
令和４年12月12日15時現在

※記載は申請順

番号 法人名・団体名 感染対策への具体的な取り組み

1 On the Road
基本的な対策を怠らず、社会経済活動をできるだけ維持します。 

2 第一精密工業協同組合 ・感染対策の基本の遵守する。

3 公益財団法人長野県消防協会

事業運営に際して基本的な感染防止対策を徹底しながら社会経済活動をできるだけ維持するよう努めます 

 

4 中川村商工会 社会経済活動をできるだけ維持します

5 アイランドドライブ代行 車内という、密閉空間の為、暖房・エアコン使用時は、外気導入での、換気を考慮します。

6 株式会社松本ホテル花月

社会経済活動をできるだけ維持しながら、基本的な対策を怠りません。 

誹謗中傷や差別的言動は、絶対に許しません。 

従業員の感染リスクを軽減し、安心安全な職場づくりに努めます。

7 パナソニックホームズ信州株式会社 基本的な対策を怠りません

8 朝日オーム株式会社 時差勤務やテレワークを活用し、事務所に在席する人員を減らします

9 長野システム開発株式会社
パソコン教室の利用者様をはじめ、すべてのお客様と接する場面での基本的な感染対策を徹底し、安心して弊社のサービス

を受けられる環境を作ります。

10 株式会社　朝日

新型コロナワクチンの接種に協力します 

基本的な対策を怠りません 

 社会経済活動を維持します  

誹謗中傷や差別的言動は、絶対に許しません

11 野村ユニソン株式会社

基本的な感染予防を徹底、社内対応マニュアルを遵守した慎重な行動を心掛けます。 

・定期的な換気と共有部の消毒を実施します 

・マスク無しの会話は行なわず、マスク着用時でも密を避け一定の距離を保ちます

12 第一交通株式会社 公共交通機関として、地域住民の足として社会経済活動をできるだけ維持します。

13 田澤時計店 基本的な対策を怠らず、冬季は換気がしにくくなることを認識し、効果的に換気を行います。
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14 瑞穂木材　株式会社

マスクの着用 

消毒の徹底 

15 株式会社アルスター
基本的な感染対策を徹底し、社員と家族、そして地域を守る行動を続けます。 

16 あがたグローバル税理士法人 基本的な対策を怠りません

17 （有）富士屋醸造

1　高齢者をはじめ重症化リスクが高い方を守ります 

 

18 (株)春月 従業員の新型コロナワクチン接種希望には公休などを導入し協力します

19 飯田信用金庫 お客さまと地域の希望や喜び、不安や悩みに共感し、コロナ禍支援に取り組みます。

20 民宿みや

高齢者をはじめ重症化リスクが高い方を守ります 

新型コロナワクチンの接種に協力します 

社会経済活動をできるだけ維持します 

基本的な対策を怠りません 

誹謗中傷や差別的言動は、絶対に許しません

21 有限会社スポーツクリニック 24時間換気。消毒の徹底！

22 豊科化工株式会社 社会経済活動を維持する為　まずは出来る事　※基本対策の徹底を再確認・徹底実行します

23 コニファープラン株式会社 3　社会経済活動をできるだけ維持します

24 株式会社　ウチダ総業

弊社では、食事の前の手洗い・うがい等をして人との会話する際のマスク着用・常にアルコール消毒を徹底し、社会経済活

動を出来るだけ維持致します。 

25 株式会社ミヤガワ 基本的な感染対策を行い、安心安全なサービスを提供しています

26 カフェ&レスト潮騒 アルコール消毒を徹底する。

27 株式会社　ちさと東 基本的な対策を継続し、社会経済活動を維持し、新型コロナワクチンの接種を積極的に協力します。

28 有限会社ワイズ・ホーク
「感染しない、感染させない」ことを強く意識し、室内・バス車内の十分な換気、マスク着 用、手指消毒・バス車内消毒の

対策を徹底します。

29 長野テクトロン株式会社 社会経済活動をできるだけ維持します



30 株式会社オフィス・トモキ

「基本的な対策を怠りません」 

入室の際における、手指消毒および検温の実施。入室者のマスク着用。オンラインミーティングの推奨。 

31 株式会社カナエ 基本的な対策である　換気・手洗い・消毒・うがい・会話時のマスク着用などを改めてしっかり行います。

32 認定NPO法人信州まつもと山岳ガイド協会やまたみ 手指の消毒やソーシャルディスタンスの確保など基本的な対策の徹底

33 クラスター
社会経済活動をできるだけ維持し、基本的な対策を怠りません 

34 株式会社　全日警サービス長野
毎朝の体温記録や体調不良時の連絡体制を確立し、検査キットでの簡易検査を実施するとともに、会社で費用負担したイン

フルエンザの予防接種やマスク等の配布・手指消毒の徹底など基本的な対策を徹底しています。

35 信州高山食品株式会社　そば処　高山亭　高井本店 安心・安全なお店でお食事をお楽しみください。

36 桜田電気工業株式会社 手洗い・マスクを徹底し、室内換気を定期的に行い、社内感染を防止する。

37 キッセイ商事株式会社
【基本的な対策を怠りません】 

手洗い、手指消毒、マスク着用などの基本的な感染防止策を厳守するとともに、職場での換気を徹底します。

38 抗酸化陶板浴八ヶ岳山荘
常に基本的な感染予防対策を怠らず、高齢者をはじめ重症化リスクが高い方を守り、社会経済活動をできるだけ維持し、誹

謗中傷や差別的言動は、絶対に行いません。

39 Pain de Tonalite 基本的な対策を怠りません

40 長野県農業信用基金協会 冬季における低温・乾燥に注意し、効果的な除菌、換気、加湿を行い感染防止に努めます。

41 志賀の湯ホテル 4　基本的な対策を怠りません

42 腸詰屋蓼科店 アルコールや次亜塩素酸での殺菌の徹底

43 有限会社ハルタ 基本的な対策を怠りません

44 一般社団法人　信州活性プロジェクトTeam長野
基本的感染対策の徹底 

ワクチン接種の推奨

45 一般社団法人塩尻市観光協会
社会経済活動をできるだけ維持します 

・節度を守り感染防止の工夫をしながら社会経済活動の維持に努めます

46 あずさ観光
基本的な対策を怠りません 

47 株式会社しげた 事務所入室時手洗い、消毒の徹底

48 有限会社大西製粉 基本的な対策を怠りません。

49 株式会社　すわファーム
 

誹謗中傷や差別的言動は、絶対に許しません



50 エコーランドペンションクラブ 蔓延防止のためにできる限りの対策を講じて、お客様の安全サービスを実施する。

51 ペンションカルアミルク

高齢者をはじめ重症化リスクが高い方を守ります 

新型コロナワクチンの接種に協力します 

社会経済活動をできるだけ維持します 

基本的な対策を怠りません 

誹謗中傷や差別的言動は、絶対に許しません

52 株式会社　岡谷組 一人ひとりが基本的な感染防止対策の徹底を心がけ、常に「感染しない・うつさない・広げない」を意識していきます。

53 滝澤整骨院
新型コロナワクチンの接種に協力します 

54 大北農業協同組合
高齢者をはじめ重症化リスクが高い方を守ります  

55 有限会社 エムエスエンタープライズ
ご来店の皆様には、マスクを着用頂き、手指の消毒を徹底して頂いています。　また、密にならない様に、一家族様限定の

完全予約制としております。

56 東京海上日動火災保険株式会社
手洗い・うがいといった基本的な感染予防対策を徹底するとともに、社員やご家族の健康を第一にテレワークなども活用

し、柔軟な働き方を推進します。

57 株式会社シオラボ 社会経済活動をできるだけ維持します

58 株式会社みどりや
高齢者をはじめ重症化リスクが高い方を守り誹謗中傷や差別的言動は、絶対に許しません 

基本的な対策を怠らず、社会経済活動をできるだけ維持します

59 株式会社阪急交通社　長野支店
当社は快適な旅行をお楽しみ頂けるように検温やバス車内の換気・消毒・マスク着用など、感染防止対策を講じたうえでツ

アーを実施してまいります。

60 医療法人　小林歯科医院 感染対策を充分に行い高齢者をはじめ重症化リスクが高い方だけで無く患者さん全てを守ります。

61 カイロプラクティック伊東 基本的な対策を怠りません

62 株式会社長野三洋化成

取引先との飲食を伴う会合、接待の禁止。やむを得ない場合は社長許可が条件。 

暖房しながら一時間に一回、5分間の換気タイムを設定。 

会社内はマスク着用 

63 （有）紅葉館 基本的な感染対策を継続し、新型コロナウィルス感染を抑えて経済を回して行きたい

64 株式会社ホテルみふきや コロナウイルス感染対策を引き続き行うとともに、社会経済活動をできる限り維持してまいります。

65 株式会社中善酒造店 基本的な感染対策の実施

66 株式会社華裳 社会経済活動をできるだけ維持します



67 御宿　野沢屋 社会経済活動をできるだけ維持します

68 貸別荘ホワイトラビ斑尾高原 手洗い　うがい　検温　アルコール消毒をこまめに励行！！

69 ほり鍼灸院

1.施術にあたっては、マスク着用、検温、手洗い・消毒、換気、手指グローブ着用により行ってまいります。 

2.施術される方におかれては、マスク着用、手指消毒、検温をお願いします。 

 

70 北信五岳シードルリー株式会社 社会経済活動をできるだけ維持します

71 グランパスコンサルティング株式会社 社内でうがい・手洗い・アルコール消毒を推奨し、会話する場合はマスク着用を推奨して、コロナの流行を抑えます。

72 認定NPO法人長野サマライズ・センター
オンラインによる情報支援活動の認知と実施を広げ、また、それに従事する人材を増やし、社会経済活動と福祉的支援活動

を維持します。

73 窓月まつしまや 基本的な対策を怠りません

74 たつのパークホテル スタッフの体調管理の徹底（出社前の検温、出社時に体調チェックシートの記入、体調不良の場合は自宅待機など）

75 ロッヂまつや

基本的な対策を怠りません 

 

76 Couch Potato Hostel 引き続き、基本的な感染予防対策を行ってまいります。

77 株式会社　スカイブルー  スカイブルー八方尾根パラグライダースクール　アウトドアースポーツですので非接触ですが、使用道具の消毒を徹底します

78 重野エルピーガス株式会社 次亜塩素酸水の空間除菌を中心に感染対策を実施し積極的に経済活動を推し進めます。

79 株式会社クリスチャニア 新型コロナワクチンの接種に協力します。

80 株式会社オギノ 手洗い・消毒等の感染予防を徹底します。

81 信州わんにゃん食工房 日々の感染対策を怠らず、社会経済活動の維持に努めます。

82 株式会社ぬのはん 予防接種に協力しながら、社会契約を回して行く。

83 学校法人双葉学園　須坂双葉幼稚園 新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を講じつつ、子どもたちの多様な体験の場を担保していく

84 東海大学付属諏訪高等学校 基本的な対策を怠りません。

85 朝日観光自動車株式会社 基本的な対策を怠らず、社会経済活動をできるだけ維持します 。

86 ロッジ花紋
新型コロナウイルス感染症対策の再徹底、従業員はもとよりお客様におかれましても来店来館の際は、必ず　手指消毒・マ

スクの着用・大声での会話を控えて　等を徹底してまいります。

87 ジェニーコーポレーション株式会社 感染防止の為にマスク着用の徹底

88 有限会社　山のたこ平 常にマスク着用、消毒、換気等を徹底いたします。

89 泊まれる天空のライブハウス「ピラタス ２」 基本的な対策を怠らず、社会経済活動をできるだけ維持します。



90 株式会社旅プランナー 基本的な対策を怠らず、社会経済活動を出来るだけ維持します。

91 林エンジニアリング株式会社

基本的な対策を怠りません 

 

92 （一財）長野県児童福祉施設連盟 引き続き、基本的感染予防の徹底

93 (株)卯野薬房 冬季は換気がしにくくなることを認識し、効果的に換気を行います。

94 株式会社エムトラベル バス車内の外気による換気をし、対応策を徹底していきます。

95 一茶記念館

・基本的な対策を怠りません 

 博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン及び国、県等の基準を遵守し感染対策を徹底します。 

96 更埴観光タクシー株式会社 全車両、高性能空気清浄機を設置し、安心・安全な地域公共交通事業者として社会経済活動を維持します。

97 塩尻市北部交流センター（えんてらす）

○高齢者をはじめ重症化リスクが高い方*を守ります 

○社会経済活動をできるだけ維持します　　　 

○基本的な対策を怠りません　　 

○誹謗中傷や差別的言動は、絶対に許しません 

98 株式会社　高橋組 基本的な対策の適切な換気、会話時のマスクの着用、手指消毒等感染防止の工夫をしながら社会経済活動の維持に努める。

99 FumSpace株式会社 寄って停まつかわ 私共は、マスク着用や手の消毒を始めとした基本的な対策を怠ることなく継続し、可能な限り経済活動を維持いたします。

100 株式会社長門牧場 新型コロナウイルスの感染予防対策を徹底し、安心・安全な店舗経営を継続します。

101 有限会社　かぶらや

室内の換気は24時間作動中。寒い時期ではございますが、 

外部より自然な空気や風を取り入れる為に窓を少し開けての営業中です。 

基本的な感染対策にご理解ご協力をお願い 申し上げます。

102 ペンションすもーくちーふ 徹底したコロナ対策でお迎えします。スタッフ一同、無症状保菌者にはなりません。

103 ホテル山楽 基本的な感染対策を怠りません。

104 ナビオ株式会社 基本的な対策を継続しつつ、工夫をしながら社会経済活動の維持に努めます。

105 ツーリストツアープロデュース 基本的な対策を怠らず、十分な換気、マスク着用、手指消毒等の対策を徹底します。

106 絵本サロン　ピース
室内の定期的な消毒と換気をいたします。 

また、スタッフはマスクとフェイスシールドを着用しております。



107 小諸ユースホステル 基本的な対策を怠りません

108 ペンション＆レストランHIROSTRADA 移さない・移らないHIROSTRADAコロナ対策の徹底

109 (有)松山油店 ウイルス感染が当初、騒がれだしたころのマスク着用等の基本的な感染防止対策を行う。

110 有限会社　信州観光バス

1　新型コロナワクチンの接種に協力します 

 

2　社会経済活動をできるだけ維持します 

 

3　基本的な対策を怠りません 

 

4　誹謗中傷や差別的言動は、絶対に許しません

111 株式会社おぶせ温泉 換気の徹底

112 グリーンプラザホテル スタッフは全員、体調管理を万全にし、宿泊業における感染症対策は徹底して、お客様をお迎え致します。

113 公立大学法人公立諏訪東京理科大学
教室や研究室、事務室といった複数の人が集まる場所について効果的な換気を行い、これを含む基本的な感染対策を徹底し

たうえで、教育研究活動を推進します。

114 特定非営利活動法人ラーニングスキルマイスター協会 基本的な対策を怠りません。

115 株式会社TERRAWALK
・ホテル入館の際の検温、手指消毒の徹底し、客室清掃の際に触れやすい箇所の消毒を継続します。また、すべての客室に

除菌ウェットティッシュを配置します。

116 (有)ロッヂかのえ

基本的な対策を怠りません。 

対人距離の確保　　手指の消毒設備の設置　　マスクの着用 

施設の換気　　施設の消毒　　ワクチンの接種

117 有限会社　八方館
基本的な対策を怠りません。チェックイン時の検温を実施、館内でアルコール消毒液を設置しお客様がよりご利用頂きやす

い安全・安心な環境整備に努めます。定期消毒を強化するなど従業員にも対策の徹底を促す。

118 株式会社ファインビュー室山 基本的な感染対策を怠らず、お客様に安心してご利用いただける環境を整えてまいります。

119 株式会社アグリンフレッシュ 基本的な対策を怠りません

120 社会福祉法人円福会 早期発見により、クラスター発生を予防し、社会的弱者を守ります。

121 株式会社野沢温泉 基本的な対策を徹底し、お客様、従業員を守ります。

122 洗馬農業協同組合 基本的な対策を怠りません

123 株式会社ウェルサイクル 基本的な感染対策を徹底します。

124 (有)リゾートイン黒岩荘 基本的な感染症対策は怠らず、社会経済活動をできるだけ維持します。

125 泰阜村商工会 社会経済活動を維持するための事業の実施。



126 山ノ内町観光連盟
・1時間に1回、事務所内の換気をします。 

・連盟会員の皆さんに、長野県の感染対策などの情報を共有します。

127 一般財団法人松本市勤労者共済会
「感染しない、感染させない」ことを強く意識し、換気、手指消毒等の対策を徹底しながら社会経済活動維持に努めます。 

その結果として、医療への負担軽減に協力します。

128 長野鍛工株式会社 新型コロナウィルス感染症対策マニュアルを全社員に周知し、予防接種の推奨と基本的な対策の徹底を行います。

129 金本建設株式会社 十分な換気や会話時のマスクの着用等の基本的対策を徹底します。

130 株式会社　北原組
・社員から陽性者が出た場合、速やかに休暇を与え他の従業員への感染を極力避けます。また、出勤後の喉の痛み、発熱等

を訴えた従業員がある場合は備え付けの抗原検査キットで感染を確認し対応します。

131 長野県石油商業組合 節度を守り感染防止の工夫をしながら社会経済活動の維持に努めます

132 公益財団法人上伊那産業振興会
新型コロナ感染対策を実施したうえで、社会経済活動をできるだけ維持します。 

133 信州農協施設株式会社 会社内室内換気の実施、朝夕の定期消毒実施など基本的事項の徹底の取組みます。

134 三協電気工業株式会社 検査キットを十分に用意し、疑わしい場合は即帰宅（在宅ワーク）します。

135 東陽興業株式会社
新型コロナワクチンの接種に協力します。 

特別有給休暇の付与を実施しワクチン接種を推進します。

136 自治労長野県本部 ・新型コロナウイルス感染症によるすべての差別に反対し、私たちは差別を行いません。

137 長野県クリーニング生活衛生同業組合 基本的な対策を徹底し、社会活動を維持できるよう取り組みます。

138 天恵製菓株式会社 製造業なので社会経済活動をできるだけ維持します。

139 株式会社オアーゾ
「社会経済活動をできるだけ維持します」 

接客時の基本的な対策は十分に行った上で、経済活動を遂行し、顧客サービスとスタッフの雇用を守ります。

140 株式会社 八光建設 基本的な対策を徹底しつつ、社会経済活動の維持につとめる

141 株式会社アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン
ワクチン接種を就業時間中に受ける場合は「勤務」として扱い、接種後に就業困難な程度の副反応が出た場合には特別有給

休暇を付与することでワクチン接種を後押しします。

142 （公社）長野県宅地建物取引業協会 社会経済活動をできるだけ維持します

143 日本電設サービス株式会社 弊社では各事務所にマスクとアルコール消毒液を入口に配置をし、マスクの着用と消毒をするよう周知しております。

144 公益社団法人　長野県私学教育協会 共同宣言の内容を職場内に掲示し、周知しました。

145 一般社団法人　佐久薬剤師会 社会経済活動をできるだけ維持します

146 株式会社五竜
基本的な感染予防策の実施：館内でのマスク着用、定期的な消毒の実施。冬シーズンに向けて新規で採用したアルバイト達

には抗原検査の実施後、現地に着任してもらう対策を行います。



147 一般社団法人長野県介護支援専門員協会
「感染しない、感染させない」ことを強く意識し、十分な換気、会話の際のマスク着用、手指消毒等の対策を徹底し、事業

を実施して参ります

148 株式会社みすずコーポレーション ・基本的な感染予防対策を怠らず、社会経済活動を維持します。

149 長野県民共済生活協同組合
　感染防止策の基本を自ら徹底して自分も感染せず、家族にも地域の人達にも職場の仲間にもお客様にも感染させることな

くして社会活動をできるだけ維持します。

150 長野県索道事業者協議会 基本的な感染対策を実施し活動致します

151 （一社）長野県測量設計業協会 感染対策への徹底と併せて社会経済活動をできる限り維持します。

152 公益財団法人長野県スキー連盟 基本的な感染対策を実施し活動致します

153 信越空調株式会社 社内換気、可能な限りでのこまめな消毒、不要な外出･飲食の削減等

154 株式会社カーメルウォンツ レジかごや、レジ回りの除菌を行います

155 社会福祉法人ハーモニー
　感染リスクのある行動に対しては、「感染症リスクに関する申請書」を提出してもらい、リスクが高い場合は自宅待機を

指示し、必要に応じて検査キットによる陰性結果を確認後に出勤を許可します。

156 北信州森林組合 基本的な対策を怠りません。

157 草軽交通株式会社 体調変化の早期発見のため、出社の際に検温を実施し記録します

158 ホテルメトロポリタン長野 新型コロナワクチンの接種に協力します

159 スナックきっぽ
思いやりと支えあいの心を持ち、社会経済活動を行います 

160 一般社団法人長野県火薬類保安協会 感染しない、感染させないために、十分な換気、会話の際のマスクの着用、手指の消毒等の対策を徹底します。

161 知識工学株式会社 社内クラスターを出さないように感染対策を徹底する。

162 長野県中小企業団体中央会 基本的な対策を行いながら社会経済活動をできるだけ維持します。

163 横谷温泉旅館

1.対人距離の確保　　2.手指の消毒設備の設置　　3.マスクの着用 

4.施設の換気　　5.施設の消毒等の励行 

早朝味噌汁サービス、マッサージ、カラオケ、スナックはお休みさせて頂いております。

164 檪　Kunugi 基本的な対策を怠りません

165 エコトピア飯田株式会社 今まで実践して来た感染予防をさらに見直し徹底していく。

166 長野県商店街振興組合連合会 社会経済活動を維持しつつ基本的な対策は怠りません。

167 日野製薬株式会社
基本的な感染対策を徹底し、自らのみならず、高齢者をはじめ重症化リスクが高い方々を守ります。 

168 公益財団法人信州医学振興会
〇特に冬季は換気に心がけ，またオミクロン株対応ワクチンや季節性インフルエンザワクチンの接種を積極的に行うなど，

自身の健康管理に努めます。



169 株式会社三恵システム 基本的な対策を怠らず、社員の健康管理の維持と新型コロナ蔓延防止に努めて参ります。

170 リオン熱学株式会社 基本的な対策を怠りません。

171 株式会社日本ウオルナット
基本的な対策を続け、社会経済活動を維持します。 

172 一般社団法人・長野県臨床工学技士会 オンラインによる会議や勉強会を開催し感染拡大を防止します

173 南信州地場産販売　合同会社 売店内でのマスクの着用と手指の消毒を呼びかけ、店内の換気を徹底することで感染リスクの低下に努めます。

174 有限会社あさや 信州の安心なお店の基準を遵守しています

175 伊那市商工会 基本的な対策を取り、社会経済活動をできるだけ維持するよう努力します。

176 一般社団法人長野県薬剤師会
職能団体として、県民に対するワクチン接種への支援をはじめとして、ワクチン・検査パッケージ定着促進事業やコロナ経

口治療薬の提供等、感染対策に全面的に協力します。

177 立信精機株式会社 手洗いの励行、時間を2回に分けての昼食、マスクの着用の推進

178 株式会社ＴＯＳＹＳ
「感染しない、感染させない」ことを強く意識し、十分な換気、会話の際のマスク着用、手指消毒等の基本対策を徹底しま

す。

179 上田観光自動車株式会社 手洗い、マスク着用、換気をタクシー車内、営業所内でも徹底します！

180 長野県凍豆腐工業協同組合 マスク、手指の消毒、室内の喚起等基本的な感染症対策を徹底し、社会経済活動の維持に努めます。

181 学校法人エスイー学園　エプソン情報科学専門学校 入場時の検温・手指消毒を継続して行います。

182 メトバタクシー株式会社
「感染しない。感染させない。」を常に意識し、車内および事務所内において、十分な換気、消毒、マスク着用等の対策を

徹底いたします。

183 池田建設株式会社
適切な感染対策を行い、感染拡大を食い止め、デルタ株にも有効なワクチン接種に協力し、命と暮らしを守ってくれてい

る、医療従事者等の皆さまへの感謝を忘れません。

184 南信州広域タクシー有限会社

・タクシー車内でのマスクの着用・点呼時の健康管理（体温管理） 

・定期的なタクシー車内の清掃・消毒 

・お客様のソーシャルディスタント・マスクの着用のお願い 

・事務所入り口で手指消毒の徹底 

185 千曲バス株式会社
・バス車内への光触媒コーティングを施工するとともに、バス車内・事務所内等の換気を徹底しています。 

186 株式会社マルイチ産商
食のライフラインを担う地域のインフラという社会的使命を果たすべく、当社グループが策定した新型コロナウイルス感染

防止対策のガイドラインを徹底しながら食品の安定供給を継続してまいります。



187 のぞみグループ
高齢者をはじめ重症化リスクが高い方を守るため、グループ内の医療機関にてワクチン接種・PCR検査などを積極的に実施

しています。

188 白馬村
村を訪れる観光客の皆様に安心してウインターシーズンを楽しんでいただけるように、基本的な感染防止対策を徹底し、信

州版新たな会食のすゝめや信州版新たな旅のすゝめを推奨します。

189 有限会社　八子ヶ峰ホテル 食事会場での配席の配慮

190 FXクイックナビ 感染防止対策を行い、感染警戒レベルに応じて適切に行動します。

191 (有)仲川石材 徹底した『消毒』と『マスク着用』と『距離の確保』

192 アストのほけん(株式会社アスト・コンサルティング)
基本的な感染症対策を怠らず社会経済活動をできるだけ維持してまいります。 

また、誹謗中傷や差別的言動は絶対に許しません！

193 株式会社OUTPUT 基本的な店内清掃、手洗い消毒を再度徹底します！

194 上田共助会 情報を共有し、一人暮らしや助けが必要な方々が療養しやすいように協力します。

195 株式会社日研コンサル 社内での基本的な感染対策（マスクの着用、手洗い、三密の回避）を徹底する中で、社会経済活動を継続します。

196 株式会社R&Cホールディングス 流通機能を維持するために自覚をもって行動する

197 上田ガス株式会社 基本的な感染対策を怠りません

198 信州諏訪農業協同組合 基本的な対策を怠りません

199 株式会社　天龍社 手指のアルコール消毒、施設内への次亜塩素酸ナトリウム等での消毒を徹底します。

200 公益財団法人　長野県国際化協会（ANPI) 交代で在宅勤務を実施し、事務所に在籍する人員を減らします。

201 株式会社　守谷商会 会話時のマスクの着用、手洗い・手指消毒、事務所の換気等の基本的な対策を徹底します

202 株式会社エフエムとうみ 基本的な感染対策を徹底し、ルールやマナーを守り、思いやりと支えあいの心を持って社会経済活動を行います。

203 一般社団法人長野県産業環境保全協会

・基本的な感染対策の徹底を会員事業所へ呼びかけます 

・協会事務局では、業務中、適切な常時換気、暖房、服装（ウォームビズ）で快適な環境を維持します 

204 丸共建設株式会社
本社及びすべての現場事務所において定期的な換気を実施し感染予防を行います。 

マスクの着用や消毒、手洗いなど基本的な感染予防の意識向上のため全体夕礼にて再認識いたします。

205 一般社団法人長野県観光機構 基本的な感染防止対策を徹底して社会経済活動の維持に努めます。

206 長野県漁業協同組合連合会
基本的な対策を怠りません  

207 山ノ内町商工会 「感染しない、感染させない」ことを強く意識し、十分な換気、会話の際のマスク着用、手指消毒等の対策を徹底します

208 株式会社小平建設 手洗い、うがい、マスク着用、感染対策に留意した打合せ、会合、飲食等、基本的な対策を従業員一同怠りません



209 株式会社相和
全国及び県内の感染者数の増加傾向を従業員に伝え、社内及び家庭での基本的対策を怠らないことを周知します。社会経済

活動を可能な限り維持いたします。

210 公益財団法人　長野県スポーツ協会
基本的な感染対策の再徹底（「三つの密」の回避、手洗い等の手指衛生、効果的な換気等） 

211 株式会社丸水長野県水
食のライフラインを担う地域のインフラという社会使命を果たすべく、当社クループが策定した新型コロナウイルス感染防

止対策のガイドラインを徹底しながら食品の安定供給を継続してまいります。

212 塩尻市奈良井川土地改良区 節度を守り感染防止の工夫をしながら社会経済活動の維持に努めます

213 長野県水産物卸連合会 会員企業各社に新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインの徹底継続の呼び掛けを行います。

214 奈良井川漁業協同組合 事務所に居る人員を最小限にして、複数人居る場合は30分も１度の換気を実施します。

215 公益財団法人　長野県学校給食会

 

日常生活において、マスク着用を徹底し、検温、手指消毒、十分な換気等の基本的対策を心掛け、感染しない、感染させな

いよう努めます。 

216 （一社）長野県自動車販売店協会 手指消毒を励行しています。

217 公益社団法人長野県林業公社
常に感染リスクを念頭に置きつつ、最大限慎重に社会経済活動を営み、基本的な感染対策の徹底はもとより、十分な換気、

積極的なワクチン接種をはじめ、医療負荷低減のための行動スタイルの定着に努めます。

218 長野清泉女学院中学・高等学校
会話時のマスクの着用、手洗い・手指消毒、教室内の換気、昼食時の黙食等の基本的な対策を徹底します。  

感染が疑われる生徒が安心して休めるように、また感染した教職員が休みやすい環境づくりを推進します。

219 公益財団法人長野県長寿社会開発センター 定期的に部屋の換気を行います。

220 諏訪信用金庫 ・地域の皆さまの社会経済活動維持のため、課題解決に向けたサポートを行います。

221 社会福祉法人　長野県身体障害者福祉協会

高齢者をはじめ重症化リスクが高い方を守ります。 

職員は、基本的な感染対策を講じ、新型コロナワクチンの接種を定期的に受けます。 

222 富士見町 手洗い、消毒、マスクの正しい着用、人との距離の確保、三密の回避、十分な換気などの基本的な感染対策を徹底します

223 おんたけタクシー（株）

「感染しない、感染させない」ことを強く認識し、車内・室内の十分な換気及び清拭消毒、会話の際のマスク着用、 

手指消毒等の対策を徹底します。 

224 株式会社音羽ノ森
お客様に「安心」「安全」にご利用いただけるよう、感染症対策の原点に立ち返ると共に「音羽ノ森 15の取り組み」を徹底

してまいります。

225 合同会社　大森園 手のアルコール消毒の徹底



226 長野県市町村教育委員会連絡協議会
・効果的な換気、会話の際のマスク着用、手指消毒等の基本的な対策を徹底します。 

・各校には、感染拡大防止対策を再確認して学校運営にあたるよう伝えます。

227 松川町役場 誹謗中傷や差別的言動は、絶対に許しません

228 臼田町商工会 3　社会経済活動をできるだけ維持します

229 一般社団法人松本観光コンベンション協会 リモートワーク、時差勤務を活用し、事務所に在席する人員を減らします。

230 こくみん共済 coop 長野推進本部 「感染しない、感染させない」ことを強く意識し、十分な換気、会話の際のマスク着用、手指消毒等の対策を徹底します。

231 学校法人外語学園 感染拡大の防止に取組みながら、学習機会を可能な限り維持できるよう、知恵と力を尽くします。

232 太陽旅行株式会社 社会経済活動をできるだけ維持します

233 ミクナスファインエンジニアリング株式会社
・ワクチン接種がしやすいよう、接種日には休暇を与えます 

・冬季は換気がしにくくなることを認識し、効果的に換気を行います

234 一般社団法人長野県畜産会 冬季においても、効果的で適切な換気を行います

235 （株）木花　おみやげ処専女八幡 アルコール消毒の徹底

236 南木曽商工会 社会経済活動をできるだけ維持します。

237 株式会社アサマリゾート 私たちは基本的な感染対策を徹底し、社会経済活動をできるだけ維持します。

238 有限会社デイオフ 従業員のコロナワクチンの接種や日々の感染対策を徹底し、感染しない、感染させない様努めます。

239 チェルビアットカフェ　ハンターズキッチン 基本的な対策を怠りません

240 長和町消防団 災害に備え、基本的な感染症対策を徹底した上で、訓練や点検などを実施します。

241 株式会社ミコマ技研 従業員、その家族を守るため基本的な対策を怠りません

242 アイエイエム電子株式会社 基本的感染対策をし感染拡大させないように取組みます。

243 中部電力パワーグリッド長野支社

会社が定める新型コロナウイルス対策を遵守し、感染予防に努めてまいります。 

（新型コロナウイルスに対応した「新たな働き方」の実践について　2022.8.5本店統合本部　本部厚生班） 

244 合資会社　水車
「感染しない、感染させない」ことを強く意識し、十分な換気、会話の際のマスク着用、手指消毒等の基本的な対策を徹底

します。

245 食事珈房はしら 感染防止のため、基本的対策の徹底を行います。

246 社会福祉法人　里和会
・「新しい生活様式」に対応した、保護者の方など外部からの感染防止対策を徹底します。  

・ 引き続き、保育所等の施設内における感染防止対策を行います。

247 学校法人平青学園 新型コロナワクチンの接種に協力します。

248 長野県知的障がい福祉協会 リスクの高い方々への対応や基本的な対策を怠る事なく継続します。



249 長野市商工会 節度を守り感染防止の工夫をしながら社会経済活動の維持に努めます。

250 長電バス株式会社

1高齢者をはじめ重症化リスクが高い方を守ります 

2 ワクチンの接種に協力します 

3 社会経済活動をできるだけ維持します 

4 基本的な対策を怠りません 

5 誹謗中傷や差別的言動は絶対に許しません

251 長野県諏訪養護学校 登下校のスクールバスや教室、寄宿舎の居室等、感染対策を徹底し、継続した教育が行えるよう心がけています。

252 株式会社　高見澤 新型コロナワクチン接種に協力するとともに、基本的な対策を徹底して参ります。

253 公益社団法人長野県バス協会

〇　職員の健康管理に留意します。 

〇　会員事業者とともに連携を図り、「貸切バスにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン（第４版）」等各種ガイド

ラインを遵守して、安全・安心なバス輸送を行います。

254 （有）サンプラザ栂池
基本的な対策を怠りません  

「感染しない、感染させない」ことを強く意識し、十分な換気、会話の際のマスク着用、手指消毒等の対策を徹底します 。

255 株式会社ティーアイシー 毎日の検温を始めとする体調確認を徹底し、体調の異変を早期に発見し、対応します。

256 株式会社シナノ 感染症対策マニュアルにて誹謗中傷や差別的言動を禁止する旨を記載し、中傷・言動を許さないようにしています。

257 一般社団法人長野県砂利砕石業協会
社会経済活動をできるだけ維持します 

258 日本ボーイスカウト長野県連盟
新型コロナの感染警戒下における「日本ボーイスカウト長野県連盟の活動指針」を遵守し、感染予防対策を徹底しながら、

新しいスタイルのスカウト活動を止めることなく継続します。

259 マウンテンロッジWiz
基本的な対策を怠りません 

260 学校法人四徳学園　長野保健医療大学 学内の定期的な換気を徹底し、感染対策に取り組みます。

261 上田市消防団
○　消防団活動中も感染防止対策を徹底します。 

○　体調不良者には消防団活動を自粛させ、感染拡大を防止します。

262 下條村商工会 社会経済活動をできるだけ維持します

263 ログペンションセシルクラブ コロナ対策をしっかり行いながら、社会経済活動をできるだけ維持することに努めます

264 東京都市大学塩尻高等学校
基本的な対策の徹底を図り、感染拡大を起こさない対応を心がけていきます（換気、会話時のマスク着用、手指消毒の徹

底）。



265 美麻商工会

手洗い・検温・消毒を徹底して行います。 

冬季は換気がしにくくなることを認識し、効果的に換気を行います。 

266 上田女子短期大学 4　基本的な対策を怠りません

267 一般社団法人長野県空調衛生設備業協会 基本的な感染対策を行い、感染拡大させないよう社会経済活動を維持します。

268 学校法人アイオナ学園　塩尻めぐみ幼稚園 今までの基本的な感染症対策を継続しつつ、冬季は換気がしにくくなることを意識して、効果的な換気と加湿を行います。

269 有限会社　中山組 基本的な対策を行いながら、社会経済活動をできるだけ維持します。

270 長野県遊技業協同組合

○　常時換気扇を稼働し、定期的な窓開放などの効果的な換気を行います。 

○　当業界の「新型コロナウイルス感染症の拡大予防ガイドライン」を組合店舗において 

　徹底します。 

271 一般社団法人長野県電設業協会

ワクチンの接種に協力します  

社会経済活動をできるだけ維持します  

誹謗中傷や差別的言動は絶対に許しません 

基本的な感染対策の徹底を会員事業所への呼びかけ協会事業活動での実施を行っています

272 有限会社セキ理容所・BarbershopSEKI
ご来店時に検温、手指消毒、受付を行なっていただき、施術はマスク着用で行います。基本的な感染対策を継続し安心して

ご来店いただけるよう努めます。

273 国立大学法人信州大学 日常的な３密の回避と換気，黙食を徹底します。

274 駒ヶ根市駒ヶ根土地改良区
農業生産活動を継続するため、パイプライン、水路他の維持管理を遅滞なく遂行するために、感染防止対策を講じながら共

同作業を継続します

275 株式会社日新電機製作所 感染または感染の疑いがある場合に休みやすい環境作りに努めます

276 三矢工業株式会社 マスクの着用・検温・手指消毒の徹底

277 東日本電信電話株式会社　長野支店 社員の健康・安全を第一に、基本的な感染対策の徹底に努めます

278 長野電鉄株式会社

基本的な感染対策を強化・徹底する。 

定期的な換気（執務室1時間毎1回5分）を行う。 

在宅勤務を推奨する。 

食事時は黙食し、化粧室や喫煙所でのマスクを外しての会話を控える

279 公益財団法人北野美術館 職員及び入館者の検温、手指の消毒。館内各所の消毒の実施。

280 有限会社石川組 一人ひとりが節度を守り、自分の行動に責任を持ち、感染防止を常に意識しながら社会経済活動の維持に努めます。



281 生坂石油 事業所内の感染対策を徹底します。

282 株式会社ＺＥＲＯ 日常生活から見直し、体力を付け免疫力を上げ、コロナに罹らない、罹っても対応出来る身体づくりを目指します。

283 道の駅ほっとぱーく・浅科 出入口への手指消毒用アルコールの設置、換気対策

284 上田卸商業協同組合 社会経済活動をできるだけ維持します

285 有限会社つるや旅館
当館における新型コロナウィルス感染症予防対策は、利用者様の混雑状況を作らない様、利用施設場所的、利用時間的分散

を図り、施設内換気も常に心がけています。

286 グリーン長野農業協同組合 手洗い、消毒、換気、三密の回避など基本的な感染対策を徹底いたします。

287 株式会社　ジェイエイグリーン 手洗い、消毒、換気、三密の回避など基本的な感染対策を徹底いたします。

288 株式会社 カワモト 希望する従業員とその家族へコロナワクチン職域接種を行います。

289 一般社団法人長野県危険物安全協会
節度を守り、感染防止の工夫をしながら 

社会経済活動の維持に努めます。

290 信州新町商工会 節度を守り、感染防止の工夫をしながら社会経済活動の維持に努めます。

291 NPO法人北信州体操クラブ
社会経済活動をできるだけ維持しながら、基本的な対策を怠りません。  

誹謗中傷や差別的言動は、絶対に許しません。

292 株式会社フードサービスシンワ  布引温泉　こもろ
基本的対策ではありますが、館内換気、ご来館されたお客様には、手指消毒、マスクの着用、体温測定の徹底をしておりま

す。また食事の際も黙食、入浴も黙浴を推進しております。

293 (株)クア・アンド・ホテル　信州健康ランド

○常時換気と館内各所へアルコール消毒液設置の実施。 

○ 社員の感染リスクを軽減し、安心安全な職場づくりに努めます。 

○「うつらない、うつさない、拡げない」といった高い意識を持って行動します。

294 直富商事株式会社

９時・12時・15時の換気を徹底します 

従業員の体温・健康管理を日々徹底します 

来社されたお客様にはアルコール消毒・検温にご協力いただきます 

不特定多数が触れるものにはアルコール消毒します

295 佐久穂町商工会 密になることが予想される事業等の中止または延期

296 上小消防協会 基本的な感染対策を徹底しながら、社会経済活動をできるだけ維持するよう努めます。

297 一般社団法人　上田法人会
・開催する会議や事業は出来る限りの感染防止対策を講じ、社会経済活動を維持してまいります。 

298 長野市生活環境協同組合 基本的な対策を怠りません

299 三矢工業株式会社 これまで通りマスクの適切な着用、手指の消毒を徹底しながら業務に努めます。

300 株式会社やまびこスケートの森 基本的な対策を怠らず、社会経済活動をできるだけ維持します。



301 一般社団法人　長野県銀行協会 基本的な対策を怠らず、社会経済活動をできるだけ維持します。

302 社会福祉法人上田市社会福祉協議会 基本的な感染予防対策を再度徹底するとともにこまめな換気を行います。

303 社会福祉法人上田市社会福祉協議会 基本的な感染予防対策を再度周知するとともにこまめな換気を行います。

304 佐久浅間農業協同組合 基本的な感染予防対策を実践し、自分自身を守り、大切な人を守り、地域社会を守ります。

305 長野県信用農業協同組合連合会 “感染しない、感染させない”ことを強く意識し、基本的な対策を怠りません。

306 株式会社長野協同サービス “感染しない、感染させない”ことを強く意識し、基本的な対策を怠りません。

307 岳南広域消防本部 室内の換気及びアルコール清拭を行います。

308 中野市体育協会 「感染しない、感染させない」ことを強く意識し、十分な換気、会話の際のマスク着用、手指消毒等の対策を徹底します

309 株式会社長野フジカラー
『感染防止の基本』対策を徹底し、 

　　感染防止をしながらの経済活動の維持に努めます。

310 カネテック株式会社 基本的な対策を怠りません

311 岳北消防本部
基本的な対策を怠りません。感染しない、させないことを強く意識し、十分な換気、会話の際のマスク着用、手指消毒等の

対策を徹底します。あらかじめ新型コロナの検査キットや解熱鎮痛薬を準備します。

312 東御市商工会 社会経済活動をできるだけ維持します

313 北アルプス広域消防本部
手洗い、手指消毒の励行、状況に応じたマスク着用、冬季でも効果的な換気実施等の基本的な感染対策を怠りません。誹謗

中傷や差別的言動は絶対許さず、住民の皆さんが安全で安心して暮らせる地域の確保に努めます。

314 長野県柔道連盟
長野県柔道連盟では「基本的な対策を怠りません」。医療従事者、最前線でご活動される皆様に心から感謝いたします。柔

道精神「自他共栄」のもと、自分や大切な人、社会を守れるよう共に宣言いたします。

315 株式会社松本スイミング・センター 運動による免疫力向上を後押しする

316 公益社団法人　長野県シルバー人材センター連合会 高齢者をはじめ重症化リスクが高い方を守ります

317 一般社団法人諏訪観光協会 お客様へのご案内の際に、基本的な対策を怠りません。

318 学校法人松本学園 基本的な感染対策を徹底し、児童・学生・教職員の健康を守ります。

319 一般財団法人松本市スポーツ協会 私たちは適切な感染対策を行いつつ、スポーツを通じた社会活動の維持に努めます。

320 中野市農業協同組合 基本的な感染防止対策を徹底し、高齢者や重症化リスクが高い方を守ります。

321 学校法人黒木学園　専門学校カレッジオブキャリア 感染予防対策を徹底し、教育活動を維持していきます。

322 学校法人黒木学園　長野自動車大学校 感染予防対策を徹底し、教育活動を維持していきます。

323 株式会社飯島商店 従業員は毎朝の検温を行い、自身の健康状態の把握に努めます。

324 公益社団法人　飯山地域シルバー人材センター 30分に1度の換気を徹底します。

325 姫木整体療術茅野店
入店されるお客様の体調確認します。常時、施設内の消毒と換気をします。マスク着用と手指消毒をします。一対一の接客

を心掛けて経済活動を維持します。



326 飯田女子短期大学
マスク着用、検温、手指消毒、十分な換気など、基本的な感染対策に取り組み、 

教育研究活動を継続できるよう努めます。

327 株式会社ながでんウェルネス　ながでんスイミングスクール中野お客様のご協力を得ながら、基本的な感染対策の呼びかけを継続します。

328 株式会社ながでんウェルネス　ながでんスイミングスクール須坂マスクの着用や定期的な換気、消毒など基本的な対策を怠りません。

329 上松町
手洗い、手指消毒、マスクの正しい着用、人との距離の確保、三密の回避、十分な換気などの基本的な感染対策を徹底しま

す。

330 木曽広域消防本部 基本的な感染対策を怠らず、住民サービスの提供に務めます。

331 長野森林組合
感染者や濃厚接触者が安心して休業できる体制を整えます 

332 休暇村リトリート安曇野ホテル
「感染しない、感染させない」ことを強く意識し、十分な換気、会話の際のマスク着用、手指消毒等の基本的な対策を行い

ます。

333 一般社団法人長野県ビルメンテナンス協会 基本的な感染防止対策をとりながら、エッセンシャルワーカーとして社会経済活動の維持に努めます

334 松本広域消防局
住民の皆様が安心して消防サービスを受けられるよう、職員一人ひとりが「うつらない」「うつさない」ための責任ある行

動と、感染防止対策を徹底してまいります。

335 飯島町スポーツ推進委員会
町のスポーツ推進と合わせて、イベント時や活動時には、手指消毒や検温、会場の換気等の基本的な対策を徹底し、「感染

しない、感染させない」を強く意識して感染拡大防止に努めます。

336 伊那市スポーツ協会 換気、マスク着用、消毒等必要な対策を徹底します。

337 株式会社アメニティーズ パチンコ・パチスロ店営業における新型コロナウイルス感染症の拡大予防ガイドライン』を遵守し、徹底します。

338 長野県スポーツ推進委員協議会
スポーツ活動実施の際には、「感染しない、感染させない」ことを強く意識し、十分な換気、会話の際のマスク着用、手指

消毒等の対策を徹底し、基本的な対策を怠りません。

339 キッセイ薬品工業株式会社
製薬企業としての社会的責任を果たすため、コロナ禍においても当社医薬品の安定供給と適正使用の推進を最優先に事業継

続を行います。

340 飯島町スポーツ連絡協議会
各団体で「感染しない、感染させない」ことを強く意識し、活動時には手指の消毒、十分な換気、会話の際のマスク着用

等、基本的な対策を徹底し、活動を停滞させることなく感染拡大防止に努めます。

341 飯島町少年スポーツ団体連絡協議会
各団体で「感染しない、感染させない」ことを強く意識し、活動時には手指の消毒、十分な換気、会話の際のマスク着用

等、基本的な対策を徹底し、活動を停滞させることなく、感染拡大防止に努めます。

342 エムケー精工株式会社 基本的な感染予防対策を徹底し、社会経済活動の維持との両立に努めます。

343 不二越機械工業株式会社
社会経済活動をできるだけ維持しながら、基本的な対策を怠りません。  

また、誹謗中傷や差別的言動は、絶対に許しません。



344 佐久大学・佐久大学信州短期大学部

本学は「新型コロナ第8波克服」県民共同宣言に賛同し、以下の取組を推進します。 

・基本的な感染防止対策を徹底します 

・高齢者等の重症化リスクが高い方を守ります 

・新型コロナワクチン接種を推奨します

345 株式会社　佳誠

高齢者をはじめ重症化リスクが高い方を守ります 

新型コロナワクチンの接種に協力します 

社会経済活動をできるだけ維持します 

基本的な対策を怠りません 

誹謗中傷や差別的言動は、絶対に許しません

346 望月地所株式会社　ゴルフコミュニティウエストピーク
基本的な対策を怠りません 

347 特定非営利活動法人茅野市スポーツ協会 安全・健康・安心を常に心がけ、活動内容を工夫し、感染予防対策を講じた行動で協会活動の維持に努めます。

348 一般社団法人 建築防災ながの
「基本的な対策を怠りません」 

・「三つの密」の回避、手洗い等の手指衛生、効果的な換気を行います。

349 一般社団法人長野県設備設計協会

基本的な対策を怠りません 

「感染しない、感染させない」ことを強く意識し、十分な換気、会話の際のマスク着用、手指消毒等の対策を徹底します。 

350 上伊那広域消防本部 職場内の感染対策を徹底します。

351 株式会社アイデスク 基本的な感染対策に取り組みます。

352 長野県スポーツチャンバラ協会 基本的な感染対策を徹底し、安心安全な活動を行なってまいります。

353 今私達にできることin長野県
いつも、今の自分にできることは何かを考え、行ってまいります。癒しの投稿や、各種相談先のリンクの掲示などを引き続

き行ってまいります。

354 TOY BOX 新型コロナウイルス感染拡大防止の基本的な対策を徹底・実行します。

355 長野県厚生農業協同組合連合会 基本的な感染対策を怠りません。

356 ハシバテクノス株式会社
「感染しない、させない」を強く意識し、手指消毒、換気、会話時のマスク着用、社員間の密回避等の基本対策を徹底しま

す。

357 キッセイコムテック株式会社
・体調不良時の報告、マスク着用、手指消毒、十分な換気、3密を避ける行動等、基本的な感染防止対策を徹底します。

・テレワークや時差出勤等を活用しながら、社会経済活動を維持します。


