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はじめに 

 

新型インフルエンザは、これまで１０年から４０年という間隔で出現し、多くの死者を出し

てきました。 

これまでのスペインかぜなどの感染では、“ヒト”の行動範囲が限定され感染の広がり

には時間がかかりましたが、現代では、飛行機、自動車の普及、高速道路、新幹線な

ど、多くの人が短時間に移動でき、全世界への感染速度は、極めて早くなっています。 

私たちは、短時間で長い距離を移動する手段を持っているため、広範囲で急激な感

染（パンデミック）に巻き込まれることが懸念されます。近年、東南アジアに多発している

鳥から人へ感染する「鳥インフルエンザ」が、ヒトからヒトへの感染するウィルスに変異する

のは時間の問題と言われています。 

平成19年１０月、国ではこの鳥インフルエンザが変異することを予想し、新型インフルエ

ンザ対策行動計画を策定し、平成２０年５月「感染症の予防及び患者に対する医療に

関する法律」及び「検疫法」の一部を改正し、新型インフルエンザ対策に関し法整備を

図りました。 

長野県では、平成２０年５月「長野県新型インフルエンザ対策行動計画【１次改訂

版】」を策定、公表しました。 

新型インフルエンザは、未知の病であり、その症状すらわかりません。しかし、現在発生

している鳥からの感染による鳥インフルエンザでは、致死率が６０％と極めて高いこと。ま

た、短時間で広い範囲に感染が拡がることから、須坂市では、長野県新型インフルエン

ザ行動計画に沿うとともに、長野県唯一の第一種感染症指定医療機関である長野県

立須坂病院や須坂市内の医療機関、経済団体、小売業者、製造関係事業所と連

携し、新型インフルエンザの拡大を防止し、健康被害や社会・経済機能への影響をでき

る限り最小限にとどめる基本方針として、須坂市新型インフルエンザ対策行動計画を策

定します。 

 

Ⅰ 基本的な考え方 

１  須坂市新型インフルエンザ対策行動計画 

須坂市新型インフルエンザ対策行動計画は、須坂市における新型インフルエン

ザ対策の基本計画とし、本計画の具体的計画として、「予防」「バンデミック期対

策」について別に計画を策定するものとする。 

このため、本計画では、新型インフルエンザの感染と影響を可能な限り尐なくする

ことを目的とし、須坂市における新型インフルエンザ対策の基本的事項を明示するも

のとする。 

本計画は、国における新型インフルエンザ対策行動計画、長野県新型インフル

エンザ対策行動計画との整合を図り、本市における新型インフルエンザ対策行動

計画の基本計画と位置づけ、市内幼稚園・保育園・学校・公共機関・事業所等

における新型インフルエンザ対策行動計画の基本計画とする。 

なお、本計画は新型インフルエンザの影響等が今後大きく変容することが予想さ

れるため、必要に応じてその都度、修正するものとする。 
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計画の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  流行規模の想定 

新型インフルエンザの流行規模を推定することは極めて困難であるが、国及び県

行動計画及び感染症研究の結果を基に、下記のとおり想定した。 

 
感染者 

（人口の２５％） 
入院患者 

（感染者の８％） 

死亡者 
（感染者の17％） 

須坂市 13,423人 1,073人 2,281人 
    

 感染者 
（人口の２５％） 

中等度 重度 中等度 重度 

国（12,000万人） 3,000万人 53万人 200万人 17万人 ６４万人 

県 438,500人 7,900人 9,900人 2,100人 3,200人 

※須坂市の人口は2008年９月１日現在53,695人から推計した。 

※国・県にあっては、致死率を中等度（0.53％）、重度（２％）とし、須坂市では、感染

症研究の結果を基に、重度致死率（17％）として推計。 
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 ３  組織体制 

  （１）  「須坂市新型インフルエンザ対策行動計画」検討会 

全市民、全事業所、行政機関等が一体となって新型インフルエンザ対策に取

り組むため、検討会を開き、国外でヒトからヒトへの感染が認められた時には、関

係団体相互に連携して取り組む。 

また、各事業所における新型インフルエンザ対策行動計画または、事業継続

計画、事務継続計画を策定し、社会機能の低下を最小限に抑え、円滑な社会

機能の維持、回復を図る。 

    ① 須坂市新型インフルエンザ対策行動計画検討会組織 

       須坂市新型インフルエンザ対策行動計画検討会は、須坂市内の医療機

関、産業経済団体、公共機関、報道機関、福祉施設、ライフライン関係事

業所、行政機関等によって組織し、各団体等から推薦のあった者を持って検

討会委員とする。 

       なお、検討会参加団体は、検討会において必要と認める団体とする。 

 

  （２）  「須坂市新型インフルエンザパンデミック対策本部」 

      須坂市新型インフルエンザパンデミック対策本部は、須坂市新型インフルエン

ザ対策行動計画検討会及び、須坂市役所新型インフルエンザ対策本部をもっ

て組織する。 

    ① 対策本部設置 

       須坂市新型インフルエンザパンデミック対策本部は、国内で発生する恐れ

がある場合、内外の情勢を踏まえ速やかに須坂市新型インフルエンザ対策行

動計画検討会を開催し、須坂市長を対策本部長として設置する。 

 

    ② 新型インフルエンザパンデミック対策本部の構成 

        （Ⅵ  新型インフルエンザパンデミック対策本部の構成 参照） 

       本部長 ： 須坂市長 

       副本部長 ： 須坂市新型インフルエンザ対策行動計画検討会長、 

同副会長、須坂市副市長、須坂市教育委員会教育長 

       本部員 ： 須坂市新型インフルエンザ対策行動計画検討会委員、須坂

市役所新型インフルエンザ対策本部委員 

 

    ③対策本部事務所掌事項 

       ○新型インフルエンザ発生動向の把握に関すること。 

       ○市内における新型インフルエンザの感染予防と治療に関すること。 

       ○市内発生時における社会機能及び維持に関すること。 

       ○市民に対する正確な情報の提供に関すること。 

       ○その他対策本部の設置目的を達成するために必要なこと。 

       ○須坂市役所新型インフルエンザ対策本部、各事業所等所管課等との

連絡調整に関すること。 
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Ⅱ  新型インフルエンザの発生段階 

     新型インフルエンザの発生段階は、ＷＨＯ（世界保健機関）に準じ、国内専門家

会議によって示された下記によるものとする。 

     現在の発生段階は、ＷＨＯではフェーズ３に属し、ウィルスの変異によるヒトからヒト

への感染が危惧されるが、新型インフルエンザは発生していない。 

ＷＨＯによる発生段階 発生段階 状    態 

フェーズ１ 

フェーズ２ 

フェーズ３ 

前段階 未発生期 
新型インフルエンザは発生してい

ない状態 

フェーズ４（国内非発生） 

フェーズ5（国内非発生） 

フェーズ６（国内非発生） 

第一段階 海外発生期 
海外で新型インフルエンザが発生

した状態 

フェーズ４（国内発生） 第二段階 国内発生期 
国内で新型インフルエンザが発生

した状態 

フェーズ５（国内発生） 

フェーズ６（国内発生） 
第三段階 

感染拡大期 
発生患者の接触歴が疫学調査

で追えなくなった状態 

まん延期 
入院患者などによる感染拡大防

止が十分に徔られなくなった状態 

回復期 ピークを越えたと判断できる状態 

後パンデミック期 第四段階 小康期 
患者の発生が減尐し低い水準で

停滞 

※2008年9月22日 新型インフルエンザ専門家会議による 

 

Ⅲ  各団体の機能と役割 

  １  医療機関 

       医療機関にあっては、病院・診療所が連携して対応できるよう体制を整備す

るとともに、それぞれ新型インフルエンザ対策行動計画等を策定する。 

  ２  住民団体 

       須坂市新型インフルエンザ対策行動計画等に基づき、パンデミック期におけ

る行動制限等について検討する。 

  ３  産業経済団体 

       各団体に加盟するすべての事業所に新型インフルエンザ対策行動計画ま

たは、事業継続計画の策定を求め、計画策定の進捗状況を把握する。 

  ４  公共機関 

       須坂市新型インフルエンザ対策行動計画に基づき、社会生活の確保を図

るとともに、住民の移動制限に協力する。 

  ５  報道機関 

       新型インフルエンザに関する情報提供、移動制限情報などについて協力す

る。 
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  ６  福祉施設等 

       関係施設の職員及び入所者、利用者の健康管理を徹底するとともに、手

洗い、うがいの励行、マスクの着用を徹底するとともに、各施設ごとに行動計画

を作成し、医療機関との連絡体制等の確立を含め、具体的な対応マニュアル

を作成する。 

  ７  ライフライン関係事業所等 

       水道・下水道・電気・ガスのライフラインに関わる事業所は、ライフラインが維

持できるよう、事業継続計画を策定するとともに、ライフライン維持のための必要

物品をはじめ、防護服等を備蓄する。 

  ８  行政機関 

    ①長野保健所須坂支所 

       長野県新型インフルエンザ対策行動計画に基づき、須高地区の新型インフ 

ルエンザ対策に取り組む。特に、市内医療機関相互連携について調整する。 

    ②長野県須坂警察署・長野県須坂建設事務所 

       須高地区内外への移動制限が決定した時は、必要に応じ関係機関と連

携し道路等の通行制限を行う。 

    ③ 須坂市 

       パンデミック期における、行動計画を策定し、対策本部を設置する。また、須

坂市役所新型インフルエンザ対策行動計画を策定し、丌要丌急以外の業

務を継続するとともに、後パンデミック期の円滑に通常事務遂行の移行を図る 

    ④須坂市教育委員会 

       学校教育機関等、乳幼児、児童・生徒が通園、通学、通所する施設にお

いて、手洗い、うがいの励行を指導するとともに感染児童等の通園、通学、

通所の抑制を啓発し、パンデミック期にあっては、関係機関と連携して教育施

設等の使用を制限する。 
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Ⅳ  発生段階別対策 
  １  【前段階】 未発生期  
 
   （１）基本的な取り組み 
    ○市民に対し、新型インフルエンザに関する知識を提供し、予防と対策の基本を

啓発する。 
○予防策の基本である、うがい、手洗いの励行、マスクの着用を勧奨する。 
○市内のすべての事業所で、情報を共有するとともに、対策体制を確立する。 

    ○全世界の既知のインフルエンザの発生動向、鳥インフルエンザの発生状況を
把握し、異常な兆候の早期把握に努める。 

    ○家禽における鳥インフルエンザの防疫体制を確立し、実施する。 
 
   （２）体制整備 
    ○「新型インフルエンザ対策行動計画」「新型インフルエンザ対策事業継続計

画」または「業務継続計画」を策定し、事業所における「事業継続計画」の策
定を促し、発生時の体制整備を図る。 

    ○第一種感染症指定医療機関である、長野県立須坂病院との連絡体制を 
確立する。 

    ○市内事業所においては、海外出張者（短期・長期出張者とも）の動向を把握
し、海外発生時の体制を確立する。 

 
   （３）情報収集 
    ○国内における鳥類をはじめ動物の異常死の状況把握に努め、県内及び須高

地区の状況把握に努める。 
    ○全世界で発生する鳥インフルエンザの動向を把握する。 
    ○海外に支社等を持つ事業所にあっては、各事業所における従業員の健康 

状態を把握する。 
 
   （４）情報提供 
    ○新型インフルエンザ情報をホームページ、広報等での伝達体制を整える 
    ○医師会・福祉施設等に迅速な新型インフルエンザ情報提供 
 
   （５）相談体制 
    ○保健センター等で行う平時体制で対応する。 
    ○窓口・電話相談による受診勧奨者マニュアルを感染症専門医の指導に基づ

き作成する。 
 
   （６）医療体制 
    ○既知のインフルエンザに対するワクチン予防接種の勧奨に努める。 
    ○医師会等関係機関と新型インフルエンザ対策について協議する。 
 
   （７）物資の備蓄 
    ○感染者搬送や防疫業務、またライフラインの維持に関わる業務等に使用する

防護服・マスク・ゴーグルなどの感染予防具を備蓄し、感染防止消毒薬等に
ついても備蓄する。 

    ○市民に対し、「自分の健康は自分でつくり守る」に基づき、マスク着用、手洗い
励行等の意識啓発を進め、最低２週間分の食糧を含めた生活必要物品の備
蓄を勧奨する。 
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  ２  【第一段階】 海外発生期 

 

   （１）基本的な取り組み 

     ○国の発生に備えた体制整備に合わせ、市民の感染防止、体制整備を行う。 

     ○外出時のマスク着用をすすめ、うがい、手洗いの励行を呼びかける。 

     ○海外における新型インフルエンザ患者（疑いのある者も含む）の発生動向を

把握する。 

     ○国内の発生に備え、須坂市新型インフルエンザ対策検討会を開催し、情報

共有を図るとともに、予防策実施連携を確認する。 

     ○長野県と連携し、市民の初発例（疑いのある者を含む）を確認するため強い

発生監視（サーベイランス）を行う。 

 

   （２）体制整備 

     ○国内発生に備え、「須坂市新型インフルエンザパンデミック対策本部」を設置

し、危機管理体制を確立する。 

     ○県立須坂病院への搬送体制を確認し、必要な資材を確保する。 

 

   （３）情報収集 

     ○海外発生状況に関する継続的情報収集及長野県、長野保健所との情報

共有を進める。 

     ○海外に滞在する在外市民に対し、事業所を通じ必要な情報を速やかに伝え

るとともに、必要な支援を行い、発生情報を収集する。 

 

   （４）情報提供 

     ○市民へのサーベイランス結果を逐次伝えるとともに、海外での発生状況につ

いて、防災行政無線等全ての広報手段を用い、住民と情報共有する。 

 

   （５）物資確保 

     ○国内発生に備え、小売店等への食糧確保の要請、防疫物品の確保を進め、

医療に必要な物品を確保する。 

 

   （６）相談体制 

     ○保健センターに住民からの問い合わせに対応する相談窓口を開設する。 

 

   （７）医療体制 

     ○すべての医療機関、医師会、歯科医師会、福祉施設、教育関連施設に対

し、国内発生時の協力を要請する。 

     ○すべての医療機関、福祉施設、教育関連施設に対し、院内・施設内感染

対策の強化を要請する。 

     ○医療・防疫従事者等への抗インフルエンザウィルス薬の確保・配布を検討す

る。 
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  ３  【第二段階】 国内発生期 

 

   （１）基本的な取り組み 

    ○市民の感染をできる限り抑える。 

    ○市民へ外出を取りやめるよう広報する。 

    ○丌要丌急の外出を制限し、幼稚園・保育園・学校等は臨時休校について 

検討する。 

    ○「須坂市新型インフルエンザパンデミック対策本部」は、「新型インフルエンザ緊

急対策宣言」を発表する。 

 

   （２）体制整備 

    ○「須坂市新型インフルエンザパンデミック対策本部」が対策行動の全てを掌握

し行う。 

 

   （３）情報収集 

    ○長野県と連携し、迅速に発生情報等を収集し、発生監視（サーベイランス） 

を実施する。 

    ○海外に従業員を派遣している事業所は、在外邦人の健康状態を把握すると 

ともに、海外の感染情報を収集する。 

 

   （４）情報提供 

    ○市民に対し、発生状況、感染予防のためのマスク着用・手洗いの励行、相談

窓口の開設情報を提供する。 

    ○医師会・歯科医師会、薬剤師会、県立須坂病院と発生状況等について 

情報交換する。 

    ○市民に対し、ライフラインの確保、食糧等の確保の丌安解消を図る。 

 

   （５）物資確保と供給 

    ○食糧の確保等に混乱を生じる恐れがあるため、食糧を含む生活必需品の確

保・供給体制の確立について、小売店事業者、薬局等と協定を締結する。 

 

   （６）相談体制 

     ○須坂市保健センターに電話相談窓口を設け、必要に応じ受診勧奨を行う。 

 

   （７）医療体制 

     ○県立須坂病院に発熱外来を設置し、須高地区地域協議会と連携しこの 

ほか２か所の補助発熱外来の設置及びその体制について検討、設置準備

を行う。 
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  ４  【第三段階】 感染拡大期／まん延期／回復期 

 

   （１）基本的な取り組み 

    ○健康被害を最小限に抑える。 

    ○社会機能・医療への影響を最小限に抑える。 

    ○「須坂市新型インフルエンザパンデミック対策本部」は、「新型インフルエンザ緊

急警戒宣言」を発表する。 

    ○丌要丌急の集会や丌特定多数が集まる活動を制限する。 

    ○福祉施設・学校等通所施設の臨時閉鎖を求める。 

    ○市民に対し、マスクの着用、手洗い、うがいの励行、外出の自粛を求める。 

    ○市民に対し、医療機関受診に際しては、電話相談の後受診するよう勧奨する。 

 

   （２）体制整備 

    ○「須坂市新型インフルエンザパンデミック対策本部」は、各事業所の事業継続

状況を把握し、特にライフラインを確保する。 

 

   （３）情報収集 

    ○市内の発生状況を逐次把握するとともに、長野県内、国内発生状況を把握し、

海外の発生状況についても把握する。 

 

   （４）情報提供 

    ○市民に市内の発生状況を逐次提供し、冷静な行動を呼びかける 

 

   （５）相談体制 

    ○保健センター内での窓口相談を閉鎖し、保健センター検診車駐車場に相談

窓口を設置し、発熱外来への受診勧奨者を選定する。 

    ○生活全般にわたる電話相談窓口を、須坂市役所内に設ける。 

 

   （６）医療体制 

    ○市内に３か所の発熱外来を設け感染の疑いのある者の受診場所を特定し、 

トリアージを行い、重症患者の入院、自宅療養者を分け対応する。 

    ○市内の医療機関は、連携し地域医療体制の継続を図る。 

 

   （７）物資の確保と供給 

    ○小売店業者、薬局等との協定に基づき、生活物資の確保を図り、関係機関

の協力のもと家庭に物資を供給する。 
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  ５  【第四段階】 小康期 

 

   （１）基本的な取り組み 

    ○社会機能の回復を図り、第２波に備える。 

    ○感染後の生活支援（特に生活弱者等）への支援を強化する。 

 

   （２）体制整備 

    ○これまでの対応における体制を確認し、評価検討し次期に備え体制を整備する。 

 

   （３）情報収集 

    ○海外・国内の発生状況を確認し、第２波に備える。 

 

   （４）情報提供 

    ○小康期を広報するとともに、市民に新たな流行に備えるよう情報提供する。 

 

   （５）相談体制 

    ○保健センターで平時の相談を行う。 

 

   （６）医療体制 

    ○医療体制の再評価を行い、丌足する物資、機材等の調達・再配備を行う。 

 

 

Ⅴ  計画の見直し等 

    計画策定後、分野別、機関別に具体的取り組みを明記した「予防・パンデミック

期」の行動計画を策定し、国・県及び須高地区の動向等を踏まえて、本計画を見

直すものとする。 
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Ⅵ  新型インフルエンザパンデミック対策本部の構成 

（平成２１年２月  現在） 

対策本部 

役職名 
構成団体名 団体名等 

本部長 須坂市 須坂市長 

副本部長 須坂市新型インフルエンザ対策 

行動計画検討会 
会長 

〃 〃 副会長 

〃 須坂市 副市長 

〃 須坂市教育委員会 教育長 

本部員 須坂市新型インフルエンザ対策 

行動計画検討会 
県立須坂病院 

 〃 医療法人 轟病院 

 〃 須高医師会 

 〃 須高歯科医師会 

 〃 須高薬剤師会 

 〃 須坂市区長会 

 〃 須坂商工会議所 

 〃 須坂石油商組合 

 〃 須坂工業クラブ 

 〃 須坂工業振興会 

 〃 信州須坂産業活性化推進会議 

 〃 須高農業協同組合 

 〃 須坂市建設業協会 

 〃 長野電鉄株式会社 

 〃 長野都市ガス株式会社 

 〃 郵便局株式会社須坂郵便局 

 〃 須高ケーブルテレビ株式会社 

 〃 須坂有線放送電話協会 

 〃 須坂新聞社 

 〃 須坂市社会福祉協議会 

 〃 須坂市身体障害者福祉協会 

 〃 長野保健所須坂支所 

 〃 須坂警察署 

 〃 須坂建設事務所 

 〃 須坂市教育委員会 

 〃 須坂市水道局 

 〃 須坂市 
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資 料 編 
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感染症情報受付票 
１ 感染症名 

（疑われる感染症名） 
 

２ 記入者名 所属： 名前： 

３ 情報を入手した時間 平成   年   月   日（   ） 午前・午後   時   分 

４ 情報の入手元 長野県 所属： 名前： 

保健所 所属： 名前： 

医療機関 所属： 名前： 

施 設 所属： 名前： 

事業所 所属： 名前： 

その他 

所属： 

名前： 

電話番号： 

５ 患者情報 患者名前  年齢  性別  

住 所  

電話番号  

世帯主または保護者  

６ 患者の所在 自 宅  

病 院 

病院等の名称： 

病院等の住所： 

病院等の電話番号： 

７ 対応状況  

８ 今後の対応  

９ その他特記事項  

10 レベル判定 レベル 該当外 １ ２ ３ 

11 レベル再判定 レベル 該当外 １ ２ ３ 
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感染症情報受付票継続票 
患者情報 

 

（患者         ） 

患者名前  年齢  性別  

住 所  

電話番号  

世帯主または保護者  

患者情報 

 

（患者         ） 

患者名前  年齢  性別  

住 所  

電話番号  

世帯主または保護者  

患者情報 

 

（患者         ） 

患者名前  年齢  性別  

住 所  

電話番号  

世帯主または保護者  

患者情報 

 

（患者         ） 

患者名前  年齢  性別  

住 所  

電話番号  

世帯主または保護者  

患者情報 

 

（患者         ） 

患者名前  年齢  性別  

住 所  

電話番号  

世帯主または保護者  

患者情報 

 

（患者         ） 

患者名前  年齢  性別  

住 所  

電話番号  

世帯主または保護者  

患者情報 

 

（患者         ） 

患者名前  年齢  性別  

住 所  

電話番号  

世帯主または保護者  

患者情報 

 

（患者         ） 

患者名前  年齢  性別  

住 所  

電話番号  

世帯主または保護者  
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放 送 依 頼 書 
 

年    月    日 

 

報道機関 

須坂市防災無線管理者            様 

 

新型インフルエンザ感染予防のため、次のとおり放送を依頼します。 

 

依 頼 者 

住所 

名前又は名称・代表者名 

 

 

電話 

 

       （     ） 

放送希望日時       年     月     日        時    分 

放送地域 市内全域 ・ 地域別（                             ） 

放送件名  

及び目的 

件名： 

放送文（文節ごとに／を入れて書いてください。例 こちらは／須坂市役所／健康づくり課です／） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記により放送してよいでしょうか □承認する □承認しない（理由：                ） 

承認欄   

放送実施日時 平成    年   月   日（    時    分）  

放送実施者   

※ 依頼者は、太線で囲んだ部分のみ記入してください。 
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関係機関等連絡先一覧 

連  絡  先 電  話 
ファクシミリ 

機関等名称 担当課等 昼間・平日 

厚生労働省 

代表電話 ０３－５２５３－１１１１  

健康局 結核感染症課 ０３－５２５３－１１１１  

国立感染症研究所 ０３－５２８５－１１１１ ０３－５２８５－１１５０ 

長野県 

代表電話 ０２６－２３２－０１１１  

衛生部 健康づくり支援課 

（感染症難病係） 

０２６－２３５－７１５１ 

（０２６－２３５－７１４８） 
０２６－２３５－７１７０ 

危機管理部 危機管理係 ０２６－２３５－７１８４ ０２６－２３３－４３３２ 

長野保健所 ０２６－２２３－２１３１ ０２６－２２３－７６６９ 

長野保健所 須坂支所 ０２６－２４５－０８７０ ０２６－２４５－０８７７ 

須坂市 

代表電話 ０２６－２４５－１４００  

健康福祉部 健康づくり課 ０２６－２４８－９０１８ ０２６－２５１－２４５９ 

須坂市保健センター ０２６－２４８－９０２３ ０２６－２４８－９０４２ 

総務部総務課 ０２６－２４８－９０００ ０２６－２４６－０７５０ 

警察署 
長野県警 ０２６－２３３－０１１０  

須坂警察署 ０２６－２４６－０１１０  

病 院 

県立須坂病院 ０２６－２４５－１６５０ ０２６－２４８－３２４０ 

医療法人公仁会 轟病院 ０２６－２４５－０１２６ ０２６－２４５－０１２６ 

特定医療法人 新生病院 ０２６－２４７－２０３３  

医師会 
須高医師会 ０２６－２４５－１９７９  

須高歯科医師会 ０２６－２４８－２９９０  

薬剤師会 須高薬剤師会 ０２６－２４５－９４１８  

獣医師会 須高獣医師会 ０２６－２４８－６０１２  

隣接市町村 

長野市保健所 ０２６－２２６－９９６０  

上田市役所 ０２６８－２２－４１００ ０２６８－２５－４１００ 

小布施町 健康グループ ０２６－２４７－３１１１ ０２６－２４７－３１１１ 

高山村役場 村民生活課 ０２６－２４５－１１００ ０２６－２４８－００６６ 

群馬県嬬恋村 ０２７９－９６－０５１１ ０２７９－９６－０５１６ 
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市内医療機関一覧 

医療機関名 診療科目 電話番号 所在地 
備

考 

県立須坂病院 内科、神経内科、

循環器科、小児

科、外科、整形外

科、形成外科、脳

神経外科、呼吸

器外科、泌尿器

科、産婦人科、耳

鼻咽喉科、眼科、

皮膚科、精神科、

放射線科、リハビリ

テーション科、血

管外科、感染症

科、海外渡航者

外来、女性専用

外来 

０２６－２４５－１６５０ 大字須坂1332  

轟病院 外科、内科、皮膚

科、整形外科、肛

門科、歯科 

０２６－２４５－０１２６ 馬場町１２３９  

旭町医院 内科、呼吸器科、

消化器科 

０２６－２４５－０１２４ 上中町１８３  

飯島内科医院 内科、消化器科 ０２６－２４８－７３３７ 高橋町1136-１  

石原皮フ科医院 皮膚科、アレルギ

ー科 

０２６－２４８－８５５５ 東横町１４４０－１  

市川眼科医院 眼科 ０２６－２４６－９４８８ 中町１７８－７  

おおくぼ眼科須坂クリニック 眼科 ０２６－２４５－０００９ 馬場町１２３７－２  

大島医院 内科、小児科 ０２６－２４５－１８８０ 東横町１２７９－１  

太田産婦人科医院 産科、婦人科 ０２６－２４８－１２８５ 墨坂２－７－３２  

大峡耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科、気

管食道科、アレル

ギー科 

０２６－２４８－８８７７ 墨坂５－７－１１  

押鐘医院 内科、小児科、放

射線科 

０２６－２４５－２０７１ 本上町１４７５  

笠井クリニック 外科、胃腸科、リ

ハビリ、放射線科 

０２６－２４５－００８３ 東横町３４４  

パルム内 

 

かねこ医院 内科、胃腸科 ０２６－２４２－３３５１ 田の神町１７５５－８  



１８ 

 

小池医院 内科、循環器科、

呼吸器科 

０２６－２１５－２２２０ 旭ヶ丘町１８８５－１０  

小林医院 内科、消化器科 ０２６－２４８－６４６６ 北原町５５６－１  

ごみょう整形外科クリニック 整形外科、リウマ

チ科、リハビリテー

ション科 

０２６－２４８－５５８８ 井上町１７００－１４  

佐藤医院 内科、消化器科 ０２６－２４６－５３００ 馬場町１２２４－２０  

しぶさわ耳鼻医院 耳鼻咽喉科、気

管食道科 

０２６－２４２－７６４６ 相森町４３００－３  

島田医院 産科、婦人科、内

科、循環器科、神

経内科、麻酔科 

０２６－２４５－５３６８ 馬場町１１６１  

下鳥内科クリニック 内科、循環器科 ０２６－２１５－２７７７ 幸高町２７８  

スザカ心療内科クリニック 心療内科、精神

神経科、内科 

０２６－２４８－８５２８ 北横町１２９４－１  

スザカ皮膚科クリニック 皮膚科 ０２６－２４８－６６１２ 北横町１２８８－２ 

須坂駅２F 

 

ソフィアこどもクリニック 小児科、アレルギ

ー科 

０２６－２５１－２３３２ 北旭ヶ丘町３６００  

滝澤内科医院 内科 ０２６－２１５－２８８８ 臥竜６－１２－２０  

田﨑内科クリニック 内科、消化器科 ０２６－２４５－１５８９ 上町８５  

たけまえ医院 内科、循環器科 ０２６－２４８－１２４０ 臥竜２－１５－３５  

たむらこどもクリニック 小児科、アレルギ

ー科 

０２６－２４８－６６２１ 塩川１２－２  

永田医院 胃腸科、外科、皮

膚科 

０２６－２４８－１７１１ 墨坂南２－５－３  

西沢内科胃腸科医院 内科、胃腸科 ０２６－２４８－１２１２ 墨坂１－４－１  

野口内科医院 内科、循環器科 ０２６－２４６－１３６８ 塩川町１８４－１  

細川医院 内科、循環器科 ０２６－２４５－０６８８ 南横町１６３２  

宮下医院 内科、神経科、精

神科、心療内科 

０２６－２４８－１３５５ 高梨町２６０－５  

みやもと眼科 眼科 ０２６－２４２－３３３１ 北旭ヶ丘町３６１３－１  

目黒医院 内科 ０２６－２４５－０５３０ 上八町１７５４－２  

山口内科医院 内科、消化器科 ０２６－２４６－１２１１ 墨坂南３－７－２３  

山本整形外科クリニック 整形外科、リウマ

チ科、リハビリテー

ション科 

０２６－２１５－２５００ 相森町２１９１－１４  



１９ 

 

湯本整形外科医院 整形外科、リウマ

チ科、リハビリテー

ション科 

０２６－２４８－０２５５ 墨坂３－６－１  

 

市内歯科医療機関一覧 

医療機関名 電話番号 所在地 備考 

浅沼歯科医院 ０２６－２４６－５３５３ 幸高町２８３－１  

旭ヶ丘歯科クリニック ０２６－２５１－２１３７ 旭ヶ丘町２１１３－４  

あらい歯科クリニック ０２６－２４８－８１１０ 臥竜４－７－２  

池田歯科医院 ０２６－２４８－０４３４ 新田町２１４５－４  

板倉歯科医院 ０２６－２４７－０４５６ 米持町２１９  

江口歯科医院 ０２６－２４８－００５８ 太子町９２０－１３  

遠藤歯科医院 ０２６－２４８－１３９０ 臥竜１－５－１６  

押鐘歯科医院 ０２６－２４７－０１１８ 本上町１４７６－１８  

小野沢歯科医院 ０２６－２４５－１６１４ 馬場町１０５３  

小林歯科医院 ０２６－２４８－３３１２ 立町１４６４－５  

すざか歯科クリニック ０２６－２４２－４６１８ 新町６０８－１  

高島歯科医院 ０２６－２４８－２６００ 南横町１５４７－１  

高野歯科医院 ０２６－２４５－０２０５ 春木町１１０７  

中沢歯科医院 ０２６－２４５－０６３９ 墨坂南３－２－７  

橋本歯科医院 ０２６－２４５－００３９ 北原町５５５  

松沢歯科医院 ０２６－２４５－０７１３ 本上町４４  

光希歯科医院 ０２６－２４８－６４００ 塩川町２５５３－２  

村山ぐりーん歯科 ０２６－２４８－１３１８ 高梨町４０１－７  

最上歯科医院 ０２６－２４５－０７９０ 北横町１２８２－３  

望月歯科医院 ０２６－２４８－２９９０ 墨坂南２－２０－１５  

矢島歯科医院 ０２６－２４５－０１６０ 横町２８７  

柳沢歯科医院 ０２６－２４８－６６３６ 大谷町８５７－４  

山口歯科医院 ０２６－２４５－０５５２ 馬場町１２４１－１４  

 



２０ 

 

市内薬局一覧 

薬局名 電話番号 所在地 備考 

オオクマ薬局 ０２６－２４５－９４１８ 旭ヶ丘１－１０  

立町中央薬局 ０２６－２４８－４７３７ 立町２６３－６  

有限会社大丸薬局 ０２６－２４５－０５０２ 大字須坂９０  

有限会社アキヤマ薬局 ０２６－２４５－０２６４ 大字須坂３０８  

株式会社押鐘薬局 ０２６－２４５－００４９ 東横町１４３１  

有限会社山下薬局 ０２６－２４５－００３２ 大字須坂２０８  

かおり薬局 ０２６－２４８－５９４０ 墨坂南２－５－５  

八幡中島ファミリー薬局 ０２６－２４８－０９９９ 墨坂２－７－１２  

アロー須坂薬局 ０２６－２４８－２５０４ 立町１３４５－１０  

アイリス薬局 ０２６－２１５－２１１１ 北横町１２８８－２  

わかば薬局須坂 ０２６－２１５－２９２１ 東横町１４２０－１６  

スズラン薬局 ０２６－２４２－３５８１ 旭ヶ丘１８９１－４  

さくら薬局長野須坂店 ０２６－２１５－２９８５ 大字須坂１３９６  

幸高中島ファミリー薬局 ０２６－２４２－３２２２ 幸高町２７４－２  

高梨土屋薬局 ０２６－２１５－２３０２ 高梨町２６１  

すみさか土屋薬局 ０２６－２４８－０６７１ 墨坂１－４－２  

スザカ岡田薬局 ０２６－２４６－２４６１ 相森町２１９１－１３－２  

蔵の町薬局 ０２６－２１５－２５６８ 東横町１４２０－１９  

芝宮前中島ファミリー薬局 ０２６－２４８－９１１１ 横町２８８－１  

りんどう薬局 ０２６－２１７－３２２０ 臥竜２－１３－１  

須坂あすなろ薬局 ０２６－２１５－２２８０ 北原町５５９－５４  

りぼん薬局 ０２６－２４８－６６４４ 塩川７１６－２  

アメリカンドラッグ 小山店 ０２６－２５１－２２３０ 墨坂４－２－２０  

アメリカンドラッグ 須坂臥竜店 ０２６－２１５－２７００ 臥竜５－１１－１０  

アメリカンドラック 春木町店 ０２６－２４２－５３３１ 大字須坂９４１－１  

ドラッグストアなかじま塩川店 ０２６－２４２－７５４８ 塩川２５５４－１  

みすずファーマシー ０２６－２１５－２８５０ 大字須坂１５３９－１  

有限会社サイトウ農薬店 ０２６－２４５－３２５６ 大字福島１５－１  

マキ薬品 ０２６－２４５－０６０８ 常盤町８１１－７  

 



２１ 

 

市内施設一覧 

高齢者施設 

施設名称 電 話 所 在 地 備考 

高齢者総合福祉施設 

須坂やすらぎの園 

０２６－２４６－４６００ 大字日滝２８８７－１  

須坂やすらぎの園 
０２６－２４６－６８８３ 大字日滝２８８７－２  

居宅介護支援事業所 須坂荘 
０２６－２４２－５４４０ 大字塩野９５１  

須坂荘 
０２６－２４８－０８３９ 大字塩野９５１  

社会福祉法人 

須坂市社会福祉協議会 

居宅介護支援事業部 

０２６－２４５－１６４０ 大字須坂４７６－１  

社会福祉法人 

須坂市社会福祉協議会 

第Ⅱ居宅介護支援事業部 

０２６－２４８－５６７５ 大字須坂４７６－１  

社会福祉法人 

須坂市社会福祉協議会 

訪問介護事業部 

０２６－２４５－１６４０ 大字須坂４７６－１  

社会福祉法人 

須坂市社会福祉協議会 

訪問入浴介護事業部 

０２６－２４５－１６４０ 大字須坂４７６－１  

須坂市社協デイサービスセンター 

すえひろ 

０２６－２４６－６１９１ 大字須坂１２４３－１  

須坂市社協デイサービスセンター 

ことぶき 

０２６－２４６－９８２２ 大字野辺１３３５－２  

須坂市社協デイサービスセンター 

ぬくもり園 

０２６－２４６－８４６２ 大字野辺１３４１－７  

株式会社ケアネット 

長野サービスセンター 

０２６－２５１－２７０８ 大字小山字蒔田２５１８－１  

株式会社ケアネット 

デイサービスセンター長野 

０２６－２５１－２８０１ 大字小山字ザラメキ 

２５７９－１２ 

 

社団法人長野県看護協会 

須高訪問看護ステーション 

居宅介護支援事業所須高 

０２６－２４５－７８８５ 大字須坂１５２８－７  

ＪＡ須高居宅介護支援事業所 

（がりゅうの里） 

０２６－２４２－７１７１ 大字野辺松ノ春５６１－１  

ＪＡ須高居宅介護支援事業所 

デイサービスセンター（がりゅうの里） 

０２６－２４２－７１７１ 大字野辺松ノ春５６１－１  

ＪＡ須高居宅介護支援事業所 

ショートステイ（がりゅうの里） 

０２６－２４２－７１７１ 大字野辺松ノ春５６１－１  

グリーンアルム複合施設 ０２６－２１５－２６６２ 大字仁礼７－１０  



２２ 

 

医療法人公仁会 

とどろきグループホーム 

０２６－２４５－１９７３ 大字須坂１７０  

ＮＰＯ法人生活支援センター 

オアシス 

０２６－２４２－３８６０ 大字小河原１５６４－１  

ニチイケアセンター須坂 ０２６－２４７－０３７１ 墨坂３－９－７  

宅幼老所わくさん家 ０２６－２４５－２５４６ 臥竜６－１５－８  

宅老所赤とんぼ ０２６－２４８－３６２７ 大字小河原１８９６－８  

居宅介護支援事業所たのし家 

宅老所たのし家 

０２６－２４６－５３７７ 大字野辺６６－１１  

株式会社大栄産業 

指定居宅介護支援事業所 

株式会社大栄産業 

０２６－２４８－４８８０ 墨坂３－４－２５  

宅幼老所なかま ０２６－２４５－９２９２ 

０２６－２４２－７２７７ 

大字亀倉５－１  

宅老所たつまち ０２６－２４６－００２７ 大字須坂１５２５－３  

株式会社 のっこい ０２６－２４６－０２２７ 大字井上２１２７－２  

株式会社 豊洲ケアサービス ０２６－２４８－５９９５ 大字相之島５２１  

障がい者施設 

社会福祉法人育護会 

浅間育豊園 

０２６－２４５－８１０８ 大字八町２３６６－イ  

社会福祉法人育護会 

須坂技術学園 

０２６－２４６－２４０９ 大字八町２３６８  

特定非営利法人きらら 

ピアステーションきらら 

ピュア相談支援事業所 

０２６－２４８－５０８９ 臥竜１－７－１７  

特定非営利活動法人 

サポートクラブゆめ 

臥竜企画 

０２６－２４８－１７０７ 大字野辺１３９３－１  

特定非営利活動法人 

サポートクラブゆめ 

ポケット 

０２６－２４２－７２７７ 亀倉５－１  

特定非営利活動法人 

サポートクラブゆめ 

かがやき 

０２６－２４８－３７３３ 亀倉５－１  

社会福祉法人すこう福祉会 

ワークハウスわらしべ 

０２６－２４８－５６７８ 大字小河原１２３４－１  

特定非営利活動法人精神保健福

祉会 すざかの風  

ピアハウス北須坂作業所 

０２６－２４８－０１８０ 大字小河原２００５－１  



２３ 

 

特定非営利活動法人精神保健福

祉会すざかの風  

地域活動支援センターピアハウス 

０２６－２１７－１１８０ 大字小河原２００５－１  

特定非営利活動法人精神保健福

祉会 すざかの風  

ピアハウス新町 

０２６－２４８－７７１８ 大字須坂６１０  

株式会社のっこい 

のっこいヘルパーステーション 

相談支援事業所みらい 

０２６－２４６－０２２７ 大字井上２１２７－２  

社会福祉法人 

須坂市社会福祉協議会 

ぶどうの家 

０２６－２４８－９３７０ 大字日滝３２７  

社会福祉法人夢工房福祉会 

須坂ひだまり作業所 

０２６－２４８－２１９４ 大字須坂４８３－３  

社会福祉法人夢工房福祉会 

ワークスペース夢工房 

夢工房ヘルパーステーション 

０２６－２４８－３００２ 大字須坂１４８５－１１  

社会福祉法人夢工房福祉会 

ワークス未来工房 

０２６－２４７－０８７０ 大字須坂１３８０  

社会福祉法人夢工房福祉会 

須高地域障害者支援センター 

０２６－２４８－３７４１ 大字須坂３４４  

社会福祉法人りんどう信濃会 

須坂悠生寮 

０２６－２４６－５１５６ 大字米子７－１  

幼稚園 

泉園幼稚園 ０２６－２４５－１００７ 常盤町８３４－１  

須坂双葉幼稚園 ０２６－２４５－２７５３ 墨坂４－７－４  

須坂マリア幼稚園 ０２６－２４５－００１２ 春木町１０９２  

山びこ幼稚園 ０２６－２４５－６３８０ 臥竜４－１０－２  

豊幼稚園 ０２６－２４５－０３１６ 東横町１５３７  

旭ヶ丘幼稚園 ０２６－２４５－３９２２ 旭ヶ丘１９８６－２  

保育園 

須坂東部保育園 ０２６－２４５－０６４５ 高橋町１１８５－１  

須坂保育園 ０２６－２４５－１８４１ 東横町１２７４  

須坂南保育園 ０２６－２４５－１７５３ 臥竜５－３－１５  

日野保育園 ０２６－２４５－４０９４ 塩川町１８８－９  



２４ 

 

高甫保育園 ０２６－２４５－４１５４ 野辺町１０９７－１  

井上保育園 ０２６－２４５－０４８５ 幸高町８２－２  

北旭ヶ丘保育園 ０２６－２４５－４０４１ 北旭ヶ丘３１３３－１  

須坂千曲保育園 ０２６－２４５－１６６５ 中島町１２６５  

豊丘保育園 ０２６－２４８－２１１８ 豊丘上町２４４０－１  

仁礼保育園 ０２６－２４８－２１９２ 仁礼町１２０  

相之島保育園 ０２６－２４６－０９７５ 相之島町７１１－２  

夏端保育園 ０２６－２４８－０４４１ 夏端町１０－５８  

上高井保育園 ０２６－２４５－１０４１ 本上町１３５５－１  

豊洲保育園 ０２６－２４５－２１５４ 小河原２４０５－１  

みつばち保育園 ０２６－２４６－２１１０ 馬場町１２１１－５  

須坂白百合乳児園 ０２６－２４８－１３２５ 北相之島町１２５５  

やすらぎ保育園 ０２６－２４６－４６００ 本郷町２８８７－１  

    

小学校・中学校 

須坂小学校 ０２６－２４５－００７１ 大字須坂７８０  

小山小学校 ０２６－２４５－０２４２ 臥竜１－３－１  

森上小学校 ０２６－２４５－０２３６ 墨坂３－１－１  

日滝小学校 ０２６－２４５－０２０３ 大字日滝１６４８  

豊洲小学校 ０２６－２４５－０４５９ 大字小島４７３  

日野小学校 ０２６－２４５－０７７４ 大字塩川１５１  

井上小学校 ０２６－２４５－０５９９ 大字幸高２９２  

高甫小学校 ０２６－２４５－０５９３ 大字八町１９１６  

旭ヶ丘小学校 ０２６－２４５－５１０１ 旭ヶ丘１２－２  

仁礼小学校 ０２６－２４５－２３４３ 大字仁礼９６－２  



２５ 

 

豊丘小学校 ０２６－２４５－０４９１ 大字豊丘１０７０  

常盤中学校 ０２６－２４５－０３２６ 大字日滝６１  

相森中学校 ０２６－２４５－０２８０ 大字日滝２０８２  

墨坂中学校 ０２６－２４５－０５６４ 墨坂南２－１９－１  

東中学校 ０２６－２４５－２３４２ 大字亀倉６－６  

高等学校 

長野県須坂商業高等学校 ０２６－２４５－０４２１ 大字須坂１１５０  

長野県須坂園芸高等学校 ０２６－２４５－０１０３ 大字須坂１６１６  

長野県須坂東高等学校 ０２６－２４５－０３３１ 大字日滝４－４  

長野県須坂高等学校 ０２６－２４５－０３３４ 大字須坂１５１８－２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


