
令和４年４月４日 

各  位 

 

新型コロナウイルスの感染者発生について 

 

社会福祉法人奴奈川福祉会  

理事長 本 間 政 一  

 

 

 平素、当法人の運営に対しましてご理解・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 この度、当法人施設「特別養護老人ホームみやまの里」において、職員 1名（看護

師）が新型コロナウイルスに感染したことが判明いたしました。 

 ＜判明までの経緯＞ 

  ３月３１日（木） 通常勤務 

  ４月 １日（金） 通常勤務（研修会） 

  ４月 ２日（土） 休み 喉の痛み 

  ４月 ３日（日） 休み 

  ４月 ４日（月） 出勤前に施設の抗原検査を実施し陽性 

⇒医療機関を受診しＰＣＲ検査で陽性 

 

保健所との状況確認の中では、濃厚接触者はおりませんので、ショートステイは通

常通りに受け入れさせていただきます。 

なお、みやまの里本館の看護課・介護課職員等については、念のために抗原検査を

実施しております。 

感染防止には、引き続き、全力で努めてまいりますので、皆様にはご心配ご迷惑を

お掛け致しますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

問合せ 

特別養護老人ホームみやまの里 総務課

電話 025-552-8101 FAX 025-552-7821 



新型コロナウイルス感染者の発生について（第２報） 

 

 令和４年３月 24日、職員１名の新型コロナウイルス感染症感染をお知らせい

たしました。その後濃厚接触者等のＰＣＲ検査を実施し、全員が陰性となったこ

とを報告いたします。 

ご利用者ご家族をはじめ関係の皆様にはご心配、ご迷惑をお掛けし大変申し

訳ありません。引き続き感染対策の徹底に努めてまいります。何卒のご理解を賜

りますようお願い申し上げます。  

 

●事業所 

ワークセンターにしうみ 

 

●経緯 

３月 24日（木） 

職員のＰＣＲ検査陽性 

濃厚接触者（利用者４名）、その他接触者（職員３名）のＰＣＲ検査を実施。 

 

３月 25日（金） 

ＰＣＲ検査の結果、全員の陰性が判明。 

 

●事業所は通常通り営業します。 



新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

 

令和４年３月 24日、職員１名が新型コロナウイルス感染症に感染しているこ

とが確認されました。 

ご利用者ご家族をはじめ関係の皆様にはご心配、ご迷惑をお掛けし大変申し

訳ありません。引き続き感染対策の徹底に努めてまいります。何卒のご理解を賜

りますようお願い申し上げます。 

 

 

●事業所 

ワークセンターにしうみ 

 

●これまでの経緯 

３月 23日（水） 

体調不良のためＰＣＲ検査を実施 

 

３月 24日（木） 

当該職員のＰＣＲ検査陽性 

濃厚接触者（利用者４名）、その他接触者（職員３名）のＰＣＲ検査を実施。 

 

●当該職員は直接処遇職員ではなくご利用者との接点が少ない、また、現在体調

不良者がいないことから事業所は通常通り営業します。 



令和４年２月３日 

 

  関係者各位 

社会福祉法人奴奈川福祉会 

障害者支援施設 ﾒﾓﾘｱﾙﾎｰﾑみずほ 

                                             施設長  大久保 岳生 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

（メモリアルホームみずほ、グループホーム、第６報） 
 

 新型コロナウイルス感染者が発生しお知らせしたところですが、昨日、「グループ

ホームＴＯＭＯ」で新たに派遣職員１名の感染が判明しました。これまでの経過は下

記のとおりです。 

引き続き、糸魚川保健所の指示に従って対応をして参ります。利用者ご家族をはじ

め関係の皆様にはご心配をおかけしております。何卒のご理解を賜りますようお願い

申し上げます。 

 

記 

 

経過 

１月 23日（日） 

【ＴＯＭＯ】職員１名、陽性が判明。2/1復帰。 

 １月 24日（月） 

【ＴＯＭＯ】職員（派遣）１名、陽性が判明。自宅療養中。 

   【ＴＯＭＯ】利用者１名、陽性が判明。1/25入院、2/2退院。 

 １月 25日（火） 

   【ＴＯＭＯ】利用者１名、陽性が判明。自宅療養中 

   【ＴＯＭＯ】職員１名、陽性が判明。自宅療養中。 

 １月 26日（水） 

   【ＴＯＭＯ】利用者１名、陽性が判明。1/28入院。 

 １月 27日（木） 

   【蓮台寺】利用者１名、陽性が判明。1/31入院。 

 １月 28日（金） 

   【メモリアルホームみずほ】職員１名、陽性が判明。1/31 療養施設で療養中。 

 ２月２日（水） 

   【ＴＯＭＯ】職員（派遣）１名、陽性が判明。（1/24から自宅待機） 

 

感染者 

 【ＴＯＭＯ】利用者３名、職員２名、職員（派遣職員）２名  計 ７名 

 【蓮台寺】 利用者１名                  計 １名 

 【メモリアルホームみずほ】職員１名            計 １名 

                             合計 ９名 



事業再開のお知らせ 

 

新型コロナウイルス集団感染により事業を休止しておりました以下の事業所に

ついて、この度、事業を再開しましたのでお知らせいたします。 

 

２月１日（火）から再開 

●支援センターささゆり（全事業） 

●ワークセンターにしうみ（全事業） 

 

関係の皆様へはご心配やご不便をお掛けしまして大変申し訳ありませんでした。 

今後は、更に感染症対策を徹底し、皆様から安心してご利用いただけるよう努め

て参ります。 

 



令和４年２月１日 

 

関係者各位 

 

社会福祉法人奴奈川福祉会 

支援センターささゆり 

                                                 センター長  清岡 誠 

 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

（支援センターささゆり、第８報） 

 

 

令和４年１月３０日、感染者の濃厚接触者となったご家族が下記の通りＰＣＲ検査

を実施した結果、陽性であることが確認されました。また、本日までにこの度の集団

感染におきまして、ＰＣＲ検査等を実施された方、陽性となった方以外で体調不良等

を訴えておられる方は確認されておりません。 

 ご利用者、ご家族様をはじめ、関係各位の皆様には大変ご心配、ご迷惑をおかけし

て申し訳ございません。引き続き感染対策の徹底に努め、今後の進捗についてご報告

をさせて頂きますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。 

 

 

記 

 

これまでの経緯 

 

１月３１日（月）ご家族１世帯１名 陽性 

（陽性となった放課後等デイサービス利用児の濃厚接触者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 4年 2月 1日 

 

関係者各位 

                         社会福祉法人奴奈川福祉会 

                          ワークセンターにしうみ 

                           センター長 吉井 人光 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

（ワークセンターにしうみ、第３報） 
 

 新型コロナウイルスの感染者が確認されてから健康観察期間を設け、利用者の受入れ

を中止しておりました。 

本日、PCR検査を受けた利用者以外を対象に抗原検査を実施したところ、全員の陰性

が確認されたので本日より事業を再開させて頂きます。尚、昨日、利用者 1名の感染が

確認されましたが、最終利用日が 1 月 19 日（水）であることから事業の再開には影響

ないと判断しております。 

この度は、関係者の皆様にご心配やご迷惑をお掛けしましたが、引き続き感染症対策

に万全を期し、安全・安心な職場環境の維持に努めて参ります。 

 

記 

 

経 過 

 1月 25日（火） 

  ・利用者 1名陽性が判明。 

 1月 26日（水） 

  ・全職員に抗原検査を実施。全員陰性。 

 1月 27日（木） 

  ・特定者（利用者 11名・職員 4名）PCR検査実施。 

  ・自主的な健康観察期間（～1月 31日まで）を設け利用者の受入れを停止。 

 1月 28日（金） 

  ・PCR検査の結果、特定者全員の陰性を確認。 

 1月 31日（月） 

  ・利用者 1 名の陽性を確認。最終利用日が 1 月 19 日（水）であり、それ以降は接

触がないため問題なし。 

・健康観察期間の最終日のため全利用者に体調確認を行い不調者なしを確認。 

 2月 1日（火） 

  ・利用者 17人抗原検査を実施。全員の陰性を確認。 

   本日より事業を再開。 



令和 4年 1月 28日 

 

関係者各位 

 

                         社会福祉法人奴奈川福祉会 

                          ワークセンターにしうみ 

                           センター長 吉井 人光 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

（ワークセンターにしうみ、第２報） 
 

 昨日、特定者の PCR検査を実施した結果、本日、糸魚川保健所より全員の陰性が確認

されたとの連絡がありましたのでご報告申し上げます。 

引き続き健康観察期間を設け、PCR検査を受けていない利用者全員に抗原検査を実施

し、安心・安全な環境を確認してから事業の再開を行いたいと思います。 

万全を期すための対応であり、関係者の皆様にはご心配やご迷惑をお掛けしますが、

何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

  

記 

 

経 過 

 1月 27日（木）利用者 11名 職員 4名 

         PCR検査を実施。 

 

 1月 28日（金）全員陰性を確認。 

 

 1月 31日（月）健康観察期間（1月 27日より） 

 

2月 1日 （火）抗原検査実施。陰性が確認されたら当日より事業再開。 

 



令和 4年 1月 27日 

 

関係者各位 

 

                         社会福祉法人奴奈川福祉会 

                          ワークセンターにしうみ 

                           センター長 吉井 人光 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

（ワークセンターにしうみ、第１報） 
 

 日頃より当事業にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。 

 市内において感染者が急増する中で、当事業所の利用者 1名が新型コロナウイルスに

感染していることが判明しました。 

糸魚川保健所の見解では濃厚接触者に該当する方はいないとの報告を受けておりま

す。しかし、直近の感染状況を鑑みて自主的な対策を講じる必要があると判断し、糸魚

川保健所と協議をさせて頂きました。つきましては、以下の通り感染防止対策を実施し

ていることをご報告申し上げます。 

関係者の皆様にはご心配やご迷惑をお掛けしますが、何卒、ご理解を賜りますようお

願い申し上げます。 

 

記 

経 過  

1月 25日（火）  ・利用者 1名 

入居しているグループホーム TOMO 内で感染が確認された方の

濃厚接触者として PCR検査を受け陽性が判明。  

1月 26日（水）   ・糸魚川保健所に利用状況を確認してもらった結果、利用者・職

員共に濃厚接触者には該当しない。PCR検査の必要はない。 

             ・全職員に抗原検査実施。全員陰性を確認。 

・水際対策として必要と思われる方への PCR 検査を糸魚川保健

所へ要請。（特定者のみ検査可能） 

・午後から 1 月 31 日（月）までを自主的な健康観察期間として

利用者の受入れを停止。 

1月 27日（木）  ・給食事業のみ停止。 

・利用者 11人 職員 4 人 PCR検査実施（自主的）。 

          ・結果は 1 月 28日（金）の予定。 



令和４年１月３１日 

 

 関係者各位 

 

社会福祉法人奴奈川福祉会 

支援センターささゆり 

                                                 センター長  清岡 誠 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

（支援センターささゆり、第７報） 

 

令和４年１月２９日、感染者の濃厚接触者となったご家族が下記の通りＰＣＲ検査

を実施した結果、陽性であることが確認されました。また、昨日におきましてもご家

族に症状があり、ＰＣＲ検査をされた方がおられます。 

この度の集団感染におきまして、濃厚接触者となった大半のご利用者の皆様が本日

で健康観察期間が終了されます。そのため明日、２月１日より全事業のご利用児者の

受け入れを段階的に再開させていただきます。 

 ご利用者、ご家族様をはじめ、関係各位の皆様には大変ご心配、ご迷惑をおかけし

て申し訳ございません。引き続き感染対策の徹底に努め、今後の進捗についてご報告

をさせて頂きますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。 

 

 

記 

 

 

これまでの経緯 

 

１月３０日（日）ご家族１世帯２名 陽性 

（陽性となった生活介護利用者の濃厚接触者） 

ご家族２世帯２名 陽性 

（陽性となった放課後等デイサービス利用児の濃厚接触者） 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年１月２８日 

 

 関係者各位 

 

社会福祉法人奴奈川福祉会 

支援センターささゆり 

                                                 センター長  清岡 誠 

 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について（第６報） 

 

令和４年１月２４日、ＰＣＲ検査において陰性と判定されたご利用者１名から発熱

等の症状が確認されましたので、抗原検査を再度実施していただき、陽性であること

が確認されました。今後におきましては、事業所の再開等を含めまして糸魚川保健所

の指示に従って順次対応をしてまいります。 

 ご利用者、ご家族様をはじめ、関係各位の皆様には大変ご心配、ご迷惑をおかけし

て申し訳ございません。引き続き感染対策の徹底に努め、今後の進捗についてご報告

をさせて頂きますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。 

 

 

記 

 

 

これまでの経緯 

 

１月２７日（木）ご利用者１名（生活介護利用） 

簡易抗原検査の結果陽性となり、糸魚川保健所が陽性と確定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年１月 28日 

 

  関係者各位 

社会福祉法人奴奈川福祉会 

障害者支援施設 ﾒﾓﾘｱﾙﾎｰﾑみずほ 

                                             施設長  大久保 岳生 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

（メモリアルホームみずほ、グループホーム、第５報） 
 

 「グループホームＴＯＭＯ」で新型コロナウイルス感染者が発生しお知らせしたと

ころですが、昨日、「グループホーム蓮台寺」で新たに利用者１名、「メモリアルホー

ムみずほ」で職員１名の感染が判明しました。これまでの経過は下記のとおりです。 

引き続き、糸魚川保健所の指示に従って対応をして参ります。利用者ご家族をはじ

め関係の皆様にはご心配をおかけしております。何卒のご理解を賜りますようお願い

申し上げます。 

 

記 

 

経過 

１月 23日（日） 

【ＴＯＭＯ】職員１名、陽性が判明。現在、自宅療養中。 

 １月 24日（月） 

【ＴＯＭＯ】職員（派遣）１名、陽性が判明。現在、自宅療養中。 

   【ＴＯＭＯ】利用者１名、陽性が判明。現在、入院中。 

 １月 25日（火） 

   【ＴＯＭＯ】利用者１名、陽性が判明。現在、自宅療養中 

   【ＴＯＭＯ】職員１名、陽性が判明。現在、自宅療養中。 

 １月 26日（水） 

   【ＴＯＭＯ】利用者１名、陽性が判明。1/28、入院。 

 １月 27日（木） 

   【蓮台寺】利用者１名、陽性が判明。現在、グループホームで療養中。 

 １月 28日（金） 

   【メモリアルホームみずほ】職員１名、陽性が判明。 

感染者 

 【ＴＯＭＯ】利用者３名、職員２名、職員（派遣職員）１名  計 ６名 

 【蓮台寺】 利用者１名                  計 １名 

 【メモリアルホームみずほ】職員１名            計 １名 

                             合計 ８名 



令和４年１月２７日 

 

 関係者各位 

 

社会福祉法人奴奈川福祉会 

支援センターささゆり 

                                                 センター長  清岡 誠 

 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について（第５報） 

 

 

令和４年１月２５日、感染者の濃厚接触者となったご家族がＰＣＲ検査を実施した

結果、陽性と判定されました。同日、ＰＣＲ検査において陰性と判定された児童１名

から発熱等の症状が確認されましたので、ＰＣＲ検査を再度実施していただき、陽性

であることが確認されました。また、判定不能のためＰＣＲ検査を再度実施した生徒

１名も陽性としての確認をいたしました。今後におきましては、事業所の再開等を含

めまして糸魚川保健所の指示に従って順次対応をしてまいります。 

 ご利用者、ご家族様をはじめ、関係各位の皆様には大変ご心配、ご迷惑をおかけし

て申し訳ございません。引き続き感染対策の徹底に努め、今後の進捗についてご報告

をさせて頂きますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。 

 

 

記 

 

これまでの経緯 

 

１月２６日（水）ご家族２世帯３名 陽性 

（陽性となった生活介護利用者の濃厚接触者） 

 

１月２７日（木）児童１名（放課後等デイサービス）再検査の結果、陽性 

生徒１名（放課後等デイサービス）再検査の結果、陽性 

 

 

 

 

 



令和４年１月 27日 

 

 関係者各位 

 

社会福祉法人奴奈川福祉会 

障害者支援施設 ﾒﾓﾘｱﾙﾎｰﾑみずほ 

                                             施設長  大久保 岳生 

 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

（グループホームＴＯＭＯ、第４報） 
 

 

 グループホームＴＯＭＯで新型コロナウイルス感染者が発生しお知らせしたとこ

ろですが、昨日新たに、利用者１名の感染が判明しました。これまでの経過は下記の

とおりです。 

引き続き、糸魚川保健所の指示に従って対応をして参ります。利用者ご家族をはじ

め関係の皆様にはご心配をおかけしております。何卒のご理解を賜りますようお願い

申し上げます。 

 

 

記 

 

経過 

１月 23日（日） 

職員１名、陽性が判明。現在、自宅療養中。 

 １月 24日（月） 

職員（派遣）１名、陽性が判明。現在、自宅療養中。 

   利用者１名、陽性が判明。現在、咳症状があり入院中。 

 １月 25日（火） 

   利用者１名、陽性が判明。現在、自宅療養中 

   職員１名、陽性が判明。現在、自宅療養中。 

 １月 26日（水） 

   利用者１名、陽性が判明。現在、グループホームで療養中。 

  

感染者 

 利用者３名、職員２名、職員（派遣職員）１名  合計６名 



令和４年１月２６日 

 

 関係者各位 

 

社会福祉法人奴奈川福祉会 

支援センターささゆり 

                                                 センター長  清岡 誠 

 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について（第４報） 

 

 

令和４年１月２４日、当事業所におきましてご利用児童、生徒２０名、職員６名が

ＰＣＲ検査を実施し、１月２５日ご利用者１名がＰＣＲ検査を再度いたしました。そ

の結果、下記のとおり新型コロナウイルス感染症陽性としての確認をいたしました。

今後におきましては、事業所の再開等を含めまして糸魚川保健所の指示に従って順次

対応をしてまいります。 

 ご利用者、ご家族様をはじめ、関係各位の皆様には大変ご心配、ご迷惑をおかけし

て申し訳ございません。引き続き感染対策の徹底に努め、今後の進捗についてご報告

をさせて頂きますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。 

 

 

記 

 

 

これまでの経緯 

１月２５日（火）生徒１名（放課後等デイサービス）ＰＣＲ検査判定不能 

１月２６日（水）ご利用者１名（生活介護事業）再検査陽性 

生徒１名（放課後等デイサービス）判定不能であったため再検査 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年１月 26日 

 

 関係者各位 

 

社会福祉法人奴奈川福祉会 

障害者支援施設 ﾒﾓﾘｱﾙﾎｰﾑみずほ 

                                             施設長  大久保 岳生 

 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

（グループホームＴＯＭＯ、第３報） 
 

 

 グループホームＴＯＭＯで新型コロナウイルス感染者が発生しお知らせしたとこ

ろですが、昨日、新たに、利用者１名、職員１名の感染が判明しました。これまでの

経過は下記のとおりです。 

引き続き、糸魚川保健所の指示に従って対応をして参ります。利用者ご家族をはじ

め関係の皆様にはご心配をおかけしております。何卒のご理解を賜りますようお願い

申し上げます。 

 

 

記 

 

経過 

１月 23日（日） 

職員１名、陽性が判明。現在、自宅療養中。 

 １月 24日（月） 

職員（派遣）１名、陽性が判明。現在、自宅療養中。 

   利用者１名、陽性が判明。現在、咳症状があり入院中。 

 １月 25日（火） 

   利用者１名、陽性が判明。現在、自宅療養中 

   職員１名、陽性が判明。現在、自宅療養中。 

  

感染者 

 利用者２名、職員２名、職員（派遣職員）１名  合計５名 



令和４年１月２５日 

 

関係者各位 

 

社会福祉法人奴奈川福祉会 

支援センターささゆり 

                                                 センター長  清岡 誠 

 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について（第３報） 

 

 

令和４年１月２３日、当事業所におきましてご利用者２６名と職員１０名のＰＣＲ

検査を実施いたしました。その結果、下記のとおり新型コロナウイルス感染症陽性と

しての確認をいたしました。今後におきましては、事業所の再開等を含めまして糸魚

川保健所の指示に従って順次対応をしてまいります。 

 ご利用者、ご家族様をはじめ、関係各位の皆様には大変ご心配、ご迷惑をおかけし

て申し訳ございません。引き続き感染対策の徹底に努め、今後の進捗についてご報告

をさせて頂きますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。 

 

 

記 

 

 

これまでの経緯 

１月２４日（月）ご利用者５名（生活介護事業）ＰＣＲ検査陽性 

ご利用者１名（生活介護事業）ＰＣＲ判定不能 

職員３名ＰＣＲ検査陽性 

１月２５日（火）ご利用者１名（生活介護事業）判定不能であったため再検査実施 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年１月２４日 

 

関係者各位 

 

社会福祉法人奴奈川福祉会 

支援センターささゆり 

                                                 センター長  清岡 誠 

 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について（第２報） 

 

 

令和４年１月２２日、当事業所におきましてご利用者１名と職員１名がＰＣＲ検査

で陽性が確認されました。その後、下記の通り当事業所を利用している生徒１名と職

員１名が医療機関で受けた検査の結果、新型コロナウイルス感染症陽性としての確認

をいたしました。今後におきましては、糸魚川保健所の指示に従って順次対応をして

まいります。 

 ご利用者、ご家族様をはじめ、関係各位の皆様には大変ご心配、ご迷惑をおかけし

て申し訳ございません。引き続き感染対策の徹底に努め、今後の進捗についてご報告

をさせて頂きますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。 

 

 

記 

 

 

これまでの経緯 

１月２３日（日）生徒１名抗原定量検査陽性、職員１名ＰＣＲ検査陽性 

１月２４日（月）児童、生徒２０名、職員６名ＰＣＲ検査実施 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年１月 25日 

 

 関係者各位 

 

社会福祉法人奴奈川福祉会 

障害者支援施設 ﾒﾓﾘｱﾙﾎｰﾑみずほ 

                                             施設長  大久保 岳生 

 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について（第２報） 

 

 

 グループホームＴＯＭＯで職員１名が新型コロナウイルスに感染しお知らせした

ところですが、新たに、利用者１名、職員（派遣）１名の感染が判明しました。これ

までの経過は下記のとおりです。 

引き続き、糸魚川保健所の指示に従って対応をして参ります。利用者ご家族をはじ

め関係の皆様にはご心配をおかけしております。何卒のご理解を賜りますようお願い

申し上げます。 

 

 

記 

 

経過 

１月 23日（日） 

職員１名、発熱のため受診しＰＣＲ検査の結果、陽性が判明。 

  利用者１名、支援センターささゆり感染者の濃厚接触者としてＰＣＲ検査を実施 

 １月 24日（月） 

利用者３名、ＰＣＲ検査を実施。 

職員（派遣）１名、発熱のため受診し検査の結果、陽性が判明。 

  利用者１名、ＰＣＲ検査の結果、陽性が判明。 

  職員１名、職員（派遣）２名のＰＣＲ検査を実施。 

  



令和４年１月 24日 

関係者各位 

社会福祉法人奴奈川福祉会 

障害者支援施設 ﾒﾓﾘｱﾙﾎｰﾑみずほ 

施設長  大久保 岳生 

新型コロナウイルス感染者の発生について（第１報） 

 日頃より、当施設の事業につきまして、ご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上

げます。 

 令和４年１月 23 日、障害者グループホームにおきまして下記のとおり職員１名が

新型コロナウイルス感染を確認しました。今後におきましては、保健所の指示に従っ

て対応を行っていきます。 

 ご利用者様及び、ご家族様をはじめ当施設に関係する皆様にはご心配をおかけして

おります。引き続き感染対策の徹底に努め、今後の進捗についてご報告をさせて頂き

ますので、何卒のご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

記 

１．感染者発生住居  グループホームＴＯＭＯ 糸魚川市中央 

２．感染者 職員 １名 

３．これまでの経緯 

１月 21日（金） 勤務 

１月 22日（土） 発熱 

１月 23日（日） 医療機関を受診し検査の結果、陽性が判明。 



令和４年１月 24日 

関係者各位 

社会福祉法人奴奈川福祉会 

障害者支援施設 ﾒﾓﾘｱﾙﾎｰﾑみずほ 

施設長  大久保 岳生 

新型コロナウイルス感染者の発生について（第３報） 

１月９日（日）障害者支援施設メモリアルホームみずほにおいて、職員１名が新型

コロナウイルスの陽性が確認されお知らせしたところですが、これまで糸魚川保健所

の指示に従い、濃厚接触者等のＰＣＲ検査、利用者の体調観察等を行ってきました。

下記のとおり経過し、本日までに、体調不良者、感染者の発生がありませんでした。

これにより感染拡大が抑えられたと判断し、本日で今回の感染症対応を終了させてい

ただきます。 

 関係の皆様には大変ご心配をおかけしました。引き続き感染対策の徹底に努めてま

いります。何卒のご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

記 

経過 

１月９日（日） 職員１名の感染が判明 

１月 10 日（月） 利用者 49 名、職員２名のＰＣＲ検査を実施 

感染職員が入院（14 日（金）退院） 

１月 11 日（火） ＰＣＲ検査の結果、全員の陰性が判明 

１月 22 日（土） 感染職員が仕事復帰 



令和４年１月２３日 

関係者各位 

社会福祉法人奴奈川福祉会 

支援センターささゆり 

  センター長  清岡 誠 

新型コロナウイルス感染者の発生について（第１報）

日頃より当事業所の運営におきましては、格別のご支援とご協力を賜り、厚くお礼

申しあげます。 

 令和４年１月２２日、当事業所におきまして下記のとおりご利用者様１名と職員１

名の新型コロナウイルス感染症陽性としての確認をいたしました。今後におきまして

は、糸魚川保健所の指示に従って順次対応をしてまいります。 

 ご利用者、ご家族様をはじめ、関係各位の皆様には大変ご心配、ご迷惑をおかけし

て申し訳ございません。引き続き感染対策の徹底に努め、今後の進捗についてご報告

をさせて頂きますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。 

記 

これまでの経緯 

１月２１日（金）ご利用者夜間発熱、PCR 検査実施 

１月２２日（土）ご利用者陽性 職員 PCR 検査陽性 

１月２３日（日）ご利用者２６名、職員１０名 PCR 検査実施 



令和４年１月 11日 

関係者各位 

社会福祉法人奴奈川福祉会 

障害者支援施設 ﾒﾓﾘｱﾙﾎｰﾑみずほ 

施設長  大久保 岳生 

新型コロナウィルス感染者の発生について（第２報）

 １月９日（日）職員１名がＰＣＲ検査で陽性が確認され、昨日、その職員との接触

があった方へのＰＣＲ検査を実施しました。 

本日、下記のとおり検査結果が出ましたのでご報告させていただきます。 

 引き続き保健所の指示に従って対応を行います。ご利用者様及び、ご家族様をはじ

め当施設に関係する皆様にはご心配をおかけしております。引き続き感染対策の徹底

に努めてまいります。何卒のご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

記 

ＰＣＲ検査結果 

ご利用者 49名 全員陰性（うち濃厚接触者 24名、その他 25名） 

職員  2名 全員陰性（うち濃厚接触者１名（自宅待機中）、その他１名） 



令和４年１月 10日 

関係者各位 

社会福祉法人奴奈川福祉会 

障害者支援施設 ﾒﾓﾘｱﾙﾎｰﾑみずほ 

施設長  大 久 保 岳 生 

新型コロナウィルス感染者の発生について(第１報)

 日頃より、当施設の福祉事業等につきまして、ご理解とご協力をいただき厚くお礼 

申し上げます。 

 令和４年１月９日、当施設におきまして下記のとおり職員１名コロナウィルス陽性

を確認しております。今後におきましては、保健所の指示に従って対応を行っていき

ます。 

 ご利用者様及び、ご家族様をはじめ当施設に関係する皆様にはご心配をおかけして

おります。引き続き感染対策の徹底に努め、今後の進捗についてご報告をさせて頂き

ますので、何卒のご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

記 

これまでの経緯 

１月１日（土） 早番勤務 

１月４日（月） 夜勤勤務 

１月７日（金） 家族が PCR 検査陽性 

１月９日（日） 本人が PCR 検査陽性 
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