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新型コロナウイルス感染症対策の現状報告について 

（令和３年５月 29 日以降） 

１ 経過 

６月１日(火) 緊急事態宣言（北海道、愛知、岡山、広島、福岡、沖縄） 

６月３日(水) 第 12 回新型コロナウイルス感染症飯田市対策本部会議 

６月４日(木) 全県の感染警戒レベルを３に引き下げ 

６月 21 日(月) 緊急事態宣言（沖縄） 

  〃 まん延防止等重点措置（北海道、東京、埼玉、千葉、神奈川、愛知、京都、大

阪、兵庫、福岡） 

７月 11 日(日) 市内陽性者１名（市内 139 例目、県内 5065 例目） 

７月 12 日(月) 緊急事態宣言（東京、沖縄） 

  〃 まん延防止等重点措置（埼玉、千葉、神奈川、大阪） 

７月 22 日(木) 市内陽性者１名（市内 140 例目、県内 5125 例目） 

７月 24 日(土) 市内陽性者１名（市内 141 例目、県内 5126 例目） 

７月 26 日(月) 第９回飯田市新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 

７月 27 日(火) 第 13 回新型コロナウイルス感染症飯田市対策本部会議 

  〃 全圏域に「新型コロナウイルス注意報」発出 

７月 30 日(金) 市内陽性者１名（市内 142 例目、県内 5285 例目） 

  〃 全圏域に「新型コロナウイルス警報」発出 

７月 31 日(土) 市内陽性者３名（市内 143〜145 例目、県内 5324〜5326 例目） 

８月２日(月) 市内陽性者１名（市内 146 例目、県内 5407 例目） 

  〃 緊急事態宣言（東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、沖縄） 

  〃 まん延防止等重点措置（北海道、石川、京都、兵庫、福岡） 

８月３日(火) 市内陽性者２名（市内 147、148 例目、県内 5469、5470 例目） 

８月４日(水) 第 14 回新型コロナウイルス感染症飯田市対策本部会議 

  〃 市内陽性者１名（市内 149 例目、県内 5526 例目） 

８月５日(木) 市内陽性者２名（市内 150、151 例目、県内 5584、5585 例目） 

８月６日(金) 全県に「医療警報」発出 

８月８日(日) 市内陽性者１名（市内 152 例目、県内 5720 例目） 

８月９日(月) 市内陽性者１名（市内 153 例目、県内 5826 例目） 

８月 10 日(火) 市内陽性者６名（市内 154〜159 例目、県内 5827〜5905 例目） 

８月 11 日(水) 市内陽性者１名（市内 160 例目、県内 5906 例目） 

８月 12 日(木) 市内陽性者１名（市内 161 例目、県内 6004 例目） 

８月 13 日(金) 市内陽性者２名（市内 162、163 例目、県内 6115、6117 例目） 

８月 14 日(土) 市内陽性者４名（市内 164〜167 例目、県内 6209〜6214 例目） 

８月 15 日(日) 市内陽性者２名（市内 168、169 例目、県内 6279、6280 例目） 

８月 16 日(月) 市内陽性者６名（市内 170〜175 例目、県内 6354〜6360 例目） 
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８月 17 日(火) 市内陽性者４名（市内 176〜178、184 例目、県内 6499〜6502、6658 例目） 

８月 18 日(水) 第 15 回新型コロナウイルス感染症飯田市対策本部会議 

  〃 市内陽性者６名（市内 179〜185 例目、県内 6652〜6659 例目） 

８月 19 日(木) 市内陽性者３名（市内 186〜188 例目、県内 6785〜6933 例目） 

  〃 飯田市の感染警戒レベルを５「特別警報Ⅱ」に引き上げ 

８月 20 日(金) 緊急事態宣言（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、京都、

大阪、兵庫、福岡、沖縄） 

  〃 まん延防止等重点措置（北海道、宮城、福島、富山、石川、山梨、岐阜、愛知、

三重、滋賀、岡山、広島、香川、愛媛、熊本、鹿児島） 

  〃 第 10 回飯田市新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 

  〃 全県の感染警戒レベルを５「特別警報Ⅱ」に引き上げ 

  〃 市内陽性者６名（市内 189〜194 例目、県内 6934〜6940 例目） 

８月 21 日(土) 市内陽性者６名（市内 195〜200 例目、県内 7058〜7065 例目） 

８月 23 日(月) 市内陽性者２名（市内 201、202 例目、県内 7247、7250 例目） 

 

２ 本部会議 

 〇第 12 回新型コロナウイルス感染症飯田市対策本部会議(６月３日：法設置、通算 28 回目) 

・緊急対策事業【第９弾】について 

・簡易キット（抗原定性検査）を活用した水際対策事業について 他 

〇第 13 回新型コロナウイルス感染症飯田市対策本部会議(７月 27 日：法設置、通算 29 回

目) 

・簡易検査キット（抗原定性検査）を活用した水際対策事業の検証報告について 他 

 〇第 14 回新型コロナウイルス感染症飯田市対策本部会議(８月４日：法設置、通算 30 回目) 

・飯田市で行われる夏のイベントについて 他 

〇第 15 回新型コロナウイルス感染症飯田市対策本部会議(８月 18 日：法設置、通算 31 回

目) 

・感染警戒レベルの引き上げ時の対応について 他 

 

３ 専門家会議 

〇第９回飯田市新型コロナウイルス感染症対策専門家会議（７月 26 日） 

・簡易検査キットを活用した水際対策事業の検証報告について 

・今後の取り組みの方向性と考慮すべき点について 他 

〇第 10 回飯田市新型コロナウイルス感染症対策専門家会議（８月 20 日） 

・飯田市の⻑野県感染症警戒レベル５への引き上げについて  

・現状における飯田市の対策について 他 

 

４ 感染予防対策 

 〇飯田市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業【第９弾】（６月 16 日提案分） 

 ・簡易検査キット（抗原定性検査）を活用した水際対策事業（第 1 弾） 
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・対象：市内に住所を有する方又は市内の事業所に勤務する方 

 ・期間：令和 3 年６月 21 日（月）〜７月 16 日（金） 

 ・配布個数：4,923 個 

 ○簡易検査キット（抗原定性検査）を活用した水際対策事業（第２弾） 

・対象：市内に住所を有する方又は市内の事業所に勤務する方 

 ・期間：令和 3 年８月４日（水）〜令和 4 年３月 23 日（水） 

 ・配布予定個数：24,000 個 

 ・実配布数：23,737 個（8 月 26 日現在） 

 

５ 事業者等への支援 

 〇飯田市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業【第９弾】（６月 16 日提案分） 

 ・コロナ禍の環境変化を捉えたサテライトオフィス等の開設支援 

 

６ 生活支援 

〇飯田市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業【第９弾】（６月 16 日提案分） 

・子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 

ひとり親世帯分 ５/11 支給開始 

8 月末支給見込人数 824 世帯 1,270 人 

給付額 63,500 千円 

   その他世帯分 ７/６支給開始 

8 月末支給見込人数 374 世帯 716 人 

給付額 35,800 千円 

 

７ 教育現場への支援 

 〇飯田市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業【第９弾】（６月 16 日提案分） 

 ・スクールサポートスタッフ配置 

 

８ その他の支援 

 〇飯田市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業【第９弾】（６月 16 日提案分） 

 ・避難所における感染予防資器材の購入 

 

９ 検査体制 

〇地域外来・検査センター実績 

・検査依頼件数 356 件 

（5 月 123 件、６月 45 件、７月 53 件、８月 135 件 ８月 23 日現在） 

 

10 ワクチン接種 

〇ワクチン接種数 
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８月 22 日（VRS 登録 飯田市）  【対象人口（12 歳以上） 90,625 人】 

※VRS：ワクチン接種記録システム 

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種にあたり、個人の接種状況を記録する全国

共通の情報管理システム 

 １回目接種 47,342 人（52.2％） 

 ２回目接種 39,313 人（43.4％） 

 〇接種券発送状況  

発送時期 対象者 

7 月上旬 60〜64 歳 

高齢者・障害者の入所・通所・訪問事業者等従事者 

「基礎疾患申出書」提出者※１ 

7 月 13 日〜16 日 50 歳〜59 歳 

7 月 14 日 今年度 18 歳（H15 年 4 月 2 日〜H16 年 4 月 1 日生） 

7 月 30 日〜 40 歳〜49 歳 

8 月 13 日・16 日 30 歳〜39 歳 

8 月下旬予定 20 歳〜29 歳 

〃 16 歳〜19 歳（上記 18 歳除く） 

９月上旬 12 歳〜15 歳 

※ その他、小中学校教職員、保育園・認定こども園等の職員を先行接種対象として接種券送付 

※ 接種を希望する妊婦を早期接種対象とした 

 

11 広報体制 （以下の広報媒体で市⺠へ注意喚起、啓発等） 

・You Tube による市⻑メッセージ配信及び広告 

・飯田ケーブルテレビでの市⻑メッセージ放送 

・南信州新聞広告 

 ・Web サイト（感染症専門ページ、市⻑メッセージ動画、地域外来・検査センター検査状況、

ワクチン接種について 等） 

・広報いいだ 


