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アガペ壱番館に於けるコロナウイルスクラスター発生に関するご報告 

 

標記に関して、当センターにて運営しているアガペ壱番館にてコロナウイルス感染症によるクラスターが

発生しましたのでお知らせ致します。ご利用されている皆様、ご家族様、当センターに関係する皆様方に、

多大なるご心配、ご迷惑をお掛けしますことを、心よりお詫び申し上げます。 

7 月 27 日（水）の陽性者の症状発生から 8 月 30 日（金）現在までの経緯について、下記の通りご報告さ

せて頂きます。今回の件が差別や偏見等の人権侵害に繋がることのないよう、当センターとしても充分に配

慮してまいりますが、皆様もご理解、ご協力のうえ対応の程宜しくお願い致します。 

 

【発生状況の経緯・対応について】 

【壱番館本館】 

〇7月 27日（水） 

本館 3階利用者 1名が抗原検査の結果、陽性判明。居室隔離対応開始。 

他 1名発熱者おり同様に居室隔離対応を開始する。 

〇7月 28日（木） 

【本館 3階】 

発熱者 4名 内 2名が PCR検査陽性となり 1名が医療機関入院。 

他 2名については 7/29（金）発熱外来受診予定。（結果判明までは居室隔離対応） 

【本館 2階】 

発熱者 3名 内 1名が外来受診して抗原検査陰性。他 2名は経過観察の上受診先検討中。居室隔離対応開始。 

〇7/29（金） 

【本館 3階】 

新たに発熱者 1名発生 居室隔離対応開始。1名が発熱外来受診しており、16時時点で結果待ちの状況。 

他 2名については受診先検討中。 

【本館 2階】 

新たに発熱者 1名発生 居室隔離対応開始。昨日より発熱していた利用者 1名が抗原検査陰性の為、居室隔離

対応解除。他 2名については居室隔離対応を継続し受診について検討中。 

〇7/29（金）16時現時点での状況 

【本館 3階】 

発熱者（体調不良者）5名＜居室隔離対応者 4名＞ 

陽性者 2名（内 1名入院）／検査結果待ち 1名／受診調整・検討中 2名 

【本館 2階】 

発熱者（体調不良者）4名＜居室隔離対応者 3名＞ 



陽性者 0名／陰性者 2名／受診調整・検討中 2名 

※上記状況を受けて、本部にて以下内容を確認。 

居室隔離対応者が多く対応職員が不足している事から 8/1（月）より下記内容にて他課より職員を派遣する事

とする。 

〇7月 31日（日）15:00 状況 

＜利用者状況＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） 9名（本館 2階 4名/本館 3階 5名） 

・コロナ陽性判定者（抗原含む） 5名（本館 3階 4名/本館 2階 1名） 

※内 1名は医療機関入院中。 

※体調不良者の内、4名は検査未実施だが症状からみなし陽性扱い 

<職員（非常勤含む）＞ 

・コロナ陽性判定者 5名 

※他、今件とは別に濃厚接触者として出勤停止中職員が 2名 

上記状況を受けて、神奈川県クラスター対応班へ連絡。 

〇8月 1日（月）18:00 状況 

【壱番館本館】 

＜利用者状況＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） 11名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む） 10名 ※内 1名医療機関入院中。 

＜職員＞ 

・コロナ陽性判定者 7名 ※他、体調不良、濃厚接触者 6名 

〇8月 3日（水）15:00 状況 

【壱番館本館】 

＜利用者状況＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） 14名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む） 12名 ※内 1名医療機関入院中。 

＜職員＞ 

・コロナ陽性判定者 8名 ※他、体調不良、濃厚接触者 9名 

〇8月 4日（木） 20:00 状況 

【壱番館本館】 

＜利用者状況＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） 15名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む） 16名 ※内 1名医療機関入院中。 

＜職員＞ 

・コロナ陽性判定者 13名 ※他、体調不良、濃厚接触者 3名 

〇8月 5日（金） 20:00 状況 

【壱番館本館】 

＜利用者状況＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） 16名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む） 16名 ※内 1名医療機関入院中。 

＜職員＞（応援職員含む） 

・コロナ陽性判定者 14名 ※他、体調不良、濃厚接触者 3名 

 



〇8月 6日（土） 14:00 状況 

【壱番館本館】 

＜利用者状況＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） 17名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む） 16名 ※内 1名医療機関入院中。 

＜職員＞（応援職員含む） 

・コロナ陽性判定者 14名 ※他、体調不良、濃厚接触者 3名 

【壱番館南館】 

＜利用者状況＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） 1 名 

〇8月 7日（日） 12:30 状況 

【壱番館本館】 

＜利用者状況＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） 15名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む） 16名 ※内 1名医療機関入院中。 

＜職員＞（応援職員含む） 

・コロナ陽性判定者 17名 ※他、体調不良、濃厚接触者 1名 

【壱番館南館】 

＜利用者状況＞ 

・コロナ陽性判定者 2名 

＜職員＞ 

・体調不良者 1名 

〇8月 8日（月） 16:30 状況 

【壱番館本館】 

＜利用者状況＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） 13名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む） 14名 ※内 1名医療機関入院中。 

＜職員＞（応援職員含む） 

・コロナ陽性判定者 16名 ※他、体調不良、濃厚接触者 0名 

【壱番館南館】 

＜利用者状況＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） 2名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む） 2名 

＜職員＞ 

・コロナ陽性判定者 1名 ※他、体調不良、濃厚接触者 0名 

〇8月 9日（火） 16:30 状況 

【壱番館本館】 

＜利用者状況＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） 10名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む） 11名 ※内 1名医療機関入院中。 

＜職員＞（応援職員含む） 

・コロナ陽性判定者 16名 ※他、体調不良、濃厚接触者 0名 

【壱番館南館】 



＜利用者状況＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） 2名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む） 2名 

＜職員＞ 

・コロナ陽性判定者 1名 ※他、体調不良、濃厚接触者 0名 

〇8月 10日（水） 16:30 状況 

【壱番館本館】 

＜利用者状況＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） 8名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む） 9名 ※内 1名医療機関入院中。 

＜職員＞（応援職員含む） 

・コロナ陽性判定者 12名 ※他、体調不良、濃厚接触者 0名 

【壱番館南館】 

＜利用者状況＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） 2名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む） 2名 

＜職員＞ 

・コロナ陽性判定者 1名 ※他、体調不良、濃厚接触者 0名 

〇8月 11日（木） 16:30 状況 

【壱番館本館】 

＜利用者状況＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） 7名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む） 8名 ※内 1名医療機関入院中。 

・新規感染者・体調不良者 ０名 

＜職員＞（応援職員含む） 

・コロナ陽性判定者 11名 

・体調不良、濃厚接触者 1名 

【壱番館南館】 

＜利用者状況＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） 3名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む） 2名 

＜職員＞ 

・コロナ陽性判定者 1名  

・体調不良、濃厚接触者 0名 

〇8月 12日（金） 16:30 状況 

【壱番館本館】 

＜利用者状況＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） 5名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む） 6名 ※内 1名医療機関入院中。 

・新規感染者・体調不良者 ０名 

＜職員＞（応援職員含む） 

・コロナ陽性判定者 8名 

・体調不良、濃厚接触者 0名 



【壱番館南館】 

＜利用者状況＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） 3名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む） 2名 

＜職員＞ 

・コロナ陽性判定者 1名  

・体調不良、濃厚接触者 0名 

〇8月 13日（土） 17:00 状況 

【壱番館本館】 

＜利用者＞ 

・体調不良者(居室隔離対応者) ５名 

・コロナ陽性判定者(みなし、抗原含む) ６名(内１名医療機関入院中) 

・新規感染者・体調不良者 ０名 

＜職員＞(応援者含む) 

・コロナ陽性判定者 ５名 

・体調不良、濃厚接触者 １名(濃厚接触者として確認中) 

【壱番館南館】 

＜利用者＞ 

・体調不良者(居室隔離対応者) ３名 

・コロナ陽性判定者(みなし、抗原含む) ２名 

＜職員＞ 

・コロナ陽性判定者 １名 

・体調不良、濃厚接触者 １名(濃厚接触者) 

〇8月 14日（日） 17:00 状況 

【壱番館本館】 

＜利用者＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） ２名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む） ２名 

・新規感染者・体調不良者 ０名 

＜職員＞ 

・コロナ陽性判定者 ２名 

・体調不良、濃厚接触者 １名（濃厚接触者） 

【壱番館南館】 

＜利用者＞ 

・体調不良者 ３名 

・コロナ陽性判定者 ２名 

・新規感染者・体調不良者 １名（体調不良） 

＜職員＞ 

・コロナ陽性判定者 １名 

・体調不良、濃厚接触者 １名（濃厚接触者） 

〇8月 15日（月） 16:30 状況 

【壱番館本館】 

＜利用者＞ 



・体調不良者（居室隔離対応者） 3名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む） ２名 

＜職員＞ 

・コロナ陽性判定者 ２名 

・体調不良、濃厚接触者 1名（濃厚接触者） 

【壱番館南館】 

＜利用者＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） ３名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む） ２名 

＜職員＞ 

・コロナ陽性判定者 １名 

・体調不良、濃厚接触者 １名（濃厚接触者） 

〇8月 16日（火） 16:30 状況 

【壱番館本館】 

＜利用者＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） 2名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む） 1名 

＜職員＞ 

・コロナ陽性判定者 ２名 

・体調不良、濃厚接触者 1名（濃厚接触者） 

【壱番館南館】 

＜利用者＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） 2名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む） 1名 

＜職員＞ 

・コロナ陽性判定者 １名 

・体調不良、濃厚接触者 0名（濃厚接触者） 

〇8月 17日（水） 16:30 状況 

【壱番館本館】 

＜利用者＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） 2名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む）0名 

＜職員＞ 

・コロナ陽性判定者 1名 

・体調不良、濃厚接触者 0名 

【壱番館南館】 

＜利用者＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） 0名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む） 0名 

＜職員＞ 

・コロナ陽性判定者 １名 

・体調不良、濃厚接触者 0名（濃厚接触者） 

〇8月 17日（木） 16:30 状況 



【壱番館本館】 

＜利用者＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） 1名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む）0名 

＜職員＞ 

・コロナ陽性判定者 1名 

・体調不良、濃厚接触者 0名 

【壱番館南館】 

＜利用者＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） 0名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む） 0名 

＜職員＞ 

・コロナ陽性判定者 0名 

・体調不良、濃厚接触者 0名（濃厚接触者） 

〇8月 18日(木) 10:30 状況 

【壱番館本館】 

 ＜利用者＞ 

 ・体調不良者(居室隔離者) ０名 

 ・コロナ陽性判定者(みなし、抗原含む) ０名 

 ＜職員＞ 

 ・コロナ陽性判定者 １名 

 ・体調不良、濃厚接触者 ０名 

 【１番館南館】 

 ＜利用者＞ 

 ・体調不良者(居室隔離者) ０名 

 ・コロナ陽性判定者 ０名 

 ＜職員＞ 

 ・コロナ陽性判定者 ０名 

 ・体調不良者、濃厚接触者 ０名 

〇8月 19日(金) 16:30 現在の状況 

【壱番館本館】 

 ＜利用者＞ 

 ・体調不良者(居室隔離者) ０名 

 ・コロナ陽性判定者(みなし、抗原含む) ０名 

 ＜職員＞ 

 ・コロナ陽性判定者 １名 

 ・体調不良、濃厚接触者 ０名 

 【１番館南館】 

 ＜利用者＞ 

 ・体調不良者(居室隔離者) ０名 

 ・コロナ陽性判定者 ０名 

 ＜職員＞ 

 ・コロナ陽性判定者 ０名 



 ・体調不良者、濃厚接触者 ０名 

〇8月 22日（月） 16:30 状況 

【壱番館本館】 

＜利用者＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） ０名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む）0名 

＜職員＞ 

・コロナ陽性判定者 ０名 

・体調不良、濃厚接触者 0名 

【壱番館南館】 

＜利用者＞ 

・体調不良者（居室隔離対応者） 0名 

・コロナ陽性判定者（みなし、抗原含む） 0名 

＜職員＞ 

・コロナ陽性判定者 0名 

・体調不良、濃厚接触者 0名（濃厚接触者） 

 

※8 月 30 日現在、最終陽性者発生から 10 日間（8 月 16 日～8 月 26 日）を健康観察期間として、入居者並び

に職員の健康観察に注視してまいりましたが、新たに陽性者発生には至らず、健康観察期間を終了しまし

たので、8 月 30 日を以って終息宣言とさせていただきます。 

 関係各位の皆様におきましては、ご迷惑とご心配をおかけいたしました事をお詫び申し上げます。 

 

以上 

                                          

                            


