
第 25 回 飯田市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 次第 

令和４年４月 22 日 16:00～ 

ＷＥＢ会議 

 

１ 開 会 

 

２ 本部長あいさつ 

 

 

３ 感染状況等について （参考資料） 

 

 

４ 協議事項 

(1) 専門家会議の報告及び今後のイベントの開催について 

 

 

 

(2) ゴールデンウィークに向けての市民への呼びかけについて 

 

 

 

(3) その他 

  市職員の感染状況について 

 

 

５ 報告・連絡事項 

(1) 前回本部会議以降の各部局等の対応状況について 

 

 

 

６ 今後の予定 

第 26 回 飯田市新型コロナウイルス感染症対策本部会議  月  日（  ）  時  分から 

 

 

７ 閉 会 
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参考資料 
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直近１週間の全県及び圏域ごとの陽性者数の推移 R4.4.21  8時30分現在　

※R2.10.1時点の人口 

【全県】(全県人口 2,048,011人)

4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日

5213 5296 5300 5119 5167 5050 4857

254.53 258.59 258.78 249.94 252.29 246.58 237.15

830 823 736 325 745 723 675

△ 675 △ 740 △ 732 △ 506 △ 697 △ 840 △ 868

【佐久】(圏域人口 204,416人)

4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日

351 354 343 351 357 353 387

171.70 173.17 167.79 171.70 174.64 172.68 189.31

59 54 55 23 52 61 83

△ 38 △ 51 △ 66 △ 15 △ 46 △ 65 △ 49

【上田】(圏域人口 193,898人)

4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日

429 417 387 368 373 361 343

221.25 215.06 199.58 189.79 192.36 186.18 176.89

60 66 35 16 59 56 51

△ 65 △ 78 △ 65 △ 35 △ 54 △ 68 △ 69

【諏訪】(圏域人口 193,838人)

4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日

364 354 352 339 317 286 295

187.78 182.62 181.59 174.88 163.53 147.54 152.18

56 40 37 23 46 35 60

△ 78 △ 50 △ 39 △ 36 △ 68 △ 66 △ 51

【上伊那】(圏域人口 179,892人)

4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日

354 347 352 346 349 342 321

196.78 192.89 195.67 192.33 194.00 190.11 178.44

57 52 34 29 52 58 39

△ 42 △ 59 △ 29 △ 35 △ 49 △ 65 △ 60減

発生届受理日

陽性者数の推移

（直近１週間の累計）

増

減

発生届受理日

陽性者数の推移

（直近１週間の累計）

増

減

発生届受理日

陽性者数の推移

（直近１週間の累計）

増

減

発生届受理日

陽性者数の推移

（直近１週間の累計）

増

減

発生届受理日

陽性者数の推移

（直近１週間の累計）

増
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【南信州】(圏域人口 155,346人)

4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日

331 326 336 326 336 318 273

213.07 209.85 216.29 209.85 216.29 204.70 175.73

52 32 32 4 76 44 31

△ 33 △ 37 △ 22 △ 14 △ 66 △ 62 △ 76

【木曽】(圏域人口 25,476人)

4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日

4 3 3 3 3 4 4

15.70 11.77 11.77 11.77 11.77 15.70 15.70

0 1 0 0 1 2 0

△ 3 △ 2 0 0 △ 1 △ 1 0

【松本】(圏域人口 423,668人)

4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日

1023 1040 1063 1058 1069 1087 1079

241.46 245.47 250.90 249.72 252.32 256.56 254.68

173 151 164 80 180 212 119

△ 145 △ 134 △ 141 △ 85 △ 169 △ 194 △ 127

【北アルプス】(圏域人口 56,232人)

4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日

167 162 176 167 149 137 90

296.98 288.09 312.98 296.98 264.97 243.63 160.05

21 12 22 4 14 8 9

△ 10 △ 17 △ 8 △ 13 △ 32 △ 20 △ 56

【長野】(圏域人口 532,702人)

4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日

1948 2067 2070 1953 2005 1964 1870

365.68 388.02 388.58 366.62 376.38 368.68 351.04

323 385 328 131 233 218 252

△ 223 △ 266 △ 325 △ 248 △ 181 △ 259 △ 346

【北信】(圏域人口 82,543人)

4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日

242 226 218 208 209 198 195

293.18 273.79 264.10 251.98 253.20 239.87 236.24

29 30 29 15 32 29 31

△ 38 △ 46 △ 37 △ 25 △ 31 △ 40 △ 34減

発生届受理日

陽性者数の推移

（直近１週間の累計）

増

減

発生届受理日

陽性者数の推移

（直近１週間の累計）

増

減

発生届受理日

陽性者数の推移

（直近１週間の累計）

増

減

発生届受理日

陽性者数の推移

（直近１週間の累計）

増

減

発生届受理日

陽性者数の推移

（直近１週間の累計）

増

減

発生届受理日

陽性者数の推移

（直近１週間の累計）

増
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R4.4.21

4/20 現在

(4/14 -4/20) (4/7 -4/13) (3/31 -4/6) 第３波 第４波 第５波
第６波
(～3/31）

ピーク

119/ 6280人 113/ 6173人 110/ 5034人

（137人） （106人） （615人） （6290人） （7256人）

R3.1.5 R3.4.29 R3.8.16 R4.3.23 R4.4.11

～1.11 ～5.5 ～8.22 ～3.29 ～4.17

9.49% 7.03% 12.51% 55.55% 70.72%

R2.12.31

～1.6
R3.3.5

～3.11
R3.7.11

～7.17
R4.3.22

～3.28
R4.3.22

～3.28

27.6% 48.4% 34.6% 64.6% 64.6%37.8% 29.9%

(注)速報値であり、調査結果により修正される場合があります。

新規陽性者数
前週との比較（倍）

0.96 1.26 ―

直近１週間の
感染経路不明者
の割合(％)
（調査中を除く）

4月20日 4月13日 4月6日

50.5%

R3.8.17

～8.23
43.32

（888人）

R4.4.10

～4.16
258.78

（5300人）

～4月20日 ～4月13日 ～4月6日

237.20人 246.97人 196.67人

（4858人） （5058人）

R4.1.30

～2.5
198.77

（4071人）

直近１週間の
人口10万人当たりの
新規陽性者数

（直近１週間の
新規陽性者数）

4月14日 4月7日 3月31日

R3.1.5

～1.11
21.05

（429人）

R3.4.10

～4.16
15.46

（315人）
（4028人）

ＰＣＲ検査陽性率
(LAMP法による
検査を含む）

4月13日 4月6日 3月30日

～4月19日 ～4月12日 ～4月5日

58.29% 53.97% 47.07%

R3.8.20

30.0

R4.4.17

354.29
277.98 269.68 210.45

（療養者＋調整中の数） （5693人） （5523人） （4310人）

人口10万人当たりの
自宅療養者数
及び療養等調整中
の数の合計値

4月20日 4月13日 4月6日

R3.1.16

6.68

R3.4.17

5.17

R4.2.11

307.13

R3.5.25

69人

R3.8.24

R3.8.29

55人

R4.2.8

76人19人 18人 16人

R3.8.30

7人
R3.5.27

11人0人 0人 0人

R3.5.27

11人
R4.2.27

4人

R4.2.8

76人
中等症者数

4月20日 4月13日 4月6日 R3.1.17

73人

重症者数
4月20日 4月13日 4月6日 R3.１.10

～12
9人

R3.5.27

22.4%

11/49床
0/ 36床 0/ 36床 0/ 36床

※専門病床除く

R3.8.30

20.0%

7/35床

R2.4.20

25.0%

3/12床
0.0% 0.0% 0.0%

0/ 43床 0/ 43床 0/
R4.2.27

9.3%

4/43床

重症者数／
重症者用確保病床数

の割合（％）

4月20日 4月13日 4月6日

R3.１.10
18.4%

9/49床

R3.5.27

22.4%

11/49床

43床

0.0% 0.0% 0.0%

このほか確保病床
以外入院者数

46人 26人 45人
―

入院者数計 165人 139人 155人

入院率
(入院者数/
療養者数)

1.9% 1.8% 2.2%

R3.5.24

48.2%

209/434床

R3.8.29

55.7%

273/490床

R3.1.17

62.3%

218/350床23.2% 22.0% 21.4%

119/ 513床 113/ 513床

R3.１.12
39.0％

R3.4.3

33.9％
R3.8.27

21.8％
R4.4.17

1.7％
R4.3.29

2.1％

　　モニタリング指標の状況

モニタリング指標
先週 先々週

長野県でのピーク値

入院者数／
確保病床数
の割合（％）

（確保病床使用率）

4月20日 4月13日 4月6日

R3.1.17

62.3%

218/350床

110/ 513床
R3.8.29

55.7%

273/490床

R4.2.8

44.4%

228/513床
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飯田市新型コロナウイルス感染症対策 

第 13 回 専門家会議 次第 

 

令和４年 4月 20 日（水） 13：00～ 

オンライン（Zoom）会議 

 

 

１ 開  会 

 

 

 

２ 市長あいさつ 

 

 

 

３ 協  議 

（１）お練りまつりの実施と感染対策に関するまとめ 

 

 

（２）今後のイベントについて（オケ友、ＴＯＪ、人形劇フェスタ） 

 

 

（３）その他 

ＧＷに向けた市民への呼びかけについて 

 

 

４ 閉  会 
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飯田お練りまつりの実施に関するまとめ 

 

飯田市産業経済部商業観光課 

 

令和４年３月25日から27日に開催された令和4年壬寅歳飯田お練りまつりにおいて、まつり終了後に

出演団体の一部から新型コロナウイルス感染陽性者が生じた。主催者である飯田お練りまつり奉賛会か

ら提出のあった中間報告を踏まえ、市の支援や取組における課題等を検証し、コロナ禍における屋外イ

ベントの開催にあたって留意すべき事項を検証結果としてまとめた。 

なお、お練りまつり奉賛会による検証結果は、４月28日飯田商工会議所会頭記者会見で報告される。 

 

１ 開催までの経過 

長野県は、令和3年11月25日以降、参加人数が5,000人以上のイベントについて「感染防止安全計

画」を策定し、長野県に提出して確認を受けた場合を開催基準とした。 

飯田お練りまつり奉賛会では、当初新型コロナウイルス感染警戒レベルが４以下であれば感染対策

を講じて開催、感染警戒レベルが５以上で中止を方針とした。飯田市ではお練りまつりへの補助金と

して、令和３年度当初予算で15,000千円を計上していたが、令和４年１月からの感染拡大の状況を踏

まえ、安全・安心な感染対策をさらに強化する必要があると判断し、令和４年第１回臨時議会にて補

助金を12,000千円増額して（計27,000千円）、感染防止対策のための受付体制づくりや、祭り会場の

混雑回避対策、簡易検査キットの購入費等の経費を承認いただいた。 

まん延防止等重点措置が３月６日に解除され、飯田市では、新型コロナウイルス感染症対策本部会

議にて県の開催基準に準じて、屋外のイベントについて参加者数が5,000人超であれば「感染防止安

全計画」を策定し、県に提出して確認を受けることをイベント開催の基準とした 

３月７日に開催された飯田お練りまつり奉賛会総会にて、感染警戒レベル５の場合は県の示す基準

に沿って「感染防止安全計画」を県に提出することに加え、簡易検査キットの配布や観覧者用受付の

設置など新型コロナウイルス感染対策を強化したうえで開催することが決定された。 

飯田お練りまつり奉賛会では、出演団体打ち合わせ会議を３月15日に開催して、各団体に求める具

体的な感染防止対策をはじめとしたガイドラインの確認・周知を行った。翌３月16日には抗原定性簡

易検査キットの配布とＧＰＳ位置情報システムサービス「ＮＥＲＩなび」の説明を行った。 

奉賛会のこうした取組を踏まえ、飯田市としては奉賛会の実施判断を尊重することとした。 

 

２ 開催に向けた主な感染対策 

（１）観覧者対応 

  ① 観覧者受付を設置し、検温、不織布マスクの着用確認を行い、受付済証のシールを配布（マス

クに貼付）する。 

  ② 不織布マスク着用、消毒の徹底、間隔の確保、飲食物持ち帰り、歓声の自粛等をＨＰや全戸配

布リーフレット、公式ガイドブック、地元新聞への広告などで事前広報するとともに、当日の会

場アナウンスや巡回スタッフによる呼びかけも行う。  
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  ③ 演舞場所にスタッフを配置し、密を避けるよう注意喚起を行う。 

（２）出演者対応 

  ① 団体関係者の氏名、年齢、住所、連絡先を把握し、名簿を作成する。 

  ② 共用物（笛やバチなど）の制限や使用前の消毒を徹底する。 

  ③ 出演日14日前から各自検温を行い記録するとともに、団体責任者への結果報告を行う。 

④ 参加日ごとに簡易検査キットによる検査を行い、陰性を確認する（検査したキットは氏名を記

入し画像にて保存する）。 

  ⑤ 演舞場所にて監視員を配置して、間隔の確保と歓声自粛の指導を行う。 

（３）主催者対応 

  ① シャトルバスの乗車定員を70％に制限し、降車後の消毒を実施。 

  ② 仮設トイレを30分に１回消毒し、間隔を空けるための目印を敷設。 

  ③ 出店ブースの出店者を飯田下伊那の事業者に限定し、歩行者スペース確保のため露天の出店を

片側のみとする。テイクアウトを徹底するとともに、アルコール販売を禁止とし、飲食スペース

は設けない。 

  ④ 既存店舗による店舗前での販売は、テイクアウトに限定し、アルコール販売を禁止とする。 

 

３ 飯田市の主な取組 

  飯田市では、受付業務（検温及び不織布マスクの着用確認と受付済証シールの配布を行う）や雑踏

業務、それらにかかる受付済証シールの作成費や検温器など、また、ＧＰＳ及び定点カメラを活用し

た会場内の混雑状況可視化に関する費用を支援した。 

  また、お練りまつり用に抗原定性簡易検査のキットを21,000個用意し、参加団体出演者、奉賛会事

務局（商工会議所職員ほか当日スタッフ）、飯田市及び周辺の宿泊施設の観光客が参加日、観覧日ご

とに検査し、必ず陰性を確認してから出向いていただくこととした。 

これらの対策強化を支援するため、まつり当日の業務に当たる市職員は、当初予定より大幅に増員

し全庁体制で協力した。市職員は、奉賛会事務局の配置、指示に従い業務従事した。 

 

４ 取組実績 

 （１）受付シール配布枚数  

   ① ３月26日：当日の入込数  70,000人   シール配布枚数 58,000個 

   ② ３月27日：当日の入込数 100,000人   シール配布枚数 87,000個 

    ※①②の両日の入込数は、中心市街地在住者及び関係者による自宅前での観覧、及び出演団体

の人数として、１日あたり10,000人を含む。 

 （２）検査キット配布数 

① 飯田商工会議所への配布総数 5,000個  使用数 4,050個 

（参加団体3,345個  受付スタッフ382個  商議所職員323個） 

② 宿泊施設配布数 34施設（昼神温泉含む地域外からの観覧者） 3,535個 

使用数 1,883個 検査結果による指導 ０件 

③ 参加団体への市からの直接配布 238個  使用数 204個  検査結果による指導 ０件 
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        ※大宮神社神輿渡御、北方獅子舞保存会（春の巡業に合わせて申請による配布） 

（３）飯田市職員動員数 

   ① 総務、看護師等    １２名 

    ② 催し物         ４名 

   ③ 交通、臨時駐車場   ２２名 

   ④ 会場         １０名 

   ⑤ 観覧者受付      ９４名 

   ⑥ 雑踏対応       ６４名 

業務に当たった市職員の意見等 

① 観覧者受付について 

・マスクにシールを貼るという方法は、シンプルで視覚的にもわかりやすく有効であった。 

・受付が混雑する状況が生じた場合、確実に受付できるよう適切な人員配置が必要であった。 
・マスクにシールがない人、不織布マスクでない人が見受けられた。 
・駐車場の空き状況が確認できる「練りナビ」は便利で有効だった。 

② 雑踏対応について 

・多数の職員が蛍光色のジャンバーなど目立つ格好で巡回したことは、観覧者に感染対策を行って

いることの周知がなされ、有効であった。 

・プラカードの掲示のみの注意喚起に留まった（それなりの声を出すことになると飛沫を不安視さ

れる）ことで、感染対策への協力を求める訴求が薄くなっていた。 

・路上での飲食などルールを守っていない方が散見された。 

 

５ 観覧者含む住民からの意見 

  飯田市政に対するやらまいか提言箱及びお問い合わせメールを通じて、お練りまつりに関して住民

の方から、以下のご意見をいただいた。 

 ・人混みの中で大声で喋っている人がいた。道端で飲酒や飲食をしている人たちもいて、規制はあっ

て無いようなものだと感じた。 

 ・受付を済ませず、マスクも無しで観覧している人がいた。万全な感染対策とは言えず、受付をする

なら名前、住所、連絡先まで記入させてから観覧すべきであった。 

・出演団体が、終わった後に慰労会をしていた。出演団体は感染対策に関して素人であるのに、実際

の感染対策は団体に丸投げであった。 

 ・不織布マスクの着用を呼び掛けていたが、出演者はマスクをしていなかったり、布マスクの着用の

みの人も見受けられた。 

 

６ 奉賛会事務局から報告のあった「出演団体の感染状況及び対応」 

（１）陽性者発覚までの経過 

・２月７日から出演団体の練習を開始した。当初は班別の分散型の練習形態を３月７日まで続け、

通常時であれば１，２班に分けていたが、７班に細分化して練習を実施。練習前に全員が事前に

体温を測り、道具類も使用者が触る前に消毒を行った。 
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  ・３月７日からは全体での合同練習に移行。同様に練習前に体温を測って記入、道具類の使用前の

消毒は継続。 

  ・３月24日から演舞を開始。300名弱の出演者用に、新型コロナウイルス簡易検査キットを1250個

用意し、３月27日までの４日間 毎朝検査キットの結果を写真にて班長及び団体内幹部に報告

し、陰性を確認したうえで演舞に参加した。３月24日から３月27日までの４日間で陽性者は確認

されなかった。 

  ・演舞中は、動きの激しい出演者は一時的にマスクを外しており、それ以外は全員マスクを着用し

ていた。不織布ではない団体特注のウレタン製マスクを着用する者が半数おり、半数は不織布マ

スクの上からウレタン製マスクを着用していた。 

  ・３月24日、25日、26日の間は演舞終了後に食事などの会席は行われなかった。お練りまつり最終

日の３月27日の演舞終了後、団体内の一部班で会席が設けられていたことが、団体内幹部に事後

報告された。 

  ・３月28日に出演者のうち２名に発熱などの症状が発生し、同日17：00に団体代表へ発症の連絡が

あった。病院にて検査を実施するよう指示を行い、同日18：00に両名の新型コロナウイルス陽性

が発覚。 

（２）陽性者発覚後の対応 

  ・３月29日に飯田保健所からの指導を受け、演舞者を中心に250名を濃厚接触者に指定した。その

後、演舞の内容及びお練りまつり中の行動について、飯田保健所と協議する中で、濃厚接触者を

100名に絞り、３月29日から４月２日までの５日間の自宅待機を命じた。 

  ・自宅待機となった者については、４日目（４月１日）と５日目（４月２日）に検査キットによる

陰性を確認できれば、４月３日から自宅待機を解除することとした。 

  ・濃厚接触者に指定された出演者の家族についても、３月29日から４月２日までの５日間の自宅待

機を命じた。 

  ・自宅待機期間中に陽性となった者は、飯田保健所の指導に基づき自宅待機期間の延長や、指定施

設での療養に移行した。最後の退院者は４月８日に退院しており、４月10日に団体内の役員会を

開催して感染者対応の一部始終を確認した。 

  ・飯田お練りまつり奉賛会は、参加団体からの陽性者発覚に伴い、３月30日、４月４日、４月11日

に出演団体に対して、出演者の感染状況、健康状態、家庭内の状況などの確認を行った。参加25

団体のうち24団体は健康状態はじめ全て良好であるとの回答を受けた。 

・最終的に参加団体の出演者から陽性者28名、出演者の家族で陽性者５名を確認した。 

※感染が発生した団体の感染状況等 ～ 奉賛会・団体調べ ～ 

演舞の役割 
出演前3回目ワ

クチン接種有無 

感染した家族の

自宅待機数 

家族への感染の

有無 

感染者・濃厚接触者及びその

家族も含めすべて通常復帰し

ているか 

頭 26 有 3 
計 38 有 5 

通常復帰済 65 

その他 2 無 25 後遺症あり 1 

計 28 38 5 66 

※自宅待機者の総数は、3/29 250人→その後100人。表は、感染者に関係する内数。 
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７ 検証結果 

  ・検査キットについて、出演団体からの聞き取りから、本来は鼻と喉からの採取が必要であるが、 

   喉の採取が出来ていなかった可能性があることが判明した。有効であるはずが手技を誤ると機能 

されないことがわかった。 

  ・上記６に記載した団体と異なる参加団体において、出演予定者１名が事前の検査キットで陽性を

確認。出演を辞退したことにより、さらなる感染拡大を防止することができた。 

・チーム単位で演舞される中で、陽性者は幌の一部分に集中しており、ある程度距離がある部分の

出演者には感染者が出ていないこと、会食に参加した者以外からも出ていることから、感染場所

は演舞中の一定の部分であったことが推測される。 

  ・観覧者は、マスクの着用者が多数であり屋外であったことから、観覧が原因で感染が広がったと

は特定できない。 

・家庭内感染防止の呼びかけが必要であった。 

・運営側のスタッフ数増強による感染対策の徹底だけでなく、来場される方に新型コロナウイルス

感染対策の取組を知ってもらうことや、感染対策への意識を高めていただくことが重要である。 

・イベントに携わるすべての関係者が、日頃から感染拡大防止について強く意識することは、イベ

ント運営のために不可欠であるとともに、事前に感染症対策の十分な周知と理解が必要である。 

・今回の検証結果により、検査キットの正確な採取による検査、特定の距離間の必要性、幌などの

換気のよくない場所での換気の必要性であることを改めて認識できたことを今後のイベントに生

かす必要がある。 
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飯田市新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 

コロナ禍における教育委員会イベント等の対応について 

教育委員会事務局 

１ 基本的な考え方 

（１）イベント等開催前 

・⻑野県感染警戒レベルに応じたイベント中止又は規模縮小等の判断日及び基準を設ける 

・参加者、スタッフ ２週間前からの健康観察及び日常生活における感染予防対策の徹底 

・事前申し込み、受付における氏名等の記載により参加者の把握に努める 

（２）イベント等の当日 

・高熱または体調のすぐれない方の参加をお断りする 

・参加者、スタッフ 可能な範囲で開簡易検査キットによる検査を実施 

・会場等での検温、手指消毒、マスク着用、室内施設の換気、密集回避等の徹底を図る 

 

２ 各イベントの対応 

（１）飯田やまびこマーチ【4/23(土)・24(日)】 ※屋外スポーツ事業 

事前申込者数 851 人 内訳：県外 276、南信州圏域 561、南信州圏域外 14 

感染警戒 

レベル 
開催基準 

参加者の居住地区分による参加可否、条件 

南信州圏域 南信州圏域外 県外 

６以下 

参加者、スタッフ 

当日簡易検査を行い開催 
〇 〇 〇 

緊急事態宣言発
出地域からの参
加自粛を要請 

感染警戒レベル６ 緊急事態宣言発出で中止 

・関連イベント、会場内の飲食販売・提供中止  ・コース毎に時間をずらして受付・出発 

※参加者・スタッフ全員の検査実施は、地域の感染状況を踏まえたもので、今後のイベント

の統一した基準ではなく、飯田やまびこマーチに限定した対応。 

（２）オーケストラと友に音楽祭【5/1(日)・3(火)・4(水)・5(木)】 ※屋内文化事業 

感染警戒レベル 開催基準 入場制限 鑑賞者 

４以下 関係者全員 

当日簡易検査を行い開催 

定員の 1/2 南信州圏域の居住・在
勤・在学者に限定 ５ 定員の 1/2、２時間以内 

６ 中止 

※音楽クリニックのうち中学生吹奏楽コースは中学校部活動の基準「他校と関わる活動は感

染警戒レベル４以上では実施しない」に従い中止。感染状況に応じて実施内容を変更する。 

（３）いいだ人形劇フェスタ 2022【8/4(木)・5(金)・6(土)・7(日)】 ※屋内文化事業 

感染警戒 

レベル 
開催基準 

参加劇団 
入場制限 観劇者 

南信州圏域 南信州圏域外 

３以下 参加劇団、スタッフ 

当日簡易検査を行い開催 
〇 〇 定員の 1/2 

制限なし 

４ 南信州圏域に限定 

５以上 中止 判断時期 ①６月下旬（ﾁｹｯﾄ販売開始）、②７月中旬、以降順次 

・マスクを外し会話するようなイベント中止   ・飲食の販売・提供中止 

※劇団・観劇者共に、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置発出地域からの参加はお断り 

※狭くむし暑い屋内会場で、幼児から児童が大勢観劇する場面が多い事業であるため、レベ

ル５でも中止する。 
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第 24 回（2022）ツアー・オブ・ジャパン 

信州飯田ステージ実施概要 
 

 

１ 開催趣旨 

 「ツアー・オブ・ジャパン」は、1982 年より 1995 年まで開催された「国際サイクルロードレース」

を継承するもので、1996 年に UCI（国際自転車競技連合）公認のステージレースになったことを契機

に現在の名称に変更され、国内を代表するステージレースとして位置付けられています。 

1981 年 5 月の自転車基本法の施行にともない、国民の自転車安全利用の促進と自転車を通じて国民

の健康増進を図ることを目的として、毎年 5月を「自転車月間」と定め、全国各地において自転車関

連の諸事業が実施されるに至りました。 

  中でも「ツアー・オブ・ジャパン」は国内最高峰の国際的な大会でありますが、「ツアー・オブ・ジ

ャパン信州飯田ステージ」を風光明媚な飯田における世界的なスポーツ大会として実施し、自転車を

通じて青少年の国際交流と国民の体育の向上に寄与しようとするものであります。 

 

２ 名  称  UCI 公認国際自転車ロードレース 

『2022 ツアー・オブ・ジャパン 信州飯田ステージ』－第１ステージ－ 

（レースクラス：UCI アジアツアー2.2） 

 

３ 日  時  2022 年５月 19 日（木） 10 時 ～ 13 時 20 分頃 （下久堅小学校グラウンド前） 

 

４ コ ー ス 

  下久堅小学校前をスタートし、県道１号飯田佐久間富草線を通り、下久堅地区内の１周 12.2 ㎞を

10 周して、そのまま国道 256 号線を上り、再びスタート地点である下久堅小学校前でのフィニッシュ

とする。 

 

５ チーム編成  8 名（選手 5名／監督 1名／メカニック 1名／マッサー1名） 

 

６ 出場チーム  全 16 チーム（海外 1チーム※・国内 15チーム）  総勢１２８名 

※ 海外 1 チームはアメリカ国籍のチームであるが、出場選手についてはすべて国内選手となる。 

 

７ 事業内容 

（１） ホームチーム制 「チーム右京」 

大会全体を盛り上げるため、ステージ独自のホームチームを設定し、地元の人たちが「想いを  

込めて応援する」対象をレースサイドから造成します。 

（２）大会アンバサダー 「福島晋一様」 

ＴＯＪで活躍してきた往年の各名選手や当ステージにご縁のあるレジェンドライダーなどが、会

場解説者やプレゼンターを務め、ステージ全体を盛り上げていきます。 

（３）地域密着型の大会運営 「飯田コア学園 96 名」 

当日の運営は、市民の皆様や学生をはじめとする多くのボランティアスタッフの方々のご協力に

よって支えられております。 

 

※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、当日の選手とのふれあいはできません。 
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８ 新型コロナウイルス感染症防止対策 

 （１） 開催の判断 

長野県が示す感染警戒レベル１～５の場合は、感染対策を強化したうえで開催とし、感染レベル

６の場合は、中止とする。 

 

（２） 感染防止安全計画 

     感染防止安全計画を策定し、長野県へ提出をする。 

 

（３） 基本的な感染防止対策 

・飛沫の抑制 

・手洗い及び手指、施設消毒   

・密集回避、飲食の制限 

 

（４） 参加選手への対応 【（６）TOUR OF JAPAN 全体における感染症対策事項】 

    参加選手については、本部が設置する専門の感染対策チームが対応し、参加選手と地元関係者及

び観覧者との接触を制限する。 

 

（５） 観覧者への対応 

①観覧者用の受付の設置 

   ・受付の場所を以下に設ける 

    大会本部３カ所（市役所下久堅自治振興センター前）、松尾総合運動場駐車場、グラウンド駐

車場、下久堅運動場、下久堅親水公園マレットゴルフ場、水神橋、観戦ポイント数個所 

   ・受付では、検温、不織布マスクの着用の確認を行う。体温の高い方は、医療機関への連絡と会

場内への入場をお断りする。 

   ・マスク未着用者には、マスクを支給し着用を徹底する。 

②観覧者の感染対策 

・有症状者等が参加しないよう、事前に感染対策の周知徹底を図る。（広報、ホームページ等） 

・観覧時に社会的距離（2ｍ）の確保を徹底する。大会本部のスタート・ゴール地点及び観戦ポ

イントについては、巡回員を配置する。 

・飲食は原則禁止とし、水分補給のみとする。地元の店舗で購入したものは家に持ち帰る。 

・大声での会話や選手への応援を控え、拍手及び小旗での応援とする。 

・事前に新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）のインストールを推奨する。 

 

（６） TOUR OF JAPAN 全体における感染症対策事項（本部における全ステージの感染対策） 

①感染症対策チームの設置、帯同（医師を含む）。 

 ②TOJ ホームページにおける関係者・参加者・観客に向けた本ガイドラインの掲載及び周知。 

③関係者・（観客を除く）参加者は、大会開催 10 日前から大会終了まで、行動履歴及び朝の検温、

健康状態の記録を所定のフォームにて提出を徹底。 

 ④関係者・参加者は、大会終了後 1週間は各自の体調変化に留意し、発熱や体調不良等の症状が

表れた場合は、主催者に申告し、濃厚接触者等の確認を行う。 

 ⑤大会で規定された参加者は、ワクチンを２回摂取し、大会参加前 48 時間以内に PCR の陰性を

確認。 

⑥感染者発覚後の隔離（スペース確保を含む）、医療機関受診、濃厚接触者の確認等プロセスの

明確化。 
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⑦感染症罹患者が発生した場合に備え、各開催地における医療機関や保健所と連携を図る。 

⑧大会会場における入退場動線作成及びサーモグラフィー設置による検温を実施し、発熱者や体

調不良者は入場禁止。 

⑨大会会場の各所に、手指消毒液及び感染防止対策注意喚起看板を配置。 

⑩大会会場や公共の場におけるウイルスや飛沫が付着した可能性があるゴミ類（マスク、ティッ

シュペーパー、紙類、ペットボトル等飲食に 使用した容器や包装、カトラリー等）の放置・廃

棄禁止、密閉の上、持ち帰りを徹底。 

⑪フィジカル・ディスタンスに留意し、常時マスクを着用する。 

⑫各食事会場、食事中においては、フィジカル・ディスタンスに留意し、極力会話を控える。 

⑬大会コミュニケ、スタートリスト、リザルト等は、極力メーリングリストや SNS を使用した配

布とし、ペーパーレス化を図る。 

⑭以下に該当する方は、大会へのいかなる参加（大会会場への来場、観戦含）も不可とする  

 ・過去 1週間以内から大会会場来場当日までに、下記 a～dを含む体調不良のある方 

 a. 体温 37.5℃以上 b. 強い倦怠感 c. 感冒様症状（咳、咽頭痛、息苦しさ等） d. 味覚・嗅覚

異常などの異変がある。 

・PCR 検査受診結果が陽性で、下記 a～dに該当する方 

a. 有症状で、発症日から 10 日未満、かつ症状軽快後 72 時間以内 b. 症状軽快後 24 時間経過

から、24 時間以上の間隔をあけ、2回の PCR 検査で陰性を確認できていない c. 無症状病原体保

有者は、陰性確認から 10 日未満 d. 検体採取日から 6 日間経過後、24 時間以上の間隔をあけ、

2回の PCR 検査陰性を確認できていない。  

・濃厚接触者として自宅待機中、または家族が濃厚接触者として自宅待機中。 

・家族に過去 1 週間以内から大会会場来場当日までに、下記 a～d いずれかの体調不良者がいる。 

  a. 体温 37.5℃以上 b. 強い倦怠感 c. 感冒様症状（咳、咽頭痛、息苦しさ等） d. 味覚・嗅覚 

異常などの異変がある。 

⑮バブル方式によるコロナ対策 

      大きな泡で包むように大会を運営し、選手や関係者の外部との接触を遮断する「バブル方式」を 

適用。 

・チームバブル（選手及びチーム関係者） 

TOJ に参加する全チームの選手、監督、メカニック、マッサー、スタッフ、広報を対象とする。 

・コミセールバブル（日本自転車競技連盟、競技役員等） 

   TOJ で全レースの執務を行うコミセールを対象とする。 

・セミバブル（本部の大会運営スタッフ） 

   TOJ で全レースの執務を行う関係者を対象とする。 
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事 務 連 絡 

令和４年４月 日 

 

部課等の長 

 

総 務 部 長 

（人 事 課） 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止について 

 

 ４月18日以降、職員の新型コロナウイルス感染症の陽性者が連日確認されており、その多くが家庭内

感染によるものです。 

 職員が陽性者となった場合、職場内へ感染する恐れがありますので、改めて下記を参考に感染拡大防

止に留意するよう徹底してください。 

 

記 

 

１ 職員の健康管理について 

 ・出勤前に毎朝検温を必ず実施 ※発熱等の症状がある場合は出勤しないこと。 

・職員自身の感染症予防対策 

せっけんによるこまめな手洗い徹底／咳エチケット（不織布マスク着用）／体調管理（十分な休養、

睡眠、栄養） 

・「３密」を回避する行動の徹底 

公私ともに、いわゆる「３密」で行動しない 

 ・同居する家族が濃厚接触者又は接触者としてPCR検査等を受けることになった場合は、速やかに所

属長に連絡し、検査結果が出るまでの間は自宅待機（特別休暇等）とすること。 

・定期的な検温など健康観察を行うとともに、発熱等の症状がある場合には外出を控え、心配な時は

速やかにかかりつけ医や保健所（飯田保健所53-0435）に電話で相談すること。 

 

２ 家族に新型コロナウイルスの感染が疑われる場合の注意事項 

【厚生労働省ホームページから】 

ご本人は外出を避けてください。ご家族、同居されている⽅も熱を測るなど、健康観察をし、不要

不急の外出を避け、特に咳や発熱などの症状があるときには、職場などには⾏かないようにしてくだ

さい。 

ご家族に新型コロナウイルスの感染が疑われる場合には、同居されているご家族は以下の８点にご

注意ください。 

 

１ 部屋を分けましょう 

個室にしましょう。⻝事や寝るときも別室としてください（食事は必ず孤食で）。 

⼦どもがいる⽅、部屋数が少ない場合など、部屋を分けられない場合には、少なくとも２ｍの距

離を保つこと、仕切りやカーテンなどを設置することをお薦めします。寝るときは頭の位置を互い

違いになるようにしましょう。 

 

２ 感染が疑われる家族のお世話はできるだけ限られた⽅で 

心臓、肺、腎臓に持病のある⽅、糖尿病の方、免疫の低下した方、妊婦の方などが、感染が疑わ

れる家族のお世話をするのは避けてください。 

 

３ マスクをつけましょう 

使用したマスクは他の部屋に持ち出さないでください。 

マスクの表面には触れないようにしてください。マスクを外す際には、ゴムやひもをつまんで外

しましょう。マスクを外した後は必ず石鹸で⼿を洗ってください（アルコール⼿指消毒剤でも可）。 
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マスクが汚れたときは、新しい清潔な乾燥マスクと交換してください。マスクがないときなどに咳

やくしゃみをする際は、ティッシュ等で口と鼻を覆いましょう。 

 

４ こまめに⼿を洗いましょう こまめに石鹸で⼿を洗いましょう（特に食事の前は必ず）。アルコー

ル消毒をしましょう。 

洗っていない⼿で目や鼻、口などを触らないようにしてください。 

 

５ 換気をしましょう 

風の流れができるよう、２⽅向の窓を、１回、数分間程度、全開にしましょう。換気回数は毎時

２回以上確保しましょう。（エアコンなど冷暖房器具を使いながら常に窓を少し開けるのも有効） 

 

６ 手で触れる共有部分を消毒しましょう 

物に付着したウイルスはしばらく生存します。ドアの取っ⼿やノブ、ベッド柵など共有部分は、

薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭きしましょう。亜塩素酸水を用いる場合は、対

象物を拭いた後、水気をふき取って乾燥させて下さい。 

 

７ 汚れたリネン、⾐服を洗濯しましょう 

体液で汚れた⾐服、リネンを取り扱う際は、⼿袋とマスクをつけ、⼀般的な家庭用洗剤で洗濯し

完全に乾かしてください。 

※糞便からウイルスが検出されることがあります。 

 

８ ゴミは密閉して捨てましょう 

  鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して捨てください。そ

の後は直ちに手を石鹸で洗いましょう。 

 

（参考）添付資料 

・お子さまが新型コロナウイルスに感染した際の対応について 

・家族が新型コロナウイルスに感染した時に注意したいこと 
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家族が新型コロナウイルスに
感染した時に注意したいこと

２.窓を開けて換気１. 部屋を分ける

３.マスクを着用 ４.こまめな手洗い
手で触れる部分を消毒

定期的に
換気しましょう。

共用スペースや他の部
屋も窓を開けっ放しに
するなど換気しましょう。

マスクを隙間なくフィッ
トさせ、正しく着用しま
しょう。
外す時は表面に触れな
いように紐部分を持ち、
外した後は手洗いを。

・こまめに石鹸で手洗いし、
アルコール消毒しましょう。

・ドアの取っ手、ベッド柵、トイ

レ、洗面台など共用部分を
消毒しましょう。

汚れた衣服やリネンは、

手袋とマスクを着用し、

一般的な家庭用洗剤
で洗濯し完全に乾か
してください。

鼻をかんだティッシュ等

は、すぐにビニール袋に

入れ、室外に出すとき
は密閉して捨ててくだ
さい。手洗いも忘れずに。

個室にしましょう！
部屋を分けられない場合は、
2ｍ以上の距離を保ったり、

仕切りやカーテンの設置な
どをおすすめします。

※新型コロナウイルスの消毒・除菌方法につきましては、

「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について*1」を御参照ください。

☑お世話は出来る限り、限られた方で対応しましょう。
心臓、肺、肝臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下した方、妊婦の方などが感染者のお世話をするのは避けて下さい。

☑療養者は外出を避けて下さい。療養期間中は感染を広めてしまう可能性があります。

☑ご家族、同居されている方も熱を測るなど健康観察をし、
外出は避け、体調不良時は、登校や出勤をお控えください。

ゼロ密を目指す、こまめな手洗い、正しいマスクの着用を徹底しましょう

５.汚れたリネン・
洋服を洗濯

６.ゴミは密閉して
捨てましょう

「新型コロナウイル
スの消毒・除菌
方法について*1」

新型コロナウイルス

感染症のために

（厚生労働省HP）
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お子さまが新型コロナウイルスに

感染した際の対応について

☑お世話は出来る限り、限られた方で対応しましょう。
・自らの体調管理、体調不良の意思表示が十分にできないことに留意し、健康状態のチェックを入念に行いましょう。

☑お世話をする方が感染した場合について。
・お子さまのお世話に関して相談したい場合は、自治体、保健所などに御連絡ください。

ゼロ密を目指す、こまめな手洗い、正しいマスクの着用を徹底しましょう

新型コロナウイルス

感染症のために

（厚生労働省HP）

可能な範囲で部屋を分けましょう。
部屋を分けられない場合は、仕切りやカーテンなどで工夫するなど、
接触する時間をなるべく短くするよう心がけましょう。

１．窓を開けて換気
定期的に換気をしましょう。
共用スペースや他の部屋も頻繁に換気を行いましょう。

３．可能な範囲でマスクを着用

児童本人を含め、同居家族全員は

できるだけマスクを着用しましょう。
ただし、２歳未満のお子さまへのマスクの着用は、

息が詰まるなどの危険があるのでやめましょう。

４．こまめな手洗い・幅広い消毒
こまめに石鹸で手洗いし頻繁に触れるものは消毒しましょう。
テーブルや椅子、ドア、テレビやエアコンのリモコン、トイレ（便座など）、

おもちゃ、文房具などは幅広く消毒しましょう。

５．洗濯・掃除
着衣の交換・洗濯、清掃等を徹底しましょう。
洗濯は通常の洗剤を用い、特別な対応は不要です。

室外に出すときは密閉して捨てましょう。
鼻をかんだティッシュ等は、すぐに2重のビニル袋で

密閉し捨てましょう。手洗いも忘れずに。

６．ゴミは密閉して捨てましょう

２．可能な範囲で部屋を分ける

☑お子さんの観察ポイント

・ご機嫌、食欲、顔色、呼

吸のようすなどを観察して
ください。ご機嫌がよく、

食欲があり、顔色が普通

であれば基本的に心配い
りません。

・意識がはっきりしない、

機嫌が悪い、食欲が低下

している、水分がとれない、

顔色が悪い、息苦しそう、

嘔吐を繰り返すなどの場

合は担当保健所、または
かかりつけ医に早めに

ご相談ください。

ｃ

ｃｃ

ｃｃ
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オミクロン株流行下における積極的疫学調査について

■ 保健所が濃厚接触者を特定し、健康観察・外出自粛等を要請

✓濃厚接触者は陽性者の発症日（無症状の場合は検体採取日）の翌日又は感染対策を講
じた日の翌日から７日間待機※1,2

■ 原則、濃厚接触者のうちハイリスク者※3及びハイリスク施設職員に対し行政
検査を実施

①陽性者の同居者

■ 保健所が濃厚接触者を特定し、健康観察・外出自粛等を要請

✓濃厚接触者は陽性者との最終接触日の翌日から７日間待機※2,4

■ 濃厚接触者に対し行政検査を実施

②ハイリスク施設（医療機関、高齢者・障害者施設等）

■ 施設・学校等の協力の下、保健所が濃厚接触者を特定

■ 施設・学校等から濃厚接触者へ健康観察・外出自粛等を依頼

✓濃厚接触者は陽性者との最終接触日の翌日から７日間待機※2,4

■ 原則、濃厚接触者のうちハイリスク者※3、ハイリスク者と同居している者、
ハイリスク者が在籍する特別支援学校に対し行政検査を実施※5

③保育所、幼稚園、小学校等

■ 原則、保健所による濃厚接触者の調査及び外出自粛等の要請は実施しない
（集団感染の発生時等は、必要に応じて保健所による濃厚接触者の調査や行政検査を実施）

■ 陽性者が確認された事業所等には自主的な感染対策を要請

✓陽性者と接触があったことのみを理由として出勤を制限する必要はないが、抗原定性
検査キットによる自主検査等を推奨

✓陽性者と接触があった方は、最終接触日の翌日から７日間はハイリスク者※3との接触、
ハイリスク施設への訪問、不特定多数の者が集まる飲食やイベントを控える

✓感染対策を行わずに陽性者と飲食をした場合等は、出勤を含む７日間の外出自粛の感
染拡大防止対策の実施等

④事業所等（②、③除く）

⻑野県では、オミクロン株の特徴を踏まえ、社会機能を維持しながら県⺠の皆様の命と健康を守るため、

保健所における濃厚接触者の調査・特定及び行動制限等について、当面の間、以下のとおりとします。

※１ 新たに別の同居者の陽性が確認された場合は、改めて待期期間を設定する

※２ ４日目と５日目に抗原定性検査キット（薬事承認されたものに限る）で陰性の場合は、５日目に待機解除が可（保健所へ待機

解除の連絡は不要）

※３ ハイリスク者とは高齢者や基礎疾患を有する者など、感染した場合に重症化リスクの高い者をいう

※４ 毎日の検査等により待機期間中の業務への従事が可（要件の詳細は裏⾯を参照）

※５ 休園が困難な保育所等の職員には抗原定性検査キットを配付

 陽性者と接触した方は、最終接触日の翌日から７日間は、感染リスクの高い場所の利用や会食等を
控え、特にハイリスク者との接触やハイリスク施設への不要不急の訪問を控えるようお願いします。

 また、検温等自身の健康観察に努め、症状が現れた場合は速やかに医療機関を受診してください。

対象施設は裏面

対象施設は裏面

36



特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症グ

ループホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者

向け住宅、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所

※通所・訪問系の事業所については、入浴介助・食事介助などの接触状況等に応じて対象

とします

高齢者施設等に該当する施設

障害者支援施設、共同生活援助事業所、重度障害者等包括支援事業所（共同生活援助を提供

する場合のみ）、福祉ホーム、短期入所事業所、療養介護事業所、宿泊型自立訓練事業所、

障害児入所施設

※通所・訪問系の事業所については、入浴介助・食事介助などの接触状況等に応じて対象

とします

障害者施設等に該当する施設

保育所（地域型保育事業所、認可外保育施設含む）、幼稚園、認定こども園、小学校、

義務教育学校、特別支援学校、放課後児童クラブ

保育所、幼稚園、小学校等に該当する施設

上記施設において、濃厚接触者が待機期間中に業務に従事するためには、

次の要件を満たす必要があります

■ 他の職員による代替が困難な職員であること

■ 新型コロナウイルスワクチンの３回目接種を実施済みで、３回目接種後14日間経過

した後※1に陽性者と接触があり、濃厚接触者に特定された者であること

■ 無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査（PCR検査等）又は抗原定量検査※2により

検査を行い、陰性が確認されていること

■ 濃厚接触者である当該職員の業務を、施設の管理者（施設⻑、園⻑、校⻑等）が了

解していること

※１ ２回目接種から６か月以上経過していない場合には、２回接種済みで、
２回目の接種後14日間経過した後でも可

※２ 当該検査による実施が困難な場合は、抗原定性検査キットでも可

⻑ 野 県
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R04.04.22. コロナ対策本部会資料 

健康福祉部保健課 

３回目ワクチンの接種状況について 

 

１ ３回目ワクチン接種の経過 

・12 月 13 日から 医療従事者へ自院での接種開始。（1 月 8 日から集団接種会場での接種開始） 

・1 月 22 日から 高齢者施設・障害者施設の入所者と従事者へ接種開始。施設内の集団発生など事情

のある施設を除き、全施設で 2 月末までに接種を終えた。 

・2 月 4 日から 集団接種会場で市⺠向けモデルナ製ワクチン接種を開始。接種券は 1 月 28 日から

発送開始。予約の混雑状況を見つつ 2 回目接種を終えた順に発送し、徐々に個別接種会場を加えて

週 4,000 件の接種体制とした。 

・2 月 21 日から 集団接種はモデルナ製のまま個別接種をファイザー製へ切り替えて接種会場を更

に拡大。週 6,000 件（+県の接種会場）の接種体制により、3 月末までに 65 歳以上の市⺠の 80％が

接種を終えた。 

・3 月 4 日から 郵便到着日に 6 月目となる者へ前倒して接種券発送し、お練り祭り前の接種を促進

した。その後、接種券発送対象数がピークアウトし、個別接種をモデルナ製に戻して週 4,000 件の

接種体制とした。（現在の個別接種は、再びファイザー製。） 

・接種券の発送速度は、予約の著しい混雑を回避しながら随時調整している。医療機関の協力により

接種体制は十分に確保しており、接種券受取り後 1 週間以内に接種日を予約できる環境を継続中。 

 

２ お練り祭り時点の接種状況 

〇3 月 28 日入力までの VRS 記録（≒お練り祭りまでに 3 回接種した人）状況は次のとおり。 

・全体では、3 回目接種対象者（=２回目接種後 6 月経過者）の 71％が接種済み。 

・6 月経過者の年代が 50 代以下へ移行する時期であったことから、40-50 代の接種率が低い。 

・20-30 代の大半は２回目接種後 6 月経過していないため、接種率が低い。ただし、6 月経過者にお

ける接種率は高い。 

年齢 
a)住基人口 

(R4.1.1) 

b)3/28 の 

6 月経過者数 

c)3/28VRS 

(3 回目済数) 

対年齢別人口 

接種率(c/a) 

対 6 月経過者 

接種率(c/b) 

65 歳以上 32,360 人 29,901 人 25,748 人 80％ 86％ 

60-64 歳 5,938 人 5,126 人 3,539 人 60％ 69％ 

50-59 歳 12,591 人 9,301 人 4,724 人 38％ 51％ 

40-49 歳 12,659 人 6,366 人 2,323 人 18％ 36％ 

30-39 歳 9,482 人 2,348 人 1,418 人 15％ 60％ 

20-29 歳 8,488 人 1,962 人 1,340 人 16％ 68％ 

12-19 歳 7,410 人 1,007 人 396 人 5％ 39％ 

全体 88,928 人 56,011 人 39,488 人 44％ 71％ 
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３ 直近の接種状況 

〇4 月 20 日入力までの VRS 記録状況は次のとおり。 

・65 歳以上の対人口接種率は、86.9％（県の 4/11 値 88.0％） 

・全体（12 歳以上）の対人口接種率は、55.3％（県の 4/11 値 49.5％） 

年齢 住基人口 

(R4.1.1) 

ワクチン 1 回目 ワクチン 2 回目 ワクチン 3 回目 

接種済数 接種率 接種済数 接種率 接種済数 接種率 

65 歳以上 32,360 人 30,672 人 94.8％ 30,579 人 94.5％ 28,116 人 86.9％ 

60-64 歳 5,938 人 5,547 人 93.4％ 5,534 人 93.2％ 4,529 人 76.3％ 

50-59 歳 12,591 人 11,447 人 90.9％ 11,425 人 90.7％ 7,454 人 59.2％ 

40-49 歳 12,659 人 11,110 人 87.8％ 11,075 人 87.5％ 4,447 人 35.1％ 

30-39 歳 9,482 人 8,047 人 84.9％ 8,006 人 84.4％ 2,043 人 21.5％ 

20-29 歳 8,488 人 7,321 人 86.3％ 7,274 人 85.7％ 1,797 人 21.2％ 

12-19 歳 7,410 人 6,134 人 82.8％ 6,055 人 81.7％ 696 人 9.4％ 

死亡等  994 人  916 人  112 人  

全体 88,928 人 81,272 人 91.4％ 80,864 人 90.9％ 49,194 人 55.3％ 

05-11 歳 5,930 人 447 人 7.5％ 60 人 1.0％ 

 

４ 今後の接種券送付スケジュール 

接種券送付予定日 2 回目接種日 18 歳以上 12-17 歳 合計 

4 月 18 日〜5 月 1 日 R3 年 11 月 2 日まで 4,339 人 668 人 5,007 人 

5 月 2 日〜5 月 29 日 R3 年 11 月 30 日まで 5,795 人 1,775 人 7,570 人 

5 月 30 日〜7 月 31 日 R4 年 2 月 1 日まで 737 人 313 人 1,050 人 

合計  10,871 人 2,756 人 13,627 人 

 

５ 今後の集団接種会場の運営 

・ゴールデンウィーク中は、次のとおり通常運営。 

曜日 月 火 水 木 金 土 日 

日     4/29 4/30 5/1 

運営     12-17 歳専用 一般 一般 

日 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 

運営 休み 12-17 歳専用 一般 一般 一般 一般 一般 

・5 月 10 日(火)から ワクチンをファイザーへ切り替え（全市でファイザーとなる。） 

・5 月 11 日(水)から 月曜日・水曜日休み（これまでは月曜日のみ休み） 

・5 月 13 日(金)から 毎週金曜日に 17:00-18:45 の枠を設定し、接種時間を拡大。 

 

以上 
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