、都道府県からの要請に応じ
て指定期間を延長した。

金融課

18 企業等への支援
サプライチェーンの回復強化を速やかに図るための設
備投資や販路開拓に取り組む事業者に対し、支援を行
うこと。

令和2年3月16日 A

　令和2年度第1次補正予算において、サプライチェーンの国内回帰
を速やかに図るための設備投資等に関し、必要とされる補助金の制
度が新たに創設された。
　あわせて、サプライチェーンの強靭化を図るため、現地拠点の分
散化・多元化に係る設備投資等に関し、必要とされる補助金の制度
が新たに創設された。
　令和2年度第3次補正予算において、サプライチェーン対策のため
の国内投資促進事業費補助金が改めて予算措置された。

企業立地課

19 企業等への支援
ホテル・旅館、バス・タクシー、旅行業者等の事業者
に対して、休業への対応や事業の継続が可能となるよ
う、経営支援を行うこと。

令和2年3月16日 B

　バス事業者等を対象とし、国の令和2年度2次補正で「地域公共交
通における感染拡大防止対策」、令和2年度3次補正で「地域公共交
通の活性化に向けた新たな取組の後押し」、令和3年度補正で「地域
のくらしを創るサスティナブルな地域公共交通の実現等」について
予算措置がなされたが、事業者が望む直接的な事業継続への経営支
援ではなく、今後も国の動向を注視していく必要がある。
　日本政策金融公庫による無利子融資等の資金繰り支援が実施され
ている。また、民間金融機関による無利子融資について、令和２年
度末まで実施された。
　雇用調整助成金については、助成率の拡大や上限額の引き上げな
ど特例措置が拡大された。

交通政策課
金融課
多様な働き方推進課
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No 要望項目 要望事項 要望年月日 評価 国等の措置状況 県担当課

20 企業等への支援

旅行業法に基づく各種申請届出に関する期限の猶予や
旅行業登録の更新の際の基準資産額の緩和など、旅行
事業者の負担軽減や事業継続のための対策を講じるこ
と。

令和2年3月16日 A
　観光庁から、旅行業法の適用にあたり、要望事項を含み弾力的な
取扱いを行うようお願いする旨の通知が発出された。

観光課

21 企業等への支援
中小企業組合など、定款に規定されている総会の開催
時期等について柔軟な対応を可能にすること。

令和2年3月16日 A
　全国中小企業団体中央会から県中央会に対し、総会の開催時期等
の柔軟な対応について組合等の実情に応じた弾力的な対応やFAQによ
る具体的な対応方法が通知された。

産業労働政策課

22 企業等への支援
感染拡大終息後には、プレミアム付商品券による販売
促進イベントなど売上げ促進のための対策を講じるこ
と。

令和2年3月16日 B

　GoTo商店街事業が令和2年10月から開始され、県内の22団体が採択
された。事業を活用して販売促進イベントなどを計画・一部実施し
ていたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、集客を伴う
商店街イベント等については、現在全国一斉停止をしている。
　GoTo商店街事業は、現在全国一斉の停止措置を講じているところ
であるが、事業再開後に期間を十分確保できるよう、事業終了日を
延長することが決まった。事業再開時期は未定。

産業労働政策課
商業・サービス産業
支援課
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No 要望項目 要望事項 要望年月日 評価 国等の措置状況 県担当課

23 雇用等への対策

正規、非正規(フリーランス含む)を問わず、保護者が
会社を休業せざるを得ない状況となった場合は、地域
の給与水準を反映した賃金助成を行うなど、国が責任
を持って十分な措置を講じること。

令和2年3月16日 A

　地域の給与水準を反映した賃金助成ではないが、上限額が15,000
円に引き上げられた小学校休業等対応助成金・支援金制度が創設さ
れた。
　なお、制度の対象となる休暇の取得期間は令和２年２月27日～令
和３年３月31日であったが、令和３年８月１日以降12月31日までに
取得した休暇を対象に再開された。さらに、再開後の期間も令和４
年６月30日まで延長された。

多様な働き方推進課

24 雇用等への対策

経営に影響が生じている企業が従業員を休業させる場
合等に支給する雇用調整助成金について、中小企業の
負担を軽減し、確実に雇用の維持が図られるよう、現
行の補助率を引き上げるとともに申請手続きの簡素化
や迅速な支給に努めること。また、ハローワークに専
用の相談窓口を設けること。

令和2年3月16日 A

　解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練
に対する助成率は原則2/3のところ、コロナウイルス感染症に対する
特例措置で順次拡大され、10/10まで引き上げられた。
　申請手続が大幅に簡素化され、労働局を挙げて迅速な支給に努め
ている。
　雇用調整助成金等に係るコールセンターが設置され、ハローワー
クでも専用の相談窓口を設け対応している。

多様な働き方推進課

25 雇用等への対策
休業や時間短縮等により減収となる労働者について、
雇用保険に加入していない者を含め、１００％の収入
補償を行うこと。

令和2年3月16日 A

雇用保険に加入していない方も対象とした助成制度（緊急雇用安
定助成金）が設けられた。雇用調整助成金と助成の内容は同様であ
り、特例措置が順次拡大され、助成率は最大10/10、上限額も15,000
円まで引き上げられた。

また、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者（短
時間勤務、シフト日数減少も対象）に直接支給する休業支援金・給
付金制度が創設された。

多様な働き方推進課

26 雇用等への対策
子供がいる従業員のサポートとそれに伴う人手不足へ
の対策を講じること。

令和2年3月16日 A

　企業主導型ベビーシッター利用者支援事業について、令和2年4月
30日付で特例措置が実施され、令和2年4月1日から令和4年3月31日ま
で適用された。
　実施内容
・割引券の使用枚数　1日・1か月上限引上げ、年間上限なし
・利用対象者の拡大（個人事業主を含む）

多様な働き方推進課

27 雇用等への対策 技能実習生の実習期間の長期化に対応すること。 令和2年3月16日 A
　在留期間の満了日を迎え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大
の影響で帰国が困難な実習生等に対し、在留資格変更・更新を受け
付けている。

産業人材育成課
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No 要望項目 要望事項 要望年月日 評価 国等の措置状況 県担当課

28 財政的な支援
緊急対応策第２弾を受けて実施する取組については、
令和２年度執行分についても、確実に財政措置を講ず
ること。

令和2年3月16日 A
　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、新型コロナ
ウイルス感染症緊急包括支援交付金が国の令和２年度補正予算で措
置された。

財政課

29 財政的な支援

リーマンショック(平成２１年度）の経済対策で実施さ
れた「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」のよう
な地方自治体が柔軟に活用できる補助制度を新たに創
設すること。（例　地域子育て世帯への支援など）

令和2年3月16日 A
　「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」のように、地方自治体
が柔軟に活用できる補助制度となっている新型コロナウイルス感染
症対応地方創生臨時交付金が創設された。

財政課

30
学校の再開に向けた給
食食材の安定供給の継
続等

事業者において代替販路が確保できず在庫となった食
材の経費、一時保管料及び処分費用の補填を行うこ
と。

令和2年3月16日 B
　学校給食食材納入事業者を対象とした国の新たな対応はないが、
フードバンク活用の促進対策及び未利用食品の利用促進等につい
て、令和４年度も引き続いて実施している。

保健体育課

31
学校の再開に向けた給
食食材の安定供給の継
続等

臨時休業期間において、賃金が保障されないパートタ
イム等の従業員に対し収入補償を行うこと。

令和2年3月16日 B
　学校給食食材納入事業者を対象とした国の新たな対応はないが、
雇用調整助成金の特例措置等について、国が学校給食食材納入事業
者に周知した。

保健体育課

32
学校の再開に向けた給
食食材の安定供給の継
続等

年間契約の倉庫管理費や配送業務委託費などの固定経
費に対する補填を行うこと。

令和2年3月16日 B
　学校給食食材納入事業者を対象とした国の新たな対応はないが、
持続化給付金制度について、国が学校給食食材納入事業者に周知し
た。

保健体育課

33
学校の再開に向けた給
食食材の安定供給の継
続等

給食の再開には相当の準備期間が必要となるため、緊
急事態宣言に基づく本県を対象とする措置が変更とな
る場合には、早期に情報提供すること。

令和2年3月16日 C

　県立学校では令和2年4月8日に入学式を行い、4月13日に学校再開
予定で準備をしていたところ、新型インフルエンザ等対策特別措置
法に基づいた緊急事態宣言が4月7日に発出されたため、早期の情報
提供とまでは至っていない。
　その後の緊急事態宣言については、一斉臨時休業の要請はなかっ
たため、評価すべき対象はない。

保健体育課
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