
船橋市からの
お知らせ

12月17日

【問い合わせ】船橋市新型コロナウイルス感染症対策

　　　　　　　保健所本部

　　　　　　　047(409)1898

　本日発表の26例（クラスターの発生している市内介護施設（12月6日及び12月16日発

表）の事例を除く）のうち、６例について発症前に都内との往来の機会があったことが確

認されています。

　また、7例について発症前にマスクを外しての会話を伴う飲食の機会があったことが確認

されています。

　なお、3例について発症前の都内との往来の機会の公表について、本人同意が得られてい

ません。

　また、2例について発症前のマスクを外しての会話を伴う飲食の機会の公表について、本

人同意が得られていません。

　患者と接触が特定できている方については連絡をしています。

　患者・御家族の人権尊重・個人情報保護に御理解と御配慮をお願いします。

新型コロナウイルス関連

令和2年（2020年）

新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について

（船橋市患者発生届1302～1329例目、船橋市居住患者1260～1289例目）

　12月10日発表の市内高等学校での新型コロナウイルス感染者のクラスターの発生につい

て、本日新たな感染者はございませんので、別紙による発表はございません。また、新た

な情報が判明次第ご報告いたします。

　船橋市保健所及び医療機関等の検査により、新たに新型コロナウイルス感染症と判断さ

れた方は31人（うち船橋市民30人）で、感染者数の内訳は下記のとおりとなります。

　なお、これまで船橋市保健所で患者発生届を受理した陽性件数の累計は1329例です。

　また、船橋市居住の陽性者数の累計は1289例です。（詳細は別表のとおり）

　

船橋市保健所患者発生届受理分

　市保健所検査分　：新規感染者数15人（すべて船橋市民）

　市内医療機関分　：新規感染者数13人（うち船橋市民12人）

船橋市保健所以外における患者発生届受理分（船橋市民）

　県内保健所報告分：新規感染者数3人

※本日発表分における感染が疑われる方に対する船橋市保健所での検査件数121人

※患者発生届は、感染症法に基づき、患者の居住地に関わらず、診察した医師がその医療

機関を管轄する保健所に提出するものです。



新型コロナウイルス感染症　船橋市保健所　12月16日判明分（12月17日15時現在）

船橋市患者

発生届番号
1302例目 1303例目 1304例目 1305例目 1306例目

船橋市居住

患者番号
1260例目 1261例目 1262例目 1263例目 1264例目

判明日 12月16日 12月16日 12月16日 12月16日 12月16日

発症日 12月15日 12月14日 12月11日 12月9日 12月11日

年代 80代 10代 60代 10代 40代

性別 女性 女性 女性 男性 女性

居住地 船橋市 船橋市 船橋市 船橋市 船橋市

属性（職業等） 無職 本人同意が得られない 無職 学生 本人同意が得られない

公共交通機関の利用

（発症2日前から）
無 本人同意が得られない 無 有 無

濃厚接触者の数 調査中 本人同意が得られない 2人 調査中 1人

発症前2週間の渡航歴 無 本人同意が得られない 無 無 無

陽性者との接触歴 有 本人同意が得られない 無 有 本人同意が得られない

療養場所 市外医療機関 本人同意が得られない 調整中 調整中 調整中

重症度 軽症 軽症 軽症 軽症 軽症

備考

・12月6日発表の新型

コロナウイルス感染者

が複数発生している市

内介護施設の入所者

・市内居住患者1157

例目の濃厚接触者

別表



船橋市患者

発生届番号
1307例目 1308例目 1309例目 1310例目 1311例目

船橋市居住

患者番号
1265例目 1266例目 1267例目 1268例目 1269例目

判明日 12月16日 12月16日 12月16日 12月16日 12月16日

発症日 12月11日 12月12日 12月15日 12月15日 12月13日

年代 10代 40代 50代 10代 60代

性別 女性 女性 男性 男性 女性

居住地 船橋市 船橋市 船橋市 船橋市 船橋市

属性（職業等） 学生 無職 会社員 学生 無職

公共交通機関の利用

（発症2日前から）
無 無 無 無 無

濃厚接触者の数 調査中 2人 1人 3人 3人

発症前2週間の渡航歴 無 無 無 無 無

陽性者との接触歴 本人同意が得られない 有 有 本人同意が得られない 本人同意が得られない

療養場所 調整中 調整中 調整中 船橋第一ホテル 調整中

重症度 軽症 軽症 軽症 軽症 軽症

備考
・市内居住患者1172

例目の濃厚接触者



船橋市患者

発生届番号
1312例目 1313例目 1314例目 1315例目 1316例目

船橋市居住

患者番号
1270例目 1271例目 1272例目 1273例目 1274例目

判明日 12月16日 12月16日 12月16日 12月16日 12月16日

発症日 無 無 12月15日 12月15日 12月15日

年代 40代 80代 80代 70代 80代

性別 女性 女性 女性 男性 男性

居住地 船橋市 船橋市 船橋市 船橋市 船橋市

属性（職業等） 無職 無職 無職 無職 無職

公共交通機関の利用

（発症2日前から）
無 無 無 無 無

濃厚接触者の数 本人同意が得られない 調査中 調査中 調査中 調査中

発症前2週間の渡航歴 無 無 無 無 無

陽性者との接触歴 本人同意が得られない 有 有 有 有

療養場所 調整中 調整中 市外医療機関 調整中 市内医療機関

重症度 無症状 無症状 軽症 軽症 軽症

備考

・12月6日発表の新型

コロナウイルス感染者

が複数発生している市

内介護施設の入所者

・12月16日発表の新

型コロナウイルス感染

者が複数発生している

市内介護施設の入所者

・12月16日発表の新

型コロナウイルス感染

者が複数発生している

市内介護施設の入所者

・12月16日発表の新

型コロナウイルス感染

者が複数発生している

市内介護施設の入所者



船橋市患者

発生届番号
県内保健所報告例 1317例目 県内保健所報告例 1318例目 県内保健所報告例

船橋市居住

患者番号
1275例目 1276例目 1277例目 1278例目 1279例目

判明日 12月15日 12月15日 12月15日 12月15日 12月15日

発症日 12月14日 12月11日 12月12日 12月11日 12月12日

年代 10代 50代 30代 30代 30代

性別 女性 男性 男性 男性 男性

居住地 船橋市 船橋市 船橋市 船橋市 船橋市

属性（職業等） 学生 会社員 会社員 本人同意が得られない 自営業

公共交通機関の利用

（発症2日前から）
無 無 本人同意が得られない 有 無

濃厚接触者の数 調査中 調査中 本人同意が得られない 本人同意が得られない 8人

発症前2週間の渡航歴 無 無 無 無 無

陽性者との接触歴 無 無 有 無 無

療養場所 調整中 船橋第一ホテル 船橋第一ホテル 船橋第一ホテル 本人同意が得られない

重症度 軽症 軽症 軽症 軽症 軽症

備考
・市外居住患者の接触

者



船橋市患者

発生届番号
1319例目 1320例目 1321例目 1322例目 1323例目

船橋市居住

患者番号
1280例目 1281例目 1282例目 1283例目 1284例目

判明日 12月16日 12月15日 12月16日 12月16日 12月16日

発症日 12月11日 12月10日 12月14日 12月8日 12月9日

年代 40代 40代 40代 70代 60代

性別 男性 男性 男性 男性 男性

居住地 船橋市 船橋市 船橋市 船橋市 船橋市

属性（職業等） 本人同意が得られない 本人同意が得られない 会社員 無職 無職

公共交通機関の利用

（発症2日前から）
無 有 有 有 無

濃厚接触者の数 本人同意が得られない 本人同意が得られない 調査中 無 2人

発症前2週間の渡航歴 無 無 無 無 無

陽性者との接触歴 無 無 無 無 無

療養場所 調整中 本人同意が得られない 調整中 調整中 市外医療機関

重症度 軽症 軽症 軽症 軽症 軽症

備考



船橋市患者

発生届番号
1324例目 1325例目 1326例目 1327例目 1328例目 1329例目

船橋市居住

患者番号
1285例目 1286例目 1287例目 1288例目

船橋市居住患者で

ない
1289例目

判明日 12月16日 12月16日 12月16日 12月16日 12月16日 12月16日

発症日 12月15日 12月14日 12月8日 12月14日 12月13日 12月13日

年代 20代 50代 30代 10代 50代 40代

性別 女性 男性 男性 女性 男性 男性

居住地 船橋市 船橋市 船橋市 船橋市 市川市 船橋市

属性（職業等） アルバイト 会社員 自営業 学生
居住地管轄保健所

で調査中
自営業

公共交通機関の利用

（発症2日前から）
有 無 無 無

居住地管轄保健所

で調査中
無

濃厚接触者の数 調査中 調査中 調査中 調査中
居住地管轄保健所

で調査中
1人

発症前2週間の渡航歴 無 無 無 無
居住地管轄保健所

で調査中
無

陽性者との接触歴 無 無 無 無
居住地管轄保健所

で調査中
有

療養場所 調整中 市内医療機関 調整中 調整中
居住地管轄保健所

で調整中
調整中

重症度 軽症 軽症 軽症 軽症 軽症 軽症

備考
・市外居住患者の

接触者


