
新型コロナと戦い、市民の命とくらしを守り抜く
～さいたま市緊急対策第５弾～

令和２年７月２８日（火）

市長定例記者会見
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陽性者数：３５３名（感染経路不明者数：９９名 調査中：４７名）
※さいたま市保健所で把握した人数（市外在住の方を含む）
※市外検査で陽性が判明した市民８名（4/17まで計上）を含む
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さいたま市の新型コロナウイルス感染状況について（7月26日時点）

市民陽性者数：４０９名
※市内居住者（市外の検査で陽性が判明した方を含む）

（入院中：５６名 宿泊療養：２９名 自宅療養：３４名 退院・療養終了：２８０名

死亡：１０名）
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最近の陽性者の状況



10歳
未満

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代
90歳
以上

6/26～7/10 2.3% 9.3% 46.5% 15.1% 16.3% 9.3% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0%

7/11～7/26 1.1% 6.5% 28.3% 15.2% 23.9% 13.0% 5.4% 4.3% 2.2% 0.0%

最近の陽性者の状況（6月26日～7月26日）
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陽性者数（クラスター以外） 陽性者数（クラスター） 感染経路不明・調査中



７月１５日(水)から大宮南銀座地域のキャバクラ・ホストクラブ従業員にＰＣＲ検査を実施。
※７月３１日(金)まで

【現時点の状況】 ７月２８日(火) １２時時点

• 申込み件数 ： ６３２人（６７店舗）
• 予約人数 ： ４０８人
• 検査実施人数 ： ３８１人
• 陽性者数 ： １人

【内訳】

大宮南銀座地域臨時PCR検査の実施状況

概要

日程 7/15(水) 7/16(木) 7/17(金) 7/20(月) 7/21(火) 7/22(水) 7/27(月) 7/28(火) 7/29(水) 7/30(木) 7/31(金) 合計

予約人数 ２８ ３１ ４５ ６２ ８０ ８３ ７９ ー ー ー ー ４０８

検査実施人数 １９ ２７ ４２ ６２ ７８ ７８ ７５ ー ー ー ー ３８１

陽性者数 ０ ０ ０ １ ０ ０ ー ー ー ー ー １



さいたま市緊急対策 第５弾



土・日曜日、祝・休日除く
8：30～17：15新型コロナウイルスの感染拡大への本市の基本的な考え方

基本的な考え方

市民の命や生活を守ることを最優先に、国や県の財政的支援措置の最大限の活用と、国の支援策のす
き間を埋める市独自の支援策をスピード感をもって展開し、長期的かつ安定的な感染拡大防止策や医療
提供体制の整備と、市民生活や経済活動に及ぼす影響の最小限化、活力の回復に取り組む。

（１）緊急支援フェーズ
➡感染拡大防止と事態の早期収束に全力で取り組
むとともに、その間の雇用・事業・生活を守り抜く
① 感染拡大防止及び感染者の急増に備えた医
療提供体制の早急な整備

② 中小企業・小規模事業者の支援及び市民生
活の下支え

➡地域経済の再活性化に取組、人の流れと街の
賑わいを取り戻す
① 次の段階としての官民を挙げた経済活動の

回復
② 強靭な経済構造の構築

コロナと戦い、市民の命とくらしを守り抜く

～さいたま市緊急対策 第５弾～

（２）Ｖ字回復フェーズ

事態の長期化を見据えた対応の考え方

➡新規感染者数の増大に十分対応できるよう、医療提供
体制を維持するほか、検査体制や保健所の体制を強化
し、クラスター対策の強化等に引き続き取り組み、感染
拡大の防止と「新しい生活様式」を踏まえた社会経済活
動を両立させる。

① 感染の再拡大に対応可能な検査・医療体制の整備

② 経済活動の回復に向けた消費喚起策とウィズコロナ
時代に対応した投資の促進

③ 感染拡大防止と新たな暮らしのスタイルの確立



・ 学校における感染症対策及び学びの保障に必要な物的体制の強化

・ 避難所における感染症対策に必要な備蓄体制の強化

・ クラスター対策協力支援金

・ 市民活動及び協働の推進特例助成金による支援

・ 医療機関への検査及び医療に係る設備等の整備

土・日曜日、祝・休日除く
8：30～17：15さいたま市緊急対策 第５弾 概要

取組①

取組⑦

取組⑧

感染拡大防止と新たな暮らしのスタイルの確立

感染の再拡大に対応可能な検査・医療体制の整備

経済活動の回復に向けた消費喚起策とウィズコロナ時代に対応した投資の促進

・ キャッシュレス決済のポイント還元による消費活性化キャンペーン

・ プレミアム付商品券の発行

・ 商店街活性化キャンペーン事業の補助額引き上げ

・ 市内公共交通の運行継続の支援

・ 卸売市場への支援の強化

取組②

取組③

取組④

取組⑤

取組⑥

・ 特別定額給付金事業の実施(年度内に不足が見込まれるため増額補正)

・ 住居確保給付金事業の実施(年度内に不足が見込まれるため増額補正)

その他

取組⑨

取組⑩



土・日曜日、祝・休日除く
8：30～17：15さいたま市緊急対策 第５弾 概要

さいたま市緊急対策 第５弾

約３９億６千万円

７月専決処分 ３９億５,４６６万６千円
既定予算 １,０００万円

第１弾 約３００億４千万円

第２弾 約１,３８７億７千万円

第３弾 約４億７千万円

第４弾 約２１億６千万円

第５弾 約３９億６千万円

合計 約１,７５４億円
※うち、既定(当初)予算 約９千万円

さいたま市緊急対策 総額



医療提供体制及び検査体制の強化

新型コロナウイルス感染症の事態の長期化に備えるため、医療機関や検査機関を支援します。

【事業内容】

・ 新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関や帰国者・接触者外来等の個人防護具、簡易診療室等を

購入するために必要な購入費等を補助

・ 新型コロナウイルス感染症の検査を実施する機関のPCR検査機器を整備するために必要な購入費等を補助

【予算額】

５１４，６１３千円（県の補助金を活用）

概要

必要な医療資器材等についてあらかじめ整備することにより、医療提供体制の強化を図ります。また、検査機器の
導入を支援することにより、検査体制の強化を図ります。

効果

取組① ７月専決取組①



土・日曜日、祝・休日除く
8：30～17：15本市経済の現状について

• 飲食業を含めた小売は厳しい状況

• 宿泊・サービス業など観光関連も厳しい

市内経済団体等との

情報交換会第２弾

• 緊急的に地域経済の崩壊を防ぐ必要

• 生産者を守るには、流通、飲食など川下

の企業も支援する必要

有識者と市長との対談

飲食・小売、商店街、流通、観光に対する
消費喚起策が必要

• キャッシュレス決済のポイント還元

による消費活性化キャンペーン

• プレミアム付商品券の発行

飲 食

小 売

•商店街活性化キャンペーン事業

の補助額引き上げ商店街

•卸売市場への支援の強化流 通

７月１５日

市長による現状把握

※観光については今後検討

７月９日



新型コロナウイルス感染症の影響で、急激に落ち込んだ市内消費を活性化させ、市内の事業者を支援するため、
キャッシュレス決済を利用しての飲食や買い物に対し、支払金額に応じたポイントが還元されるキャンペーンを実施しま
す。
【予算額】
５００，０００千円（市単独事業）

【実施期間】
令和２年９月から１か月間（実施開始日の詳細については、後日決定）
【対象施設】
市内の事業者（大型店及びチェーン店等一部除外店舗あり）
【ポイント還元】
支払金額の最大２０％
※１回当たりの上限：1,000円相当
実施期間中の上限：10,000円相当

キャッシュレス決済のポイント還元による消費活性化キャンペーン

概要

ポイント還元事業を実施することで、消費喚起が行われ、地域経済の活性化につながります。
また、キャッシュレス決済の普及促進は、新型コロナウイルス感染症等が流行しにくい環境の構築につながるとして、
国の「新しい生活様式」に掲げられており、withコロナ期の取組としても有効な手段となります。

効果

取組② 7月専決

Withコロナ、地域経済の活性化の両立



新型コロナウイルス感染症の影響により売上が大幅に減少している飲食店や生活関連サービス等における消費を促
すため、市内商店等で利用可能な、２０%のプレミアムが付いた商品券を発行します。

（１）予算額 １，９１７，７５８千円（市単独事業）
（２）プレミアム率 ２０%
（３）販売価格 額面１２，０００円の商品券を１０，０００円で販売
（４）販売冊数 ６０万冊（１人５冊まで購入可能）
（５）商品券の構成 共通券（すべての店舗で利用可能）

専用券（大型店以外で利用可能）
（６）販売対象者 市内在住、在勤及び在学の方
（７）販売方法 WEBサイトまたはハガキにより申込を受付け、抽選により購入者決定
（８）利用開始予定時期 １２月

プレミアム付商品券の発行

概要

市内店舗における消費を促し、市内経済の循環を図ることで、経済回復に寄与します。

効果

取組③ ７月専決



新型コロナウイルスの流行により市内商店・商店会の経営状況が悪化していることから、商店会及び商店の経営状
況の改善を図るため、さいたま市商店会連合会が実施する商店街活性化キャンペーン事業に対する補助額を引き
上げます。

予 算 額 ： ２０，０００千円 【当初６０，０００千円 → 引き上げ後８０，０００千円】
（市単独事業）

実施時期：１０月１日から１１月８日
実施内容：本事業参加店舗において、消費者が買い物等をした際、QRコード付き応募ハガキを進呈する。

応募により、抽選で賞品が当たる。
引き上げによる変更内容：賞品の魅力向上等を想定
※さいたま市商店会連合会が実施する事業であるため、実施時期や内容は変更の可能性がある。

商店街活性化キャンペーン事業の補助額引き上げ

概要

消費者を市内商店街へ誘導し、消費の喚起を促し、地域経済の活性化を図るため実施される商店街活性化キャンペーン事業の
補助額を引き上げることで、より多くの市民の参加を促し、市内商店の利用の促進、商店会及び商店の経営状況改善に寄与し
ます。

効果

取組④ ７月専決



新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う外出自粛等の影響により、公共交通の利用者は減少していますが、事
業者は３密を避けながら運行しています。市民に身近な移動手段である路線バスやタクシーについて、今後の運行
継続を図ることを目的として支援金を給付します。

【予算額】
４１，７７０千円（市単独事業）
【支援内容】

市内公共交通の運行継続の支援

概要

市内で運行する路線バスやタクシーの継続的な運行に寄与します。

効果

取組⑤ 7月専決

対象事業者 支援内容 備考

路線バス事業者 (50万円/事業者)＋(5万円/系統×系統数) 市内の各駅を発着する系統を対象

タクシー事業者（法人） (30万円/事業者)＋(1万円/台×車両台数) 市内に営業所等を有する事業者を対象

タクシー事業者（個人） 1万円/台×車両台数 市内に営業所等を有する事業者を対象



新型コロナウイルス感染症の拡大により市内経済に大きな影響が及ぶ中、卸売市場活性化対策事業の支援を拡
大することにより、経済のⅤ字回復に向けた取組を強化します。

【予算額】
4,000千円（市単独事業）

【支援内容】

①新型コロナウイルス感染症に対応しながら販路拡大のために行う事業を補助対象に追加する。
②令和2年度に限り、補助率を拡充 「2分の１以内」→「10分の10以内」

【開始時期】
・令和2年8月

卸売市場への支援の強化

概要

卸売市場が活性化することで、地域経済のV字回復に繋げます。

効果

取組⑥ 既定予算



国の補助金を活用して、感染症対策等を徹底しながら、児童生徒の学習保障をするための取組を、学校長の判
断で迅速かつ柔軟に対応できるよう、学校が維持管理・運営上必要とする物品などを整備します。

【支援内容】

新型コロナウイルス感染症対策を行いながら児童生徒の学習保障をするために必要となる備品や消耗品の購入

【予算額】
３２５，５００千円（国の補助金を活用）

学校における感染症対策及び学びの保障に必要な物的体制の強化

概要

学校での感染拡大のリスクを最小限におさえ、安全・安心な学校生活を守ります。

効果

取組⑦ ７月専決



災害が発生し避難所を開設する場合には、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、感染症対策に万全を期す
ことが重要となります。
大地震や台風等、大規模災害の発生に備え、避難所における感染拡大防止策を徹底するための物資を購入し、
備蓄体制を強化します。

【購入内容】

①感染リスク低減のための個人防護品の購入（使い捨てマスク・消毒液）
②避難所の衛生環境の向上に係る物資の購入（ビニール手袋・塩素系漂白剤・非常用排便袋）
③避難所における飛沫感染防止のための物資の購入（パーテーション）
④避難所運営における感染防止のための物資の購入（フェイスシールド・防護服）

【予算額】
５５，３０８千円（市単独事業）

避難所における感染症対策に必要な備蓄体制の強化

概要

避難所における新型コロナウイルス感染症の拡大リスクの低減を図る。

効果

取組⑧ ７月専決



新型コロナウイルス感染症の感染クラスターが短期間に複数発生した商店街等において、
各商店会等が行う感染防止対策に対して支援金を支給する

【 目 的 】 ①クラスターが複数発生した商店街での感染拡大防止
②同商店街での将来に向けたクラスター発生の防止

【支援対象】 商店会及び商店会組織

【支援内容】 対象者の活動地域での感染防止対策事業 ※２件目のクラスター発生日以降
例：感染防止のための物品・設備購入、啓発用のグッズ・資料作成、研修費用など

【上 限 額】 １，０００千円

【予 算 額】 ２，０００千円（市単独事業）

クラスター対策協力支援金

概要

クラスターの発生後、地元商店会と協力して早期に感染の拡大を防ぎ、また将来のクラスター発生を防止する

効果

取組⑨ 既定予算



さいたま市は、新型コロナウイルス感染症対策及び新しい生活様式の普及のための「さいたま市市民活動及び協働
の推進特例助成金」を、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）に対して交付します。

【予算額】
４，０００千円（市単独事業）

【助成対象】
１ 本市の所轄するNPO法人が行う、次のいずれかの事業

・新型コロナウイルス感染症対策に関わる事業
・新しい生活様式の普及や生活支援に関わる事業

２ 令和２年９月１日以降に開始し、令和３年１月31日までに終了する事業
３ 市内で、市民を対象に行う事業 ほか

【助成額】
１団体10万円を上限として、予算の範囲内で実施 ※40法人を想定

市民活動及び協働の推進特例助成金による支援

概要

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い社会的な諸活動が停滞する状況において、ＮＰＯ法人の活動の促
進を図り、地域の課題の解決へ向けて効果的に取り組むことができる地域社会の実現に寄与します。

効果

取組⑩ 既定予算



市民の皆様へ



□人との間隔は、できるだけ２m（最低１m）空ける。

□会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。

□外出時や屋内でも会話をするとき、人との間隔が十分にとれない場合は、症状がな

くてもマスクを着用する。ただし、夏場は、熱中症に十分注意する。

感染防止策の徹底

感染防止の３つの基本：①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い

□感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。

□発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモにする。接触確認アプリの活用も。

□地域の感染状況に注意する。

移動に関する感染症対策


