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静岡県から公表のありましたように、長泉町において新たに新型コロナウイルス感染症

の陽性患者 21 名が確認されました。感染された方の概要は下記のとおりです。り患され

ました方におかれましては、お見舞い申し上げますとともに、一日も早い回復をお祈り申

し上げます。 

さて、国内では都市部を中心にオミクロン株が徐々に拡大しており、県内でも感染者数

が増加傾向にあります。引き続き町では県や関係機関と連携し、情報収集に努めたうえ

で、感染防止対策の徹底を図ってまいりますとともに、的確な情報提供にも努めてまいり

ます。 

町民の皆さまにおかれましては、マスクの着用や手洗い、３密の回避（密集、密接、密

閉）等の「新しい生活様式」に基づく感染予防策を徹底していただくほか、飲食店や人が

集まる場所へ行く際は、感染リスクが高まる「５つの場面」に特に注意していただくよう

お願い致します。 

これまでも、大変なご不便をおかけしておりますが、引き続き自分や大切なご家族、そ

して地域を守るための行動にご理解とご協力をお願い致します。 

長泉町長 

 

 

１ 患者の概要（静岡県 HP より） 

 

公表番号 町４１０例目(県公表番号 3３８５８) 町４１１例目(県公表番号３３８７４) 

年 代 ５０歳代 ３0歳代 

性 別 男性 女性 

発症日 １月 16日 １月 1４日 

陽性確認日 １月２０日 １月 18日 

濃厚接触者 なし 同居家族 

推定感染経路 県内陽性者との濃厚接触 不明 

 

 

 

 

 町内における新型コロナウイルス感染症患者情報（410～430 例目） 

～町民の皆様へ～ 
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公表番号 町４１２例目(県公表番号 3３８７６) 町４１３例目(県公表番号 3３８８５) 

年 代 高齢でない成人 ３０歳代 

性 別 公表望まず 女性 

発症日 １月 1６日 １月 1８日 

陽性確認日 １月 18日 １月２０日 

濃厚接触者 同居家族 なし 

推定感染経路 不明 県内陽性者との濃厚接触 

 

公表番号 町４１４例目(県公表番号 3３９０５) 町４１５例目(県公表番号３３９０６) 

年 代 未成年者 ５０歳代 

性 別 女性 男性 

発症日 １月１９日 1月 1９日 

陽性確認日 １月２０日 1月２０日 

濃厚接触者 同居家族 同居家族 

推定感染経路 不明 不明 

 

公表番号 町４１６例目(県公表番号３３９１９) 町４１７例目(県公表番号 3３９２０) 

年 代 １０歳代 未成年者 

性 別 男性 公表望まず 

発症日 １月 17日 １月 1９日 

陽性確認日 １月２０日 １月２０日 

濃厚接触者 同居家族 同居家族 

推定感染経路 県内陽性者との濃厚接触 県内陽性者との接触 

 

公表番号 町４１８例目(県公表番号３３９２４) 町４１９例目(県公表番号３３９２６) 

年 代 ４０歳代 ４0歳代 

性 別 女性 女性 

発症日 １月 19日 なし 

陽性確認日 １月２０日 １月２０日 

濃厚接触者 同居家族 同居家族 

推定感染経路 不明 県内陽性者との接触 
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公表番号 町４２０例目(県公表番号３３９３０) 町４２１例目(県公表番号３３９５９) 

年 代 40歳代 未成年者 

性 別 男性 女性 

発症日 １月 1６日 １月 18日 

陽性確認日 １月 1８日 １月２０日 

濃厚接触者 同居家族 同居家族 

推定感染経路 不明 県内陽性者との接触 

 

公表番号 町４２２例目(県公表番号３３９６９) 町４２３例目(県公表番号３３９７０) 

年 代 未成年者 １０歳代 

性 別 女性 男性 

発症日 １月１８日 １月１９日 

陽性確認日 １月１８日 １月２０日 

濃厚接触者 同居家族 同居家族 

推定感染経路 県内陽性者との接触 県内陽性者との接触 

 

公表番号 町４２４例目(県公表番号３３９７８) 町４２５例目(県公表番号 32９７９) 

年 代 １０歳代 高齢でない成人 

性 別 男性 公表望まず 

発症日 １月１４日 １月 1５日 

陽性確認日 １月１８日 １月 1９日 

濃厚接触者 なし 同居家族 

推定感染経路 県内陽性者との濃厚接触 不明 

 

公表番号 町４２６例目(県公表番号３３９８０) 町４２７例目(県公表番号３３９８５) 

年 代 未成年者 10歳未満 

性 別 女性 女性 

発症日 １月 1５日 １月 19日 

陽性確認日 １月 19日 １月２０日 

濃厚接触者 同居家族 なし 

推定感染経路 不明 県内陽性者との濃厚接触 
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公表番号 町４２８例目(県公表番号３３９８８) 町４２９例目(県公表番号３４００１) 

年 代 高齢者 １０歳代 

性 別 女性 男性 

発症日 １月 1９日 1月１９日 

陽性確認日 １月 1９日 １月２０日 

濃厚接触者 なし なし 

推定感染経路 県内陽性者との濃厚接触 県内陽性者との濃厚接触 

 

公表番号 町４３０例目(県公表番号３４００２)  

年 代 ４０歳代  

性 別 男性  

発症日 １月 19日  

陽性確認日 １月２０日  

濃厚接触者 なし  

推定感染経路 県内陽性者との濃厚接触  

 

 

 ～町民の皆さんへ～ 

  感染拡大を防止するためには、一人ひとりの行動が大変重要になりますので、引き

続きマスクの着用やこまめな手洗いなど「新しい生活様式」に基づく感染防止対策

を徹底していただくほか、飲食店や人が集まる場所へ行く際は感染リスクが高まる

「５つの場面」に注意していただくようお願します。 

・県外への移動は、訪問先の感染状況等を事前に確認し、緊急事態宣言やまん延防止

等重点措置等が発出された場合には、ワクチン接種やＰＣＲ検査等による陰性の認証

を受けていない方は、不要不急の移動を控えてください。 

・人との間隔をできるだけ２メートル（最低１メートル）空けてください。 

・外出する際は、マスクを着用してください。 

・こまめな手洗いや手指の消毒など基本的な感染予防策を徹底してください。 

・「密閉」、「密集」、「密接」の３つの密を避けてください。 

・発熱などの風邪症状があるときは、外出を控えてください。 
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・感染リスクが高まる５つの場面 

① 飲酒を伴う懇親会等 

② 大人数や長時間におよぶ飲食（５人以上の飲食では、大声になり飛沫が飛びやすくなります。） 

③ マスクなしでの会話 

④ 狭い空間での共同生活 

⑤ 居場所の切り替わり 

 

～人権に配慮した冷静な行動についてのお願い～ 

感染者やそのご家族、医療従事者への心ない言動は、不安をあおるだけでなく感染拡大

防止の妨げにもなります。町民の皆さま方におかれましては、感染症に対する正しい知識

と正確な情報収集に努めていただき、思いやりのある冷静な行動をお願い致します。 

 

※  感染者の情報は、静岡県から提供された情報であり、詳細は県のホームページ等

で公表されることになっています。なお、町 HP の感染者情報は、県の公表内容

を基に作成しています。 

 

【感染症患者の記者発表等に関する連絡先 静岡県】 

静岡県健康福祉部感染症対策局新型コロナウイルス対策課 054-221-298２ 

【長泉町連絡先】 

長泉町地域防災課 055-989-5505 


