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市内認可保育施設における新型コロナウイルス感染症 PCR検査及び抗原検査陽性反応者の

判明について 

 

市内認可保育施設の関係者に、新型コロナウイルス感染症検査及び抗原検査で陽性反応

があったことが確認された事案が 26件あった。 

 

１ 市内認可保育所① 

〇市内認可保育所の関係者１名に新型コロナウイルス感染症抗原検査で陽性反応があっ

たことが確認された。陽性の判定を受け、保健所による調査が行われた結果、濃厚接触者は

確認されなかった。 

 

（１）経過 

・１月 13日（木） 最終出勤・登園日 

・１月 15日（土）  抗原検査の結果、陽性であることが判明  

 

（２）上記の対応等 

・保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら保育を

継続する。 

・陽性反応者は必要な期間、健康観察及び行動自粛を行う。 

 

 

２ 市内認可保育所② 

〇市内認可保育所の関係者２名に新型コロナウイルス感染症 PCR 検査で陽性反応があっ

たことが確認された。陽性の判定を受け、保健所による調査が行われた結果、関係者 18名

が濃厚接触者とされた。 

 

（１）経過 

・１月 14日（金） 関係者Ａの最終出勤・登園日 

・１月 16日（日）  PCR検査の結果、陽性であることが判明 

          保健所による調査の結果、関係者 18名が濃厚接触者とされる 

・１月 21日（金） 関係者Ｂ（濃厚接触者）が PCR検査の結果、陽性であることが判明 

 

（２）上記の対応等 

・保健所の指導・助言に基づき、感染拡大防止のため、１月 17日（月）から１月 24日（月）

までクラス休園することとした。 

・陽性反応者及び濃厚接触者は、必要な期間、健康観察及び行動自粛を行う。 

 



３ 市内認可保育所③ 

〇市内認可保育所の関係者１名に新型コロナウイルス感染症 PCR 検査で陽性反応があっ

たことが確認された。 

 

（１）経過 

・１月 18日（火） 最終出勤・登園日 

・１月 24日（月）  PCR検査の結果、陽性であることが判明  

 

（２）上記の対応等 

・保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら保育を

継続する。 

・陽性反応者は必要な期間、健康観察及び行動自粛を行う。 

 

 

４ 市内認可保育施設④ 

〇市内認可保育施設の関係者９名に新型コロナウイルス感染症 PCR 検査で陽性反応があ

ったことが確認された。陽性の判定を受け、保健所による調査が行われた結果、関係者 50

名が濃厚接触者とされた。その後、関係者 14名の陽性が判明した。 

 

（１）経過 

・１月 13日（木） 関係者Ａの最終出勤・登園日 

・１月 14日（金） PCR検査の結果、陽性であることが判明 

・１月 15日（土）～１月 17日（月） 関係者Ａの濃厚接触者に当たる８名の陽性が判明。

保健所の調査により、関係者 50名が濃厚接触者とされた。 

・１月 17日（月）～１月 21日（金） 上記の濃厚接触者のうち、14名の陽性が判明 

 

（２）上記の対応等 

・陽性反応者及び濃厚接触者は、必要な期間、健康観察及び行動自粛を行う。 

 

 

５ 市内認可保育施設⑤ 

〇市内認可保育施設の関係者４名に新型コロナウイルス感染症 PCR 検査で陽性反応があ

ったことが確認された。陽性の判定を受け、保健所による調査が行われた結果、関係者 30

名が濃厚接触者とされた。その後、関係者７名の陽性が判明した。 

 

（１）経過 

・１月 13日（木） 関係者Ａの最終出勤・登園日 

・１月 14日（金） PCR検査の結果、陽性であることが判明 

・１月 17日（月） 関係者Ａの濃厚接触者に当たる３名の陽性が判明。保健所の調査によ

り、関係者 30名が濃厚接触者とされた。 



・１月 18日（火）～１月 20日（木） 上記の濃厚接触者のうち、７名の陽性が判明 

 

（２）上記の対応等 

・陽性反応者及び濃厚接触者は、必要な期間、健康観察及び行動自粛を行う。 

 

 

６ 市内認可保育施設⑥ 

〇市内認可保育施設の関係者１名に新型コロナウイルス感染症 PCR 検査で陽性反応があ

ったことが確認された。陽性の判定を受け、保健所による調査が行われた結果、関係者９名

が濃厚接触者とされた。 

 

（１）経過 

・１月 14日（金） 最終出勤・登園日 

・１月 16日（日） PCR検査の結果、陽性であることが判明 

 

（２）上記の対応等 

・陽性反応者及び濃厚接触者は、必要な期間、健康観察及び行動自粛を行う。 

 

 

７ 市内認可保育施設⑦ 

〇市内認可保育施設の関係者５名に新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査で陽性反応が

あったことが確認された。陽性の判定を受け、保健所による調査が行われた結果、関係者 13

名が濃厚接触者とされた。その後、関係者３名の陽性が判明した。 

 

（１）経過 

・１月 14日（金） 関係者Ａの最終出勤・登園日 

・１月 15日（土） PCR検査の結果、陽性であることが判明 

・１月 18日（火）～１月 19日（水） 関係者Ａの濃厚接触者に当たる４名の陽性が判明。

保健所の調査により、関係者 13名が濃厚接触者とされた。 

・１月 19日（水）～１月 21日（金） 上記の濃厚接触者のうち、３名の陽性が判明 

 

（２）上記の対応等 

・陽性反応者及び濃厚接触者は、必要な期間、健康観察及び行動自粛を行う。 

 

 

８ 市内認可保育施設⑧ 

〇市内認可保育施設の関係者１名に新型コロナウイルス感染症抗原検査で陽性反応があ

ったことが確認された。陽性の判定を受け、保健所による調査が行われた結果、関係者４名

が濃厚接触者とされた。その後、関係者１名の陽性が判明した。 

 



（１）経過 

・１月 18日（火） 関係者Ａの最終出勤・登園日 

・１月 18日（火） 抗原検査の結果、陽性であることが判明 

・１月 21日（金） 関係者Ａの濃厚接触者のうち、１名の陽性が判明 

 

（２）上記の対応等 

・保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら保育を

継続する。 

・陽性反応者及び濃厚接触者は、必要な期間、健康観察及び行動自粛を行う。 

 

 

９ 市内認可保育施設⑨ 

〇市内認可保育施設の関係者１名に新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査で陽性反応が

あったことが確認された。陽性の判定を受け、保健所による調査が行われた結果、濃厚接触

者は確認されなかった。 

 

（１）経過 

・１月 13日（木） 最終出勤・登園日 

・１月 16日（日） PCR検査の結果、陽性であることが判明 

 

（２）上記の対応等 

・保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら保育を

継続する。 

・陽性反応者は必要な期間、健康観察及び行動自粛を行う。 

 

 

10 市内認可保育施設⑩ 

〇市内認可保育施設の関係者１名に新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査で陽性反応が

あったことが確認された。陽性の判定を受け、保健所による調査が行われた結果、濃厚接触

者は確認されなかった。 

 

（１）経過 

・１月 17日（月） 最終出勤・登園日 

・１月 18日（火） PCR検査の結果、陽性であることが判明 

 

（２）上記の対応等 

・保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら保育を

継続する。 

・陽性反応者は必要な期間、健康観察及び行動自粛を行う。 

 



11 市内認可保育施設⑪ 

〇市内認可保育施設の関係者１名に新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査で陽性反応が

あったことが確認された。 

 

（１）経過 

・１月 17日（月） 最終出勤・登園日 

・１月 18日（火） PCR検査の結果、陽性であることが判明 

 

（２）上記の対応等 

・陽性反応者及び濃厚接触者は、必要な期間、健康観察及び行動自粛を行う。 

 

 

12 市内認可保育施設⑫ 

〇市内認可保育施設の関係者１名に新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査で陽性反応が

あったことが確認された。 

 

（１）経過 

・１月 18日（火） 最終出勤・登園日 

・１月 20日（木） PCR検査の結果、陽性であることが判明 

 

（２）上記の対応等 

・陽性反応者及び濃厚接触者は、必要な期間、健康観察及び行動自粛を行う。 

 

 

13 市内認可保育施設⑬ 

〇市内認可保育施設の関係者１名に新型コロナウイルス感染症抗原検査で陽性反応があ

ったことが確認された。 

 

（１）経過 

・１月 14日（金） 最終出勤・登園日 

・１月 17日（月） 抗原検査の結果、陽性であることが判明 

 

（２）上記の対応等 

・陽性反応者及び濃厚接触者は、必要な期間、健康観察及び行動自粛を行う。 

 

 

14 市内認可保育施設⑭ 

〇市内認可保育施設の関係者１名に新型コロナウイルス感染症抗原検査で陽性反応があ

ったことが確認された。その後、濃厚接触者のうち１名の陽性が判明した。 

 



（１）経過 

・１月 20日（木） 関係者Ａの最終出勤・登園日 

・１月 21日（金） 抗原検査の結果、陽性であることが判明 

・１月 22日（土） 関係者Ａの濃厚接触者に当たる１名の陽性が判明。 

 

（２）上記の対応等 

・陽性反応者及び濃厚接触者は、必要な期間、健康観察及び行動自粛を行う。 

 

 

15 市内認可保育施設⑮ 

〇市内認可保育施設の関係者１名に新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査で陽性反応が

あったことが確認された。陽性の判定を受け、保健所による調査が行われた結果、濃厚接触

者は確認されなかった。 

 

（１）経過 

・１月 17日（月） 最終出勤・登園日 

・１月 19日（水） PCR検査の結果、陽性であることが判明 

 

（２）上記の対応等 

・保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら保育を

継続する。 

・陽性反応者は必要な期間、健康観察及び行動自粛を行う。 

 

 

16 市内認可保育施設⑯ 

〇市内認可保育施設の関係者１名に新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査で陽性反応が

あったことが確認された。 

 

（１）経過 

・１月 14日（金） 最終出勤・登園日 

・１月 20日（木） PCR検査の結果、陽性であることが判明 

 

（２）上記の対応等 

・陽性反応者及び濃厚接触者は、必要な期間、健康観察及び行動自粛を行う。 

 

 

17 市内認可保育施設⑰ 

〇市内認可保育施設の関係者１名に新型コロナウイルス感染症抗原検査で陽性反応があ

ったことが確認された。陽性の判定を受け、保健所による調査が行われた結果、濃厚接触者

は確認されなかった。 



 

（１）経過 

・１月 20日（木） 最終出勤・登園日 

・１月 21日（金） 抗原検査の結果、陽性であることが判明 

 

（２）上記の対応等 

・保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら保育を

継続する。 

・陽性反応者は必要な期間、健康観察及び行動自粛を行う。 

 

 

18 市内認可保育施設⑱ 

〇市内認可保育施設の関係者１名に新型コロナウイルス感染症 PCR 検査で陽性反応があ

ったことが確認された。 

 

（１）経過 

・１月 13日（木） 最終出勤・登園日 

・１月 18日（火） PCR検査の結果、陽性であることが判明 

 

（２）上記の対応等 

・保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら保育を

継続する。 

・陽性反応者は必要な期間、健康観察及び行動自粛を行う。 

 

 

19 市内認可保育施設⑲ 

〇市内認可保育施設の関係者２名に新型コロナウイルス感染症 PCR 検査で陽性反応があ

ったことが確認された。 

 

（１）経過 

・１月 20日（木） 関係者Ａの最終出勤・登園日 

・１月 21日（金） PCR検査の結果、陽性であることが判明 

・１月 23日（日） 関係者Ａの濃厚接触者ではないとされていた１名の陽性が判明 

 

（２）上記の対応等 

・陽性反応者及び濃厚接触者は、必要な期間、健康観察及び行動自粛を行う。 

 

 

20 市内認可保育施設⑳ 

〇市内認可保育施設の関係者１名に新型コロナウイルス感染症 PCR 検査で陽性反応があ



ったことが確認された。 

 

（１）経過 

・１月 18日（火） 最終出勤・登園日 

・１月 24日（月） PCR検査の結果、陽性であることが判明 

 

（２）上記の対応等 

・保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら保育を

継続する。 

・陽性反応者は必要な期間、健康観察及び行動自粛を行う。 

 

 

21 市内認可保育施設㉑ 

〇市内認可保育施設の関係者１名に新型コロナウイルス感染症 PCR 検査で陽性反応があ

ったことが確認された。 

 

（１）経過 

・１月 17日（月） 最終出勤・登園日 

・１月 22日（土） PCR検査の結果、陽性であることが判明 

 

（２）上記の対応等 

・保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら保育を

継続する。 

・陽性反応者は必要な期間、健康観察及び行動自粛を行う。 

 

 

22 市内認可保育施設㉒ 

〇市内認可保育施設の関係者１名に新型コロナウイルス感染症抗原検査で陽性反応があ

ったことが確認された。 

 

（１）経過 

・１月 21日（金） 最終出勤・登園日 

・１月 21日（金） 抗原検査の結果、陽性であることが判明 

 

（２）上記の対応等 

・陽性反応者及び濃厚接触者は、必要な期間、健康観察及び行動自粛を行う。 

 

 

23 市内認可保育施設㉓ 

〇市内認可保育施設の関係者１名に新型コロナウイルス感染症 PCR 検査で陽性反応があ



ったことが確認された。 

 

（１）経過 

・１月 19日（水） 最終出勤・登園日 

・１月 22日（土） PCR検査の結果、陽性であることが判明 

 

（２）上記の対応等 

・保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら保育を

継続する。 

・陽性反応者は必要な期間、健康観察及び行動自粛を行う。 

 

 

24 市内認可保育施設㉔ 

〇市内認可保育施設の関係者２名に新型コロナウイルス感染症 PCR 検査で陽性反応があ

ったことが確認された。 

 

（１）経過 

・１月 21日（金） 最終出勤・登園日 

・１月 24日（月） PCR検査の結果、陽性であることが判明 

 

（２）上記の対応等 

・陽性反応者及び濃厚接触者は、健康観察及び行動自粛を行う。 

 

 

25 市内認可保育施設㉕ 

〇市内認可保育施設の関係者１名に新型コロナウイルス感染症 PCR 検査で陽性反応があ

ったことが確認された。 

 

（１）経過 

・１月 21日（金） 最終出勤・登園日 

・１月 24日（月） PCR検査の結果、陽性であることが判明 

 

（２）上記の対応等 

・陽性反応者及び濃厚接触者は、健康観察及び行動自粛を行う。 

 

 

26 市内認可保育施設㉖ 

〇市内認可保育施設の関係者１名に新型コロナウイルス感染症 PCR 検査で陽性反応があ

ったことが確認された。 

 



（１）経過 

・１月 20日（木） 最終出勤・登園日 

・１月 24日（月） PCR検査の結果、陽性であることが判明 

 

（２）上記の対応等 

・保健所の指導・助言のもと、感染防止対策を実施のうえ、適切な対応を図りながら保育を

継続する。 

・陽性反応者は健康観察及び行動自粛を行う。 

 

 


