
第 13回 新型コロナウイルス感染症対策本部会議 次第 

日時：令和 4年 1月 20日（木） 

                             午前 9時から 

会場：木田第 1庁舎 401会議室 

 

１ 開会 

 

 

 

２ 市内の感染状況について【資料 1】 

 

 

 

３ まん延防止等重点措置について【資料 2】 

 

 

 

４ 市の対応について 

○飲食店等への支援について 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【資料 3】 

・事業者経営支援金 

○市立学校における対応について 

○市施設の取組及びイベントの開催について【資料 4】 

 

 

 

５ その他 

 ○新型コロナウイルスワクチン接種の前倒しについて【資料 5】 

 ○無料検査の期間延長について【資料 6】 

 

 

 

６ 本部長指示 

 

 

 

７ 閉会 
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１ 新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について（1/3～1/16） 

判明

日 

市内 

No 
年代 性別 職業 

感染

経路 
症状・経過 

1/3 

（月） 
307 20歳代 男性 学生  県外感染者の濃厚接触者 

県外移動歴あり 

308 40歳代 女性 無職  県内感染者の濃厚接触者 

1/6

（木） 

309 20歳代 男性 アルバイト  県外移動歴あり（上越市滞在）   

310 20歳代 男性 派遣社員  県外感染者の濃厚接触者 

311 20歳代 男性 公務員  県内感染者の濃厚接触者 

312 10歳代 男性 生徒  県内感染者の濃厚接触者 

313 20歳代 男性 無職  県内感染者の濃厚接触者 

1/8

（土） 

314 20歳代 男性 会社員  県内感染者の濃厚接触者 

315 80歳代 女性 無職  県外感染者の濃厚接触者 

316 60歳代 女性 自営業  県外感染者の濃厚接触者 

1/9

（日） 

317 10歳代 男性 生徒  県外感染者の濃厚接触者 

318 20歳代 女性 学生  県外感染者の濃厚接触者 

319 10歳未満 男性 － 不明  

320 30歳代 女性 パート従業員 不明  

1/10

（月） 

321 30歳代 男性 会社員  県外移動歴あり 

322 10歳未満 男性 －  県内感染者の濃厚接触者 

323 30歳代 女性 会社役員  県内感染者の濃厚接触者 

324 10歳代 女性 生徒  県外移動歴あり 

1/11

（火） 

325 10歳代 女性 －  県内感染者の濃厚接触者 

326 10歳代 男性 生徒  県内感染者の濃厚接触者 

327 30歳代 女性 福祉施設職員  県内感染者の濃厚接触者 

328 10歳代 男性 －  県内感染者の濃厚接触者 

329 30歳代 男性 会社役員  県内感染者の濃厚接触者 

330 10歳代 女性 － 不明  

1/12

（水） 

331 20歳代 男性 公務員  県外移動歴あり 

332 10歳代 女性 生徒  県内感染者の濃厚接触者 

333 30歳代 女性 会社員  県内感染者の濃厚接触者 

334 40歳代 女性 福祉施設職員 不明  

335 30歳代 男性 会社員  県外移動歴あり（上越市滞在） 

336 40歳代 女性 パート従業員  県内感染者の濃厚接触者 

1/13 

（木） 

337 40歳代 女性 公務員 不明  

338 10歳未満 男性 －  県内感染者の濃厚接触者（上越市滞在） 

339 10歳代 男性 － 不明  

資料 1-1 
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※ 1 月 17 日判明分（1 月 18 日公表分）から、県の報道発表資料が変更になったことに

伴い、感染症患者数のみを掲載 

判明

日 

市内 

No 
年代 性別 職業 

感染

経路 
症状・経過 

1/14 

（金） 

340 40歳代 男性 団体職員  県内感染者の濃厚接触者 

341 60歳代 男性 団体職員 不明  

342 10歳未満 男性 －  県内感染者の濃厚接触者 

343 20歳代 男性 公務員  県内感染者の濃厚接触者 

344 40歳代 男性 自営業  県外感染者の濃厚接触者 

345 10歳代 男性 －  県内感染者の濃厚接触者 

1/15

（土） 

346 20歳代 男性 医療機関職員 不明  

347 10歳代 男性 生徒  県内感染者の接触者 

348 40歳代 男性 公務員  県内感染者の濃厚接触者 

349 20歳代 男性 公務員  県内感染者の濃厚接触者 

350 40歳代 女性 派遣社員  県内感染者の濃厚接触者 

351 70歳代 女性 無職  県内感染者の濃厚接触者 

352 30歳代 男性 無職  県内感染者の濃厚接触者 

1/16

（日） 

353 30歳代 女性 無職  県内感染者の濃厚接触者 

354 50歳代 女性 パート従業員  県外移動歴あり 

355 40歳代 男性 会社員  県内感染者の濃厚接触者 

356 30歳代 男性 公務員  県内感染者の濃厚接触者 

357 10歳未満 女性 － 不明  

1/17 

（月） 

358 
～ 
371 

14人 

1/18 

（火） 

372 
～ 
380 

9人 



上越市

日 月 火 水 木 金 土 週計 前週比

12月26日～1月1日 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

1月2日～1月8日 0 0 2 0 0 5 0 7 0.0%

1月9日～1月15日 3 4 4 6 6 3 6 32 457.1%

1月16日～1月19日 7 5 14 9 35 205.9%

※1月16日～は、数値のある曜日のみで比較

新潟県

日 月 火 水 木 金 土 週計 前週比

12月26日～1月1日 6 7 4 4 22 15 5 63 217.2%

1月2日～1月8日 6 6 3 10 35 70 102 232 368.3%

1月9日～1月15日 85 76 61 129 220 200 284 1,055 454.7%

1月16日～1月19日 266 219 281 440 1,206 343.6%

※1月16日～は、数値のある曜日のみで比較

２　新規感染者数（公表日ベース）の前週比
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【5月ピーク時】

21人

【8月ピーク時】

74人

【直近】

51人

資料 1-2 
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２ 人口 10万人対感染者数と新規感染者における感染経路不明者割合（県内） 

  

上越市 1/10-1/16 
人口 10万対 19.7人 感染経路不明 18.9％（7人） 
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上越市 1/10-1/16  
人口 10万対 19.7人 感染経路不明 18.9％（7人） 



患者数 検査件数 陽性 陰性 （判定不能）

11/29～1/4 242人
134件

（100%）
121件

（90.3%）
0件

（0%）
13件

（9.7%）

1/5～1/7 115人
91件

（100%）
22件

(24.2%)
66件

（72.5%）
3件

（3.3%）

1/8～1/11 325人
56件

（100%）
5件

(8.9%)
48件

（85.7%）
3件

（5.4%）

1/12～1/14 756人
116件

（100％）
0件

（0.0％）
113件

（97.4％）
3件

（2.6％）

計 1,438人
397件

（100％）
148件

（37.3%）
227件
(57.2％)

22件
（5.5%）

１月14日時点のL452R変異スクリーニング検査の実施状況 （ 陰性 = オミクロン疑い）

L452R変異スクリーニング検査の実施状況

※ 国通知を受けて、Ｌ452Ｒ変異スクリーニングを拡大した11月29日から１月14日までの検査実施状況
※ 1/12～1/14の直近状況では、オミクロン株への置き換わりがほぼ完了している 11

1
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第59回新潟県新型コロナウイルス感染症対策本部会議（令和4年1月18日開催）資料
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県内における直近の感染状況・傾向 福祉２

感染者の状況
2022年1月11日～1月14日に判明した県内感染者、計887人を分析

○ 感染のつながりの元となった感染者の行動を分類し、感染のつながりの人数を集計。
○ 人数の多いものは以下のとおり 注）聴き取り調査により判明したもののみ。重複あり。

①県外往来（帰省、県外往来者との接触含む）：１３３人

②飲食・飲み会（成人式後の会食、職場の新年会等）：８０人

③部活動（県外遠征、県内の交流試合等）：６３人

④イベント（初詣、成人式、同窓会等）：４０人

⇒ 以下について強い感染対策が必要

✔県外往来 ✔人が多く集まる場所（飲食店､職場､大規模集客施設）

✔部活動（交流試合等） ✔人が多く集まる機会（イベント）

12
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まん延防止等重点措置の適用に伴う

県民・事業者の皆様への要請等

令和４年１月19日

新 潟 県

1

（案）

101158
テキストボックス
資料2
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まん延防止等重点措置の適用に伴う要請（概要）
期 間 令和４年１月21日（金）～２月13日（日）
措 置 区 域 県内全域（全３０市町村）
目 的 県内の新型コロナウイルスの急速な拡大に対し、まん延防止等重点措置の実施

により、感染者数や感染速度を抑え、今後懸念される医療のひっ迫を避ける。

要請対象 主な要請内容（概要）
県 民 ・混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出や移動は控える

・不要不急の県外との往来は極力控える
事業者 ・社会機能の維持のため必要な業務の継続の仕組みを構築すること

・テレワークやWeb会議の活用、時差出勤の拡大等により出勤者数の削減、接触機会の低減
の取組を推進すること

飲食店

・営業時間５時～２０時（酒類の提供禁止）
ただし、「にいがた安心なお店応援プロジェクト認証店」は、営業時間５時～２１時（酒
類の提供は２０時まで）を選択可能 ※ いずれも協力金の支給あり

・同一グループの同一テーブルでの会食は４人以内
※ ワクチン・検査パッケージ制度の適用、対象者全員検査の実施による人数制限の緩和は行わない

イベント ・感染防止安全計画を策定したイベントについても、人数上限は20,000人
※ ワクチン・検査パッケージ制度の適用、対象者全員検査の実施による収容定員までの緩和は行わない

2



まん延防止等重点措置の適用に伴う要請（概要）

要請対象 主な要請内容（概要）

大規模集客施設
（1,000㎡超）

・人と人との接触機会の低減などを図るため、入場をする者の整理、マスクの着用の周知、
アクリル板等の設置などの感染防止対策を要請

県立学校
・部活動は平日のみ90分程度とすること
・大会への参加は、全国大会、ブロック単位の大会及びその予選会に限る
・大会に参加する場合は、その前後にPCR検査等を実施すること

県立施設 ・入場者の整理などの感染防止対策を徹底した上で運営する
・期間中に開催される大人数が集まるイベントの新規予約は停止する

3



基本的な感染対策の徹底（手洗い、手指消毒、３密回避、マスク着用）
体調に合わせた行動の徹底
体調不良を感じたら･･･ 不要な外出をしない、人の集まるところに

行かない、イベント・飲み会に参加しない
検査の徹底
大人数のイベント・飲み会等の前後に検査を受ける
県をまたぐ移動の前後に検査を受ける

県民の皆様への要請
基本的な感染対策について

新潟県ワクチン・検査パッケージ検査所で受検
ウエルシア薬局・ツルハドラッグ等の民間薬局
で受検

無症状の方（無料）
かかりつけ医または受診・相談センターに電話
新潟県新型コロナ受診・相談センター
電話025-256-8275（毎日24時間対応）

有症状の方（無料）

4



県民の皆様への要請

混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出や移動は控える（法第24条第
９項）

外出について

移動について

飲食について

不要不急の県外との往来は極力控える（法第24条第９項）

同一グループの同一テーブルでの会食は４人以内とする（法第24条第９項）
営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りしない（法第31条
の６第２項）

感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は控える（法第24条第９項）
～にいがた安心なお店応援プロジェクト認証飲食店などの利用を～

形式を工夫する（着座・お酌はNG・定員50％以下・座席を離す・短時間）5



事業者への要請

社会機能の維持のため必要な業務の継続の仕組みを構築すること
テレワークやWeb会議の活用、時差出勤の拡大などにより出勤者数の
削減、接触機会の低減の取組を推進すること
従業員の体調管理を徹底（出勤前の検温等）し、体調の悪い人は出勤
しない・させないこと
従業員の同居家族等に体調不良者がいる場合は、積極的に検査を勧め
ること
職場での集団感染が発生していることを踏まえ、感染リスクが高まる
職場での居場所の切り替わり（休憩室・更衣室・喫煙室・食堂等）に
注意すること

職場への出勤抑制等

6



飲食店への要請
期 間 令和４年１月21日（金）～２月13日（日）

対 象 区 域 県内全域（全３０市町村）

対 象 施 設 食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
（結婚式場、居酒屋、バー、カラオケボックス等を含む）
※宅配・テイクアウトサービスは除く

要 請 内 容 １ 時短要請等
① 営業時間を５時から20時までとし、酒類の提供を行わないこと（利用者
の持込を含む）
ただし、「にいがた安心なお店応援プロジェクト認証店」は、②を選択

することも可能

② 営業時間を５時から21時までとし、酒類の提供は20時までに限ること
（利用者の持込を含む）

【法第31条の６第１項に基づく要請】

２ 人数の制限（上記①と②共通）
同一グループの同一テーブルでの会食は４人以内とすること

※感染が急速に拡大していることから、ワクチン・検査パッケージ制度の適用、対象者全員検査の
実施による人数制限の緩和は行わない

【法第24条第９項に基づく要請】 7



新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（全市町村）
令和４年１月21日（金）0時～令和４年２月13日（日）24時まで※の間、県の要請に全期間、全面的にご協力い

ただいた場合に、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。
※準備期間のために協力開始が１月21日に間に合わない場合でも、１月24日(月)０時までに協力を開始した場合、要件を満たします

◎時短要請区域において、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている施設を運営する事業者
◎令和４年１月20日(木)以前から開業しており、令和４年１月21日(金)0時～令和４年２月13日(日)24時の
期間中、20時までの営業時間短縮や酒類の提供禁止※に全面的に御協力いただくこと。
※にいがた安心なお店応援プロジェクト認証飲食店は、下記②を選択することもできます
※従前より、5時から20時までの時間の範囲内で営業している店舗は協力金の対象外

◎同一グループの同一テーブルでの会食は４人以内（ワクチン・検査パッケージ制度の適用、対象者全員検査の実施
による人数制限の緩和は行わない）

前年度又は前々年度の1日当たりの売上高
～8万3333円以下 8万3333円超~25万円以下 25万円超～

中小
企業
者

A 売上高による方法 2.5万円/日 2.5～7.5万円/日
(1日の売上高の3割) 7.5万円/日

B 売上高減少額による方法 【計算式】１日当たりの協力金額＝前年度又は前々年度からの１日当たり売上高減少額×0.4
【上限額】20万円又は前年度若しくは前々年度の１日当たり売上高×0.3のいずれか低い額大企業(売上高減少額による方法)

※中小企業はA又はBのいずれかの算定方法を選択可
※協力金の支給額は、１施設あたり１日単価×24日間となります

【支給要件・支給額の単価】

前年度又は前々年度の1日当たりの売上高
～７万5000円以下 ７万5000円超~25万円以下 25万円超～

中小
企業
者

A 売上高による方法 3万円/日 ３～10万円/日
(1日の売上高の４割) 10万円/日

B 売上高減少額による方法 【計算式】１日当たりの協力金額＝前年度又は前々年度からの１日当たり売上高減少額×0.4
【上限額】20万円大企業(売上高減少額による方法)

②５時から21時までの時間短縮営業（酒類提供は20時までに限る）※認証飲食店のみ選択可

①５時から20時までの時間短縮営業（酒類提供禁止）
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［お願い］
ホームページから、「にいがた安心なお店応援プロジェクト
(新型コロナウイルス感染防止対策認証制度)認証申請中」の
貼紙をダウンロードし、申請日を記入の上、店頭に掲示してください。

認証申請中
申請日：令和４年 月 日

令和 年 月 日
店舗代表者署名：

□ 当店は、認証基準に沿って自己点検を行い、認証に
向け申請中です。

□ 当店は、安心して会食・飲食の場を提供するため、利用
されるお客様へ飲食時以外のマスク着用をお願いするなど、
感染防止対策に向けた呼びかけをしてまいります。

通常営業

１/21認証申請日
20時まで（酒類提供禁止）又は21時まで（酒類提供20時まで）の時短営業

2/13

通常営業 20時まで（酒類提供禁止）の時短営業
１/21 認証申請日

20時まで（酒類提供禁止）の時短営業
2/13

【認証店（申請中を含む）】

【これから認証申請される方】

○認証申請については、こちらから
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/shingata-corona/ninshou.html
【お問い合わせ先】
にいがた安心なお店応援プロジェクト 事務局
電話番号：025-288-6681※土日祝日・年末年始を除く、平日午前10時～午後5時

＜貼紙イメージ＞

＜支給対象者＞

＜認証店の考え方＞

協力金の支給対象について

21時まで（酒類提供20時まで）の時短営業

9

通常の営業時間 認証店以外 認証店（申請中含む）
20時を超えて21時までの営業

20時までの
時短営業

（酒類提供禁止）

20時までの時短営業（酒類提供禁止）

21時を超えた営業
いずれかを選択
①20時までの時短営業（酒類提供禁止）
②21時までの時短営業（酒類提供20時まで）



イベント開催についての要請
1月23日以降のイベントについての適用

➢1月22日までを周知期間とする。
➢1月22日までにチケットが販売されたイベントについては、1月22日までに販売
されたチケットに限り要件を適用せず、チケットをキャンセル不要と扱うこと。
➢1月23日以降、開催要件を満たさないイベントのチケットの新規販売は行わない
こと。
➢感染が急速に拡大していることから、ワクチン・検査パッケージ制度の適用、
対象者全員検査の実施による収容定員までの緩和は行わない

収容率と人数上限でどちらか小さいほうを限度（両方の条件を満たす必要）（法第24条第９項）
安全計画策定

（5,000人超のイベント）
その他

（安全計画を策定しないイベント）
人数上限
(A) 20,000人 5,000人

収容率
(B)

100％
※「大声なし」の担保が前提

大声なし：100％
大声あり：50％

「大声」は「観客等が①通常よりも大きな声量で②反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨するまたは必要な対策を
施さない催物を「大声あり」に該当するものとする。

10



大規模集客施設（1,000㎡超）への要請
要請の期間 令和４年１月21日(金)～２月13日(日)

施設の種類 施設の例 要請内容
劇場等 劇場、観覧場、演芸場、映画館 等 法第31条の６第１項に基づき、特措法

施行令第11条第1項に規定する施設に対
して以下の感染防止対策を要請する。

・ 入場をする者の整理等
・ 入場をする者に対するマスクの着用
の周知

・ 感染防止措置を実施しない者の入場
の禁止

・ 会話等の飛沫による感染の防止に効
果のある措置（飛沫を遮ることができ
る板等の設置又は利用者の適切な距離
の確保等）

集会・展示施設 集会場又は公会堂、展示場、葬儀場 等

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限
る。）

運動施設等 体育館、水泳場、陸上競技場、遊園地、ゴルフ
練習場、スポーツジム 等

博物館等 博物館、美術館、図書館 等

商業施設 大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター
等

遊技施設 麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター 等

遊興施設 ネットカフェ、マンガ喫茶 等

サービス業 スーパー銭湯、ネイルサロン、リラクゼーショ
ン、理美容店 等

11



県立学校への要請
〇衛生管理マニュアル等に基づき、改めて感染防止対策を徹底すること。
〇臨時休業等の場合は、オンライン等を活用し、学びの保障を行うこと。
〇児童生徒の家庭において健康観察を徹底し、本人または同居家族等に風邪症状
等が見られる際は、登校を控えるよう周知すること。

〇宿泊を要する学校行事の実施について
・宿泊を要する学校行事は、活動内容や感染状況等を踏まえ、延期や日帰りへの
変更などを含め、実施の可否を慎重に判断すること。

〇部活動の実施について
・活動は通常の活動場所でのみ行うこと。
・活動は平日のみ90分程度とすること。
・発熱等や倦怠感、喉の違和感など、普段と体調が少しでも異なる場合や、同
居の家族に同様の症状が見られる場合は参加しないこと。

・大会への参加は、高体連、高野連、高文連及び競技団体、文化団体が主催する
全国及びブロック大会、コンクール、発表会及びその予選会に限る。

・他校、大学生及び社会人との交流は、上記大会等への参加以外は行わないこと。
・県外での活動は、上記大会等への参加以外は行わないこと。
・上記大会等に参加する場合は、その前後にＰＣＲ検査等の検査を実施すること。

（法第24条第９項） 12



県立施設の取組
期 間 令和４年１月21日（金）～２月13日（日）

概 要 博物館、美術館等の県立施設については、人と人との接触
機会を低減するため、入場者の整理などの感染防止対策を
徹底した上で運営する。

期間中に開催される大人数が集まるイベントの新規予約
は停止する。
なお、既に予約済みのイベントについては、ワクチン接

種証明や検査陰性証明の活用など感染防止対策を徹底した
上で、最小限の規模で開催。
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国による「まん延防止等重点措置」の適用を受け、県から飲食店等に対して営業時間短
縮及び酒類提供の禁止などの要請を行いました。
要請の概要は、下記のとおりです。
また、営業時間短縮にご協力いただいた事業者を対象に協力金を支給します。
具体的な、協力金の申請手続きについては、市のホームページ等で改めてお知ら

せいたします。

飲食店等の皆様へ
「まん延防止等重点措置」に伴う要請にご協力ください

要請の概要

対象区域 新潟県全域

要請期間 令和４年１月21日（金）０時から令和４年2月13日（日）24時まで（全24日間）
※準備等、やむを得ない事情がある場合は、1月24日（月）0時までに協力を開始

対象店舗 食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
（結婚式場、居酒屋、バー、カラオケボックス等を含む）
※対象外店舗：宅配・テイクアウト専門店、コンビニ等のイートインスペース、飲食スペース

のないキッチンカー、宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設
要請内容

１ 営業時間の短縮及び酒類提供の制限
①営業時間を５時から20時までとし、酒類の提供を行わないこと（利用者の持込を含む）
ただし、「にいがた安心なお店応援プロジェクト認証店」は、②を選択することも可能

②営業時間を５時から21時までとし、酒類の提供は20時までに限ること（利用者の持込を
含む）

※「にいがた安心なお店応援プロジェクト認証店」以外の店舗は、酒類の提供が終日禁止されます。
【法第31条の６第１項に基づく要請】

２ 人数の制限（上記①と②共通）
同一グループの同一テーブルでの会食は４人以内とすること
※感染が急速に拡大していることから、ワクチン・検査パッケージ制度の適用、対象者全員検査の実施による人数
制限の緩和は行わない

【法第24条第９項に基づく要請】

対象店舗を見回り、協力状況を確認します。
新型インフルエンザ等対策特別措置法第31の６第１項に基づく要請であり、応じていただ
けなかった場合は、命令、罰則（過料）といった手続きを講ずる場合があります。

協力金の不正受給は犯罪です！
虚偽申請・不正受給は犯罪です。虚偽の申請は重大な犯罪になる可能性がありますので 、
適正な申請をお願いします。前回は、同業者や出入り業者、飲食店利用者、市民から要請
に応じず営業している施設や営業実態の無い施設の情報が届きました。

資料3



支給金額の算定
① 5時から20時までの時間短縮営業（酒類提供禁止）

お問い合わせ先

② 5時から21時までの時間短縮営業（酒類提供は20時までに限る） ※認証飲食店のみ選択可

【要請について】 新潟県防災局危機対策課 ０２５－２８２－１６３６
【協力金について】 上越市時短要請協力金コールセンター（１月２１日（金）９時開設）

電話番号： ０２５ー５２２ー６２３３ 受付時間： ９時～１７時（土日・祝日を除く）

（参考） 認証店とそれ以外の店舗の時短要請期間内の営業時間と酒類提供

○要請対象となる施設を営む法人又は個人事業主で、令和４年１月20日以前から
営業し、申請時点において営業を継続していること

○要請期間の全ての日において、経営する全ての対象施設が上記要請に全面的に
協力すること
※準備等、やむを得ない事情がある場合は、１月24日（月)０時までに協力を開始
（その際は、準備期間の日数は支給対象日数から除かれます）
※従前より、５時から20時までの時間の範囲内で営業している店舗は支給対象外

○業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を実施していること
○営業時間短縮又は休業について、店頭ポスター、チラシ、ＨＰなどで周知すること。
※申請に際しての必要書類
・「屋号・店名や飲食スペース、感染防止対策の実施が分かる店舗の外観・内観
の写真」

・「営業時間短縮又は休業に関して告知するＨＰ、ＳＮＳ、店頭ポスターの写真、チ
ラシ、ＤＭなど」

協力金の支給要件



市施設の取組及びイベントの開催について 

No 県からの重点措置の内容 市の対応 関係課 

⑴ 博物館、美術館等の県立施設

は、感染防止対策を徹底した

上で運営する。 

○公の施設については、感染防止対策※1を徹

底した上で運営することとし、臨時休館の

措置を講じない。 

 

行政改革推進課 

（施設所管課） 

⑵ 期間中に開催される大人数が

集まるイベントについて、新

規予約は停止する。 

※ 既に予約済みのイベン

トについては、感染防止

対策を徹底した上で開催 

 

○期間中に開催される大人数が集まるイベ

ントについて、新規予約は停止する。 

○既に予約済みのイベントについては、感染

防止対策※1を徹底した上で開催する。 

総務管理課 

（施設所管課） 

（事業担当課） 

※1 手指消毒、密の回避、飲食の制限、参加者の把握などに加え、業種別ガイドラインを遵守 
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新型コロナウイルスワクチンの追加接種（３回目）について 

 

１ 追加接種の前倒しの実施について 

  1月 19日に国から 4月分までのワクチンの供給量が示され、これにより当市の追加接種対

象者全員分のワクチンが確保できる見込みとなったため、接種日程を前倒しして実施する。 

 

 〇前倒し対象者：2回目の接種から７か月を経過した方 

 

  

 

 

 

 〇集団接種の日程を前倒しで実施する 

 ・2月 26日（土）に開始し、全体的に日程を前倒しして実施  

 ・終了時期の変更：R4年 6月 → 5月  

           

２ 接種日程の前倒しに伴う接種券発送の日程変更について 

   ＜変更前＞ 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

＜変更後＞ 

 

健康子育て部健康づくり推進課 

新型コロナウイルスワクチン接種事務室 

2回目接種完了時期 個別通知発送時期 接種時期（予定） 

R3年 6月 1日～30日 R4年 1月 14日 R4年 2月～ 

R3年 7月 1日～31日 R4年 2月上旬 R4年 3月～ 

R3年 8月 1日～31日 R4年 2月末 R4年 4月～ 

R3年 9月 1日～30日 R4年 3月末 R4年 5月～ 

R3年 10月 1日～31日 R4年 4月末 R4年 6月～ 

2回目接種完了時期 個別通知発送時期 接種時期（予定） 

R3年 6月 1日～30日 R4年 1月 14日 R4年 2月～ 

R3年 7月 1日～31日 R4年 2月上旬 R4年 2・3月～ 

R3年 8月 1日～31日 R4年 2月下旬 R4年 3月～ 

R3年 9月 1日～30日 
R4年 3月上旬 

R4年 4月～ 

R3年 10月 1日～31日 R4年 5月～ 

＜変更前＞ 

65 歳以上の高齢者、医療従事者

施設入所者等 

＜変更後＞ 

18歳以上の市民 
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感染不安を感じる県民への無料検査の期間延長について

１月１９日、本県に「まん延防止等重点措置」の適用が決定されたことを
受け、感染不安を感じる県民を対象とした無料検査の実施期間を延長します。

（１）内容
感染不安を感じている県民が検査を受けられるよう、無料検査の対
象を拡大する（新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項）

（２）区域
新潟県全域

（３）期間
令和３年12月29日（水）から令和４年２月13日（日）まで

（４）対象者
ワクチン接種の有無に関わらず、新型コロナウイルス感染症の症状
がなく、感染リスク等が高い環境にあるなどの理由により、感染に
不安を感じる者

（５）検査場所
新潟県ワクチン・検査パッケージ等検査所

令和４年１月１９日

101158
テキストボックス
第60回新潟県新型コロナウイルス感染症対策本部会議（令和4年1月19日開催）資料

101158
テキストボックス
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新潟県報道資料 
 

 
令和４年１月 13 日 

医 療 調 整 本 部 

ワクチン・検査パッケージ等のためのＰＣＲ検査所を追加開設します 

 
 感染拡大を防止しながら、日常生活や経済社会活動の継続を可能とすることを目的
として、健康理由等によりワクチンを接種できない方、12 歳未満の方、感染不安を感
じる無症状の県民の方を対象に、無料検査を実施しているところですが、以下のとお
り検査場所を追加することとしたのでお知らせします。 
 

記 
１ 検査場所の追加 
(1) 新潟県設置のＰＣＲ検査所 

(2) その他検査場所（店舗詳細は別紙のとおり） 

上越会場 

開設日 令和４年１月16日（日） 
設置場所 新潟県上越市藤野新田 175-１ 上越観光物産センター２F 

受付時間 
９時 30 分～17時 30 分 
（定休日：月曜日 ※月曜日が祝日の場合は翌日） 

予約ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 
https://covid-kensa.com/joetsu.html 
（本日より予約が可能） 

三条会場 

開設日 令和４年１月17日（月） 

設置場所 
三条市須頃１-17 メッセピア 
三条市須頃１-20 リサーチコア 
※日によって会場が異なります。 

受付時間 ９時～11時 30 分、12時 30 分～16 時 00 分 

予約ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 
https://sanjo-vtp.com/ 
（令和 4年 1月 14 日（金）12:00 から予約開始） 

   イオン薬局 ３店舗 
   クスリのアオキ 41 店舗 

    調剤薬局 １店舗 カワセミ薬局（糸魚川市）※ドライブスルー方式のみ 

 
２ これまでの検査場所 
(1) 新潟県設置のＰＣＲ検査所 

  (2) その他検査場所 

新潟会場 
設置場所 新潟市中央区花園１-１-14 にいがたPCR検査センター 
受付時間 ９時～11時 30 分、12時 30 分～16 時 

長岡会場 
設置場所 

長岡市台町２－８－35  
ホテルニューオータニ長岡 ショッピングアーケード パティオ内１階 

受付時間 ９時～11時 30 分、12時 30 分～16 時 

    ウエルシア薬局 59 店舗 
    調剤薬局ツルハドラッグ５店舗 
    その他各調剤薬局 14 店舗 
 
３ その他 
(1) 今後も検査場所を順次募集し、検査体制の強化を図ってまいります。 

  (2) 検査場所の詳細については、県ホームページをご覧ください。 
    https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kanyaku/pcrpackage.html 

本件についてのお問い合わせ先 

新潟県医療調整本部 星名 

 (直通)025-256-8474(県庁内線 5838) 


