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1 令和2年7月31日 175 20歳代 男性 合志市 兵庫県から出張中の会社員 合志市内のホテル滞在 〇

2 令和2年7月31日 192 40歳代 男性 合志市 会社員 県内85例目、県内125例目の関係者 〇

3 令和2年8月1日 228 60歳代 女性 合志市 会社員 県内192例目の濃厚接触者：母親 〇

4 令和2年8月8日 349 30歳代 男性 合志市 会社員 〇

5 令和2年8月9日 355 30歳代 女性 合志市 会社員 県内349例目の濃厚接触者：配偶者 〇

6 令和2年8月11日 363 10歳代 男性 合志市 小学生
県内349例目、県内355例目の子

県内364例目の兄
〇

7 令和2年8月11日 364 10歳未満 男性 合志市 小学生
県内349例目、県内355例目の子

県内363例目の弟
〇

8 令和2年9月1日 528 30歳代 男性 合志市 自衛隊員 〇

9 令和2年9月28日 574 10歳代 女性 合志市 高校生   〇

10 令和2年10月3日 583 20歳代 男性 合志市 会社員 〇

11 令和2年10月3日 584 40歳代 男性 合志市 飲食店従業員   〇

12 令和2年10月5日 628 20歳代 女性 合志市 施設職員 県内598例目の友人 〇

13 令和2年10月7日 646 20歳代 女性 合志市 会社員 県内641例目の友人 〇

14 令和2年10月7日 647 20歳代 女性 合志市 会社員 県内641例目の友人 〇

15 令和2年10月14日 725 50歳代 女性 合志市 農業 県内723例目の子 〇

16 令和2年10月15日 728 20歳代 女性 合志市 会社員 県内723例目の親族 〇

17 令和2年10月15日 729 60歳代 男性 合志市 会社員 県内723例目の親族 〇

18 令和2年11月2日 810 10歳代 男性 合志市 高校生 県内796例目の友人 〇

19 令和2年11月17日 937 70歳代 男性 合志市 無職 〇

20 令和2年11月20日 962 60歳代 男性 合志市 会社員 県内940例目の知人 〇

21 令和2年11月25日 984 40歳代 男性 合志市 飲食店経営 〇

22 令和2年11月30日 1029 50歳代 女性 合志市 会社員 〇

23 令和2年12月1日 1045 70歳代 女性 合志市 飲食店経営 〇

24 令和2年12月2日 1054 50歳代 男性 合志市 飲食店経営 県内1029例目（合志市・会社員）の知人 〇

25 令和2年12月2日 1055 50歳代 男性 合志市 自営業 県内1045例目(合志市・飲食店経営)の知人 〇

26 令和2年12月7日 1110 20歳代 女性 合志市 飲食店従業員 県内1103例目（菊陽町・農業）と接触 〇

27 令和2年12月7日 1111 30歳代 女性 合志市 飲食店従業員 県内1103例目（菊陽町・農業）と接触 〇

28 令和2年12月10日 1181 20歳代 男性 合志市 飲食店経営 県内1140例目（熊本市605例目）の同僚 〇

29 令和2年12月12日 1230 20歳代 女性 合志市 会社員 〇

30 令和2年12月13日 1263 20歳代 男性 合志市 飲食店従業員 県内1141例目（熊本市606例目）の同僚 〇

31 令和2年12月14日 1295 40歳代 女性 合志市 アルバイト 県内1263例目（合志市・飲食店従業員）の家族 〇

32 令和2年12月14日 1296 10歳代 女性 合志市 小学生 県内1263例目（合志市・飲食店従業員）の家族 〇

33 令和2年12月16日 1345 30歳代 男性 合志市 会社員 県内1104例目（大津町・会社員）の同僚 〇

34 令和2年12月18日 1408 60歳代 女性 合志市 無職 県内1345例目（合志市・会社員）の家族 〇

35 令和2年12月18日 1409 40歳代 男性 合志市 会社員 県内1263例目（合志市・飲食店従業員）の家族 〇

36 令和2年12月19日 1438 10歳代 男性 合志市 中学生 県内1263例目（合志市・飲食店従業員）の家族 〇

37 令和2年12月21日 1482 30歳代 女性 合志市 無職 〇

38 令和2年12月23日 1507 20歳代 女性 合志市 無職 県内1452例目（熊本市809例目）の知人 〇

39 令和2年12月23日 1529 20歳代 女性 合志市 学生 御船保健所管内の大学Aクラスターの学生 〇

40 令和2年12月25日 1656 40歳代 男性 合志市 会社員 県内1543例目（熊本市865例目）の濃厚接触者 〇

41 令和2年12月29日 1773 20歳代 男性  合志市  会社員 県内1667例目（熊本市961例目）の同僚 〇

42 令和2年12月29日 1808 20歳代 女性 合志市 無職 〇

43 令和3年1月5日 2012 20歳代 男性
三重県

(合志市)
会社員 県内1991例目（大津町・会社員）の知人 〇

44 令和3年1月5日 2013 20歳代 男性 合志市 会社員 県内1991例目（大津町・会社員）の知人 〇

45 令和3年1月6日 2131 80歳代 女性 合志市 無職 福岡県の陽性者の家族 〇

46 令和3年1月6日 2151 30歳代 女性 合志市 医療従事者 熊本市内の医療機関Aクラスターの職員 〇

47 令和3年1月6日 2153 20歳代 女性 合志市 会社員 〇

48 令和3年1月8日 2294 10歳代 女性 合志市 学生 県内2153例目（合志市・会社員）の知人 〇

49 令和3年1月8日 2295 50歳代 男性 合志市 会社員 県内1773例目（合志市・会社員）の家族 〇

50 令和3年1月8日 2312 60歳代 女性 合志市 施設職員 山鹿保健所管内クラスター(県内31例目)職員等 〇
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51 令和3年1月10日 2478 20歳代 女性 合志市 農業 〇

52 令和3年1月10日 2482 40歳代 女性 合志市 施設職員 菊池保健所管内クラスター(県内33例目)職員等 〇

53 令和3年1月11日 2525 30歳代 男性 合志市 会社員 県内1905例目（熊本市1114例目）の知人 〇

54 令和3年1月11日 2547 20歳代 女性 合志市 農業 県内2478例目（合志市・農業）の同僚 〇

55 令和3年1月11日 2548 20歳代 女性 合志市 農業 県内2478例目（合志市・農業）の同僚 〇

56 令和3年1月12日 2591  10歳代 男性 合志市 高校生 〇

57 令和3年1月12日 2593 20歳代 女性 合志市 農業 県内2478例目（合志市・農業）の同僚 〇

58 令和3年1月12日 2594  20歳代 女性 合志市 農業 県内2478例目（合志市・農業）の同僚 〇

59 令和3年1月12日 2595 10歳代 女性 合志市 農業 県内2478例目（合志市・農業）の同僚 〇

60 令和3年1月12日 2617 30歳代 女性 合志市 施設職員 〇

61 令和3年1月12日 2618 50歳代 女性 合志市 施設職員 〇

62 令和3年1月12日 2621 20歳代 男性 合志市 会社員 〇

63 令和3年1月14日 2737 10歳代 女性 合志市 中学生 県内2617例目（合志市・施設職員）の家族 〇

64 令和3年1月14日 2738 10歳未満 男性 合志市 園児 陽性者が確認された福祉施設の利用者 〇

65 令和3年1月14日 2739 10歳代 男性 合志市 高校生 陽性者が確認された学校の生徒 〇

66 令和3年1月14日 2762 60歳代 女性 合志市 飲食店従業員 〇

67 令和3年1月14日 2772 30歳代 男性 合志市 会社員 陽性者が確認された会社の職員 〇

68 令和3年1月14日 2774 10歳代 男性 合志市 高校生 陽性者が確認された学校の生徒 〇

69 令和3年1月15日 2827 20歳代 男性 合志市 会社員 県内2621例目（合志市・会社員）の同僚 〇

70 令和3年1月15日 2828 40歳代 女性 合志市 会社員 県内2624例目（菊池市・医療従事者）の同僚 〇

71 令和3年1月15日 2830 30歳代 男性 合志市 会社経営 県内2738例目（合志市・園児）の家族 〇

72 令和3年1月15日 2831 10歳未満 男性 合志市 未就学児 県内2738例目（合志市・園児）の家族 〇

73 令和3年1月15日 2833 50歳代 男性 合志市 自営業 県内2013例目（合志市・会社員）の家族 〇

74 令和3年1月15日 2851 10歳代 男性 合志市 学生 〇

75 令和3年1月15日 2852 10歳代 女性 合志市 会社員 〇

76 令和3年1月15日 2856 50歳代 女性 合志市 施設職員 県内2294例目（合志市・学生）の家族 〇

77 令和3年1月15日 2857 30歳代 男性 合志市 自衛官 〇

78 令和3年1月15日 2858 20歳代 女性 合志市 施設職員 〇

79 令和3年1月15日 2862 60歳代 男性 合志市 アルバイト 〇

80 令和3年1月15日 2863 40歳代 女性 合志市 医療従事者 福岡市陽性者の家族 〇

81 令和3年1月16日 2921 50歳代 女性 合志市 会社員 県内2723例目（熊本市1514例目）の同僚 〇

82 令和3年1月17日 2951 60歳代 女性 合志市 無職 県内2862例目（合志市・アルバイト）の家族 〇

83 令和3年1月17日 2968 10歳代 男性 合志市 高校生 陽性者が確認された学校の生徒 〇

84 令和3年1月18日 2999 50歳代 男性 合志市 会社員 県内2921例目（合志市・会社員）の家族 〇

85 令和3年1月19日 3041 10歳未満 男性 合志市 園児 県内2857例目（合志市・自衛官）等の家族 〇

86 令和3年1月19日 3042 10歳代 男性 合志市 高校生 県内2591例目（合志市・高校生）の家族 〇

87 令和3年1月19日 3060 10歳代 男性 合志市 学生 〇

88 令和3年1月20日 3081 30歳代 女性 合志市 会社員 〇

89 令和3年1月21日 3122 40歳代 女性 合志市 保育士 〇

90 令和3年1月22日 3130 60歳代 男性 合志市 会社員 陽性者が確認された職場の職員 〇

91 令和3年1月22日 3154 10歳未満 男性 合志市 園児 県内3081例目（合志市・会社員）の家族 〇

92 令和3年1月23日 3194 30歳代 女性 合志市 会社員 〇

93 令和3年1月24日 3229 40歳代 男性 合志市 菊池市職員 陽性者が確認された職場の職員 〇

94 令和3年1月25日 3253 30歳代 女性 合志市 教職員 〇

95 令和3年1月26日 3274 70歳代 男性 合志市 自営業 〇

96 令和3年1月27日 3287 30歳代 男性 合志市 教職員 陽性者の家族、陽性者が確認された職場の職員 〇

97 令和3年1月27日 3288 10歳未満 女性 合志市 未就学児 陽性者の家族 〇

98 令和3年1月27日 3289 60歳代 女性 合志市 施設職員 菊池保健所管内クラスター(県内33例目)関係(職員) 〇


