
件 ％ 件 ％

Ａ 概ね実現した 24 51.1%

Ｂ 一部実現した 16 34.0%

Ｃ 実現していない 7 14.9% 7 14.9%

47 47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2年度実施分)

　令和2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（47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

40 85.1%

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
運転免許証の有効期限
を延長することについ
て

埼玉県では、更新者が密集することによる新型コロナ
ウイルスの感染拡大を防ぐため、運転免許証の有効期
限が本年７月３１日までの方を対象に有効期限を３か
月延長する措置を実施している。
しかし、県内の運転免許センター及び警察署の更新窓
口には引き続き多くの更新者が詰めかけており、感染
の危険が懸念される。
行政機関の窓口において、このような「三密」が生じ
ることは、避けなければならず、こうした状況を改善
するためには、運転免許証の有効期限を一定期間、法
律に基づいて一律に延長する措置が必要である。

令和2年4月13日 B

  令和２年３月10日付け警察庁通達に基づき、運転免許証の有効期
間を３か月延長する措置を実施していたものであるが、令和３年11
月19日付け警察庁通達に基づき、令和３年12月29日以降は実施しな
いこととなった。

運転免許課

2
運転免許証の有効期限
を延長することについ
て

運転免許証の有効期限を延長するため、新型インフル
エンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）
第５７条の規定に基づき、特定非常災害の被害者の権
利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
（平成８年法律第８５号）を準用するための措置を講
ずること。

令和2年4月13日 C
　新型インフルエンザ等対策特別措置法第57条の規定に基づき、特
定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関
する法律を準用する措置については実現していない。

運転免許課

3
休業を要請した中小企
業等に対する支援につ
いて

県が県内企業に対し休業を要請したことに伴い、今
後、地域経済に多大な影響が出ることが懸念され、特
に県内企業の99.8％を占める中小企業等への支援が必
要である。
このため、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生
臨時交付金（仮称）」については、配分基準に中小企
業等が占める比率を追加し、中小企業等の実態を反映
した配分となるようにすること。

令和2年4月13日 A

　第1次分（地方単独事業分）の交付限度額の算定では人口が多く感
染者が拡大している自治体に重点的に配分される仕組みとなってお
り、算定基礎に中小企業等の比率は設けられなかった。
　第2次分（地方単独事業分）の家賃支援を含む事業継続や雇用維持
等への対応分の交付限度額の算定では、新たに事業所数が算定基礎
に設けられた。
　第3次分（地方単独事業分）の新型コロナ感染症対応分の交付限度
額の算定においても、事業所数が算定基礎に設けられた。
　事業者支援分の交付限度額の算定においても、事業所数が算定基
礎に設けられた。

財政課

「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2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

4
医療機関以外の療養場
所等の確保費用に対す
る財源措置について

医療機関以外の療養場所等の確保費用については、多
額な地方負担が生じるため、「新型コロナウイルス感
染症緊急包括支援交付金（仮称）」の配分に当たって
は、当該経費を別枠で増額措置すること。

令和2年4月13日 A

　別枠では措置されていないが、新型コロナウイルス感染症緊急包
括支援交付金の活用が可能である。
  令和2年度第2次補正以降では、配分額の目安はなく、必要な額が
措置されている。
　なお、令和3年度は、令和2年度の3次補正において9月分までの措
置とされていたが、令和3年11月24日付けで「令和4年3月末までの対
応とする」と通知されたことから、令和3年度は、必要額は措置され
る見込みである。

感染症対策課

5
防護服等の確保につい
て

新型コロナウイルス感染症が全国的に拡大する中に
あって、埼玉県では、現在、医療現場の第一線で活動
する医師や看護師等の感染予防に不可欠なアイソレー
ションガウンやＮ９５マスクなどが不足している状況
にある。このため、国におかれましては、速やかにこ
れらの資器材を提供すること。

令和2年4月13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
関向けの配布が行われている。
　また、新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム
（G-MIS）により医療機関から緊急配布要請があった場合に、速やか
に医療物資が配布されている。

感染症対策課
薬務課

6
新型コロナウイルス感
染症患者に係る診療報
酬の改定について

新型コロナウイルス感染症患者を受け入れている医療
機関では、多くの医療資源を投入しながら、日々増加
する患者の診療に一丸となって取り組んでいる。
一方で患者を診療したことにより、感染リスクを恐れ
た患者の受診抑制や風評被害等による外来及び入院患
者の減少も発生している。
こうした状況を踏まえ、４月８日に診療報酬上の臨時
的な取扱いが示され、新型コロナウイルス感染症患者
の外来及び入院に関する一定の加算がされた。
しかし、患者が増えている現状では、まだ十分ではな
く、投入した人的、物的な医療資源に見合った診療報
酬が措置されていない。
そのため、患者を受け入れている医療機関が経営に支
障が生じることのないよう、また、患者の急増が続く
中で医療崩壊を招くことのないよう、新型コロナウイ
ルス感染症患者の診療の実態に見合った報酬へ改訂す
ること。

令和2年4月13日 A

　診療報酬の臨時的取扱いとして、新型コロナウイルス感染症患者
の受け入れには手厚い診療が必要となるため診療報酬上の特別な点
数を算定できるよう措置されている。
　例えば、外来診療では施設基準の届出がなくとも、診療・検査医
療機関が外来診療した場合は令和４年７月３１日まで「二類感染症
患者入院診療加算」が算定できるなどの特例措置が取られている。
　入院診療においても、中等症の患者を受け入れた場合に「令和４
年度診療報酬改定前の救急医療管理加算１（950点）」の４倍の
3,800点を、呼吸不全の患者を受け入れた場合には同６倍の5,700点
を加算できる措置などが取られている。
　診療報酬のほか、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包
括支援交付金（医療分）」では、入院、外来でコロナ患者を受け入
れる医療機関がマスクやガウンといった個人防護具を購入した場合
や設備等を導入した場合に令和４年９月末まで補助対象としてい
る。

感染症対策課
国保医療課
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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

7

「新型コロナウイルス
感染症対応地方創生臨
時交付金(仮称)」の拡
充

４月１６日に改正新型インフルエンザ等特別措置法に
基づく「緊急事態宣言」の対象地域が全国に拡大され
た。
このため、住民生活や地域経済により影響の大きい特
定警戒都道府県がきめ細やかに支援できるよう、臨時
交付金の総額を大幅に増額すること。

令和2年4月27日 A

　令和2年度第2次補正予算において、臨時交付金（地方単独事業
分）が2兆円増額された。
　令和2年度第3次補正予算において、臨時交付金（地方単独事業
分）が1兆円増額された。
　臨時交付金（事業者支援分）については、令和3年度予備費を活用
し5,000億円のうち3,000億円が交付され、2,000億円が留保された。
　令和3年8月には、留保されていた2,000億円を交付するとともに、
令和2年度第3次補正予算の繰越分を活用し1,000億円が措置された。

財政課

8

「新型コロナウイルス
感染症対応地方創生臨
時交付金(仮称)」の拡
充

事前協議への迅速な対応、提出書類や審査の簡素化を
図るなど、臨時交付金の迅速な交付を行うこと。

令和2年4月27日 A

　地方単独事業分の第1次分、第2次分、事業者支援分ともに先行受
付枠が設けられ、確認結果の通知及び交付手続きが早期化された。
　また、営業時間短縮要請等に伴い、対象事業者に協力金等を支払
う場合に追加配分される協力要請推進枠交付金等については、各自
治体の協力金の支給状況を踏まえ、追加で交付決定する機会を設け
るなど執行手続きの見直しがなされている。

財政課

9
「新型コロナウイルス
感染症緊急包括支援交
付金（仮称）」の拡充

「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（仮
称）」については、総額の増額など、地域が必要とす
る医療提供体制を整備するための措置を講じること。

令和2年4月27日 A

　令和2年度第1次補正の1,490億円から、令和2年度第2次補正では大
幅増となる2兆2,370億円（医療提供体制の整備等関係で1兆6,279億
円）が計上された。
　令和2年度第3次補正でも、令和3年度9月分までを含め、
総額で1兆1,763億円の増額がなされ、その後、令和3年11月24日付け
で「令和4年3月末までの対応とする」と通知されたことから、令和3
年度は、必要額は措置される見込みである。
　なお、令和３年度の国補正予算案においても、新型コロナウイル
ス感染症緊急包括支援交付金（医療分）として2兆314億円が計上さ
れている。

感染症対策課
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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

10
「新型コロナウイルス
感染症緊急包括支援交
付金（仮称）」の拡充

地方負担分については、市町村が実施する事業を明確
に規定した上で、事業の実施主体が負担するスキーム
とすること。

令和2年4月27日 A
　令和2年度第1次補正では1/2だった補助率が、令和2年度第2次補正
において10/10となり、本交付金事業に係る地方負担はなくなった。

感染症対策課

11
「新型コロナウイルス
感染症緊急包括支援交
付金（仮称）」の拡充

個々の地方負担分に過不足を生じないよう配分するこ
と。

令和2年4月27日 A

　令和2年度第1次補正の1,490億円から、令和2年度第2次補正では大
幅増となる2兆2,370億円（医療提供体制の整備等関係で1兆6,279億
円）が計上された。
　令和2年度第3次補正でも、令和3年度9月分までを含め、
総額で1兆1,763億円の増額がなされ、その後、令和3年11月24日付け
で「令和4年3月末までの対応とする」と通知されたことから、令和3
年度は、必要額は措置される見込みである。
　なお、令和3年度の国補正予算案においても、新型コロナウイルス
感染症緊急包括支援交付金（医療分）として2兆314億円が計上され
ている。

感染症対策課

12
「新型コロナウイルス
感染症緊急包括支援交
付金（仮称）」の拡充

新型コロナウイルス感染症の軽症患者に関して、療養
場所を自宅よりも医師や看護師が常駐するホテルなど
とする「宿泊療養」を優先させる方針が示された。
このため、医療機関以外のホテルなどの宿泊施設の確
保費用については、さらに多額な地方負担が生じるこ
とから、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交
付金（仮称）」の配分に当たっては、当該経費を別枠
で増額措置すること。

令和2年4月27日 A

　別枠では措置されていないが、新型コロナウイルス感染症緊急包
括支援交付金の活用が可能である。
  令和2年度第2次補正以降では、配分額の目安はなく、必要な額が
措置されている。
　なお、令和3年度は、令和2年度の3次補正において9月分までの措
置とされていたが、令和3年11月24日付けで「令和4年3月末までの対
応とする」と通知されたことから、令和3年度は、必要額は措置され
る見込みである。

感染症対策課
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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

13
緊急事態宣言の期間延
長の場合におけるさら
なる対策の検討

外出自粛要請や休業要請などの措置によっても事態が
収束に向かわず、緊急事態宣言の期間が延長される場
合は、さらなる交付金の増額などについて検討するこ
と。

令和2年4月27日 A

　令和2年度第2次補正予算において、臨時交付金（事業者支援分）
は2兆円、包括支援交付金は全額国費による負担とした上で2兆2,370
億円増額された。
　令和２年度予備費を活用し、包括支援交付金が7,394億円増額され
た。
　令和2年度第3次補正予算において、臨時交付金（地方単独事業
分）が1兆円、包括支援交付金は1兆3,011億円増額された。
　臨時交付金（事業者支援分）については、令和3年度予備費を活用
し5,000億円のうち3,000億円が交付され、2,000億円が留保された。
　令和3年8月には、留保されていた2,000億円を交付するとともに、
令和2年度第3次補正予算の繰越分を活用し1,000億円が措置された。

財政課

14
緊急事態宣言の期間延
長に伴う緊急事態措置

緊急事態宣言の期間が延長された場合の緊急事態措置
については、延長の理由にも鑑み、効果的な対策を確
実にするという観点から、地域性を考慮して緊急事態
措置の法的根拠について明確な基準を示すこと。

令和2年4月27日 A
　本要望後に、法に基づく基本的対処方針において、地域性を考慮
した緊急事態措置の基準を示した。

危機管理課

15 農事用電力の適用拡大

１次産業においては、価格の低下、出荷の停滞等によ
り収入が減少する一方、生産体制を維持するための電
気料金等の固定費が経営を圧迫する状況がみられる。
特に、経営費に占める電気料金の割合の大きい花き生
産者にあっては、年間数千万円の電気料金に苦慮する
例もある。今後の状況によっては、他の農業部門にお
いても甚大な影響が生じる懸念もある。
このため、新型コロナウイルス感染症の影響により、
収入が大きく減少する場合には、期限を区切って農事
用電力を適用できるようにすること。

令和2年4月27日 B

　農事用電力などの電力料金プランの見直しは行われていないが、
令和2年度第1次補正予算の「高収益作物次期作支援交付金」の運用
改善がされ、施設花き農家への支援が拡充された。
　令和3年度は「高収益作物次期作支援交付金」の第4次公募(6月18
日～8月11日)が行われ、施設花きが支援対象となった。

生産振興課
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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

16 学びの保障の拡充

ＧＩＧＡスクール構想の実現へ向け、非常事態宣言下
においても市町村が着実な事業実施が行えるよう、端
末の調達等について迅速かつ円滑な対応をするよう事
業者へ要請すること。

令和2年4月27日 A

  文部科学省では、GIGAスクール構想に関連する事業者に対して 、
端末を納入する際、各自治体の要望に応じて端末の分納等の早期納
入に向けた取組の協力を依頼するため、第2回官民意見交換会を実施
した（令和2年10月）。
　また、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、ICTを活用
しながら児童生徒の学びの保障に取り組むため、文部科学大臣より
民間事業者に対して、学校現場を支援するための緊急の協力要請を
行った（令和3年1月）。

ＩＣＴ教育推進課

17 学びの保障の拡充

現在、一部携帯キャリア各社が２５歳以下を対象とし
て４月末まで一定容量まで通信料無償化を行ってい
る。臨時休業の延長に伴い、無償化の延長及び実施会
社の拡大について各社へ要請すること。

令和2年4月27日 A
　携帯キャリア主要3社では、令和2年8月末まで通信料50ギガを上限
に無償化を延長した。

ＩＣＴ教育推進課

18 学びの保障の拡充
高等学校においてもオンライン教育の充実が強く求め
られていることから、国において義務教育と同様の財
政措置を行うこと。

令和2年4月27日 B

　高等学校におけるオンライン学習のための端末・モバイルルー
ターの整備について、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時
交付金が活用できることとなった。
　国の令和2年度第3次補正予算では高等学校段階の低所得世帯等が
使用する端末整備及びモバイルルーターに対する経費が計上され
た。
　また、指導用端末整備にかかる経費について、令和3年度補正予算
が成立した。

ＩＣＴ教育推進課

19
休業期間延長に伴う修
学旅行キャンセル料等
の補助拡充

令和元年度に実施予定であった修学旅行の中止・延期
については、令和２年度補正予算案でキャンセル料等
に係る補助費用が計上されている。
今年度実施予定の修学旅行等の中止・延期等に係る
キャンセル料等についても、新たに補助対象とするこ
と。

令和2年4月27日 A
　令和2年度、令和3年度及び令和4年度実施予定の修学旅行のキャン
セル料についても、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交
付金が活用できることとなった。

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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20
「新型コロナウイルス
感染症対応地方創生臨
時交付金」の拡充等

子どもの学習機会の確保や企業の資金繰り対策など、
きめ細やかな支援を引き続き実施する必要があること
から、臨時交付金を迅速に更に増額すること。

令和2年5月12日 A

　令和2年度第2次補正予算において、臨時交付金（地方単独事業
分）が2兆円増額された。
　令和2年度第3次補正予算において、臨時交付金（地方単独事業
分）が1兆円増額された。
　臨時交付金（事業者支援分）については、令和3年度予備費を活用
し5,000億円のうち3,000億円が交付され、2,000億円が留保された。
　令和3年8月には、留保されていた2,000億円を交付するとともに、
令和2年度第3次補正予算の繰越分を活用し1,000億円が措置された。

財政課

21
「新型コロナウイルス
感染症緊急包括支援交
付金」の拡充、改正

医療提供体制の一層の強化を図る必要があるため、新
型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金について
も合わせて増額すること。

令和2年5月12日 A

　令和2年度第1次補正の1,490億円から、令和2年度第2次補正では大
幅増となる2兆2,370億円（医療提供体制の整備等関係で1兆6,279億
円）が計上された。
　令和2年度第3次補正でも、令和3年度9月分までを含め、
総額で1兆1,763億円の増額がなされ、その後、令和3年11月24日付け
で「令和4年3月末までの対応とする」と通知されたことから、令和3
年度は、必要額は措置される見込みである。
　なお、令和3年度の国補正予算案においても、新型コロナウイルス
感染症緊急包括支援交付金（医療分）として2兆314億円が計上され
ている。

感染症対策課

22
「新型コロナウイルス
感染症緊急包括支援交
付金」の拡充、改正

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金につい
て、国から示された補助要綱等では、対象経費や上限
単価など、補助対象を限定する記載が多いことから、
実際の運用に当たっては、配分額の範囲で地方の裁量
を広く認め、真に柔軟且つ包括的な交付金となるよう
改めること。

令和2年5月12日 B
　感染動向等に応じて交付金の事業メニューが拡充されてきている
が、一方で運用面で地方の裁量が広く認められたとまでは言い難
い。

感染症対策課
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23
治療薬の確保とワクチ
ン等の開発の推進

新型コロナウイルス感染症の治療薬としてレムデシビ
ルについて医薬品医療機器等法第14条の３に定める特
例承認が行われ、またアビガン（一般名：ファビピラ
ビル）についても５月中の薬事承認に向けて作業が進
められている。これらの医薬品については、引き続き
有効性・安全性の評価を行うとともに、当初流通量が
限られることから、国において適切に流通管理を行
い、患者数など地域の実情を踏まえ、速やかに必要数
を確保すること。

令和2年5月12日 B

　レムデシビルについては、国が買上げ流通管理を行い、新型コロ
ナウイルス感染症医療機関等情報支援システム（G-MIS）を用いて適
切に配分を行っている。令和3年8月4日に保険適用され、今後は通常
流通が可能となる。また、投与対象を重症患者だけでなく中等症患
者に拡大している。
　さらに、適応外である軽症者への投与についても、重症化リスク
因子のある場合に考慮の上投与できることが「新型コロナウイルス
感染症（COVID-19）診療の手引き・第6.2版」（R４.1月）で追加さ
れた。
 アビガンについては、令和2年12月21日に新型コロナウイルス感染
症の適応追加について審議されたが、継続審議となった。令和3年4
月から重症化リスクが高い50歳以上の患者を対象とした新たな治験
（第Ⅲ相）が開始され、終了時期は未定となっている。

薬務課

24
治療薬の確保とワクチ
ン等の開発の推進

現在他の治療に用いられる医薬品のうち、新型コロウ
イルス感染症の治療に効果が期待されているものにつ
いても、効果検証を進めること。

令和2年5月12日 B

　令和2年度第2次補正予算において、治療薬の早期実用化に向け
て、既存治療薬とは異なる作業機序等に着目した新薬の候補につい
て広く提案を受け、薬剤の開発を推進することとされた。
 デキサメタゾンが「新型コロナウイルス感染症診療の手引き第2.2
版」に標準的な治療法として掲載された。
　また、同手引き（最新は第7.2版）には血栓症対策としてヘパリン
などによる抗凝固療法が推奨されること等が記載された。
　なお、イベルメクチン（抗寄生虫薬）で第Ⅲ相試験、シクレソニ
ド（ステロイド吸入剤）、ナファモスタット（セリンプロテアーゼ
阻害薬）で臨床研究、ネルフィナビル（HIV プロテアーゼ阻害薬）
で医師主導治験が行われている。

薬務課

25
治療薬の確保とワクチ
ン等の開発の推進

新型コロナウイルスに対する免疫獲得は感染拡大防止
に不可欠であることから、ワクチンの開発を早急に進
めること。

令和2年5月12日 A

　ワクチンなどの研究開発費が令和2年度第2次及び第3次補正予算で
追加され、国産を含め複数のワクチンの臨床試験が開始されてい
る。
　ファイザー社製が令和3年2月に、モデルナ社製及びアストラゼネ
カ社製が令和3年5月に、武田社製が令和4年4月に承認され、ジョン
ソン&ジョンソン社製が令和3年5月に承認申請している。
　現在、上記を除く5社が国内でワクチンの臨床試験を実施してい
る。

薬務課
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26 学びの保障の拡充

高等学校及び特別支援学校高等部においてもオンライ
ン教育の充実が強く求められていることから、一人一
台端末整備やインターネット環境がない家庭に対する
モバイルルーター等の貸し出しに係る経費について、
義務教育と同様の財政措置を行うこと。

令和2年5月12日 B

　高等学校におけるオンライン学習のための端末・モバイルルー
ターの整備について、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時
交付金が活用できることとなった。
　国の令和2年度第3次補正予算では高等学校段階の低所得世帯等が
使用する端末整備及びモバイルルーターに対する経費が計上され
た。
　また、指導用端末整備にかかる経費について、令和3年度補正予算
が成立した。

ＩＣＴ教育推進課

27 学びの保障の拡充
児童生徒が自宅でオンライン学習をする際の通信料に
ついて、保護者の負担となるので、国の責任において
財政措置を行うこと。

令和2年5月12日 B

　経済的に困窮している生活保護受給世帯に対しては、生活保護制
度において、オンライン学習の通信費について必要な額を実費支給
されることとなった。
　高校生等がいる非課税世帯に対しては、奨学のための給付金の支
給額にオンライン学習にかかる通信費（12,000円）を追加して支給
されることとなったが、全額国庫負担とはならなかった。なお、国
の令和4年度予算では、支給額が14,000円へ増額された。
　令和２年度は、特別支援学校の要保護世帯児童生徒（生活保護受
給世帯を除く）を対象に、特別支援教育就学奨励費において、通信
費を支給できることとなり、令和３年度から対象が低所得世帯Ⅰ区
分全体へと拡充された。国の令和4年度予算では、支給額の上限が
14,000円へ増額された。

教育局財務課
ＩＣＴ教育推進課
特別支援教育課

28 学びの保障の拡充

学校臨時休業の長期化に伴う授業時間の確保策とし
て、夏季休業中の授業実施が想定される。夏季の暑さ
対策として、特別教室（音楽室、理科室、家庭科室な
ど）や、学校再開後に活用が見込まれる余裕教室の空
調設備整備に係る補助率の嵩上げ及び財政措置の拡充
を行うこと。また、給食施設の空調設備整備につい
て、高等学校も補助の対象とするとともに、補助率の
嵩上げを行うこと。

令和2年5月12日 B

　
　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の中で、地方
単独事業として教室・体育館・給食施設の空調設備の整備を行う場
合は、交付金の活用が可能となったが、本来の補助金の拡充、上乗
せとはならなかった。

教育局財務課
保健体育課

29 学びの保障の拡充
夏季休業中や冬季休業中の授業実施が想定される中、
冷暖房の運転に伴う光熱水費の増加が見込まれるた
め、更なる財政措置を講ずること。

令和2年5月12日 C
　学校再開後の学習支援・感染症対策に係る経費について国庫補助
があったが、光熱水費に係る経費については対象外となっている。

教育局財務課

30
新型コロナウイルス抗
原検出用キットの優先
供給について

体制が脆弱であるにもかかわらず独自の努力と資源で
PCR検査数を一定程度維持しており、かつ全国でも５番
目に陽性者数が多い本県は、抗原検査用キットを特に
強く欲しており、且つ効果が高いと考える。ついて
は、東京、大阪、神奈川、北海道及び沖縄と同様に新
型コロナウイルス抗原検出用キットが直ちに使用でき
るようにすること。

令和2年5月15日 A
　令和2年6月8日以降、希望する医療機関が購入できる体制が整えら
れた。

疾病対策課
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31

新型コロナウイルス感
染症の感染症法上の位
置付けの見直しについ
て

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの
見直しについては慎重に対応すること。

令和2年8月28日 A

　感染症法上の指定感染症に位置づける期限を１年間延長し、令和4
年1月31日までに変更。
　感染症法（新型コロナウイルス感染症の法的位置付け）
「新型インフルエンザ等感染症」に「新型コロナウイルス感染症」
及び「再興型コロナウイルス感染症」を追加し、指定感染症の期限
経過後も、必要な対策が講じられるようになる。

感染症対策課

32

新型コロナウイルス感
染症の感染症法上の位
置付けを見直す場合
に、宿泊療養に関して
都道府県知事に一定の
法的な権限を付与

国が新型コロナウイルス感染症の取扱いの見直しを行
い、軽症者等に入院勧告や入院措置ができなくなるの
であれば、感染症のまん延防止のためにも、宿泊療養
施設への入所について、知事に勧告権限を与えるこ
と。

令和2年8月28日 B

　第204回通常国会において令和3年1月22日に提出された「新型イン
フルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案」のうち
で、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及
び検疫法の一部改正」として以下が盛り込まれた。

宿泊療養の法的位置付け
○新型インフルエンザ等感染症・新感染症のうち厚生労働大臣が定
めるものについて、都道府県知事による宿泊療養の協力要請規定を
新設。

感染症対策課

33

新型コロナウイルス感
染症のワクチンの接種
を優先すべき対象者に
ついて

保健所職員や陽性者を受け入れている宿泊療養施設の
業務に従事する職員、消毒や清掃を担う業者、葬儀業
者をワクチン接種の優先すべき対象に明示的に含める
こと。

令和2年8月28日 B

　令和3年1月8日付の通知において、優先接種の対象となる医療従事
者等の範囲が示され、医師、看護師のほか、新型コロナウイルス感
染症患者（疑いを含む）に頻繁に接する機会のある者については、
保健所の職員や宿泊療養施設の職員、医療機関の委託業者等も医療
機関の判断で優先接種の対象となることになった。
 しかし、消毒や清掃、葬儀等委託の業務の明示はされていない。

ワクチン対策幹

34

新型コロナウイルス感
染症のワクチン接種に
係る業務のデータベー
スの整備

マイナンバーカードを活用した接種のありようを検討
し、対象者登録、クーポン送付、予約・接種履歴、副
反応の発生等の膨大なデータをリアルタイムで処理で
きるようなデータベースを整備すること。

令和2年8月28日 B

　現在は接種者情報及び接種記録情報をワクチン接種記録システム
（ＶＲＳ）に登録することにより、接種者の情報の把握等を行って
いる。
　接種券の発送等は市町村が別途管理するシステムにより行われて
いるが、今後ＶＲＳと連動した接種証明アプリを活用することで、
接種券の発行を必要としない接種の電子化を一層図るべきである。

ワクチン対策幹
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35
宿泊療養に関する法的
な権限の都道府県知事
への付与

宿泊療養を法的に位置付けた上、軽症者等の宿泊療養
施設への入所について、知事に法的な権限を与えるこ
と。

令和2年11月12日 B

　第204回通常国会において令和3年1月22日に提出された「新型イン
フルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案」のうち
で、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及
び検疫法の一部改正」として以下が盛り込まれた。

宿泊療養の法的位置付け
○新型インフルエンザ等感染症・新感染症のうち厚生労働大臣が定
めるものについて、都道府県知事による宿泊療養の協力要請規定を
新設。

感染症対策課

36

新型コロナウイルス感
染症のワクチン接種を
優先すべき対象者につ
いて

保健所職員や陽性者を受け入れている宿泊療養施設の
業務に従事する職員、消毒や清掃を担う業者、葬儀業
者をワクチン接種の優先すべき対象に明示的に含める
こと。

令和2年12月17日 B

　令和3年1月8日付の通知において、優先接種の対象となる医療従事
者等の範囲が示され、医師、看護師のほか、新型コロナウイルス感
染症患者（疑いを含む）に頻繁に接する機会のある者については、
保健所の職員や宿泊療養施設の職員、医療機関の委託業者等も医療
機関の判断で優先接種の対象となることになった。
　しかし、消毒や清掃、葬儀等委託の業務の明示はされていない。

ワクチン対策幹

37
基準病床数制度の弾力
的な運用

各県が確保した新型コロナの受入病床数に見合った病
床数を基準病床数及び必要病床数に加算するなど、制
度の弾力的な運用を図ること。

令和2年12月17日 C 　要望に係る制度改正の動きはない。 保健医療政策課

11 / 13 ページ



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

38
新型コロナウイルス感
染症患者の医療機関の
受入支援

要介護者・認知症の新型コロナウイルス患者の入院に
当たっては、看護に加えて生活支援を併せて行う必要
があり、医療機関の大きな負担となっている。そのた
め、医療機関が生活支援を行う者を確保することがで
きるよう必要な支援を行うこと。

令和3年2月2日 A
　令和3年2月3日の事務連絡で令和2年度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のQ＆Aが出された。そ
の中で医療資格をもっていない職員も対象となるとされている。

医療人材課

39
新型コロナウイルス感
染症患者の医療機関の
受入支援

これらの患者（要介護者・認知症）の入院等に当たり
医療従事者の確保のため、感染症が全国的にまん延し
ている状況下を想定した実効的な応援派遣など支援を
充実すること。

令和3年2月2日 C

　重点医療機関に派遣する場合については、令和3年4月1日の事務連
絡で令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療
分）における上限額は拡大されたが、要望事項の対象者については
支援充実の動きはない。

医療人材課

40
新型コロナウイルス感
染症患者の医療機関の
受入支援

新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊
急支援事業の補助対象経費の期間について 、これまで
早くから病床を確保してきた医療機関については、１
２月２５日でなく確保した日から補助対象経費に計上
できるようにすること。

令和3年2月2日 C 　要望に関する制度改正の動きはない 医療整備課

41
新型コロナウイルス感
染症患者の医療機関の
受入支援

新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊
急支援事業の院内感染拡大防止対策等に要する経費に
ついて 、各医療機関の病床確保の実情に応じた柔軟な
補助制度とし、医療機関の負担軽減に幅広く活用でき
るよう1/3 の上限額を撤廃すること 。

令和3年2月2日 C 　要望に関する制度改正の動きはない 医療整備課

42
新型コロナウイルス感
染症患者の医療機関の
受入支援

新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊
急支援事業の補助金の対象となる病床の確保時期につ
いて 、本県では専用医療施設の設置など、３月中に新
たに病床を確保する医療機関が一定数見込まれるた
め、２月２８日までではなく、３月３１日までに病床
を割り当てられた医療機関についても補助の対象とす
ること 。

令和3年2月2日 A
　令和３年４月以降に病床を割り当てられた医療機関も補助対象と
されており、令和３年９月３０日までに病床を割り当てられた医療
機関について補助対象とされた。

医療整備課
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43 保健所への支援

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、保健所の業務
がひっ迫し、首都圏を中心に保健師等の専門職の不足
が顕在化している。感染症が全国的にまん延している
状況下を想定した実効的な応援派遣のスキームを早急
に構築すること。

令和3年2月2日 B

　令和3年4月1日から「新型コロナウイルス感染症等に係る対応人材
（IHEAT）」の運用を開始（7月からシステム運用開始）し、外部専
門職の活用が可能となった。
　ただし、本務を持つ大学教員や医療従事者等による支援には頻度
や継続性の点で限界があるため、より実効性のある制度構築が求め
られる。

保健医療政策課

44 保健所への支援
保健所の恒常的な人員体制強化について、保健師の増
員に係る地方財政措置を迅速に講じること。

令和3年2月2日 C  要望に係る制度改正の動きはない。 保健医療政策課

45
新型コロナウイルス感
染症に関する検査

高齢者施設の職員、入所者に対する検査の実施につい
て、感染拡大を防止するため、施設自らが必要な検査
を実施した場合には、新型コロナウイルス感染症緊急
包括支援交付金（介護分）を活用し、補助できること
とされている。しかし、この補助金は感染対策のため
の衛生物資の購入や人件費などのかかりまし経費全般
を対象としており、現行の補助上限額では必要な検査
を受けることは困難である。このため、各施設におい
て必要な検査が受けられるよう補助上限額を大幅に引
き上げるとともに、来年度も継続すること。

令和3年2月2日 B

　検査費用は令和３年度以降も継続して補助対象経費となってお
り、検査費用の継続補助は実現した。
　一方で、検査費用の補助対象は極めて限定的で、行政検査の実施
状況や、介護事業所の自費検査の実施状況等を的確に捉えた支援と
なっているとは言い難い。
  また、国は介護事業所の職員（社会機能維持者に該当する。）が
濃厚接触者となった場合、抗原定性検査キットを用いた検査を決め
られたタイミングに２度行うことで、その待機期間を短縮できる取
扱いとしたが、その検査費用は事業者負担のうえ補助金の対象外と
するなど、事業者の目線に立った支援となっていない。
　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（介護分）の補助
上限額の引上げについては、実現していない。

高齢者福祉課

46
新型コロナウイルス感
染症に関する検査

本県では発熱患者等の診療又は検査を行う医療機関で
ある「診療・検査医療機関」を公表し、「受診・相談
センター」を通さなくても発熱患者が身近なかかりつ
け医に直接アクセスできる体制を整備した。本県の陽
性率は近隣都県と比べて低くなっており、適切な検査
の実施に寄与しているものと理解している。まん延防
止のためには、こうした取組を埼玉県だけではなく、
首都圏等で一体的に取り組むことが重要であることか
ら、「診療・検査医療機関」の公表について国として
働きかけること。

令和3年2月2日 A

　厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部の令和4年3月2日付
け事務連絡「オミクロン株の特性を踏まえた保健・医療提供体制の
対策徹底について」において、都道府県に対し、すべての診療・検
査医療機関をホームページに公表するよう、地域の医師会等と協力
した取組を行うことを求めている。

【事務連絡抜粋】
「各都道府県におかれては、個別の医療機関ごとに公表の判断が分
かれ、一部の公表している医療機関に患者が集中することを防ぐた
め、まん延防止等重点措置の対象地域を中心に、それぞれの地域で
一律の対応として、すべての診療・検査医療機関をホームページに
公表するよう、改めて地域の医師会等の関係者と協力した取組を行
うこと。」

医療政策幹

47
新型コロナウイルス感
染症に関する検査

「診療・検査医療機関」は、インフルエンザ流行期が
過ぎた場合、都道府県において指定を解除することと
されているが、解除後も発熱患者等が身近な医療機関
で検査を受けることができるよう検査体制の方向性を
早急に示すこと。

令和3年2月2日 A

　厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部の令和4年3月18日
付け事務連絡「オミクロン株の特性を踏まえた保健・医療提供体制
の対策徹底を踏まえた対応について」において、発熱患者等が適切
かつ確実に診療・検査を受けられるよう、引き続き感染再拡大に備
え、その体制を維持することを求めている。

【事務連絡抜粋】
「しばらくの間新規陽性者が高いレベルで推移していくことが予想
される中、発熱等の症状がある患者が、まずは、適切かつ確実に検
査・診療を受けられるよう、引き続き感染再拡大に備え、その体制
を維持すること。」

医療政策幹
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