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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 14 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 431例目(県公表番号 34921) 町 432例目(県公表番号 34930) 

年 代 60歳代 10歳代 

性 別 公表望まず 男性 

発症日 １月 19日 １月 19日 

陽性確認日 １月 21日 １月 21日 

濃厚接触者 保健所が特定した者 同居家族 

推定感染経路 不明 県内陽性者との濃厚接触 

 

 

 

 

 町内における新型コロナウイルス感染症患者情報（431～444 例目） 

～町民の皆様へ～ 



 長泉町        新型コロナウイルス感染症情報 

 

 

公表番号 町 433例目(県公表番号 34981) 町 434例目(県公表番号 34989) 

年 代 30歳代 40歳代 

性 別 男性 女性 

発症日 １月 19日 １月 20日 

陽性確認日 １月 21日 １月 21日 

濃厚接触者 同居家族、親族 同居家族 

推定感染経路 不明 不明 

 

公表番号 町 435例目(県公表番号 34992) 町 436例目(県公表番号 35001) 

年 代 未成年者 50歳代 

性 別 公表望まず 男性 

発症日 １月 20日 １月 18日 

陽性確認日 １月 21日 １月 21日 

濃厚接触者 同居家族、親族 なし 

推定感染経路 県内陽性者との接触 県内陽性者との濃厚接触 

 

公表番号 町 437例目(県公表番号 35002) 町 438例目(県公表番号 35013) 

年 代 40歳代 10歳代 

性 別 女性 男性 

発症日 １月 18日 1月 20日 

陽性確認日 １月 21日 １月 21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 県内陽性者との接触 

 

公表番号 町 439例目(県公表番号 35015) 町 440例目(県公表番号 35016) 

年 代 10歳代 40歳代 

性 別 女性 女性 

発症日 １月 19日 １月 20日 

陽性確認日 １月 21日 １月 21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 県内陽性者との濃厚接触 
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公表番号 町 441例目(県公表番号 35018) 町 442例目(県公表番号 35025) 

年 代 20歳代 10歳代 

性 別 女性 女性 

発症日 １月 19日 １月 18日 

陽性確認日 １月 21日 １月 21日 

濃厚接触者 同居家族 なし 

推定感染経路 不明 不明 

 

公表番号 町 443例目(県公表番号 35047) 町 444例目(県公表番号 35052) 

年 代 50歳代 40歳代 

性 別 男性 公表望まず 

発症日 １月 19日 １月 19日 

陽性確認日 １月 21日 １月 21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 不明 
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 ～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。 

 

・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 


