
長野市新型コロナウイルス感染症対応方針 (6月 2日～)

令和 4年 6月 2日

5月 23日 、長野県においては、確保病床使用率が安定して 25%未満となったため、全県の医療警報

を解除するとともに、オミクロン株の特性を踏まえて、過度の自粛を回避するため感染警戒レベルの基

準の見直しが行われました。

この見直しにより、 1月 13日 から「5」 又は 「6」 が続いていた長野圏域の感染警戒 レベルは

「3」 (※)になりました。

本市においては、引き続き感染防止対策を徹底し、ワクチン接種の促進を図るとともに、コロナ禍に

より落ち込んでいる経済回復に取り組みます。特に、開催中の善光寺御開帳及び関連事業においては、

感染状況を注視し関係団体と連携して適切に実施します。

※令不li 4年 6月 9日 、長野圏域の感染警戒 レベルは 12」 に引き ドげられました。

I 市民・事業者の皆様に、医療警報解除に伴う知事メッセージ (4ページ)に基づき、以下の行動

をお願いします。

1 感染拡大防止のお願い

○基本的な感染防止対策を引き続きお願いします。

・不織布マスクを正 しく着用

屋外においては、会話が無い場合は身体的距離にかかわらずマスクは不要とし、屋内においても会話

が無く、身体的距離が 2メ ー トル以 L確保できる場合はマスク不要とします。

着用に関する考ぇ方については、 5ベージの厚生労働省のリーフレットをご覧ください。

・手洗い 。手指消毒

・十分な換気

・会話時等の人との距離の確保

。次の 「三つの密」を避けることが感染リスクを低減 しますc

①密閉空間 (換気の悪い密開空間である)、 ②密集場所 (多 くの人が密集している)、 ③密接場面 (互

いに手を伸ばしたら手が届く距離での会話や発声が行われる)

。店舗や施設が行っている感染防 |11月 策に協力してください。

・重症化 リスクの高い人や、これらの人と身近に接する人は、特に気を付けてください(

○新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。

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人、県外から来られた人等に対

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、誰もが感染する可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。

2 社会経済活動を維持するためのお願い

○会食
口「新たな会食のす めゝ」(7ページ)に したがつてお楽しみください。

・人数や時間の制限はありません。

・「マスク会食」や「黙食」は継続してください。



食べる時はマスクを外し、会話する時はマスクを着用十る。マスクを着用 しない場合は会話を控え

てください。

○旅行

・「新たな旅のすゝめ」(8ページ)に したがつてお楽しみください。

・県境をまたぐ移動についての制限はありません。

基本的な感染対策を徹底するとともに、移動先での感染 リスクの高い行動は1空 えてください_

○イベント

・主催者の呼びかける感染防止対策にご協力いただくとともに、人混みなどの三密を避けてお楽しみく

ださい。

・イベント前後の感染防止対策もお忘れなくお願いします。

イベン ト|:催 者は、県の通矢|||こ 基づき感染防 |11対 策を講じて開催 してください。

ア 参加人数が 5,000人超かつ収容率 50%メ 1害 のイベン トは 「感染防_|11安 全計画」を策定 し、
「

前に県

に提出

イ ア以外のイベン トについては、「チェックリス ト」を作成の上、ホームベージ等で公表

O施設・店舗等では、業種別感染拡大 升防ガイドラインを遵守 してください.

3 ワクチン接種の検討のお願い

○ ワクチン接種は、重症化や発症を予防する効果があります。

追加接種はもとより、 1, 2回 目接種を受けていない方も積極的に接種をご検討ください。

(5歳から11歳のお子様については、ご家族iで十分ご相談ください)

4 体調がすぐれない場合のお願い

○ 外出を控え、症状が続く場合はかかりつけ医等身近な医療機関や受診・相談センターヘ相談の

上、受診するようお願いします。

Ⅱ 市としての取組

【的確な状況把握と迅速な対策の強化】

(D県が発表する「感染警戒レベル」。「医療アラー ト」等を受け、市内の感染状況を ||:し く把握する

とともに、時機を逸することなく適切な対策を行います。

【ワクチン接種の実施】

○ 国及び長野県と連携しワクチンの確保を進めるとともに、関係機関や医療関係者の協力のもと、

個別接種・集団接種により接種を希望する人の早期接種を進めます。

【感染者への迅速な対応と感染拡大防止の徹底】

○ 感染者の適切な療養先の決定、速やかな入院・入所などを進めます。

○ 感染者に関する調査を速やかに行い、重症化する可能性が高い人を中心に濃厚接触者等に対する

検査を適切に実施 し、感染拡大防止に努めます。
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【医療提供体制や検査体制の強化】

○ 患者の増加に備えた診療・検査医療機関及び人院医療機関の拡充、医療資材の供給等による医

療提供体制の確保について、長野県と連携して取組を継続 しますぃ

【市有施設等の対応】

〇 各施設の特性を踏まえ、利用制限や人場制限等を含め、施設利用者等の感染対策を徹底 して利用

を継続 しますc

【学校・保育所等の対応】

〇 学校においては、県の感染レベルに応 じて、十分な感染症対策を行ったうえで、可能な限り教育

活動を継続 します。感染等に不安があり登校を見合わせる児童生徒や、学級閉鎖等により長期に

渡ってやむを得ず登校できない児童生徒には、オンライン等を活用し、学びの保障を行います.

○ 保育所については感染防止策を講じた上で開所します。放課後子どもプラン施設においても同様

としますc

【市主催イベント等の対応】

○ 大人数が集まるイベント等を開催する場合は、県の対応方針を踏まえ、感染防止安全計画又は

チェックリス トの作成等所要の手続きを行い、消毒の徹底、マスクの着用等、基本的感染対策を

講じた上で開催します。

【地域の支え合いによる消費の促進】

○ 国 。県の事業者等に対する支援策と連携 し、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】

○ 「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 した上で、これ以外の業務については、執務室のレイアウト変更、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感染リスクの低減を継続します。

○ 会議の開催は、会場が密になることを避け、オンラインの活用も検討します。
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新型コ轍ナウイルス織感崚拡大を防血しつつ、祉i余経済溝動を行つた論、

メ薔メ八 :ザ 鵡儡行動をお麟、しヽします。

長野集知事 「電部 守一

基本的な感染防止対策は引き続きお願いします。

●不織布マスクを正しく着用 ●手洗い・手指消毒 ●十分な換気

●会話時等の人との距離の確保

C会 食
●「新たな会食のす めゝ」にしたがつてお楽しみください。

●人数や時間の制限はありません。

●「マスク会食」や「黙食」は継続してください。

C旅 行
●「新たな旅のす めゝ」にしたがつてお楽しみください。

●県境をまたぐ移動についての制限はありません。

Cイ ベン ト

●主催者の呼びかける感染防止対策にご協力いただくとともに、
人混みなどの三密を避けてお楽しみください。

●イベント前後の感染防止対策もお忘れなくお願いします。

ワクチン接種は、重症化や発症を予防する効果があります。

追加接種はもとより、 1′ 2回目接種を受けていない方も、

積極的に接種をご検討ください。

(5歳から11歳のお子様については、ご家族で十分ご相談ください。)

一鶉
一”〕

外出を控え、症状が続く場合はかかりつけ医等身近な医療機関や

受診・相談センターヘ相談の上、受診するようお願いします。 蛛
受診 相談センター等

3ワクチン接種の検討のお願い

4体調がすくれない場合のお願い
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勁全宙 きヾで難しもヽ艤珍

雖 儡躊揚 靱眈鍼鑢蜀吻 鰊ヽt轟 会 を そ倉樹:

安全安心で楽しい旅にしていただくよう、皆様には次の点につ

いてご協力をお願いいたします。

瘍 旅行前の フ日間は感染リスクの高い行動を控えよう

瘍 旅行前の行動歴 (時間や場所)を記録しよう

隋 旅行する 7日前から当日までに体調に異変を感じた場合

(発熱やせき、のどの違和感やだるさの症状等)は出かけない

鶉 混雑を避け、列に並ぶときは前の人と距離をとろう

鶉 行政の呼びかけや施設が行つている感染防止対策を

確認 し協力しよう

隋 旅行中の行動歴 (時間や場所)も記録しよう

瘍「信州の安心なお店」や

「新型コロナ対策推進宣言の店」を利用しよう

瘍旅行中に体調に異変を感じた場合は

すぐ医療機関・保健所へ相談しよう

戌緑輻鰤鋏

輻儡鼈

辟几楊鰊

巫やく競躊

魃隷饒慾鶉蝙膀
t聯晰浙磋

十饂隆鏃靱

′勿帰宅後も 7日 間程度は健康観察しよう

ワク チ ン接種 につ いて

・ ワクチンの効果と副反応を知った上で、ワクチン接種をご検討ください
。ワクチン接種済みの方も含め、基本的な感染防止対策の徹底やリスクの高い行動の回避など

慎重に行動しましよう

長 里豫 県
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錮 地域の感染状況や対策の内容を確認しておこう

け 「信州の安心なお店」など対策の取れている店を選ぼう

拶 メンバーの体調や行動履歴を確認しよう

不安な場合は参加 しない、させない
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善基本的な感染防止対策を守ろう

(手洗い、消毒、換気 など)

≡お酌や ロ し飲み、箸などの使いまわしはやめよう

||り 大声での会話、長時間の利用、他のグループとの交流

はやめよう

||″ お店の安全対策や従業員の指示に従おう

季 帰宅後、手洗い、うがい、入浴、着替えをしよう

1摯 1週間程度は、健康チェックをしよう

ワク チ ン接種 につ いて

。ワクチンの効果と副反応を知った上で、ワクチン接種をご検討ください
。ワクチンの接種済みの方も含め、基本的な感染防止対策の徹底やリスクの高い行動の回避など

慎重に行動しましょう

長 野7県
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