
１　本市職員に関する情報（会計年度任用職員等を含む）

局区名 陽性判明人数 局区名 陽性判明人数

総務企画局 ６名 幸区役所 １７名

財政局 １０名 中原区役所 ５名

市民文化局 ４名 宮前区役所 ８名

経済労働局 ２名 多摩区役所 １２名

環境局 ２３名 麻生区役所 ８名

健康福祉局 １１名 上下水道局 ２６名

こども未来局 ３２名 交通局 ７名

まちづくり局 １１名 病院局 ６９名

建設緑政局 １１名 消防局 ４４名

港湾局 ３名 教育委員会事務局 １２９名

危機管理本部 ４名 人事委員会事務局 ２名

川崎区役所 １７名 議会局 ２名

合計４６３名

２　指定管理施設及び委託先事業者職員に関する情報

局区名 陽性判明人数 局区名 陽性判明人数

市民文化局 １５名 麻生区役所 １名

健康福祉局 １２名 上下水道局 １名

こども未来局 ３８名 交通局 ６名

建設緑政局 ６名 病院局 ５２名

川崎区役所 ２名 教育委員会事務局 ７名

高津区役所 １名 合計１４１名

令和４年８月５日

報道発表資料

川崎市職員等の新型コロナウイルス陽性判明の状況について

（令和４年７月２９日から８月４日まで判明分）

　上記の期間の本市職員等の新型コロナウイルス感染症の陽性判明の状況についてお
知らせいたします。



※局区別の詳細につきましては、添付資料を御参照ください。

※令和４年８月５日午前８時３０分現在で把握した情報を掲載しています。

川崎市総務企画局総務部庶務課　林

電話 ０４４－２００－２０４５

＜問合せ先＞



１　市職員に関する情報

問合せ先：総務企画局庶務課　電話０４４－２００－２０４５

No. 職種等 陽性判明日

1 会計年度任用職員 令和4年7月29日

2 事務職員 令和4年7月29日

3 事務職員 令和4年8月1日

4 技能職員 令和4年8月2日

5 業務職員 令和4年8月3日

6 事務職員 令和4年7月30日

問合せ先：財政局庶務課　電話０４４－２００－２１７５

No. 職種等 陽性判明日

1 事務職員 令和4年8月1日

2 事務職員 令和4年7月30日

3 会計年度任用職員 令和4年7月29日

4 事務職員 令和4年7月27日

5 事務職員 令和4年8月1日

6 事務職員 令和4年8月1日

7 事務職員 令和4年8月2日

8 事務職員 令和4年8月2日

9 事務職員 令和4年8月3日

10 事務職員 令和4年8月3日

問合せ先：市民文化局庶務課　電話０４４－２００－２２５５

No. 職種等 陽性判明日

1 事務職員 令和4年8月1日

2 事務職員 令和4年8月3日

3 会計年度任用職員 令和4年8月4日

4 事務職員 令和4年8月4日

市職員の新型コロナウイルス陽性判明について

（令和４年７月２９日から８月４日まで判明分）

　報道機関各位におかれましては、感染症法の精神に基づき、本人等が特定されることが
ないよう、各段の御配慮をお願いいたします。

備考

※

備考

備考



問合せ先：経済労働局庶務課　電話０４４－２００－２３２０

No. 職種等 陽性判明日

1 事務職員 令和4年8月3日

2 会計年度任用職員 令和4年8月3日

問合せ先：環境局庶務課　電話０４４－２００－２３７５

No. 職種等 陽性判明日

1 技能職員 令和4年7月29日

2 技術職員 令和4年7月28日

3 技能職員 令和4年7月30日

4 事務職員 令和4年7月29日

5 事務職員 令和4年7月30日

6 事務職員 令和4年7月29日

7 事務職員 令和4年7月30日

8 事務職員 令和4年8月1日

9 技能職員 令和4年7月30日

10 事務職員 令和4年8月1日

11 業務職員 令和4年7月30日

12 事務職員 令和4年8月1日

13 業務職員 令和4年7月29日

14 業務職員 令和4年8月1日

15 技術職員 令和4年8月2日

16 技能職員 令和4年8月2日

17 業務職員 令和4年8月3日

18 技能職員 令和4年8月2日

19 技能職員 令和4年8月3日

20 技術職員 令和4年8月3日

21 技術職員 令和4年8月3日

22 技能職員 令和4年8月3日

23 技術職員 令和4年8月3日

問合せ先：健康福祉局庶務課　電話０４４－２００－２６１５

No. 職種等 陽性判明日

1 事務職員 令和4年7月29日

2 技術職員 令和4年8月1日

3 事務職員 令和4年7月31日

4 事務職員 令和4年7月29日

5 事務職員 令和4年8月2日

6 会計年度任用職員 令和4年8月2日

7 事務職員 令和4年8月3日

※

備考

備考

備考



No. 職種等 陽性判明日

8 会計年度任用職員 令和4年7月29日

9 技術職員 令和4年8月4日

10 事務職員 令和4年8月2日

11 事務職員 令和4年8月4日

問合せ先：こども未来局庶務課　電話０４４－２００－３７３３

No. 職種等 陽性判明日

1 技術職員 令和4年7月29日

2 技術職員 令和4年7月29日

3 事務職員 令和4年7月29日

4 事務職員 令和4年7月30日

5 技術職員 令和4年7月30日

6 事務職員 令和4年8月1日

7 技術職員 令和4年8月1日

8 事務職員 令和4年8月1日

9 技術職員 令和4年7月31日

10 技術職員 令和4年8月1日

11 技術職員 令和4年7月30日

12 会計年度任用職員 令和4年8月3日

13 技術職員 令和4年7月30日

14 技術職員 令和4年8月1日

15 技術職員 令和4年8月1日

16 技術職員 令和4年8月1日

17 事務職員 令和4年8月2日

18 事務職員 令和4年8月2日

19 事務職員 令和4年8月2日

20 技術職員 令和4年8月1日

21 技術職員 令和4年8月2日

22 技術職員 令和4年8月3日

23 会計年度任用職員 令和4年8月1日

24 技術職員 令和4年8月3日

25 事務職員 令和4年8月4日

26 事務職員 令和4年8月4日

27 事務職員 令和4年8月4日

28 技術職員 令和4年8月4日

29 会計年度任用職員 令和4年8月3日

30 技術職員 令和4年8月4日

31 技術職員 令和4年8月4日

32 技術職員 令和4年7月29日

備考

備考



問合せ先：まちづくり局庶務課　電話０４４－２００－２９３９

No. 職種等 陽性判明日

1 技術職員 令和4年7月28日

2 技術職員 令和4年7月28日

3 技術職員 令和4年7月29日

4 技術職員 令和4年7月30日

5 技術職員 令和4年7月30日

6 事務職員 令和4年7月29日

7 技術職員 令和4年8月2日

8 会計年度任用職員 令和4年8月2日

9 会計年度任用職員 令和4年8月3日

10 事務職員 令和4年8月2日

11 技術職員 令和4年8月4日

問合せ先：建設緑政局庶務課　電話０４４－２００－２７８５

No. 職種等 陽性判明日

1 技術職員 令和4年7月29日

2 技術職員 令和4年7月31日

3 技術職員 令和4年7月30日

4 技術職員 令和4年8月1日

5 技術職員 令和4年8月1日

6 技術職員 令和4年8月2日

7 技術職員 令和4年8月2日

8 事務職員 令和4年8月2日

9 技術職員 令和4年8月3日

10 技術職員 令和4年8月3日

11 技術職員 令和4年8月4日

問合せ先：港湾局庶務課　電話０４４－２００－３０４８

No. 職種等 陽性判明日

1 技術職員 令和4年7月29日

2 技術職員 令和4年7月31日

3 事務職員 令和4年8月3日

問合せ先：危機管理本部危機管理部　電話０４４－２００－２４７８

No. 職種等 陽性判明日

1 事務職員 令和4年7月30日

2 事務職員 令和4年8月1日

3 事務職員 令和4年8月3日

※

※

備考

備考

備考

備考



No. 職種等 陽性判明日

4 事務職員 令和4年8月4日

問合せ先：川崎区役所総務課　電話０４４－２０１－３１２１

No. 職種等 陽性判明日

1 事務職員 令和4年7月27日

2 事務職員 令和4年7月28日

3 技能職 令和4年7月29日

4 事務職員 令和4年7月28日

5 会計年度任用職員 令和4年7月28日

6 事務職員 令和4年8月1日

7 事務職員 令和4年8月1日

8 事務職員 令和4年8月2日

9 事務職員 令和4年8月3日

10 事務職員 令和4年8月2日

11 事務職員 令和4年8月3日

12 事務職員 令和4年8月3日

13 事務職員 令和4年8月3日

14 会計年度任用職員 令和4年8月4日

15 事務職員 令和4年8月2日

16 会計年度任用職員 令和4年7月29日

17 事務職員 令和4年8月3日

問合せ先：幸区役所総務課　電話０４４－５５６－６６０２

No. 職種等 陽性判明日

1 事務職員 令和4年7月28日

2 事務職員 令和4年8月1日

3 事務職員 令和4年7月29日

4 会計年度任用職員 令和4年7月30日

5 会計年度任用職員 令和4年8月1日

6 事務職員 令和4年7月30日

7 事務職員 令和4年7月31日

8 事務職員 令和4年8月1日

9 事務職員 令和4年8月1日

10 事務職員 令和4年8月1日

11 事務職員 令和4年8月2日

12 事務職員 令和4年8月2日

13 事務職員 令和4年8月2日

14 事務職員 令和4年8月3日

15 会計年度任用職員 令和4年8月2日

※

※

※

備考

備考

※

※

備考



No. 職種等 陽性判明日

16 事務職員 令和4年8月3日

17 事務職員 令和4年8月3日

問合せ先：中原区役所総務課　電話０４４－７４４－３１２２

No. 職種等 陽性判明日

1 技術職員 令和4年7月28日

2 事務職員 令和4年7月29日

3 事務職員 令和4年8月3日

4 事務職員 令和4年8月3日

5 技術職員 令和4年8月4日

問合せ先：宮前区役所総務課　電話０４４－８５６－３１２２

No. 職種等 陽性判明日

1 会計年度任用職員 令和4年8月2日

2 会計年度任用職員 令和4年7月29日

3 事務職員 令和4年8月2日

4 事務職員 令和4年8月2日

5 技術職員 令和4年7月29日

6 会計年度任用職員 令和4年8月2日

7 技術職員 令和4年8月3日

8 会計年度任用職員 令和4年7月30日

問合せ先：多摩区役所総務課　電話０４４－９３５－３１２２

No. 職種等 陽性判明日

1 技術職員 令和4年7月26日

2 事務職員 令和4年7月26日

3 事務職員 令和4年7月27日

4 技術職員 令和4年7月27日

5 会計年度任用職員 令和4年7月29日

6 会計年度任用職員 令和4年7月30日

7 技術職員 令和4年8月1日

8 会計年度任用職員 令和4年8月2日

9 会計年度任用職員 令和4年8月4日

10 事務職員 令和4年8月4日

11 事務職員 令和4年8月4日

12 業務職員 令和4年8月3日

備考

※

備考

備考

備考

※

※

※

※



問合せ先：麻生区役所総務課　電話０４４－９６５－５１０６

No. 職種等 陽性判明日

1 技能職員 令和4年8月3日

2 事務職員 令和4年8月1日

3 会計年度任用職員 令和4年7月28日

4 事務職員 令和4年8月4日

5 技術職員 令和4年8月1日

6 会計年度任用職員 令和4年8月2日

7 事務職員 令和4年8月1日

8 技術職員 令和4年8月1日

問合せ先：上下水道局庶務課　電話０４４－２００－３０９５

No. 職種等 陽性判明日

1 技術職員 令和4年7月29日

2 技術職員 令和4年7月29日

3 技能職員 令和4年7月31日

4 技能職員 令和4年7月30日

5 技能職員 令和4年7月30日

6 技能職員 令和4年7月30日

7 技能職員 令和4年8月1日

8 技術職員 令和4年8月1日

9 技能職員 令和4年7月30日

10 技術職員 令和4年8月2日

11 技術職員 令和4年7月29日

12 技術職員 令和4年8月2日

13 技術職員 令和4年8月2日

14 技術職員 令和4年7月31日

15 技能職員 令和4年8月2日

16 技能職員 令和4年8月2日

17 事務職員 令和4年8月1日

18 事務職員 令和4年8月3日

19 事務職員 令和4年8月3日

20 事務職員 令和4年8月3日

21 技術職員 令和4年8月3日

22 技術職員 令和4年8月4日

23 技術職員 令和4年8月4日

24 技術職員 令和4年8月5日

25 技能職員 令和4年8月4日

26 技能職員 令和4年8月4日

備考

※

備考



問合せ先：交通局庶務課　電話０４４－２００－３２０２

No. 職種等 陽性判明日

1 技能職員 令和4年7月28日

2 事務職員 令和4年7月31日

3 技能職員 令和4年7月28日

4 事務職員 令和4年7月30日

5 技能職員 令和4年8月1日

6 技能職員 令和4年8月2日

7 技能職員 令和4年8月2日

問合せ先：病院局市立川崎病院事務局庶務課（No.１～５０の職員に関すること）　電話０４４－２３３－５５２１（代表）

　　　　　病院局市立井田病院事務局庶務課（No.５１～６９の職員に関すること）　電話０４４－７６６－２１８８（代表）

No. 職種等 陽性判明日

1 会計年度任用職員 令和4年7月28日

2 技術職員 令和4年7月28日

3 技術職員 令和4年7月28日

4 会計年度任用職員 令和4年7月28日

5 技術職員 令和4年7月21日

6 技術職員 令和4年7月29日

7 会計年度任用職員 令和4年7月29日

8 技術職員 令和4年7月29日

9 会計年度任用職員 令和4年7月29日

10 会計年度任用職員 令和4年7月29日

11 技術職員 令和4年7月29日

12 技術職員 令和4年7月29日

13 技術職員 令和4年7月30日

14 技術職員 令和4年7月30日

15 技術職員 令和4年7月31日

16 技術職員 令和4年7月31日

17 技術職員 令和4年7月31日

18 会計年度任用職員 令和4年7月30日

19 技術職員 令和4年7月31日

20 技術職員 令和4年7月30日

21 会計年度任用職員 令和4年7月31日

22 技術職員 令和4年7月31日

23 会計年度任用職員 令和4年7月31日

24 会計年度任用職員 令和4年8月1日

25 技術職員 令和4年8月1日

26 会計年度任用職員 令和4年8月1日

27 会計年度任用職員 令和4年8月1日

※

※

備考

※

※

※

※

※

備考



No. 職種等 陽性判明日

28 技術職員 令和4年8月1日

29 技術職員 令和4年8月1日

30 事務職員 令和4年8月1日

31 技術職員 令和4年8月1日

32 技術職員 令和4年8月1日

33 技術職員 令和4年8月1日

34 会計年度任用職員 令和4年8月2日

35 技術職員 令和4年8月2日

36 技術職員 令和4年8月2日

37 技術職員 令和4年8月3日

38 技術職員 令和4年8月2日

39 技術職員 令和4年8月3日

40 技術職員 令和4年8月3日

41 会計年度任用職員 令和4年8月3日

42 会計年度任用職員 令和4年8月3日

43 技術職員 令和4年8月4日

44 技術職員 令和4年8月4日

45 技術職員 令和4年8月4日

46 会計年度任用職員 令和4年8月4日

47 技術職員 令和4年8月4日

48 会計年度任用職員 令和4年8月4日

49 会計年度任用職員 令和4年8月4日

50 会計年度任用職員 令和4年8月4日

51 技術職員 令和4年7月29日

52 技術職員 令和4年7月29日

53 会計年度任用職員 令和4年7月29日

54 事務職員 令和4年7月29日

55 技術職員 令和4年7月29日

56 技術職員 令和4年7月29日

57 会計年度任用職員 令和4年7月30日

58 技術職員 令和4年7月31日

59 会計年度任用職員 令和4年8月1日

60 会計年度任用職員 令和4年8月1日

61 技術職員 令和4年8月1日

62 事務職員 令和4年8月2日

63 事務職員 令和4年8月2日

64 技術職員 令和4年8月2日

65 技術職員 令和4年8月2日

66 会計年度任用職員 令和4年8月2日

備考



No. 職種等 陽性判明日

67 技術職員 令和4年8月2日

68 会計年度任用職員 令和4年8月1日

69 会計年度任用職員 令和4年8月3日

問合せ先：消防局人事課（No.１～５の職員に関すること）　電話０４４－２２３－２５２１

　　　　　消防局川崎消防署（No.６、７の職員に関すること）　電話０４４－２２３－０１１９

　　　　　消防局臨港消防署（No.８～１０の職員に関すること）　電話０４４－２９９－０１１９

　　　　　消防局幸消防署（No.１１～１３の職員に関すること）　電話０４４－５１１－０１１９

　　　　　消防局中原消防署（No.１４～１８の職員に関すること）　電話０４４－４１１－０１１９

　　　　　消防局高津消防署（No.１９～２８の職員に関すること）　電話０４４－８１１－０１１９

　　　　　消防局宮前消防署（No.２９～３６の職員に関すること）　電話０４４－８５２－０１１９

　　　　　消防局麻生消防署（No.３７～４４の職員に関すること）　電話０４４－９５１－０１１９

No. 職種等 陽性判明日

1 会計年度任用職員 令和4年7月30日

2 消防職員 令和4年7月29日

3 消防職員 令和4年8月1日

4 消防職員 令和4年8月3日

5 消防職員 令和4年8月3日

6 消防職員 令和4年8月1日

7 消防職員 令和4年8月2日

8 消防職員 令和4年8月1日

9 消防職員 令和4年8月3日

10 消防職員 令和4年8月4日

11 消防職員 令和4年7月30日

12 消防職員 令和4年7月30日

13 消防職員 令和4年8月3日

14 消防職員 令和4年7月29日

15 消防職員 令和4年7月29日

16 消防職員 令和4年7月30日

17 消防職員 令和4年8月1日

18 消防職員 令和4年8月2日

19 消防職員 令和4年7月31日

20 消防職員 令和4年7月31日

21 消防職員 令和4年8月1日

22 消防職員 令和4年8月1日

23 消防職員 令和4年8月1日

24 消防職員 令和4年8月3日

25 消防職員 令和4年8月3日

26 消防職員 令和4年8月3日

備考

備考



No. 職種等 陽性判明日

27 消防職員 令和4年8月3日

28 消防職員 令和4年8月4日

29 消防職員 令和4年7月29日

30 消防職員 令和4年8月1日

31 消防職員 令和4年8月1日

32 消防職員 令和4年8月1日

33 消防職員 令和4年8月2日

34 消防職員 令和4年8月4日

35 消防職員 令和4年8月4日

36 消防職員 令和4年7月29日

37 消防職員 令和4年7月29日

38 消防職員 令和4年7月29日

39 会計年度任用職員 令和4年7月29日

40 消防職員 令和4年7月31日

41 消防職員 令和4年8月2日

42 消防職員 令和4年8月2日

43 消防職員 令和4年8月4日

44 消防職員 令和4年8月4日

問合せ先：教育委員会事務局庶務課（No.１～１０の職員に関すること）　電話０４４－２００－３２６０

　　　　　教育委員会事務局教職員人事課（No.１１～１２９の職員に関すること）　電話０４４－２００－３３３２

No. 職種等 陽性判明日

1 事務職員 令和4年8月2日

2 事務職員 令和4年8月2日

3 事務職員 令和4年8月3日

4 事務職員 令和4年8月3日

5 技術職員 令和4年7月30日

6 事務職員 令和4年7月29日

7 事務職員 令和4年8月3日

8 会計年度任用職員 令和4年8月3日

9 会計年度任用職員 令和4年8月2日

10 事務職員 令和4年8月3日

11 教諭 令和4年7月27日

12 教諭 令和4年7月26日

13 教諭 令和4年7月25日

14 教諭 令和4年7月28日

15 教諭 令和4年7月28日

16 教諭 令和4年7月27日

17 教諭 令和4年7月27日

備考

備考

土橋小学校※

はるひ野小学校※

はるひ野小学校※

はるひ野小学校※

稲田小学校※

下沼部小学校※

久末小学校※



No. 職種等 陽性判明日

18 教諭 令和4年7月28日

19 教諭 令和4年7月27日

20 教諭 令和4年7月28日

21 教諭 令和4年7月27日

22 教諭 令和4年7月28日

23 教諭 令和4年7月28日

24 教諭 令和4年7月27日

25 職員 令和4年7月28日

26 教諭 令和4年7月28日

27 教諭 令和4年7月28日

28 教諭 令和4年7月28日

29 教諭 令和4年7月23日

30 教諭 令和4年7月14日

31 教諭 令和4年7月28日

32 教諭 令和4年7月28日

33 教諭 令和4年7月26日

34 教諭 令和4年7月27日

35 教諭 令和4年7月28日

36 教諭 令和4年7月28日

37 教諭 令和4年7月28日

38 教諭 令和4年7月28日

39 教諭 令和4年7月28日

40 教諭 令和4年7月29日

41 教諭 令和4年7月28日

42 教諭 令和4年7月27日

43 教諭 令和4年7月28日

44 教諭 令和4年7月29日

45 教諭 令和4年7月29日

46 教諭 令和4年7月29日

47 教諭 令和4年7月29日

48 職員 令和4年7月29日

49 職員 令和4年7月25日

50 職員 令和4年7月26日

51 教諭 令和4年7月29日

52 教諭 令和4年7月29日

53 教諭 令和4年7月29日

54 教諭 令和4年7月28日

55 会計年度任用職員 令和4年7月28日

56 教諭 令和4年7月29日

玉川中学校※

古川小学校※

高津中学校※

三田小学校※

子母口小学校※

京町小学校※

玉川中学校※

備考

西中原中学校※

川崎高校定時制※

長尾小学校※

東小倉小学校※

南生田小学校※

西丸子小学校※

西丸子小学校※

西中原中学校※

西中原中学校※

西中原中学校※

さくら小学校

旭町小学校※

下小田中小学校※

久末小学校※

犬蔵小学校

南生田小学校※

百合丘小学校※

富士見台小学校※

富士見台小学校※

平中学校※

大島小学校※

大島小学校

中央支援学校

長沢中学校

土橋小学校※

犬蔵中学校

桜本中学校

上丸子小学校

新町小学校

大島小学校※

東小倉小学校※

平間小学校



No. 職種等 陽性判明日

57 教諭 令和4年7月30日

58 教諭 令和4年7月27日

59 教諭 令和4年7月29日

60 教諭 令和4年7月31日

61 教諭 令和4年7月29日

62 教諭 令和4年7月29日

63 教諭 令和4年7月29日

64 教諭 令和4年8月1日

65 教諭 令和4年7月30日

66 教諭 令和4年8月1日

67 教諭 令和4年7月29日

68 教諭 令和4年8月1日

69 職員 令和4年7月30日

70 会計年度任用職員 令和4年8月1日

71 教諭 令和4年7月31日

72 職員 令和4年8月1日

73 教諭 令和4年8月1日

74 教諭 令和4年8月1日

75 教諭 令和4年8月1日

76 教諭 令和4年7月28日

77 教諭 令和4年7月31日

78 教諭 令和4年7月31日

79 教諭 令和4年7月30日

80 教諭 令和4年7月30日

81 教諭 令和4年7月30日

82 教諭 令和4年8月1日

83 教諭 令和4年8月1日

84 職員 令和4年7月28日

85 教諭 令和4年8月1日

86 教諭 令和4年7月30日

87 教諭 令和4年7月31日

88 教諭 令和4年8月1日

89 教諭 令和4年8月1日

90 教諭 令和4年7月31日

91 教諭 令和4年7月31日

92 教諭 令和4年7月29日

93 教諭 令和4年7月30日

94 教諭 令和4年8月1日

95 教諭 令和4年8月1日

下小田中小学校

柿生中学校

玉川中学校

金程小学校

犬蔵小学校

はるひ野小学校

はるひ野小学校※

岡上小学校

備考

西丸子小学校

西丸子小学校

西高津中学校

西高津中学校

西高津中学校

高津高校全日制

今井中学校

鷺沼小学校

小田小学校

新作小学校

川崎総合科学高校

川崎総合科学高校

中央支援学校

中央支援学校

中野島小学校※

西生田小学校

川崎高校全日制※

川崎高校全日制

川中島小学校

浅田小学校

藤崎小学校

南菅小学校

百合丘小学校

平間中学校

麻生小学校

長沢中学校

田島支援学校

田島支援学校

登戸小学校

東菅小学校

麻生中学校



No. 職種等 陽性判明日

96 教諭 令和4年7月27日

97 教諭 令和4年8月1日

98 教諭 令和4年7月30日

99 教諭 令和4年8月1日

100 教諭 令和4年8月1日

101 教諭 令和4年8月1日

102 教諭 令和4年8月2日

103 教諭 令和4年8月1日

104 教諭 令和4年8月1日

105 教諭 令和4年8月2日

106 教諭 令和4年7月31日

107 職員 令和4年8月1日

108 教諭 令和4年8月2日

109 教諭 令和4年8月1日

110 職員 令和4年7月31日

111 教諭 令和4年7月29日

112 教諭 令和4年8月2日

113 教諭 令和4年8月1日

114 教諭 令和4年7月31日

115 教諭 令和4年8月2日

116 教諭 令和4年8月2日

117 教諭 令和4年8月3日

118 教諭 令和4年8月2日

119 教諭 令和4年8月2日

120 教諭 令和4年8月3日

121 教諭 令和4年8月2日

122 教諭 令和4年8月3日

123 教諭 令和4年8月3日

124 教諭 令和4年8月2日

125 教諭 令和4年8月2日

126 教諭 令和4年8月3日

127 教諭 令和4年8月3日

128 教諭 令和4年8月2日

129 職員 令和4年8月3日

問合せ先：人事委員会事務局調査課　電話０４４－２００－３３４１

No. 職種等 陽性判明日

1 事務職員 令和4年7月29日

2 事務職員 令和4年7月30日

下沼部小学校

久末小学校

久末小学校

金程小学校

犬蔵中学校

木月小学校※

木月小学校

臨港中学校

下作延小学校

備考

虹ヶ丘小学校

日吉小学校

麻生小学校

有馬中学校

下河原小学校

上作延小学校

生田小学校

川中島中学校

東柿生小学校

南加瀬小学校

川中島中学校

浅田小学校

中央支援学校

東柿生小学校

東柿生小学校

桜本中学校

生田小学校

西生田小学校

川崎高校定時制

川崎高校定時制

備考

東高津小学校

平小学校

有馬中学校

臨港中学校

聾学校



問合せ先：議会局庶務課　電話０４４－２００－３３６６

No. 職種等 陽性判明日

1 事務職員 令和4年7月29日

2 事務職員 令和4年7月31日

２　職場の状況等

　・職場内については、消毒作業を行いました。

　・当該職員らは、勤務時間中は常時マスクを着用していました。

３　その他

　・職場等の状況により、個人が特定されない範囲での情報としています。

　・備考欄に※があるものは、前回の発表時に把握できていなかったため、追加掲載しています。

備考



１　該当職員に関する情報

問合せ先：市民文化局庶務課　電話０４４－２００－２２５５

No. 施設名 指定管理者等 陽性判明日

1 川崎市アートセンター 川崎市文化財団グループ 令和4年7月30日

2 市民プラザ 川崎みらい創造グループ 令和4年7月29日

3 ミューザ川崎シンフォニーホール 川崎市文化財団グループ 令和4年7月29日

4 ミューザ川崎シンフォニーホール 川崎市文化財団グループ 令和4年7月29日

5 ミューザ川崎シンフォニーホール 川崎市文化財団グループ 令和4年7月30日

6 川崎市国際交流センター
公益財団法人川崎市国際交流協会・
株式会社東急コミュニティー共同事
業体

令和4年7月29日

7 川崎市国際交流センター
公益財団法人川崎市国際交流協会・
株式会社東急コミュニティー共同事
業体

令和4年7月30日

8 幸区役所 委託業者 令和4年7月30日

9 ミューザ川崎シンフォニーホール 川崎市文化財団グループ 令和4年7月29日

10 ミューザ川崎シンフォニーホール 川崎市文化財団グループ 令和4年7月31日

11 川崎市アートセンター 川崎市文化財団グループ 令和4年8月1日

12 川崎市国際交流センター
公益財団法人川崎市国際交流協会・
株式会社東急コミュニティー共同事
業体

令和4年8月1日

13 川崎市岡本太郎美術館 生田緑地共同事業体 令和4年7月29日

14 多摩区役所 委託業者 令和4年8月3日

15 川崎市アートセンター 川崎市文化財団グループ 令和4年8月4日

問合せ先：健康福祉局庶務課　電話０４４－２００－２６１５

No. 施設名 指定管理者等 陽性判明日

1 桜本老人いこいの家
社会福祉法人　川崎市社会福祉協議
会

令和4年7月30日

2
新型コロナワクチン接種大規模接種
会場

委託事業者 令和4年7月29日

3 井田重度障害者等生活施設 桜の風共同事業体 令和4年7月28日

4 柿生学園 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 令和4年7月27日

5 北部身体障害者福祉会館 社会福祉法人育桜福祉会 令和4年8月1日

6 多摩老人福祉センター 社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 令和4年7月31日

7 麻生老人福祉センター 社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 令和4年7月31日

8
新型コロナワクチン接種大規模接種
会場

委託事業者 令和4年8月1日

指定管理施設及び委託先事業者職員の新型コロナウイルス陽性判明について

（令和４年７月２９日から８月４日まで判明分）

　報道機関各位におかれましては、感染症法の精神に基づき、本人等が特定されることがないよ
う、各段の御配慮をお願いいたします。

備考

入力オペレーター

※

※

入力オペレーター

備考



No. 施設名 指定管理者等 陽性判明日

9 南部地域療育センター 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 令和4年8月2日

10 中央療育センター 社会福祉法人同愛会 令和4年8月2日

11
中部リハビリテーションセンター中
部在宅支援室

社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 令和4年7月31日

12
中部リハビリテーションセンター中
部在宅支援室

社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 令和4年8月2日

問合せ先：こども未来局庶務課　電話０４４－２００－３７３３

No. 施設名 指定管理者等 陽性判明日

1 下河原小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年7月30日

2 宮前小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年7月29日

3 麻生小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年7月29日

4 上作延小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年7月29日

5 鷺沼小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年7月29日

6 土橋小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年7月30日

7 真福寺小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年7月31日

8 白幡台こども文化センター
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年7月31日

9 枡形こども文化センター
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年8月1日

10 宮内小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年8月1日

11 京町小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年7月31日

12 浅田小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年7月31日

13 二子こども文化センター
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年7月29日

14 中原小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年8月1日

15 殿町小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年8月1日

16 平間小学校わくわくプラザ
公益活動法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年8月2日

17 東小倉小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年8月1日

18 古市場小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年8月2日

19 宮崎台小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年8月1日

20 土橋小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年8月2日

21 真福寺小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年8月1日

22 さくら小学校わくわくプラザ 社会福祉法人青丘社 令和4年8月2日

23 浅田小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年8月2日

24 坂戸小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年8月3日

25 京町小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年8月2日

26 京町小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年8月2日

備考

備考



No. 施設名 指定管理者等 陽性判明日

27 川崎小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年8月2日

28 御幸小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年7月31日

29 久本小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年8月2日

30 木月小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年8月2日

31 渡田こども文化センター
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年8月3日

32 住吉こども文化センター
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年8月3日

33 東大島小学校わくわくプラザ 社会福祉法人青丘社 令和4年8月3日

34 子ども夢パーク
川崎市子ども夢パーク共同運営事業
体

令和4年8月4日

35 下沼部小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年8月3日

36 下平間小学校わくわくプラザ
公益財団法人かわさき市民活動セン
ター

令和4年8月3日

37 さくら小学校わくわくプラザ 社会福祉法人青丘社 令和4年8月3日

38 東大島小学校わくわくプラザ 社会福祉法人青丘社 令和4年8月2日

問合せ先：建設緑政局庶務課　電話０４４－２００－２７８５

No. 施設名 指定管理者等 陽性判明日

1 川崎区撤去・運搬業務 委託業者 令和4年7月29日

2 霊園事務所 指定管理者 令和4年8月1日

3 麻生区自転車等駐車場 指定管理者 令和4年7月29日

4 中原区自転車等駐車場 指定管理者 令和4年7月29日

5 中原区自転車等駐車場 指定管理者 令和4年7月30日

6 川崎区、幸区撤去運搬 委託業者 令和4年8月2日

問合せ先：川崎区役所総務課　電話０４４－２０１－３１２１

No. 施設名 指定管理者等 陽性判明日

1 川崎区役所 委託業者 令和4年7月28日

2 富士見公園管理事務所 委託業者 令和4年7月28日

問合せ先：高津区役所総務課　電話０４４－８６１－３１２０

No. 施設名 指定管理者等 陽性判明日

1 高津スポーツセンター
特定非営利活動法人　高津総合型ス
ポーツクラブＳＥＬＦ

令和4年7月27日

問合せ先：麻生区役所総務課　電話０４４－９６５－５１０６

No. 施設名 指定管理者等 陽性判明日

1 麻生市民館 委託業者　株式会社ジンダイ 令和4年7月31日

備考

備考

※

※

※

備考

備考

備考



問合せ先：上下水道局庶務課　電話０４４－２００－３０９５

No. 施設名 指定管理者等 陽性判明日

1 入江崎総合スラッジセンター 委託事業者 令和4年7月29日

問合せ先：交通局庶務課　電話０４４－２００－３２０２

No. 施設名 指定管理者等 陽性判明日

1 上平間営業所 川崎鶴見臨港バス株式会社 令和4年7月29日

2 井田営業所 神奈川中央交通東株式会社 令和4年7月28日

3 井田営業所 神奈川中央交通東株式会社 令和4年7月29日

4 上平間営業所 川崎鶴見臨港バス株式会社 令和4年8月1日

5 上平間営業所 川崎鶴見臨港バス株式会社 令和4年8月2日

6 井田営業所 神奈川中央交通東株式会社 令和4年8月3日

問合せ先：病院局市立川崎病院事務局庶務課（No.１～１３の職員に関すること）　電話０４４－２３３－５５２１（代表）

　　　　　病院局市立井田病院事務局庶務課（No.１４～２２の職員に関すること）　電話０４４－７６６－２１８８（代表）

　　　　　病院局経営企画室多摩病院運営管理担当（No.２３～５２の職員に関すること）　電話０４４－２００－３８６１

No. 施設名 指定管理者等 陽性判明日

1 川崎病院 委託業者 令和4年7月28日

2 川崎病院 委託業者 令和4年7月28日

3 川崎病院 委託業者 令和4年7月30日

4 川崎病院 委託業者 令和4年7月30日

5 川崎病院 委託業者 令和4年7月30日

6 川崎病院 委託業者 令和4年7月30日

7 川崎病院 委託業者 令和4年7月30日

8 川崎病院 委託業者 令和4年7月30日

9 川崎病院 委託業者 令和4年8月1日

10 川崎病院 委託業者 令和4年8月1日

11 川崎病院 委託業者 令和4年8月2日

12 川崎病院 委託業者 令和4年8月3日

13 川崎病院 委託業者 令和4年8月4日

14 井田病院 委託業者 令和4年7月27日

15 井田病院 委託業者 令和4年7月27日

16 井田病院 委託業者 令和4年7月29日

17 井田病院 委託業者 令和4年7月29日

18 井田病院 委託業者 令和4年7月29日

19 井田病院 委託業者 令和4年8月1日

20 井田病院 委託業者 令和4年8月1日

21 井田病院 委託業者 令和4年8月3日

22 井田病院 委託業者 令和4年8月4日

23 多摩病院 聖マリアンナ医科大学 令和4年7月29日

備考

備考

※

※

備考

※

※

※



No. 施設名 指定管理者等 陽性判明日

24 多摩病院 委託業者 令和4年7月29日

25 多摩病院 派遣業者 令和4年7月30日

26 多摩病院 聖マリアンナ医科大学 令和4年7月28日

27 多摩病院 聖マリアンナ医科大学 令和4年7月28日

28 多摩病院 聖マリアンナ医科大学 令和4年7月29日

29 多摩病院 聖マリアンナ医科大学 令和4年7月30日

30 多摩病院 聖マリアンナ医科大学 令和4年7月30日

31 多摩病院 派遣業者 令和4年7月31日

32 多摩病院 聖マリアンナ医科大学 令和4年7月31日

33 多摩病院 聖マリアンナ医科大学 令和4年7月30日

34 多摩病院 委託業者 令和4年7月30日

35 多摩病院 聖マリアンナ医科大学 令和4年8月1日

36 多摩病院 聖マリアンナ医科大学 令和4年8月1日

37 多摩病院 聖マリアンナ医科大学 令和4年8月1日

38 多摩病院 委託業者 令和4年8月1日

39 多摩病院 聖マリアンナ医科大学 令和4年8月1日

40 多摩病院 聖マリアンナ医科大学 令和4年7月31日

41 多摩病院 聖マリアンナ医科大学 令和4年8月1日

42 多摩病院 聖マリアンナ医科大学 令和4年8月2日

43 多摩病院 聖マリアンナ医科大学 令和4年8月2日

44 多摩病院 聖マリアンナ医科大学 令和4年8月2日

45 多摩病院 聖マリアンナ医科大学 令和4年8月1日

46 多摩病院 聖マリアンナ医科大学 令和4年8月3日

47 多摩病院 聖マリアンナ医科大学 令和4年8月2日

48 多摩病院 聖マリアンナ医科大学 令和4年8月3日

49 多摩病院 聖マリアンナ医科大学 令和4年8月3日

50 多摩病院 聖マリアンナ医科大学 令和4年8月3日

51 多摩病院 聖マリアンナ医科大学 令和4年8月4日

52 多摩病院 聖マリアンナ医科大学 令和4年8月4日

問合せ先：教育委員会事務局庶務課（No.１、２の職員に関すること）　電話０４４－２００－３２６０

　　　　　教育委員会事務局健康給食推進室（No.３～５の職員に関すること）　電話０４４－２００－３２９６

　　　　　教育委員会事務局健康給食推進室（No.６、７の職員に関すること）　電話０４４－２００－１３０９

No. 施設名 指定管理者等 陽性判明日

1 宮前図書館 委託業者 令和4年8月2日

2 高津図書館 委託業者 令和4年8月2日

3 下小田中小学校 委託業者 令和4年7月29日

4 子母口小学校・東橘中学校 委託業者 令和4年7月29日

5 南生田小学校 委託業者 令和4年8月2日

備考

備考

給食調理業務従業員

給食調理業務従業員

給食調理業務従業員

※

※



No. 施設名 指定管理者等 陽性判明日

6 中部学校給食センター ＰＦＩ事業者 令和4年7月30日

7 南部学校給食センター ＰＦＩ事業者 令和4年7月28日

２　職場の状況等

　・施設内については、消毒作業を行いました。

　・当該職員らは、勤務時間中は常時マスクを着用していました。

３　その他

　・職場等の状況により、個人が特定されない範囲での情報としています。

　・備考欄に※があるものは、前回の発表時に把握できていなかったため、追加掲載しています。

※

備考


