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新型コロナウイルス感染症の感染者発生について［第１報］ 

 

 

昨日(令和３年７月２６日)、佐世保市において、本市７７９～７８５例目（県内 3355～3361

例目)、計７件となる新型コロナウイルス感染症の感染者を確認いたしました。内容については、

別紙のとおりです。 

当該 FAX をもって公表とさせていただきますので、記者会見は予定しておりません。 

 

 

＜感染対策の徹底についてのお願い＞ 

佐世保市内における昨日までの 1週間（7/20～26）で確認された感染者数は１９人と、

その前週（7/13～19）の３人と比較して約６倍となっており、特に家庭内での感染事例

が多く確認されております。 

つきましては、７月２１日に発出した「新型コロナウイルス感染症に関する対応について」

（別紙２のとおり）による感染防止対策の徹底について、改めて注意喚起を強化（市ホームペ

ージなど）いたしますので、報道機関各位におかれましても、ご協力を賜りますよう、よろし

くお願いいたします。 

 

 

※濃厚接触者等の詳細については、プライバシー保護の観点から原則非公表とします。 

※勤務先などの個別名称は、不特定多数が利用するなど、感染拡大防止対策のため必要な 

場合を除き、原則非公表とします。 

 

 

これからも正確な情報提供に努めてまいりますので、感染者及びご家族等の人権尊重とプライバシ

ーの保護については、ご理解とご配慮をお願いいたします。また、医療機関等への取材についても、

円滑な医療体制に支障が生じることのないよう、お控えくださいますようお願いします。 

担当課 新型コロナウイルス

感染症特別対策室 

担当者名 尾崎、御厨 

電話番号 直通(報道対応用) 

0956-25-9769 



 

 

【別紙１】新型コロナウイルス感染症感染者の発生状況（７月２７日公表分） 

本市 

（県内） 
年齢 性別 職業等 居住地 

発症日 

(症状) 

直近の 

主な症状 
検査の経緯 行動歴 濃厚接触者等 

779 

（3355） 
60 歳代 男性 会社員 佐世保市 

7/23 

（体熱感） 
発熱（37.0 度） 新規 

7/21・22 勤務 

7/23 外出。体熱感 

7/24 検体採取 

7/25 自宅 

7/26 検査を実施（陽性） 

14 人 

・陽性 4 人 

（本市 780、783、 

   784、785 例目） 

・陰性 4 人 

・検査調整中 6 人 

（うち 1人は県内管轄保

健所へ検査依頼中） 

780 

（3356） 
60 歳代 男性 非公表 佐世保市 

7/23 

（発熱 38.3 度、

関節痛） 

症状なし 
本市779例目

関連 

779 例目の濃厚接触者 

7/21 勤務 

7/22・23 外出 

 ※7/23 発熱（38.3 度）、関節痛 

7/24 検査を実施（陰性） 

7/25 自宅 

7/26 検査を実施（陽性） 

5 人 

・陰性 2 人 

・検査調整中 3 人 

（うち 1人は県外管轄保

健所へ検査依頼中） 

781 

（3357） 
30 歳代 男性 会社員 佐世保市 

7/22 

（発熱 37.0 度、

咽頭痛） 

発熱 37.8 度 新規 

7/20～23 勤務 

 ※7/22 発熱 37.0 度、咽頭痛 

7/24 外出。市内医療機関受診 

7/25 自宅 

7/26 検査を実施（陽性） 

10 人 

・陽性 1 人 

（本市 782 例目） 

・検査調整中 9 人 

（うち 5人県内管轄保健

所に検査依頼中） 



 

 

本市 

（県内） 
年齢 性別 職業等 居住地 

発症日 

(症状) 

直近の 

主な症状 
検査の経緯 行動歴 濃厚接触者等 

782 

（3358） 
30 歳代 女性 

公務員 

(佐世保市職員) 
佐世保市 

7/25 

（発熱 37.7 度） 
症状なし 

本市781例目

関連 

781 例目の濃厚接触者 

7/23～25 外出 

 ※7/25 発熱 37.7 度 

7/26 検査を実施（陽性） 

7 人 

（うち 3人県内管轄保健

所に検査依頼中） 

783 

（3359） 
60 歳代 女性 自営業 佐世保市 

7/26 

（発熱 37.0 度） 
症状なし 

本市779例目

関連 

779 例目の濃厚接触者 

7/24・25 自宅 

7/26 発熱（37.0 度） 

検査を実施（陽性） 

0 人 

784 

（3360） 
90 歳代 女性 無職 佐世保市 

7/25 

（発熱 37.0 度） 
症状なし 

本市779例目

関連 

779 例目の濃厚接触者 

7/23 介護サービス利用 

7/24・25 自宅 

※7/25 発熱（37.0 度） 

7/26 検査を実施（陽性） 

調査中 

785 

（3361） 
70 歳代 男性 自営業 佐世保市 

7/20 

（悪寒、咽頭痛） 
症状なし 

本市779例目

関連 

779 例目の濃厚接触者 

7/18・19 自宅 

7/20 外出。悪寒、咽頭痛 

7/21～25 自宅 

7/26 検査を実施（陽性） 

5 人 

 



新型コロナウイルス感染症に関する対応について（令和３年７月２１日）

県は、飲食の場や県外から家庭内への持ち込み等を中心に新規感染者数が増加しており、

前週と比較しても大幅に増加しているため、本日から、県全体の感染段階をステージ１からス

テージ２に引き上げることにしました。

本市においても、今月上旬から感染状況は収まりつつありましたが、再び感染拡大の兆候も見

えてきています。また、これから夏休み期間に入るに当たり、人の流れも活発になりますので、引

き続き、感染拡大防止のため、一人一人が基本的な感染症対策（マスクの着用、手指消毒、

室内の換気、三密の回避など）の「徹底」と「継続」をお願いします。

【佐世保市からのお願い】

7月から8月にかけての夏休み期間中は、連休、夏季休暇、お盆、オリンピック・パラリンピック

などが集中するため、特に感染症対策が必要となります。7月16日付けで、国から周知依頼が

なされている以下の点にもご留意をお願いします。

 どうしても都道府県を超えた移動をしなければならない場合

都道府県を超えた移動はできるだけ避けてください。どうしても都道府県を超えた移動が必要

な場合には、小規模分散型でお願いします。

また、ワクチン接種を２回受けたふるさとの高齢者と会う場合でも、２週間ほど前からご自身の

感染予防を十分に行った上で会うようにしてください。

 オリンピックの応援は自宅でお願いします

オリンピックは家族など普段から会う人と家で応援してください。広場や路上、飲食店等での大

人数での応援は控えてください。

【長崎県からのお願い】 （7月21日に県民に対し、要請された内容）

 不要不急の緊急事態宣言地域、まん延防止等重点地域との往来は自粛してください。

 飲食店を利用の際は、改めて、感染防止対策を徹底してください。

 飲食の際は、大人数・長時間を避け、なるべく普段一緒にいる方とお過ごしください。

 日常生活においても、基本的な感染防止対策を取ってください。

[ワクチン接種についてのお願い]

 16歳以上の市民の皆さんは、全員接種できます。接種予約をする際は、できるだけインター
ネット予約をご利用ください。

 今後、集団接種会場が1カ所に集約されますので、できるだけ、医療機関での個別接種もご
利用ください。

 ワクチンを接種するかどうかは、本人の自由意思です。接種の強制やアレルギー等でワクチン
を接種できない方などへの誹謗中傷等は、絶対に行わないでください。

市民一丸となって、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぎ、

一人一人が基本的な感染症対策の「徹底」に「継続」して取り組みましょう。

【別紙２】


