
 

 

 

 

 

 

記者発表資料 

令和３年１月 17日（日曜日） 

保健福祉部健康増進課 

担当：畠山・三浦（21-1212） 

新型コロナウイルス感染症患者が発生しました（市内 21～25例目） 

― 市長メッセージ ― 

 

 ■ 本日，宮城県から，新たに気仙沼市民５名の感染が確認された旨の発表がありまし

た。１日当たりの人数として過去最多となります。 

   （別紙 宮城県記者発表資料：「１新規患者の概要【2916～2920例目】，及び「２新

型コロナウイルス感染症拡大防止のための県民への情報提供」のとおり） 

 

 ■ この高齢者施設については，不特定多数が集う場所ではないことから，施設の利用

者・職員など濃厚接触者等の特定は県保健所により進んでおり，その方々には連絡が

なされ，必要な調査や検査が行われております。 

 

 ■ 市としても，こうした事例を繰り返すことがないように，市内の同種施設等への注

意喚起文書を発出し，改めて業種別ガイドラインを遵守・徹底していただきますよう

お願いいたしました。 

 

 ■ 感染された方に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いたしま

す。 

 

 ■ 感染された方や御家族の方々に御配慮をいただき，誹謗中傷や風評被害につながる

行動をとらないよう，御理解と御協力をお願いいたします。 

 

 ■ 市民の皆様には，マスク着用・手指消毒をはじめとした基本的な感染予防対策の徹

底のほか，緊急事態宣言の対象都府県はもとより，流行地域への移動及び流行地域か

らの移動は慎重に検討願います。特に大人数での会食や風邪症状がある時の外出は控

えていただきますよう重ねてお願い申し上げます。 

 

 ■ 感染の不安がある方や体調のすぐれない方などは，速やかに「かかりつけ医」や宮

城県の「受診・相談センター（コールセンター）」に御相談ください。 

   （受診・相談センター電話番号 022-211-2882又は 022-211-3883 24時間対応） 

 

 ■ 本市では「気仙沼市感染症クリニック」を開設しています。発熱等の症状により受

診を希望する方は，あらかじめ電話予約をお願いいたします。 

   （診療日 月・水・金曜日（祝日除く） 電話番号 080-4143-3849） 
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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者の発生等について 

 

今般，宮城県内におきまして，新たに１２名（２９１２～２９２３例目）の新型コロナウイルス感染症患者

が確認されました。患者の概要は以下のとおりです。 

 

１ 新規患者の概要 

No 年代 性別 職業 居住地 発症日 症状 
陽性 

判明日 
接触歴 

療養 

状況 

重

症 

そ

の

他 

2912 40代 男性 会社員 名取市 1/14 あり 1/16 調査中 調整中   

2913 60代 女性 自営業 美里町 1/11 あり 1/16 調査中 調整中   

2914 50代 男性 会社員 石巻市 1/13 あり 1/16 
本日公表した施設

(建設業)の滞在者 
療養中   

2915 40代 男性 会社員 石巻市 
1/15 

(採取日) 
なし 1/16 

本日公表した施設

(建設業)の滞在者 
療養中   

2916 50代 女性 無職 気仙沼市 1/4 あり 1/16 あり 調整中   

2917 30代 男性 団体職員 気仙沼市 1/14 あり 1/16 あり 調整中   

2918 30代 女性 団体職員 気仙沼市 1/11 あり 1/16 
本日公表した施設

(高齢者施設)の 

滞在者 
調整中   

2919 90代 女性 無職 気仙沼市 1/15 あり 1/16 
本日公表した施設

(高齢者施設)の 

滞在者 

入院中   

2920 80代 男性 無職 気仙沼市 1/15 あり 1/16 
本日公表した施設

(高齢者施設)の 

滞在者 
入院中   

2921 70代 男性 無職 村田町 1/8 あり 1/17 調査中 入院中   

2922 20代 男性 学生 柴田町 1/14 あり 1/17 調査中 調整中   

2923 10代 女性 学生 塩竈市 1/14 あり 1/17 調査中 調整中   

※外国籍で公表に同意が得られた場合はその他の欄に「外国籍」と記載（日本国籍または非公表の場合は記載しない）。 
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２ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための県民への情報提供 

「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための県民への情報提供（呼びかけ）基準」２（２）に基づき，以

下のとおり情報提供いたします。 

 

（１）施設（運輸サービス業） 

２６４４（仙台市１７４３例目），２７４９例目及び仙台市２名は，同一施設に滞在しており，同一施設内

における接触者は特定できております。 

① 利用施設                  事務所（運輸サービス業） 

② 施設所在地                 岩沼市  

③ 感染拡大に影響があると推測される事項    食事の際、マスクを外して会話する状況があった。 

 

（２）施設（建設業） 

２９１４及び２９１５例目は，２７１０及び２７１１例目と同一施設に滞在しており，同一施設内におけ

る接触者は特定できております。 

① 利用施設                  現場事務所（建設業） 

② 施設所在地                 女川町 

③ 感染拡大に影響があると推測される事項    マスクを着用していたものの，鼻を覆わず口のみを覆

うなど不十分な状態で着用し，十分な距離をとらず，

１５分以上会話をしていた状況があった。 

 

（３）施設（高齢者施設） 

２９１８から２９２０例目までは，２８７７例目と同一施設に滞在しており，同一施設内における接触者

は特定できております。 

① 利用施設                  高齢者施設 

② 施設所在地                 気仙沼市  

③ 感染拡大に影響があると推測される事項    定期的に施設内の換気や消毒に努めるなど，感染対策

を講じていたが，認知症などの理由によりマスクの

着用が不十分な利用者がいた。また，職員の健康管

理が十分でない面があった。 

 

３ 新型コロナウイルス感染症患者の死亡について 

 昨日（１月１６日），県内の医療機関に入院されていた新型コロナウイルス感染症患者１名（９０歳代 男性）

が亡くなられましたので，お知らせします。ここにお亡くなりになった方のご冥福をお祈り申し上げます。 

 なお，ご遺族の心情に配慮し，病状や経過等詳細につきましては，公表を差し控えさせて頂きます。 

 

 

４ 療養者数等の状況                          （本日１５時時点） 

療養中

入院

2,921人 556人 134人 52人 82人 206人 24人 192人 2,345人 20人
(1,895人) (329人) (79人) (24人) (55人) (95人) (20人) (135人) (1,556人) (10人)

2人

(1人)

2,923人
(1,896人)

患者

その他 欠番（744例目，1196(市800)例目）

総数

計

（うち仙台市）

療養終了 死亡
宿泊療養 自宅療養

入院・療養先

調整中うち感染症指定
医療機関

うち入院協力医
療機関

 
※重症者数：６名  ※本日の病床数：２１４床（感染症指定医療機関：９６床，入院協力医療機関：１１８床） 

※「死亡」は死亡後に新型コロナウイルスが検出された者も含みます。 
 
 
５ 県民の皆様へ 



- 3 - 

 

【報道機関の皆様へ】 

感染症予防啓発及び個人情報保護等に基づき，必要と判断した範囲で，迅速かつ的確に情報提供す

るよう努めますので，報道各社におかれましては，患者の居住地を市町村名まで公表していることを

踏まえ，患者及び関係者等のプライバシーに特段の御配慮をお願い申し上げます。 

また，円滑な医療提供に支障が生じるおそれがありますので，医療機関への取材に関しましても控

えていただきますようお願い申し上げます。 

県民の皆様におかれましては，基本的な感染症予防対策，感染対策が取られている施設の利用，会食や飲

み会においては大皿料理の共有や回し飲み，飛沫が飛ぶような会話は控える，流行地域への移動及び流行地

域からの移動については慎重に検討する，風邪症状がある時には外出を控えるなどの新しい生活様式の実

践・定着など，感染予防対策に引き続きご協力いただき，冷静に行動していただきますようお願い申し上げ

ます。 

また，事業者の皆様におかれましては，業種ごとの感染拡大予防ガイドラインの徹底をお願い申し上げま

す。 

今回の新型コロナウイルス感染症は誰もが感染する可能性のある感染症ですので，感染者に対する差別や

誹謗中傷等につながるような行動は控えていただきますようお願い申し上げます。 

「ストップ！コロナ差別」啓発チラシ ～宮城野高等学校の生徒さんの作品～ 

 
    【宮城野高等学校 礒部光優さんの作品】    【宮城野高等学校 名取来瞳さんの作品】 
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