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第３７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４年１月２３日（日）午後６時３５分～午後６時５５分 

場 所：別館３階正庁 

出席者：知事、副知事、公営企業管理者、教育長（代理：福利給与課長）、警察

本部長、感染症対策統轄官、知事政策補佐官、地域ブランド統括官、感

染症対策統轄官補、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（代理：農政部次長）、県土整備部長、会計管理者、甲府市福祉

保健部長、山梨県消防長会会長、陸上自衛隊第１特科隊長（代理：陸上

自衛隊第一特科隊三佐） 

 

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、今月 16 日から昨日までの 1 週間は人口 10 万人当た 

り 122.8 人。総数で 995 人。前の週と比較して 10 万人当たりで 70.5 人、総数

で 571 人の増加と、急速に感染が拡大。 

・実効再生産数は昨日時点で 1.84。 

・感染経路不明割合は、56.4％。感染経路が判明しているもので多いのは親族間、

次いで知人間という状況。 

・医療提供体制のうち、病床のひっ迫具合は、昨日時点の入院者数は 200 人、病

床使用率は 53.2％。前の週と比べて 29.5％上昇。 

・一方感染者数は急増しているが、現在重症者はいない。 

・入院者と宿泊施設での療養者数の両者を合わせた療養者数は 1,109 人。人口 10

万人当たりで 136.9 人と前の週から大幅な増加。 

・重症者用病床を除く病床と宿泊療養施設を合わせた病床等使用率は、昨日時点

で 70.7％。 

・新規感染者数の 7 日間累計の推移は、直近１週間当たりの患者数は 995 人とな

っており、これは過去最多。 

・市町村別の患者発生状況は、今週発生した患者のうち、甲府市が 280 人と最も

多く、次いで甲斐市 165 人、笛吹市 89 人など。 

・市町村の感染患者発生状況のマップは、今週は、20 市町村が人口 1 万人当たり
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2.5 人以上の赤色となっており、県内全域で感染が拡大。 

・新規感染者の年齢層について、今月の感染者 1,511 人の内訳は、20 代が最も多

く 436 人ということで全体の 3 割近くを占めている。続いて 10 代が 296 人、

40 代の 194 人の順。20 代以下で半数以上を占める状況。 

・幼稚園、認定こども園、小学校でクラスターがあり、10 歳未満の感染者も 144

人。また、大学でクラスター事案が複数確認されており、若い世代での広がり

が見られる。 

・医療提供体制について、昨日 24 時時点の入院者数は 200 人、宿泊療養施設使用

者数は 732 人。また、退所後ケアに移行している方が 46 人。ホームケアの対象

となっている方が昨日時点で 88 人という状況。 

・変異株の確認状況は、今月 1 日から昨日までに、オミクロン株は 90 件確認。 

・県衛生環境研究所において、変異株のスクリーニング検査を行っており、今月

1 日から昨日までに実施した検査の結果、いわゆるオミクロン疑い（L452R 変異

マイナス）の事例が 260 件確認されている。 

 

（感染症対策統轄官） 

※藤井総長からの感染状況に関するコメント 

・県内の感染がほぼ感染力が強いオミクロン株に置き換わったことから、今年 1

月早々から感染の急拡大が持続。 

・デルタ株までの従来の株に比べ、感染拡大のスピードが極めて速いのが特徴。

例えば、第 5 波の最初のころである 7 月 16 日からの 1 週間の新規感染者は 42

人であり、その後、1 週間ごとに新規感染者数が増え、4 週目で感染者は 10 倍

を超えた。今回のオミクロン株では、12 月 31 日からの 1 週間の新規感染者数

は 42 人で、その次の 1 週間の新規感染者数は 254 人で、今日までのその次の

週は 855 人と 2 週間目で 20 倍以上に急増。 

・それは、感染力が強いのに加え、潜伏期間が短いため、感染した人が発見され

るまでに周囲の人に次々とうつしていくためだと考えられる。 

・そのため、家庭内、職場、学校、保育施設などでクラスターが発生しやすい状

況になっている。 

・こうしたことから、動きが活発で人と接する機会の多い 20 代の感染者が多く、

そこから家庭等で、10 歳代や高齢者に感染が拡がっているので、ワクチン接

種の対象になっていない若年者やワクチンの効果が減弱している高齢者には

特に注意が必要。 

・幸いにして、現時点では重症者は出ておらず、無症状者や軽症者が多いことか

ら、医療機関への負担を軽減し、一般医療も確保するため、宿泊療養施設、ホ

ームケアの活用が重要。 
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・オミクロン株についても基本的な感染対策であるマスク着用、距離の確保、手

洗いの徹底、密を避けることが重要なのは変わりない。また、部屋を閉め切り

にすることが多い冬場においては、定期的な換気にも注意が必要。 

・県民の皆様には、オミクロン株は感染力が強いことから、少しでもいつもと体

の調子が違うなと感じたら、学校や仕事を休み、速やかに医療機関を受診して

いただきたい。加えて、ワクチン接種ができる対象者は、できるだけ速やかに

2 回接種までを終え、3 回目の接種機会があれば接種を受けることをお願いし

たい。 

 

 

【議題２】臨時特別協力要請について 

 

（知事政策局次長） 

・本県においても、オミクロン株の感染がかつてない速度で急速に拡大してい

る。これに対しては、一律に広範囲な人流抑制を図るというより、オミクロン

株の特性を踏まえ、感染リスクの高い場面・場所や対象者を絞り込み、接触機

会を確実に低減する人数制限などに関する効果的な対策を講じることが肝要。 

・具体的には、本県において感染拡大が見られる家庭、学校、会食などの場面・

場所や、感染や重症化リスクが高い子どもや高齢者、障害者などを対象に、基

本的な感染対策に加え人の集まりを極力低減する対策等を緊急的に実施する

必要がある。  

・このため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項に基づき、

令和４年２月１３日までの間、臨時特別協力要請を発出するものである。 

 

・まず、山梨県民の皆様への要請として、（１）ワクチン未接種者の不要不急の

外出自粛をお願いする。 

・ワクチンの２回接種を終えていない方は、ワクチン接種者と比較して感染者 

の発生率と重症化リスクが高く、医療提供体制への影響が大きいことから、通

勤、通学、通院、生活必需品の買い出し、ワクチン接種など、やむを得ない事

情がある場合を除き、不要不急の外出・移動を自粛するよう要請。  

・（２）家庭内での感染防止対策の徹底として、ワクチン未接種の子どもへの感

染拡大が確認されていることから、やむを得ない事情がある場合を除き、子

ども連れでの不要不急の外出・移動を自粛するとともに、家庭において子ど

もへの感染を防止するための対策を十分に講じていただくよう要請。 また、

家庭内において会話をする際には食事の際も含め、マスクの着用を徹底する

よう要請。  
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・次に、事業者の皆様への要請として、（１）ワクチン接種の勧奨や人の集まり

を減らす取り組みの徹底をお願いする。 

・健康上の理由等によりワクチン接種を受けられない方を除き、ワクチン未接

種の従業員等に対し、ワクチンの接種を強く勧奨するよう要請。 

・在宅勤務（テレワーク）や時差出勤、休暇の積極的な取得など、人との接触を

低減する取り組みを一層実施するよう要請。  

・従業員等が体調不良の申し出をしやすい環境づくりや体調不良の従業員等は

早期に帰宅させ、受診を勧めるといった「広げない」ための対策を要請。 

・ワクチンの２回接種を終えていない従業員等には、テレワークの推奨や不特

定多数の方と直接接する業務を控えるなど、勤務環境の配慮を要請。なお、健

康上の理由等により接種を受けられない従業員等が不利益となる扱いを受け

ないよう配慮を同時にお願いする。  

・また、（２）クラスターリスクの高い事業所（高齢者、障害者、児童福祉施設

等）における感染防止対策の徹底として、マスクを外す機会となる食事の時

間を分散するなどの対策を講じるよう要請。 

・次に、学校関係者の皆様への要請です。（１）小学校、中学校、高等学校及び

特別支援学校における感染防止対策の徹底として、準備が整い次第、速やか

に、クラスを分割した授業の実施やオンライン授業の活用、分散登校などの

感染防止対策に配慮した授業等を実施するよう要請。  

・また、職員室の分散化やオンラインを活用した職員会議の開催など、教職員

同士の接触機会の低減に努めるよう要請。 

・（２）大学等における感染防止対策の徹底として、健康上の理由等によりワク

チン接種を受けられない方を除き、ワクチン未接種の学生に対し、ワクチン

の接種を強く勧奨するよう要請。 

・また、部活動や課外活動を行うに当たっては、必要最小限の活動に留めると

ともに、従来からの感染防止対策に加え、マスクを外した状態での接触や大

声を避けるなど、感染リスクの低減に繋がる取り組みを必ず実施することを

要請。 

・また、学生が行う飲み会等に関して、感染拡大に繋がる行為は厳に慎むよう

注意喚起することを要請。 

・発熱等の症状がある学生等が登校や活動参加を控えるよう周知することを要

請。  

・感染防止と対面授業・遠隔授業の効果的実施等による学修機会の確保の両立

に向けて適切に対応を要請。 

・続いて、新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請（案）については、1

月 7 日に発出した際、一部 1 月 31 日までを期限としていた要請内容を本日付
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けで 2 月 13 日まで延長するものである。 

・具体的に、山梨県民の皆様への要請のうち、同一グループの同一テーブルで

の５人以上の会食を自粛するもの、外出や他の市町村等への移動に当たって、

県からの感染状況等の情報をよく把握したうえで、慎重に判断して行動する

ものを 2 月 13 日まで延長する。 

・また、事業者の皆様への要請のうち、イベント等の開催について、事業者が実

施する検査により参加者全員の陰性確認を行ったうえで開催していただくも

の、過去にクラスターが発生した施設類型の施設職員は、ワクチン接種済み

の場合は週１回、未接種の場合は週２回のＰＣＲ検査を実施するものを 2 月

13 日まで延長する。 

・また、学校関係者の皆様への要請のうち、部活動を必要最小限の活動に留め

る内容について、同様に 2 月 13 日まで延長する。 

 

（感染症対策推進監） 

・追加配布した新規陽性者推計・病床使用シミュレーションについて説明。 

・1 月 21 日現在の入院者、宿泊施設入所者を起点として、今後どの程度の新規

陽性者が発生した場合、病床や宿泊療養施設に影響を与えるかについて、ホ

ームケアの運用を取り入れた中でのシミュレーションである。 

・推計の前提条件として、新規陽性者の 56％をホームケアに振り分け。現在は

無症状者、軽症で症状軽微な40歳未満の方がホームケアの条件に合致するが、

先般の専門家から40～59歳でワクチン2回接種している方も今後対象にして

良いのではないかとの意見を踏まえたものとしている。残り 44％のうち、入

院が 2 割、宿泊療養が 8 割。入院者は入院 10 日後に退院。宿泊療養入所者は

入所後 2 日後に 20％が退所後ケアに移行。 

・病床については、新規陽性者が 300 人/日であっても、確保病床の 8 割の範囲

内で均衡。宿泊療養施設は、1/23～1/27 までひっ迫した状況になるが、28 日

以降に新たな宿泊療養施設が稼働すれば均衡していく推計となっている。 

 

（質疑なし） 

 

（ホームケア班長） 

・1/20 から無症状又は軽症で重症化リスクが低い方には、住み慣れた自宅で安

心して療養していただくホームケアを開始した。 

・従前から実施している退所後ケアを含め、自宅療養する患者さんの経済的負

担を軽減し、円滑に療養を始めていただけるよう新たな支援策を実施するこ

ととした。詳細については、この後予定されている知事臨時記者会見で発表
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する。 

 

３．本部長指示 

 

  別紙「本部長指示コメント」のとおり。 


