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頼を賜っていること︑そしてそれ
は地元さいたま市の皆様のお支え
によるものであること︑さいたま
市民お一人お一人の皆様に心の底
から感謝申し上げます︒
年明け早々︑私たちの埼玉県を
含めて１都３県に対して２度目の
緊急事態宣言が出され︑その後中
部・関西圏にも拡大しました︒日
本は立憲国家で法治国家です︒昨
年の特措法改正時には︑私権の制
限につながる緊急事態宣言には特
に野党の皆様を含めて極めて慎重
な意見︵１項︑７項等︶が出され
国会でもそのような附帯決議がな
されました︒
しかし︑現実には法的手続きを

牧原秀樹

▲地元で影響を受けた事業者の皆様にお話を伺い、支援策を説
明させて頂いております。さいたま市が誇る大宮市場にはすぐに
伺い、国会の質問でも取り上げました。

詳しくは
中面にて

新型コロナ感染症
に伴う各種ご案内

▲昨年の環境委員会、消費者特別委員会でもトップバッターにて
質問。コロナ対策が第一であるのは勿論ですが、今の日本には他
にも課題山積です。未来に向け政策を牽引します。
【質問内容】
・デジタル社会への対応・高齢者保護・ギャンブル依
存症対策 他 <環境委員会>
・2050年カーボンニュートラルに関して・環境イノ
ベーション・改正動物愛護法に基づく飼養管理基準に
ついて 他 <消費者問題特別委員会>

質疑内容
詳しくは YouTube

令和3年

新型コロナウイルス感染症対策特集

令和３年︵２０２１年︶が明け
ました︒改めて旧年中︑経済産業
副大臣在任時︑その後にもご批判
も含めて多くのご意見やご要望を
賜りましたこと心より御礼申し上
げます︒誰よりも身近な地元在住
議員として電車通勤環境改善︑荒
川堤防強化を含めた安全安心の確
保︑高速道路延伸等を交通環境整
備など地元の発展にも引き続き力
を尽くして参ります︒
今年︑国会での全国会議員のト
ップバッターの質問者は牧原が務
めました︒昨年の環境委員会︑消
費者問題特別委員会でもトップバ
ッターを務めており前例ないこと
です︒国会で多くの皆様からご信

衆議院議員

越えてでも政治決断による強い
早期の措置を求める国民の声が
多く聞かれます︒予防的段階か
らより実効性ある措置が可能と
なる特措法の改正を行います︒
また︑変異種防止のための外
国からの断固とした入国停止措
置︑大宮市場の皆様の声も踏ま
えつつ飲食店関連業者の皆様へ
の補償の拡大︑それ以外の業者
の皆様への経済支援の拡大︑そ
して強力な経済・雇用対策の必
要 性 を 訴 え ま し た︒今 後 と も︑
誰よりも地元の皆様の声を伺
い︑政策の実現を果たしてまい
ります︒
最後に新型コロナウイルス感
染症の最前線で対応に当たって
下さっている医療︑保健関係者
の皆様︑私たちの生活を支えて
下さっているすべての皆様に心
から御礼を申し上げます︒世界
中の人類で協力し︑国内では一
致団結してこの危機を乗り越え
るために︑私も全身全霊を尽く
して使命を果たすことをお約束
します︒
本年も皆様のご指導ご支援を
心からお願い申し上げます︒

▲今年の国会は、内閣委員会 牧原の質問からスタート。
外国からの入国停止、
コロナへの支援や経済・雇用対策
の拡大について質問。

牧原 の質問 で 国会幕開け

まきはらひでき国政報告
衆議院議員 環境部会長 前経済産業副大臣 元厚生労働副大臣
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『困りごと別
埼玉県感染防止対策
協力金（第4期）

相談先一覧』

埼玉県による営業時間短縮の要請（1/12〜2/7）にご
協力いただいた飲食店（カラオケ店、バー等を含む）を
運営する事業者の皆様に協力金を支給（全期間協力した
場合1店舗あたり162万円）。

①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・
間接の取引があること。または、
②緊急事態宣言発令地域における不要不急
の外出・移動の自粛による直接的な
影響を受けたことにより、

本年１月または２月の売上高が対前年比
▲50％以上減少していること。

詳しくは
『埼玉県中小企業等支援相談窓口』

支給額
法人は40万円以内、
個人事業者等は
20万円以内
申請方法 調整中

TEL0570-000-678

（平日・休日 午前9時〜午後6時）
または埼玉県ホームページ

新型コロナウイルス感染症対応休業
支援金・給付金コールセンター

労働条件相談
「ほっとライン」

TEL048-830-4515

TEL0120-811-610
（平日 午後5時〜午後10時
土・日・祝 午前9時〜午後9時）

お子様の病気やケガなど
どうすればいいか
分からないとき

救急車を呼ぶ？病院へ行く？
急な病気やケガで
どうすればいいか分からないとき

こども医療電話相談

救急安心センター事業

＃7119

※小児科医師・看護師から症状に応じた
対処の仕方や受診する病院のアドバイス
を受けられます。
※埼玉県は24時間対応

※医師・看護師・相談員から症状に応じ
た対処の仕方や受診する病院のアドバイ
スを受けられます。
※埼玉県は24時間対応

パワハラ・セクハラ・DV・誹謗中傷、
その他など人権侵害について
相談したいとき

子どもや保護者、状況について
何か変だ、児童虐待では？
と思ったら

みんなの人権110番

児童虐待かもと思ったら

（平日 午前8時30分〜午後5時15分）

（24時間）
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まきはらひでき事務所
さいたま市中央区上落合2-1-24-5階

Email: office@hmacky.net

埼玉県仕事と生活の両立
支援相談窓口

（平日 午前9時〜午後5時）

（平日 午前9時〜午後5時）

TEL.048-854-0808

介護や子育て、病気治療などで
仕事の継続にお悩みのとき

TEL048-600-6262

TEL048-755-9211

〒338-0001

（全日 午前９時〜午後9時）

埼玉労働局 総合労働相談コーナー

ワークステーションさいたま
職業相談・紹介

TEL0570-003-110

離職や休業等に伴う収入減により、住居を失うおそれが
生じている方々。
※令和２年度中（本年３月末まで）
に新規申請した場合、
最長１２カ月間、家賃相当額を支援します。
※支給額は市区町村や世帯の人数によって異なります。

休業、雇用調整助成金、解雇・退職、特別
休暇制度など、労働問題でお悩みのとき

専門の相談員が就職の
相談・お仕事の紹介等を
行います

＃8000

住居確保給付金

TEL0120-23-5572

（平日 午前８時30分〜午後8時 /
土日祝 午前８時30分〜午後５時15分）

（全日午前9時〜午後9時）

0120-973-248

住居確保給付金相談コールセンター

TEL0120-221-276

TEL0120-46-1999

TEL

「支援もたくさん
埼玉県内の中小企業・小規模
あって何を使えば
いいのか分からない」 事業者の皆様の経営に関す
るあらゆるご相談を受
そんな方もまずは
『よ
け付けています
ろず支援拠点』
にご
相談ください！

事業主から休業手当を受け取っていない中小企業で働く方々が
直接受給できます。パート・アルバイトも対象で、シフト減少による
休業も対象。休業前賃金の８割（日額上限11,000円）
を、休業実
績に応じて支給。

緊急小口資金・総合支援資金
相談コールセンター

埼玉県
よろず支援拠点

（平日 午前9時〜午前12時
午後1時〜午後5時）

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金

新型コロナウイルスの影響で
収入が減り生活が苦しい時、
まずはご相談ください

『よろず支援拠点 』は、経済産
業省・中小企業庁が、全国47都
道府県に設置する経営なんで
も相談所です。

売上が減少した中小事業者
に対する一時金の支給

要件
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（月・水・金 午前9時〜午後4時30分）

子どものみなさん
自分のこと、ともだちのこと、
がっこうのこと、心配なことが
あったら電話してみよう！

犯罪や事故の発生には至ってない
けれど、ストーカーやDV・
悪質商法など警察に相談したい
ことがあるとき

24時間子供SOSダイヤル

けいさつ総合相談センター

（24時間）

（24時間）
またはTEL048-822-9110

TEL0120-0-78310

消費生活の中でトラブルや困ったこと
について相談したいとき
・お試し購入のはずだったのに2回目3回目が
届いた…
・ネット通販を利用したが商品が届かない…
・勧められるまま高価なものを買ってしまった…
・
「必ず儲かる」
って言われたけど話がちがう…

消費者ホットライン
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＃9110

相手といるとつらい、緊張する。。
「何かおかしい」
と感じていたら
ひとりで悩まずにまずは電話です

DV相談＋プラス

TEL0120-279-889
（24時間）

暮らしの中での困ったこと、相談したいこと、ご意見など、
なんでもお気軽にお聞かせください。

FAX.048-858-2635
LINE@

Facebook

Twitter

YouTube

新型コロナウイルス感染症対策
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手洗いとマスク着用、換気に関して
A 〇新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、
「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です
〇「密閉」空間にしないよう、こまめな換気を！
乗り物の場合
・車などでのエアコンは「内気循環モード」
ではなく「外気モード」にしましょう
・公共交通機関でも、窓開けへのご協力を
よろしくお願いいたします

県民

飲食店

他の人に感染させてしまう可能性がある期間
はいつまで？
A 新型コロナウイルスに感染した人が他の人に感染させてしまう可能性がある期間は、発症の２日前から
発症後７〜 10 日間程度 とされています。
また、この期間のうち、発症の直前・直後で特にウイルス排出量が高くなると考えられています。
このため、新型コロナウイルス感染症と診断された人は、症状がなくとも、不要・不急の外出を控える
など感染防止に努める必要 があります。

新型コロナウイルス感染症かも？
どうすればいい？

＜医療機関に直接行かない！＞

①かかりつけ医がある方は、かかりつけ医へお電話ください
②かかりつけ医のない方は、

1）ネットで医療機関を検索
〇埼玉県指定診療・検査医療機関検索システム
2）電話で医療機関を相談
〇
「受診・相談センター」 TEL 048-762-8026

『さいたま市新型コロナ冬期サポートダイヤル』
TEL

048-782-5225

（日曜除く

午前 9 時〜午後 5 時）

とくに症状がない場合の一般的なお問合せ窓口（厚生労働省）

『厚生労働省電話相談窓口』
TEL

（全日

0120-565653
午前 9 時〜午後 9 時）

新型コロナワクチン接種について
A

事業者
職場

『新型インフルエンザ等
特措法案』について

現在、政府は新型インフルエンザ等特措法や感染症法などに従
って新型コロナウイルス感染症へ対応しています。しかし、よ
り効果的な対策を取るため次の点において改正を行う予定です。

〇県内全域のすべての飲食店、バー、カラオケ店
（宅配やテイクアウトサービス、ネットカフェ、漫画喫茶は対象外）

❶ まん延防止等重点措置の創設ー今まで法律上まん延防止の
ための予防的措置をとれなかったところ、早めの措置の必
要性を求める国民の声もあり、措置できるようにします。
❷ 臨時の医療施設−緊急事態宣言がなくとも開設できるよう
にします。

〇出勤者数 7 割減を目標（時差出勤、テレワークの徹底）

❸ 緊急事態措置に「命令」を加えます。

イベント
〇収容人数１万人超の場合、5000 人を上限

❹ 事業者、医療機関や医療関係者、地方公共団体への支援を
明記します。

〇収容人数１万人以下の場合、収容率 50％を上限
〇県のイベントなどは原則中止か延期

❺ 感染された方への差別防止を明記します。
❻ 緊急事態措置に反した場合に 30 万円以下の過料を導入し
ます。

県の
屋内施設

〇46 施設

県立学校

〇休校は行わず感染防止策を徹底

原則休館

❼ 宿泊療養、自宅療養の法的位置づけ。入院勧告・措置の見
直しと、入院措置への拒否や逃亡についての罰則の導入
❽ 積極的疫学調査の実効性の確保

〇合唱や調理実習は中止

❾ 国と地方自治体の役割・権限強化

〇部活動も原則中止

※1 月 22 日現在の情報となっております。
ご質問、最新情報のお問い合わせなどは、牧原事務所までお気軽にご連絡ください。

〇３密避けるため始業時間の繰り下げや短縮授業など

感染リスクが高まる
「５つの場面」
とは？
❶飲酒を伴う懇親会等

●飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。また、聴覚が
鈍麻し、大きな声になりやすい。
●特に敷居などで区切られている狭い空間に、
長時間、大人数が滞在すると、
感染リスクが高まる。
●また、回し飲みや箸などの共用は
感染のリスクを高める。

❷大人数や長時間におよぶ飲食

●長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では、短時間の
食事に比べて、感染リスクが高まる。
●大人数、例えば５人以上の飲食では、大声になり飛沫が飛びやすくなるため、
感染リスクが高まる。

➡

（月〜土、祝日 午前 9 時〜午後 5 時 30 分）
※受付時間外の時は
「県民サポートセンター」TEL 0570-783-770（24 時間）
（受診先の確認のほか、一般的な相談ができます）

新型コロナウイルス感染症に関する一般的な健康相談（さいたま市）

〇県をまたぐ移動の自粛

〇時短要請に応じた事業者に対して店舗ごとに１日あたり６万円を支払う

A 新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち 重症化しやすいのは、高齢者と基礎疾患 のある方です。
重症化のリスクとなる基礎疾患には、慢性閉塞性肺疾患（ COPD ）、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心
血管疾患、肥満 があります。
また、妊婦や喫煙歴なども、重症化しやすいかは明らかでないものの、注意が必要とされています。

受診の前に医療機関に電話で相談

〇午後 8 時以降の不要不急の外出自粛

〇営業時間は午後８時まで

重症化しやすいのはどんな人？

A

緊急事態宣言1/12〜2/7〈埼玉県〉

＜２＞

❸マスクなしでの会話

●マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫
感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高ま
る。
●マスクなしでの感染例としては、昼カラオケな
どでの事例が確認されている。
●車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。

❹狭い空間での共同生活

●狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉
鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まる。
●寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が
疑われる事例が報告されている。

❺居場所の切り替わり

●仕事での休憩時間に入った時など、居場所が
切り替わると、気の緩みや環境の変化により、
感染リスクが高まることがある。
●休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる
事例が確認されている。

〇現在確保を見込んでいるワクチンについては、２回接種となる見込みです。
〇接種費用は全額公費（無料）です。
大量のワクチンは、徐々に供給が行われることになりますので、一定の接種順位を決めて、接種を行っ
ていきます。現時点では、次のような順でワクチンを受けていただく見込みです。
(1) 医療従事者等
(2) 高齢者（令和３年度中に 65 歳に達する、
昭和 32 年４月１日以前に生まれた方）
ワクチン最新情報はこちらより
(3) 高齢者以外で基礎疾患を有する方や
ご確認ください
高齢者施設等で従事されている方
『新型コロナワクチン特設サイト』
(4) それ以外の方

※ 今 号は1月2 2日現 在の情 報と
なっております。最 新 情 報はイン
ターネット等でお確かめいただきま
すようよろしくお願いいたします。

●内閣官房

新型コロナ
ウイルス
感染症対策

●厚生
労働省

●経済
産業省

●埼玉
県

●さい
たま市

