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第３２回新型コロナウイルス感染症関係総合対策本部 

 

日 時：令和３年９月９日（木）午後３時００分～午後３時２４分 

場 所：防災新館４０１会議室 

出席者：知事、副知事、公営企業管理者、教育長、警察本部長、感染症対策セン

ター総長、感染症対策統轄官、知事政策補佐官、地域ブランド統括官、

知事政策局長、スポーツ振興局長、県民生活部長、リニア未来創造局長、

総務部長、防災局長、福祉保健部長、子育て支援局長、林政部長、環境・

エネルギー部長、産業労働部長、観光文化部長、農政部長、県土整備部

長、会計管理者（代理：出納局次長）、山梨県消防長会会長、陸上自衛隊

第１特科隊長（代理：陸上自衛隊第一特科隊３佐） 

 

１．開会 

 

２．議題 

【議題１】県内における新型コロナウイルス感染症の状況について 

 

（感染症対策推進監） 

・直近 1 週間の感染者数は、9 月 2 日から昨日 8 日までの 1 週間は人口 10 万人

当たり 32.9 人、総数で 267 人となっており、前の週と比べて、10 万人当たり

で 20.4 人、総数で 165 人減少している。 

・今回新たな指標として実効再生産数を示している。現在の流行が拡大傾向にあ

るのか、或いは終息に向かっているのかを評価する際に用いられる指標で、1 よ

り大きい場合は増加傾向で 1 より小さい場合は減少傾向を示す。 

・今月 1 日の実効再生産数は 0.79 で、昨日時点では 0.72 となっており、この数

値からも現在減少傾向にあるということが伺える。 

・感染経路不明割合は、先週 50.5％、今週 47.9％ということで減少しており、

実数でも先週より 90 人の減となっている。 

・医療提供体制について、昨日時点の入院者数は 186 人で、総病床数 367 床に占

める割合が50.7％で、前週から8.2ポイント、人数にして30人の減少である。 

・重症者数は、先週から 1 名増の 4 名である。 

・入院者数と宿泊療養者数を合わせた療養者数は、昨日 8 日時点で 389 人、人口

10 万人当たりで 48 人となっており、前の週と比べて大幅に減少している。 

・病床等使用率（重症者用病床を除く病床と宿泊療養施設の部屋数を合わせた数

値を分母としている）は、昨日時点で 37.1％となっており、先週の 57.6％か

ら、大幅に減少している。 

・新規感染者数の 7 日間累計の推移について、8 月下旬に 7 日間累計 600 がピー
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クとなったが、その後減少に転じ、現在もこの減少傾向は続いている。 

・直近 1 週間の累計は 267 人であり、ピーク時から 333 人の減となっている。 

・市町村別の患者発生状況について、先週と今週で比較すると、ほとんどの市町

村で感染者の減少が見て取れる。 

・人口 1 万人当たり 2.5 人以上の市町村は 7 市町、人口 1 万人当たり 1.5 人以

上の市町村は 7 市となっており、8 月下旬のピーク時と比べると減少傾向であ

る。 

・新規感染者の年齢層について、10 代未満の感染者の割合が高いという傾向が

続いている。また、30 代以下の若年層が半数以上を占めるという傾向も続い

ている。 

・医療提供体制について、昨日の 24 時時点での入院者数が 186 人、宿泊療養者

数が 195 人となっており、ピーク時から大きく減少している。 

・先月から開始した退所後ケアについて、これまでに25名が対象となっており、

昨日時点で 5 人が対象となっている。 

・変異株の県内確認状況について、7 月下旬以降のゲノム解析結果を見ると、本

県においても感染力が強いとされるデルタ株への置き換わりが進んでいるこ

とが伺える。 

・変異株の年代別確認数について、20 代が最多で 30 代以下で約半数を占めてい

る。 

・病床使用シミュレーションについて、今後どの程度の感染者が発生した場合に

病床に大きな影響を与えるのかを推計した結果、1 日当たりの新規陽性者が 70

人以下で推移するということであれば病床に大きな影響を与えることはない

と推計される。 

 

（感染症対策センター総長） 

・県内の感染状況は改善に向かっている。 

・昨日 8 日まで 16 日間連続で 7 日間累計が減少している。あわせて、前週の同

じ曜日から患者数が減っているか否かを見た場合も 16 日間連続して感染者が

減少している。 

・しかし、水準としては比較的高めであり、このまま減少傾向が続けばよいと考

えている。 

・新規感染者の年齢層は、8 月の終わりから、それまで 20 代が一番多かったの

が、30 代の感染者数が一番多いという状況に変わっている。全体の感染者数

が減ったのに、何故このような変化が起きたのかを様々に検討してみたが、明

確な理由が分かっていない。 

・感染者数の減少について主要因はないが、県民の皆様の御努力、事業者の御協
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力、そしてワクチンの効果、そういったものが総合的に組み合わさって、減少

傾向を示していると考えている。 

 

（質疑なし） 

 

【議題２】協力要請について 

 

（知事政策局次長） 

・今回の協力要請全体の期間については令和 3 年 11 月 30 日までとする。希望す

る県民へのワクチン接種が終了した後に免疫力を獲得するまでの時期を想定し、

この期間としている。 

・発出日は本日となるが、適用は 9 月 13 日からとなる。 

 

（具体的な要請の内容について以下のとおり本県独自の要請によるものを中心に

発言） 

 

 （山梨県民の皆様へ） 

 ・不要不急の外出を要請しているものについては、重点措置の解除に伴い削除。 

 ・日常生活を営むにあたり、身体的距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの基

本的な感染対策を徹底するとともに、十分な換気、具体的には 30 分間に 1 回

程度を行うよう要請。 

 ・人混みへの外出、密閉・密集・密接の「三つの密」のある場への外出、基本的

な感染防止対策が行われていない施設の利用の自粛を要請。 

 ・不要不急の都道府県をまたぐ往来の自粛要請は、まん延防止措置に起因する

ものであったことから今回削除。 

・一方で、緊急事態措置やまん延防止等重点措置の対象となる都道府県への移動

は引き続き自粛するよう要請。 

・基本的な感染防止対策が行われていない大人数での会食の自粛また、感染防止

対策が行われていない施設の利用は避け、グリーン・ゾーン認証施設の利用を

要請。 

・グリーン・ゾーン認証施設の利用に当たっても、利用時間などの感染防止対策

を厳守するよう要請、今回新たに「利用時間などの」の文言を追加。 

・路上・公園等における集団での飲酒などの要請については削除。 

・営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りしないよう要

請していた箇所については、飲食店への時短要請を今回外す関係で削除。 

・グリーン・ゾーン宿泊割については今回削除しているが、新規受付を再開する
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わけではなく、引き続き停止するものである。受付の再開は、感染状況を踏ま

えて観光文化部から改めて示す予定。 

 

（事業者の皆様へ） 

・行動規範の遵守については引き続き要請。 

・出勤者数の 7 割削減を目標とした要請については、まん延防止等重点措置に

伴うものであり今回削除。 

・グリーン・ゾーン認証施設の変異株対応については継続。 

・大規模接種センターでのワクチン接種を従業員に対して勧奨していただく要

請については、従業員向け接種が終了したので削除。 

・イベントや会議の開催について、前回は可能な限り延期や中止を要請し、不可

能な場合はリモートや書面での開催を要請していた。今回は「可能な限り延期

や中止」という文言を外し、「イベント等の開催については、県が別途示した

目安のとおりとし、感染拡大のリスクへの対応が整わない場合については中

止又は延期するよう要請」といった従前の要請に戻す。 

・イベント開催時に LINE によるお知らせシステムを活用する要請については継

続。 

 

（飲食店等の皆様へ） 

・グリーン・ゾーン認証を受けていない飲食店・喫茶店等（居酒屋を含む。宅配・

テイクアウトサービス、ホテル・旅館の宿泊客への個別の飲食の提供を除く）、

また、遊興施設（接待を伴う飲食店等）で食品衛生法の飲食店営業許可を受け

ている店舗への休業を要請。 

・対象期間は 9 月 13 日（月）から 26 日（日）までの 2 週間。 

・グリーン・ゾーン認証施設においては、従来の運用ルールに加え、以下の事項

を遵守するよう要請。 

 ➣ 店内 BGM 音量の目安を 45dB 以下とすること。 

 ➣ 不織布マスクの着用を従業員に義務化、利用者に推奨すること。 

・遊興施設（カラオケや接待を伴う飲食店）については、以下の事項を要請 

 ➣ カラオケ利用時を除き入口等の常時開放による換気の実施。 

 ➣ カラオケ利用時に以下のルールの徹底。 

  → 歌唱場所を換気扇の下など風下への固定や空気洗浄機に向かっての歌

唱など飛沫拡散防止を徹底。 

  → カラオケ利用時は歌っている人を含む利用者全員が不織布マスクを着

用するとともに、マスクを外す行為（飲食・喫煙等）を行わないこと。 
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（市町村長の皆様へ） 

・要請内容は変わっていない。基本的な感染防止対策を行っていない施設の利用

自粛やグリーン・ゾーン認証の積極的な取得の呼びかけを要請。 

 

（学校向け） 

・小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校においては、令和 3 年 9 月 13 日 

から 9 月 30 日までの間、以下の内容を要請。 

 ➣ 分散登校やオンライン授業の要請は削除。 

➣ 部活動・クラブ活動は必要最小限の活動に留めることの要請は変わってい

ない。 

➣ 修学旅行や宿泊研修等の校外における共同生活や飲食を共にする機会の

ある学校行事は可能な限り延期することを要請。これによりがたい場合は、

感染防止対策を徹底のうえ、縮小などの検討を要請。従前は運動会や体育

祭も入っていたが今回削除。 

 

（県外からの観光客向け） 

・今回削除。 

 

（大規模集客施設等向け） 

・今回削除。 

 

・まん延防止等重点措置による要請については、今回重点措置が解除される見込

みであることから削除。 

・協力要請（案）については、本日 17 時より政府対策本部が開催される見込みで

あり、そこで本県の重点措置の解除が確定されることから、それをもって正式

な決定とする。 

・県立施設の休業についても、12 日をもって解除する。その旨、各指定管理者へ

各担当部局から連絡をお願いする。 

 

 

３．本部長指示 

 

  別紙「本部長指示コメント」のとおり。 


