
飯田市新型コロナウイルス感染症対策 

第 12 回 専門家会議 議事録(概要) 

 

令和 3 年 12 月 22 日(水)13:15～14:15 

於：飯田市役所 2 階 第 2 委員会室 

市長あいさつ 

皆さん、こんにちは。年の瀬の迫ったお忙しい時にお集まりいただき、ありがとうございます。また、日頃からコロ

ナ対策につきまして、ご助言をいただいておりますことに感謝申し上げます。 

本日の専門家会議は年末年始を迎えるにあたって、どのようなことに気を付けなければいけないかということで、

ご意見やアドバイスをいただきたいと思います。オミクロン株の情報につきましては私ども十分な情報があるわけ

ではありませんが、それぞれお持ちの情報を共有させていただいて、年末年始の市民の皆さんへの呼びかけを

どのようにしていくべきかアドバイスをいただきたいと思います。それから年明けに控える行事やイベントを念頭に

置いて、飯田市版ワクチン・検査パッケージをどのようなやり方で行うかについて前回お諮りしましたが、今日はそ

の後の検討状況についてご説明させていただきますのでご助言をいただければと思います。もう一点は、1 月 9

日に成人式が行われます。対策等についても前回、了承いただいたところですが、現在の状況に踏まえて最終

的な確認をさせていただければと思います。 

本日も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) 

それでは協議事項にうつります。まず、オミクロン株の情報など共有できればと思いますがいかがでしょうか。 

 

(委員) 

 報道されている情報以外はあまりないと思います。オミクロン株について WHO からも注意喚起が改めて発出さ

れていますが、ヨーロッパでは相当な感染拡大をしていると同時に、オランダ、ドイツ、スコットランドではロックダウ

ンを行う話になっています。アメリカでは一週間あたりに確認された陽性者のうち、オミクロン株と判定されたのは

先週は 12％でしたが、今週は 70％を超えています。他はデルタ株ということですから、急速にデルタ株からオミク

ロン株への置き換えが起こっている状況です。諸外国の状況が日本人にそのまま当てはまるかわかりませんが、

韓国も相当な勢いでオミクロン株に置き変わっているという情報ですので、オミクロン株が入ってきたら急速に広

がるということを前提にしたお話が必要だと思います。おそらく皆さんもご存じだったかと思いますが、以上です。 

 

(座長) 

ありがとうございます。よく言われていますが、感染力は強いが重症化はあまりしないのではないかという点につ

いて情報をお持ちの方はいらっしゃいますか。 

 

(委員) 

 それも報道されているとおりでして、デルタ株よりは重症化の程度は少なかろうという話です。ですが WHO をは

じめ、まだわからないという警鐘がされているので、これからの情報を見ながらだと思います。個人的にはデルタ

株の終息を見ても、人種が違うと感染動態が少し違う気がします。香港に最初にデルタ株が入ったときは、日本



特有のデルタ孫株に変異していたそうです。日本特有の何かが関わっている可能性は否定できませんので、オミ

クロン株の動態も違う形になるかもしれません。 

 それからワクチンのブースター接種の情報ですが、3 回目の接種は十分有効であるということで、オミクロン株に

ついては、最近モデルナでデータが出ました。ブースター接種によってオミクロン株に対する中和抗体が 37 倍上

がったそうです。このような情報もあるので、ブースター接種の有効性はほとんど間違いないと解釈して良いかと

思います。 

 

(座長) 

ありがとうございました。今いただいた情報も頭に置きながら、今後の協議事項をお諮りしたいと思います。 

最初に「感染対策と経済活動を両立させる取り組みの方向性について」ということで、事務局から説明させてい

ただきます。 

 

(田中危機管理室長) 

2 ページをご覧ください。こちらは国のワクチン・検査パッケージを受けて長野県が発出したものになります。ま

ず下段の飲食や会食についての取組の目安になります。県の感染警戒レベルの 1 から 3 におきましては、積極

的な経済活動を行うということで、可能な限り制限を設けず消費喚起を促すということになっています。レベル 4 に

なりますと経済活動は継続していきますが、ガイドライン非遵守店への訪問自粛を呼びかける。またレベル 5 にな

りますと、同じく経済活動は継続していきますが、5 人以上の会食回避を要請、あるいは時短の要請をしていくこと

が書かれています。それからレベル 6、これはまん延防止重点措置や緊急事態措置が出された場合ですが、ガイ

ドライン非遵守店の訪問自粛を呼びかけ、5 人以上の会食回避を要請することに加え、「信州の安心なお店」と

「その他の店舗」に分け時短の要請などの基準が設けられています。続いて上段のイベント等をご覧ください。こ

こにつきましては、感染警戒レベル 5 まで制限がありません。まん延防止重点措置や緊急事態措置が出された場

合のみワクチン・検査パッケージを使って収容定員まで追加可ということが書かれています。これを念頭において

いただいて、飯田市ではこのイベント部分について、警戒レベルに応じた感染対策を行った方が良いのではない

かということで、飯田市版のワクチン・検査パッケージの考え方を取り入れて感染拡大防止策も行うことを考えたも

のです。3 ページからになりますが、ワクチン接種の進捗等を踏まえた経済活動活性化取組方針（案）ということで

お示ししています。まず 1 基本的な考え方ですが、感染拡大に警戒を行いながらも、様々な活動により経済の活

性化を促す必要があることから、取り組みをしていこうとするものです。2 感染対策に資する主な取組ですが、ワク

チン接種の推進はもちろんですが、ワクチン接種を受けられない方等を差別しないメッセージを発信すること。ま

た、基本的な感染防止対策の継続実施、抗原定量検査や抗原定性検査を活用した検査体制の整備を行ってい

くということであります。3 感染対策と経済活動を両立させる取組の方向性ですが、(1)飲食・会食につきましては、

先ほど申し上げました県の目安にレベルに応じた対策が講じられるということですので、県に準じて行っていきた

いと思います。要請があれば協力し、飯田市からも発信していきます。(2)圏域を跨ぐ移動ですが、現在も行って

います簡易検査キットを活用した水際対策を引き続き強化していくということで考えています。(3)イベント等ですが、

先ほど申し上げたように感染警戒レベルに応じて飯田市独自の取り組みをしていこうということです。まず、①のま

ん延防止等重点措置あるいは緊急事態宣言が発出された場合、これは県の感染警戒レベル 6 にあたりますので、

県に準じた内容となっています。ただし、人数上限 5,000 人未満の場合には、飯田市の感染警戒レベル 5 と同一

の感染対策を実施していただく要請を行いたいと考えています。4 ページになりますが、②感染警戒レベルが 4

または 5 の時、収容人員は 100％ですが、感染警戒レベル、参加者特定の可否、屋内か屋外であるかについて、



様々な場面に応じた対策を推奨するということです。具体的な対策内容ですが、①全員に定量検査実施を推奨、

②全員に簡易検査キットでの検査を推奨、②については前回の専門家会議でアドバイスをいただきましたが、薬

事未承認のものでも可ということで検査を推奨していきます。③は飯田市版ワクチン・検査パッケージの活用を推

奨ということで、このワクチン・検査パッケージというのが、ワクチンの接種済証あるいは検査キットを使った検査で

対応するということです。例えば感染警戒レベル 5 において、参加者が特定できる屋内イベントの場合は、全員に

簡易検査キットでの検査を推奨していくということです。感染警戒レベル 1～3 については、基本的な感染対策を

講じた上で実施していくということです。続きまして 4 飯田市版ワクチン・検査パッケージの定義と要件ですが、全

体的な考え方としては、(1)行動制限の緩和、(2)イベント主催者はワクチン接種または陰性の検査結果のいずれ

かを選択して提示できるように求めるということで、これは国と同様でして、どちらか一方のやり方だけを求めること

はできないということです。続いて 5 ページですが、(3)検査については主催者が事前の検査、あるいは当日現場

での検査、あるいは両方を選択できるということです。一つ飛ばして(5)学校等の活動については適用しないという

こと、これも国の基準と同様になります。(6)ですが、感染が急速に拡大した場合は、強い行動制限を要請すること

があるということです。5 ワクチン接種歴・検査の確認内容・方法です。まず、ワクチン接種歴ですが、接種証明書

や接種記録書等の予防接種済証等、これはコピーや撮影した画像でも可能です。また最近、国が行っている接

種証明アプリを活用して、確認いただいても結構です。同時に、身分証明書等により本人確認を行っていただき

ます。続いて(2)検査結果ですが、基本的には PCR 検査等を推奨しますが、検査キットを使った抗原定性検査の

利用も可能としています。それから(3)PCR 検査等の検査結果の確認ですが、PCR 検査等については、結果通知

書と身分証明書等で確認を行うこと。それから PCR 検査ですので検体採取日より 3 日以内のものと有効期限を

設けています。6 ページをご覧ください。(4)抗原定性検査の検査結果の確認ですが、検体採取の注意点等を十

分理解したうえで、検査キットを用いて実施すること。それから事業者自らがその場で検査をする場合には、検査

結果が陰性であったと確認できるようにシール等で表示するなど工夫をしていただきたいということであります。抗

原定性検査の有効期限は 1 日以内に設定したいと思います。それから、その他の事項として、薬事未承認の研

究用のものでも可としますが、使用する検査キットについては事前に市に照会していただくようお願いしていきた

いと思います。それから 6 その他ですが、オミクロン株でも言われていますが、ブレークスルー感染が一定程度生

じていることに留意する必要があること、ワクチン接種済証の有効期限も今後検討となると思いますが、国でも期

限を 9 か月にするという情報もありますので、情報を確認して検討したいと思います。7 ページについては、説明

しましたイベント・行事等の基準を図に表したものです。それから 8 ページにつきましては、イベント実施の緩和に

伴って、市有施設の利用も緩和していくことになります。今までは、県の感染警戒レベル 4 の時には収容人員を

半分以下に、感染警戒レベル 5 以上の時には基本的に市有施設は原則休館としていましたが、今後は原則休

館としないということになります。ただし、県からの施設休止の協力要請があった場合はこの限りではないということ

になります。それを図で表したものになります。以上が、経済活動活性化の取組方針（案）ということになりますの

で、気付いた点等ご意見をいただければと思います。 

 

(座長) 

分かりづらかったかもしれませんが、2 ページの県の取組目安のイベント等を見ると、県の感染警戒レベル 4・5

においては特に留意点がない状況になっていますけれど、飯田市においてイベント等を実施する場合には、何ら

かの感染対策を講じる格好でイベントを行ってもらうことを考えてもらった方が良いのではということが一点、それ

からイベント等において何らかの対策を講じてもらう場合に 3 ページの 3(3)にあるように感染対策を講じるにあた

っては、4 ページの②にあるように、感染警戒レベル 4 または 5 の時に収容人員を 100％とするためには、場面を



想定して感染対策を講じてもらうことにしたいということでして、このイベントの場面想定は細かく分けてありますけ

れど、レベルに応じて分けるのはもちろん、イベントに参加する方が特定できるか特定できないか、その参加する

方の出演者と観客に対して、圏域内の方と圏域外の方に分けてそれぞれ場合分けをして、どういうことをお願い

するかということで資料を作っています。まず、県で示されている目安に加え、飯田市の中では感染警戒レベル

4・5 においてもイベント等については感染対策を講じていただく取り組みをしたいということですが、この点につい

ては、ご意見ありますでしょうか。 

 

[意見なし] 

 

(座長) 

我々としてはこれから 3 月のお練りまつりや元善光寺の御開帳など屋外とは言え、人が密集することを想定した

イベントがありますので、今回の話を出させていただいています。何らかの対策を講じるということについては、ご

了解いただきたいと思います。続いて場合分けですが、考え方として参加者が特定できる場合と特定できない場

合、それから出演者や観客に対して、そして圏域内か圏域外でわけていくという比較的細かい場合分けをしなが

ら対応を考えようかとしていますけれども、この場合分けについてご意見はありますでしょうか。 

 

[意見なし] 

 

(座長) 

続いて、場面分けをすることになるんですが、例えばお練りまつりについて考えてみると、感染警戒レベル 5 と

いう厳しい感染状況になった場合でも実施いただくとすると、出演者は特定できますが、観客は特定できないとい

うことになるので、表内③の適用ということになります。③というのが飯田市版ワクチン・検査パッケージの活用とい

うことですが、この飯田市版ワクチン・検査パッケージとは何かということが 4 ページにあります 4 飯田市版ワクチ

ン・検査パッケージの定義・要件になります。今回のケースでは、(2)イベント主催者が参加者に対してワクチン接

種歴又は検査による陰性の結果のいずれかを選択して提示するように求めますということで、ワクチンの接種歴や

検査の内容については 5 にあるように、ワクチン接種歴については予防接種済証等の写しやアプリで可能で、今

のところ有効期限は当面は定めないということです。検査結果については、もちろん PCR 検査がよいわけですが、

無症状の方に対しての抗原定量検査や抗原定性検査でも可としたいということです。PCR 検査等は 3 日以内、

抗原定性検査の場合は 1 日以内という有効期限で確認していくということです。 

 

(委員) 

例えばお練りまつりの場合、先ほどの 4(2)の参加者等への確認について、どこで行うか課題ですね。 

 

(座長) 

実施方法は主催者と一緒に考えないといけないと思いますが、大きな考え方として感染警戒レベル 5 になった

ら中止ではなく、こうした対策をすれば実施できるという前提で物事を進めていければということで協議させていた

だきたいと思います。 

 

 



(委員) 

主催者に対して困難な対策をお願いすることになれば、イベント自体を中止にしようという考え方も出てくると思

います。このような対策をしなくて済むように、今後も感染対策にご協力くださいというメッセージも改めて行うべき

だと思います。 

 

(委員) 

周囲の感染状況を注視して、中止もありえるということも念頭に置いてもらった方がいいと思います。また前回の

会議でもお話しましたが、検査の有効期限は、PCR 検査は検体を採取してから 48 時間、抗原定性検査は検体を

採取してから 24 時間であると思います。 

 

(座長) 

重要な点をありがとうございました。先ほどオミクロン株についても情報共有させていただきましたが、まだまだ

わからないこともありますし、今後の国内の感染状況もどうなるか注視していかなければいけないと思います。 

 

(委員) 

3 回目接種の話も出ていますので、ワクチン接種の推奨も記載した方が良いと思います。 

 

(委員) 

 感染防止が優先的に出てくるとは思いますが、各お店できめの細かい心配りをしながら感染防止対策に努めて

くれています。あるいはデリバリーの宣伝も一生懸命しているけれど、なかなか集客に結びつかないということがあ

ります。経済活動活性化取組方針とあるので、感染防止対策をして安心のお店を活用してほしいという前向きな

言葉を入れていただいても良いのかと思います。また心無い誹謗中傷を絶対にしないという項目も入れていただ

きたいと思います。 

 

(座長) 

今いただいたご指摘を参考に、まとめていきたいと思います。またお気づきの点がありましたら会議後でも結構

ですので、お知らせいただければ幸いです。 

続いて成人式についてお願いします。1 月 9 日に市内 20 地区で予定されています。今の状況に照らし合わせ

て、前回お諮りした内容でよろしいか確認したいと思います。明日、実行委員会で開催の判断をすることになって

いますので、何か指摘事項があるかお願いします。今から約 20 日後の開催となりますが、私どもとすると今の状

況であれば是非やらせてあげたいという状況かなと思います。 

 

(委員) 

成人式に出席する方は検査を行うということでしたが、先ほどの話に合った接種証明等では認めないということ

でよいですか。認めない場合は、接種済証は使えないということをお伝えした方が良いと思います。 

 

(座長) 

今回の成人式は接種確認ではなく、出席者に 2 回ないし 3 回の検査、地区から参加いただく方にも検査をい

ただくという、より厳しい対策をすると決めているので、今回は検査のみで臨みたいと考えています。もちろんワク



チン接種の推奨は成人に対しても行います。 

 

(委員) 

国が行っている接種証明の状況はどうでしょうか。 

 

(高山健康福祉部長) 

接種証明の手続きや相談は保健課で行っています。アプリの導入に関する相談や必要に応じて接種証明を

お出しするなど行っています。 

 

 (委員) 

保健課で対応しているということを市民に伝えることも重要だと思います。うまくこのアプリなども活用できればと

思います。 

 

(座長) 

ありがとうございました。それでは、成人式については明日の実行委員会で判断いただくことにしたいと思いま

す。 

 

(委員) 

成人式の直前に検査を行う施設から話がありましたが、10 ページを見ると式前に全員検査を受けると思います

が、依頼を受けた施設によって対応がバラバラな感じがしています。教育委員会からの話がうまく伝わっていない

という話があり、教育委員会には昨日対応をしてもらいましたが、依頼するにあたっては統一した情報で混乱の無

いようにしていただきたいと思います。 

 

(松下教育委員会参与) 

昨日、医療機関を訪問させていただきました。こちらの協議が不十分なところがありましたので、お詫びをさせ

ていただき、1 月に向けての対応もお話をいただきました。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

(髙山健康福祉部長) 

医療機関がご不安の無いように教育委員会と密に連携をとっていきたいと思います。 

 

（座長） 

最後に年末年始に向けての市民への広報についてご意見をいただきたいと思います。資料の最後のページ

に県からのお願いを載せてあります。基本はこれをベースに考えていますが、飯田市からは無料検査キットをお

配りしているので、圏外に行き来される方や、帰省される方がいらっしゃる場合は、積極的に検査キットを活用い

ただき、水際対策をしてほしいということを加える形にしたいと考えています。さらに市民の皆さんにお伝えするこ

とがありましたらお願いします。 

 

(委員) 

話が戻ってしまって申し訳ないですが、資料の 7 ページですが、感染警戒レベル 4 または 5 の際に圏域内で



患者さんが出てくる状況になった場合は医療機関もひっ迫し始めているかと思いますので、③は含まず①か②に

した方が良いと思います。 

 

（委員） 

資料 12 ページの最後に差別や誹謗中傷を行わずとありますが、飯田市の広報にはこうした相談事の窓口を明

記してほしいこと、経済、社会活動、家庭環境などあらゆる場面の閉そくが長期に渡ってきましたので、人々のスト

レスの蓄積は通常ではない状況になりつつあると思います。それゆえに思いやりや支えあいで何とかなるレベル

を超えつつあるのではないかと思います。2 次的、間接的に問題が出てくる状況もあります。市の相談窓口の対

応を強化していただくようなことも加えてお願いしたいと思います。 

 

(座長) 

今いただいたご指摘も踏まえて検討させていただきます。 

濃密な議論をいただき、ありがとうございました。年内はこれで最後となるかと思います。一年間、皆様にお世

話になりました。感謝を申し上げます。年明けも状況に応じて開催させていただければと思いますので、引き続き

よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 


