
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  松本市内において、新型コロナウイルス感染者が確認されました。詳細は、以下

のとおりです。 

  なお、松本市における新型コロナウイルス感染症の陽性者の累計は 1109名です。 

 

松本市内の新型コロナウイルス感染症陽性者に係る状況　【令和４年１月１７日公表分】

市
No.

県
No.

診断 年代 性別 居住地 職業等 症状、経過、行動歴等 備　考

1088 10691 患者 40代 男性 松本市 会社員
1月12日　発症
1月15日　陽性判明
　　　　 自宅療養（軽症）

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居1人）

1089 10692 患者
10歳
未満

女性 松本市 小学生
1月14日　発症
1月15日　陽性判明
　　　　 自宅療養（軽症）

発症前２週間以内に首都圏に
滞在歴あり

濃厚接触者(判明分)：4人
（同居4人）

1090 10693 患者 10代 男性 松本市 中学生
1月14日　発症
1月15日　陽性判明
　　　　 自宅療養（軽症）

濃厚接触者(判明分)：4人
（同居4人）

1091 10694 患者 10代 男性 松本市 高校生
1月14日　発症
1月15日　陽性判明
1月17日　宿泊療養施設に入所（軽症）

市外陽性者の接触者

濃厚接触者(判明分)：4人
（同居3人、同居外1人）

1092 10695 患者 30代 男性 松本市 会社員
1月13日　発症
1月16日　陽性判明（軽症）

市内1030例目の接触者

濃厚接触者(判明分)：なし

1093 10696 患者 10代 男性 松本市 中学生
1月15日　発症
1月16日　陽性判明
1月17日　宿泊療養施設に入所（軽症）

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）
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市
No.

県
No.

診断 年代 性別 居住地 職業等 症状、経過、行動歴等 備　考

1094 10697 患者 30代 男性 松本市 会社員
1月15日　発症
1月16日　陽性判明
1月17日　宿泊療養施設に入所（軽症）

濃厚接触者(判明分)：3人
（同居3人）

1095 10698 患者 10代 男性 松本市 小学生
1月14日　発症
1月16日　陽性判明
　　　　 自宅療養（軽症）

陽性者が確認された学校の調
査

濃厚接触者(判明分)：4人
（同居4人）

1096 10699 患者 10代 男性 松本市 小学生
1月15日　発症
1月16日　陽性判明
　　　　 自宅療養（軽症）

陽性者が確認された学校の調
査

濃厚接触者(判明分)：3人
（同居3人）

1097 10700
無症状病
原体保有

体
10代 男性 松本市 小学生

1月16日　陽性判明
　　　　 自宅療養（無症状）

陽性者が確認された学校の調
査

濃厚接触者(判明分)：5人
（同居5人）

1098 10701 患者 10代 男性 松本市 小学生
1月14日　発症
1月16日　陽性判明
　　　　 自宅療養（軽症）

陽性者が確認された学校の調
査

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居1人）

1099 10702 患者 10代 男性 松本市 小学生
1月14日　発症
1月16日　陽性判明
　　　　 自宅療養（軽症）

陽性者が確認された学校の調
査

濃厚接触者(判明分)：4人
（同居4人）

1100 10703 患者 10代 女性 松本市 高校生
1月15日　発症
1月16日　陽性判明
　　　　 自宅療養（軽症）

市外陽性者の接触者

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）

1101 10704 患者
10歳
未満

女性 松本市 小学生
1月15日　発症
1月16日　陽性判明
　　　　 自宅療養（軽症）

市内1056例目の接触者

濃厚接触者(判明分)：3人
（同居3人）

1102 10705 患者
10歳
未満

男性 松本市 未就学児
1月16日　発症
　　　　 陽性判明
　　　　 自宅療養（軽症）

市内1023例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：5人
（同居5人）

1103 10706 患者 10代 男性 松本市 高校生
1月14日　発症
1月16日　陽性判明
　　　　 自宅療養（軽症）

市内1033例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：なし

 

 



市
No.

県
No.

診断 年代 性別 居住地 職業等 症状、経過、行動歴等 備　考

1104 10707 患者 60代 男性 松本市 自営業
1月13日　発症
1月16日　陽性判明
1月17日　宿泊療養施設に入所（軽症）

濃厚接触者(判明分)：6人
（同居1人、同居外5人）

1105 10708 患者 20代 女性 松本市 会社員
1月14日　発症
1月16日　陽性判明
1月17日　宿泊療養施設に入所（軽症）

市内1013例目の接触者

濃厚接触者(判明分)：1人
（同居1人）

1106 10709 患者 70代 男性 松本市 無職
1月15日　発症
1月16日　陽性判明
1月17日　宿泊療養施設に入所（軽症）

市内1061例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：3人
（同居3人）

1107 10710 患者 20代 女性 松本市 会社員
1月15日　発症
1月16日　陽性判明
1月17日　宿泊療養施設に入所（軽症）

市内1079例目の接触者

濃厚接触者(判明分)：3人
（同居3人）

1108 10711 患者 30代 女性 松本市 施設職員
1月15日　発症
1月16日　陽性判明
1月17日　宿泊療養施設に入所（軽症）

濃厚接触者(判明分)：2人
（同居2人）

1109 10712 患者
10歳
未満

男性 松本市 小学生
1月15日　発症
1月16日　陽性判明
　　　　 自宅療養（軽症）

市内1069例目の濃厚接触者

濃厚接触者(判明分)：なし

1110 10713 患者 30代 男性 松本市 会社員
1月14日　発症
1月16日　陽性判明
1月17日　宿泊療養施設に入所（軽症）

濃厚接触者(判明分)：3人
（同居3人）

 

報道機関各位におかれましては、感染者本人やご家族などが特定されないよう個人情

報保護にご配意をお願いします。 

 

 


