第４回 新型コロナウイルス感染症長野市対策本部会議

次第

日時：令和２年４月 17 日(金)午前９時
場所：庁議室
１

開

会

２

あいさつ

３

協議事項

４

報告事項
（１）本市の発生状況について
（２）各部局からの報告について
（３）本部会議の定例開催について
（４）決定事項について

５

そ の 他

６

閉

会

※次回は、４月 22 日（水）午前９時 30 分から

長野市（保健福祉部）プレスリリース
令和２年４月 15 日

新型コロナウイルス感染症患者６例目
及び２例目（５報）
・５例目（２報）
本日（４月 15 日）、長野市内において新型コロナウイルス感染症６例目患者が確認され
ました。
【６例目】
（１） 年

代

70 代

（２） 性

別

女性

（３） 居住地

長野市内

（４） 症状及び経過
４月 ９日 けんたい感と熱感を覚えたが体温は平熱（35℃台）
４月 10 日～12 日

けんたい感が続くため自宅に滞在

４月 13 日 医療機関Ａ受診。胸部エックス線検査にて、肺炎を確認し、
検体採取するとともに医療機関Ａへ入院。
４月 14 日 肺炎の治療のため、医療機関Ｂへ転院したのち、ＰＣＲ検査の結果が
「陽性」と判明。そのまま感染症指定医療機関Ｂに入院。
（５） 行動歴
現時点で市外へは出ていないとのことだが、詳細は調査中。
（６） 濃厚接触者
現時点で判明している濃厚接触者は同居以外の人３人

【市内２例目及び５例目の濃厚接触者の状況】
４月 15 日正午時点で判明している濃厚接触者（その後、感染が判明した方を除く）は、
・２例目の患者の同居者２人
・患者と接触のあった職場スタッフ 29 人（うち 18 人は２例目の濃厚接触者）
・林檎館を訪れた人 34 人（＋23 人）
・その他同居以外の人５人（＋５人）
【「林檎館」を訪れた皆様へ】
４月１、３、４、７、８日に当該店舗を訪れた方は、症状の有無にかかわらず、長野市
保健所（電話 026-226-9960）へご相談をお願いします。
（8 時 30 分～17 時 15 分）
また、当該日にかかわらず、ご心配な方は長野市保健所でご相談をお受けしています。

【市民の皆様へ】
政府対策本部において、安倍首相が繁華街で接客を伴う飲食店の利用を自粛するよう
全国民に要請しました。
長野市といたしましても、繁華街で接客を伴う飲食店の利用を控えていただくよう市民の
皆様にご協力をお願いします。
なお、患者の方のプライバシーを保護するとともに、患者の方や勤務先に対する偏見・
差別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。
【報道機関へのお願い】
今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、市民の皆様への正確な情報提供に
ご協力をお願いします。

保健福祉部長野市保健所健康課
（課長）峯村

賢

（担当）長澤

電話：直通 026-226-9960

詩子

FAX：026-226-9982

E－mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp

第４回

新型コロナウイルス感染症長野市対策本部会議

長野市（企画政策部）プレスリリース
令和２年４月１７日

令和２年度元気なまちづくり「市政出前講座」の
申し込み受け付けを中止します

令和２年度元気なまちづくり「市政出前講座」について、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、当面の間、申し込み受け付けを中止します。

１

市政出前講座とは
市民の皆さんが主催する勉強会、研修会などに職員を派遣し、市の取り組みなど
の説明や専門の講座を行うことにより、市政について理解を深めてもらい、市民の
皆さんとの協働による「元気なまち ながの」の実現を目指すものです。

２

講座メニュー

別添のとおり（７分野 120 メニュー）

企画政策部広報広聴課
（課長）

臼井

一

電話：直通 026-224-5004

（担当）

小林

FAX：026-224-5102

E－mail：kouhou-kouchou@city.nagano.lg.jp

直彦

令和２年度 長野市元気なまちづくり市政出前講座メニュー一覧
Ｒ２.４.１現在

１．保健・福祉分野
No.

４．教育・文化分野
講座名

1-1 国民健康保険制度
1-2 国保特定健診・特定保健指導
1-3 国民年金

担当課
国民健康保険課
国民健康保険課国民年金室

1-4 高齢者医療制度

高齢者活躍支援課

1-5 高齢者のための福祉施策
1-6 介護保険制度

介護保険課

No.

講座名

学校教育課

4-3 長野市のいじめ問題
4-4 安全・安心な情報メディアの利用
4-5 学校給食

保健給食課

4-6 家庭・地域での子育て

「人生会議」を始めてみませんか～もしものときの
1-8
医療・ケアの心づもり

4-8 市立公民館の指定管理

1-9 地域で支え合う～認知症になっても暮らしやすい○○地区

4-10 長野市の指定文化財

家庭・地域学びの課

4-9 交流センターの活用
地域包括ケア推進課

4-11 登録文化財制度

1-11 高齢者の権利擁護について～今、私にできること

4-12 旧文武学校の保存整備事業

1-12 在宅における高齢者虐待防止ミニ講座

4-13 松代城跡の保存整備事業

文化財課

4-14 重要伝統的建造物群保存地区の保存整備事業

「お互いに助け合える」地域づくりを目指して
～私にも あなたにも やさしいまち

4-15 大室古墳群の保存整備事業
埋蔵文化財センター

1-14 障害者を理解し、地域で共に暮らす

障害福祉課

4-16 遺跡の発掘と地域の歴史

1-15 福祉医療制度

福祉政策課

4-17 開発工事と埋蔵文化財の保護

1-16 子育てのいろは

保育・幼稚園課

1-17 放課後子ども総合プラン事業
1-18 地域で子どもを見守る取り組み
1-19 子育て支援のあれこれ
1-20 地域・職場の縁結び

観光振興課インバウンド・国際室

4-2 不登校などの教育相談

4-7 公民館の活用

1-10 早めに気付こう認知症～初期対応のポイント

担当課

4-1 国際交流・多文化共生の取り組み

1-7 100まで元気！チェック＆ガイドでフレイル予防

1-13

広報広聴課

こども政策課
子育て支援課
人口増推進課マリッジサポート室

1-21 薬の正しい使い方

4-18 長野市立博物館の活用
4-19 戸隠地質化石博物館の活用

市立博物館

4-20 信州新町博物館の活用
4-21 鬼無里ふるさと資料館の活用
4-22 総合型地域スポーツクラブの役割と設立
4-23 地域密着型プロスポーツチームとの連携

スポーツ課

1-22 薬物乱用防止
市保健所食品生活衛生課

1-23 献血

５．産業・経済分野

1-24 家庭での食品衛生

No.

1-25 薬といわゆる「健康食品」

5-1 農地の流動化～農地の有効活用、耕作放棄地の解消に向けて

1-26 動物愛護教室

5-2 地域奨励作物支援事業
市保健所動物愛護センター

1-27 猫講座
1-28 野良猫対策～地域猫へのアプローチ
1-29 すべての人の人権が尊重される社会をめざして
1-30 男女共同参画社会をめざして
1-31 ながの健やかプラン21（第三次長野市健康増進・食育推進計画）

講座名

担当課

農業政策課

5-3 果樹振興補助金
5-4 中山間地域等直接支払事業

人権・男女共同参画課
人権・男女共同参画課男女共同参画センター

市保健所健康課

5-5 鳥獣被害防止対策

いのしか対策課

5-6 ジビエ振興
5-7 働く人のためのメンタルヘルス講座（セルフケア）
5-8 働く人のためのコミュニケーション講座

商工労働課雇用促進室

２．環境分野
No.

講座名

担当課

６．都市整備分野

2-1 ながの環境パートナーシップ会議

No.

2-2 自然環境の保全

6-1 長野市の住居表示制度

庶務課

6-2 長野市の道づくり

道路課

6-3 除雪作業

維持課

2-3 環境美化

環境保全温暖化対策課

2-4 環境監視

講座名

担当課

2-5 実践！エコドライブ

6-4 道路後退による狭あい道路の解消に向けて

2-6 地球温暖化～長野市の取り組み、家庭でできる温暖化対策

6-5 長野市の空き家対策

2-7 産業廃棄物の適正処理に向けて～市民・排出事業者の皆さんへ

廃棄物対策課

2-8 ごみ・資源物の分別とリサイクル～８分別
2-9 ながのエコ･サークル認定を目指しませんか
2-10 事業所のごみ減量と再資源化
2-11 ごみの行方～資源再生センターでのごみ処理
2-12 わたしたちの生活と下水道

6-6 長野市の都市計画

都市政策課

6-8 歴史を生かしたまちづくり

都市政策課歴史的まちなみ整備室

6-9 長野市の主な公園事業
生活環境課資源再生センター

上下水道局下水道整備課

2-13 水道の安全とおいしい水

建築指導課空き家対策室

6-7 長野市の景観
生活環境課

上下水道局浄水課

公園緑地課

6-10 長野市の公園の管理
6-11 緑を豊かにするまちづくり
6-12 区画整理のお話～地域が行うまちづくり

市街地整備課

6-13 市街地再開発のお話

３．防災・安全分野
No.

6-14 中心市街地のまちづくり
講座名

3-1 防災対策
3-2

消費生活に関する知識講座
～悪質商法・特殊詐欺にだまされないために

3-3 避難行動要支援者の避難支援
3-4 長野市の浸水対策
3-5 住宅･建築物耐震対策事業
3-6 消防業務(組織など)
3-7 消防水利
3-8 住宅防火対策
3-9 住宅用火災警報器設置の推進と維持管理

担当課

3-11 消防隊員の活動や消防署の装備
3-13 消防団

6-15 長野駅東口周辺の整備

駅周辺整備課

危機管理防災課
市民窓口課消費生活センター

福祉政策課
河川課
建築指導課建築防災対策室
消防局総務課

７．行政経営分野
No.

講座名

担当課

7-1 長野市の情報公開と個人情報保護制度
7-2 都市内分権

庶務課情報管理室
地域活動支援課

7-3 協働推進
7-4 みんなでつくる長野市～第五次長野市総合計画
7-5

長野地域の市町村が強みを活（い）かし、弱みを補う長野地
域連携中枢都市圏

7-6

みんなで語ろう ご縁をつなごう
ながのシティプロモーション

企画課

消防局予防課

3-10 地域における自主防災活動
3-12 救急体制

建築指導課

消防局警防課

長野の人とまちの魅力～

7-7 若者の地域への回帰を目指して ～「カムバック to ながの」の推進
7-8 長野市空き家バンク

市長公室
人口増推進課

7-9 長野市の広報広聴制度あれこれ

広報広聴課

7-10 行政改革ってなあに？

行政管理課

7-11 指定管理者制度
7-12 公共施設マネジメント

公共施設マネジメント推進課

7-13 長野市の財政状況

財政課

7-14 入札制度のお話

契約課

7-15 市税ガイド～市民の皆さんの身近な税のお話
7-16 監査
7-17 選挙のお話

市民税課
監査委員事務局
選挙管理委員会事務局

新型コロナウイルス感染症⻑野市対策本部会議（令和２年4⽉17⽇）
部局名︓保健福祉部

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
生活にお悩みの皆さまへ

相談無料

お⾦、仕事、住宅など、⽣活に関する相談窓⼝のご案内
新型コロナウイルス感染症の拡大により、収入が減ってしまい、
家計が苦しいなど、生活のことでお悩みはありませんか︖
⻑野市では、相談窓⼝を設け、⽇々の生活のこと、仕事のことな
ど、専門の相談員がお話を聞かせていただきながら、解決に向けた
提案や、解決までのお手伝いをします。おひとりで抱え込まずに、
どのようなことでも結構ですので、まずはお話をお聞かせ下さい。
収入が減って
家計が苦しい

失業して、
家賃が払えない

公共料⾦に
滞納がある

求職活動が
うまくいかない

債務の返済で
困っている

相談相手が
いない

お問合せ先

まいさぽ⻑野市
電話︓026-219-6880
FAX︓026-219-6882
⻑野市生活就労⽀援センター

受付時間︓⽉〜⾦曜⽇ 8:30〜17:15
利⽤⽅法︓原則予約制（まずはお電話でおたずねください）

住居確保給付金のご案内
令和２年４月２０日から対象者が拡がります
住居確保給付金は、就職にむけた活動をするなどを条件に、
一定期間、家賃相当額を自治体から家主さんに支給します。

これまでの対象者 離職・廃業から2年以内の方
令和２年4月20日以降
離職・廃業から2年以内または休業等により
収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方
仕事がない・減った
家賃が払えない･･･

住居確保給付金の支給により、
安定した生活を送ることができます。

主な給付要件チェックリスト
項

目

チェック欄

離職・廃業をした日から２年以内、またはやむを得ない休業等により、収入を得る
機会が減少していますか？

□

資産が一定額以内、かつ、収入基準額（※）を超える収入を得ていませんか？

□

※長野市の場合

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計が基準額×６以下あること
（ただし、100万円を超えないものとする）

上記の状態になる前に、世帯生計を主として維持していましたか？
ハローワークに求職の申し込みをしますか？

○すべての項目にチェック✔が付いた方
住居確保給付金の受給資格を満たす可能性が高いため、表面の

（長野市生活就労支援センター

まいさぽ長野市）に相談してください。

□
□

長野市（こども未来部）プレスリリース
令和２年４月 16 日

新型コロナウイルス感染症防止のための登園自粛について

保育所等を利用している保護者に対して登園の自粛を依頼します。

１

お願いする内容
家庭で保育が可能な場合は、登園を控えていただくようお願いします。
なお、保育が必要な方の利用を制限するものではありません。

２

登園自粛の対象施設
認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所

３

登園自粛をお願いする期間
令和２年４月 17 日（金）から５月６日（水）まで
※今後の情勢の変化により、期間を延長する場合があります。

４

保育料について
市内在住の方で、対象施設に在園する０～２歳児（保育認定子ども）について
は、登園自粛をお願いする期間中に登園を控えた場合（欠席した場合）、保育料の
減額分を日割り計算で行い、後日お返しします。

こども未来部
（課長）島田

保育・幼稚園課

みち代

電話：直通 026-224-8032

（担当）伊東
FAX：026-264-5355

E－mail：ko-hoiku@city.nagano.lg.jp

彰

新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する
工事・業務委託 受注者の皆様へのお願い
長野市〇〇部〇〇課
全国的に、新型コロナウイルスへの感染が広がっています！
※感染や濃厚接触の疑いがある人は、県や市の保健所の指導に従い、
自宅待機をはじめ、適切な措置を取るようお願いいたします。
※作業従事者で、感染者や濃厚接触者が出た場合は、速やかに監督職員
に連絡してください。（県からも報告を求められています。）
※感染等の影響により、工事・業務の一時中止などを希望する場合は、
状況を確認し対応を協議しますので、監督職員にご相談ください。
※国、県、市、各行政機関等からの最新情報の収集に努めてください。

感染拡大を防ぐため、それぞれの現場等におかれましても
状況を勘案した上で、適切な感染予防対応をお願いいたします。
① 事務所や休憩所、作業所等でのこまめな換気と清掃
② アルコール消毒液の設置や不特定の人が触る場所の定期的な消毒
③ すべての作業従事者（下請業者を含む）の健康状態の把握と
健康管理の徹底（毎日の体温と健康状態のチェック）
④ 朝礼・終礼、打合せ等、集合時における感染予防対策の徹底と
参加者の記録（参加者全員の氏名等を記録しておく）
など
ご協力よろしくお願いいたします。

長野市（総務部）プレスリリース
令和２年４月 17 日

第４回

新型コロナウイルス感染症長野市対策

本部会議決定事項
「第４回

新型コロナウイルス感染症長野市対策本部会議」を開催し、次の事項が

決定されましたので、お知らせします。

●

市立小・中学校における一斉臨時休業期間を５月６日（水）まで延長する。
※

当初予定の休業期間：４月 13 日（月）～４月 24 日（金）
延長する期間：４月 27 日（月）～５月１日（金）

※

●

５月２日（土）～６日（水）は休業日

市立小学校等の臨時休業を５月６日まで延長することに伴う、長野市放課後
子ども総合プラン施設の実施予定を次のとおり調整していく。
４月 27 日（月）～５月６日（水）までの期間における放課後子ども総合プラン
施設の実施について、４月 16 日からの対応と同様に次の方向で調整していく。
※ 実施時間：午前８時 30 分から午後６時まで
（延長開館につきましては、施設ごとに定められた延長時間で実施します。）
（土曜日は施設ごとに定める開館時間、日曜日・祝祭日は休館となります。）
※ 実施する施設：市内放課後子ども総合プラン施設９０施設
詳細については決定次第、週明けに保護者等へ連絡をする予定

総務部危機管理防災課
（課長）竹村

直高 （担当）山岸 信一

電話：026-224-5006（直通）
FAX ：026-224-5109
E-mail：kikibousai@city.nagano.lg.jp

第４回新型コロナウイルス感染症長野市対策本部（４月 17 日）
加藤本部長 メッセージ
昨晩、政府から新型コロナウイルス感染症に対する特別措置法に基づく「緊
急事態宣言」が全都道府県に対し発令されました。
緊急事態宣言を発令しなければならない事態を重く受け止め、本市としても
国や県とさらなる連携を強化して感染の拡大防止に向けた具体的な対策を講じ
て参りたいと考えております。
緊急事態宣言により日常生活や仕事等において不自由なこともありますが、
今は我慢の時であります。
これまで経験したことのない状況により、様々な悩みをお持ちの方もいるか
と思います。
市民の皆様には、悩みはひとりで抱え込まず、市では健康相談はもとより、
事業所や個人の経済的な相談にも応じる体制を整えておりますので、遠慮なく
相談してください。
また、不要不急の外出を控えること、密閉・密集・密接の三密状態を避ける
こと、換気や手洗いを励行することなど、感染予防の徹底と冷静な行動をお願
いいたします。
職員には、今回の新型コロナウイルスへの対応は、昨年の東日本台風災害と
同様に全庁を挙げて全力で取り組む必要があります。
市民の安全の確保、市民や事業者の皆さんへの周知・啓発・支援など、国・
県の方針を確認するとともに、各部局としてできる対策や取組を早急に検討す
るよう私から指示いたします。
まずは自らの健康を保持していただき、市民の命と生活を守ることができる
よう職務に取り組んでいただくようお願いいたします。
私からは以上です。

