
2022年 4月 28日 

ＳＯＭＰＯケア株式会社 

 

【2022年 4月 28日更新】当社事業所における新型コロナウイルス感染者発生について 

 

当社が運営する事業所における、新型コロナウイルスの感染者発生状況につきまして、お知ら

せいたします。 

  

感染者が確認されたことを受け、速やかに当該事業所の消毒作業を実施するとともに、標準感

染予防策（スタンダードプリコーション）に基づくケアの提供、保健所の指導に基づいたケア提

供体制の構築、ご利用者さま・職員の体調確認の徹底継続等の感染拡大防止策を実施しておりま

す。 

 

今後も引き続き、保健所ならびに自治体などの関係機関と連携を図り、感染拡大の防止に努め

るとともに、必要な措置を適切に講じてまいります。 

 

【新型コロナウイルス感染者 新規発生状況】 

 事業所名 陽性 

確認日 

ご利用者 

さま 

職員 ご利用者

さま累計 

職員 

累計 

新規 札幌東豊 訪問看護 

（北海道札幌市） 
4/25 － 1名 － 1名 

新規 下目黒デイサービス 4/21 1名 －   

 （東京都目黒区） 4/26 1名 － 2名 － 

新規 そんぽの家Ｓ武蔵野 

（東京都西東京市） 
4/21 － 1名 － 1名 

新規 ラヴィーレ国立矢川 

（東京都国立市） 
4/21 － 1名※1 － 1名 

新規 新宿南 訪問介護 

（東京都新宿区） 
4/25 － 1名 － 1名 

新規 東久留米 居宅介護支援 

（東京都東久留米市） 
4/26 － 1名 － 1名 

新規 そんぽの家 小平仲町 

（東京都小平市） 
4/26 － 1名 － 1名 

新規 そんぽの家 経堂 

（東京都世田谷区） 
4/26 1名 － 1名 － 

新規 本社 

（東京都品川区） 
4/25 － 1名 － 1名 

新規 ＳＯＭＰＯケアフーズ本社 

（東京都品川区） 

4/27 － 1名※1 － 1名 

新規 ラヴィーレ川口安行 

（埼玉県川口市） 

4/26 － 1名 － 1名 

新規 ラヴィーレ草加松原 

（埼玉県草加市） 

4/25 － 1名 － 1名 



 事業所名 陽性 

確認日 

ご利用者 

さま 

職員 ご利用者

さま累計 

職員 

累計 

新規 ラヴィーレふじみ野 

（埼玉県ふじみ野市） 

4/24 － 1名 － 1名 

新規 松戸北岡デイサービス 4/22 1名 －   

 （千葉県松戸市） 4/25 1名 － 2名 － 

新規 そんぽの家 京成大久保 

（千葉県習志野市） 

4/26 1名 － 1名 － 

新規 ラヴィーレあざみ野 

（神奈川県横浜市） 

4/23 － 1名 － 1名 

新規 ラヴィーレ王禅寺 

（神奈川県川崎市） 

4/22 1名 － 1名 － 

新規 ラヴィーレ座間谷戸山公園 

（神奈川県座間市） 

4/26 － 1名※1 － 1名 

新規 ラヴィーレ小田原弐番館 

（神奈川県小田原市） 

4/21 － 1名※1 － 1名 

新規 そんぽの家 吹上 

（愛知県名古屋市） 

4/21 － 1名 － 1名 

新規 そんぽの家Ｓ京都嵯峨野 

（京都府京都市） 

4/21 － 1名 － 1名 

新規 そんぽの家Ｓ西大路八条 

（京都府京都市） 

4/23 － 1名 － 1名 

新規 ラヴィーレ弁天町 

（大阪府大阪市） 

4/26 － 1名 － 1名 

新規 そんぽの家 鶴見緑地 

（大阪府大阪市） 

4/27 － 1名※1 － 1名 

新規 そんぽの家 豊中南曽根 

（大阪府豊中市） 

4/26 － 1名 － 1名 

新規 門真ゆりデイサービス 

（大阪府門真市） 

4/22 1名 － 1名 － 

新規 ハッピーデイズ岸和田 

（大阪府岸和田市） 

4/21 － 1名 － 1名 

追加 ラヴィーレ世田谷船橋※2 

（東京都世田谷区） 
4/26 2名 － 5名 10名 

追加 そんぽの家 高円寺※3 

（東京都杉並区） 
4/23 － 1名 － 2名 

追加 ラヴィーレ越谷※4 4/22 1名 2名   

 （埼玉県越谷市） 4/23 12名 2名   

  4/24 1名 － 15名 5名 

追加 そんぽの家Ｓ池下※5 4/24 － 1名   

 （愛知県名古屋市） 4/25 － 1名 1名 3名 

 

※1 給食業務を委託する当社子会社ＳＯＭＰＯケアフーズ株式会社の職員 

※2 当該施設においては、4月 21日までにご利用者さま 3名・職員 10名の感染が確認されていました。 



※3 当該施設においては、4月 19日に職員 1名の感染が確認されていました。 

※4 当該施設においては、4月 20日までにご利用者さま 1名・職員 1名の感染が確認されていました。 

※5 当該施設においては、4月 21日までにご利用者さま 1名・職員 1名の感染が確認されていました。 

 

以上 

 

【報道機関の皆さまへ】 

ご利用者さま・ご家族さま・職員の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いいたし

ます。 


