
１２月２８日（月）知事会見

１ 新型コロナウイルス感染症対策

（２） 年末年始の体制

（３） 新型コロナウイルス感染症対策長野県民手帳の
アプリ版、行動記録アプリ「どこキャッチ」がリニューアル

２ 年末年始の大雪への警戒

（４） 山ノ内町を訪問（12/28 午後）

（１） １月１１日（月）までは「感染対策強化期間」



１（１） １月１１日（月）までは「感染対策強化期間」

全県の新型コロナ警報

（レベル３：感染拡大に警戒が必要）を、

１月１１日（月）までの２週間継続し、

県の対策を強化
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県の対策を強化

① 医師会等の協力を得て、年末年始の相談・診療・検査・

医療に係る十分体制を確保

⇒ 風邪症状等がある方は、速やかに相談を。

かかりつけ医等が休診の場合は、受診・相談

センター（保健所）に連絡を。

② 対策期間内に、集団的な感染が発生し新規陽性者が

拡大した場合

⇒ クラスター対策チームの活動を直ちに強化する

など感染拡大の防止に向けた取組を実施。
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新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための年末年始の過ごし方

基本は、「できるだけ同居の家族で穏やかに。」

１ 人との接触機会を減らしてください。

２ 会食・茶飲み話等の際は十分注意してください。

３ 地域間の往来には十分ご注意ください。
（出張、旅行、帰省など）

４ 風邪症状等がある場合は特に気をつけてください。

５ 基本的な感染防止策を引き続き行ってください。

12月24日／長野県
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注意１ 人との接触機会を減らして

この年末年始は、

・ 全国的に感染者多くなっている。

・ この時期は人の流動が起こる。

・ 感染力が高いとされている変異株が発見されている。

⇒ 「人との接触機会を減らし、

人と接する際は常に注意を。」
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cf.「この新規変異株（VOC-202012/01）は、いままでの流行株よりも感染性が高い（再生産数（R）を0.4以上
増加させ、伝播のしやすさ（transmissibility）を最大70%増加すると推定）ことが示唆」（国立感染症研究所）



注意２ 感染リスクが高まる５つの場面

出典：新型コロナウイルス感染症分科会からの提言（2020年10月23日） 5



注意３ 人に感染させないよう注意

症状がなくとも（無症状者、あるいは発症前）、人に

感染させてしまうことがある。

⇒ 若者や働き盛り世代は、ご自分の行動が

大切なご家族の感染リスクを高めることがあ

ることに注意。
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１（２） 年末年始の相談・診療・検査・療養体制

7

３ 風邪症状がある場合の相談体制

４ 療養体制

２ 診療・検査体制

１ 保健所、県庁の体制

◍ 有症状相談、疫学調査、感染情報把握、入院調整等を行う人員を確保
◍ 感染が拡大した場合には、速やかに保健所及び県庁の体制を強化
◍ 陽性者発生に係るブリーフィング等は原則毎日実施
◍ １２月３０日（水）の午後、知事会見を実施

◍ 年齢や症状に応じて、医療機関、宿泊療養施設、自宅における適切な療養
につなげる。 【入院用病床（３５０床）、宿泊療養施設（２７５室）】

◍ 地域ごとに医療機関が当番体制を組んで対応
◍ 地域の中核となる医療機関で、診療・検査をバックアップ

◍ かかりつけ医等が休診の場合は、受診・相談センター（保健所）に速やかに連絡を
◍ 受診・相談センターの「２４時間体制」を維持



相談窓口一覧

受診相談
12/29（火）～1/3（日）

２４時間対応

かかりつけ医や当番医で受診できない、
または、相談先がわからない場合

受診・相談センター
（県保健所、長野市保健所）

生活相談

・生活困窮相談
・生活保護相談
・生活福祉資金貸付

12/29（火）～30（水）

9:00～17:00

・生活就労支援センター「まいさぽ」

・県庁地域福祉課

・県、市の福祉事務所

・市町村社会福祉協議会

金融相談
12/29（火）～30（水）

8:30～17:15

県庁産業立地・経営支援課
☎ 026-235-7200

児童虐待
ＤＶ相談

12/29（火）～1/3（日）

２４時間対応

児童虐待・ＤＶ２４時間
ホットライン
☎ 026-219-2413

観光の
お問い合わせ

「県民支えあい
家族宿泊割」

12/29（火）
１０:00～17:00

「信州版 新たな旅のすゝめ」宿泊割事務局

☎ 026-224-0405

12/３０（水）～1/3（日）
10:00～16:00

県庁観光誘客課
☎ 026-235-7253
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保健所 ☎ 電話番号 ☎

佐久保健所 ０２６７－６３－３１７８

上田保健所 ０２６８－２５－７１７８

諏訪保健所 ０２６６－５７－２９３０

伊那保健所 ０２６５－７６－６８２２

飯田保健所 ０２６５－５３－０４３５

木曽保健所 ０２６４－２５－２２２７

松本保健所 ０２６３－４０－１９３９

大町保健所 ０２６１－２３－６５６０

長野保健所 ０２６－２２５－９３０５

北信保健所 ０２６９－６７－０２４９

長野市保健所 ０２６－２２６－４９１１

受診・相談センター（保健所）の連絡先 ２４時間対応
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生活就労支援センター「まいさぽ」にご相談ください！

まいさぽ佐久

TEL:0267-78-5255

まいさぽ諏訪市

TEL:0266-52-4141
（市代表）

まいさぽ上伊那

TEL:0265-96-7845

まいさぽ東筑

TEL:080-8821-9483

まいさぽ千曲

TEL:026-276-2687
（9:00～16:00）

まいさぽ小諸

TEL:0267-31-5531

まいさぽ茅野市

TEL:0266-72-2101
（市代表）

まいさぽ飯田

TEL:0265-22-4511
（飯田市の方）

0265-49-8830
（下伊那郡町村の方）

まいさぽ大町

TEL:0261-22-7083

まいさぽ信州長野

TEL:026-267-7088

まいさぽ上田

TEL:0268-71-5552

まいさぽ信州諏訪

TEL:0266-75-1202

まいさぽ松本

TEL:0263-34-3041

まいさぽ木曽

TEL:0264-24-0057

まいさぽ中野

TEL:0269-22-2111
（市代表）

まいさぽ東御

TEL:0268-75-0222

まいさぽ伊那市

TEL:0265-78-4111
（市福祉事務所）

まいさぽ安曇野

TEL:0263-88-8707

まいさぽ長野市

TEL:026-219-6880

まいさぽ飯山

TEL:0269-67-0269

まいさぽ岡谷市

TEL:0266-23-4811
（市代表）

まいさぽ駒ヶ根

TEL:0265-83-2111
（市代表）

まいさぽ塩尻

29日
TEL:0263-52-0280
（市代表 内線2113）

30日
TEL:0263-52-0026

まいさぽ須坂

TEL:026-248-9977

(県内24か所)
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○ 「どこキャッチ」 （株式会社パスカルが開発した行動履歴管理アプリ）

・ 県「信州ベンチャー企業優先発注事業：新型コロナ特別対応型商品」認定

・ スマートフォンのＧＰＳ(衛星利用測位システム)機能を活用して、

自身の移動したルートをGoogle Mapの地図上で表示
・ 15分以上滞在した場所を特定でき、行動内容のメモや写真も併せて記録可能

・２週間分の記録を保存。自身の記憶に頼らず行動履歴管理が可能

１（３） 「新型コロナウイルス感染症対策長野県民手帳」の“アプリ版”が完成
（行動履歴アプリ 「どこキャッチ」）
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「新型コロナウイルス感染症対策長野県民手帳」をベースに

以下の３つの機能がスマートフォンで利用可能となりました。

① 行動履歴および体調記録機能

行動経路および15分以上滞在した場所の履歴が残るほか、

アイコンやメモなどで行動内容や体調の記録が可能。

②「新型コロナウイルス感染症対策長野県民手帳」

【ウェブ版】リンク機能

アプリを介して簡単にコロナ対策手帳の情報閲覧が可能

③ 情報通知機能

重要なメッセージやコロナ対策手帳の更新内容などの

お知らせが受け取れる

移動ルートが確認できる

行動内容や体温が
メモできる



２ 年末年始の大雪への警戒（12/28 気象庁発表資料より）

概 況

大 雪

・12月30日頃から年明けにかけて日本付近は強い冬型の気圧配置となる見込み

・上空の寒気は12月14日から12月21日の大雪の時より強い

・大雪となる地域も広範囲となるおそれがある

・12月30日頃から年明けにかけて、日本海側を中心に平地も含めて大雪となるおそれ

・その後も日本海側を中心にさらに降雪量が増えるおそれ

① 最新の気象情報の確認、 ② 燃料の補給や備蓄品の早めの補充

③ 大雪の際には車での外出を控える

④ 除雪作業を行う場合は１人では作業をせず、家族や近所の方に声をかける、

除雪機の取扱いに十分に注意

警戒・備え

強い寒気による大雪に注意
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