
 

当社（グループ会社含）介護施設等における 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ（4月 14日更新） 
 

 

当社（グループ会社含）が運営する施設等において、新型コロナウイルスの感染者が確認されましたので、お知らせいたします。 

 

 

感染確認日  人数  発生拠点 施設の提供サービス 

4月 14日 
ご利用者様 

1名  

あずみ苑岩井 

（茨城県坂東市岩井 1823-1） 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 

・居宅介護支援事業所 

 

 

 

当社におきましては、過去に感染者の確認がされた施設を含め、以下の施設において一定期間の休業や新規入所・入居の制

限等の対応を継続しています。 

 

 

■あずみ苑行田 
 
［短期入所生活介護（ショートステイ） 新規入所制限期間］ 

2022年 3月 30日（水）から当面の間 

 

■あずみ苑八潮 
 
［通所介護事業所（デイサービス） 休業期間］ 

2022年 4月 11日（月）から当面の間 
 
［短期入所生活介護（ショートステイ） 新規入所制限期間］ 

2022年 4月 11日（月）から当面の間 

 

 

 

 

過去の感染状況に関するお知らせは、以下の通りです。  

  

■ 2022年 4月以降の感染状況 

 

感染確認日  人数  発生拠点 施設の提供サービス 

4月 1日 
職員 

1名  

あずみ苑グランデ花咲の丘 

（埼玉県上尾市大字原市 228-1） 

・特定施設入居者生活介護事業所 

（介護付有料老人ホーム） 

4月 2日 
職員 

1名  

あずみ苑グランデ太田 

（群馬県太田市内ヶ島町 971-1） 

・住宅型有料老人ホーム 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所 （ショートステイ） 

・訪問介護事業所 

・訪問入浴介護事業所 

・居宅介護支援事業所 

4月 2日 
職員 

1名  

あずみ苑駒木台 

（千葉県流山市駒木台 107-1） 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 



4月 3日 
ご利用者様 

1名  

あずみ苑グランデ太田 

（群馬県太田市内ヶ島町 971-1） 

・住宅型有料老人ホーム 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所 （ショートステイ） 

・訪問介護事業所 

・訪問入浴介護事業所 

・居宅介護支援事業所 

4月 4日 
職員 

1名 

あずみ苑グランデ草加 

（埼玉県草加市新善町 502） 

・特定施設入居者生活介護事業所 

（介護付有料老人ホーム） 

・短期入所生活介護事業所 （ショートステイ） 

・訪問入浴介護事業所 

・居宅介護支援事業所 

4月 4日 
職員 

1名  

あずみ苑南桜井 

（埼玉県春日部市南桜井米島 1165-2） 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 

・居宅介護支援事業所 

4月 4日 
職員 

3名  

あずみ苑駒木台 

（千葉県流山市駒木台 107-1） 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 

4月 4日 
ご利用者様 

1名  

あずみ苑行田 

（埼玉県行田市門井町 3-2-1） 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 

・居宅介護支援事業所 

4月 5日 
ご利用者様 

1名  

あずみ苑行田 

（埼玉県行田市門井町 3-2-1） 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 

・居宅介護支援事業所 

4月 5日 
ご利用者様 

1名  

あずみ苑グランデ太田 

（群馬県太田市内ヶ島町 971-1） 

・住宅型有料老人ホーム 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所 （ショートステイ） 

・訪問介護事業所 

・訪問入浴介護事業所 

・居宅介護支援事業所 

4月 5日 
職員 

1名  

あずみ苑グランデ太田 

（群馬県太田市内ヶ島町 971-1） 

・住宅型有料老人ホーム 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所 （ショートステイ） 

・訪問介護事業所 

・訪問入浴介護事業所 

・居宅介護支援事業所 

4月 6日 
ご利用者様 

1名  

あずみ苑ラ・テラス小絹 

（茨城県つくばみらい市小絹 839-6） 

・住宅型有料老人ホーム 

・訪問介護事業所 

4月 6日 
ご利用者様 

1名  

あずみ苑南桜井 

（埼玉県春日部市南桜井米島 1165-2） 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 

・居宅介護支援事業所 

4月 6日 
 職員 

1名  

あずみ苑小室 

（埼玉県川越市小室 441） 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 

・居宅介護支援事業所 

4月 6日 
職員 

1名  

あずみ苑八潮 

（埼玉県八潮市大字八條 3636-1） 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 

・居宅介護支援事業所 

4月 4日 
職員 

1名  

あずみ苑蒲生 

（埼玉県越谷市蒲生 4-17-1） 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 

・居宅介護支援事業所 

4月 8日 
職員 

1名  

あずみ苑八潮 

（埼玉県八潮市大字八條 3636-1） 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 

・居宅介護支援事業所 

4月 8日 
ご利用者様 

1名  

あずみ苑古河 

（茨城県古河市諸川 1393-2） 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 

・居宅介護支援事業所 



4月 8日 
ご利用者様 

1名  

あずみ苑鎌ヶ谷 

（千葉県鎌ケ谷市東道野辺 3-6-8） 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 

・居宅介護支援事業所 

4月 8日 
職員 

1名  

あずみ苑グランデ鶴巻 

（神奈川県秦野市鶴巻北 3-10-25） 

・特定施設入居者生活介護事業所 

（介護付有料老人ホーム） 

4月 9日 
ご利用者様 

1名  

あずみ苑鎌ヶ谷 

（千葉県鎌ケ谷市東道野辺 3-6-8） 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 

・居宅介護支援事業所 

4月 9日 
職員 

2名  

あずみ苑八潮 

（埼玉県八潮市大字八條 3636-1） 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 

・居宅介護支援事業所 

4月 9日 
職員 

1名  

あずみ苑五関 

（埼玉県さいたま市桜区大字五関 29-1） 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 

・居宅介護支援事業所 

4月 9日 
職員 

1名  

あずみ苑古河 

（茨城県古河市諸川 1393-2） 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 

・居宅介護支援事業所 

4月 9日 
ご利用者様 

1名  

あずみ苑静岡 

（静岡県静岡市葵区北安東 2-26-16） 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 

4月 10日 
ご利用者様 

1名  

あずみ苑八潮 

（埼玉県八潮市大字八條 3636-1） 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 

・居宅介護支援事業所 

4月 11日 
職員 

1名  

あずみ苑古河 

（茨城県古河市諸川 1393-2） 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 

・居宅介護支援事業所 

4月 11日 
職員 

1名  

あずみ苑栃木大町 

（栃木県栃木市大町 25-27） 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 

4月 11日 
職員 

1名  

あずみ苑岩井 

（茨城県坂東市岩井 1823-1） 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 

・居宅介護支援事業所 

4月 12日 
ご利用者様 

1名  

あずみ苑八潮 

（埼玉県八潮市大字八條 3636-1） 

・通所介護事業所（デイサービス） 

・短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 

・居宅介護支援事業所 

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

「あずみ苑」ご利用者様 シルバー事業部 03-5350-0124 （受付：9:00-18:00 定休日 土日祝） 

報道機関様             広報グループ   03-5350-0445 (受付:9:00-18:00 定休日 土日祝） 

 

 

 


