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新型コロナウイルス感染症長野県対策本部
本部長
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諏訪圏域及び北信圏域の感染警戒レベルの引き上げ並びに長野市の一部地域にお
ける酒類の提供を行う飲食店等に対する営業時間の短縮等の要請の終了について

（依頼）
諏訪圏域及び北信圏域においては、４月８日の全圏域レベル３引上げに伴う「新型コロナウイ
ルス警報」の発出により対策を強化しているところですが、その後も陽性者の確認が相次いでお
り、直近１週間（４月７日～13 日）の新規陽性者数は、諏訪圏域においては 32 人、人口 10 万人
当たりでは 16.65 人、北信圏域においては 18 人、人口 10 万人当たりでは 21.89 人となっていま
す。
これは、県独自の感染警戒レベルにおいて、圏域をレベル４に引き上げる目安となる基準に該
当し、また、諏訪圏域においては、飲食の機会を起因とする複数の発生事例、北信圏域において
は、複数の感染経路不明な事例などのリスクの高い事例が発生しており、「感染が拡大しつつあ
り、特に警戒が必要な状態」であると認められます。
このため、両圏域の感染警戒レベルを４に引き上げ、「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発
出することを決定しました。

また、長野市における直近１週間（４月７日～13 日）の人口 10 万人当たり新規陽性者数
は 24.18 人（陽性者数 89 人）と、時短等要請時の 32.06 人（陽性者数 118 人）を下回って
いるほか、飲食の機会を起因とする感染の状況は落ち着きつつあることから、長野市の一部
地域における酒類の提供を行う飲食店等に対しての営業時間短縮等の要請は、４月 15 日を
もって終了しますが、長野市を含む長野圏域における特別警報Ⅱは継続します。
加えて、全県の新規陽性者数も増加が続いており、医療提供体制に大きな負荷がかかって
いることから、再度の感染拡大を生じさせないため、県ではさらに対策を強化します。
つきましては、別添のメッセージについて、御承知いただくとともに、引き続き、貴組織
における感染防止対策に万全を期してください。
また、関連する情報は、県ホームページに掲載していますので参考にしてください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kyodo-npo/kyodo/coronavirus.html
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͏ͪͫ͘ɼ॰յҽ͗״ઝଲࡨ য়ڱΝ֮ ͢Ήͤɽ

ڲ

হभपؚజ৩भभ୧ඐਜॸ؞ঞডشॡؚৎ୷লඐ॑ఁপखथ
ःञटऎेअउൢःखऽघ؛ऽञؚ೬ህৎऩनؚःॎॅॊৃਚभજॉ౹ॎॉ
पेॊؚਞभाषभିਔᄁକऩनؚीथഉଆૃੁभජೲ॑उൢःखऽघ؛

ڳ

ୢਃঢ়ૣؚකਝपउऐॊഉपਸइृૅؚ৾৳ୱपउऐॊഉऋનੳ
औोथःॊञीؚਝଵ৶भपमؚीथഉଆૃੁभජೲ॑उൢःखऽ
घ؛

߱ԉᷖḐᷭ᷉᷇ḎᷜϦޥᶟᲢটʍ᷂ᶇᶖᵴᶖᶲॡᶲᵼϦᶉᶻ̸૧ࡅᵼᵲᶺᶮᶉᲣ
ϥ۴Ღഹࡅ۴ᶴʝඁܼڸ۴ᲢϦΚऻঁʠ੧ᶛमكᶇᶖᵴᶏుᲢՑᵻᶹ೮Ցᶛെ
ᶹᶼᶏుᶚᶙᶨᶞᲢᶚ؝ఐᶴఔՓᲢᵴᶈᶱ੧ᵼࡐᶈᶚᵴᶸᵶᲢචᶚך᷂ᵺК
ᵴᶇᶮᶉᲣ

㛗㔝ᕷࡢ୍㒊ᆅᇦ࠾ࡅࡿ㓇㢮ࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺㣧㣗ᗑ➼
ᑐࡍࡿႠᴗ㛫ࡢ▷⦰➼ࡢせㄳࢆ⤊ࡋࡲࡍ

௧㸱ᖺ㸲᭶  ᪥ 
᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㛗㔝┴ᑐ⟇ᮏ㒊 

㸯 ⤒⦋
㛗㔝ᅪᇦ࠾ࡅࡿឤᰁࡢࡉࡽ࡞ࡿᣑࡀ┴ࡢ་⒪ᥦ౪యไࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰ
ࡍ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡗࡓࡇࡽࠊ་⒪ᶵ㛵ࡸ㧗㱋⪅タ➼࡛」ᩘࡢ㝧ᛶ⪅ࡀ☜ㄆࡉࢀࡿ࡞
ࠊࡾࢃࡅឤᰁࡢᣑࡀ㢧ⴭ࡞㛗㔝ᕷࡘ࠸࡚ࠊ㸱᭶  ᪥ឤᰁ㆙ᡄࣞ࣋ࣝࢆ㸳
ᘬࡁୖࡆࠕ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ≉ู㆙ሗϩࠖࢆⓎฟࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ㣧㣗ࡢᶵࢆ㉳ᅉࡍࡿ㝧ᛶ⪅ࡀᚋࢆ⤯ࡓ࡞ࡗࡓࡇࡽࠊ㸱᭶  ᪥
ࡣࠊ㸲᭶㸷᪥ࡲ࡛㸦ࡑࡢᚋ㸲᭶  ᪥ࡲ࡛ᘏ㛗㸧ࢆᮇ㝈ࡋ࡚ࠊ㛗㔝ᕷࡢ୍㒊ᆅᇦ࠾
ࡅࡿ㓇㢮ࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺㣧㣗ᗑ➼ᑐࡋ࡚Ⴀᴗ㛫▷⦰➼ࡢせㄳ㸦௨ୗࠕ▷➼せㄳࠖ
࠸࠺ࠋ㸧ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ

㸰 ▷➼せㄳࡢ⤊ཬࡧ≉ู㆙ሗϩࡢ⥅⥆
㛗㔝ᕷ࠾ࡅࡿ┤㏆㸯㐌㛫㸦㸲᭶㸵᪥㹼 ᪥㸧ࡢேཱྀ  ேᙜࡓࡾ᪂つ㝧ᛶ⪅ᩘ
ࡣ  ே㸦㝧ᛶ⪅ᩘ  ே㸧ࠊ▷➼せㄳࡢ  ே㸦㝧ᛶ⪅ᩘ  ே㸧ࢆୗ
ᅇࡗ࡚࠸ࡿࠊ㣧㣗ࡢᶵࢆ㉳ᅉࡍࡿឤᰁࡢ≧ἣࡣⴠࡕ╔ࡁࡘࡘ࠶ࡿࡇࡽࠊ
୍㒊ᆅᇦ࠾࠸࡚ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸࡚ࡁࡓ▷➼せㄳࡣࠊ㸲᭶  ᪥ࢆࡶࡗ࡚⤊ࡋࡲ
ࡍࠋ

ࡇࡢ㛫ࠊ┴ࡢせㄳࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ୍㒊ᆅᇦ㸦㛗㔝ᕷᏐ㛗㔝ࠊᏐ༡㛗㔝ࠊ
Ꮠ୕㍯ࠊ୕㍯㸴┠࣭㸵┠ࠊᰗ⏫ࠊᏐ㭯㈡ࠊᮾ㭯㈡⏫ࠊ᪩ⱑ⏫ࠊ༡༓ṓ㸯┠࣭
㸰┠ࠊᏐᰩ⏣ࠊᏐ୰ᚚᡤࠊ୰ᚚᡤ㸯┠࣭㸰┠࣭㸱┠ࠊ୰ᚚᡤ⏫㸲┠㸧
ࡢᴗ⪅ࡢⓙᵝᚰࡽឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

࡞࠾ࠊ㛗㔝ᕷࢆྵࡴ㛗㔝ᅪᇦ࠾ࡅࡿ≉ู㆙ሗϩࡣ⥅⥆୰࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ┴ࡢ᪂つ
㝧ᛶ⪅ᩘࡣቑຍࡀ⥆࠸࡚࠾ࡾࠊ་⒪ᥦ౪యไࡁ࡞㈇Ⲵࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ
ࡀࡲࡉࠊධ㝔ᝈ⪅ࡢቑຍࢆ㣗࠸Ṇࡵࡿࡓࡵࡢᴟࡵ࡚㔜せ࡞ᒁ㠃࡛࠶ࡿࡢㄆ㆑ࡢ
ࡶࠊ㸲᭶㸶᪥ࡣ┴ࠕ་⒪㆙ሗࠖࢆⓎฟࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᗘࡢឤᰁᣑࢆ⏕ࡌࡉࡏ࡞࠸ࡓࡵࠊ┴࡛ࡣࡉࡽᑐ⟇ࢆᙉࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊ㛗㔝ᕷ
࠾ఫࡲ࠸ࡢⓙᵝࠊᴗ⪅ࡢⓙᵝ➼࠾ࢀࡲࡋ࡚ࡣࠊู⣬ࠕ㛗㔝ᕷ࠾ࡅࡿ┴ࡢᑐ
⟇ᙉឤᰁᣑ㜵Ṇࡢ࠾㢪࠸ࠖࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁࠊࡈ⮬㌟ษ࡞᪉ࡢᗣࢆᏲࡾࠊ
㛗㔝┴ࡢ་⒪ࢆᏲࡿࡓࡵࡢ⾜ືࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ



ู⣬

㛗㔝ᕷ࠾ࡅࡿ┴ࡢᑐ⟇ᙉឤᰁᣑ㜵Ṇࡢ࠾㢪࠸
  
௧㸱ᖺ㸲᭶  ᪥

㸯 㛗㔝ᕷ࠾ࡅࡿ┴ࡢᑐ⟇ᙉࡘ࠸࡚
㛗㔝ᕷ࠾࠸࡚ࠊ┴ࡋ࡚ᐇࡍࡿឤᰁᑐ⟇ࢆḟࡢ࠾ࡾᙉࡋࡲࡍࠋ

ձ ᕷ㐃ᦠࡋࡓ࢞ࢻࣛࣥ㑂Ᏺ➼ࡢാࡁࡅάືࢆᙉࡋࡲࡍ
    㛗㔝ᕷ㐃ᦠࡋ࡚ࠊཎ๎ࡋ࡚Ⴀᴗ㛫ࡢ▷⦰➼ࡢせㄳᑐ㇟ᆅᇦෆࡢࡍ࡚ࡢ㣧㣗ᗑ
ࢆᕠᅇࡋࠊឤᰁᣑண㜵࢞ࢻࣛࣥࡢ㑂Ᏺࢆാࡁࡅࡿࡶࠊࠕ᪂ᆺࢥࣟࢼᑐ⟇
᥎㐍ᐉゝࠖࡢᐇࡸࠕಙᕞࡢᏳᚰ࡞࠾ᗑࠖࡢⓏ㘓ࢆാࡁࡅࡲࡍࠋ

  ղ 㧗㱋⪅タ➼࠾࠸࡚✚ᴟⓗ࡞᳨ᰝࢆ⾜࠸ࡲࡍ
    ឤᰁࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ㧗㱋⪅タ➼ࡢᚑ⪅ࡸ⏝⪅ᑐࡋࠊ↓≧ࡢሙྜࡶྵࡵ
࡚✚ᴟⓗ࡞᳨ᰝࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ

㸰 ឤᰁᣑ㜵Ṇࡢ࠾㢪࠸
 ⌧ᅾࠊ㛗㔝ᕷࢆྵࡴ㛗㔝ᅪᇦ࠾ఫࡲ࠸ࡢⓙᵝࠊᴗ⪅ࡢⓙᵝ➼ᑐࡋࠊ≉ู㆙ሗϩⓎฟ
క࠺ᑐ⟇ᙉࡋ࡚ḟࡢⅬࢆせㄳࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㛗㔝ᕷ࠾ఫࡲ࠸ࡢⓙᵝࠊᴗ⪅ࡢⓙᵝ➼
࠾ࢀࡲࡋ࡚ࡣࠊᨵࡵ࡚ᚭᗏࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸦ձࡽճࠊյࡘ࠸࡚ࡣ≉ᥐἲ➨  ᮲➨㸷㡯ᇶ࡙ࡃせㄳࠋմࡘ࠸࡚ࡣࠊ㛗㔝┴᪂ᆺࢥࣟ
ࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ➼ᑐ⟇᮲㸦௧㸰ᖺ㛗㔝┴᮲➨  ྕ㸧➨㸳᮲ᇶ࡙ࡃឤᰁᑐ⟇ࡋ࡚
ᐇࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ
㸧



㸦┴Ẹཬࡧ᮶ゼ⪅ࡢ༠ຊせㄳ㸧



ձ 㧗㱋⪅ࡸᇶ♏ᝈࡢ࠶ࡿ᪉ࡢせᛴࡢእฟࡢ⮬⢔ࡘ࠸࡚ࡢ༠ຊ



ղ ேᩘ࣭㛗㛫ࡢ㣗ࡢ⮬⢔ࡘ࠸࡚ࡢ༠ຊࠊឤᰁᣑண㜵࢞ࢻࣛࣥࢆ㑂Ᏺࡋ




࡚࠸࡞࠸㓇㢮ࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺㣧㣗ᗑࡢ⏝ࢆ᥍࠼ࡿࡇࡢ༠ຊ
ճ ឤᰁᣑᆅᇦ㸦ᐑᇛ┴ࠊᒣᙧ┴ࠊᮾி㒔ࠊி㒔ᗓࠊ㜰ᗓࠊරᗜ┴ࠊዉⰋ┴ࠊḷ



ᒣ┴ࠊᚨᓥ┴ࠊឡ┴ࠊἈ⦖┴㸧ཬࡧ⮬యࡽእฟ⮬⢔ࡀࡧࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦ

㸦ᇸ⋢┴ࠊ༓ⴥ┴ࠊ⚄ዉᕝ┴㸧ͤࡢゼၥࡢ⮬⢔ࡘ࠸࡚ࡢ༠ຊヱᙜᆅᇦࡣ 5 ⌧ᅾ!
 㸦ᴗ⪅ࡢ༠ຊせㄳ㸧
մ ᴗᡤ࠾ࡅࡿᅾᏯົ࣭ࢸ࣮ࣞ࣡ࢡࡢᚭᗏ





յ ேᩘࡀ㞟ࡲࡿ࣋ࣥࢺ➼ࡢᐇಀࡿៅ㔜࡞᳨ウࡘ࠸࡚ࡢ༠ຊ



᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࢆࡁࡗࡅࡋ࡚ᕪูࡸㄦㅫ୰യࡀ⏕ࡲࢀࠊⱞࡋࢇ࡛࠸ࡿேࡀ࠸
ࡲࡍࠋࡲࡓࠊㄦㅫ୰യࢆ࠾ࡑࢀࡿ࠶ࡲࡾཷデࢆࡓࡵࡽ࠺ࡇࡣࠊ㔜ࡢࣜࢫࢡࢆ㧗ࡵࡿ
ࠊࡉࡽ࡞ࡿឤᰁࡢᣑࢆᣍࡁࡡࡲࡏࢇࠋ
┴Ẹ࠾୍ே࠾ࡦࡾࡀࠕᛮ࠸ࡸࡾࠖࡢᚰࢆᣢࡕࠕᨭ࠼࠶࠸ࠖࡢ㍯ࢆᗈࡆࠊࡳࢇ࡞࡛ࡾ㉺࠼
࡚࠸ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ

