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R４.２.25公表

１　クラスターの確認状況

単位：名

◆西条保健所（新居浜市、西条市）

◆今治保健所（今治市、上島町）

◆松山市保健所（松山市）

◆中予保健所（伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町）

◆八幡浜保健所（八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町）

◆宇和島保健所（宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町）

　　【新規】は、当該期間（2/17～2/23）中に、認定した新規クラスター

【新規】友人間⑦
（宇和島市） 2月18日 友人6（+4） 6 （+4）

※陽性者は、クラスターの直接の関係者のみ（家族など２次感染等は含まない）

福祉施設⑤
（大洲市）

2月12日 職員等19（+5）、利用者44（+15） 63 （+20）

飲食店㉔
（大洲市）

2月16日 従業員5（+1）、利用者3 8 （+1）

職場内㊳
（伊方町）

2月12日 従業員6（+1） 6 （+1）

【新規】職場内㊸
（伊予市）

2月22日 職員6（+6） 6 （+6）

【新規】職場内㊵
（松前町）

2月17日 従業員7（+1） 7 （+1）

【新規】会食⑮
（伊予市）

2月18日 参加者７（+６） 7 （+６）

　　　 高齢者施設㉞
            （砥部町） 2月12日 職員6（+2）、利用者35（+22） 41 （+24）

高齢者施設㊱
（伊予市） 2月13日 職員3（+3）、利用者19（+9） 22 （+12）

【新規】職場内㊹
（松山市）

2月23日 職員5（+5） 5 （+5）

福祉施設⑥
（松山市）

2月14日 職員2、利用者4（+1） 6 （+1）

【新規】職場内㊶
（松山市）

2月17日 職員6（+2） 6 （+2）

【新規】職場内㊷
（松山市）

2月19日 従業員6（+4） 6 （+4）

　高齢者施設㊲
（松山市） 2月15日 職員6（+3）、利用者5（+2） 11 （+5）

【新規】高齢者施設㊳
（松山市） 2月19日 職員3（+3）、利用者3（+2） 6 （+5）

高齢者施設㉗
（松山市）

1月31日 職員等32（+4）、利用者52（+11） 84 （+15）

　　　 高齢者施設㉛
            （松山市） 2月7日 職員30（+6）、利用者67（+31） 97 （+37）

【新規】高齢者施設㊴
（今治市） 2月19日 職員7（+7）、利用者6（+6） 13 （+13）

【新規】友人間⑥
（今治市） 2月17日 友人5（+1） 5 （+1）

医療機関⑨
（西条市）

1月30日 職員24、患者18（+1） 42 （+1）

（+10）

【新規】高齢者施設㊶
（新居浜市） 2月21日 職員3（+3）、利用者3（+3） 6 （+6）

職場内㊲
（新居浜市）

2月10日 従業員7（+1） 7 （+1）

クラスター等の確認状況（R4.2.17～2.23）

名称・市町 認定日
陽性者の内訳

（期間中の陽性確認数）
陽性者の累計

（期間中の陽性確認数）

【新規】高齢者施設㊵
（新居浜市） 2月20日 職員3（+3）、利用者8（+7） 11



２　当該期間中に陽性者が１０名以上確認された「学校」及び「児童施設」

単位：校・施設数

計 0 3 3 6

　※クラスターか否かを問わず、同一校で当該期間中に１０名以上の陽性が確認された学校等の数

特別支援学校 0

大学・専門学校等 1 1

中学校 1 1

高等学校・中等教育学校 1 1

児童施設 1 1 2

小学校 1 1

種別 東予地域 中予地域 南予地域 計



愛媛県：10,511人（累計：15,293人）

（陽性者の居住地をもとに集計）

男女の内訳（人）

１月以降の市町別陽性者の状況（2月24日時点）

県外在住 76人
（累計247人）

：501人～
：101～500人
：21～100人
：6～20人
：1～5人

市町名 陽性者数 （累計）

松山市 5,402人 （8,373人）

新居浜市 942人 （1,540人）

今治市 883人 （1,286人）

西条市 760人 （1,051人）

宇和島市 464人 （631人）

四国中央市 450人 （703人）

大洲市 315人 （389人）

松前町 236人 （325人）

伊予市 204人 （271人）

東温市 198人 （315人）

砥部町 177人 （256人）

八幡浜市 107人 （138人）

西予市 107人 （139人）

内子町 50人 （68人）

久万高原町 41人 （47人）

鬼北町 34人 （43人）

愛南町 32人 （49人）

伊方町 17人 （20人）

上島町 11人 （20人）

松野町 5人 （12人）

男

5,231 
女

5,280 



高齢者施設の一斉検査の実施

○実施地域（５市町）
今治市、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町

○対象施設
◇特別養護老人ホーム（39施設：約1,800人）

➣対象：全職員及び新規入所者

◇認知症高齢者グループホーム（75施設：約1,400人）

➣対象：全ての職員

◇介護老人保健施設、介護付きの有料老人ホーム・軽
費老人ホーム・養護老人ホーム等（37施設・約1,900人)

➣対象：全ての職員

○実施方法・スケジュール

➣県から市町を通じて各施設に抗原検査キットを配布

➣２月28日（月）から実施



新型コロナワクチン３回目接種

松山県営会場

2/18（金）から、各接種日の前日まで

予約期間

県内にお住まいの方で、接種券をお持ちの方

接種対象者

県民文化会館 （松山市道後町2丁目5-1）

場所

◆WEB予約（24時間対応) ※県HPからもアクセス可。

https://jump.mrso.jp/ehime/

◆専用コールセンター 【2/24（木）～3/20（日）】

電話番号 0120-322-075（フリーダイヤル）

受付時間 9:00～17:00（土日含む。）

※3/20（日）は予約キャンセルの受付のみ。

予約方法

2/26（土）、27（日）

3/5（土）、6（日）、12（土）、13（日）、19（土）、20（日）

2/26（土）～3/19（土）の間 10：00～17：30

3/20（日）のみ 14：30～17：30

※接種上限：1,080人/日（3/20は540人）

※接種当日は、必ず接種券をご持参ください！

設置期間

※JA愛媛厚生連検診センターの職域接種もご利用ください。（接種券があれば一般可）



新型コロナワクチン３回目接種

西条臨時会場

1. 65歳以上：2/18（金）から、各接種日の前日まで

2. ６４歳以下：２/２２（火）9時から、各接種日の前日まで

予約期間

西条市にお住まいの方で、接種券をお持ちの方

接種対象者

県東予地方局 7階 大会議室（西条市喜多川796-1）

※予約のお問い合わせは、市のコールセンターへお願いします。

場所

▼来場方法 駐車場（無料）、駐輪場あり

※西条市の予約システムからご予約ください。

① 西条市の予約システム（24時間対応）

https://vaccines.sciseed.jp/saijo/login/

② 予約専用コールセンター（9：00～19：00）

0120-404-105

予約方法

2/26（土）、27（日）の2日間 9：00～16：30

※接種上限：720人/日

設置期間



新型コロナワクチン３回目接種

八幡浜臨時会場

2/18（金）から

予約期間

八幡浜市にお住まいの方で、接種券をお持ちの方

接種対象者

県八幡浜支局 7階 大会議室（八幡浜市北浜1丁目3-37）

※予約のお問い合わせは、市のコールセンターへお願いします。

場所

▼来場方法 駐車場なし（周辺施設の駐車場をご利用ください。）、駐輪場あり

※八幡浜市の予約システムからご予約ください。

① 八幡浜市の予約システム（24時間対応）

https://www.cvportal.jp/ehimecv/yawatahamab/2021/

② 予約専用コールセンター（平日 9：00～17：00）

０５７０－００－０８３５

予約方法

2/27（日） 9：00～16：30

※接種上限：720人

設置期間


