
 
新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について 

 

 

昨日，１月１４日（金），新たに３４７０～３５６９例目となる感染者が確認されました。本件に

ついては，濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行っています。 

 

【検査の概要】（2022年(令和 4年)1月 14日分） 

行政検査 
 医療機関からの 

陽性届出 
PCR センター等からの 

陽性届出 
陽性件数 
合  計 うち陽性件数 

442 18 61 21 100 

※PCR センター等へは，駅前ＰＣＲスポット，事業所ＰＣＲを含みます。 

 

【感染者概要】 

症例 

(例目) 
年代 居住地 確認日 発症日 症 状 

入院又は 

宿泊療養等  

他事例との関連 

県外往来等 

3470 40 福山市 1/14 1/12 
発熱，咳，鼻汁・鼻閉，
咽頭痛等 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3471 
10 歳
未満 

福山市 1/14 1/11 発熱，咳，鼻汁・鼻閉 調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3472 30 福山市 1/14 1/13 
発熱，咽頭痛，全身倦怠
感 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3473 20 福山市 1/14 1/12 
発熱，，咳，息苦しさ，
鼻汁・鼻閉等 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし  

3474 
10 歳
未満 

福山市 1/14 1/12 
咳，鼻汁・鼻閉，咽頭
痛，下痢 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3475 
10 歳
未満 

福山市 1/14  
なし 
（無症状病原体保有者） 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3476 
10 歳
未満 

福山市 1/14 1/10 発熱 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3477 40 福山市 1/14 1/13 鼻汁・鼻閉 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3478 10 福山市 1/14 1/13 
発熱，咽頭痛，頭痛，全
身倦怠感等 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 あり（岡山県，
徳島県） 

3479 30 福山市 1/14 1/12 発熱，咳，全身倦怠感 調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3480  30 福山市 1/14 1/11 
咳，頭痛，全身倦怠感，
悪寒 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（岡山県） 

3481 20 福山市 1/14 1/6 咳，鼻汁・鼻閉，咽頭痛  調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし  

3482 20 福山市 1/14 1/11 
発熱，咳，鼻汁・鼻閉， 
頭痛等 

調整中 
市外の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし  



症例 

(例目) 
年代 居住地 確認日 発症日 症 状 

入院又は 

宿泊療養等  

他事例との関連 

県外往来等 

3483 10 福山市 1/14 1/11 
発熱，鼻汁・鼻閉，咽頭
痛 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし  

3484 20 福山市 1/14 1/11 
発熱，咳，鼻汁・鼻閉，
咽頭痛等 

 
調整中 

他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3485 20 福山市 1/14 1/13 発熱，，咽頭痛 
 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし  

3486 40 福山市 1/14 1/14 
発熱，咽頭痛，頭痛，体
幹痛 

 
調整中 

他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし  

3487 40 福山市 1/14  
なし 
（無症状病原体保有者） 

 
調整中 

本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3488 30 福山市 1/14  
なし 
（無症状病原体保有者） 

 
調整中 

本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし  

3489 20  福山市 1/14 1/10 
発熱，咽頭痛，頭痛，食
欲不振等 

 
調整中 

他事例との関連 調査中 
県外往来等 調査中 

3490 30 福山市 1/14 1/12 咳，関節痛 
 

調整中 
本市の感染者の接触者 
県外往来等 あり（岡山県）  

3491 20 福山市 1/14 1/10 咽頭痛，悪寒  
 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3492 20 福山市 1/14 1/13 咽頭痛 
 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし  

3493 30 福山市 1/14 1/12 嗄声 
 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし   

3494 30 福山市 1/14 1/11 発熱，鼻汁・鼻閉，頭痛 
 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3495 20 福山市 1/14 1/12 発熱，咽頭痛，頭痛 
 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし  

3496 30 福山市 1/14 1/12 発熱，咳，咽頭痛，頭痛  
 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3497 30 福山市 1/14 1/7 発熱，咳，頭痛，関節痛 
 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3498 10 福山市 1/14 1/7 咳，鼻汁・鼻閉 
 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3499 10 福山市 1/14 1/7 
発熱，咳，咽頭痛，下痢
等 

 
調整中 

他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3500 
10 歳
未満 

福山市 1/14 1/7 発熱 
 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3501 10 福山市 1/14 1/13 
微熱，鼻汁・鼻閉，咽頭
痛 

 
調整中 

本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 



症例 

(例目) 
年代 居住地 確認日 発症日 症 状 

入院又は 

宿泊療養等  

他事例との関連 

県外往来等 

3502 10 福山市 1/14 1/13 咳 
 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3503 20 福山市 1/14 1/6 
発熱，咳，鼻汁・鼻閉，
咽頭痛等 

 
調整中 

本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3504 
10 歳
未満 

福山市 1/14 1/9 
発熱，咳，鼻汁・鼻閉，
頭痛等 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3505 20 福山市 1/14 1/13 
発熱，咽頭痛，嘔気・嘔
吐 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3506 60 福山市 1/14 1/12 発熱，咳，咽頭痛 調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 あり（岡山県） 

3507 50 福山市 1/14 1/14 
鼻汁・鼻閉，咽頭痛，頭
痛，全身倦怠感 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3508 20 福山市 1/14 1/14 発熱，咽頭痛，下痢 調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3509 20 福山市 1/14 1/14 
咽頭痛，頭痛，全身倦怠
感  

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3510 10 福山市 1/14 1/11 発熱，咳，咽頭痛，頭痛 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（北海道） 

3511 20 福山市 1/14 1/11 発熱，咳，咽頭痛 調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3512 20 福山市 1/14 1/13 咽頭痛 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3513 40 福山市 1/14  
なし 
（無症状病原体保有者） 

宿泊療養 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 調査中 

3514 10 福山市 1/14 1/13 
発熱，咳，咽頭痛，全身
倦怠感等 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 調査中 

3515 10 福山市 1/14 1/12 
微熱，咳，鼻汁・鼻閉，
咽頭痛等 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 あり（岡山県） 

3516 20 福山市 1/14  
なし 
（無症状病原体保有者） 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3517 10 福山市 1/14 1/12 
発熱，咳，咽頭痛，頭痛
等 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3518 30 福山市 1/14 1/13 
発熱，咳，鼻汁・鼻汁，
咽頭痛等 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3519 
10 歳
未満 

福山市 1/14 1/13 発熱，咽頭痛 調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3520 60 福山市 1/14 1/13 咳，鼻汁・鼻閉 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 



症例 

(例目) 
年代 居住地 確認日 発症日 症 状 

入院又は 

宿泊療養等  

他事例との関連 

県外往来等 

3521 ２0 福山市 1/14 1/12 微熱，咽頭痛 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（兵庫県） 

3522 10 福山市 1/14 1/13 
発熱，咽頭痛，頭痛，全
身倦怠感等 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3523 20 福山市 1/14 1/14 発熱，鼻汁 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（岡山県） 

3524 60 福山市 1/14  
なし 
（無症状病原体保有者） 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3525 40 福山市 1/14 1/12 
発熱，咳，咽頭痛，頭痛
等 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3526 20 福山市 1/14 1/13 
発熱，咳，息苦しさ，鼻
汁・鼻閉等 

入院 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 調査中 

3527 10 福山市 1/14 1/14 発熱 調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 あり（愛媛県，
山口県） 

3528 70 福山市 1/14 1/8 鼻汁・鼻閉 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3529 40 福山市 1/14 1/12 
発熱，咳，咽頭痛，頭痛
等 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3530 30 福山市 1/14 1/12 
発熱，咳，咽頭痛，頭痛
等 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（愛知県） 

3531 10 福山市 1/14 1/12 
発熱，咳，鼻汁，咽頭痛
等 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（愛知県） 

3532 60 福山市 1/14 1/14 
発熱，咳，咽頭痛，頭痛
等 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3533 40 福山市 1/14 1/12 咳，咽頭痛 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（岡山県） 

3534 
10 歳
未満 

福山市 1/14 1/12 咳 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（岡山県） 

3535 20 福山市 1/14 1/13 咽頭痛 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3536 50 福山市 1/14 1/12 発熱 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3537 40 福山市 1/14 1/11 
微熱，頭痛，全身倦怠
感，関節痛 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3538 40 福山市 1/14 1/10 咽頭痛，頭痛 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3539 
10 歳
未満 

福山市 1/14 1/8 
発熱，咳，鼻汁・鼻閉，
頭痛等 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 



症例 

(例目) 
年代 居住地 確認日 発症日 症 状 

入院又は 

宿泊療養等  

他事例との関連 

県外往来等 

3540 
10 歳
未満 

福山市 1/14 1/13 咳，鼻汁・鼻閉 宿泊療養 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 調査中 

3541 20 福山市 1/14 1/7 発熱，咳 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（岡山県） 

3542 20 福山市 1/14 1/11 
発熱，咳，息苦しさ，鼻
汁・鼻閉等 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3543 30 福山市 1/14 1/12 
微熱，咳，息苦しさ，鼻
汁・鼻閉等 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3544 20 福山市 1/14 1/12 
発熱，咳，息苦しさ，鼻
汁・鼻閉等 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3545 20 福山市 1/14 1/11 
発熱，咳，鼻汁・鼻閉，
咽頭痛等 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3546 40 福山市 1/14 1/14 微熱，咳 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3547 10 福山市 1/14 1/14 
発熱，頭痛，全身倦怠
感，食欲不振 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3548 40 福山市 1/14 1/14 
発熱，咳，咽頭痛，全身
倦怠感 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3549 10 福山市 1/14 1/13 発熱，咳，咽頭痛 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3550 20 福山市 1/13 1/13 発熱，咽頭痛，頭痛 調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 あり（岡山県） 

3551 70 福山市 1/14 1/13 微熱，咳，息苦しさ 入院 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3552 
10 歳
未満 

福山市 1/14 1/13 
発熱，頭痛，嘔気・嘔
吐，腹痛等 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3553 20 福山市 1/14 1/11 
発熱，咳，咽頭痛，頭痛
等 

調整中 
市外の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（岡山県） 

3554 50 福山市 1/14  
なし 
（無症状病原体保有者） 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 調査中 

3555 40 福山市 1/14 1/12 
発熱，咳，鼻汁・鼻閉，
咽頭痛等 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 調査中 

3556 40 福山市 1/14 1/10 
咳，鼻汁，咽頭痛，頭痛
等 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 調査中 

3557 10 福山市 1/14 1/13 発熱，鼻汁・鼻閉 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3558 50 福山市 1/14 1/8 発熱 調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 あり（島根県） 



症例 

(例目) 
年代 居住地 確認日 発症日 症 状 

入院又は 

宿泊療養等  

他事例との関連 

県外往来等 

3559 10 福山市 1/14 1/13 
発熱，咳，咽頭痛，頭痛
等 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3560 10 福山市 1/13 1/12 
発熱，咳，鼻汁・鼻閉，
咽頭痛等 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3561 50 福山市 1/14 1/12 
微熱，鼻汁・鼻閉，咽頭
痛，全身倦怠感等 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3562 20 福山市 1/14 1/11 
発熱，咽頭痛，頭痛，全
身倦怠感 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 あり（愛媛県） 

3563 10 福山市 1/14 1/13 発熱，咳，頭痛 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3564 20 福山市 1/14 1/12 
発熱，鼻汁・鼻閉，咽頭
痛，頭痛 

調整中 
市外の感染者の接触者 
県外往来等 あり（三重県） 

3565 10 福山市 1/14 1/14 発熱，咽頭痛，頭痛 調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 あり（島根県） 

3566 30 福山市 1/13  
なし 
（無症状病原体保有者） 

調整中 
本市の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 なし 

3567 20 福山市 1/14 1/12 
微熱，咳，鼻汁・鼻閉，
咽頭痛 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 調査中 

3568 50 福山市 1/14 1/13 
発熱，咳，息苦しさ，咽
頭痛等 

調整中 
他事例との関連 調査中 
県外往来等 なし 

3569 30 福山市 1/14 1/13 微熱，咳，咽頭痛 調整中 
市外の感染者の濃厚接触者 
県外往来等 調査中 

＊ 入院又は宿泊療養等は，2022 年(令和 4 年)1 月 14 日時点の状況です。 

＊ 再陽性の感染者はいません。 

 

【市内での感染者の状況】（2022年(令和 4年)1月 14日）             （単位：人） 

陽性者 
（延人数） 

現在患者数 

 

退院等 死亡 入院 
（内重症） 

宿泊療養 施 設 療 養  その他 

3564[+100] 466[+84] 
13[+3] 

 (0) 
108[+7] 0 345[+74] 3072[+16] 26 

 

 

 

 

【市内でのクラスターの発生状況】（2022年(令和 4年)1月 15日） 

新たに２件のクラスターが発生しています。 

・学校（感染者：生徒 6 人） 

・事業所（感染者：従業員 7 人） 

引き続き，濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行います。 

 

 



【市民・事業者の皆様へ】 

○ 広島県にまん延防止等重点措置が適用されることが決定し，本市は措置地域に設定されました。今

後，これまでの対策が強化されます。県の対策は次のとおりですので，対策に基づいた取組をお願い

いたします。 

広島県「まん延防止等重点措置の適用に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中対策」（概要） 

（集中対策期間：1 月 7 日～31 日 ※まん延防止等重点措置の実施期間は 1 月 9 日～31 日） 

（１）外出の削減 

・ 外出機会と時間をそれぞれ半分程度に削減（20 時以降の外出は更に削減） 

（２）職場への出勤等 

・ テレワーク等の活用による出勤者の削減（出勤者数削減の実施状況公表） 

・ テレワーク等が実施できない場合は，執務室内の定員を削減 

・ 20 時以降の勤務抑制 

（３）飲食店等に対する要請  

・ 飲食店に対する営業時間短縮（20 時まで） 

・ 酒類の提供禁止（利用者による持ち込みを含む） 

・ 同一グループの同一テーブルでの会食は４人以内 

（４）大規模な集客施設に対する要請  

・ 感染防止措置を実施しない者の入場の禁止 

・ 施設内での酒類提供の自粛（利用者による持ち込みを含む） 

（５）他地域への移動の自粛 

・ 緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域との往来を最大限自粛 

・ その他の感染拡大地域についても，改めて必要性を判断し慎重に判断 

・ どうしても避けられない場合は感染防止対策の徹底とともに，出発前又は到着地で検査 

※詳細については，広島県ホームページをご確認ください。 

〇 本市においても，公共施設の利用制限や休館など感染拡大防止の取組を強化しています。現在，これ

までにないスピードで感染が急拡大しており，最大限の注意が必要です。改めてご協力をお願いしま

す。 ※詳細については，市ホームページをご確認ください。 

〇 ＰＣＲ検査について（無症状の方の PCR 検査） ※誰でも受検可（無料） 

・感染拡大地域との往来や感染拡大地域の方との接触機会があった場合には，PCR 検査を受けてくだ

さい。 

① ［福山駅前臨時ＰＣＲスポット］ ※検査キットの配布・回収 

場  所：福山駅南有料自転車駐車場 南側（ウォークイン型） 

開設日等：毎日 ７時～15 時 

 実施方法等：スポットで検査キットを受け取り，自宅等で検体を採取。検査キットの提出は，

福山駅前臨時ＰＣＲスポットまたは福山ＰＣＲセンターへ 

 予約等：申込不要 

② ［福山ＰＣＲセンター］ ※その場で検査（事前予約が必要） 

場  所：旧福山港フェリーターミナル駐車場（ドライブスルー型） 

開設日等：毎日 11 時～15 時 

予約受付番号 050-1741-6373（受付:毎日 10 時～15 時） 

※WEB 予約も可能（受付：24 時間 「広島県 PCR センター予約受付フォーム」） 

※①は検体の提出時，②は受検時に本人確認書類（免許証，保険証等）の提示によって，問診票等

の確認を行いますのでご準備ください。 

○ 体調に異変がある場合，まずかかりつけ医に電話で相談しましょう。なお，相談する医療機関に迷う

場合には，「受診・相談センター（積極ガードダイヤル）」（（084）928-1350 24 時間対応）にご相談

ください。 



 

福山市職員の新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

 

 

１月１４日（金），環境部南部環境センターの職員２名が新型コロナウイルスに感染し

ていることが確認されました。 

 

同職場での感染者は，１月１１日（火）に確認されて以降，合計 3名となります。 

 

感染した職員については，業務上，市民や事業者の皆さまと接触することはありませ

ん。今後，当該職員と接触した職員の PCR検査を実施し，感染拡大が無いことの確認を

行います。 

 

 



         

 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

 

【多治米保育所】 

 

昨日，クラスターを公表した多治米保育所（多治米町）において，接触者等の検査に

より，新たに児童３名及び職員 1名の感染が確認されました。 

これにより，多治米保育所での感染者は，児童１０名，職員３名となります。 

なお，更なる感染拡大の恐れはないことから，多治米保育所は，１月１５日（土）よ

り再開しております。 

 

 

【伊勢丘こども園】 

 

伊勢丘こども園（伊勢丘三丁目）の職員１名が新型コロナウイルスに感染しているこ

とが確認されました。 

 

同こども園での感染者は，１月１２日（水）に確認されて以降，児童 1名及び職員１

名となります。 

 

なお，１月１３日（木）から１月１８日（火）まで臨時休園としております。 

 

 



         

 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

【せんにしの丘】 

１月１１日（火）から１４日（金）までを臨時休園としていたせんにしの丘

（御幸町中津原）において，新たに児童１人が新型コロナウイルスに感染して

いることが確認されました。 

現在，保健所による接触者調査を行っています。今後，ＰＣＲ検査を実施し，

感染拡大がないことの確認を行います。 

ついては，１月１９日（水）まで臨時休園を延長します。 

 

【常石すくすくハウス】 

常石すくすくハウス（沼隈町常石）において，児童１人が新型コロナウイル

スに感染していることが確認されました。 

現在，保健所による接触者調査を行っています。今後，ＰＣＲ検査を実施し，

感染拡大がないことの確認を行います。 

ついては，１月１５日（土）から１月２０日（木）までを臨時休園とします。 

  



         

 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 
福山市立学校に在籍している児童生徒が，新型コロナウイルスに感染してい

ることが１月１４日（金）に確認されました。 

今後，PCR検査を実施し，感染拡大が無いことの確認を行います。 

 

市立学校名 学校所在地 感染者 

西小学校 西町一丁目 児童 1名 

光小学校 草戸町四丁目 児童 1名 

御野小学校 神辺町下御領 児童２名 

培遠中学校 春日町三丁目 生徒１名 

 

〇現在,接触者調査を行っており,学級閉鎖等の対応と対応期間は未定です。 


