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【別紙２】あすなろ作業所、おおぞら作業所（佐世保市心身障害者福祉センター）のクラスター関係（１２月１８日更新分） 

本市 

(県内) 
公表日 年齢 性別 職業 居住地 海外渡航歴 行動歴 濃厚接触者等 

38 

(309) 
12/13 非公表 非公表 無職 佐世保市 なし 

※発症日（12/7）より過去 2 週間の県外移動なし。 

12/5   障害福祉サービス事業所の利用。 

12/6   自宅で過ごす。 

12/7   障害福祉サービス事業所の利用。嘔吐のため午前中で帰宅。 

12/8～10 自宅で過ごす。 

12/11   自宅で過ごす。体調不良が続くため市内医療機関へ電話相談。 

12/12   検査した結果、陽性判明。 

121 人 

39 

(310) 
12/13 非公表 非公表 無職 佐世保市 なし 

※発症日（12/9）より過去 2 週間の県外移動なし。 

12/7・8  障害福祉サービス事業所の利用。 

12/9   障害福祉サービス事業所の利用。帰宅後に咽頭痛、発熱（37 度台）。 

12/10   熱（37.3 度）。市内医療機関を受診。 

12/11   自宅で過ごす。 

12/12   検査を実施した結果、陽性判明。 

121 人 

41 

(322) 
12/14 非公表 非公表 無職 佐世保市 なし 

※発症日（12/12）より過去２週間の県外移動なし。 

12/10・11  障害福祉サービス事業所の利用。 

12/12    発熱（38 度台）。 

12/13   熱（38.0 度）、咳。検査を実施した結果、陽性判明。 

5 人 

42 

(323) 
12/14 非公表 非公表 

障害福祉 

サービス 

事業所職員 

佐世保市 なし 

※発症日（12/13）より過去２週間の県外移動なし。 

12/11    勤務。 

12/12   休暇。 

12/13   検査を実施した結果、陽性判明。 

6 人 
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本市 

(県内) 
公表日 年齢 性別 職業 居住地 海外渡航歴 行動歴 濃厚接触者等 

43 

(324) 
12/14 非公表 非公表 

障害福祉 

サービス 

事業所職員 

佐世保市 なし 

※発症日（12/7）より過去２週間の県外移動なし。 

12/5     休暇。市外で会食。 

12/6    休暇。市内で友人と会う。 

12/7～10  勤務。鼻水、咳、頭痛。9 日より味覚異常、鼻づまり。 

12/11    休暇。市内で会食。 

12/12   勤務。 

12/13   勤務。味覚異常。検査を実施した結果、陽性判明。 

11 人 

44 

(325) 
12/14 非公表 非公表 

障害福祉 

サービス 

事業所職員 

佐世保市 なし 

※発症日（12/13）より過去 2 週間の県外移動なし。 

12/7～10  勤務。退所後、市内で買い物。 

12/11・12 休暇。 

12/13   検査を実施した結果、陽性判明。 

1 人 

45 

(326) 
12/14 非公表 非公表 無職 佐世保市 なし 

※発症日（12/7）より過去 2 週間の県外移動なし。 

12/5    障害福祉サービス事業所の利用。 

12/6    市内で買い物。 

12/7    障害福祉サービス事業所の利用。 鼻水、咳あり。 

12/8～12  障害福祉サービス事業所の利用。 

12/13   検査を実施した結果、陽性判明。 

5 人 

46 

(327) 
12/14 非公表 非公表 無職 佐世保市 なし 

※発症日（12/11）より過去 2 週間の県外移動なし。 

12/9・10  障害福祉サービス事業所の利用。 

12/11   発熱（37.0 度）鼻水あり。市内医療機関を受診。 

12/12   別の市内医療機関を受診。 

12/13   検査を実施した結果、陽性判明。 

2 人 
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本市 

(県内) 
公表日 年齢 性別 職業 居住地 海外渡航歴 行動歴 濃厚接触者等 

47 

(330) 
12/15 非公表 非公表 無職 佐世保市 なし 

※発症日（12/13）より過去 2 週間の県外移動なし。 

12/11～12 障害福祉サービス事業所の利用。 

12/13   発熱（38.1 度）、鼻水、くしゃみあり。 

12/14   検査を実施した結果、陽性判明。 

8 人 

48 

(331) 
12/15 非公表 非公表 無職 佐世保市 なし 

※発症日（12/9）より過去 2 週間の県外移動なし。 

12/7・8  障害福祉サービス事業所の利用。 

12/9    関節痛、倦怠感あり。 

12/10～12 障害福祉サービス事業所の利用。 

12/13   自宅で過ごす。 

12/14   検査を実施した結果、陽性判明。 

1 人 

 ※下線部が、更新追加した情報になります。 

 

 

          
検査対象者数 陽性 陰性 未検査 

あすなろ作業所・おおぞら作業所関係者分 113 人 10 人 103 人 0 人 

うち    職員  28 人 3 人 25 人 0 人 

うち    利用者 85 人 7 人 78 人 0 人 

その他 49 人 2 人  47 人 0 人 

合計 162 人 12 人 150 人 0 人 

 

 

 


