日本年金機構における新型コロナウイルス感染者の発生拠点等について

日本年金機構において、役職員等の感染により事務所の閉所・再開等やお客様等に影響
がある場合については、別途プレスリリースでも公表するとともに、それ以外の場合であ
って、役職員等の感染が判明した場合については、別紙にて公表してまいります。
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別紙
現在までに役職員等の新型コロナウイルス感染が確認された年金事務所等（令和 3 年 3 月 11 日現在）
拠点名

所在地

概要

新宿年金

東 京 都 ・4/3(金)、職員（1 名）の感染が判明し、同日から事務所を閉鎖中。

事務所

新宿区

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/20200403.html）
・4/6(月)から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時窓口を
杉並年金事務所・中野年金事務所に開設中。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/20200406.html）
・4/14(火)までに、自宅待機中であった職員のうち 3 名の感染が判明。
・4/23(木)に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）
。杉並年金事務所・中
野年金事務所に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/20200423.html）

藤沢年金

神 奈 川 ・4/16(木)、職員（1 名）の感染が判明。

事務所

県 藤 沢 ・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当する
市

お客様・職員いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。

中央年金

東 京 都 ・4/27（月）
、委託業者の作業員（1 名）
（※）の感染が判明。
（※）お客様対応

センター

調布市

はなく、内部事務に従事。
・上記について、濃厚接触者の疑いのある者については自宅待機とするととも
に、当該作業員が勤務している区画を閉鎖中。
・保健所の指導の下、濃厚接触者（委託業者の作業員 2 名）について自宅待機
とし、4/30（木）に消毒作業を実施。
・5/1（金）に閉鎖した区画の閉鎖を解除。

東京広域

東 京 都 ・7/15（水）
、職員（1 名）
（※）の感染が判明。
（※）お客様対応はなく、内部

事務セン

江東区

事務に従事。
・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当する

ター

お客様・職員いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。
練馬年金

東京都

・7/29（水）
、職員（1 名）の感染が判明し、同日から事務所を閉鎖中。

事務所

練馬区

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202007/0729.html）
・同日から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時窓口を池袋
年金事務所に開設中。
・8/3(月)に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）
。8/4（火）から、池袋
年金事務所に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202008/080301.html）

千代田年

東京都

金事務所

千代田

中。

区

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202008/080302.html）

・7/31（金）の夜、職員（1 名）の感染が判明し、8/3（月）から事務所を閉鎖

・同日から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時窓口を新
宿年金事務所・中央年金事務所に開設中。
・8/5（水）に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）。8/6（木）から、新
宿年金事務所・中央年金事務所に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202008/0805.html）
障害年金

東京都

センター

新宿区

・8/3（月）
、委託業者の作業員（1 名）
（※）の感染が判明。
（※）お客様対応
はなく、内部事務に従事。
・上記について、濃厚接触者の疑いのある者については自宅待機とするととも
に、当該作業員が勤務している区画を閉鎖中。
・保健所の指導の下、濃厚接触者（委託業者の作業員 2 名）について自宅待機
とし、8/5（水）に消毒作業を実施。
・8/7（金）に閉鎖した区画の閉鎖を解除。

那覇年金

沖縄県

・8/6（木）
、職員（1 名）の感染が判明し、同日から事務所を閉鎖中。

事務所

那覇市

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202008/0806.html）
・同日から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時窓口を浦添
年金事務所に開設中。
・8/12（水）に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）
。8/13（木）から、
浦添年金事務所に開設していた臨時窓口を閉鎖。
(https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202008/0812.html)

本部

東京都
杉並区

・8/13（木）
、職員（1 名）
（※）の感染が判明。
（※）お客様対応はなく、内部
事務に従事。
・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当する
お客様・職員いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。

本部

東 京 都 ・8/20（木）
、派遣業者の作業員（1 名）
（※）の感染が判明。
（※）お客様対応
杉並区

はなく、内部事務に従事。
・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当する
お客様・職員いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。

名古屋広

名古屋

域事務セ

市中区

ンター

（※）の感染が判明。
（※）お客様対応
・8/25（火）
、委託業者の作業員（1 名）
はなく、内部事務に従事。
・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当する
お客様・職員いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。

所沢年金

埼玉県

・8/28（金）
、職員（1 名）の感染が判明し、同日から事務所を閉鎖中。

事務所

所沢市

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202008/0828.html）
・同日から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時窓口を川
越年金事務所に開設中。
・8/31（月）に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）
。9/1（火）から、川
越年金事務所に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202008/0831.html）

埼玉広域

埼玉県

・9/7（月）
、委託業者の作業員（1 名）
（※）の感染が判明。
（※）お客様対応は

事務セン

さいた

なく、内部事務に従事。

ター

ま市

・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当する
お客様・職員いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。

渋谷年金

東京都

・9/25（金）
、職員（1 名）の感染が判明し、同日から事務所を閉鎖中。

事務所

渋谷区

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/0925.html）
・同日から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時窓口を新
宿年金事務所に開設中。
・9/28（月）に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）
。9/29（火）から、
新宿年金事務所に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/0928.html）

東京広域

東京都

事務セン

江東区

・9/30（水）
、職員（1 名）（※）の感染が判明。
（※）お客様対応はなく、内部
事務に従事。
・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当する

ター

お客様・職員いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。
札幌東年

北海道

金 事 務

札幌市

所・新さ

・10/28（水）
、業務従事者（1 名）
（※）の感染が判明。
（※）両年金事務所の
業務に従事。
・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当する
お客様・職員いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。

っぽろ年
金事務所
北海道事

北海道

務センタ

札幌市

ー

・11/1（日）
、職員（1 名）（※）の感染が判明。
（※）お客様対応はなく、内部
事務に従事。
・上記について、濃厚接触者の疑いのある者は自宅待機。
・保健所の指導の下、濃厚接触者（職員 1 名）について自宅待機とし、11/3
（火）に消毒作業を実施。

大手前年

大阪市

・11/11（水）
、職員（1 名）の感染が判明。

金事務所

中央区

・当該職員については、休職期間中であり、お客様及び職員との接触はないこと
を確認済み。

川内年金

鹿児島

・11/11（水）
、職員（1 名）の感染が判明し、同日から事務所を閉鎖中。

事務所

県薩摩

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202011/1111-02.html）

川内市

・同日から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、11/12（木）
から、臨時窓口を川内文化ホール内に開設中。
・11/16（月）に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）
。同日で、川内文化
ホール内に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202011/1116.html）

玉名年金

熊本県

・11/11（水）
、職員（1 名）の感染が判明し、同日から事務所を閉鎖中。

事務所

玉名市

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202011/1111-01.html）
・臨時窓口を熊本東年金事務所に開設中。
・11/16（月）から、新たに臨時窓口を文化センター（玉名市）に開設。
・11/17（火）までに、待機中であった職員のうち 4 名の感染が判明。
・11/24（火）に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）。11/25（水）から、
熊本東年金事務所及び文化センター（玉名市）に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202011/1124.html）

玉出年金

大阪市

・11/13（金）
、職員（1 名）の感染が判明し、同日から事務所を閉鎖中。

事務所

住之江

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202011/1113.html）

区

・同日から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時窓口を天
王寺年金事務所に開設中。
・11/18（水）に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）。11/19（木）から、
天王寺年金事務所に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202011/1118-02.html）

横須賀年

神奈川

・11/17（火）
、職員（1 名）の感染が判明し、同日から事務所を閉鎖中。

金事務所

県横須

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202011/1117.html）

賀市

・同日から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時窓口を横
浜中年金事務所に開設中。
・11/18（水）に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）。11/19（木）から、
横浜中年金事務所に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202011/1118.html）

三条年金

新潟県

・11/17（火）
、職員（1 名）の感染が判明。

事務所

三条市

・上記について保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当する
お客様・職員いずれもなし）の必要がないことを確認し、11/17（火）に職場
の消毒作業を実施。

名古屋広

名 古 屋 ・11/19（木）
、職員（2 名）（※）の感染が判明。
（※）お客様対応はなく、内

域事務セ

市中区

ンター

部事務に従事。
・上記について、濃厚接触者の疑いのある者は自宅待機。
・保健所の指導の下、濃厚接触者（職員 5 名）について自宅待機とし、11/19
（木）に消毒作業を実施。

本部

東京都
杉並区

・11/20（金）
、職員（1 名）
（※）の感染が判明。
（※）お客様対応はなく、内
部事務に従事。
・上記について、濃厚接触者の疑いのある者は自宅待機。
・保健所の指導の下、濃厚接触者（職員 2 名）について自宅待機とし、11/21
（土）に消毒作業を実施。
・11/28（土）までに、職員のうち 6 名（※）の感染が判明。
（※）お客様対応
はなく、内部事務に従事。
・上記について、濃厚接触者の疑いのある者は自宅待機。

三条年金

新 潟 県 ・11/20（金）
、職員（1 名）
（※）の感染が判明。
（※）お客様対応はなく、内

事務所

三条市

部事務に従事。
・上記について、濃厚接触者の疑いのある者は自宅待機。
・保健所の指導の下、濃厚接触者（職員 5 名）について自宅待機とし、職場の
消毒作業の必要がないことを確認済み。
・11/28（土）までに、待機中であった職員のうち 1 名の感染が判明し、11/30
（月）から事務所を閉鎖中。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/120102.html）
・同日から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時窓口を長
岡年金事務所に開設中。
・12/1（火）から、新たに臨時窓口を嵐南公民館（三条市）に開設。
・12/3（木）に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）
。12/4（金）から、
長岡年金事務所及び嵐南公民館（三条市）に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/1203.html）

浦和年金

埼玉県

・11/23（月）
、職員（1 名）の感染が判明し、11/24（火）から事務所を閉鎖中。

事務所

さいた

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202011/112402.html）

ま市

・11/24（火）から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時窓
口を大宮年金事務所に開設中。
・11/30（月）に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）
。12/1（火）から、
大宮年金事務所に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202011/113003.html）

コールセ

千葉県

ンター

千葉市

・11/24（火）
、委託業者の作業員（1 名）（※）の感染が判明。（※）お客様対
応はなく、内部事務に従事。
・上記について、濃厚接触者の疑いのある者は自宅待機。
・保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当するお客様・職員
いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。

東京広域

東京都

事務セン

江東区

ター

（※）の感染が判明。
（※）お客様対応
・12/1（火）
、委託業者の作業員（1 名）
はなく、内部事務に従事。
・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当する
お客様・職員いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。

豊中年金

大阪府

・12/3（木）
、職員（1 名）の感染が判明し、同日から事務所を閉鎖中。

事務所

豊中市

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/120302.html）
・同日から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時窓口を淀
川年金事務所に開設中。
・12/7（月）に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）
。12/8（火）から、
淀川年金事務所に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/1207.html）

吹田年金

大 阪 府 ・12/7（月）
、業務従事者（1 名）の感染が判明。

事務所

吹田市

・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当する
お客様・職員いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。

渋谷年金

東 京 都 ・12/7（月）
、職員（1 名）の感染が判明し、同日から事務所を閉鎖中。

事務所

渋谷区

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/120702.html）
・同日から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時窓口を新
宿年金事務所に開設中。
・12/9（水）に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）
。12/10（木）から、
新宿年金事務所に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/1209.html）

品川年金

東京都

・12/8（火）
、職員（1 名）の感染が判明。

事務所

品川区

・当該職員については、休職期間中であり、お客様及び職員との接触はないこ
とを確認済み。

大田年金

東 京 都 ・12/9（水）
、職員（1 名）の感染が判明し、同日から事務所を閉鎖中。

事務所

大田区

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/120902.html）
・同日から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時窓口を港
年金事務所に開設中。
・12/15（火）までに、待機中であった職員のうち 2 名の感染が判明。
・12/18（金）に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）
。12/21（月）か
ら、港年金事務所に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/1218.html）

渋谷年金

東 京 都 ・12/16（水）
、職員（1 名）の感染が判明し、同日から事務所を閉鎖中。

事務所

渋谷区

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/1216.html）
・同日から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時窓口を新
宿年金事務所に開設中。
・12/22（火）に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）。12/23（水）から、
新宿年金事務所に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/1222.html）

コールセ

千葉県

ンター

千葉市

・12/18（金）
、委託業者の作業員（1 名）（※）の感染が判明。（※）お客様対
応はなく、内部事務に従事。
・上記について、濃厚接触者の疑いのある者は自宅待機。

・保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当するお客様・職員
いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。
府中年金

東京都

事務所

府中市

・12/18（金）
、職員（1 名）
（※）の感染が判明。
（※）お客様対応はなく、内
部事務に従事。
・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当する
お客様・職員いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。

本部

東京都
調布市

・12/25（金）
、職員（1 名）（※）の感染が判明。
（※）お客様対応はなく、内
部事務に従事。
・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当する
お客様・職員いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。

天王寺年

大阪府

金事務所

大阪市

・12/26（土）
、職員（1 名）
（※）の感染が判明し、12/28（月）から事務所を
閉鎖中。（※）お客様対応はなく、内部事務に従事。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/122801.html）
・12/28（月）から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時
窓口を堀江年金事務所に開設中。
・1/4（月）に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）。1/5（火）から、
堀江年金事務所に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202101/0104-01.html）

本部

東京都
杉並区

・12/28（月）
、職員（1 名）
（※）の感染が判明。
（※）お客様対応はなく、内
部事務に従事。
・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当する
お客様・職員いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。

東京広域

東京都

事務セン

江東区

・12/29（火）
、委託業者の作業員（1 名）（※）の感染が判明。（※）お客様対
応はなく、内部事務に従事。
・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当する

ター

お客様・職員いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。
福岡広域

福岡県

事務セン

福岡市

・12/29（火）～1/3（日）の間に職員（2 名）
（※）の感染が判明。
（※）お客
様対応はなく、内部事務に従事。
・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当する

ター

お客様・職員いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。
京都事務

京都府

センター

京都市

・1/5（火）
、職員（1 名）
（※）の感染が判明。（※）お客様対応はなく、内部
事務に従事。
・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当する
お客様・職員いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。

市川年金

千葉県

・1/5（火）
、職員（1 名）の感染が判明し、同日から事務所を閉鎖中。

事務所

市川市

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202101/0105.html）
・同日から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時窓口を船
橋年金事務所に開設中。

・1/7（木）に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）。1/8（金）から、
船橋年金事務所に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202101/0107.html）
コールセ

東京都

ンター

渋谷区

・1/6（水）
、委託業者の作業員（1 名）
（※）の感染が判明。
（※）お客様対応
はなく、内部事務に従事。
・保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当するお客様・職員
いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。

コールセ

宮城県

ンター

仙台市

・1/6（水）
、委託業者の作業員（1 名）
（※）の感染が判明。
（※）お客様対応
はなく、内部事務に従事。
・保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当するお客様・職員
いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。

広島東年

広島県

・1/7（木）
、職員（1 名）の感染が判明し、同日から事務所を閉鎖中。

金事務所

広島市

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202101/010702.html）
・同日から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時窓口を広
島南年金事務所に開設中。
・1/12（火）に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）
。1/13（水）か
ら、広島南年金事務所に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202101/011203.html）

千代田年

東京都

・1/7（木）
、職員（1 名）の感染が判明し、同日から事務所を閉鎖中。

金事務所

千代田

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202101/010703.html）

区

・同日から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時窓口を中
央年金事務所・港年金事務所に開設中。
・1/12（火）に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）
。1/13（水）か
ら、中央年金事務所・港年金事務所に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202101/011202.html）

高津年金

神奈川

事務所

県川崎
市

・1/7（木）
、職員（1 名）
（※）の感染が判明。（※）お客様対応はなく、内部
事務に従事。
・保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当するお客様・職員
いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。

横浜中年

神奈川

・1/8（金）
、職員（1 名）の感染が判明。

金事務所

県横浜

・保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当するお客様・職員

市
コールセ

福岡県

ンター

福岡市

いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。
・1/9（土）
、委託業者の作業員（1 名）
（※）の感染が判明。
（※）お客様対応
はなく、内部事務に従事。
・保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当するお客様・職員
いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。

コールセ

千葉県

ンター

千葉市

・1/9（土）
、委託業者の作業員（1 名）
（※）の感染が判明。
（※）お客様対応
はなく、内部事務に従事。

・保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当するお客様・職員
いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。
中央年金

東京都

センター

府中市

・1/10（日）
、職員（1 名）
（※）の感染が判明。（※）お客様対応はなく、内部
事務に従事。
・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当する
お客様・職員いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。

青梅年金

東京都

・1/10（日）
、職員（1 名）の感染が判明。

事務所

青梅市

・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当する
お客様・職員いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。

中央年金

東京都

センター

府中市

・1/14（木）
、委託業者の作業員（1 名）
（※）の感染が判明。
（※）お客様対応
はなく、内部事務に従事。
・上記について、濃厚接触者の疑いのある者は自宅待機。
・保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当するお客様・職員
いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。

江東年金

東京都

・1/14（木）夜、職員（1 名）の感染が判明し、1/15（金）から事務所を閉鎖中。

事務所

江東区

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202101/0115.html）
・1/15（金）から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時窓
口を墨田年金事務所に開設中。
・1/18（月）までに、待機中であった職員のうち 1 名の感染が判明。
・1/20（水）に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）
。1/21（木）か
ら、墨田年金事務所に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202101/0120.html）

千葉年金

千葉県

事務所

千葉市

・1/16（土）
、職員（1 名）（※）の感染が判明。
（※）お客様対応はなく、内部
事務に従事。
・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当する
お客様・職員いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。

那覇年金

沖縄県

・1/18（月）
、職員（1 名）の感染が判明し、同日から事務所を閉鎖中。

事務所

那覇市

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202101/0118-01.html）
・同日から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時窓口を浦
添年金事務所に開設中。
・1/19（火）に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）
。1/20（水）か
ら、浦添年金事務所に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202101/0119.html）

新宿年金

東京都

・1/20（水）
、職員（1 名）の感染が判明し、同日から事務所を閉鎖中。

事務所

新宿区

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202101/0120-01.html）
・同日から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時窓口を杉
並年金事務所・中野年金事務所に開設中。
・1/21（木）に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）
。1/22（金）か

ら、杉並年金事務所・中野年金事務所に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202101/0121-01.html）
渋谷年金

東京都

・1/20（水）
、職員（1 名）の感染が判明し、同日から事務所を閉鎖中。

事務所

渋谷区

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202101/0120-02.html）
・同日から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時窓口を目
黒年金事務所に開設中。
・1/25（月）までに、待機中であった職員のうち 1 名の感染が判明。
・1/25（月）に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）
。1/26（火）か
ら、目黒年金事務所に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202101/0125.html）

彦根年金

滋賀県

・1/21（木）
、職員（1 名）の感染が判明し、同日から事務所を閉鎖中。

事務所

彦根市

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202101/0121.html）
・同日から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時窓口を彦
根勤労福祉会館に開設中。
・1/22（金）に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）
。同日で、彦根勤
労福祉会館に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202101/0122-01.html）

港年金事

東京都

・1/25（月）
、業務従事者（1 名）の感染が判明し、同日から事務所を閉鎖中。

務所

港区

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202101/0125-01.html）
・同日から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時窓口を中
央年金事務所に開設中。
・1/26（火）に事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）
。1/27（水）か
ら、中央年金事務所に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202101/0126.html）

渋谷年金

東京都

・1/27（水）
、職員（1 名）の感染が判明。

事務所

渋谷区

・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当する
お客様・職員いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。

東京広域

東京都

事務セン

江東区

・1/29（金）
、委託業者の作業員（1 名）
（※）の感染が判明。
（※）お客様対応
はなく、内部事務に従事。
・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当する

ター

お客様・職員いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。
目黒年金

東京都

事務所

目黒区

・1/30（土）
、職員（1 名）（※）の感染が判明。
（※）お客様対応はなく、内部
事務に従事。
・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当す
るお客様・職員いずれもなし）の必要がないことを確認済み。
・1/30（土）に職場の消毒作業を実施済み。

街角の年

大阪府

・2/1（月）
、相談員（1 名）の感染が判明し、同日から相談センターを閉鎖中。

金相談セ

大阪市

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202102/020103.html）

ンター城

・同日から、臨時窓口を城東年金事務所に開設中。

東

・2/3（水）に相談センターの業務を再開（消毒作業等実施済み）
。同日で、城
東年金事務所に開設していた臨時窓口を閉鎖。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202102/0203.html）

大阪広域

大阪府

事務セン

大阪市

ター

・2/2（火）
、委託業者の作業員（1 名）
（※）の感染が判明。
（※）お客様対応
はなく、内部事務に従事。
・上記について、濃厚接触者の疑いのある者は自宅待機。
・保健所の指導の下、濃厚接触者（委託業者の作業員 6 名）について自宅待機
とし、2/3（水）に職場の消毒作業を実施。

川越年金

埼 玉 県 ・2/8（月）
、相談員（1 名）
（※）の感染が判明し、同日から年金事務所及び相

事務所・

川越市

談センターを閉鎖中。
（※）両拠点の業務に従事。

街角の年

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202102/0208.html）

金相談セ

・同日から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時窓口を所
沢年金事務所に開設中。

ンター川

・2/9（火）に年金事務所の業務を再開（消毒作業等実施済み）。同日で、所沢

越（オフ

年金事務所に開設していた臨時窓口を閉鎖（街角の年金相談センター川越（オ

ィス）

フィス）の臨時窓口を川越年金事務所に変更）
。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202102/0209.html）
・2/10（水）に相談センターの業務を再開（消毒作業等実施済み）。2/12（金）
から、川越年金事務所に開設していた臨時窓口を閉鎖
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202102/0210.html）
コールセ

福岡県

ンター

福岡市

・2/14（日）
、委託業者の作業員（1 名）
（※）の感染が判明。
（※）お客様対応
はなく、内部事務に従事。
・上記について、濃厚接触者の疑いのある者は自宅待機。
・2/24（水）までに、上記のほか、委託業者の作業員（42 名）
（※）の感染が
判明。
（※）お客様対応はなく、内部事務に従事。
・保健所の指導の下、全員について自宅待機とし、2/15（月）
、2/17（水）及び
2/22（月）に職場の消毒作業を実施。

兵庫事務

兵庫県

センター

神戸市

・2/15（月）
、委託業者の作業員（1 名）
（※）の感染が判明。
（※）お客様対応は
なく、内部事務に従事。
・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当する
お客様・職員いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。

本部

東京都
杉並区

・2/24（水）
、委託業者の作業員（1 名）
（※）の感染が判明。
（※）お客様対応
はなく、内部事務に従事。
・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当する
お客様・職員いずれもなし）及び職場の消毒作業の必要がないことを確認済み。

北海道事

北海道

務センタ

札幌市

ー

・3/3（水）
、職員（1 名）
（※）の感染が判明。
（※）お客様対応はなく、内部事
務に従事。
・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当す
るお客様・職員いずれもなし）の必要がないことを確認済み。
・3/3（水）に職場の消毒作業を実施済み。

仙台東年

宮城県

金事務所

仙台市

・3/5（金）夜、職員（1 名）の感染が判明し、3/8（月）から事務所を閉鎖
中。
（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202103/0308.html）
・同日から、相談を伴わない書類の受付のみ実施するとともに、臨時窓口を仙
台南年金事務所に開設中。
・3/10（水）までに、上記のほか、職員（5 名）の感染が判明。
・3/6（土）に職場の消毒作業を実施済み。

障害年金

東京都

センター

新宿区

・3/9（火）
、職員（1 名）
（※）の感染が判明。
（※）お客様対応はなく、内部事
務に従事。
・上記について、保健所の指導の下、濃厚接触者の特定（濃厚接触者に該当す
るお客様・職員いずれもなし）の必要がないことを確認済み。
・3/9（火）に職場の消毒作業を実施済み。

