
令和 ４年 ８月 １日(月） 

                        国土交通省 関東地方整備局   

記 者 発 表 資 料 

新型コロナウイルス感染について 

  国土交通省関東地方整備局の職員１５名及び委託契約会社社員５名が、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のでお知らせします。

○事案１ 

（所      属）  川崎国道事務所 

（職員等の別）  職員 

（陽性判明日） ７月３１日（日） 

（勤務状況）  最終出勤日は７月２５日（月）であり、それ以降は出勤してお

りません。 

○事案２ 

（所      属）  霞ヶ浦導水工事事務所 

（職員等の別）  職員 

（陽性判明日） ７月３１日（日） 

（勤 務 状 況）  最終出勤日は７月２９日（金）であり、それ以降は出勤してお

りません。 

○事案３ 

（所      属）  利根川水系砂防事務所 

（職員等の別）  職員 

（陽性判明日） ７月３０日（土） 

（勤 務 状 況）  最終出勤日は７月２２日（金）であり、それ以降は出勤してお

りません。 

○事案４ 

（所      属）  高崎河川国道事務所 

（職員等の別）  職員 

（陽性判明日） ７月３０日（土） 

（勤 務 状 況）  最終出勤日は７月２９日（金）であり、それ以降は出勤してお

りません。 

○事案５ 

（所      属）  京浜河川事務所 

（職員等の別）  職員 

（陽性判明日） ７月３０日（土） 

（勤 務 状 況）  最終出勤日は７月２８日（木）であり、それ以降は出勤してお

りません。 



○事案６ 

（所      属）  江戸川河川事務所 

（職員等の別）  職員 

（陽性判明日） ７月３０日（土） 

（勤務状況）  最終出勤日は７月２１日（木）であり、それ以降は出勤してお

りません。 

○事案７ 

（所      属）  総務部 

（職員等の別）  職員 

（陽性判明日） ７月３０日（土） 

（勤 務 状 況）  最終出勤日は７月２９日（金）であり、それ以降は出勤してお

りません。 

○事案８ 

（所      属）  首都国道事務所 

（職員等の別）  委託契約会社社員 

（陽性判明日） ７月３０日（土） 

（勤務状況）  最終出勤日は７月２８日（木）であり、それ以降は出勤してお

りません。 

○事案９ 

（所      属）  荒川上流河川事務所 

（職員等の別）  職員 

（陽性判明日） ７月３０日（土） 

（勤務状況）  最終出勤日は７月２６日（火）であり、それ以降は出勤してお

りません。 

○事案１０ 

（所      属）  荒川調節池工事事務所 

（職員等の別）  職員 

（陽性判明日） ７月２９日（金） 

（勤 務 状 況）  最終出勤日は７月２１日（木）であり、それ以降は出勤してお

りません。 

○事案１１ 

（所      属）  道路部 

（職員等の別）  職員 

（陽性判明日） ７月２９日（金） 

（勤 務 状 況）  最終出勤日は７月２１日（木）であり、それ以降は出勤してお

りません。 



○事案１２ 

（所      属）  大宮国道事務所 

（職員等の別）  職員 

（陽性判明日） ７月２９日（金） 

（勤 務 状 況）  最終出勤日は７月２５日（月）であり、それ以降は出勤してお

りません。 

○事案１３ 

（所      属）  河川部 

（職員等の別）  職員 

（陽性判明日） ７月２９日（金） 

（勤 務 状 況）  最終出勤日は７月２２日（金）であり、それ以降は出勤してお

りません。 

○事案１４ 

（所      属）  江戸川河川事務所 

（職員等の別）  職員 

（陽性判明日） ７月２９日（金） 

（勤 務 状 況）  最終出勤日は７月２５日（月）であり、それ以降は出勤してお

りません。 

○事案１５ 

（所      属）  横浜国道事務所 

（職員等の別）  委託契約会社社員 

（陽性判明日） ７月２９日（金） 

（勤 務 状 況）  最終出勤日は７月２８日（木）であり、それ以降は出勤してお

りません。 

○事案１６ 

（所      属）  横浜国道事務所 

（職員等の別）  職員 

（陽性判明日） ７月２９日（金） 

（勤 務 状 況）  最終出勤日は７月２６日（火）であり、それ以降は出勤してお

りません。 

○事案１７ 

（所      属）  荒川上流河川事務所 

（職員等の別）  委託契約会社社員 

（陽性判明日） ７月２９日（金） 

（勤 務 状 況）  最終出勤日は７月２５日（月）であり、それ以降は出勤してお

りません。 



○事案１８ 

（所      属）  荒川上流河川事務所 

（職員等の別）  職員 

（陽性判明日） ７月２９日（金） 

（勤 務 状 況）  最終出勤日は７月２６日（火）であり、それ以降は出勤してお

りません。 

○事案１９ 

（所      属）  長野国道事務所 

（職員等の別）  委託契約会社社員 

（陽性判明日） ７月２９日（金） 

（勤 務 状 況）  最終出勤日は７月２８日（木）であり、それ以降は出勤してお

りません。 

○事案２０ 

（所      属）  京浜河川事務所  

（職員等の別）  委託契約会社社員 

（陽性判明日） ７月２９日（金） 

（勤 務 状 況）  最終出勤日は７月２２日（金）であり、それ以降は出勤してお

りません。 

関東地方整備局では、出入りされる方や勤務する職員の安全確保を最優先に、所管

保健所の指導の下に適切に対処していく所存でございますので、何卒、ご理解を賜り

ますようお願い申し上げます。 

発表記者クラブ 

竹芝記者クラブ・神奈川建設記者会 

埼玉県政記者クラブ・千葉県政記者クラブ 

神奈川県政記者クラブ・川越新聞記者会 

長野県庁会見場・長野市政記者クラブ 

長野市政記者会・刀水クラブ 

テレビ記者会（群馬県）・渋川記者クラブ 

都庁記者クラブ・川崎記者クラブ 

茨城県政記者クラブ 

問い合わせ先 

国土交通省 関東地方整備局 総務部 福利厚生官 丸山 貴志 

厚生課課長 矢嶋 敦史 

建設専門官 田中 真人 

電話 ０４８－６００－１３２８（総務部 厚生課）


