
第３６回新型コロナウイルス対策本部会議 
 

 

政府対策本部による新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態

宣言の期間延長及び埼玉県における緊急事態措置の期間延長を受け、令和３年２

月４日（木）午後５時１５分より開催した標記会議（Ｗｅｂ会議）において、本市におけ

る対応を協議し、協議の結果、公共施設等の対応及びイベント等の開催に対する戸田市の

方針を決定した。 

また、ワクチン接種事業の現況について、戸田中央総合病院への要望書の提出につい

て、本日発表する市長メッセージについて情報共有を図った。 

 

 

記 

 

 

 

 

＜公共施設等の対応及びイベント等の開催に対する戸田市の方針について＞ 

１．公共施設の対応について 

 ・屋内公共施設については、２月２１日まで原則休館とし（窓口業務のみ実施）、 

２月２２日から３月７日までは、開館時間を午後８時までとする。 

ただし、感染状況等により休館期間を延長する場合がある。 

 ・屋外公共施設については、３月７日まで利用時間を午後８時までとする。 

※国県等が実施する、延期や代替が不可能な事業に使用する場合を除く。 

※「白田の湯」「少年自然の家」は３月７日まで休館。 

 

 

 ２．イベント等の開催について 

  市主催（共催）の市民が参加するイベント等（指定管理者含む）については、令和３

年２月２１日まで、原則、中止または延期とする（感染状況等により延長する場合あ

り）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜ワクチン接種事業の進捗状況について＞ 

ワクチン接種会場については市内医療機関で行う個別接種と公共施設で行う集団接種

を想定している。 

 集団接種の実施想定期間は現時点での予定であり、接種スケジュールが確定次第、詳細

な期間についてはホームページ等で周知予定。 

 

１．個別接種 市内医療機関（調整中） 
 

２．集団接種 

【候補会場】 
 公共施設名称 会場候補 実施想定期間 

１ 福祉保健センター １階各健診室、１階集団

指導室、１階各診療室 

令和３年４月～９月 

２ スポーツセンター １階第１競技場、1階大会

議室、1階小会議室 

令和３年４月～９月 

３ 東部福祉センター （４月）２階各室 

（５・６月）全貸室 

令和３年４月～６月 

４ 笹目コミュニティセンター １階多目的ホール、１階

セミナールーム、ホワイ

エ 

令和３年４月～６月 

 

 

 

【予備会場】 
 公共施設名称 会場候補 確保期間 

５ 市役所本庁舎 ５階大会議室、５階５０

１・５０２・５０３・５

０４会議室 

令和３年５月～６月 

６ 文化会館 ４階各宴会場 令和３年７月～８月 

 

 

 

＜救急患者受入の早期再開に向けた要望書について＞ 

 別添資料のとおり、２月２日に戸田中央総合病院 病院長に対し、市長から手交した要

望書について情報共有があった。 

 

 

＜市長メッセージについて＞ 

 別添資料のとおり、会議終了後に公開される市長メッセージについて情報共有があっ

た。 

 

 

以上 

 



 

 

 
 

【公共施設等の対応及びイベント等の開催に対する戸田市の方針】 

令和３年２月４日適用 

 

 

 

政府対策本部による新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言

の発令及び埼玉県における緊急事態措置を受け、戸田市では公共施設等の対応及び

イベント等の開催について、以下のとおりとする。 

なお、本市の方針については、今後国・埼玉県の動向を参考に、適宜検討を行

う。 

 

 

 

【公共施設等の対応】 

    ・屋内公共施設については、２月２１日まで原則休館とし（窓口業務のみ実施）、 

     ２月２２日から３月７日までは、開館時間を午後８時までとする。ただし、感染状況等に 

     より休館期間を延長する場合がある。 

    ・屋外公共施設については、３月７日まで利用時間を午後８時までとする。            

      ※国県等が実施する、延期や代替が不可能な事業に使用する場合を除く。 

      ※「白田の湯」「少年自然の家」は３月７日まで休館。 

        

 

 

【イベント等の開催】 

市主催（共催）の市民が参加するイベント等（指定管理者含む）については、令和３年 

２月２１日まで、原則、中止または延期とする（感染状況等により延長する場合あり）。 
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戸田市新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業

次長及び課長職以下７名の計８名の専属プロジェクトチーム
福祉保健センター ２階
委託によるコールセンターを3月に併設予定

１．接種スケジュール（予定）

＜人員体制＞
＜設置場所＞
＜コールセンター＞

（１）令和2年度の必要経費 ・・・ 令和3年１月補正（専決）
＜必要経費＞ 事業費 79,345千円 （一部繰越明許）
＜予算内容＞ 接種券等の印刷、郵送（高齢者分）、コールセンター運営、予約システム構築の委託料等

※国県説明会資料より

２．接種場所
• 「地域の医療機関 （個別接種） 」
• 「公共施設を利用した特設会場 （集団接種） 」
を平行して実施することを想定

実施
機関

2021年2月 3月 4月 5月 6月～

県 医療従事者等

市

高齢者向け優先接種（６５歳以上）

高齢者施設従事者

基礎疾患のある方

その他（一般の方）

【集団接種会場候補】
①福祉保健センター
②スポーツセンター
③東部福祉センター
④コンパル
（仮）市役所
（仮）文化会館

※期間
４月～９月
４月～９月
４月～６月
４月～６月
５月～６月
７月～８月

3．組織体制
２０２１年１月６日に福祉部内に「新型コロナウイルスワクチン接種対策室」を設置、1月１８日から運用開始

4．予算措置

※実施方法の詳細は医師会と調整中

※会場規模、駐車場の有無、地区等から選定

※福祉保健センター・スポーツセンターを軸に、高齢者
が集中すると想定される４月からの一定期間は、移動
負担の軽減策として東西それぞれに会場を確保

※フロア等、詳細な会場候補等の一覧は別紙のとおり

※期間等は状況に応じて今後変更となる場合があります



新型コロナウイルスワクチンに係る接種会場について 

 

令和３年２月４日 

 新型コロナウイルスワクチン接種会場については市内医療機関で行う個別接種と公共施

設で行う集団接種を想定している。 

 下表の実施想定期間は現時点での予定であり、接種スケジュールが確定次第、詳細な期

間についてはホームページ等で周知する。 

  

１．個別接種 市内医療機関（調整中） 

２．集団接種 

【候補会場】 

 公共施設名称 会場候補 実施想定期間 

１ 福祉保健センター １階各健診室、１階集団指

導室、１階各診療室 

令和３年４月～９月 

２ スポーツセンター １階第１競技場、1階大会

議室、1階小会議室 

令和３年４月～９月 

３ 東部福祉センター （４月）２階各室 

（５・６月）全貸室 

令和３年４月～６月 

４ 笹目コミュニティセンター １階多目的ホール、１階セ

ミナールーム、ホワイエ 

令和３年４月～６月 

 

 

 

【予備会場】 

 公共施設名称 会場候補 確保期間 

５ 市役所本庁舎 ５階大会議室、５階５０

１・５０２・５０３・５０

４会議室 

令和３年５月～６月 

６ 文化会館 ４階各宴会場 令和３年７月～８月 

 



令和３年２月２日 

 

 

戸田中央総合病院 病院長 様 

 

戸田市長 菅原 文仁   

 

 

救急患者受入の早期再開に向けた要望書 

 

 日頃から本市の医療体制確保のための御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 特に新型コロナウイルス感染症の患者の受入にあたっては、クラスター対策などの困難

な課題が山積する中で、貴院の職員の皆様が一丸となって献身的に取り組まれていること

に対しまして敬意を表する次第でございます。 

 さて、戸田市内では累計で９００名を超える市民の方の感染が確認されるなど、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大が続いており、現在、戸田市内における医療提供体制がひ

っ迫する状況が続いています。 

 貴院におかれましては、大規模なクラスターの発生に伴い、２月２日現在救急外来の受

入を停止されているほか、病棟の入院患者の受入も停止されています。 

こうした中、市内の救急搬送の状況は昨年の１２月中旬以降、緊迫した状況が続いてお

ります。 

搬送先については市外への搬送が市内への搬送を大きく上回り７６．４％（1月 25 日～

31 日）と高止まりの状況が続いております。 

また、医療機関への搬送困難案件（受入照会回数 4回以上かつ現場滞在時間 30 分以上の

事案件数）は、本年 1月 4日から 1月 31 日までの直近 4週間で４４件となっており、昨年

の同時期の１２件と比較し３．７倍となっております。 

さらに、病院収容平均所要時間は４９．８分（1月 25 日～31 日）と、通常期よりも１５

分程度増加しております。 

このように、救急搬送の現場の状況は大変厳しい状況で、市民の救急体制に対する不安

が高まっているのが現状です。 

こうした状況に鑑み、貴院におかれましては、厚生労働省や埼玉県の指導に基づく安全

対策を十分に講じた上での１日でも早い救急体制の再開に向け特段の御配慮を賜りますよ

う切にお願い申し上げます。 

なお、戸田市ではコロナ対応に協力する医療機関向けの新たな協力金制度の創設に向け、

２月８日開会予定の臨時会に補正予算を提案する予定でございます。 

戸田市といたしましても、市内の医療体制の確保に向け全力で取り組んでまいりますの

で、引き続き御協力を賜りますようよろしくお願いいたします。 



 

政府緊急事態宣言延長にかかる市長メッセージ 

 

 

市民の皆さまには、日頃から感染防止の取り組みにご協力をいただき、ありがとうございます。 

 

県内では、新規感染者数は減少傾向にあるものの、病床の使用率は高止まりしており、予断

を許さない状況が続いております。 

 

こうした中、1 月 7 日に発出された緊急事態宣言が、政府によりさらに 1 か月間延長されること

となりました。埼玉県においても、引き続き、県内全域に不要不急の外出自粛や、飲食店に対し

て営業時間を午後 8 時までとする営業時間の短縮要請、企業へのテレワーク促進などを求める

緊急事態措置を延長いたしました。 

 

本市においても、新規感染者数は年末年始の時期をピークに減少傾向を示しており、1 日あた

りの平均感染者数は、20 人程度から 8 人程度にまで減少してきております。しかしながら、戸田

中央総合病院の救急受け入れ再開まで、もうしばらくの時間を要する状況であり、市内の地域医

療提供体制は、依然としてひっ迫した状態が続いております。 

 

そこで、人と人との接触機会を減らすため、本市では、1 月 12 日から続けております、市主催

イベントの中止及び、市内公共施設のうち、屋内施設は原則休館、屋外施設は午後 8 時以降閉

鎖する措置を当面 2 月 21 日まで延長することを決定いたしました。 

 

市民の皆様にはご不便をおかけいたしますが、市民の皆様の命と健康を守るために、まさに

今が大切な時期でございます。そのための苦渋の決断でございますので、何卒ご理解をいただ

きますとともに、外出自粛にご協力くださいますようお願いいたします。 

 

本市では、市民の生活と安全を守り、経済を下支えするため、新型コロナ対応緊急支援パッケ

ージの第３弾として、テイクアウト等販売促進補助などの緊急経済雇用対策をはじめ、緊急生活

支援対策、緊急感染症予防対策に取り組んでいるところでございます。 

  

特に、感染拡大防止の切り札とされるワクチンの接種につきましては、迅速かつ円滑に接種を

進めるため、新型コロナウイルスワクチン接種対策室を県内でもいち早く立ち上げたところであり、

蕨戸田医師会とも連携しながら、市民の皆さんへの接種開始に向けて、全力で取り組んでまいり

ます。 

 

引き続き、市民の皆さまのご理解とご協力を、心よりお願い申し上げます。 

 

令和３年（２０２１年）２月４日 

戸田市長 菅原 文仁 



第３６回新型コロナウイルス対策本部会議  次第 

 

日  時：令和３年２月４日（木） 

午後５時１５分～ 

開催方法：Ｗｅｂ会議方式 

 

 

１．開 会 

 

【報告案件】 

  戸田市内の新型コロナウイルス感染症の感染状況 ※定例報告 

 

２．議 題 

（１）政府対策本部の「緊急事態宣言」の期間延長 及び 

埼玉県の「緊急事態措置」の変更について 

 

（２）公共施設等の対応及びイベント等の開催に対する戸田市の方針について 

 

（３）新型コロナウイルス感染症対策に係る分散勤務等の期間延長について 

 

（４）ワクチン接種事業の進捗状況について 

 

（５）その他 

 

 

３．市長訓示 

 

 

４．閉 会 
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