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県内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について



愛媛県：14,312人（累計：19,724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（3月10日時点）

県外在住 93人
（累計264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 7,394人 （10,365人）

新居浜市 1,168人 （1,766人）

今治市 1,346人 （1,749人）

西条市 1,073人 （1,364人）

宇和島市 574人 （741人）

四国中央市 547人 （800人）

大洲市 515人 （589人）

松前町 333人 （422人）

伊予市 266人 （333人）

東温市 257人 （374人）

砥部町 237人 （316人）

八幡浜市 130人 （161人）

西予市 133人 （165人）

内子町 73人 （91人）

久万高原町 50人 （56人）

鬼北町 41人 （50人）

愛南町 32人 （49人）

伊方町 19人 （22人）

上島町 24人 （33人）

松野町 7人 （14人）

男

7,021 
女

7,291 



R４.３.11公表

１　クラスターの確認状況

単位：名

◆四国中央保健所（四国中央市）

◆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）

◆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）

職員2、利用者9（+5）

【新規】高齢者施設㊽
（松山市）

3月9日 職員4（+4）、利用者2（+2） 6 （+6）

（+3）

11 （+5）
高齢者施設㊷
（松山市）

2月25日

【新規】医療機関⑬
（新居浜市）

3月8日 職員7（+7） 7 （+7）

【新規】福祉施設⑨
（西条市）

3月9日 職員2（+2）、利用者5（+5） 7 （+7）

クラスター等の確認状況（R4.3.3～3.9）

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）

高齢者施設㊸
（新居浜市）

2月27日 職員3（+1）、利用者7 10 （+1）

飲食店㉖
（西条市）

3月2日 従業員1（+1）、利用者8（+3） 9

（+4）

51 （+13）

高齢者施設㊺
（大洲市）

3月1日

チーム内11（+11） 11 （+11）

職員6（+3）、利用者7（+4） 13 （+13）

職場内㊼
（大洲市）

3月1日 職員19（+4）

【新規】スポーツチーム②
（松山市）

3月8日

福祉施設⑧
（松山市）

3月2日 職員7（+4）、利用者10（+2） 17 （+6）

福祉施設⑦
（松山市）

2月28日 職員17（+3）、利用者34（+10）

　　【新規】は、当該期間（3/3～3/9）中に、認定した新規クラスター

※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）

参加者5（+3） 5 （+3）

【新規】職場内53
（松山市）

3月9日 従業員10（+10） 10

19

（+10）

【新規】スポーツ活動⑥
（宇和島市）

3月4日

（+4）

【新規】職場内51
（今治市）

3月4日 従業員6（+4） 6

【新規】スポーツ活動⑦
（四国中央市）

3月4日 利用者8（+5） 8 （+5）

20 （+3）

【新規】友人間⑧
（松山市）

3月5日 友人10（+10） 10 （+10）

【新規】高齢者施設㊻
（西条市）

3月3日 職員5（+4）、利用者2（+1） 7 （+5）

【新規】職場内㊿
（松山市）

3月3日 従業員5（+1） 5 （+1）

（+4）

【新規】職場内52
（今治市）

3月5日 従業員8（+8） 8 （+8）

【新規】仕事関係⑪
（今治市）

3月3日 仕事関係者20（+3）

職員13（+2）、利用者37（+1） 50
高齢者施設㊹
（松山市）

2月28日

【新規】高齢者施設㊼
（宇和島市）

3月5日 職員6（+4）、利用者4（+2） 10 （+6）



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 3 10 0 13

　※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

種別 東予地域 中予地域 南予地域 計

幼稚園・保育所・認定こども園 2 3 5

小学校 1 3 4

中学校 0

高等学校・中等教育学校

その他児童施設 0

2 2

特別支援学校 0

大学・専門学校等 2 2



① 会食を伴う恒例行事での感染リスク
➣ 歓送迎会や卒業・入学のお祝い会等の恒例行事では、
特に会食のルールをしっかり守る
・大人数、長時間を避けて
（１テーブル４人まで、テーブル間隔は十分確保、移動なし）
※ただし松山市は、非認証店は４人以下、概ね２時間以内で
・体調不良の方や、感染リスクの高い行動をとった方は絶対に
参加しない・させない
・認証店など、感染対策が徹底されたお店を利用

「年度替わり」の注意事項

② 転入(転勤・転居など)による感染リスクの持ち込み
➣ 転入前・転入後１週間は、体調管理に留意
➣ 発熱、咳やのどの痛み、鼻水など、風邪のような症状がある場合
は、外出を控え、医療機関に事前に連絡の上、速やかに受診

③ 往来・出張などによる感染リスクの持ち帰り
➣ 県外との往来や出張時には、
感染回避行動を徹底し、帰県後１週間は、体調管理に留意

➣ 学生等の帰省時も同様



➣ 家族・友人・職場の同僚など、日頃会っている
身近な範囲で、大人数、長時間、密を避けて

「花 見」 の 注 意 事 項

2

➣ 体調不良の方や、感染リスクの高い行動を
とった方は参加しない・させない

➣ 食事中以外は必ずマスクを着用、
グループ間は適度な距離を
（宴会やカラオケなど、大声になるような感染リスク
の高い行動は控える）

➣ 大皿は避け、食器は個別、使い回ししない

➣ 感染防止対策（手洗い、手指消毒等）の徹底を



➣ ＨＰや掲示板等で花見の注意事項を周知

・ 身近な範囲で、大人数、長時間、密を避けて

➣ 定期的に見回りを行い、必要に応じて注意喚起

・ 密にならないよう、シート間の距離を保つなどの声掛け

※市町に県の対応を周知

「県 管 理 公 園」 の 対 応

〔主な県管理公園〕

○道後公園（松山市）
※松山市の感染状況によって取扱いを変更する可能性あり

○えひめ森林公園（伊予市）

○南予レクリエーション都市公園（宇和島市・愛南町）など


