
 

 

 

 

 

 

 

横浜市立学校教職員の新型コロナウイルス感染について 

 

 横浜市立学校教職員９名（勤務校は別）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。 

 

１ 教職員Ａ及び勤務校Ａに関する情報 

(1)  年代：30 歳代 

(2)  性別：女性 

(3)  職種：中学校教諭 

(4)  居住地：横浜市 

(5)  経 過：12 月 30 日（水）平熱（以下、同様）、喉に違和感あり （発症日） 

１月 ４日（月）嗅覚障害あり 

１月 ５日（火）医療機関を受診し、PCR 検査を受検 

１月 ６日（水）陽性判明 

※最終出勤日は、12 月 28 日（月）です。 

(6)  当該教職員の行動 

日頃からマスクを着用して勤務していました。 

(7)  学校内の検査の実施について 

保健所の調査の結果、実施はありません。 

(8)  当該校の対応 

休校措置はありません。 

学校の消毒については、実施済みです。 

 

２ 教職員Ｂ及び勤務校Ｂに関する情報 

(1)  年代：30 歳代 

(2)  性別：女性 

(3)  職種：特別支援学校教諭 

(4)  居住地：横浜市 

(5)  経 過：１月１日（金）発熱（１月３日まで同様） （発症日） 

１月４日（月）平熱（以降、同様） 

１月５日（火）医療機関を受診し、PCR 検査を受検 

１月６日（水）陽性判明 

※最終出勤日は、12 月 25 日（金）です。 

(6)  当該教職員の行動 

日頃からマスクを着用して勤務していました。 

(7)  学校内の検査の実施について 

保健所の調査の結果、実施はありません。 

(8)  当該校の対応 

休校措置はありません。 

学校の消毒については、実施済みです。 

 

 

 

令 和 ３ 年 １ 月 1 2 日 
教育委員会事務局教職員労務課 
     健 康 教 育 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 



 

                                                                              

３ 教職員Ｃ及び勤務校Ｃに関する情報 

(1)  年代：30 歳代 

(2)  性別：女性 

(3)  職種：小学校職員 

(4)  居住地：横浜市内 

(5)  経 過：１月２日（土）平熱（１月５日まで同様）。鼻水・鼻づまりあり （発症日） 

１月６日（水）発熱。医療機関を受診し、PCR 検査を受検。陽性判明 

※最終出勤日は、12 月 24 日（木）です。 

(6)  当該教職員の行動 

日頃からマスクを着用して勤務していました。 

(7)  学校内の検査の実施について 

保健所の調査の結果、実施はありません。 

(8)  当該校の対応 

休校措置はありません。 

学校の消毒については、実施済みです。 

 

４ 教職員Ｄ及び勤務校Ｄに関する情報 

(1)  年代：50 歳代 

(2)  性別：男性 

(3)  職種：中学校職員 

(4)  居住地：横浜市 

(5)  経 過：１月４日（月）休暇。発熱 （発症日） 

１月５日（火）平熱、出勤。帰宅後、発熱 

１月６日（水）平熱、出勤（最終出勤日） 

１月７日（木）発熱。医療機関を受診し、PCR 検査を受検。陽性判明 

(6)  当該教職員の行動 

日頃からマスクを着用して勤務していました。 

(7)  学校内の検査の実施について 

保健所の調査の結果、実施はありません。 

(8)  当該校の対応 

休校措置はありません。 

学校の消毒については、実施済みです。 

 

５ 教職員Ｅ及び勤務校Ｅに関する情報 

(1)  年代：60 歳代 

(2)  性別：男性 

(3)  職種：小学校教諭 

(4)  居住地：横浜市 

(5)  経 過：１月５日（火）休暇。平熱、寒気あり（以降、同様） （発症日） 

１月６日（水）出勤（最終出勤日） 

１月７日（木）医療機関を受診し、抗原検査を受検。陽性判明 

(6)  当該教職員の行動 

日頃からマスクを着用して勤務していました。 

(7)  学校内の検査の実施について 

保健所の調査の結果、実施はありません。 

 

 



 

                                                                              

(8)  当該校の対応 

休校措置はありません。 

学校の消毒については、実施済みです。 

 

６ 教職員Ｆ及び勤務校Ｆに関する情報 

(1)  年代：30 歳代 

(2)  性別：男性 

(3)  職種：小学校教諭 

(4)  居住地：横浜市内 

(5)  経 過：１月４日（月）休暇。発熱、午後、平熱（１月５日も同様） （発症日） 

１月６日（水）平熱。出勤したがすぐに帰宅。医療機関を受診し、PCR 検査を受検 

       （最終） 

１月８日（金）陽性判明 

(6)  当該教職員の行動 

日頃からマスクを着用して勤務していました。 

(7)  学校内の検査の実施について 

保健所の調査の結果、実施はありません。 

(8)  当該校の対応 

休校措置はありません。 

学校の消毒については、実施済みです。 

 

７ 教職員Ｇ及び勤務校Ｇに関する情報 

(1)  年代：60 歳代 

(2)  性別：女性 

(3)  職種：小学校教員 

(4)  居住地：横浜市内 

(5)  経 過：１月４日（月）平熱（以降、同様）。保健所から濃厚接触者の連絡あり 

１月５日（火）医療機関を受診し、PCR 検査を受検 

１月８日（金）陽性判明 

※最終出勤日は、12 月 25 日（金）です。 

(6)  当該教職員の行動 

日頃からマスクを着用して勤務していました。 

(7)  学校内の検査の実施について 

保健所の調査の結果、実施はありません。 

(8)  当該校の対応 

休校措置はありません。 

学校の消毒については、実施済みです。 

 

８ 教職員Ｈ及び勤務校Ｈに関する情報 

(1)  年代：50 歳代 

(2)  性別：女性 

(3)  職種：小学校職員 

(4)  居住地：神奈川県内（横浜市外） 

(5)  経過：１月３日（日）平熱（以降、同様）、保健所から濃厚接触者との連絡あり 

１月６日（水）医療機関を受診し、PCR 検査受検 

１月８日（金）陽性判明 

※最終出勤日は、12 月 24 日（木）です。 



 

                                                                              

(6)  当該教職員の行動 

日頃からマスクを着用して勤務していました。 

(7)  学校内の検査について 

 保健所の調査の結果、実施はありません。 

(8)  当該校の対応 

休校措置はありません。 

学校の消毒については、実施済みです。 

 

９ 教職員Ｉ及び勤務校Ｉに関する情報 

(1)  年代：30 歳代 

(2)  性別：男性 

(3)  職種：小学校教諭 

(4)  居住地：横浜市 

(5)  経 過：１月１日（金）平熱（以降、同様）。保健所から濃厚接触者の連絡あり 

１月５日（火）医療機関を受診し、PCR 検査を受検 

１月８日（金）陽性判明 

※最終出勤日は、12 月 25 日（金）です。 

(6)  当該教職員の行動 

日頃からマスクを着用して勤務していました。 

(7)  学校内の検査の実施について 

保健所の調査の結果、実施はありません。 

(8)  当該校の対応 

休校措置はありません。 

学校の消毒については、実施済みです。 

 

10 市立学校教職員の感染状況（１月 12 日現在の累計） 

  57 人 

 

＜参考＞ 

市職員の感染状況（１月 12 日現在の累計） 

  143 名 

 

 

人権尊重・個人情報保護に御理解と御配慮をお願いします。  

 

 

 

お問合せ先 

（教職員に関すること）教育委員会事務局教職員労務課担当課長 石川 達治 Tel 045-671-4059 

（学校としての対応に関すること）教育委員会事務局健康教育課長 永井 隆 Tel 045-671-3234 

 

 


