
飯田市新型コロナウイルス感染症対策 

第 10 回 専門家会議 議事録(概要) 

 

令和 3 年 8 月 20 日(金)13:15～14:15 

於：飯田市役所 2 階 第 2 委員会室 

市長あいさつ 

大変お忙しいところ、コロナ対策の専門家会議にお集まりいただきましてありがとうございます。 

飯田市がレベル 5 になる直前にこの会議を設定できればというつもりで調整させていただいておりましたけれど

も、私どもの想定よりもちょっと早い形で、8 月 19 日に飯田市が感染警戒レベル 5 に設定されたということでありま

す。 

先々週にはお盆を迎える前のいろいろなイベントについて、急遽書面で皆様にご意見を頂戴いたしました。り

んごん、人形劇フェスタ、成人式の開催の可否、あるいはその方法についてご意見をいただきました。その結果

についてはご承知のとおりですけれども、皆様方の想定通り、想定よりも厳しい状況で今の感染状況が推移して

いると認識をしています。 

挨拶に代えて私の方から今の状況について改めて確認をさせていただきたいと思います。資料 No.3、11 ペー

ジに 8 月 13 日から 19 日の 1 週間に、この圏域がどういう感染状況であったか公表された資料からまとめておりま

すので、これを見ていただきながら今の状況を再確認したいと思います。 

13 日から 19 日という 1 週間の間に、この飯田保健所管内では 41 名の陽性者が公表されているわけですけれ

ども、県外往来者 5 名、そして県外在住者 7 名ということで、3 割程度が県外から。そしてそこからご家族や、接触

者が 20 名ということですので、かねて委員の皆様からご指摘いただいているように、この地域の感染拡大というの

は、県外往来、外からの持ち込みというところを起点として、そこから同居の家族、同僚の方、職場などの方々に

広まる。そういう構図で広がっているということであります。 

1 月の感染拡大が一部飲食店を介して拡大したというのがありましたけれども、今回の場合は県外往来を起点

としてということになりますので、ここをどのように抑制するかということが引き続き大きな課題と認識しております。 

それから右側の図にある年代別の陽性者ですが、注目すべきは若年層への拡大ということで、10 歳未満の感

染者もいますし、10 代 20 代でも非常に多くなっています。高齢者の方はワクチン接種でかなり感染が抑制されて

いますが、若年層、特に今までの株では 10 歳未満ではほとんど確認がなかったんですが、デルタ株だと確認で

きているということで、非常にデルタ株の感染拡大が急速に広がっていると推測しています。実際、市立病院での

PCR 検査の結果だと陽性者の 4 分の 3 程度が非常に高いウイルス量を持っているということで、おそらくデルタ株

であろうと推測されます。この地域でも 4 分の 3 程度は少なくとも置き換わっているだろうということで、デルタ株に

どう対応するのかというのは今の課題になるかと思います。 

本日はこういった現状の数字を見ていただきながら、これから飯田市としてどういう取り組みをすればいいかと

いうことについてご意見を頂戴したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

協議 (以下、市長は座長となります) 

(座長) 

まず資料説明を事務局の方からさせていただきます。今日の協議事項はレベル 5 への引き上げについて、そ

れに対してどう対応すべきかをまとめて説明させていただき、ご意見を頂戴できればと思います。 

 



(田中危機管理室長)  

資料 2 ページをご覧ください。2 ページから 7 ページまでが昨日県から発出されました飯田圏域を新型コロナ

ウイルス特別警報Ⅱ（レベル 5）に引き上げるといった通知です。2 ページには感染の状況が最初に書かれており

ます。直近 1 週間、これは 8 月 12 日から 18 日ですけども、その新規陽性者数が南信州圏域で 41 人ということ

で、これを人口 10 万人あたりにしますと 26. 38 人となります。レベル 5 の基準は 10 万人あたり 20 人を超えること

で判断基準になっていますけれど、超えている状況であります。それを 1 週間前と比べますと南信州圏域は 2.9

倍ということで激増している状況です。2 番は「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」の発出ということで、南信州圏域

の飯田市、それから北信圏域にも発出されています。3 番はデルタ株対策への心得、4 番以降は県民や来訪者

への協力依頼、事業者の皆様の協力依頼ということであります。4 ページをご覧いただきますと、事業者への協力

依頼ということで、今回も酒類の提供を行う飲食店等に対しまして、休業や営業時間短縮の要請をしていくと書か

れております。飲食店での飲食を起因とする感染事例が 1 月に比べると少ないということは県も認識しておるとこ

ろでございますけれども、大人数や長時間に及ぶ飲酒の場面について感染率が高いということですので、こうい

った要請をしていくということです。要請の仕方はその下に表がございますけども、信州の安心な店の認証店かそ

うでないかというところで違いがあるということでございます。それから 5 ページですが、（4）の①であります。ただ

いまの時短営業を行った事業所に対して協力金を支給するとなっております。1 月のときには一律 1 日 4 万円と

いうことでしたが、売り上げの規模に応じて 2.5 万円から 7.5 万円を 1 日あたり支給していくとのことです。最後に

なりますが誹謗中傷は絶対にやめてくださいということが書かれております。それから 6 ページですが、県内 10 圏

域の警戒レベル、現在木曽地域のレベル 3 を除いて 4 以上となっています。感染警戒レベル 5 につきましては、

県域の 17 市町村となっています。それから 7 ページは 7 月 22 日から 8 月 22 日まで長野県が設定しておりまし

た感染対策強化期間ということで、呼びかけが載っています。ここまでが昨日発出されましたレベル 5 の通知とい

うことになります。 

8 ページをご覧ください。昨日、長野県の市長会と阿部知事との懇談会で使われました資料です。県のデータ

に基づきまして第 3 波～第 5 波の数値の推移ということでご覧いただければと思います。青い線が 1 週間あたり

の新規陽性者数でして、1 月 1 日のあたりから山になっているのが第 3 波、それから 4 月 1 日あたりからが第 4

波、8 月 1 日からが第 5 波ということですが、8 月 1 日からの青いグラフの伸び方が尋常じゃないですね。一番多

かった 1 月のときの山を既に倍以上超えている急激な伸びを見せているということです。それに対しまして入院者

数と、中等症以上の患者数がオレンジ、グレーで示されておりますけど、今のところまだ低い状態になっています。 

それから 9 ページになりますが、モニタリング指標の状況ということで、主に医療関係のモニタリング指標になり

ます。例えば確保病床の使用率は 44.5％、入院が 28. 2%。これが 1 週間の状況であります。それから同じく 8 月

11 日から 17 日までの PCR 検査の陽性率が 9.32%ということでございます。 

10 ページは、まだ未定稿ですが、本日医療非常事態宣言が長野県から発出が検討されているということであり

ます。中身につきましては文言等変更になる可能性がありますので、未定稿ということで資料の取り扱いにもご注

意ください。それから 11 ページは市長挨拶でも説明しましたけれども、この南信州圏域の直近 1 週間の感染者の

動向であります。 

12 ページからですが、これらを受けまして、対策をどのようにしていくか資料をつけてございます。まず 12 ペー

ジが、長野県新型コロナウイルスの感染警戒レベル 5 発出による対策ということで、県と市が協力して行うものに

つきましては、酒類の提供を行う飲食店等に対し、施設の使用停止あるいは営業時間の短縮を要請していくとい

うことです。これは基本的には県の振興局の方の事業となりますけれども、飯田市も協力の要請があれば一緒に

行っていきたいと考えています。市が行うものということで、レベル 5 になりますので市有施設は原則休館といたし



ます。それから市の行事、イベントにつきましても原則中止または延期という形にさせていただきます。それから現

在行っております簡易検査キットの配布方法ですが、現在はネットまたは申込用紙をセンター等に提出していた

だき、郵送でお送りをしていますが、緊急の場合、自治振興センターでの受け取りをできるようにすること、それか

ら水際対策ということですので、高速バス利用者で飯田下伊那に帰ってこられたり、入ってこられる方につきまし

ても検査キットを配布していきたいということで現在調整中です。 

13 ページは、ただいま申し上げました自治振興センターでの検査キットの配布についての事務手順等を載せ

てございます。 

続きまして 14 ページですが、やはり広報が大事になると考えております。現在行っている広報の主な内容は記

載のとおりです。デルタ株というこれまでとは違うレベルでの感染対策をお願いします。具体的には、人とできるだ

け会わない。帰省や圏域外への訪問は控える。圏域外との往来をせざるを得ない場合、圏域外から帰ったら必

ず検査をする。感染防止対策をしていただきますが特に換気に注意していただくこと。体調がすぐれないときはす

ぐに医療機関に相談をすることなどを広報しております。それに加えまして、感染した方を温かく見守る社会へと

いうことで、誹謗中傷がないように広報をしております。 

最後 15 ページには、レベル 5 に伴いまして、こういった形で広報を強化していこうということで予定案を載せて

ございます。いいだ FM スポットをはじめ、週刊いいだや月刊いいだ、中日ホームニュースなどの紙媒体を使った

広報、あるいは広報いいだ 9 月 1 日号に啓発のチラシを折り込みたいと考えています。これは別紙でお配りしま

した黄色い紙になります。それから YouTube の広告を市内に限定し、2 週間告知をしていくこと。それから安全安

心メールや Twitter の配信も開始してまいります。そして既に昨日から実施中ですけれども、飯田ケーブルテレビ

さんのご協力をいただきまして、市長動画をケーブルニュースで配信させていただいています。以上のことを現在

のところ考えております。 

 

(座長) 

市民の皆さんに対しての広報が、飯田市としてできることであるわけですけれども、現在、市民の皆さんに申し

上げていることは、14 ページ資料 6 の内容ということであります。またケーブルテレビのご協力をいただきまして、

市長メッセージの放送、あるいは YouTube で配信しているものを別紙で配布しました「市民の皆さんへ」として今

度配布します。これらの内容について、ポイントが足りていないとか、もっとこういう情報を入れた方がいいというこ

とを、アドバイスをいただきたいと思います。医療関係者の皆様に見ていただいて、これが足りないというようなこと

がありましたらお願いいたします。 

 

(委員) 

世界中で確認された変異型と比較してもデルタ株の感染力は確実に高いということで科学誌ネイチャーでも警

鐘を鳴らしております。そして、74%の感染は潜伏期でうつしていることが分かった。すなわち感染していることを知

らない状況で他者にうつしているということがポイントで、これがこれからの感染拡大抑止の中で非常に重要なポ

イントなるだろうと記述をされておりました。 

 

(委員) 

確かにデルタ株が飯田においても、感染の主流になっていることは明らかです。8月16日だと思いますけども、

国から県に対して結果が示されましたが、飯田市から 5 例検査に出したところ 1 件がアルファ波で残りの 4 件は

すべてデルタ株でした。今や従来株はないです。したがって原先生がおっしゃったようなことが重要です。また、



Ct 値が 20 足らずの 16・17 サイクルでウイルスが検出されるほどのたくさんウイルスを持った人が通常であるという

ことをご承知いただいて行動していただくことに尽きると思います。どのような言い方をするかということでは繰り返

し言っていただくことかと思います。この方針でよろしいかと思います。 

 

(委員) 

私は、予防と対応の二つに分かれていると思います。予防は、マスク、手洗い、消毒、人混みに行かない。それ

でもなってしまう人は絶対にいるんです。その人たちの対策としてすぐに抗原検査して早く見つけ、それ以上広げ

ないという対応。この 2 つの柱をしっかり言っていただくしかないと思います。デルタ株はすごい感染力ですので

私はそう思います。 

 

(座長) 

資料 6 で、帰ってきたら必ず検査を、体調がすぐれないときには医療機関にということを広報していきますが、

対応としてはこのような広報でいいですか。 

 

(委員) 

あとは検査のタイミングですね。東京にいる子供に検査キットを送って陰性だと確認してから帰省したんですが、

その子供は陰性だと思い、帰省した翌日から遊びに出かけていたら、3 日後くらいに発症したという症例がありま

す。やはり 1 回の陰性で安心してはならない。潜伏期間を意識した検査をし、なお、2 回陰性でも、まだ自分の中

にウイルスがあるんじゃないかという恐れを持ちながら暮らすという慎重さが必要だろうとは思います。検査キットを

受け取った人にタイミングについて説明が必要かと思います。 

 

(委員) 

昨日ぐらいから子供たちの LINE を通して、どこどこでコロナが出始めたらしいよ。どこどこへは行かない方がい

いみたいだよっていう情報が私のところにも直接来るようになりました。水面下で様々な動きが起き始めているの

ではないかと危惧をするところですけど、黄色いチラシに、決して誹謗中傷することのないようにしましょうっていう

ことを書いてありますが、もうスローガンの段階ではないような気がいたします。具体的にコロナのことで困ったこと

や悩んでいることがあれば、ここに相談窓口がありますのでご相談くださいということを具体的に書かないと噂だけ

が大きくなっていくことが心配になります。市民とすると、受け皿があることがとても安心度を高めていきますので、

その具体的な窓口をここに据えてということを、いろんなところに必ず言ってほしいと思います。それは 15 ページ

のそれぞれの広報にも載せていただきたい。誹謗中傷はやめるということが大前提ですけども、万が一そのことで

悩んだり困ったことがあったらここへご相談くださいということは載せていただきたいと思います。 

 

(座長) 

それでは市としての広報等については貴重なご意見をいただきましたので、参考にさせていただきたいと思い

ます。次にこれは市の領域を少し外れているかもしれませんが、医療体制の現状について少し情報をいただけた

らと思います。先ほど県全体の話は、資料の 8 ページのグラフでお示しをしました。県全体で今までとは桁違いに

多い感染者数、陽性者数が確認されていますが、入院者数、あるいは中等症以上の患者ということで言うと、多く

はないというのが今のところの現状ですが、陽性者が多くなってしまえば絶対数としての入院患者、あるいは中等

症以上の患者が増えてしまう。そのことによっての医療崩壊を大変危惧しているというのが今の状況だと説明があ



りました。一方、この地域はどうかということで、我々の手元にデータがあるかというと必ずしもないという状態です

ので、松岡先生や堀米先生の方から可能なデータや状況のご説明がいただけましたらお願いをしたいと思いま

す。 

 

(委員) 

今は 4 つの病院に入院をお願いしており、入院数は 18 名です。この圏域の総病床数 40 に対して 50%は達し

ていないというところです。一方で軽症者が多いということですけれども軽症の場合は自宅療養する人が多いで

すが、これは 20 名です。それからホテルを利用して宿泊所療養をしていただく人が 7 名います。宿泊所は頭打ち

で使えなくなっており、本当は宿泊療養でよい人も飯田では一部入院をしている人がいます。長野県と日本全体

とは様子が違うんですね。長野県では今 700 人ほど陽性者が出ていますけど、人工呼吸器を使っている人は昨

日の時点で 3 人です。それから 7 月 13 日以降、亡くなった人は現時点で出ていません。同じデルタ株でも長野

県のものは軽症で早く広まりやすいように思われます。また、ワクチンを受けていただいたおかげで、高齢者の発

症がすごく少ないです。今、入院されている高齢者はワクチンを打っていない方々です。ただ、ワクチンをしっかり

2 回受けていたのに、陽性になった方が 3 人出ています。その 3 人はどなたも軽症です。ただワクチンを受けてい

ても他者にうつすほどのウイルス量を発出している人もいるので、ワクチン接種した方も注意して暮らしてください

というこの表現はよろしいと思います。 

 

(委員) 

私どものところはこの地方の PCR 検査を全て引き受けています。ただ、他の病院でも相当信憑性がある抗原定

量検査ができますので、回ってこない患者さんも少しはいます。オリンピックの始まる連休から急激に患者さんが

増えましたのでそれをまとめてみました。70 名近くの方がいたんですが、診察しますと必ずどこかで発熱がありま

す。または入院してから熱がでました。ですから、一つの発見の起点として発熱があるということは大きいと思いま

す。それから症状と特徴は筋肉痛や関節痛というのは非常に多い。約半数ぐらいいます。若い人が多いってこと

なのかもしれないですね。それからもう一つはやっぱり 10 歳以下のお子さんたちにもかかるということですね。そ

こがと今までと違うという点が特にあると思います。 

それから抗体カクテル療法についてですけれども、新聞でもいろいろなところが行うとありましたが、まだ数例で

すけども市立病院も行っています。ただ、この地域は重症の方がいないので、合併症とか基礎疾患がある人に対

して行ったというだけで、効果としてはまだわかりませんけども、病院として準備はできておりますし、対応はしてお

りますということで、とにかく飯田下伊那地域は何とか頑張っています。それから自宅待機の方ですね。自宅療養

の方を何とか見ていただけるよう、本当にご苦労されている医師会の先生にもお願いをしています。見ていただけ

れば症状は発熱、全身倦怠、痛みが主ですので、家で治る方も多いかと思います。ですから、そこの対応をして

いただければ、患者さんたちは恩恵を被るのではないかと思います。 

 

(委員) 

具体的に、自宅療養者の支援体制整備を取り組んでおります。保健所の担当課と協力しながら、その体制整

備をどうしたらよいのか考えている最中ですけれども、正直いろいろハードルもありまして、関係してくださっている

理事の先生方は真剣モードで今協議をしている最中です。現実的には、おそらく自宅療養者が最大で 40 人ぐら

いを想定して、自宅療養から隔離が解除されるのが、おそらく概ね 2 週間というような時間で想定して、人数シミュ

レートをしてみました。そうすると対応できるのもマックス 40 名。現実的には 20 名位かなと。現状既に 20 名位は



いらっしゃると聞いていますので、それを保健所だけで対応するということは、保健所が疲弊してしまいます。それ

が起こっては大変ですので、できるだけ早く医師会としても支援体制を作る方向で動いています。しかしながら、

多くの会員の方々に協力要請ができるかというと、それは非常にハードルが高いと思います。まずは、電話で往

診しつつ、何かあったときには、現地まで行かなければいけない可能性もあります。それから訪問看護とはかなり

タイトな連携を組んでいかなければいけません。そういう経験値を持った医療機関しか、いきなりは無理でしょう。

相手は恐ろしい感染症です。そこを考えていくと、参加いただく先生方も表現が悪いですけれどそれなりの精鋭

でないと、そこから感染拡大が起こったら、それこそ大責任になってしまうので、そういう部分も含めていくと、非常

にハードルが高いという理解をしつつ現状進めております。できたら来週後半ぐらいには何がしかの形で、動ける

ようにとは思っていますけれども、でも、正直わからないです。 

 

(座長) 

何か飯田市としてできることがありますでしょうか？ 

 

(委員) 

ここやっぱり医療ですね。その中で特に訪問看護との連携が非常に重要視されています。その中で訪問看護

もどこでも対応ができるとは考えておりません。そこも少数精鋭で臨んでいかなければと思います。やっぱりリスク

をできるだけ最小化するところを考えると、そういう方法も含めて現在検討中ですので、もうしばらく時間をください。 

 

(委員) 

包括は今検査センターで検査をしていますが、症例数は増えてきています。検査体制は最大 15 人です。増や

そうとする場合、採取した検体を市立病院に送らないといけなくて時間が遅れると大変なことになる。そういう点で、

検査センターの検査数はやはり 15 か増やせても 20 位までかと。あと先ほど往診のですけど、やっぱり飯伊は広

いので往診体制は難しい。これからどのぐらい増えるか想像もできないので。都会は酸素センターや、野戦病院

をという話もありますけど、飯伊の中でもそういう施設を今から考えておかないと対応できないんじゃないかと懸念

されます。そういうところを行政が中心になってやってもらいたい。あとワクチン接種について、市にもいつ受けら

れるか相談が来ていると思います。ワクチンの量やいつ打てるかという広報もしてもらいたい。 

 

(座長) 

宿泊療養施設のことで私が聞いている話だと、今、県内の北信地区 2 箇所、中信地区は 1 箇所増やして 2 箇

所、あと東信と南信に 1 箇所ずつという体制になろうとしているところだと思います。南信の方にきている南信外の

患者を、新しくできる中信に移動させることで南信をもう少し空けられないかという検討を県の方ではしているとお

聞きしております。スペースだけあっても、そこで見る体制ができないものですから、仮に南信に作るとすれば、今

ある施設の近くに、ということになるようですが、その前に南信が今受けている分を、元の地域に戻せるように中信

で新たに一つ作るとお聞きしています。それから、ワクチンのペースについて広報が市民にあまり行き届いていな

いかもしれませんし、医師会の皆さんにも十分伝わっていないのが現状ですかね。もう少ししっかり広報させてい

ただきたいと思います。行政の方で今の療養体制についてサポートできるところがあればというふうに思っておる

わけですけども、飯田市としてはなかなか難しいでしょうか。 

 

 



(委員) 

絶対駄目と言われるとわかっているんですけれど、夜間休日救急医療センターは検査をしないと早くに断言し

てきているんですけども、検査キットがずいぶん普及していますし、1 年前とだいぶ違う状況になっていると思うの

で、そこで検査キットを活用していただきたいと。そういうことを夜間休日も検討していただいたらいいかなと。あと

自宅療養者への医師会の体制のお話がありましたが、ちょっと行政側の方に問題が若干あり、進んでいないとこ

ろがあって、長野県は朝と晩に自宅療養者への健康観察を業者委託しているんですね。保健所の負担は減って

はいるんですけれども、具合が悪くなった人は、結局保健所長のところに連絡が来るんですけれども、他の道府

県では、自宅療養を決めた時にデータを開業の先生に渡して、この先生はこの方をお願いしますとして、あとは

遠隔診療で 10 日間診てもらうというのが、全国的な主流だと思います。今の飯田の流行り方は先ほど申し上げた

ようにそんなに重症な株ではないと思いますので。私も長野県と交渉していて、遠隔診療という形で開業の先生

たち振っていくこと認めてもらいたい。診療費は公費負担で先生にお支払いしますからということにすると、上手く

回るように思っておりますので、ここだけのお話ですけども、遠からずそういう形で自宅療養の方たちが安心して

自分の主治医を持って療養ができるという形にしてまいりたいと思っております。 

 

(委員) 

医療関係者の皆さんからいろいろな知見にあふれたお話を聞きました。大事なのは、医療逼迫はしてないとい

うふうに私はお聞きしました。数字的には 50%の状況であるので、いわゆる逼迫しているという状況では現状では

ないというお話に安心しました。商工会議所としてもワクチンを接種したい企業は、エス・バードで受けられるよう周

知しています。一つ気になっているのが飯田の産科の問題です。里帰り出産を含めて、市立病院を中心にして出

産するという構造ができておりますので、先ほどの大丈夫だということを広く広報してあげないといけないと思いま

す。陣痛がくるときに病院に行けないという報道があっても、飯田市はそういうことはないということが知られていな

いんですよね。そういうこともわかりやすく、大事なお子さんやお母さんの命を守っていてきますという安心してもら

えるようなメッセージも必要かと思います。病院側としては大変かもしれませんけども、正確な情報を出していただ

くとすごく安心するんじゃないかなと思います。 

 

(委員) 

乳幼児、それから産科に関しましても、コロナの方でも入院していただけます。コロナの方は帝王切開が原則と

なっていますので、シミュレーションをして体制はとっております。緊急で困った場合は信州大学との提携もありま

すし、できる限り当院で対応する準備はあります。 

 

(座長) 

ありがとうございました。概ね協議したい部分については終わったと思っていますが、全体を通じてご発言があ

りましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。大変貴重なお時間をいただきましてありがとうございました。前

段の広報のことにつきましてはいただいたご意見をもとに項目を追加しながら広報してまいりたいと思います。ま

た後段については全てを公表できるわけではありませんが、この地域の医療については現時点では逼迫してい

ないので安心してほしい。ただ、これが感染拡大を招いてしまうとこれが崩れてしまうので、ぜひ協力をお願いし

たいというお話を市民の皆さんにしていくことだと思います。 

本日の会議はこれで終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。 


