
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６弾～

令和２年８月２７日（木）

市長定例記者会見

【令和２年９月定例会 提出議案の概要】
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日別 累計

陽性者数：５７０名（感染経路不明者数：１８５名 調査中：８０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（8月25日時点）

市民陽性者数：６７２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（うち重症者１名） 宿泊療養：２２名 自宅療養：２１名

退院・療養終了：５６３名 死亡：１０名）

緊急事態宣言
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本市における検査数及び陽性率の推移

32.8%

陽性率 3.３％
（8月25日時点）
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最近の陽性者の状況
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感染経路不明・調査中 感染経路判明

10歳
未満

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

7/26～8/9 2.7% 8.1% 37.8% 17.1% 9.9% 11.7% 3.6% 6.3% 2.7% 0.0%

8/10～8/25 1.9% 5.7% 21.7% 17.9% 13.2% 15.1% 7.5% 13.2% 3.8% 0.0%

最近の陽性者の状況（7月26日～8月25日）



感染者の感染経路内訳と感染予防

家族、同居人など「家庭内」での感染拡大の傾向

〇家庭の外での感染を防ぐ
・職場や会食など感染機会の多い場面での感染予防の徹底

〇家庭内で注意すること
・帰宅後すぐに手洗いをする
・手すりやドアノブ、トイレや洗面所など共用部分をこまめに
消毒する

・定期的に部屋の換気を行う
・近距離での会話や大きな声を出すことは控える
・マスク、咳エチケットなど家庭内でもできるだけ感染予防行動
を行う

・検温等で体調管理を徹底する

〇感染が疑われる方がいる場合の注意事項
・感染者と他の同居者の部屋を可能な限り分ける
・できるだけ全員がマスクをする
・ゴミは密閉して捨てる

推定感染経路 割合

家庭内 30.0％

勤務先 25.9％

会食・集会等 18.5％

接待を伴う飲食店 15.2％

その他 10.5%

推定される感染経路
（7月1日～8月18日）

陽性者数：４４０人
感染経路判明者数：２９７人



さいたま市緊急対策 第６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６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



・ 宿泊促進による地域経済の活性化

・ 児童生徒用コンピュータ整備事業

・ スタディエッセンスシステムの構築

・ 警防本部情報システムを活用した遠隔会議環境整備

・ 保育所・放課後児童クラブ等のマスク・消毒液購入等に係る支援(必要資材の増加に伴う増額)

・ 新型コロナウイルス感染症感染者の移送体制の強化(期間延長に伴う増額)

・ 新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査機器の購入

・ ＰＣＲ検査の民間検査機関への依頼

・ 地域外来・ＰＣＲ検査センターの設置(期間延長に伴う増額)

土・日曜日、祝・休日除く
8：30～17：15さいたま市緊急対策 第６弾 概要

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

取組①

取組③

取組⑤

その他

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

取組⑥

取組④

・ 修学旅行等の経費負担

・ 国民健康保険税の還付（減免された納付済保険税の還付）

取組⑦

取組②



土・日曜日、祝・休日除く
8：30～17：15さいたま市緊急対策 第６弾 概要

さいたま市緊急対策 第６弾

約１２億６千万円
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

第６弾 約１２億６千万円

合計 約１,７６７億円
※うち、既定(当初)予算 約９千万円

さいたま市緊急対策 総額



増加している新型コロナウイルス感染症の検査に対応するため、
ＰＣＲ検査機器1台と次世代シークエンサー1台を購入し、検査
体制を強化します。

【予算額】 １４,３２５千円（県の補助金を活用）

【内 容】 （１）PCR検査機器 1台

（２）次世代シークエンサー 1台 次世代シークエンサーの一例

新型コロナウイルス感染症に係る検査機器の購入

概要

（１）PCR検査機器を購入することにより、1日あたりの検査数を増やすことができます。

（２）次世代シークエンサーを購入することにより、新型コロナウイルスの遺伝子配列を網羅的に解析できる。その結
果を用いて、感染経路不明者の感染経路を推測することなどに活用します。

効果

取組① ９月補正



新型コロナウイルス感染症患者発生時に、検査対象者が増加した場合に備え、外部の民間検査機関に
検体検査を依頼できる体制を整備します。

【予算額】 ２４，６４０千円（国の補助金を活用）

【期 間】 令和２年９月から、令和３年３月までの７か月間

ＰＣＲ検査の民間検査機関への依頼

概要

クラスター対策の一環としてＰＣＲ検査を実施する際、外部の民間検査機関に検体検査を依頼することで、一時
に大量の検体検査が可能となります。

効果

９月補正取組②



新型コロナウイルス感染症の影響で宿泊需要が低迷している中、宿泊者を呼び込み地域経済の活性化を図ること

を目的として、市内の宿泊施設が実施する宿泊代金の割引に要する経費について補助金を交付します。

【 予 算 額】

１４７，５５０千円（市単独事業）

【実施時期】
事業開始から３か月間
実施開始日の詳細については、後日決定

【補助内容】

宿泊代金の割引額
（１室１泊につき上限3,000円）
事業実施にかかる経費

宿泊促進による地域経済の活性化

概要

本市独自の宿泊割引を実施し宿泊需要を取込むことで、宿泊を伴う地域消費が期待でき、地域の活性化を図るこ
とができます。

効果

取組③

＜効果＞
地域消費の促進による
地域経済の活性化

９月補正



国の令和２年度補正予算に伴い、「ＧＩＧＡスクール構想の加速による学びの保障」に資する事業として、家庭

でのインターネットを利用した学習環境の構築等に係る経費について、補正を行うものです。

【概要】

児童生徒用コンピュータ整備事業【189,371千円】

①教育用コンピュータ設定変更 168,371千円（市単独事業）
既に学校に整備済みのタブレット型コンピュータも、児童生徒が家庭
でのインターネットを利用した学習ができるよう、設定変更を行います。

②Wi-Fiルータ整備 21,000千円（国の補助金を活用）
貸出用Wi-Fiルータを整備します。

児童生徒用コンピュータ整備

概要

学校の全てのタブレット型コンピュータを各家庭に持ち帰り、インターネットを利用して学習が継続できるようになります。

効果

取組④ ９月補正



さいたま市Ｗｅｂ学習コンテンツ「スタディエッセンス」について、操作性と利便性を向上させるシステム構築を
行います。

【予算額】 ６,５００千円（市単独事業）

【支援内容】

【開始時期】
令和３年３月、国の「ＧＩＧＡスクール構想の加速による学びの保障」により、市立小・中・特別支援学校
に１人１台端末を整備することに合わせて、運用開始。

「スタディエッセンス」システム構築

概要

小学校低学年の児童でも、自宅において、自分の力で操作しやすくなります。
「スタディエッセンス」を使用した学習の履歴が分かるようになります。

効果

取組⑤ ９月補正

＜現状＞

自律的な操作を可能にする
Ｗｅｂページのデザイン

学びの足跡を確認できる
履歴管理システム

簡単な手順で
コンテンツをアップ



【感染拡大防止と新たな暮らしのスタイルの確立】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による職員間の感染リスクを低減することを目的として、既存システムを拡充

することで消防署所等の遠隔会議環境に係るシステムの整備を行います。

１ 遠隔会議環境整備費用：１３，６３０千円（市単独事業）
既存システムを、遠隔会議システムとして応用するためには可搬型端末の台数が不足していることから、
消防署所等において遠隔会議が実施できるよう可搬型端末を増設するものです。

２ 活用方法
（１）消防連絡会（消防局の重要決定事項の周知）
（２）新型コロナウイルス感染症に対する

消防局の対応（現場対応等）の周知
（３）局内研修等
⇒ 職員の接触低減を実現し、感染リスクを低減

警防本部情報システムを活用した遠隔会議環境整備

消防職員の接触低減を図ることで、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を推進し、市民の安心・
安全を確保します。

取組⑥

概要

効果

９月補正

警防本部情報システム
（警防本部室）

消防署所等
（可搬型端末）



新型コロナウイルス感染症の拡大により、令和２年度に予定していた小・中・高等学校の修学旅行等の中止
及び延期により発生する経費について、公費により負担し、保護者の経済的な負担をなくします。

【交付の対象となる学校行事等】 ９６，９５１千円（市単独事業）

修学旅行等の経費負担

概要

令和２年度に予定していた小・中・高等学校の修学旅行等の中止及び延期により発生する経費について、
公費により負担することで、保護者の経済的な負担をなくします。

効果

取組⑦ ９月補正

交付対象 内容 交付額

小学校 修学旅行

中止及び延期により発生
する経費（企画料等）

92,439千円中学校 修学旅行

小学校 校外行事

高等学校 修学旅行 4,512千円



市民の皆様へ



新型コロナウイルス感染拡大防止のための避難行動について

●日頃からマスクや消毒液等の衛生用品について備蓄し、避難の際には避難所に携行いただくとともに、

発熱や咳などの症状がある場合は、申し出ていただくようお願いします。

衛生用品等の備蓄・携行のお願い

ご自身と自宅の安全が確保できる場合、以下の対応も検討してください。

●避難所は、災害の規模によっては密閉・密集・密接のいわゆる3密の

状態となる可能性があるため、在宅避難が可能となるよう、備蓄や

家の中の安全対策を行ってください。

●洪水時に避難が必要な方で、親戚や知人宅が安全な場所にある場合

は、親戚や知人宅へ避難することも検討してください。

在宅避難のすすめ


