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【別紙２】飲食店クラスター関係（１２月２４日更新分） 

本市 

(県内) 
公表日 年齢 性別 職業 居住地 海外渡航歴 行動歴 濃厚接触者等 

56 

(374) 
12/19 60 歳代 男性 

県議会 

議員 
佐世保市 なし 

県 370 例目の接触者 

※発症日（12/18）より過去 2 週間の県外移動：調査中 

12/16 （午前）予算決算委員会理事会、予算決算委員会 

    （午後）議会運営委員会 

12/18 （午前）議会運営委員会、本会議 

（午後）PCR 検査の結果、陽性であることを確認。 

12/19  平熱。 

1 人 

・陰性１人 

62 

(399) 
12/20 70 歳代 男性 

会社 

役員 
佐世保市 なし 

56 例目の濃厚接触者 

※発症日（12/18）より過去 2 週間の県外移動なし。 

12/14   56 例目と市内飲食店で会食。 

12/15   勤務。 

12/16   勤務。その後市内飲食店で会食。 

12/17   自宅で過ごす。 

12/18   自宅で過ごす。発熱（38.6 度）。 

12/19   発熱（38.0 度）。 

検査を実施した結果、陽性を確認。 

9 人 

・陰性 9 人 
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本市 

(県内) 
公表日 年齢 性別 職業 居住地 海外渡航歴 行動歴 濃厚接触者等 

63 

(400) 
12/20 60 歳代 男性 

市議会 

議員 
佐世保市 なし 

56 例目の濃厚接触者 

※発症日（12/17）より過去 2 週間の県外移動なし。 

12/14   56 例目と市内飲食店で会食。 

12/15   午前、市内で知人と会う。 

その後、市内ホテルで会食。 

12/16   自宅で過ごす。 

12/17   午前、登庁。 

      午後、視察のため競輪場へ。 

夜、体調不良。発熱（38.0 度）。 

12/18   自宅で過ごす。発熱（38.0 度）。 

12/19   のどの違和感あり。 

検査を実施した結果、陽性を確認。 

40 人 

・陰性 40 人 

（うち市議 20 人） 

64 

(409) 
12/21 60 歳代 男性 会社員 佐世保市 なし 

56 例目の濃厚接触者等 

※発症日（12/17）より過去 2 週間の県外移動なし。 

12/14   市内飲食店で会食。 

12/15   自宅で過ごす。 

12/16   知人宅を訪問。 

12/17   下痢。自宅で過ごす。 

12/18   勤務。 

12/19   発熱（37.2 度）。市内のホテルで会食。 

12/20   検査を実施した結果、陽性を確認。 

9 人 

・陰性  9 人 
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本市 

(県内) 
公表日 年齢 性別 職業 居住地 海外渡航歴 行動歴 濃厚接触者等 

65 

(410) 
12/21 50 歳代 男性 自営業 佐世保市 なし 

56 例目の濃厚接触者等 

※発症日（12/17）より過去 2 週間の県外移動なし。 

12/14   市内飲食店で会食。 

12/15   勤務。 

12/16   勤務。市外の飲食店で昼食。 

12/17   勤務。夕方、のどに違和感あり。 

12/18   勤務。仕事中ケガ、市内医療機関を受診。 

のどの違和感、咳あり。 

12/19   市外で勤務。のどに違和感あり、咳。 

12/20   検査を実施した結果、陽性を確認。 

5 人 

・陽性  1 人（71 例目） 

・陰性  4 人 

66 

(411) 
12/21 60 歳代 男性 会社員 佐世保市 なし 

56 例目の濃厚接触者等 

※発症日（12/17）より過去 2 週間の県外移動なし。 

12/14   市内飲食店で会食。 

12/15   勤務。 

12/16   知人らと市内飲食店で会食。 

12/17   発熱（38.5 度）。市内医療機関を受診し、検査実施し 

た結果、陰性。薬の処方を受ける。 

12/18   自宅で過ごす。発熱（39 度台）。 

12/19   発熱（38 度台）。 

12/20   検査を実施した結果、陽性を確認。 

11 人 

・陰性 11 人 
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本市 

(県内) 
公表日 年齢 性別 職業 居住地 海外渡航歴 行動歴 濃厚接触者等 

67 

(412) 
12/21 70 歳代 男性 無職 佐世保市 なし 

56 例目の濃厚接触者等 

※発症日（12/17）より過去 2 週間の県外移動なし。 

12/14   市内飲食店で会食。 

12/15・16 自宅で過ごす。 

12/17   市内医療機関受診。咳・痰の症状あり。 

ボランティアに従事。 

12/18   市外飲食店で食事。 

12/19   ボランティアに従事。咳、倦怠感あり。 

12/20   検査を実施した結果、陽性を確認。 

４人 

・陽性  1 人（77 例目） 

・陰性  2 人 

・検査調整中 １人 

  

 

 

          
検査対象者数 陽性 陰性 未検査 

飲食店クラスター 7 人 7 人 0 人 0 人 

その他 79 人 2 人 76 人 1 人 

うち市議  20 人 0 人 20 人 0 人 

合計 86 人 9 人 76 人 1 人 

 


