長野市新型 コロナウイルス感染症対応方針 (8月 26日 〜)

令和 3年 8月 26日
長野県は、8月 20日 か ら 9月 20日 までを 「命を守る 1カ 月」 とする医療非常事態を宣言 し、あわ
せて全県 に対 して 「新型 コロナウイルス特別警報 ‖」を発出 しま した。
全国的には、8月 27日 か ら 21都 道府県にお いて緊急事態宣言 (9/12ま で)が 、 12県 において、ま
ん延 防止等重点措置 (9/12ま で)が 実施 され、感染力の強 いデルタ株 (変 異株)に よ り新規陽性者数は
増加 し続 けてお り、医療が逼迫 している状況 です。
長野県における医療崩壊をまねかないため にも、本市にお いては、円滑な ワクチ ン接種 を推進する
とともに、感染防 1上 対策を強化・徹底 し、感染の拡 大防止に向けた対応 を実施 しますc

l

ワクチ ン接種の推進 について
【ワクチ ン接種の実施等】
関係機関 (医 師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会及び大学 )の 協力の もと個別接種、集団接

○

種 によ リワクチ ン接種 を推進 しています

0 64歳 以

c

ドについては、国及び県か らυ)ワ クチ ン供給量 に柔軟に対応 しなが ら早期 の終 了をめざ し

ます。
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市民の皆様 ヘ
感染防止策の徹底】
【
〇

人と会 う機会をできるだけ減 らすようお願 いしますc(特 措法第 24条 第 9項 )極 力ご自宅に近
い ところで生活を送 ってください。

○

職場や学校などを除き、会合は控えていただき、会合が必要な場合で も少人数 (で きるだけ 4
人以内)・ 短時間として くだ さい。

○

基本的な感染防止策

(「

3つ の密」 を避 ける、人と人 との距離 を確保する、マ スクを正 しく着用

する、手洗 い等 の手指衛生を実行するな ど)を 徹底 して ください。

○ 着用するマスクは、できるだけ「不織布マスク」にしてください。
〇 室内での人人数 の飲食、長時間 (概 ね 2時 間超 )に 及ぶ飲食、感染拡大 予防ガイ ドラインを遵
守 していない酒類 の提供を行 う飲食店 υ)利 用な ど感染 リスクの高 い飲食は避 けて くだ さい。飲
食店等が行 う感染防止策に協力 して ください。 (特 措法第 24条 第 9項 )
○

O
O

飲食時 においてはマス ク会食 を徹底 して、会話をする際 はマスクを着用するとともに、普段会
わな い方との会食は特に注意 して くだ さい。
家庭内 にあって も、マ スク着用 と、手指衛生 (手 洗 い 。消毒)を 徹底 して くださいc
同居 υ)家 族以外で行 う、飲酒 を伴 う 5入 以

1lυ

)会 食は、感染 リスクが 高ま ります υ
)で 、徹底 し

た対策を講 じて くだ さい。それが困難な場合は実施 を控えて ください。
(特 措法第

24条 第 9項 )

○

本人又は同居者 に発熱や風邪等 の症状がある場合には外出 しな いで くだ さい。

〇

高齢者や基礎疾患 の ある方は不要不急の外出を 自粛 して ください。

〇

発熱等の症状がある場合 には、外出を控え、直ちにかか りつけ医等 に相談 してくだ さい。
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県内外 との往来 について】
【
〇

゛
出張や旅行、帰省な どで県境をまた く移動は極力中止又は延期をするよ うにお願 い します。県
外 へ訪間す る場合 には、感染力が高 い とされる変異株が全国的に広がって いることか ら、基本
的感染防止策 の徹底や、人との接触機会を最大限減 らし滞在時間もできるだけ少な くする、大
人数での会食等 リスクが高 い行動 を控えるな ど慎重な行動 をお願 い します。 (特 別措置法第 24
条第 9項 に基づ く県知事 の要請

)

O

)あ る方等が いるご家庭 へ の訪間 を控えるとと
県外 との往 来をさオlた 方は、高齢者や基礎疾患 υ
1め の相談 ・ 受診 をお願 い します。
もに、「1ら 健康観察 を行 い、発熱等 の症状がある場合にはヽ

○

県内 において も感染者が増加 している地域があ ります ので、県内の移動 に当たって も慎重な行
動 をとるよ うお願 い しますc

人権 への配慮 についての依頼】
【
○ 患者・感染者、医療従事者、感染が広がって いる地域等に滞在 していた方、県外か ら来 らオ1た
方等 に対する不当な差別や偏見 、誹謗中傷 、 いじめ等が生 じないよう、誰 もが感染する ￨∫ 能性
があるという意識 を持ち、冷静な行動をお願 い します。
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事業者の皆様 ヘ
施設 ・店舗等 における感染防止策の徹底等の依頼】
【
○ 商業施設 ・観光施設な ど不特定多数の方を受け入れる施設 に限 らず、店舗や施設の管理者 にお
かれては、感染防止策を徹底 していただ くとともに、状況 に応 じ入場制限等を実施 して くださ
い

C

。

業界 ごとに策定 される感染拡大予防ガイ ドラインを踏 まえ、適切な感染防止策 (入 場者 の制限
(席 数や面積 に応 じた 制限等)、 施設内での物理的距離の確保、客が手を触れ られる箇所 の定期
的な消毒、客 υ)健 康状態 の聞き取 り、入「 1で の検温 、マ スクの着用、換気等)の 徹底をお願 い
します (特 別措置法第 24条 第 9項 に基づ く県知事 の 要請)。

O

市や県が作成 したポスター等を活用 して、利用者が安心 して利用できるよ う感染防止策を周知
して ください。

○

大人数が集 まるイベ ン ト等 1/D実 施 について、屋内でのイベ ン トは、県の対応方針 に沿 って延期
や中止を含めた検討をお願 い します。

0

24条 第 9項 に基づ く県知事 υ)要 請)。
施設 。店舗等を利用する方に、飲食時 におけるマ スク会 食の徹底な ど、感染防 ￨11策 へ の協力を
呼び掛 けて ください。

O

県が、市内全域 の酒類 の提供 を行 う飲食店等に対 して、 8月 19日 か ら 29日 までの間、営業時

(特 別措置法第

間 の短縮等 を要請 しています (特 別措置法第 24条 第 9項 に基づ く県知事の要請)c
該当する事業者 の皆様 は要請 の内容 をご確認 いただ くとともに、特段 1/Dご 協力をお願 い しま
す。
【
職場 。施設等の対応】

O

従業員等 の健康状態 を確認 し、発熱、1/Dど の痛み、だるさ等 の症状がある場合 には出勤 させ
ず、 早め の受診を促 して ください。従業員等 の同居者 の健康状態 にも注意 して くださいc

C

利用者 の健康状態 を確認 し、発熱、のどの痛み、だるさ等 の症状がある方は、帰宅 させるな ど
施設等 の利用を控えて ください。
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〇

事務室、食堂、更衣室 。休憩室等 も含 めた職場 においては、換気や 3密 回避な どの基本的な感
染防 lll策 を講 じるとともに、食事 の際 はマスク会食を徹底 して ください。

〇

)マ スクを外す場所 では、利用時 間 をず らし、人と人との距離 を 十分 に空け、
食堂、喫煙所等 υ
会話をしな いようにして くだ さい。

県内外との往来について】に配慮してください。
○ 事業所としても、上記 【
○

4

在宅勤務 ・テ レワーク等の推進をお願 い します。

市 としての取組
市有施設等の対応〕
【
O 各施設の特性 を踏 まえ、利用制限や入場制限等を含め、施設利用者等 υ)感 染対策を徹底 して利
用を継続 します。

0
O

)感 染 リスクが高 い施設は休止 。休館 しますc
感染対策を徹底 して もなお、利用者等 υ
感染警戒 レベル 5の 期間中、三密が避け られな いイベ ン ト等 の新規利用中込は停 lLし ます。

予約済利用団体 へ、イベ ン ト等 の延期又は中止の意向の有無 を確認 し、実施す る場合は、主催者
として感染対策の徹底を呼びかける。
市主催イベ ン ト等の対応】
【
0 人人数が集まるイベ ン ト等 の実施 については、県の対応方針を踏 まえ慎重に検 討し、開催する
)着 用等、基本的感染対策 を講 じた
場合 は、感染 リスクヘ の対応 として、消毒 の徹底、マスクυ

上で 開催 します。
【
医療提供体制や検査体制 の強化】

0

患者が増加 した場合 に備えた必要病床数 の確保、医療資材 の供給等 の医療提供体制 の整備、PCR
)白 li検 査に対する補助等について、長野県 と連携 して迅速■
検査体制の充実及び福れL施 設で υ
に取 り組みを継続 しますc

地域の支え合いによる消費の促進】
【
O 大 きな消費 の落ち込み の影響 を受けている事業者 を応援す るとともに、地域の事業活動におけ
る消費の促進 を支援 します。
市の業務体制の改革】
【
C 「新型 コロナウイルス感染症対策」や 「市民の生命・ 財産へ の影響が大きい業務」の執行体制
を確実に確保 した Lで 、 これ以外 の業務 については、時差出勤やテ レワーク等の実施 によ り
各所属の執務室 における職 員数 の低減を継続 します。
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