
「命と暮らしを救う集中対策期間」における対策の強化 

 

令和３年８月 30日 

新型コロナウイルス感染症長野県対策本部 

 

Ⅰ 趣旨 

全県の１週間当たり新規陽性者数はここ数日減少の兆しを見せていますが、感染力の強

さや重症化しやすさが指摘されているデルタ株が広がる中で、確保病床使用率は 50％前後

で高止まっており、予断を許さない状況が続いています。全国的な感染状況も一時期の爆

発的な新規陽性者の増加には歯止めがかかりつつあるものの、重症者数は連日過去最多を

更新するなど極めて深刻な状況が続いています。 

そのため、新型コロナウイルスの感染拡大を徹底的に食い止める観点から、全県の「特

別警報Ⅱ」を延長して９月 12 日までとするとともに、９月３日から 12 日までを「命と暮

らしを救う集中対策期間」として対策を強化します。 

なお、県内の最近の感染事例（県外往来、学校・部活（スポーツ）、会食、職場・家庭等）

を踏まえ、一部の事業者に過度に負担をかけるのではなく、社会全体で少しずつ負担を分

かち合い、県民の皆様の力を広く結集して危機を乗り越えていくことを基本理念とします。 

 

Ⅱ 実施する対策 

１ 県民の皆様へのお願いの強化 

   期間中は、特に次の事項を要請します。 
 

（１）人と会う機会を普段の半分以下とするよう強く要請します 

・ 大人数の集まりや人混みを避け、様々な集まりは中止又は延期を 

 ・ 買い物は回数を減らし、少人数ですいている時間に 

  ・ 職場では在宅勤務やテレワークの活用のほか、休暇取得の奨励を 
 

（２）自宅等も含め、普段会わない人との会食等は行わないよう強く要請します 

・ 茶飲み話や普段会わない方との会食は控えて 

・ 同居のご家族以外で行う飲酒を伴う５人以上の会食については、感染対策の徹底が

困難な場合には実施を控えて 
 

（３）県境をまたいだ移動は取りやめるよう強く要請します 

・ 33 都道府県に緊急事態措置やまん延防止等重点措置が適用されている全国の厳し

い感染拡大状況に鑑み、旅行や帰省、出張など、期間中の県境をまたいだ移動は取

りやめを 

・ 通院や通学で移動が必要な方は、人混みを避けるなど感染防止対策の徹底を。また、

通勤が必要な方は、テレワーク活用の検討を 
 

（４）会話の際はマスクを着用し、室内・車内の換気を徹底するよう強く要請します 

・ 会話の際は、鼻まで覆った隙間ないマスク着用の徹底を 

・ マスクをしていても、人との距離は最低１メートルの確保を 

・ 屋内では 30分に一回以上、数分間程度窓を全開にするなど十分な換気を 
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（５）体調が悪い時にはすぐに医療機関に相談するよう強く要請します 

・ 体調に異変を感じた場合（発熱やせき、のどの違和感や鼻水、だるさ、味覚・嗅覚

の異常など）は、外出せず、速やかに医療機関に相談を 

 

 ２ 公共施設の休止等 

   博物館、美術館、文化ホール、運動施設など県が管理する多くの人が集まる施設につ

いて、期間中は別表のとおり原則として休止とします。 

 

 ３ イベントの中止又は延期の要請強化 

イベントについては、すでにまん延防止等重点措置と同等の厳しい開催基準で対応し

ていますが、期間中は次の取組を実施します。 
 

（１）イベントの中止又は延期を強く呼びかけます 

大勢の人が集まる機会を減らす観点から、県民・事業者の皆様に、この時期のイベン

トはできるだけ中止又は延期するよう強く呼びかけます。 
 

（２）イベントの中止又は延期に伴う費用を支援します 

一定の要件に該当するイベントについて、開催の中止又は延期に伴う費用を支援し

ます。 

  

 ４ 旅行者への対応 

緊急事態宣言の発出により多くの都道府県から県境をまたぐ移動の自粛が要請されて

いるため、観光関連事業者に対し、期間中の積極的な誘客を控えるよう要請します。 

また、宿泊予約を延期した旅行者に対して、次回宿泊時に割引を実施します。 

 

 ５ スポーツ活動における対策の徹底 

スポーツ活動での感染事例が確認されていることから、期間中のスポーツ大会等につ

いては、できるだけ延期や中止を検討いただくとともに、原則、練習等を控えていただく

よう、公益財団法人長野県スポーツ協会を通じて、加盟団体へ周知します。 

 

６ 学校・保育所等における対策の徹底 

子ども若者の感染事例が増加していることから、期間中は次の取組を実施します。 
 

（１）県立学校における取組 

・ 各校の状況に応じて、対面授業とオンライン授業や自宅での課題学習を併用しなが

ら、生徒同士の接触機会を低減します（特別支援学校を除く）。 

・ 体験入学、学校見学、外部との交流授業などの学校行事については、原則実施しな

いこととします。 

・ 部活動は、原則実施しないこととします。 

ただし、公式大会出場予定者等は、傷害・事故防止、技能の維持の観点から最小限の

活動は認めます。 
 

なお、従来どおり、新型コロナウイルス感染症対策のためやむを得ず登校できない場



合にあっては、登校できなかった日数を「欠席日数」としては扱いません。 
 

（２）県立以外の学校における対策の徹底 

市町村立及び私立の学校設置者の皆様には、県立学校の対応も参考に、感染拡大防止

のための措置の検討をお願いします。 
 

（３）大学等における対策の徹底 

大学等に対し、できるだけオンライン授業を活用するとともに、課外活動や会食等に

おける感染防止対策について一層の注意喚起を行うよう依頼します。 
  

（４）保育所等における対策の徹底 

リスクが高い活動や安全な実施が困難であると考えられる行事等の中止や延期、職

員及び保護者への注意喚起など、より一層の感染防止対策の徹底を市町村等に対して

依頼します。 

 

７ 職場や家庭等における対策の徹底 

  職場や家庭等においても次の対策を行うよう協力を要請します。 
 

（１）職場における対策の徹底 

労働局作成の「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチ

ェックリスト」や日本産業衛生学会作成の「職場における新型コロナウイルス感染症

対策のための業種・業態別マニュアル」を参考に、職場の感染防止対策を改めて点検・

徹底するよう要請します。 
 

（２）家庭における対策の徹底等 

 陽性者の早期発見を図るため、市町村と連携し、抗原簡易キットを妊婦の方など希

望する方に配布して自主検査を促します。 

 また、家の中で過ごす際は、定期的に室内を換気するなど、基本的な感染対策を徹

底するよう要請します。 
 

（３）各種会合等の中止又は延期、オンライン化 

普段会わない人との接触機会を減らすため、職場や地域における各種会議・会合等

は、この時期はできるだけ中止又延期とすること、また、実施する必要がある場合は

オンライン化を検討することを要請します。 
 

（４）県における率先実行 

県機関においては、在宅勤務・テレワークや勤務時間の割振り等により、執務室内 

での従事職員数を概ね５割削減するほか、各種会合の中止・延期、会議のオンライン化

等により人と接触する機会を削減します。 

 

８ デルタ株と闘う県民共同宣言に基づく活動の拡大と浸透 
 

（１）「共同宣言」の周知と賛同団体等の拡大 

  宣言発出者と連携し、各組織のネットワークを活用して広く宣言の周知を行い、企業

や団体からの賛同を募ります。 
 



（２）デルタ株に対する正しい知識、感染防止対策に関する情報の共有 

  賛同いただいた企業や団体に対し、デルタ株の特性や感染状況等の情報、感染拡大

期に実施すべき対策などを掲載した啓発ツールを提供し、一人ひとりの感染対策の強

化を図ります。 

 

９ 徹底した広報 
 

（１）SNS等を使った広報 

 デルタ株により若年層でも「感染しやすくなっていること」、「重症化割合が増えて

いること」など、10 代から 20 代の若者向けも含めた的確なメッセージを Twitter や

LINEなどで発信し、感染対策の強化を促します。 
 

（２）街頭での呼びかけ 

市町村と連携し、駅周辺などの人が集まる場所において、自らが感染しないよう、そ

して周囲の方を感染させないよう、感染リスクを最小化するための最善の行動をとる

よう呼びかけを行います。 

 

10 市町村への協力依頼 

   市町村に対して、その所管する公共施設等の実情を踏まえ、２、３及び５に関する県の

取組を参考にして、同様の対応を検討するよう依頼します。 

  



（別表）

種類 県有施設 例外的に開館する場合など

ホクト文化ホール

伊那文化会館

キッセイ文化ホール

佐久創造館

飯田創造館

男女共同参画センター

長野県立美術館

長野県立歴史館

県立長野図書館 貸出のみ実施

林業総合センター　森林学習展示館

戸隠森林植物園及び学習館

山岳総合センター

動物愛護センター 相談業務は電話・メール・オンラインにより対応

少年自然の家（阿南・望月）

自然保護センター（美ヶ原、乗鞍、霧ヶ
峰、志賀高原）

南信州広域公園　オートキャンプ場

松本平広域公園　バーベキューピット

大平県民の森

県営総合射撃場

飯田運動公園　野球場 日程変更できない競技大会のみ感染対策を厳格に行った上で実施

飯田運動公園　弓道場

松本平広域公園　体育館

松本平広域公園　やまびこドーム

松本平広域公園　総合球技場
(サンプロアルウィン)

日程変更できない競技大会・催物のみ感染対策を厳格に行った上で実施

松本平広域公園　陸上競技場 日程変更できない競技大会のみ感染対策を厳格に行った上で実施

長野県立武道館 日程変更できない競技大会・催物のみ感染対策を厳格に行った上で実施

長野運動公園野球場 日程変更できない競技大会のみ感染対策を厳格に行った上で実施

県営上田野球場 日程変更できない競技大会のみ感染対策を厳格に行った上で実施

戸倉野外趣味活動センター

白馬ジャンプ競技場 日程変更できない競技大会・催物のみ感染対策を厳格に行った上で実施

ジョブカフェ信州 オンライン・電話・メールによる相談に切替え、やむを得ない場合のみ対面応対

障がい者福祉センター

聴覚障がい者情報センター

その他

「命と暮らしを救う集中対策期間」（9/3～12）中の県有施設の休止

運動施設等

ホール
・貸館

・館主催事業は中止
・貸館による催物については、主催者に延期・中止を要請。実施の場合は、劇場・音楽堂
等における感染拡大予防ガイドライン等に基づき、感染防止対策を徹底。

観光・レ
ジャー施設等

美術館
博物館
等

学習施設等



 

（参考）集中対策期間中の長野県の対策とまん延防止等重点措置との比較（イメージ） 

項目 長野県の対策 強弱 まん延防止等重点措置 

外出 制限なし ＜ 不要不急の外出自粛 

人との接触 

機会 
半減 ＝ 半減 

飲食店 

酒類提供禁止せず ＜ 酒類提供終日禁止 

（感染拡大が顕著な地域に限り） 

酒類提供店のみ 20時までの時短

要請（認証店は例外可） 

＜ 
20時までの時短要請（感染下降時

のみ認証店は例外可） 

飲食店以外の

商業施設等 
要請せず ＜ 20時までの時短要請 

イベント できるだけ中止又は延期 ＞ 

5,000人以下で、大声歓声あるもの

は 50％以内、大声歓声ないものは

100％以内 

学校での対策 

・県立学校はできるだけオンラ

イン活用、部活は原則中止 

・市町村立学校等へも同様の取

組みの検討依頼 

・大学にもできるだけオンライ

ン活用を依頼 

＝ 
部活動や課外活動における感染リ

スクの高い活動の制限又は自粛 

県立公共施設 

・原則休止 

・市町村にも同様の対応の検討

依頼 

＞ 民間施設への要請内容に準拠 

県外からの旅

行 
宿泊延期割で延期の検討を依頼 ＞ － 

 



デルタ株を収束させるためのお願い

─── 期間中は、特に次の行動にご協力ください ───

１ 大人数の集まりや人混みを避け、人と会う機会を普段の
半分以下に。

２ 自宅等も含め、茶飲み話や普段会わない人との会食を
しない。

３ 県境をまたいだ移動（旅行、帰省、出張など）を取り
やめる。

４ 会話の際はマスクを着用し、室内・車内の換気を徹底する。

５ 体調が悪い時には、すぐに医療機関に相談する。

６ ワクチンの接種について検討し、接種後も感染対策
を徹底する。

県外との往来等を行わなければならない方、ワクチン接種を受けられない方などもいらっ

しゃいます。

差別や誹謗中傷ではなく、「思いやり」と「支え合い」の心で、「ご自身と大切なご家族

の命」を守り、「多くの方の命と暮らし」を救うための行動にご協力をお願いいたします。

感染力が強いデルタ株による新型コロナウイルスの感染拡大を徹底的に食い止めるため、

９月３日から12日までを

「命と暮らしを救う集中対策期間」とします。

県内の最近の感染事例（県外往来、学校・部活（スポーツ）、会食、職場・家庭等）を踏

まえ、一部の事業者に過度に負担をかけるのではなく、少しずつ負担を分かち合い、県民の

皆様の力を広く結集して危機を乗り越えたいと考えております。

どうかご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和３年８月３０日 長野県知事 阿部 守一

なお、期間中は、長野県立美術館など県の公共施設は原則休止するとともに、市町村に

も同様の対応の検討をお願いしています。ご不便をおかけしますが、何とぞご理解のほ

どお願い申し上げます。

命と暮らしを救う集中対策期間：令和３年９月３日（金）〜12日（日）
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１ 従来株と次元の異なる強力な感染力

２若年層の感染者割合が大幅に増加

３ 50代以下の感染者の中等症率が上昇

想定を超えるデルタ株の脅威
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第５波
N=1,950

第３波・第４波と比べ、40－50代の中
等症*者の割合が大幅に上昇していま
す。10－20代の若年層でも中等症者の
割合が増加しています。

※中等症とは、呼吸困難や呼吸不全などにより、
酸素投与が必要な状態のことです。

※ 60歳以上の中等症率が大幅に低下しているのは、
ワクチン接種が進んでいるためと推察されます。

１週間の新規陽性者数の推移
（R2.11初旬~）

従来株に比べ感染力が1.32倍高いと
推定されたアルファ株よりもさらに

1.5倍高い可能性があります。

第４波に比べ20代までの若年層の感染者割合が増加しています。

ワクチン接種の進んでいる60代以上を除いた年代別の感染者割合（8/23時点）

【第3波のピーク】
429人

（1/5~1/11）
【第4波のピーク】
315人

（4/10~4/16）

10歳未満 ＋1.1pt

10代 ＋2.6pt

20代 ＋8.4pt
他の年代の割合は低下

━ 60歳以上

━ 50代

━ 40代

━ 30代

━ 20代

━ 20歳以下

年代別の中等症率
（8/23時点）

第３波 第４波 第５波

接種しなかった方の感染者数は、
1回接種の3.6倍、2回接種の12.3倍に!

65歳以上のワクチン接種歴別の新規陽性者数
（人口10万人対 対象期間 8/18－8/20）

※令和3年8月25日 第49回新型コロナウイルス感染症対策
アドバイザリーボード資料より 2回接種済 1回接種済 接種なし

ワクチンの感染予防効果が

デルタ株に対しても

有効であることは、

データからも明らかです

888人
（8/17~8/23）



岡谷市では、これから受験や就職を控える皆さんの不安を少しでも和らげるために、市独自の

優先接種対象として、市内に住む中学３年生・高校３年生の皆さんを対象に新型コロナワク

チン接種の予約受付を開始します。 

１ 対 象 者   市内在住の中学３年生及び高校３年生 

２ 予約方法  Web または電話による予約とします。 

[集団接種] 

  ※Web 予約の詳しい手順は、同封の「オンライン予約手順」を参照してください。 

[個別接種]  

市内医療機関での接種を希望する場合は、８月５日以降、直接医療機関にお問い合

わせください。（別紙、実施医療機関一覧表をご覧ください） 

３ 接種場所・接種日時 

 

予約方法 予 約 期 間 

Web 

(スマートフォン・

インターネットによ

る予約) 

A、 B 令和３年８月 5 日（木）9 時から令和３年８月１１日（水）17 時まで 

 C   令和３年８月 5 日（木）9 時から令和３年 9 月 8 日（水）17 時まで 

※パソコンの方は、岡谷市のホームページから「予約サイト」へ 

アクセスしてください。 

https://reams- 

reservesys2.info/hy20204user/Login?jigyoid=1 

※スマートフォンの方は、こちらの 

QR コードを読み取ってください。 

 

電話 

令和３年８月 6 日（金）午前８時３０分から 

電話番号 0570-007-055(専用ダイヤル) 

受付時間 平日の午前８時３０分から午後５時１５分 

接種方法 接 種 場 所  接  種  日 時 

【集団接種】 
市民総合体育館 

（柔道場・剣道場） 

Ａ 
１回目:令和３年８月１４日（土） 

午後２時３０分～午後５時 

２回目:令和３年 9 月 4 日（土） 

午後２時３０分～午後５時 

Ｂ 
1 回目:令和３年８月１5 日（日） 

午前９時～午後 3 時 

２回目:令和３年 9 月５日（日） 

午前９時～午後 3 時 

C 
1 回目:令和３年 9 月 11 日（土） 

午後２時～午後５時 

２回目:令和３年 10 月 2 日（土） 

午後２時～午後５時 

【個別接種】 市内 14 医療機関 各医療機関の案内による ※別紙医療機関一覧をご参照ください 

◎保護者の同伴が

必要です。 

okaya30099
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※使用するワクチンはファイザー社製で２回の接種が必要です。１回目の接種から３週間後

に２回目の接種を受けていただきます。 

 

  

 

〇持ち物（必ずお持ちください。） 

・新型コロナウイルスワクチン予防接種のご案内(接種券)  

・新型コロナワクチン接種の予診票（※太枠内を事前にボールペンを用いて記入） 

・本人確認書類  学生証（中学３年生は生徒手帳）  

〇服装 

・肩が出しやすい服装でお越しいただけると、スムーズに接種する                

ことができます。 

・上履きは不要です。 

 

 

〇中学３年生、高校３年生ともに接種の際は、安全面を考慮し、必ず保護者が同伴するよ

うお願いします。なお、中学３年生の場合は、予診票への保護者の同意（自署）が必要と

なります。 

 

〇接種を希望する場合は、保護者の方とご相談の上、学業等に影響のないよう日程等を十

分に考慮してください。 

 

〇新型コロナワクチン予防接種は、市民の方々に受けていただくようお勧めしていますが、接種を

受けることは強制ではありません。予防接種による感染予防の効果と副反応のリスクの双方をご

理解いただいたうえで、ご家族で話し合いの上、接種を受けていただきます。 

 

※本年度１８歳になる高校生以外の方（１９歳以上の高校３年生）については、個別に

対応させていただきます。お手数をおかけしますが、下記までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

  

接種当日の準備 

重要な注意事項 

【連絡先】 

 岡谷市新型コロナウイルスワクチン接種対策室 「相談窓口」 
   電話 ０５７０－００７－０５５（専用電話） 
   FAX ０２６６－７８－７２７２ 
   時間 午前８時３０分から午後５時１５分（平日） 



岡谷市における新型コロナウイルス感染症の対応について  
（８月 26 日  定例記者会見より一部抜粋）  

                               
１．はじめに 

市民の皆様には、市内において連日新規陽性者が確認されていますので、自分自身やご家族、大

切な人、社会を守るために、国や長野県が発信する正確な情報に基づいた行動をとっていただくと

ともに、基本的な感染防止対策の徹底と、大人数での会食を控えていただきますようお願いします。 

また、冷静で思いやりの心を持っていただき、人権への配慮をお願いいたします。引き続き、岡

谷市医師会や岡谷市民病院をはじめとした関係機関と連携を取りながら、ワクチン接種の着実な実

施に向け、市民の皆様の生命と生活を守るため、感染拡大防止に向け全力で取組んでまいりますの

で、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

２．新型コロナウイルスワクチン接種について 

新型コロナワクチン接種につきましては、８月から毎週土曜日と日曜日の２日間、岡谷市民病院

看護師宿舎１階と岡谷市民総合体育館で接種を行っておりますが、５９歳以下の皆様には「個別接

種」と「集団接種」の案内をしており、年齢を区切るなかでインターネットと専用電話で予約の受

付けを開始しております。 

次に、職域接種につきましては、岡谷商工会議所と連携して岡谷市民病院の協力のもと、職域接

種を９月６日から実施することになっております。また、市内においては、岡谷市医師会の協力に

より企業でワクチン接種が開始される見込みとなっております。 

職域接種については、岡谷市民の現役世代のワクチン接種を加速できますので、岡谷市としても、

職域接種の円滑な実施に向け、支援をしてまいりたいと考えております。 

高校３年生以下については、必ず保護者が同伴していただき、１６歳未満の場合は、予診票へ保

護者の同意が必要となりますので、岡谷市から送られてきました案内を必ず確認してください。 

ワクチン接種は、副反応のリスクをご理解いただいた上で、感染予防の効果が期待できると言わ

れておりますので、ぜひ多くの方に受けていただきたいと思います。 

 

３．新型コロナウイルスワクチン接種の状況について 

 ・中学 3年生・高校 3年生等（浪人生含む）の方について 

⇒8月 14日・15日に１回目、9月 4日・5日に２回目のワクチン接種を実施。今後、9月 11日 

（１回目）、10月 2日（2回目）を実施予定。 

・12歳から 15歳の基礎疾患を有する方 ⇒ワクチン接種を実施中。 

 

＜ワクチン接種の予約スケジュール＞ 

区分 接種方法 予約方法 予約開始日 

５０～５９歳 個別接種 電話予約（各医療機関へ直接） ８月 12日（木）～ 

５５～５９歳 

集団接種 

インターネット予約 ８月 17日（火）～ 

電話予約 ８月 23日（月）～ 

５０～５４歳 
インターネット予約 ８月 19日（木）～ 

電話予約 ８月 25日（水）～ 

１２～４９歳 個別接種 電話予約（各医療機関へ直接） ８月 19日（木）～ 

４０～４９歳 集団接種 
インターネット予約 ８月 23日（月）～ 

電話予約 ８月 27日（金）～ 

１５～３９歳 
集団接種 

インターネット予約 ９月６日（月）～ 

３９歳以下 電話予約 ９月 10日（金）～ 

   ＊１２～１４歳は電話予約のみ。 
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◇指定管理施設等

岡谷市役所 総務課

岡谷市役所湊支所 湊支所

岡谷市役所川岸支所 川岸支所

岡谷市役所長地支所 長地支所 岡谷市民水泳プール

岡谷市役所岡谷駅前出張所 岡谷市営庭球場

内山霊園 岡谷市民川岸スポーツ広場

市立岡谷蚕糸博物館 ブランド推進室 岡谷市民湖畔広場

テクノプラザおかや 工業振興課 市営岡谷球場

岡谷市保健センター 健康推進課 岡谷市やまびこ国際スケートセンター

岡谷市看護専門学校 看護専門学校 ◇保育園

岡谷太鼓道場

岡谷市中央町駐車場

岡谷市湊公民館 湊公民館

岡谷市川岸公民館 川岸公民館

岡谷市長地公民館 長地公民館 子育て支援センター（ぱんだぐみ）

岡谷市立小口保育園

岡谷市立今井保育園

岡谷市立あやめ保育園

岡谷市立川岸保育園

市立岡谷美術考古館 岡谷市立夏明保育園

岡谷市塩嶺野外活動センター 岡谷市立成田保育園

生涯学習課分室 岡谷市立みなと保育園

旧林家住宅 岡谷市立長地保育園

旧渡辺家住宅 岡谷市立西堀保育園

塩嶺御野立公園（塩嶺閣） 岡谷市立神明保育園

鶴峯公園(鶴峯会館） 岡谷市立横川保育園

岡谷湖畔公園マレットゴルフ場 岡谷市立つるみね保育園

給湯施設、温泉スタンド 水道課 子ども発達支援センター

市営陸上競技場 ◇小中学校

岡谷市やまびこアイスアリーナ 岡谷市立川岸小学校

湖北衛生センター 岡谷市立神明小学校

湖北火葬場 岡谷市立小井川小学校

クリーンセンター 岡谷市立岡谷田中小学校

岡谷市樋沢一般廃棄物最終処分場 岡谷市立湊小学校

◇指定管理施設等 岡谷市立長地小学校

岡谷市立上の原小学校

岡谷市立岡谷西部中学校

岡谷市文化会館 岡谷市立岡谷北部中学校

日本童画美術館 岡谷市立岡谷南部中学校

岡谷市立岡谷東部中学校

岡谷市立岡谷田中小学校第1学童クラブ

岡谷市勤労青少年ホーム 岡谷市立岡谷田中小学校第2学童クラブ

岡谷市勤労会館 岡谷市障がい児学童ひかりクラブ


岡谷市岡谷駅前自転車駐車場 商業観光課 岡谷市立神明小学校第1学童クラブ

岡谷市立神明小学校第2学童クラブ

岡谷市立川岸小学校学童クラブ

岡谷市立長地小学校第1学童クラブ

岡谷市立長地小学校第2学童クラブ

岡谷市立小井川小学校第1学童クラブ

岡谷市立小井川小学校第2学童クラブ

岡谷市立上の原小学校学童クラブ

岡谷市立湊小学校学童クラブ

　

各施設対応一覧

９月３日（金）から９月１２日（日）の間、公共施設を休館・休止とします。

　全国の感染者数が増加傾向にある中、感染拡大を徹底的に食い止めるため、県が対策を強化する『集中対策期間』に合わせ、市の公共施設を

休館・休止とします。　集中対策期間は、９月３日（金）から９月１２日（日）です。

　ご利用の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

　　※各施設におきましては、今後の状況に応じて制限する内容が変更となる場合がございます。

　　※詳細につきましては各施設のホームページをご覧ください。

施設名等 所管課 対応 施設名等 所管課 対応

閉鎖 閉鎖

岡谷市民総合体育館

スポーツ振興課

閉鎖

閉鎖

貸館閉鎖 閉鎖

市民生活課
閉鎖

閉鎖（災害対応のため）

商業観光課
閉鎖

施設名等 所管課 対応

閉鎖
子育て支援館（こどものくに）

子ども課

入館制限継続：３０組
食事不可継続
時短16時00分まで閉鎖（災害対応のため）

閉鎖 使用不可

閉鎖

食事不可継続

生涯学習館

生涯学習課

閉鎖

市立岡谷図書館 閉鎖

閉鎖

閉鎖

閉鎖

土木課

閉鎖

閉鎖

注意喚起強化

教育総務課

市民生活課
飲食不可継続

環境課

ブランド推進室
閉鎖

閉鎖

スポーツ振興課
校舎改築工事のため使用中止

施設名等 所管課 対応

鳥居平やまびこ公園　 土木課 公園内施設閉鎖

おかや総合福祉センター 社会福祉課

閉鎖

貸館は閉鎖
入浴施設のみ時短20時00分まで
(受付終了19：30まで)

岡谷健康福祉施設 健康推進課
食堂以外は食事不可継続
時短20時00分まで
(受付終了19：30まで)

学校体育施設（１１小中学校） スポーツ振興課

教育総務課

工業振興課
閉鎖

閉鎖

令和３年８月３１日現在

-2-


