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日本板硝子株式会社 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

首記の最新情報について、以下の通りお知らせいたします。 

感染判明日付 感染者 勤務場所 

2022年3月30日 従業員1名 当社グループ会社（北海道苫小牧市） 

2022年3月29日 従業員1名 当社事業所（広島県広島市） 

2022年3月28日 従業員1名 当社事業所（三重県津市） 

2022年3月28日 従業員1名 当社事業所（千葉県市原市） 

2022年3月28日 従業員1名 当社グループ会社（東京都） 

2022年3月28日 従業員1名 当社グループ会社（千葉県市原市） 

2022年3月26日 従業員1名 当社事業所（兵庫県伊丹市） 

2022年3月26日 従業員1名 当社事業所（京都府京都市） 

2022年3月25日 従業員1名 当社事業所（東京都） 

2022年3月24日 従業員1名 当社グループ会社（東京都） 

2022年3月23日 従業員1名 当社グループ会社（千葉県市原市） 

2022年3月23日 従業員1名 当社グループ会社（宮城県黒川郡） 

2022年3月23日 従業員1名 当社グループ会社（埼玉県熊谷市） 

2022年3月22日 従業員1名 当社グループ会社（岩手県花巻市） 

2022年3月17日 従業員1名 当社グループ会社（千葉県市原市） 

2022年3月16日 従業員1名 当社事業所（千葉県市原市） 

 

なお、当社および国内グループ会社における、これまでの新型コロナウイルス感染者の判明状況は以下の

通りです。 

判明状況 

感染判明日付 感染者 勤務場所 

2022年3月15日 従業員1名 当社グループ会社（埼玉県戸田市） 

2022年3月14日 従業員1名 当社グループ会社（大阪府大阪市） 

2022年3月14日 従業員1名 当社グループ会社（山口県山口市） 

2022年3月14日 従業員1名 当社グループ会社（東京都） 

2022年3月14日 従業員1名 当社グループ会社（東京都） 

2022年3月12日 従業員1名 当社事業所（京都府舞鶴市） 

2022年3月11日 従業員1名 当社グループ会社（石川県野々市市） 



 

2022年3月11日 従業員1名 当社グループ会社（三重県津市） 

2022年3月11日 従業員1名 当社グループ会社（茨城県古河市） 

2022年3月10日 従業員1名 当社事業所（神奈川県相模原市） 

2022年3月8日 従業員1名 当社グループ会社（千葉県市原市） 

2022年3月8日 従業員1名 当社事業所（京都府京都市） 

2022年3月8日 従業員1名 当社事業所（京都府舞鶴市） 

2022年3月7日 従業員1名 当社グループ会社（埼玉県戸田市） 

2022年3月7日 従業員1名 当社グループ会社（愛知県名古屋市） 

2022年3月5日 従業員1名 当社事業所（京都府舞鶴市） 

2022年3月4日 従業員1名 当社グループ会社（大阪府八尾市） 

2022年3月3日 従業員1名 当社グループ会社（千葉県市原市） 

2022年3月3日 従業員1名 当社グループ会社（大阪府八尾市） 

2022年3月3日 従業員1名 当社事業所（京都府京都市） 

2022年3月1日 従業員1名 当社グループ会社（京都府京都市）  

2022年3月1日 従業員1名 当社グループ会社（京都府京都市） 

2022年2月28日 従業員1名 当社グループ会社（京都府舞鶴市） 

2022年2月28日 従業員1名 当社事業所（神奈川県相模原市） 

2022年2月28日 従業員1名 当社グループ会社（千葉県市原市） 

2022年2月28日 従業員1名 当社グループ会社（茨城県龍ケ崎市） 

2022年2月27日 従業員1名 当社グループ会社（茨城県土浦市） 

2022年2月25日 従業員1名 当社グループ会社（千葉県市原市） 

2022年2月24日 従業員1名 当社事業所（千葉県市原市） 

2022年2月24日 従業員1名 当社事業所（三重県四日市市） 

2022年2月24日 従業員1名 当社事業所（京都府京都市） 

2022年2月24日 従業員1名 当社グループ会社（大阪府八尾市） 

2022年2月24日 従業員1名 当社グループ会社（千葉県市原市） 

2022年2月22日 従業員1名 当社事業所（京都府舞鶴市） 

2022年2月21日 従業員1名 当社事業所（京都府京都市） 

2022年2月20日 従業員1名 当社グループ会社（北海道札幌市） 

2022年2月19日 従業員1名 当社グループ会社（茨城県土浦市） 

2022年2月19日 従業員1名 当社事業所（千葉県市原市） 

2022年2月18日～24日 従業員10名 当社グループ会社（茨城県龍ケ崎市） 

2022年2月18日 従業員2名 当社事業所（千葉県市原市） 

2022年2月18日 従業員1名 当社グループ会社（茨城県龍ケ崎市） 

2022年2月17日 従業員1名 当社グループ会社（栃木県佐野市） 



 

2022年2月17日 従業員1名 当社事業所（兵庫県伊丹市） 

2022年2月17日 従業員1名 当社グループ会社(福岡県京都郡) 

2022年2月16日 従業員1名 当社グループ会社(福岡県北九州市) 

2022年2月15日 従業員1名 当社事業所（京都府京都市） 

2022年2月15日 従業員1名 当社事業所（京都府舞鶴市） 

2022年2月15日 従業員1名 当社グループ会社（大阪府八尾市） 

2022年2月15日 従業員2名 当社グループ会社（千葉県市原市） 

2022年2月14日 従業員1名 当社グループ会社（千葉県市原市） 

2022年2月13日 従業員1名 当社事業所（神奈川県相模原市） 

2022年2月12日 従業員1名 当社グループ会社（千葉県市原市） 

2022年2月12日 従業員1名 当社グループ会社（大阪府大阪市） 

2022年2月12日 従業員2名 当社事業所（兵庫県伊丹市） 

2022年2月11日 従業員1名 当社グループ会社（茨城県龍ケ崎市） 

2022年2月10日 従業員1名 当社事業所（千葉県市原市） 

2022年2月10日 従業員1名 当社グループ会社（埼玉県熊谷市） 

2022年2月8日 従業員1名 当社グループ会社（大阪府八尾市） 

2022年2月9日 従業員1名 当社グループ会社（東京都） 

2022年2月9日 従業員1名 当社グループ会社（千葉県東金市） 

2022年2月9日 従業員1名 当社グループ会社（京都府舞鶴市） 

2022年2月8日 従業員1名 当社グループ会社（千葉県市原市） 

2022年2月7日 従業員1名 当社事業所（千葉県市原市） 

2022年2月7日 従業員1名 当社事業所（神奈川県相模原市） 

2022年2月7日 従業員1名 当社事業所（京都府舞鶴市） 

2022年2月5日 従業員1名 当社事業所（京都府京都市） 

2022年2月5日 従業員1名 当社事業所（京都府舞鶴市） 

2022年2月4日 従業員1名 当社事業所（京都府京都市） 

2022年2月3日 従業員1名 当社グループ会社（福岡県京都郡） 

2022年2月3日  従業員1名 当社事業所（兵庫県伊丹市） 

2022年2月3日  従業員1名 当社グループ会社（三重県鈴鹿市） 

2022年2月3日  従業員1名 当社グループ会社（京都府京都市） 

2022年2月3日  従業員1名 当社グループ会社（大阪府八尾市） 

2022年2月2日 従業員1名 当社事業所（京都府舞鶴市） 

2022年2月2日  従業員1名 当社グループ会社（岐阜県羽島郡） 

2022年2月1日 従業員1名 当社グループ会社（福岡県北九州市） 

2022年2月1日 従業員1名 当社事業所（京都府京都市） 



 

2022年1月31日 従業員1名 当社事業所（京都府舞鶴市） 

2022年1月31日 従業員1名 当社事業所（愛知県豊田市） 

2022年1月31日 従業員1名 当社事業所（京都府京都市） 

2022年1月31日 従業員1名 当社グループ会社（京都府舞鶴市） 

2022年1月31日 従業員1名 当社事業所（京都府舞鶴市） 

2022年1月31日 従業員1名 当社グループ会社（福岡県京都郡） 

2022年1月30日 従業員1名 当社事業所（京都府舞鶴市） 

2022年1月29日 従業員1名 当社グループ会社（東京都） 

2022年1月29日 従業員1名 当社事業所（神奈川県相模原市） 

2022年1月29日 従業員1名 当社グループ会社（千葉県市原市） 

2022年1月29日 従業員1名 当社事業所（京都府舞鶴市） 

2022年1月29日 従業員1名 当社グループ会社（大阪府大阪市） 

2022年1月28日 従業員1名 当社事業所（京都府京都市） 

2022年1月27日 従業員1名 当社事業所（京都府京都市） 

2022年1月28日 従業員1名 当社グループ会社（茨城県龍ケ崎市） 

2022年1月28日 従業員1名 当社グループ会社（福岡県京都郡） 

2022年1月27日 従業員1名 当社事業所（京都府京都市） 

2022年1月27日 従業員1名 当社グループ会社（東京都） 

2022年1月26日 従業員1名 当社事業所（京都府舞鶴市） 

2022年1月25日 従業員1名 当社グループ会社（京都府舞鶴市） 

2022年1月25日 従業員1名 当社グループ会社（千葉県市原市） 

2022年1月25日 従業員1名 当社事業所（東京都） 

2022年1月24日 従業員1名 当社グループ会社（神奈川県相模原市） 

2022年1月24日 従業員1名 当社グループ会社（愛知県名古屋市） 

2022年1月21日 従業員1名 当社グループ会社（京都府京都市） 

2022年1月21日 従業員1名 当社グループ会社（愛知県名古屋市） 

2022年1月20日 従業員1名 当社グループ会社（愛知県名古屋市） 

2022年1月19日 従業員1名 当社グループ会社（茨城県龍ケ崎市） 

2022年1月19日 従業員1名 当社グループ会社（東京都） 

2022年1月17日 従業員1名 当社グループ会社（三重県津市） 

2022年1月15日 従業員1名 当社グループ会社（茨城県龍ケ崎市） 

2022年1月14日 従業員1名 当社グループ会社（大阪府大阪市） 

2022年1月8日～10日 従業員4名 当社グループ会社（大分県中津市） 

2022年1月7日 従業員1名 当社グループ会社（東京都） 

2021年10月4日 従業員1名 当社グループ会社（大阪府八尾市） 



 

2021年9月28日 従業員1名 当社事業所（京都府舞鶴市） 

2021年9月23日 従業員1名 当社事業所（京都府舞鶴市） 

2021年9月15日 従業員1名 当社グループ会社（三重県四日市） 

2021年9月10日 従業員1名 当社事業所（京都府舞鶴市） 

2021年9月3日 従業員1名 当社グループ会社（大阪府大阪市） 

2021年9月2日 従業員1名 当社グループ会社（京都府舞鶴市） 

2021年9月1日 従業員1名 当社グループ会社（神奈川県大和市） 

2021年8月31日 従業員2名 当社事業所（神奈川県相模原市） 

2021年8月30日 従業員1名 当社グループ会社（京都府舞鶴市） 

2021年8月30日 従業員1名 当社グループ会社（千葉県市原市） 

2021年8月29日 従業員1名 当社グループ会社（大阪府八尾市） 

2021年8月28日 従業員1名 当社グループ会社（大分県中津市） 

2021年8月26日 従業員1名 当社グループ会社（茨城県竜ヶ崎市） 

2021年8月26日 従業員1名 当社事業所（兵庫県伊丹市） 

2021年8月25日 従業員1名 当社グループ会社（栃木県佐野市） 

2021年8月24日 従業員1名 当社事業所（京都府舞鶴市） 

2021年8月22日 従業員1名 当社グループ会社（東京都） 

2021年8月21日 従業員1名 当社グループ会社（千葉県市原市） 

2021年8月21日 従業員1名 当社事業所（三重県四日市） 

2021年8月20日 従業員1名 当社事業所（千葉県市原市） 

2021年8月19日 従業員1名 当社事業所（京都府舞鶴市） 

2021年8月19日 従業員1名 当社グループ会社（群馬県太田市） 

2021年8月17日 従業員1名 当社グループ会社（千葉県市原市） 

2021年8月16日 従業員1名 当社事業所（千葉県市原市） 

2021年8月15日 従業員1名 当社グループ会社（岩手県花巻市） 

2021年8月14日 従業員1名 当社グループ会社（宮城県黒川郡） 

2021年8月13日 従業員1名 当社事業所（千葉県市原市） 

2021年8月13日 従業員1名 当社事業所（京都府京都市） 

2021年8月12日 従業員1名 当社事業所（京都府京都市） 

2021年8月11日 従業員1名 当社事業所（東京都） 

2021年8月8日 従業員1名 当社事業所（千葉県市原市） 

2021年7月30日 従業員1名 当社グループ会社（東京都） 

2021年7月28日 従業員1名 当社グループ会社（東京都） 

2021年7月27日 従業員1名 当社事業所（京都府舞鶴市） 

2021年6月5日 従業員1名 当社グループ会社（千葉県市原市） 



 

2021年5月28日 従業員1名 当社グループ会社（岩手県花巻市） 

2021年5月7日 従業員1名 当社グループ会社（福岡県北九州市） 

2021年4月26日 従業員1名 当社グループ会社（千葉県市原市） 

2021年4月3日 従業員1名 当社事業所（京都府舞鶴市） 

＜ご参考＞ 2021年 3月期（2020年 4月 1日～2021年 3月 31日）公表分 

当社グループでは、所管保健所および関係各所と協力し、職場の消毒、濃厚接触者の特定と自宅

待機、勤務先従業員の健康観察、関係者への連絡など必要な措置を実施しております。 

＜ご参考＞ 当社グループにおける新型コロナウイルス感染防止対策について  

 

今後も社内外への感染拡大抑止と従業員の安全確保を最優先に、迅速な対応措置を実施してま

いります。地域住民の皆様、お取引先様をはじめとする関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を

賜りますようお願い申し上げます。 

以上 

https://www.nsg.co.jp/-/media/nsgcom/tiles/covid19releasefy2021_j.pdf
https://www.nsg.co.jp/ja-jp/sustainability/social/covid-19

