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令和 ４年 ２月１１日 

青森市保健部青森市保健所 
 

 

新型コロナウイルス感染症の感染状況について（市３８００例目～市３９８９例目） 

 
  

１ 感染症患者の発生状況について（１９０件） 

№ 
患者 陽性反応

判明日 
重症の別 感染経路 

関連するクラスター 

年代 性別 居住地 公表日 種別 備考 

3800 例目 

（県 14359 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/4 重症以外 クラスター関連 2/1 学校③  

3801 例目 

（県 14360 例目） 
40 代 女性 青森市 2/4 重症以外 クラスター関連 2/1 学校③  

3802 例目 

（県 14361 例目） 

80 代

以上 
女性 青森市 2/6 重症以外 クラスター 2/7 医療機関  

3803 例目 

（県 14362 例目） 

80 代

以上 
女性 青森市 2/6 重症以外 クラスター 2/7 医療機関  

3804 例目 

（県 14363 例目） 
70 代 女性 青森市 2/6 重症以外 クラスター 2/7 医療機関  

3805 例目 

（県 14364 例目） 

80 代

以上 
女性 青森市 2/6 重症以外 クラスター 2/7 医療機関  

3806 例目 

（県 14365 例目） 

80 代

以上 
男性 青森市 2/6 重症以外 クラスター 2/7 医療機関  

3807 例目 

（県 14366 例目） 

80 代

以上 
女性 青森市 2/6 重症以外 クラスター 2/7 医療機関  

3808 例目 

（県 14367 例目） 

80 代

以上 
女性 青森市 2/6 重症以外 クラスター 2/7 医療機関  

3809 例目 

（県 14368 例目） 

80 代

以上 
女性 青森市 2/6 重症以外 クラスター 2/7 医療機関  

3810 例目 

（県 14369 例目） 

80 代

以上 
男性 青森市 2/6 重症以外 クラスター 2/7 医療機関  

3811 例目 

（県 14370 例目） 
70 代 男性 青森市 2/6 重症以外 クラスター 2/7 医療機関  

3812 例目 

（県 14371 例目） 

80 代

以上 
女性 青森市 2/6 重症以外 クラスター 2/7 医療機関  

3813 例目 

（県 14372 例目） 
30 代 男性 青森市 2/6 重症以外 クラスター 2/7 医療機関  

3814 例目 

（県 14373 例目） 
50 代 女性 青森市 2/6 重症以外 クラスター 2/7 医療機関  
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3815 例目 

（県 14374 例目） 
20 代 女性 青森市 2/6 重症以外 クラスター 2/7 医療機関  

3816 例目 

（県 14375 例目） 
40 代 女性 青森市 2/7 重症以外 クラスター 2/7 医療機関  

3817 例目 

（県 14376 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/7 重症以外 クラスター関連 2/1 学校①  

3818 例目 

（県 14377 例目） 
40 代 女性 青森市 2/7 重症以外 確認中    

3819 例目 

（県 14378 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/8 重症以外 クラスター 2/7 保育施設②  

3820 例目 

（県 14379 例目） 
40 代 女性 青森市 2/7 重症以外 クラスター 2/11 保育施設  

3821 例目 

（県 14380 例目） 
40 代 女性 青森市 2/7 重症以外 クラスター 2/11 保育施設  

3822 例目 

（県 14381 例目） 
20 代 女性 青森市 2/8 重症以外 クラスター 2/11 保育施設  

3823 例目 

（県 14382 例目） 
30 代 女性 青森市 2/8 重症以外 クラスター関連 2/1 学校③  

3824 例目 

（県 14383 例目） 
40 代 男性 青森市 2/8 重症以外 市内陽性者    

3825 例目 

（県 14384 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/8 重症以外 確認中    

3826 例目 

（県 14385 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/8 重症以外 市内陽性者    

3827 例目 

（県 14386 例目） 
30 代 女性 青森市 2/8 重症以外 確認中    

3828 例目 

（県 14387 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/8 重症以外 市内陽性者    

3829 例目 

（県 14388 例目） 
30 代 女性 青森市 2/8 重症以外 クラスター 2/7 医療機関  

3830 例目 

（県 14389 例目） 
40 代 女性 青森市 2/8 重症以外 確認中    

3831 例目 

（県 14390 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/8 重症以外 確認中    

3832 例目 

（県 14391 例目） 
40 代 女性 青森市 2/8 重症以外 クラスター関連 1/28 保育施設  

3833 例目 

（県 14392 例目） 
40 代 女性 青森市 2/8 重症以外 クラスター関連 2/1 学校③  

3834 例目 

（県 14393 例目） 

80 代

以上 
女性 青森市 2/8 重症以外 市内陽性者    
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3835 例目 

（県 14394 例目） 
30 代 女性 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3836 例目 

（県 14395 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3837 例目 

（県 14396 例目） 
40 代 女性 青森市 2/9 重症以外 クラスター 2/7 保育施設②  

3838 例目 

（県 14397 例目） 
60 代 女性 青森市 2/9 重症以外 クラスター 1/31 施設  

3839 例目 

（県 14398 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3840 例目 

（県 14399 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/9 重症以外 クラスター関連 2/3 保育施設  

3841 例目 

（県 14400 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/9 重症以外 市内陽性者    

3842 例目 

（県 14401 例目） 
30 代 女性 青森市 2/9 重症以外 市内陽性者    

3843 例目 

（県 14402 例目） 
20 代 女性 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3844 例目 

（県 14403 例目） 
30 代 女性 青森市 2/9 重症以外 市内陽性者    

3845 例目 

（県 14404 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/9 重症以外 市内陽性者    

3846 例目 

（県 14405 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/9 重症以外 クラスター 2/7 保育施設②  

3847 例目 

（県 14406 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/9 重症以外 クラスター 2/7 保育施設②  

3848 例目 

（県 14407 例目） 
20 代 女性 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3849 例目 

（県 14408 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3850 例目 

（県 14409 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3851 例目 

（県 14410 例目） 
30 代 女性 青森市 2/9 重症以外 市内陽性者    

3852 例目 

（県 14411 例目） 
60 代 女性 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3853 例目 

（県 14412 例目） 
50 代 男性 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3854 例目 

（県 14413 例目） 
40 代 男性 青森市 2/9 重症以外 市内陽性者    
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3855 例目 

（県 14414 例目） 
40 代 男性 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3856 例目 

（県 14415 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3857 例目 

（県 14416 例目） 
30 代 男性 青森市 2/9 重症以外 クラスター関連 2/7 保育施設①  

3858 例目 

（県 14417 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3859 例目 

（県 14418 例目） 

80 代

以上 
女性 青森市 2/9 重症以外 クラスター 2/11 施設  

3860 例目 

（県 14419 例目） 

80 代

以上 
女性 青森市 2/9 重症以外 クラスター 2/11 施設  

3861 例目 

（県 14420 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3862 例目 

（県 14421 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3863 例目 

（県 14422 例目） 
20 代 男性 

東地方保健

所管内※ 
2/9 重症以外 クラスター関連 2/11 施設  

3864 例目 

（県 14423 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3865 例目 

（県 14424 例目） 
40 代 女性 

東地方保健

所管内※ 
2/9 重症以外 クラスター 2/11 施設  

3866 例目 

（県 14425 例目） 
60 代 男性 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3867 例目 

（県 14426 例目） 
30 代 女性 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3868 例目 

（県 14427 例目） 
70 代 女性 青森市 2/9 重症以外 市内陽性者    

3869 例目 

（県 14428 例目） 
40 代 女性 青森市 2/9 重症以外 市内陽性者    

3870 例目 

（県 14429 例目） 
40 代 女性 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3871 例目 

（県 14430 例目） 
50 代 男性 青森市 2/9 重症以外 市内陽性者    

3872 例目 

（県 14431 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/9 重症以外 クラスター関連 2/11 保育施設  

3873 例目 

（県 14432 例目） 
20 代 女性 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3874 例目 

（県 14433 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/9 重症以外 市内陽性者    
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3875 例目 

（県 14434 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/9 重症以外 クラスター関連 2/1 学校④  

3876 例目 

（県 14435 例目） 
50 代 男性 青森市 2/9 重症以外 市内陽性者    

3877 例目 

（県 14436 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3878 例目 

（県 14437 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3879 例目 

（県 14438 例目） 
20 代 男性 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3880 例目 

（県 14439 例目） 
30 代 男性 青森市 2/9 重症以外 市内陽性者    

3881 例目 

（県 14440 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/9 重症以外 市内陽性者    

3882 例目 

（県 14441 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3883 例目 

（県 14442 例目） 
30 代 男性 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3884 例目 

（県 14443 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3885 例目 

（県 14444 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3886 例目 

（県 14445 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3887 例目 

（県 14446 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3888 例目 

（県 14447 例目） 
20 代 女性 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3889 例目 

（県 14448 例目） 
60 代 女性 青森市 2/9 重症以外 クラスター 2/4 施設  

3890 例目 

（県 14449 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3891 例目 

（県 14450 例目） 
50 代 男性 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3892 例目 

（県 14451 例目） 
50 代 男性 青森市 2/9 重症以外 確認中    

3893 例目 

（県 14452 例目） 
30 代 女性 青森市 2/9 重症以外 市内陽性者    

3894 例目 

（県 14453 例目） 
70 代 女性 青森市 2/9 重症以外 確認中    
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3895 例目 

（県 14454 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/9 重症以外 クラスター関連 2/1 学校①  

3896 例目 

（県 14455 例目） 
40 代 女性 青森市 2/10 重症以外 確認中    

3897 例目 

（県 14456 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/10 重症以外 確認中    

3898 例目 

（県 14457 例目） 
40 代 女性 青森市 2/10 重症以外 確認中    

3899 例目 

（県 14458 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/10 重症以外 確認中    

3900 例目 

（県 14459 例目） 
40 代 女性 青森市 2/10 重症以外 確認中    

3901 例目 

（県 14460 例目） 
20 代 女性 青森市 2/10 重症以外 確認中    

3902 例目 

（県 14461 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/10 重症以外 確認中    

3903 例目 

（県 14462 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/10 重症以外 確認中    

3904 例目 

（県 14463 例目） 
40 代 女性 青森市 2/10 重症以外 確認中    

3905 例目 

（県 14464 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/10 重症以外 確認中    

3906 例目 

（県 14465 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3907 例目 

（県 14466 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3908 例目 

（県 14467 例目） 
40 代 女性 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校①  

3909 例目 

（県 14468 例目） 
40 代 女性 青森市 2/10 重症以外 確認中    

3910 例目 

（県 14469 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校①  

3911 例目 

（県 14470 例目） 
50 代 女性 青森市 2/10 重症以外 確認中    

3912 例目 

（県 14471 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/10 重症以外 確認中    

3913 例目 

（県 14472 例目） 
40 代 女性 青森市 2/10 重症以外 確認中    

3914 例目 

（県 14473 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/10 重症以外 確認中    
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3915 例目 

（県 14474 例目） 
50 代 男性 青森市 2/10 重症以外 確認中    

3916 例目 

（県 14475 例目） 
20 代 男性 青森市 2/10 重症以外 確認中    

3917 例目 

（県 14476 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/10 重症以外 確認中    

3918 例目 

（県 14477 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/10 重症以外 確認中    

3919 例目 

（県 14478 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3920 例目 

（県 14479 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3921 例目 

（県 14480 例目） 
30 代 女性 青森市 2/10 重症以外 確認中    

3922 例目 

（県 14481 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校③  

3923 例目 

（県 14482 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校③  

3924 例目 

（県 14483 例目） 
30 代 男性 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3925 例目 

（県 14484 例目） 
30 代 女性 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3926 例目 

（県 14485 例目） 
30 代 女性 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3927 例目 

（県 14486 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3928 例目 

（県 14487 例目） 
40 代 女性 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3929 例目 

（県 14488 例目） 
40 代 男性 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3930 例目 

（県 14489 例目） 
30 代 女性 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3931 例目 

（県 14490 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校④  

3932 例目 

（県 14491 例目） 
50 代 女性 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3933 例目 

（県 14492 例目） 
40 代 女性 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/7 学校① 八戸市保健所管内 

3934 例目 

（県 14493 例目） 

80 代

以上 
女性 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    
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3935 例目 

（県 14494 例目） 
40 代 女性 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3936 例目 

（県 14495 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3937 例目 

（県 14496 例目） 
30 代 女性 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校②  

3938 例目 

（県 14497 例目） 
40 代 男性 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校②  

3939 例目 

（県 14498 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校②  

3940 例目 

（県 14499 例目） 
60 代 男性 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3941 例目 

（県 14500 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3942 例目 

（県 14501 例目） 
40 代 女性 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/10 学校  

3943 例目 

（県 14502 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校①  

3944 例目 

（県 14503 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3945 例目 

（県 14504 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/10 重症以外 クラスター 2/1 教育施設  

3946 例目 

（県 14505 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/10 重症以外 確認中    

3947 例目 

（県 14506 例目） 
30 代 女性 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3948 例目 

（県 14507 例目） 

80 代

以上 
女性 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3949 例目 

（県 14508 例目） 
40 代 女性 青森市 2/10 重症以外 確認中    

3950 例目 

（県 14509 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3951 例目 

（県 14510 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3952 例目 

（県 14511 例目） 
30 代 女性 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 1/28 保育施設  

3953 例目 

（県 14512 例目） 
30 代 女性 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3954 例目 

（県 14513 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校②  
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3955 例目 

（県 14514 例目） 
30 代 男性 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3956 例目 

（県 14515 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3957 例目 

（県 14516 例目） 
30 代 女性 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3958 例目 

（県 14517 例目） 
30 代 男性 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3959 例目 

（県 14518 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3960 例目 

（県 14519 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3961 例目 

（県 14520 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3962 例目 

（県 14521 例目） 
50 代 女性 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3963 例目 

（県 14522 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3964 例目 

（県 14523 例目） 
40 代 女性 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3965 例目 

（県 14524 例目） 
50 代 女性 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校②  

3966 例目 

（県 14525 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校②  

3967 例目 

（県 14526 例目） 
70 代 男性 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校②  

3968 例目 

（県 14527 例目） 
70 代 女性 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校②  

3969 例目 

（県 14528 例目） 
30 代 女性 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校②  

3970 例目 

（県 14529 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校②  

3971 例目 

（県 14530 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校②  

3972 例目 

（県 14531 例目） 
40 代 女性 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校②  

3973 例目 

（県 14532 例目） 
40 代 男性 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校②  

3974 例目 

（県 14533 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/10 重症以外 確認中    
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3975 例目 

（県 14534 例目） 
70 代 女性 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校②  

3976 例目 

（県 14535 例目） 
40 代 男性 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校②  

3977 例目 

（県 14536 例目） 
70 代 男性 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校②  

3978 例目 

（県 14537 例目） 
40 代 女性 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校②  

3979 例目 

（県 14538 例目） 
40 代 女性 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校②  

3980 例目 

（県 14539 例目） 
10 代 非公表 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校②  

3981 例目 

（県 14540 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校②  

3982 例目 

（県 14541 例目） 
40 代 男性 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/1 学校②  

3983 例目 

（県 14542 例目） 
50 代 女性 青森市 2/10 重症以外 確認中    

3984 例目 

（県 14543 例目） 
70 代 男性 青森市 2/10 重症以外 クラスター関連 2/8 施設  

3985 例目 

（県 14544 例目） 
50 代 女性 青森市 2/10 重症以外 確認中    

3986 例目 

（県 14545 例目） 

10 歳

未満 
非公表 青森市 2/10 重症以外 市内陽性者    

3987 例目 

（県 14546 例目） 
20 代 男性 青森市 2/10 重症以外 確認中    

3988 例目 

（県 14610 例目） 

80 代

以上 
女性 青森市 2/10 重症以外 クラスター 2/11 施設  

3989 例目 

（県 14611 例目） 
40 代 女性 青森市 2/10 重症以外 クラスター 2/11 施設  

 

※検査は青森市保健所で実施 

 

２ 県外保健所発生届分の状況について（１件） 

№ 
患者 陽性反応

判明日 
重症の別 感染経路 

関連するクラスター 

年代 性別 居住地 公表日 種別 備考 

県外保健所 

発生届 
60 代 男性 青森市 2/9 重症以外 確認中    
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３ クラスターの発生状況 

（１）新規クラスターの状況 

種別 
クラスターの人数 関連を含む人数 

備考 
人数 前日比 人数 前日比 

保育施設 5 ＋3 6 ＋4 
弘前保健所管内居住者

2名含む 

施設 5 ＋5 6 ＋6 
東地方保健所管内居住

者 2名含む 
 

（２）公表済みクラスターの状況 

種別 公表日 
クラスターの人数 関連を含む人数 

備考 
人数 前日比 備考 人数 前日比 

児童福祉施設 1/19 33 ＋0  
86 ＋0  

計 33 ＋0  

施設 1/25 17 ＋0  
22 ＋0 

五所川原保健所管内居

住者 2名含む 計 17 ＋0  

飲食店 1/26 5 ＋0  
15 ＋0  

計 5 ＋0  

学校 1/28 14 ＋0  
14 ＋0  

計 14 ＋0  

保育施設 1/28 29 ＋0  
53 ＋2  

計 29 ＋0  

施設 1/31 12 ＋1  
12 ＋1  

計 12 ＋1  

学校① 2/1 16 ＋0  
69 ＋5  

計 16 ＋0  

学校② 2/1 16 ＋0  
85 ＋21  

計 16 ＋0  

学校③ 2/1 12 ＋0  
113 ＋6  

計 12 ＋0  

学校④ 2/1 17 ＋0  
59 ＋2 県外陽性者 1名除く 

計 17 ＋0  

学校⑤ 2/1 9 ＋0  
30 ＋0  

計 9 ＋0  

教育施設 2/1 8 ＋1  
15 ＋1  

計 8 ＋1  
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学校 2/2 41 ＋0  
46 ＋0  

計 41 ＋0  

保育施設 2/3 16 ＋0  
34 ＋1  

計 16 ＋0  

施設 2/4 20 ＋1  
20 ＋1  

計 20 ＋1  

医療機関 2/7 26 ＋16  
26 ＋16  

計 26 ＋16  

保育施設① 2/7 13 ＋0  
17 ＋1  

計 13 ＋0  

保育施設② 2/7 14 ＋4  
15 ＋4  

計 14 ＋4  

学校① 2/7 15 ＋0  
16 ＋0  

計 15 ＋0  

学校② 2/7 7 ＋0 

上十三保健所管内居住

者 1名、東地方保健所

管内居住者 1名含む 
7 ＋0 

上十三保健所管内居住

者 1名、東地方保健所

管内居住者 1名含む 

計 7 ＋0  

職場 2/7 9 ＋0  
11 ＋0  

計 9 ＋0  

施設 2/8 11 ＋0  
17 ＋1  

計 11 ＋0  

学校 2/10 5 ＋0 

弘前保健所管内居住者

1名、上十三保健所管

内居住者 1名含む 
6 ＋1 

弘前保健所管内居住者

1名、上十三保健所管

内居住者 1名含む 

計 5 ＋0  
 

（３）健康観察が終了したクラスター 

種別 クラスターの人数 関連を含む人数 備考 

なし    

 

４ その他 

  青森市職員の感染が判明（市 3932 例目）いたしました。なお、当該職員の勤務状況から、市民への感染の恐れはございません。 

 
患者や御家族のプライバシー保護については、特段の御配慮をお願いいたします。 

医療機関等での取材は、円滑な医療提供に支障が生じることから御遠慮くださるよ

うお願いいたします。 


