
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記者発表資料 

令和３年３月 27日（土曜日） 

保健福祉部健康増進課 

担当：畠山・三浦（21-1212） 

総務部人事課 

担当：畠山・藤村（22-3413） 

新型コロナウイルス感染症患者が発生しました 

（市内 77例目・78例目） 

― 市長メッセージ ― 

 

 ■ 本日，宮城県から，新たに気仙沼市内で２名の感染が確認された旨の発表がありま

した。（別紙 宮城県記者発表資料【5406例目・5407例目】のとおり） 

 

■ 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。 

 

■ 感染者２名の内１名は，本市職員であり，その内容については，下記概要のとおり

です。  

 

■ 気仙沼保健所の指導のもと，積極的疫学調査に協力し，感染拡大防止を図り，市民

の皆様の不安を払拭するとともに，業務の停滞を最小限とするよう努めてまいりま

す。 

 

 ■ 感染された方に御配慮いただき，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。 

 

 ■ 現在，宮城県・仙台市緊急事態宣言発令中であり，県全域で不要不急の外出や移動

の自粛要請が出されておりますので，特に混雑する時間帯や混雑する場所へは，でき

るだけ行かないようお願いいたします。  

 

 ■ 市民の皆様には，基本的な感染予防対策の徹底のほか，マスクを外し飛沫が飛ぶよ

うな会話や大人数での会食は控え，お店が求める感染防止策に積極的に御協力いただ

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 022-398-9211 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・土曜日（祝日除く） 電話番号 080-4143-3849） 



【概要】 

 １ 感染した職員について 

 （１）所属  総務部税務課 

  （２）年代  30代 

  （３）性別  男性 

  （４）経過  ３月２４日（水）鼻水，喉の痛み 

３月２５日（木）発熱 

         ３月２６日（金）陽性判明 

  （５）勤務の状況  ３月２４日（水）まで通常勤務（8:30～17:15）し，２５日（木）以

降出勤していません。 

            当該職員は，常時税務課執務室ではなく別室にて作業しております。 

なお，２４日（水）には税務課窓口において数件窓口対応をしてお

りますが，マスク着用と，アクリル板により遮蔽する感染防止対策

を取っております。 

 

 ２ 税務課窓口の対応について 

感染した職員と同じ執務室の職員全員が本日ＰＣＲ検査を行っていますが，その結果

によっては，当面の間（４月７日（水）目途），税務課及び収納対策課の窓口を閉じる可

能性があります。 

市税に関する証明書等の発行や原付バイク等の登録・廃車申請については，唐桑・本

吉総合支所，階上・大島出張所で対応可能です。それ以外のご用件についてはお問い合

わせください。 

＜お問合せ先＞ 

 総務部総務課行政係 電話：22-6600 内線 221,222 

唐桑総合支所（総務企画課） 電話：32-4520 

本吉総合支所（総務企画課） 電話：42-2973 

階上出張所 電話：27-2300， 大島出張所 電話：28-2601 

    今後の税務課及び収納対策課窓口の再開については，市公式ホームページでお知らせ

します。 

なお，市役所１階の税務課及び収納対策課執務室やトイレ等については，この週末中

に消毒作業を完了します。 

市民の皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますが，何卒ご理解のうえ，ご協力賜

りますようお願い申し上げます。 
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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５３名（５３７８～５４３０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 

5378 20代 男性 会社役員 岩沼市 3/23 あり 3/25 調査中 調整中   

5379 50代 男性 会社員 名取市 3/24 あり 3/25 調査中 療養中   

5380 70代 男性 自営業 角田市 3/24 あり 3/26 あり 調整中   

5381 80代 女性 無職 柴田町 3/26 
（採取日） 

なし 3/26 あり 入院中   

5382 40代 男性 会社員 塩竈市 3/25 あり 3/26 調査中 調整中   

5383 50代 女性 アルバイト 塩竈市 3/20 あり 3/26 調査中 調整中   

5384 70代 男性 アルバイト 多賀城市 3/21 あり 3/26 調査中 調整中   

5385 20代 男性 会社員 多賀城市 3/24 あり 3/26 調査中 調整中   

5386 50代 女性 会社員 多賀城市 3/25 あり 3/26 調査中 調整中   

5387 70代 女性 無職 多賀城市 3/22 あり 3/26 調査中 調整中   

5388 40代 女性 アルバイト 利府町 3/24 あり 3/26 あり 調整中   

5389 50代 男性 アルバイト 利府町 3/23 あり 3/26 調査中 調整中   

5390 40代 男性 会社員 名取市 3/22 あり 3/26 調査中 療養中   

5391 30代 男性 会社員 名取市 3/25 
（採取日） 

なし 3/26 あり 調整中   

5392 30代 男性 会社員 名取市 3/25 あり 3/26 あり 調整中   

5393 30代 女性 会社員 富谷市 3/23 あり 3/26 あり 調整中   

5394 
10歳

未満 
女性 未就学児 富谷市 3/24 あり 3/26 あり 調整中   

5395 50代 女性 団体職員 富谷市 3/20 あり 3/26 
3/22に仙台市が公

表した施設（高齢者

施設）滞在者 
調整中   

記 者 発 表 資 料 
令和３年３月２７日 
疾病・感染症対策室感染症対策班 
担当：千葉・浅川 
電話：０２２－２１１－２６３２ 
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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 

5396 60代 男性 会社員 富谷市 3/25 あり 3/26 調査中 調整中   

5397 10代 女性 学生 富谷市 3/18 あり 3/26 あり 調整中   

5398 40代 男性 会社員 富谷市 3/17 あり 3/26 あり 調整中   

5399 30代 男性 会社員 大崎市 3/24 あり 3/26 調査中 入院中   

5400 20代 男性 公務員 登米市 3/23 あり 3/26 
本日公表の施設（教育機

関（中学校））滞在者 調整中   

5401 50代 男性 公務員 東松島市 3/23 あり 3/26 
本日公表の施設（教育機

関（中学校））滞在者 入院中   

5402 50代 男性 公務員 石巻市 3/23 あり 3/26 
本日公表の施設（教育機

関（中学校））滞在者 調整中   

5403 30代 男性 公務員 石巻市 3/25 
（採取日） 

なし 3/26 
本日公表の施設（教育機

関（中学校））滞在者 調整中   

5404 50代 女性 公務員 石巻市 3/25 
（採取日） 

なし 3/26 
本日公表の施設（教育機

関（中学校））滞在者 調整中   

5405 70代 女性 無職 石巻市 3/25 
（採取日） 

なし 3/26 あり 入院中   

5406 30代 男性 公務員 気仙沼市 3/24 あり 3/26 調査中 調整中   

5407 70代 男性 自営業 気仙沼市 3/22 あり 3/26 調査中 調整中   

5408 60代 男性 会社員 角田市 3/23 あり 3/27 あり 調整中   

5409 30代 男性 会社員 蔵王町 3/24 あり 3/27 調査中 調整中   

5410 10代 男性 学生 村田町 3/26 
（採取日） 

なし 3/27 あり 調整中   

5411 50代 男性 団体職員 村田町 3/23 あり 3/27 あり 調整中   

5412 10代 男性 学生 村田町 3/26 
（採取日） 

なし 3/27 あり 調整中   

5413 80代 女性 無職 村田町 3/26 
（採取日） 

なし 3/27 あり 調整中   

5414 50代 女性 アルバイト 村田町 3/26 
（採取日） 

なし 3/27 あり 調整中   

5415 40代 女性 会社員 松島町 3/26 
（採取日） 

なし 3/27 あり 調整中   

5416 20代 女性 公務員 富谷市 3/26 あり 3/27 調査中 調整中   

5417 10代 男性 学生 富谷市 3/26 
（採取日） 

なし 3/27 あり 調整中   

5418 50代 男性 自営業 富谷市 3/26 
（採取日） 

なし 3/27 あり 調整中   

k.yuko0668
テキストボックス
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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 

5419 80代 女性 無職 大和町 3/26 
（採取日） 

なし 3/27 あり 調整中   

5420 80代 男性 無職 大和町 3/24 あり 3/27 あり 調整中   

5421 10代 男性 学生 大崎市 3/24 あり 3/27 あり 調整中   

5422 
10歳

未満 
男性 未就学児 大崎市 3/26 

（採取日） 
なし 3/27 あり 調整中   

5423 60代 男性 無職 大崎市 3/24 あり 3/27 あり 調整中   

5424 10代 女性 学生 大崎市 3/26 あり 3/27 あり 調整中   

5425 10代 男性 学生 大崎市 3/26 
（採取日） 

なし 3/27 あり 調整中   

5426 20代 男性 会社員 大崎市 3/23 あり 3/27 あり 調整中   

5427 50代 女性 アルバイト 美里町 3/25 あり 3/27 あり 調整中   

5428 50代 女性 パート 石巻市 3/25 あり 3/27 あり 調整中   

5429 50代 女性 団体職員 石巻市 3/25 あり 3/27 
3/22に公表した施設

（医療機関）滞在者 調整中   

5430 40代 男性 会社員 石巻市 3/23 あり 3/27 あり 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）。 

 

 

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。 

 

施設（教育機関（中学校）） 

５４００から５４０４例目は，５２７０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                  教育機関（中学校） 

② 施設所在地                 石巻市  

③ 感染拡大に影響があると推測される事項    マスクの着用や手指消毒，定期的な換気や環境消毒等

の感染対策は適切に実施されていたが，密な環境で

のミーティングなどが感染拡大に影響があったと推

測される。 

   ※本日までに６名の陽性が確認されたためクラスターと認識（県内８５例目）。 

 

 

３ 施設における検査等の進捗状況 

３月２２日に業種・業態を公表した施設（医療機関）（石巻市） 

陽性者 
３月２０日～３月２７日 

５名 
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【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。 

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

療養中

入院

5,427人 1,243人 156人 50人 106人 389人 169人 529人 4,156人 28人
(3,527人) (866人) (109人) (30人) (79人) (222人) (121人) (414人) (2,648人) (13人)

3人

(1人)

5,430人
(3,528人)

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

患者

その他 欠番（744例目，1196(市800)例目，4298例目）

総数

計

（うち仙台市）

療養終了 死亡

 
※重症者数：３名  ※本日の病床数：２４１床（感染症指定医療機関：１０４床，入院協力医療機関：１３７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 

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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