
新 潟 市 報 道 資 料 

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ９ 日 

 
報 道 各 位 

 
新潟市総務部職員課 

 
新型コロナウイルス感染者の発生について（情報提供） 

 
 本市職員の新型コロナウイルス感染症患者について、新たに３９名が確認されまし

たので、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

１ 概要  

（１） 

所属 市民生活部 

仕事内容 内部事務 

症状等 ・市内陽性者の濃厚接触者。 

・8 月 16 日 身体症状発現により、みなし陽性の判定。      

その他 ・8 月 11 日から出勤していません。 

・来庁者および職場の濃厚接触者はいません。 

 
（２） 

所属 市民生活部 

仕事内容 内部事務 

症状等 ・市内陽性者の濃厚接触者。 

・8 月 16 日 PCR 検査実施。翌 17 日 陽性判明。 

その他 ・8 月 11 日から出勤していません。 

・来庁者および職場の濃厚接触者はいません。 

 

（３） 

所属 環境部 

仕事内容 清掃業務 

症状等 ・市内陽性者の濃厚接触者。 

・8 月 16 日 PCR 検査実施。翌 17 日 陽性判明。 

その他 ・8 月 10 日から出勤していません。 

・来庁者および職場の濃厚接触者はいません。 



 
（４） 

所属 環境部 

仕事内容 清掃業務 

症状等 ・8 月 17 日 抗原検査実施。同日 陽性判明。 

その他 ・8 月 17 日から出勤していません。 

・来庁者および職場の濃厚接触者はいません。 

 

（５） 

所属 環境部 

仕事内容 清掃業務 

症状等 ・8 月 17 日 PCR 検査実施。同日 陽性判明。 

その他 ・8 月 18 日から出勤していません。 

・来庁者および職場の濃厚接触者はいません。 

 

（６） 

所属 環境部 

仕事内容 内部事務 

症状等 ・市内陽性者の濃厚接触者。 

・8 月 17 日 抗原検査実施。同日 陽性判明。 

その他 ・8 月 11 日から出勤していません。 

・来庁者および職場の濃厚接触者はいません。 

 

（７） 

所属 保健衛生部 

仕事内容 内部事務 

症状等 ・市内陽性者の濃厚接触者。 

・8 月 17 日 PCR 検査実施。同日 陽性判明。 

その他 ・8 月 13 日から出勤していません。 

・来庁者および職場の濃厚接触者はいません。 

 

 （８） 

所属 農林水産部 

仕事内容 内部事務 

症状等 ・市内陽性者の濃厚接触者。 

・8 月 18 日 抗原検査実施。同日 陽性判明。 

その他 ・8 月 17 日から出勤していません。 

・来庁者および職場の濃厚接触者はいません。 



 
（９） 

所属 都市政策部 

仕事内容 内部事務 

症状等 ・市内陽性者の濃厚接触者。 

・8 月 17 日 抗原検査実施。同日 陽性判明。 

その他 ・8 月 11 日から出勤していません。 

・来庁者および職場の濃厚接触者はいません。 

 
（１０） 

所属 土木部 

仕事内容 内部事務 

症状等 ・市内陽性者の濃厚接触者。 

・8 月 17 日 PCR 検査実施。同日 陽性判明。 

その他 ・8 月 13 日から出勤していません。 

・来庁者および職場の濃厚接触者はいません。 

 

（１１） 

所属 下水道部 

仕事内容 内部事務 

症状等 ・市内陽性者の濃厚接触者。 

・8 月 17 日 抗原検査実施。同日 陽性判明。 

その他 ・8 月 11 日から出勤していません。 

・来庁者および職場の濃厚接触者はいません。 

 

（１２） 

所属 北区役所 

仕事内容 内部事務 

症状等 ・市内陽性者の濃厚接触者。 

・8 月 17 日 身体症状発現により、みなし陽性の判定。 

その他 ・8 月 13 日から出勤していません。 

・来庁者および職場の濃厚接触者はいません。 

 

 

 

 

 

 



（１３） 

所属 北区役所 

仕事内容 内部事務 

症状等 ・市内陽性者の濃厚接触者。 

・8 月 16 日 PCR 検査実施。翌 17 日 陽性判明。 

その他 ・8 月 11 日から出勤していません。 

・来庁者および職場の濃厚接触者はいません。 

 

 （１４） 

所属 北区役所 

仕事内容 保育業務 

症状等 ・市内陽性者の濃厚接触者。 

・8 月 16 日 PCR 検査受検。同日 陽性判明。 

その他 ・8 月 13 日から出勤していません。 

・来園者および職場の濃厚接触者はいません。 

 
（１５） 

所属 北区役所 

仕事内容 保育業務 

症状等 ・8 月 18 日 抗原検査受検。同日 陽性判明。 

その他 ・8 月 18 日から出勤していません。 

・来園者および職場の濃厚接触者は特定済みです。 

 

（１６） 

所属 北区役所 

仕事内容 内部事務 

症状等 ・市内陽性者の濃厚接触者。 

・8 月 18 日 抗原検査実施。同日 陽性判明。 

その他 ・8 月 13 日から出勤していません。 

・来庁者および職場の濃厚接触者はいません。 

 

（１７） 

所属 東区役所 

仕事内容 窓口業務 

症状等 ・8 月 13 日 抗原検査実施。同月 17 日 陽性判明。 

その他 ・8 月 10 日から出勤していません。 

・来庁者および職場の濃厚接触者はいません。 

 



 （１８） 

所属 東区役所 

仕事内容 内部事務 

症状等 ・市内陽性者の濃厚接触者。 

・8 月 17 日 PCR 検査実施。翌 18 日 陽性判明。 

その他 ・8 月 13 日から出勤していません。 

・来庁者および職場の濃厚接触者はいません。 

 
（１９） 

所属 東区役所 

仕事内容 保育業務 

症状等 ・市内感染者の濃厚接触者。 

・8 月 18 日 抗原検査実施。同日 陽性判明。 

その他 ・8 月 13 日から出勤していません。 

・来園者および職場の濃厚接触者はいません。 

 
（２０） 

所属 中央区役所 

仕事内容 保健業務 

症状等 ・8 月 16 日 PCR 検査実施。翌 17 日 陽性判明。 

その他 ・8 月 9 日から出勤していません。 

・来庁者および職場の濃厚接触者はいません。 

 

（２１） 

所属 中央区役所 

仕事内容 保育業務 

症状等 ・市内陽性者の濃厚接触者。 

・8 月 16 日 PCR 検査実施。翌 17 日 陽性判明。 

その他 ・8 月 14 日から出勤していません。 

・来園者および職場の濃厚接触者は特定済みです。 

 

 （２２） 

所属 中央区役所 

仕事内容 保育業務 

症状等 ・県外陽性者の濃厚接触者。 

・8 月 18 日 抗原検査実施。同日 陽性判明。 

その他 ・8 月 17 日から出勤していません。 

・来園者および職場の濃厚接触者は特定済みです。 



 
（２３） 

所属 江南区役所 

仕事内容 内部事務 

症状等 ・8 月 16 日 PCR 検査実施。翌 17 日 陽性判明。 

その他 ・8 月 13 日から出勤していません。 

・来庁者および職場の濃厚接触者はいません。 

 

（２４） 

所属 江南区役所 

仕事内容 内部事務 

症状等 ・8 月 18 日 抗原検査実施。同日 陽性判明。 

その他 ・8 月 13 日から出勤していません。 

・来庁者および職場の濃厚接触者はいません。 

 

（２５） 

所属 江南区役所 

仕事内容 保育業務 

症状等 ・8 月 17 日 PCR 検査実施。翌 18 日 陽性判明。 

その他 ・8 月 13 日から出勤していません。 

・来園者および職場の濃厚接触者はいません。 

 
（２６） 

所属 秋葉区役所 

仕事内容 窓口業務 

症状等 ・市内陽性者の濃厚接触者。 

・8 月 17 日 抗原検査実施。同日 陽性判明。 

その他 ・8 月 17 日から出勤していません。 

・来庁者および職場の濃厚接触者は特定済みです。 

 

（２７） 

所属 秋葉区役所 

仕事内容 内部事務 

症状等 ・8 月 17 日 PCR 検査実施。翌 18 日 陽性判明。 

その他 ・8 月 17 日から出勤していません。 

・来庁者および職場の濃厚接触者はいません。 

 

 



（２８） 

所属 南区役所 

仕事内容 保育業務 

症状等 ・8 月 16 日 PCR 検査実施。翌 17 日 陽性判明。 

その他 ・8 月 11 日から出勤していません。 

・来園者および職場の濃厚接触者はいません。 

 

（２９） 

所属 南区役所 

仕事内容 保育業務 

症状等 ・市内陽性者の濃厚接触者。 

・8 月 18 日 PCR 検査実施。同日 陽性判明。 

その他 ・8 月 13 日から出勤していません。 

・来園者および職場の濃厚接触者はいません。 

 

（３０） 

所属 西区役所 

仕事内容 窓口業務 

症状等 ・市内陽性者の濃厚接触者。 

・8 月 18 日 PCR 検査実施。翌 19 日 陽性判明。 

その他 ・8 月 13 日から出勤していません。 

・来庁者および職場の濃厚接触者はいません。 

 

 （３１） 

所属 西区役所 

仕事内容 保育業務 

症状等 ・市内陽性者の濃厚接触者。 

・8 月 17 日 身体症状発現により、みなし陽性の判定。 

その他 ・8 月 11 日から出勤していません。 

・来園者および職場の濃厚接触者はいません。 

 

（３２） 

所属 西区役所 

仕事内容 保育業務 

症状等 ・市内陽性者の濃厚接触者。 

・8 月 16 日 PCR 検査実施。翌 17 日 陽性判明。 

その他 ・8 月 14 日から出勤していません。 

・来園者および職場の濃厚接触者は特定済みです。 



 
（３３） 

所属 西区役所 

仕事内容 保育業務 

症状等 ・8 月 16 日 PCR 検査実施。翌 17 日 陽性判明。 

その他 ・8 月 16 日から出勤していません。 

・来園者および職場の濃厚接触者は特定済みです。 

 

 （３４） 

所属 西区役所 

仕事内容 保育業務 

症状等 ・市内陽性者の濃厚接触者。 

・8 月 17 日 抗原検査実施。同日 陽性判明。 

その他 ・8 月 3 日から出勤していません。 

・来園者および職場の濃厚接触者はいません。 

 
 （３５） 

所属 西区役所 

仕事内容 保育業務 

症状等 ・市内陽性者の濃厚接触者。 

・8 月 16 日 PCR 検査実施。翌 17 日 陽性判明。 

その他 ・8 月 13 日から出勤していません。 

・来園者および職場の濃厚接触者は特定済みです。 

 
（３６） 

所属 西蒲区役所 

仕事内容 内部事務 

症状等 ・8 月 16 日 PCR 検査実施。翌 17 日 陽性判明。 

その他 ・8 月 16 日から出勤していません。 

・来庁者および職場の濃厚接触者はいません。 

 

（３７） 

所属 人事委員会事務局 

仕事内容 内部事務 

症状等 ・8 月 18 日 抗原検査実施。同日 陽性判明。 

その他 ・8 月 18 日から出勤していません。 

・来庁者および職場の濃厚接触者はいません。 

 



 （３８） 

所属 消防局 

仕事内容 消防吏員 

症状等 ・市内陽性者の濃厚接触者。 

・8 月 17 日 抗原検査実施。同日 陽性判明。  

その他 ・8 月 17 日から出勤していません。 

・業務上の関係者および職場の濃厚接触者はいません。 

  

（３９） 

所属 消防局 

仕事内容 消防吏員 

症状等 ・8 月 16 日 PCR 検査実施。翌 17 日 陽性判明。  

その他 ・8 月 17 日から出勤していません。 

・業務上の関係者および職場の濃厚接触者はいません。 

 

※職員や家族の人権及び個人情報保護について、ご配慮をお願いします。 

 

２ 問い合わせ先    総務部職員課 担当：伊藤 

            電話 025－226－2506（直通） 

 
問い合わせ等の対応は午後５時３０分までといたします。 


