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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８月 24 日以降） 

１ 経過 

８月 24 日(火) 市内陽性者 2 名（市内 201、202 例目、県内 7247、7250 例目） 

８月 25 日(水) 市内陽性者 1 名（市内 203 例目、県内 7358 例目） 

８月 26 日(木) 市内陽性者 4 名（市内 204〜207 例目、県内 7479〜7482 例目） 

８月 27 日(金) 市内陽性者 1 名（市内 208 例目、県内 7583 例目） 

〃 緊急事態宣言（北海道、宮城、岐阜、愛知、三重、滋賀、岡山、広島） 

〃 まん延防止等重点措置（⾼知、佐賀、⻑崎、宮崎） 

８月 28 日(土) 市内陽性者 4 名（市内 209〜212 例目、県内 7692〜7695 例目） 

８月 29 日(日) 市内陽性者３名（市内 213〜215 例目、県内 7754〜7758 例目） 

８月 30 日(月) 市内陽性者６名（市内 216〜221 例目、県内 7805〜7810 例目） 

８月 31 日(火) 市内陽性者２名（市内 222、223 例目、県内 7856、7857 例目） 

９月１日(水) 市内陽性者１名（市内 224 例目、県内 7937 例目） 

９月２日(木) 市内陽性者５名（市内 225〜229 例目、県内 7997〜8001 例目） 

〃 第 16 回新型コロナウイルス感染症飯田市対策本部会議 

９月３日(金) 市内陽性者１名（市内 230 例目、県内 8047 例目） 

９月４日(土) 市内陽性者１名（市内 231 例目、県内 8102 例目） 

９月５日(日) 市内陽性者１名（市内 232 例目、県内 8143 例目） 

９月７日(火) 市内陽性者１名（市内 233 例目、県内 8207 例目） 

９月 13 日(月) 全県に医療警報発出 

〃 全県の感染警戒レベルを４に引き下げ 

〃 まん延防止等重点措置（宮城、岡山） 

９月 14 日(火) 全県の医療警報を解除 

９月 27 日(月) 南信州圏域の感染警戒レベルを１に引き下げ 

９月 30 日(木) 緊急事態宣言、まん延防止等重点措置終了 

10 月 13 日(水) 市内陽性者１名（市内 234 例目、県内 8816 例目） 

10 月 19 日(火) 市内陽性者１名（市内 235 例目、県内 8835 例目） 

10 月 29 日(金) 第 17 回新型コロナウイルス感染症飯田市対策本部会議 

 

２ 本部会議 

 〇第 16 回新型コロナウイルス感染症飯田市対策本部会議(９月２日：法設置、通算 32 回目) 

・緊急対策事業【第 10 弾】について協議・決定 

 新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐための水際対策 

 地域内消費喚起による事業者への支援 

 観光関連事業者への支援 

 令和 2 年度飯田市成人式参加予定者への支援 
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 感染防止対策等啓発 

・「命と暮らしを救う集中対策期間」（9/3〜12）の対応について 

〇第 17 回新型コロナウイルス感染症飯田市対策本部会議(10 月 29 日：任意設置、通算 33

回目) 

・緊急対策事業【第 11 弾】について協議・決定 

 飲食店関連事業者への支援 

 中小企業者の感染対策に対する支援 

 信州の安心なお店への抗原定性簡易検査キット配布 

 安全・安心な公共交通機関の維持・確保 

 コロナ禍及び灯油価格等⾼騰による生活困窮世帯等への生活支援 

 新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐための水際対策 

 

３ 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 10 弾】（９月 15 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９弾実施事業の追加分） 

   追加配布予定個数：50,000 個 

 〇飯田市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業【第 11 弾】（11 月 10 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 10 弾実施事業の追加分） 

   追加配布予定個数：30,000 個 

   配布実績数：53,828 個（令和 3 年 11 月 12 日現在） 

   アンケート中間集計：回収数 7,466 件（令和 3 年 10 月末日現在） 

 

４ 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 10 弾】（９月 15 日提案分） 

 ・地域の支えあい（お買い物商品券の販売・配布）による事業者支援 

 ・飯田市観光関連事業継続応援金の給付 

給付対象：2021 年８月又は９月の売上が、2019 年又は 2020 年の同じ月と比べて 50％

以上減少している市内の観光関連事業を営む中小企業者等 

    法人上限 40 万円 個人事業主上限 20 万円 

   受付期間：令和３年 10 月１日（金）〜令和３年 12 月 28 日（火） 

   給付実績（11 月８日現在）： 

25 事業者（法人 19 事業者、個人事業主６事業者） 

   8,426,894 円（法人 7,378,394 円、個人事業主 1,048,500 円） 

 〇飯田市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業【第 11 弾】（11 月 10 日提案分） 

 ・飯田市飲食店関連事業者支援交付金の交付による事業継続支援 

 ・中小企業が実施する新型コロナウイルス感染症対策に対する補助 

 ・信州の安心なお店への抗原定性簡易検査キットの配布 

 ・飯田市バス・タクシー感染症拡大防止支援金交付事業 
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５ 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 10 弾】（９月 15 日提案分） 

・平成 2 年度飯田市成人式の中止に伴う衣装レンタル衣装等のキャンセル料の一部助成 

給付実績（11 月 12 日現在）：14 件、659,000 円 

 〇飯田市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業【第 11 弾】（11 月 10 日提案分） 

・コロナ禍及び灯油価格等⾼騰による生活困窮世帯等への生活支援 

 

６ 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 10 弾】（９月 15 日提案分） 

 ・感染防止対策等啓発事業 

 

７ 検査体制 

〇地域外来・検査センター実績 

・検査依頼件数 294 件 

（８月 179 件、9 月 71 件、10 月 33 件、11 月 11 件 11 月 10 日現在） 

 

８ ワクチン接種 

 〇ワクチン接種数 

 ・11 月９日現在 （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 78,064 人（86.1％） 

  ２回目接種 72,834 人（80.3％） 

 〇進捗状況 

 ・ 11 月末で、接種希望者へのワクチン接種を概ね終える 

・ 以後、体制を縮小して新たに 12 歳になる方、新たに接種を希望される方に対応 

 〇３回目接種について 

・国からは、２回目接種を終了した方のうち、概ね８ヶ月以上を経過した方に３回目接種（追加 

接種）を行う方針が示されている。具体的に決まれば実施できるよう準備を進めている。 

 

９ 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 


