
 

 

 

2023 年１月 21 日 

株式会社イシイ 

 

当社従業員の新型コロナウイルス感染について（70 例目～84 例目） 
 

2022 年 12 月 29 日(木)から 2023 年１月 13 日(金)までの期間におきまして、下記事業

所に勤務する従業員が、新型コロナウイルスの検査の結果、「陽性」であることが確認さ

れました。 

 

・ブロイラー事業部（宮崎県）        １名 

・関東孵卵場（栃木県塩谷郡）        ２名 

・万世農場（鹿児島県南さつま市）      １名 

・西部種鶏部（大分県）           １名 

・九州孵卵場（大分県宇佐市）        ２名 

・ブロイラー事業部（大分県）        １名 

・営業本部（徳島県名西郡）         １名 

・串木野第１農場（鹿児島県いちき串木野市） ４名 

・鹿児島孵卵場（鹿児島県南さつま市）    １名 

・臼野農場（大分県豊後高田市）       １名 

 

当社では、お客さまや従業員の安全を最優先に考え、関係機関との連携を図り、感染症

拡大の防止に向けて取り組んでまいります。 

 

１．当該従業員の状況 

（１）ブロイラー事業部従業員①の状況 

・12 月 23 日（金）    勤務 家族が陽性と判明 

・12 月 24 日（土）～   濃厚接触者として自宅待機 

・12 月 29 日（木）    発熱あり 

  検査の結果、「陽性」と判明 

  自宅にて療養 

 

 

 （２）関東孵卵場従業員①の状況 

・12 月 27 日（火）     勤務 

・12 月 28 日（水）     発熱あり 

・12 月 28 日（水）     検査の結果、「陽性」と判明 

    ・12 月 28 日（水）        自宅にて療養 

お知らせ 



   

 

（３）万世農場従業員の状況 

・12 月 24 日（土）     勤務 

・12 月 25 日（日）     休暇 家族が陽性と判明 

・12 月 26 日（月）～    濃厚接触者として自宅待機 

・12 月 29 日（木）     検査の結果、「陽性」と判明 

・12 月 29 日（木）     自宅にて療養 

 

 

（４）関東孵卵場従業員②の状況 

・12 月 29 日（木）     勤務 

・12 月 30 日（金）     勤務 発熱のため早退 

・12 月 28 日（水）     検査の結果、「陽性」と判明 

・12 月 30 日（金）     自宅にて療養 

 

 

（５）西部種鶏部従業員の状況 

・12 月 30 日（金）     勤務 

・12 月 31 日（土）～    休暇 

・１ 月３ 日（火）     発熱あり 医療機関を受診し、検査を実施 

・１ 月３ 日（火）     検査の結果、「陽性」と判明 

・12 月 29 日（木）     自宅にて療養 

 

 

（６）九州孵卵場従業員①の状況 

・12 月 28 日（水）     勤務 家族が陽性と判明 

・12 月 29 日（木）     検査の結果、「陽性」と判明 

    ・12 月 28 日（水）        自宅にて療養 

 

 

（７）ブロイラー事業部従業員②の状況 

・12 月 27 日（火）     勤務 家族が陽性と判明 

・12 月 28 日（水）～       濃厚接触者として自宅待機 

・12 月 30 日（金）8 日（水） 検査の結果、「陽性」と判明 

・12 月 30 日（金）     自宅にて療養 

 

 

 

 



（８）九州孵卵場従業員②の状況 

・ １  月  ４  日（水）        勤務 家族が陽性と判明 

                検査の結果、「陽性」と判明 

                自宅にて療養 

 

 

（９）営業本部従業員の状況 

・１月５日（木）      勤務 家族が陽性と判明 

・１月６日（金）      検査の結果、「陽性」と判明 

    ・12 月 28 日（水）      自宅にて療養 

 

 

（１０）串木野第１農場従業員①の状況 

・１月  ９  日（月）      勤務 

・１月 10 日（火）      勤務 体調不良のため早退 

     医療機関を受診し、検査を実施 

     検査の結果、「陽性」と判明 

    ・12 月 28 日（水）      自宅にて療養 

 

 

（１１）鹿児島孵卵場従業員の状況 

  ・１月  ６  日（金）      勤務 

   ・１月  ７  日（土）～     休暇 

・１月 10 日（火）         検査の結果、「陽性」と判明 

    ・12 月 28 日（水）          自宅にて療養 

 

 

（１２）串木野第 1 農場従業員②の状況 

  ・1 月  ９  日（月）        勤務 

  ・1 月 10 日（火）～       休暇 発熱あり 

・1 月 11 日（水）        医療機関を受診し、検査を実施 

    検査の結果、「陽性」と判明 

    ・12 月 28 日（水）      自宅にて療養 

 

 

（１３）串木野第１農場従業員③の状況 

・１月 10 日（火）      勤務 

・１月 11 日（水）～     休暇 喉に違和感あり 

・１月 12 日（木）      医療機関を受診し、検査を実施 

検査の結果、「陽性」と判明 

    ・12 月 28 日（水）       自宅にて療養 



（１４）臼野農場従業員の状況 

・１月 11 日（水）     勤務 家族が陽性と判明 

・１月 12 日（木）～    濃厚接触者として自宅待機 

・１月 13 日（金）     検査の結果、「陽性」と判明 

    ・12 月 28 日（水）      自宅にて療養 

 

 

（１５）串木野第１農場従業員④の状況 

・１月 11 日（水）     勤務 

・１月 12 日（木）～    休暇 喉に違和感あり 

・１月 13 日（金）     勤務 体調不良のため早退 

医療機関を受診し、検査を実施 

検査の結果、「陽性」と判明 

    ・12 月 28 日（水）      自宅にて療養 

 

 

２．当社の対応 

  当社では、新型コロナウイルス感染防止対策に則って、日頃より業務中のマスク着用、 

手洗い、うがい、手指の消毒などの実施を徹底するとともに、体調不良を感じたら躊躇

なく休暇を取得するなど、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、関係機関との連

携を図り、引き続き必要な措置を適切に講じてまいります。 

 

※当該従業員本人・ご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解をお願いいたします。 


