
 

 
新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について 

 

 

昨日，１月１３日（木），新たに３３６６～３４６９例目となる感染者が確認されました。本件に

ついては，濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行っています。 

 

【検査の概要】（2022年(令和 4年)1月 13日分） 

行政検査 
 医療機関からの 

陽性届出 
PCR センター等からの 

陽性届出 
陽性件数 
合  計 うち陽性件数 

200 21 63 20 104 

※PCR センター等へは，駅前ＰＣＲスポット，事業所ＰＣＲを含みます。 

 

【感染者概要】 

症例 

(例目) 
年代 居住地 確認日 発症日 症 状 

入院又は 

宿泊療養等  

他事例との関連 

県外往来等 

3366 20 福山市 1/13 1/12 
発熱，頭痛，全身倦怠
感，関節筋肉痛 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 あり（宮崎県） 

3367 20 福山市 1/13 1/10 
発熱，鼻汁・鼻閉，咽頭
痛 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 調査中 

3368 10 福山市 1/13 1/11 
発熱，咳，頭痛，全身倦
怠感等 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3369 10 福山市 1/13 1/12 発熱，咽頭痛，頭痛 調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 あり（岡山県） 

3370 30 福山市 1/13 1/11 
発熱，鼻汁・鼻閉，咽頭
痛，頭痛等 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3371 
10 歳
未満 

福山市 1/13 1/12 発熱，咳，頭痛  調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3372 30 福山市 1/13 1/11 発熱，咳，頭痛，関節痛 調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 あり（岡山県） 

3373 20 福山市 1/13 1/2 
咳，咽頭痛，頭痛，嗅覚
障害 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3374 
10 歳
未満 

福山市 1/13 1/12 味覚障害 調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3375 20 福山市 1/13 1/10 
発熱，頭痛，嘔気・嘔
吐，けいれん等 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（岡山県） 

3376 30 福山市 1/13 1/11 
発熱，咳，鼻汁・鼻閉，
咽頭痛等 

調整中 
市外の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（岡山県） 

3377 20 福山市 1/13 1/10 咳，息苦しさ，咽頭痛  宿泊療養 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし  

3378 40 福山市 1/13 1/11 
発熱，頭痛，全身倦怠
感，下痢等 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし  



症例 

(例目) 
年代 居住地 確認日 発症日 症 状 

入院又は 

宿泊療養等  

他事例との関連 

県外往来等 

3379 10 福山市 1/13 1/11 
発熱，咳，鼻汁・鼻閉，
咽頭痛等 

 
調整中 

他事例との関連 調査中 
県外往来等 あり（岡山県）  

3380 10 福山市 1/13 1/12 
発熱，咳，咽頭痛，全身
倦怠感 

 
調整中 

市外の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（山口県，
島根県） 

3381 30 福山市 1/13 1/12 
発熱，咳，頭痛，全身倦
怠感等 

 
調整中 

市外の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（兵庫県）  

3382 20 福山市 1/13 1/12 
発熱，咳，咽頭痛，頭痛
等 

 
調整中 

他事例との関連 調査中 
県外往来等 あり（大阪府）  

3383 20 福山市 1/13 1/12 
発熱，咳，鼻汁・鼻閉，
咽頭痛 

 
調整中 

他事例との関連 調査中 
県外往来等 あり（大分県，
福岡県） 

3384 20 福山市 1/13 1/12 
発熱，咽頭痛，頭痛，全
身倦怠感等 

 
調整中 

他事例との関連 調査中 
県外往来等 あり（岡山県）  

3385 10  福山市 1/13 1/12 
発熱，鼻汁・鼻閉，咽頭
痛，全身倦怠感 

 
調整中 

他事例との関連 調査中 
県外往来等 あり（岡山県） 

3386 10 福山市 1/13 1/9 
発熱，咳，咽頭痛，頭痛
等 

 
調整中 

本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（香川県）  

3387 50 福山市 1/12 1/7 
咳，鼻汁・鼻閉，全身倦
怠感  

 
調整中 

他事例との関連 調査中 
県外往来等 あり（静岡県）  

3388 40 福山市 1/13 1/11 発熱，咳，全身倦怠感 
 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし  

3389 40 福山市 1/13  
なし 
（無症状病原体保有者） 

 
調整中 

本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし   

3390 20 福山市 1/13 1/10 咳 
 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3391 40 福山市 1/13 1/12 熱感，頭痛，めまい 
 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3392 20 福山市 1/13 1/7 
熱感，頭痛，全身倦怠
感，嘔気・嘔吐  

 
調整中 

他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3393 30 福山市 1/13 1/11 
発熱，咳，息苦しさ，咽
頭痛等 

 
調整中 

本市の感染者の接触者 
県外往来等 なし 

3394 
10 歳
未満 

福山市 1/13 1/8 鼻汁・鼻閉，頭痛 
 

調整中 
本市の感染者の接触者 
県外往来等 なし 

3395 
10 歳
未満 

福山市 1/13 1/11 咳，鼻汁・鼻閉 
 

調整中 
本市の感染者の接触者 
県外往来等 なし 

3396 30 福山市 1/13 1/8 
発熱，咳，咽頭痛，頭痛
等 

 
調整中 

他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3397 20 福山市 1/13 1/8 
発熱，鼻汁・鼻閉，全身
倦怠感 

 
調整中 

他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3398 20 福山市 1/13 1/9 
発熱，咳，鼻汁・鼻閉，
咽頭痛等 

 
調整中 

他事例との関連 調査中 
県外往来等 あり（鳥取県） 



症例 

(例目) 
年代 居住地 確認日 発症日 症 状 

入院又は 

宿泊療養等  

他事例との関連 

県外往来等 

3399 20 福山市 1/13  
なし 
（無症状病原体保有者） 

 
調整中 

他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3400 40 福山市 1/13 1/8 発熱，関節痛 調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3401 20 福山市 1/13 1/10 微熱，咳，咽頭痛，頭痛 
 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 あり（岡山県） 

3402 60 福山市 1/13 1/11 
発熱，咳，頭痛，全身倦
怠感等 

 
調整中 

本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3403 30 福山市 1/13 1/7 発熱，咳，咽頭痛 調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3404 30 福山市 1/13 1/7 
発熱，咽頭痛，全身倦怠
感，嗅覚・味覚障害 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3405 30 福山市 1/13 1/11 
発熱，咽頭痛，嗅覚・味
覚障害 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3406 30 福山市 1/13 1/7 
咽頭痛，全身倦怠感，嗅
覚・味覚障害 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3407 20 福山市 1/13 1/11 
発熱，咳，鼻汁・鼻閉，
咽頭痛等 

調整中 
市外の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（愛媛県） 

3408 20 福山市 1/13 1/12 発熱，咳，下痢，関節痛 調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3409 20 福山市 1/13 1/12 発熱，咳，咽頭痛  調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3410 20 福山市 1/13 1/13 鼻汁・鼻閉，咽頭痛 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（岡山県，
佐賀県） 

3411 50 福山市 1/13 1/11 下痢 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3412 50 福山市 1/13 1/10 咳，鼻汁・鼻閉 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3413 10 福山市 1/13 1/11 
微熱，咳，鼻汁・鼻閉，
頭痛等 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（岡山県） 

3414 30 福山市 1/13 1/11 発熱，咳，鼻汁・鼻閉 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3415 10 福山市 1/13 1/11 発熱，頭痛 調整中 
市外の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（大阪府，
三重県） 

3416 60 福山市 1/13 1/10 発熱，咳 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3417 40 福山市 1/13 1/12 発熱，咳，咽頭痛，下痢 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（鳥取県） 

3418 
10 歳
未満 

福山市 1/13 1/12 咳，下痢 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（鳥取県） 



症例 

(例目) 
年代 居住地 確認日 発症日 症 状 

入院又は 

宿泊療養等  

他事例との関連 

県外往来等 

3419 70 福山市 1/13  
なし 
（無症状病原体保有者） 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3420 40 福山市 1/13 1/12 
微熱，咳，頭痛，全身倦
怠感等 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3421 50 福山市 1/13 1/11 発熱，咳，悪寒 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3422 
10 歳
未満 

福山市 1/13 1/13 発熱 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（岡山県） 

3423 40 福山市 1/13 1/12 
咳，咽頭痛，頭痛，全身
倦怠感 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3424 
10 歳
未満 

福山市 1/13  
なし 
（無症状病原体保有者） 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3425 40 福山市 1/13  
なし 
（無症状病原体保有者） 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3426 60 福山市 1/13  
なし 
（無症状病原体保有者） 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3427 60 福山市 1/13  
なし 
（無症状病原体保有者） 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3428 
10 歳
未満 

福山市 1/13 1/12 発熱，鼻汁・鼻閉 調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3429 
10 歳
未満 

福山市 1/13 1/7 鼻汁 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3430 10 福山市 1/13  
なし 
（無症状病原体保有者） 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3431 80 福山市 1/13 1/11 
発熱，痰，鼻汁・鼻閉，
食欲不振 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3432 10 福山市 1/13 1/12 発熱，咳，咽頭痛 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3433 60 福山市 1/13 1/8 咳，鼻汁・鼻閉，咽頭痛 宿泊療養 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 調査中 

3434 30 福山市 1/13 1/11 
発熱，咳，全身倦怠感，
関節筋肉痛 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3435 10 福山市 1/13 1/13 
鼻汁・鼻閉，咽頭痛，頭
痛，全身倦怠感 

調整中 
市外の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3436 20 福山市 1/13 1/13 
発熱，咳，鼻汁，全身倦
怠感等 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（岡山県） 

3437 10 福山市 1/13 1/12 
発熱，咳，頭痛，咽頭痛
等 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3438 30 福山市 1/13 1/12 咳，咽頭痛 調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 



症例 

(例目) 
年代 居住地 確認日 発症日 症 状 

入院又は 

宿泊療養等  

他事例との関連 

県外往来等 

3439 90 福山市 1/13 1/9 微熱，咽頭痛 入院 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3440 60 福山市 1/13 1/10 咳，咽頭痛 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 調査中 

3441 30 福山市 1/13 1/8 鼻汁・鼻閉，頭痛，下痢 調整中 
市外の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3442 30 福山市 1/13 1/12 
息苦しさ，鼻汁・鼻閉，
咽頭痛，眼痛 

調整中 
市外の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3443 20 福山市 1/13 1/13 微熱，咽頭痛 調整中 
市内の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（島根県） 

3444 40 福山市 1/13 1/12 発熱，咳，咽頭痛 調整中 
市外の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（岡山県） 

3445 20 福山市 1/13 1/10 
発熱，咳，咽頭痛，全身
倦怠感 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 調査中 

3446 40 福山市 1/13 1/12 
発熱，咳，咽頭違和感，
頭痛等 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 あり（岡山県） 

3447 70 福山市 1/13 1/13 微熱 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（岡山県） 

3448 20 福山市 1/13 1/12 
発熱，咽頭痛，関節痛，
悪寒 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（岡山県） 

3449 20 福山市 1/13 1/13 発熱，咽頭痛 調整中 
市外の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（岡山県） 

3450 30 福山市 1/13 1/13 微熱，関節痛 調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3451 40 福山市 1/13 1/8 
微熱，咳，鼻汁・鼻閉，
咽頭痛等 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3452 20 福山市 1/13 1/12 咽頭痛 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3453 10 福山市 1/13 1/13 咳，全身倦怠感，筋肉痛 調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 あり（兵庫県） 

3454 40 福山市 1/13 1/11 
発熱，鼻汁・鼻閉，咽頭
痛，頭痛等 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3455 
10 歳
未満 

福山市 1/13 1/13 
発熱，嘔気・嘔吐，膝関
節痛 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3456 50 福山市 1/13 1/9 
咳，鼻汁，咽頭痛，食欲
不振 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（岡山県） 

3457 40 福山市 1/13 1/9 
発熱，咳，鼻汁・鼻閉，
頭痛等 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3458 20 福山市 1/13 1/7 
発熱，咳，鼻汁・鼻閉，
全身倦怠感等 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 



症例 

(例目) 
年代 居住地 確認日 発症日 症 状 

入院又は 

宿泊療養等  

他事例との関連 

県外往来等 

3459 20 福山市 1/13 1/12 
発熱，咽頭痛，全身倦怠
感 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3460 20 福山市 1/13 1/12 微熱，咽頭痛 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3461 10 福山市 1/13 1/11 
微熱，咽頭痛，頭痛，全
身倦怠感等 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3462 20 福山市 1/13 1/12 微熱，咽頭痛，背部痛 調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 あり（高知県） 

3463 40 福山市 1/13 1/12 
発熱，咳，咽頭痛，頭痛
等 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 あり（岡山県） 

3464 30 福山市 1/13 1/11 微熱，咳，頭痛 調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 あり（島根県） 

3465 10 福山市 1/13 1/11 
発熱，咳，鼻汁・鼻閉，
全身倦怠感 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3466 20 福山市 1/13 1/11 発熱，咳 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3467 10 福山市 1/13 1/12 発熱，咳 調整中 
市外の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3468 40 福山市 1/13 1/11 
発熱，咳，咽頭痛，全身
倦怠感等 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3469 20 福山市 1/13 1/12 
発熱，頭痛，食欲不振，
悪寒 

調整中 
市外の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（兵庫県，
岡山県） 

＊ 入院又は宿泊療養等は，2022 年(令和 4 年)1 月 13 日時点の状況です。 

＊ 再陽性の感染者はいません。 

 

【市内での感染者の状況】（2022年(令和 4年)1月 13日）             （単位：人） 

陽性者 
（延人数） 

現在患者数 

 

退院等 死亡 入院 
（内重症） 

宿泊療養 施 設 療 養  その他 

3464[+104] 382[+84] 
10[+2] 

 (0) 
101[+5] 0 271[+77] 3056[+20] 26 

※陽性者には再陽性の 4 人を含みます。 

 

【市内でのクラスターの発生状況】（2022年 1月 13日） 

新たに２件のクラスターが発生しています。 

・多治米保育所（感染者：児童７人，職員２人） 

・会食クラスター（感染者：参加者７人） 

引き続き，濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行います。 

 

【市民・事業者の皆様へ】 

○ 広島県にまん延防止等重点措置が適用されることが決定し，本市は措置地域に設定されました。今

後，これまでの対策が強化されます。県の対策は次のとおりですので，対策に基づいた取組をお願い

いたします。 



広島県「まん延防止等重点措置の適用に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中対策」（概要） 

（集中対策期間：1 月 7 日～31 日 ※まん延防止等重点措置の実施期間は 1 月 9 日～31 日） 

（１）外出の削減 

・ 外出機会と時間をそれぞれ半分程度に削減（20 時以降の外出は更に削減） 

（２）職場への出勤等 

・ テレワーク等の活用による出勤者の削減（出勤者数削減の実施状況公表） 

・ テレワーク等が実施できない場合は，執務室内の定員を削減 

・ 20 時以降の勤務抑制 

（３）飲食店等に対する要請  

・ 飲食店に対する営業時間短縮（20 時まで） 

・ 酒類の提供禁止（利用者による持ち込みを含む） 

・ 同一グループの同一テーブルでの会食は４人以内 

（４）大規模な集客施設に対する要請  

・ 感染防止措置を実施しない者の入場の禁止 

・ 施設内での酒類提供の自粛（利用者による持ち込みを含む） 

（５）他地域への移動の自粛 

・ 緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域との往来を最大限自粛 

・ その他の感染拡大地域についても，改めて必要性を判断し慎重に判断 

・ どうしても避けられない場合は感染防止対策の徹底とともに，出発前又は到着地で検査 

※詳細については，広島県ホームページをご確認ください。 

 

〇 本市においても，公共施設の利用制限や休館など感染拡大防止の取組を強化しています。現在，これ

までにないスピードで感染が急拡大しており，最大限の注意が必要です。改めてご協力をお願いしま

す。 ※詳細については，市ホームページをご確認ください。 

 

〇 ＰＣＲ検査について（無症状の方の PCR 検査） ※誰でも受検可（無料） 

・感染拡大地域との往来や感染拡大地域の方との接触機会があった場合には，PCR 検査を受けてくだ

さい。 

① ［福山駅前臨時ＰＣＲスポット］ ※検査キットの配布・回収 

場  所：福山駅南有料自転車駐車場 南側（ウォークイン型） 

開設日等：毎日 ７時～15 時 

 実施方法等：スポットで検査キットを受け取り，自宅等で検体を採取。検査キットの提出は，

福山駅前臨時ＰＣＲスポットまたは福山ＰＣＲセンターへ 

 予約等：申込不要 

 

② ［福山ＰＣＲセンター］ ※その場で検査（事前予約が必要） 

場  所：旧福山港フェリーターミナル駐車場（ドライブスルー型） 

開設日等：毎日 11 時～15 時 

予約受付番号 050-1741-6373（受付:毎日 10 時～15 時） 

※WEB 予約も可能（受付：24 時間 「広島県 PCR センター予約受付フォーム」） 

※①は検体の提出時，②は受検時に本人確認書類（免許証，保険証等）の提示によって，問診票等

の確認を行いますのでご準備ください。 

○ 体調に異変がある場合，まずかかりつけ医に電話で相談しましょう。なお，相談する医療機関に迷う

場合には，「受診・相談センター（積極ガードダイヤル）」（（084）928-1350 24 時間対応）にご相談

ください。 
   
 



         

 

 

市立こども園の臨時休園について 

 

 

伊勢丘こども園（伊勢丘三丁目）の児童１人が，新型コロナウイルスに感染

していることが確認されました。 

現在，保健所による接触者調査を行っています。今後，PCR 検査を実施し，

感染拡大が無いことの確認を行います。 

つきましては，１月１３日（木）から１月１８日（火）までを臨時休園とし

ますので，お知らせします。 

 

 

 



 

 

 

福山市職員の新型コロナウイルス感染症の発生について 

 

 

１月１３日（木），福山市民病院診療部の職員１人が，新型コロナウイルスに感

染していることが確認されました。 

当該職員は，休業中のため院内に濃厚接触となる患者はいません。 

入院・外来（救急外来を含む。）の診療は，引き続き感染対策を十分に行い，継

続して実施しています。 

 



         

 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 
福山市立学校に在籍（勤務）している児童生徒（職員）が，新型コロナウイ

ルスに感染していることが１月１２日（水）,１３日（木）に確認されました。 

今後，PCR検査を実施し，感染拡大が無いことの確認を行います。 

 

市立学校名 学校所在地 感染者 対  応 対 応 期 間 

千田小学校 千田町三丁目 児童 

１名 

学級閉鎖及び出席停止 

放課後児童クラブ１教

室を休会 

１月１４日（金）～

1月１７日（月） 

光小学校 草戸町四丁目 児童 

1名 

学級閉鎖及び出席停止 １月１４日（金）～

（終期未定） 

熊野小学校 熊野町 職員 

１名 

臨時休業 

放課後児童クラブを 

休会 

１月１４日（金）～

（終期未定） 

多治米小学校 多治米町五丁目 児童 

１名 

学級閉鎖及び出席停止 １月１４日（金）～

（終期未定） 

新涯小学校 新涯町三丁目 児童 

２名 

学級閉鎖及び出席停止 １月１４日（金）～

１月１９日（水） 

培遠中学校 春日町三丁目 生徒 

１名 

学級閉鎖及び出席停止 １月１３日（木）～

１月１７日（月） 

 



         

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

 

【多治米保育所】 

多治米保育所（多治米町）においては 1月 9日（日）に児童人 2人が新型コロナウイル

スに感染していることが確認され，1月 14日まで臨時休所としていました。   

その後の PCR検査の結果，児童 5人及び職員 2人が陽性と判定され，保育所においてク

ラスターが発生しましたので，お知らせします。 

なお，更なる感染拡大の恐れがないことから，保育所は明日から再開します。 

 

【神村保育所】 

 神村保育所（神村町）の職員 1 人が，新型コロナウイルスに感染していることが確認

されました。 

当該職員に係る児童・職員において，濃厚接触者等，感染の可能性のある人はいない

ため，臨時休所の措置は行いません。 

 

【野上保育所】 

 野上保育所（沖野上町）の児童 1人が，新型コロナウイルスに感染していることが確

認されました。 

現在，保健所による接触者調査を行っています。今後，PCR 検査を実施し，感染拡大

が無いことの確認を行います。 

つきましては，1月 14日（金）から 1月 19日（水）までを臨時休所とします。 

 

 

 


