
 

 

松戸市職員（委託先職員含む）の 
新型コロナウイルス感染状況 

 
 

令和４年８月１０日（水曜）に発表する松戸市職員（委託先 

職員含む）の新型コロナウイルス感染者は２８人です。 

 
感染した 職員の一覧は、別添資料のとおりです。 
なお、職員の感染状況等の詳細は、各担当課にお問い合わせください。 
 
 
●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

者がいる 場合には、自宅待機等を指示しています。 
・感染した職員が勤務する職場では、改めて執務室等の消毒を実施し、

感染防止対策に努めています。 
・施設の休館や業務の一部を停止する場合等は、別途情報提供します。 
 
 
 
 
 
 
 

 

松 戸 市 報 道 資 料 
令和４年８月１０日  

【本件に関する問い合わせ先】 
〒２７１－８５８８  千葉県松戸市根本３８７－５  

松戸市総合政策部広報広聴課 ☎０４７－３６６－７３２０ 

ＦＡＸ０４７－３６６－６１６２ ✉ mckouhou@city.matsudo.chiba.jp 



年代 性別 職種 勤務場所 居住地
陽性

確定日
担当課 電話番号

1 50代 男性 正規職員 松戸市役所本館2階 市内 8月7日 人事課 047-366-7306

2 50代 男性 正規職員 松戸市役所本館2階 市内 8月8日 人事課 047-366-7306

3 40代 女性 会計年度任用職員 東松戸複合施設ひがまつテラス 市外 8月8日 人事課 047-366-7306

4 50代 女性 会計年度任用職員 松戸市役所新館5階 市外 8月9日 人事課 047-366-7306

5 20代 女性 正規職員 松戸市役所本館2階 市外 8月9日 人事課 047-366-7306

6 70代 男性 会計年度任用職員 松戸市シニア交流センター 市外 8月9日 人事課 047-366-7306

7 30代 女性 正規職員 中央保健福祉センター 市外 8月9日 人事課 047-366-7306

8 40代 女性 正規職員 松戸市内公立保育所 市内 8月9日 保育課 047-366-7351

9 50代 女性 任期付短時間勤務職員 松戸市内公立保育所 市内 8月9日 保育課 047-366-7351

10 30代 女性 正規職員 松戸市内公立保育所 市内 8月9日 保育課 047-366-7351

11 50代 女性 会計年度任用職員 松戸市役所本館1階 市内 8月10日 人事課 047-366-7306

12 30代 男性 正規職員 松戸市役所新館7階 市外 8月10日 人事課 047-366-7306

13 50代 男性 正規職員 松戸市立松戸高等学校 市内 8月9日 教育総務課 047-366-7455

14 50代 女性 事務職 総合医療センター 市内 8月2日 病）経営課 712-0675

15 40代 男性 医師 総合医療センター 市外 8月3日 病）経営課 712-0675
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16 20代 女性 看護師 総合医療センター 市内 8月8日 病）経営課 712-0675

17 20代 女性 看護師 総合医療センター 市外 8月8日 病）経営課 712-0675

18 60代 女性 事務職 総合医療センター 市外 8月8日 病）経営課 712-0675

19 30代 女性 看護師 総合医療センター 市内 8月9日 病）経営課 712-0675

20 20代 男性 事務職 消防局警防課 市外 8月9日 消防総務課 047-363-1116

21 40代 男性 消防隊員 六実消防署 市外 8月10日 消防総務課 047-363-1116

22 30代 男性 救急隊員 東部消防署 市外 8月10日 消防総務課 047-363-1116

23 60代 女性 指定管理者 小金市民センター 市内 8月8日 市民自治課 047-366-7318

24 50代 女性 指定管理者 新松戸市民センター 市外 8月9日 市民自治課 047-366-7318

25 60代 男性 委託先職員 松戸市役所本館3階 市内 8月9日 生活支援一課 047-366-7349

26 20代 女性 委託先職員 松飛台放課後児童クラブ 市内 8月9日 子育て支援課 047-366-7347

27 40代 女性 委託先職員 新松戸地域包括支援センター 市内 8月9日 地域包括ケア推進課 047-366-7343

28 30代 男性 委託先職員 運動公園プール 市外 8月8日 スポーツ課 047-703-0601
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