
坂城町新型コロナウイルス感染症対策本部会議

（要綱設置第16回通算第22回）

(月）日時：令和2年12月7日

午後4時～

場所：坂城町役場庁議室

今
云1開

2本部長あいさつ

3会議事項

(1)町内感染事例の発生(5例目）について

(2)県内動向等について

(3)その他

今
云4閉



これまでの町内感染事例

●1例目（県127例目）

・患者 陽性判明日：令和2年8月6日

･30代男性会社員

＊濃厚接触者等への2次感染はなし。

●2例目（県165例目）

・無症状病原体保有者 陽性判明日：令和2年8月21日

･40代男性自営業 県151例目の疫学調査の結果、検査が必要とされる。

＊濃厚接触者等への2次感染はなし。

●3例目（県202例目）

・患者 陽性判明日：令和2年8月27日

・50代女性会社員

＊濃厚接触者等への2次感染はなし。

●4例目（県250例目）

・患者 陽性判明日：令和2年8月30日

・40代男性会社員

＊濃厚接触者等への2次感染はなし。

●5例目（県800例目）

・患者 陽性判明日：令和2年12月5日

･60代男性会社員
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新型コロナウイルス感染症陽性者に係る状況について

2

感染

事例

血

診断 年代 性別 居住地 職業等 症状、経過、行動歴等
渥厚接触

その他

者

787 患者 50代 男性 上田市 会社員

発症前2週間以内に首都圏に滞在歴あり

12月2日 倦怠感が出現

12月3日 発熱、咽頭痛が出現

12月4日 医療樋関を受診、検体採取

12月5日 P鰍検査の結果、陽性が判明

感染症指定医療機関に入院

同居者1名

その他鯛査中

788 患者 70代 男性 上田市 会社員

12月4日 息苦しさが出現

12月5日 医療機関を受診

疾密纏凹の紹介により、

感染症指定医療機関を受診、検体採取

PCR検査の結果、陽性が判明

感塗痔損定醒審壇閏に入院

同居者2名

その他飼壷中

789 患者 60代 女性 伊那市 公務員

12月4日 709例目の浪厚接触者として、

伊那保健所で検体採取
12月5日 P鰍検麦の結果、陽性が判明

感染症指定医療機関に入院

鯛査中

790 患者 40代 男性 伊那市 会社員

11月30日 発熟、全身倦怠感が出現

12月3日 医寝檀閣を受診、検体採取

12月5B PCR検査の結果、陽性が判明

感染症指定医療機関に入院

鯛査中

791 患者 10代 女性 中野市 高校生

12月2日 発熱、咽頭痛が出現

12月5日 780例目の濃厚接触者として、

北信保健所の鯛整により

感染症指定医療機関を受診、検体採取

抗原検壷の結果、陽性が判明

同居者3名

その他調査中

792

無症状

病原体

保有者

60代 女性 中野市 無職

12月4日 755例目の漫厚接触者として、

北僧保健所の鯛整により

感塗症担定疾客檀関を受診、検体採取

12月5日 PCR検査の結果、陽性が判明

同居者1名

その他鯛査中

793 患者 50代 男性 中野市 無職

12月4日 発熟、咽頭痛、寒気が出現

768例目の濃厚接触者として、

戻密樋関を受診、検体採取

12月5日 PCR検査の結果、陽性が判明

鯛査中
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感染

事例

池

診断 年代 性別 居住地 職集等 症状、経過、行動歴等
遵厚接触

その他

者

794 患者 60代 女性 中野市 無聡

11月19日 咽頭痛が出現

12月4日 769例目の遜厚接触者として、

北僧保健所の鯛整により

感染症指定医療機関を受診、検体採取

12月5日 PCR検査の結果、陽性が判明

鯛査中

795 患者 30代 女性 中野市 団体礎員

11月27日 咽頭違和感が出現

12月4日 769例目の漫厚接触者として、

北信保健所の調整により

感染症指定医療機関を受診、検体採取

12月5日 PCR検査の結果、陽性が判明

鯛査中

796 患者 40代 女性
下高井郡

山ノ内町

自営業

従栗員

11月30日 発懸

12月3日 医療機関受診

12月4日 外来検査センターで検体採取

12月5日 PCR検査の結果、陽性が判明

同居者1名

その他鯛査中

797 患者 60代 男性 中野市 会社員

12月3日 発熱、頭痛が出現

12月4日 感染症指定医療機関を受診、検体採取

12月5日 PCR検査の結果、陽性が判明

鯛査中

798 患者 60代 女性 中野市 施設職員

12月2日 咳、咽頭違和感、頭痛が出現

12月4日 感染症指定医療機関を受診、検体採取

12月5日 PCR検査の結果、陽性が判明

12月6日 医療機関に入院

鯛査中

799 患者 50代 女性 中野市 旋段瞳員

12月3日 咳、発熟が出現

12月4日 感染症指定医療機関を受診、検体採取

12月5日 PCR検査の結果、陽性が判明
12月6日 医療機関に入院

同居者2名

その他鯛査中

800 患者 60代 男性
埴科郡

坂城町
会社員

11月28日 咳、発熱、関節痛が出現

12月1日 医療機関を受鯵

12月5日 医療機関を再診

感染症指定医療機関を受診、検体採取

抗原検査の結果、陽性が判明

12月6日 医療機関に入院

同居者1名

その他鯛査中



●新型コロナウイルス感染症の状況 しあわせ佑州

12月6日17時現在
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陽性者数

（累積）
検査実施

人数
陰性

退院等入院等

145人

死亡

6人

死亡

6人

←

803人
33,0S6人 32,ZS3人 667人

※うち131名は

無症状
病原体
保有者

I ”.．…_←

･陰性確認のための検査を除きます。

･重症とはICUで治療している方または人工呼吸器もしくは体外式膜型人工肺(ECMO)を使用している方としています。
･入院等の内訳…入院中112名､宿泊療養中15名､自宅療養中11名､調整中7名

･入退院者数には､空港検疫所における陽幽列(3例)､県外診断例(7例)を含みます。
･県内陽性例(113例目)は､他県へ帰県のため､入退院者数に含みません。
･クルーズ船からの患者受入･下船者を除きます。



’ 資料2●
しあわ雀竹州 長野県(危機管理部)プレスリリース令和2年(2020年)12月4日

■
、
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長野圏域の感染警戒レベルを4から3に引き下げます

11月14日に長野圏域について、直近1週間の人口10万人当たりの新規陽性者数が10.0人を

超え、感染拡大のリスクが認められたことから、感染警戒レベルをレベル4に引き上げ「新型

コロナウイルス特別警報」を発出しました。

レベル4への引上げから14日間以上経過し、長野圏域の直近1週間(11月26日～12月2日）

の人口10万人当たりの新規陽性者数は6.62人と10.0人を下回っており、感染拡大のリスクが

低下したと認められることから、長野圏域の感染警戒レベルをレベル4からレベル3に引き下

げます。

|感染警戒ﾚべﾙ4の圏域’ 1圏域

北信圏域

北9圏域

佐久圏域、上田圏域、諏訪圏域、

上伊那圏域、南信州圏域一木曽圏域、

松本圏域、北アルプス圏域．長野圏域

■■・ ・ ・感染警戒ﾚべﾙ4の圏域

｢－]・ ・ ・感染警戒ﾚべﾙ3の圏域

※長野圏域にお住いの方、訪問される方、事業者の皆様等におかれましては、 「新型コロナウ

イルス警報」は依然として発出中であることにご注意いただき、別紙のとおり、感染防止策へ

のご協力を引き続きお願いします。

信州版「新たな日常のす、め」 c異”ｱﾙｸﾏ

爵慰コロナウイルスの“唾備止するための行鋤畳向ら考え実浬し王し主う

長野県危機管理部

消防課新型コロナウイルス感染症対策室

(室長）前沢直隆 （担当）湯沢秀保

廼話026-232-0111(内線4705)
FAX O26-233-4332
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悪梁警戒レベノレ3の圏域
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感染拡大防止のお願い

① 信州版「新たな日常のすLめ」に沿った行動を徹底してください

・店舗等の講じている感染防止策にご協力ください

会食は5つのポイントを徹底し、感染リスクを下げながら楽しむ工夫をしてください

陽性者が多数発生している地域への訪問に当たっては十分ご注意ください

発熱等の症状があり、心配な時は速やかにかかりつけ医等に電話でご相談ください

・家庭内での感染にも留意してください

事業所での対策の徹底をお願いします

・休憩時間など居場所の切り替わりによる気の緩みや環境変化にご注憲ください

・感染拡大予防ガイドラインを遵守するよう努めてください

②
③
④

⑤

①信州版「新たな日常のすLめ」に沿った行動を徹底してください

新型コロナウイルス感染症が、飛沫や接触によりウイルスが目・鼻・口から入って感染

することを踏まえ、感染を防止するための行動を自ら考え、実践するようお願いします。

感染防止の3つの基本（身体的距離の確保、人混みや会話の場面でのマスク着用、手洗

い･手指消毒)を徹底するとともに、クラスター(集団感染)発生リスクが高い「3つの密」

を回避し、毎日の健康チェックを欠かさず行うなど、信州版｢新たな日常のすふめ」に沿っ

た行動を徹底してください。高齢者など重症化リスクが高い方は、特にご留意ください。

また、店舗等を利用する場合は、マナーとしてマスクを着用するとともに、手指の消毒な

ど店舗等の講じている感染予防策にご協力ください。

なお､親族や知人の会合など地域における交流の場(茶飲み話や公民館活動等)において

も感染の拡大が懸念されます。会話をする際のマスクの着用やとり箸や食器、物を共用し

ないなど、改めて基本的な感染防止策の徹底をお願いします。

②会食は5つのポイントを徹底し、感染リスクを下げながら楽しむ工夫をしてください

忘年会などの会食の際には、ガイドラインを遵守している店舗を利用するとともに、次

の5つのポイントを徹底してください。

なお、お酒が入ると気が緩みがちになるので十分注意してください。

ゾ体調が悪い場合は参加しない、させない。

ゾ開始前と会食後に必ず手指消毒を行う。 （可能であれば会食中も。手指消毒の代わり

に徹底した手洗いでも可。 ）

ゾ人と直接・間接に接触しない。 （大皿料理、とり箸、お酌、司会・カラオケマイクの

共用を避けるなど）

ゾ飛沫を人や人の飲食物に飛ばさない。 （人との距離を保ち、パーテーション等がない

場合には会話の際にマスク着用もしくはハンカチ等で口を覆う、大声で話さないなど）

ゾこまめな換気
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③陽性者が多数発生している地域への訪問に当たっては十分ご注憲ください

県外の陽性者が多い地域への訪問によって感染が生じ、それが家庭等において広がった

事例がみられます。

陽性者が多数発生している地域への訪問に当たっては、業種別ガイドラインを遵守して

いない接待を伴う飲食店等、クラスター発生のおそれのある場所への訪問を控えるなど、

慎重な行動をお願いします。

また、高齢者や基礎疾患（呼吸器疾患、糖尿病、高血圧など）のある方等重症化しやすい

方やその同居のご家族は特に慎重な対応をお願いします。

④発熱等の症状があり、心配な時は速やかにかかりつけ医等に電話でご相談ください

新型コロナウイルス感染症の初期の症状は、風邪と見分けがつきません。定期的な検温

など健康観察を行っていただくとともに、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に電話でご相談ください。

また、医療機関内における感染防止のため、直接医療機関を受診することは避けてくだ

さい。

なお、ご家族の方に発熱等の症状がある場合は､食事や寝る部屋を分け､マスクをつけて

いただき、家庭内での感染を防止するための取組をお願いします｡また､手で触れる共用部

分を消毒するなどの対策もお願いします｡

⑤事業所での対策の徹底をお願いします

（1） 不特定多数の方が利用する事業所にあっては職場における感染拡大防止について改

めて徹底いただくとともに、従業員お一人お－人に感染予防のための行動を促していた

だくようお願いします。

具体的には、職場内での3密を避ける、従業員の健康観察、発熱等がある場合の休暇

取得などを一層徹底いただくようお願いします。

また、特に仕事で休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境

の変化により、感染リスクが高まるおそれがあるとされています。休憩室、喫煙所、更

衣室においても感染防止に努めてください。

さらに、 「新型コロナ対策推進宣言jを行うように努め、ステッカーを掲示してお客

様にもお知らせするとともに、感染防止策にご協力いただくよう呼びかけてください。

（2） 業界ごとに策定される感染拡大予防ガイドラインを遵守し、業種の特性に応じて、お

客さまの氏名及び連絡先の把握、適切な感染防止策（入場者の制限（席数や面積に応じ

た制限等） 、施設内での物理的距離の確保、客が手を触れられる箇所の定期的な消毒、

客の健康状態の聞取り、入口での検温、マスクの着用、換気等）に努めてください。な

お、ガイドラインを遵守するための取組については、持続化補助金による支援が受けら

れますので、県にご相談ください。
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| ：冬季に向けて一層の感染防止対策を！

改めてご認識を1

新型コロナウイルスは、

飛沫と接触 で感染します！

凸

特に空気が

2

長野県における｢感染拡大の原因｣と思われる事例①魚”

会食の場面では
・密な室内(人と人の間隔が不十分な状況)での

大人数の会食

・換気が不十分な状況での懇親会

・換気があってもマスクなしでの､長時間の宴会

・マスクなし､飛沫感染対策なし､マイクの消毒が

不十分な状況でのカラオケ
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長野県における｢感染拡大の原因｣と思われる事例②‘鴬、

職場では
。感染拡大地域(県外)での長時間の飲食や接待を伴う

飲食により感染し社内へ持ち込み

｡勤務場所では万全でもマスクを外し

がちな場所での感染

＝休憩室､食堂､喫煙所､仮眠室など

･勤務時間内は万全でもマスクを

外しがちな時間帯での感染

＝昼食･休憩時､業務後の飲食、

仕事上での会食など

。。 。“毬

4

長野県における｢感染拡大の原因｣と思われる事例③‘H“

家庭や寮など共同生活の場では
・外での会食や職場､感染拡大地域での感染の家庭へ

の持込み

・対面でマスクなしでの､長時間の食事や談話

･食器やタオルなどの共用

･密な室内(人と人の間隔が不十分な状況)での親族等

の会食

･換気が不十分な車内環境で､マスクなしでの同乗
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資料町－1

【12月6日発表分防災行政無線原稿】

坂城町新型コロナウイルス感染症対策本部からお知らせします。

新型コロナウイルス感染症について町内で5例目の感染が確認されました。

感染された方などは､保健所の指導のもとで感染が広がらないよう適切な行動をと

っていただいています。

現在､坂城町を含む長野圏域には新型コロナウイルス警報が発令されており、会食

や感染拡大地域との往来を通じての感染の他､家庭内、職場内での感染も増加してい

ます。

町民の皆様には､基本的な感染防止対策や三つの密の回避を徹底し、室内の定期的

な換気など、引き続き感染の防止にご協力いただきますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症は､誰もが感染する可能性があります。感染された方や

そのご家族など関係される方への差別や偏見､いじめなどの行為は許されることでは

ありませんので、このようなことが決して起こることのないよう､町民の皆様には冷

静な対応と行動を併せてお願いいたします。
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町民の皆様へ

新型コロナウイルス感染症について、町内では5例目となる感染が確

認され、 12月6日に長野県から発表がありました。

感染された方や接触のあった方などは、保健所の指導のもとで感染が

広がらないよう適切な行動をとっていただいています。

現在、当可を含む長野圏嵐には新型コロナウイルス警報が発令されて

おり、会食や感染拡大地嵐との往米を通じての感染の他、家庭内や職場

内での感染も多くなっています。

町民の皆様には、基本的な感染防止対策や三つの密（密閉空間、密集場

所、密接場面）の回避を徹底するとともに、室内の定期的な換気など、引

き焼き感染の防止にご協力いただきますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染する可能性があります。感

染された方やそのご家族など関係される方への差別や偏見、いじめなど

の行為は許されることではありませんので、 このようなことが決して起

こることのないよう、町民の皆様には正確な情報に基づいた冷静な行動

を併せてお願いいたします。

令和2年12月6日

坂城町新型コロナウイルス感染症対策本部

本部長(坂域町長） 山村 弘
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資料町－3

(ホームページ掲載）

坂城町内における陽性者（患者）の発生について(県内800例目）

坂城町内において新型コロナウイルス感染症の陽性者（患者）が確認され、

に長野県より発表されました。長野県が発表した内容は以下のとおりです。

12月6日（日）

(※感染者等に関する情報は長野県が一元的に発表しています。 ）

◇県内800例目（患者）

1．年代 60代

2．性別 男性

3．居住地 埴科郡坂城町

4．職業等 会社員

5．症状、経過、行動歴等

・ 11月28日 咳、発熱、関節痛が出現

・ 12月 1日 医療機関を受診

・ 12月 5日 医療機関を受診

感染症指定医療機関を受診、検体採取

抗原検査の結果、陽性が判明

・ 12月 6日 医療機関に入院

6．漉厚接触者その他

同居者1名

その他調査中

曼野県プレスリリース＊

坂城町を含む長野圏域に新型コロナウイルス警報が発令されています。

町民の皆様には、身体的距離の確保やマスクの蒲用、手洗いなど基本的な感染防止対策と3密の

回避など「新しい生活様式」に沿った行動の徹底をお願いします。

特に、会食の場や感染が拡大している地域との往来には十分に注意してください。

また、家庭や職場での感染も増加しています。室内の換気を定期的に行い、食器やタオルの共用

をしないなど「うつらない」 「うつさない」 「広げない」行動をお願いします。

新型コロナウイルス感染症は、注意していても誰もが感染する可能性があり、皆さんご自身も例

外ではありません｡感染された方や濃厚接触者､医療従事者はもとより､関係者のご家族や勤務先、

利用施設等に対する不当な差別や偏見、いじめ等が決して生じないよう、県や町が発信する正確な

情報に基づいて、冷静な対応と行動をお願いいたします。

窓口 026-235-7100 日8:30～17:15）ロ長野県新型コロナ誹議中傷等被害相5
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｢寶葱~mﾃｰ刀(参考例）

所型コロナウイルス

菫のお願い； ：
日
園

ｌ
■■山

ll

現在､当町を含む長野圏域に正新型．

ロナウイルス警報｣が発令されており､当

町でも新規陽性者が発生しています。

町民の皆様､来訪者の皆様には､お－

人お－人が｢うつらない｣、「うつさない｣、

｢広げない｣ことを意識し､人との距離の

確保やマスクの着用､手指の消毒など基

本的な感染対策と3密を避けるなどの行

動を徹底していただきますようお願いし

ます。

坂城町新型コロナウイルス感染症対策本部
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