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令和４年 4 月 4 日（月）、新型コロナウイルスＰＣＲ検査の結果、税務部職員 1 名、保健福祉部職員

１名及びこども部職員４名の陽性が判明しました。また、こども部職員１名が、保健所から新型コロナウ

イルスのみなし陽性と診断されました。 

令和４年４月５日（火）、新型コロナウイルスＰＣＲ検査の結果、喜久田行政センター職員１名の陽性

が判明しました。 

 

 

税務部 

当該職員の最終出勤日は、４月１日（金）で、４月４日（月）に執務室内の消毒を実施しました。 

年代 50 代 

性別 男性 

居所 郡山市在住 

症状・経過等 ４月１日（金)   （出勤）     症状なし。 

４月２日（土）  (出勤なし)  症状なし。 

４月３日（日）  (出勤なし)  症状なし。 

４月４日（月）   (出勤なし)   食欲不振等。ＰＣＲ検査受検。  

陽性が判明。 

濃厚接触者 職場内はなし 

その他 ※当該職員は、市民と接触する業務の担当ではない。 

※勤務中は常にマスク着用、執務室は飛沫防止アクリル板を設置。 

※福島県が４月６日発表の新型コロナウイルス感染症患者数に含まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

郡山市職員の新型コロナウイルス感染について 

 

SDGｓ ターゲット 3.3 「伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する」 

 

ターゲット ３．３ 

令和 4 年４月５日 

郡山市総務部 

職員厚生課 

課長 遠藤 尚孝 

TEL：924-2241 

https://www.city.koriyama.lg.jp/life/6/36/243/


 

 

保健福祉部 

当該職員の最終出勤日は、3月 25日（金）で、4月 4 日（月）に執務室内の消毒を実施しました。 

年代 40 代 

性別 女性 

居所 郡山市在住 

症状・経過等 3 月２５日 (金)  （出勤）   症状なし。 

3 月２６日 (土)  （出勤なし） 症状なし。 

3 月２７日 (日)  （出勤なし） 症状なし。 

3 月２８日 (月)  （出勤なし） 症状なし。 

3 月２９日 (火)  （出勤なし） 症状なし。 

3 月３０日 (水)  （出勤なし） 症状なし。 

３月３１日（木）  (出勤なし)  めまい。 

４月 １日（金）  (出勤なし)  咽頭痛。 

４月 ２日（土） （出勤なし）  発熱、咽頭痛。PCR 検査受検。 

４月 3 日（日） （出勤なし）  発熱、咽頭痛。 

４月 ４日（月） （出勤なし）  陽性が判明。 

濃厚接触者 職場内はなし 

その他 ※当該職員は、窓口業務の担当。 

※勤務中は常にマスク着用、執務室は飛沫防止アクリル板を設置。 

※福島県が４月５日発表の新型コロナウイルス感染症患者数に含まれる。 

 

こども部① 

当該職員の最終出勤日は、４月１日（金）で、４月４日（月）に施設内の消毒を実施しました。 

年代 ３０代 

性別  女性 

居所  郡山市在住 

症状・経過等 ４月１日（金）   （出勤）    症状なし。 

４月２日（土）   （出勤なし）症状なし。 

         【同居家族の陽性判明】 

４月３日（日）   （出勤なし）発熱、頭痛、関節痛。 

４月４日（月）   （出勤なし）発熱、頭痛。 

保健所からみなし陽性と診断。 

濃厚接触者 保育所内はなし 

その他 ※当該職員は、本市公立保育所職員である。 

※当該保育所は、4月 8 日（金）まで閉所。 

※勤務中は常にマスク着用。 

※福島県が４月５日発表の新型コロナウイルス感染症患者数に含まれる。 

 



 

 

こども部② 

当該職員の最終出勤日は、４月２日（土）で、４月４日（月）に施設内の消毒を実施しました。 

年代 ４０代 

性別  女性 

居所  市外在住 

症状・経過等 ４月２日（土）   （出勤）  症状なし。 

４月３日（日）   （出勤なし）症状なし。 

所属内で陽性者が発生し、ＰＣＲ検査受検。 

４月４日（月）   （出勤なし）発熱、咽頭痛、頭痛。陽性が判明。 

濃厚接触者 保育所内はなし 

その他 ※当該職員は、本市公立保育所職員である。 

※当該保育所は、4月 8 日（金）まで閉所。 

※勤務中は常にマスク着用。 

※福島県が４月 6 日発表の新型コロナウイルス感染症患者数に含まれる。 

 

こども部③ 

当該職員の最終出勤日は、４月１日（金）で、４月４日（月）に施設内の消毒を実施しました。 

年代 ４０代 

性別  女性 

居所  市外在住 

症状・経過等 ４月１日（金）   （出勤）    症状なし。 

４月２日（土）   （出勤なし）症状なし。 

４月３日（日）   （出勤なし）症状なし。 

所属内で陽性者が発生し、ＰＣＲ検査受検。 

４月４日（月）   （出勤なし）症状なし。陽性が判明。 

濃厚接触者 保育所内はなし 

その他 ※当該職員は、本市公立保育所職員である。 

※当該保育所は、4月 8 日（金）まで閉所。 

※勤務中は常にマスク着用。 

※福島県が４月 6 日発表の新型コロナウイルス感染症患者数に含まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

こども部④ 

当該職員の最終出勤日は、４月１日（金）で、４月４日（月）に施設内の消毒を実施しました。 

年代 ３０代 

性別  女性 

居所  郡山市在住 

症状・経過等  ４月１日（金）   （出勤）    症状なし。 

４月２日（土）   （出勤なし）症状なし。 

４月３日（日）   （出勤なし）症状なし。 

所属内で陽性者が発生し、ＰＣＲ検査受検。 

４月４日（月）   （出勤なし）症状なし。陽性が判明。 

濃厚接触者 保育所内はなし 

その他 ※当該職員は、本市公立保育所職員である。 

※当該保育所は、4月 8 日（金）まで閉所。 

※勤務中は常にマスク着用。 

※福島県が４月５日発表の新型コロナウイルス感染症患者数に含まれる。 

 

こども部⑤ 

当該職員の最終出勤日は、４月１日（金）で、４月４日（月）に施設内の消毒を実施しました。 

年代 ４０代 

性別  女性 

居所  郡山市在住 

症状・経過等  ３月 30日（水）  （出勤）     症状なし。 

３月 31 日（木） （出勤）     症状なし。 

４月 １日（金）  （出勤）     咽頭痛。 

４月 ２日（土）  （出勤なし） 咽頭痛。 

４月 ３日（日）  （出勤なし） 咳。 

所属内で陽性者が発生し、ＰＣＲ検査受検。 

４月 ４日（月）  （出勤なし）発熱。陽性が判明。 

濃厚接触者 保育所内はなし 

その他 ※当該職員は、本市公立保育所職員である。 

※当該保育所は、4月 8 日（金）まで閉所。 

※勤務中は常にマスク着用。 

※福島県が４月５日発表の新型コロナウイルス感染症患者数に含まれる。 

 

 

 

 

 



 

 

喜久田行政センター 

当該職員の最終出勤日は、４月１日（金）で、４月５日（火）に執務室内の消毒を実施しました。 

年代 個人が特定されるため非公開とする。 

性別 女性 

居所 郡山市在住 

症状・経過等 ４月１日 (金)   （出勤）   症状なし。 

４月２日（土）  (出勤なし) 咽頭痛。 

４月３日（日）  (出勤なし) 咽頭痛、発熱。 

４月４日（月） （出勤なし） 咽頭痛、発熱。PCR 検査受検。 

４月 5 日（火） （出勤なし） 陽性が判明。           

濃厚接触者 職場内はなし 

その他 ※当該職員は、市民と接触する業務の担当ではない。 

※勤務中は常にマスク着用、執務室は飛沫防止アクリル板を設置。 

※福島県が４月６日発表の新型コロナウイルス感染症患者数に含まれる。 

 

  ＜報道機関の皆様へ＞ 

   患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護等の観点から、提供資料の範囲内での報道

に格段の御配慮をお願いします。 

   

 


