
福島市の感染状況 本日発表分まで



福島市の感染状況 令和4年8月2日発表まで

レベル３

レベル２

※当市にて独自に算出（令和2年国勢調査人口値を使
用）
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レベル２
参考基準 20％以上 20％以上

医療提供体制等の負荷

20人/10万人
以上

5％以上
15人/10万人

/週以上 50％以上※2

レベル３
参考基準 50％以上 50％以上

30人/10万人
以上 10％以上

25人/10万人
/週以上 50％以上※2

県
7月31日
現在

(県HPより)

48.1 % 2.2 % 732.45 人 38.5 % 519.27 人

13,427 人 9,519 人

福
島
市

7月26日
現在

48.7 % 0.0 % 65.4 %

1,718 人 1,465 人※5

607.73 人※4 27.3 % 518.23 人※4

※1　福島県HP「レベル判断の参考とするモニタリング指標」より一部抜粋

※2　直近１週間の新規陽性者数が100名以上の場合

※3　福島医大含む

※4　令和2年国勢調査人口値により算定

※5　みなし陽性者を含む

※6　経路不明には調査中を含む。

※7　R4.7/28より重点化の伴い算出不能

人※4 28.7 % 570.94 人※4

8月1日
現在

50.4 % 0.0 % 631.43

1,785 人 1,614 人※5

※7

※7

医療提供体制の状況等



高齢者施設等による新型コロナ感染急拡大の状況について（７月３１日時点）

ＢＡ.５ 次元が異なる感染の“ 強さ ”と“ 速さ ”

【４月～７月 高齢者施設、医療機関等クラスターの発生状況】

【７月 高齢者施設クラスター ８件 公表時６４名→7/31現在２３４名】

①7月 5日公表 10名→76名 ②7月20日公表 10名→27名 ③7月21日公表 7名→22名

④7月25日公表 6名→53名 ⑤7月25日公表 8名→12名 ⑥7月27日公表 12名→19名

⑦7月28日公表 5名→14名 ⑧7月30日公表 6名→11名

４月 ５月 ６月 ７月

クラスター

クラスター件数（全体） 21件 28件 7件 35件
うち
高齢者施設・医療機関等の件数・
割合

0件 3件 1件 12件

0.0% 10.7% 14.3% 34.3%

陽性者

陽性者数（全体） 1,663人 1,896人 376人 3,869人

うち
高齢者施設・医療機関等のクラス
ターに関連する陽性者数・割合

0人 24人 8人 297人

0.0% 1.3% 2.1% 7.7%



お盆期間中における臨時無料検査

対象者：無症状で①感染に不安がある方
②帰省等で地元の高齢親族の方と接する予定の方 など

実施内容：抗原定性検査 その他：福島薬剤師会の協力

〇開設期間
令和４年８月６日（土）～１６日（火）

〇受付
・午前の部 ９：３０～１２：３０
・午後の部 １４：００～１７：００

〇予定件数
8/8 80件 8/9・10 各60件 その他各100件

ＪＲ福島駅西口広場
当日受付（予定件数に達した時点で終了）

〇開設期間
令和４年８月 ６日（土）～ ７日（日）

１０日（水）～１６日（火）
〇受付
・午前の部 ９：００～１２：００
・午後の部 １３：３０～１６：３０

〇予定件数
8/10・12・16 各74件 その他各144件

保健福祉センター（北側駐車場）
予約サイトで事前申し込み

※市内３０箇所の薬局等でも無料検査実施中



①休憩、会食時など気持ちが緩む場面でも、会話時のマスク着用
や換気をお忘れなく︕ ⼈と⼈との距離に⼗分注意し、密をつく
らないようにしましょう。

②のど、咳、熱など体調に異変を感じたら外出せず、医療機関等
に相談を︕ 無症状でも気になる⽅は、薬局等での無料検査をご
利用ください。

③⾝近に体調の悪い⼈がいたら注意信号︕受診・検査を勧めると
ともに、いつもより感染防止を強化し、警戒を強めてください。

警戒を緩めることなく感染防止対策をしっかり⾏って、
活動との両⽴を図りましょう‼



新型コロナワクチン3回目接種状況 ８月１日時点

※全体の接種率は接種対象外の年齢も含む全人口に対する接種率

引き続き若年層の接種率が低い状況



新型コロナワクチン３回目接種

ファイザー モデルナ ノババックス

■12～17歳
個別接種の専用枠で予約可能

■12歳以上
集団接種で予約可能
実施日／８月２０日（土）
実施時間／午前１０時～午後０時15分

午後２時３０分～４時４５分
定員／540人（残枠わずか）
場所／NCVふくしまアリーナ

■1８歳以上
個別接種で予約可能

■1８歳以上
個別接種・集団接種で予約可能

・8月10日は夜間接種（要予約）も実施
実施日／８月１０日（水）
実施時間／午後5時３０分～7時15分
定員／約１３０人
場所／NCVふくしまアリーナ

・予約不要の当日接種を8月下旬に
NCVふくしまアリーナでの実施で調整中

予約サイトからオンライン予約
または

市コロナワクチン予約センター
０５０－５４４５－４３５５ へ

夏休み期間に若年層が接種しやすいよう多様な接種機会を設けています



新型コロナワクチン4回目接種 予約状況（８月１日時点）

予約可能な方のうち約３割が未予約

集団接種も実施中です
予約可能な方は早めの予約・接種をお願いします！



新型コロナワクチン

 全国的に、若い世代を中心にかつてないスピードで感染が拡大

 若い方でも、重症化したり症状が長引いたりする可能性

 自分だけでなく、家族、友人など、

大切な人を守るためにできるだけ早く接種を

接種しやすくするための２つの「多様化」 3回目接種率向上に向けた福島市の取組

 夜間接種や予約不要の当日接種などを設け、接種機会を多様化

 県内市町村にさきがけてノババックスの接種を開始し、継続して大規模
に実施するなど、接種するワクチンの種類を多様化


