
松戸市職員の新型コロナウイルス感染について

１．職員の概要等 

≪ 職員① ≫ 

（年 代） ６０代 

（性 別） 女性 

（職   種） 任期付短時間勤務職員 

（勤務場所） 松戸市立新松戸北保育所 

（居 住 地） 松戸市内 

（最終出勤日） 令和 4年 2月 10 日（木曜日） 

（陽性確認日） 令和 4年 2月 14 日（月曜日） 

≪ 職員② ≫ 

（年 代） ３０代 

（性 別） 女性 

（職   種） 正規職員 

（勤務場所） 松戸市立新松戸南部保育所 

（居 住 地） 松戸市内 

（最終出勤日） 令和 4年 2月 14 日（月曜日） 

（陽性確認日） 令和 4年 2月 15 日（火曜日） 

≪ 職員③ ≫ 

（年 代） ６０代 

（性 別） 女性 

（職   種） 会計年度任用職員 

（勤務場所） 常盤平支所 

（居 住 地） 松戸市内 

（最終出勤日） 令和 4年 2月 3日（木曜日） 

（陽性確認日） 令和 4年 2月 14 日（月曜日） 

≪ 職員④ ≫ 

（年 代） ７０代 

（性 別） 女性 

（職   種） 会計年度任用職員 

（勤務場所） 中央保健福祉センター 

（居 住 地） 松戸市内 

（最終出勤日） 令和 4年 2月 4日（金曜日） 

（陽性確認日） 令和 4年 2月 14 日（月曜日） 
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≪ 職員⑤ ≫ 

（年 代） ３０代 

（性 別） 女性 

（職   種） 任期付短時間勤務職員 

（勤務場所） 松戸市立新松戸南部保育所 

（居 住 地） 松戸市内 

（最終出勤日） 令和 4年 2月 10 日（木曜日） 

（陽性確認日） 令和 4年 2月 15 日（火曜日） 

 

≪ 職員⑥ ≫ 

（年 代） ２０代 

（性 別） 男性 

（職   種） 正規職員 

（勤務場所） 松戸市役所 別館 3階 

（居 住 地） 松戸市外 

（最終出勤日） 令和 4年 2月 4日（金曜日） 

（陽性確認日） 令和 4年 2月 15 日（火曜日） 

 

≪ 職員⑦ ≫ 

（年 代） ３０代 

（性 別） 男性 

（職   種） 正規職員 

（勤務場所） 松戸市役所 新館 4階 

（居 住 地） 松戸市外 

（最終出勤日） 令和 4年 2月 14 日（月曜日） 

（陽性確認日） 令和 4年 2月 16 日（水曜日） 

 

≪ 職員⑧ ≫ 

（年 代） ３０代 

（性 別） 男性 

（職   種） 正規職員 

（勤務場所） 京葉ガス F松戸第 2ビル 5 階 

（居 住 地） 松戸市外 

（最終出勤日） 令和 4年 2月 14 日（月曜日） 

（陽性確認日） 令和 4年 2月 16 日（水曜日） 

 



≪ 職員⑨ ≫ 

（年 代） ４０代 

（性 別） 男性 

（職   種） 正規職員 

（勤務場所） 松戸市役所 新館 7階 

（居 住 地） 松戸市外 

（最終出勤日） 令和 4年 2月 10 日（木曜日） 

（陽性確認日） 令和 4年 2月 16 日（水曜日） 

２．職員及び窓口等における濃厚接触者等について 

・厚生労働省から示されている濃厚接触者等の指針に基づき、濃厚接触者等が

いる場合には、自宅待機等を指示しています。

・当該職員が勤務する職場では、改めて執務室等の消毒を実施。

・市役所業務は通常通り（施設等の閉鎖は無し）とした。

・感染拡大防止の観点から、新松戸北保育所は 2月 10 日（木曜日）からクラス

閉鎖、新松戸南部保育所は 2月 15 日（火曜日）からクラス閉鎖をしています。

【本件に関する問い合わせ先】 

〒２７１－８５８８  千葉県松戸市根本３８７－５ 

松戸市こども部保育課  ☎０４７－３６６－７３５１

ＦＡＸ０４７－３６６－５６７４ ✉ mchoiku@city.matsudo.chiba.jp 

松戸市総務部人事課 ☎０４７－３６６－７３０６

ＦＡＸ０４７－３６６－５６７４ ✉ mcjinji@city.matsudo.chiba.jp 


