
2022 年 1月 31日 

お客さま各位 

青梅信用金庫 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染について 

 

 1月 31日(月)、当金庫職員１名が、新型コロナウイルスに感染していることが判明

いたしました。 

 お客さまと職員の安全確保を最優先に考え、関係機関と緊密に連携し、感染拡大の

抑止に努めてまいります。お客さま及び関係者の皆さまには何卒、ご理解とご協力を

お願い申し上げます。 

 

１．概要 

 ⑴ 恩方支店の職員１名（内勤者） 

 ⑵ 症状・経過 

    1月 29日(土)  朝に喉の違和感があり、午後に発熱。 

    1月 30日(日)  平熱に戻ったが、喉に違和感があり、医療機関に相談し  

明日の PCR検査の予約を取る。 

    1月 31日(月） 休暇を取り医療機関を受診し PCR検査を実施。その結果、

「陽性」が判明。 

  ※感染者とその御家族の人権尊重、個人情報保護にご理解をお願い申し上げます。 

 

２．当該職員の業務内容及び勤務状況 

  当該職員は、事務を担当しており、勤務中はマスクの着用、アルコール消毒、手

洗い・うがい等の感染防止に努めておりました。なお、当該職員は 1 月 29 日(土)

より出勤しておりません。 

 

３．対応 

 ⑴ 当該職員の行動履歴並びに濃厚接触者の調査。 

 ⑵ 当金庫では関係機関と緊密に連携し、濃厚接触者等に該当する方が確認された

場合は個別にご連絡いたします。 

 

４．今後について 

  当該店舗の消毒作業は完了しており、通常どおり窓口営業を継続してまいります。 

  今後におきましても、お客さまと職員の安全を最優先に考え、感染拡大の防止に

努めてまいります。 

以 上 

 

 
【お客さま お問合せ先】 

青梅信用金庫 経営管理部 

フリーダイヤル：0120-60-1130  受付時間／平日 9：00～17：00 



2022年１月 28日 

お客さま各位 

青梅信用金庫 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染について 

 

 1月 28日(金)、当金庫職員１名が、新型コロナウイルスに感染していることが判明

いたしました。 

 お客さまと職員の安全確保を最優先に考え、関係機関と緊密に連携し、感染拡大の

抑止に努めてまいります。お客さま及び関係者の皆さまには何卒、ご理解とご協力を

お願い申し上げます。 

 

１．概要 

 ⑴ 恩方支店の職員１名（渉外業務担当） 

 ⑵ 症状・経過 

    1月 27日(木) 午前中、喉に違和感を感じるようになったが発熱は無かった。

同日は直ちに早退し、自宅待機とした。 

    1月 28日(金) 休暇を取り医療機関を受診、PCR検査を受け、「陽性」が判

明。 

  ※感染者とその御家族の人権尊重、個人情報保護にご理解をお願い申し上げます。 

 

２．当該職員の業務内容及び勤務状況 

  当該職員は、渉外業務を担当しており、勤務中はマスクの着用、お客さま訪問ご

とのアルコール消毒、手洗い・うがい等の感染防止に努めておりました。、当該職

員は 1月 27日(木)より午後より出勤しておりません。 

 

３．対応 

 ⑴ 当該職員の行動履歴並びに濃厚接触者の調査。 

 ⑵ 当金庫では関係機関と緊密に連携し、濃厚接触者等に該当する方が確認された

場合は個別にご連絡いたします。 

 

４．今後について 

  当該店舗の消毒作業は完了しており、通常どおり窓口営業を継続してまいります。 

  今後におきましても、お客さまと職員の安全を最優先に考え、感染拡大の防止に

努めてまいります。 

以 上 

 

 
【お客さま お問合せ先】 

青梅信用金庫 経営管理部 

フリーダイヤル：0120-60-1130  受付時間／平日 9：00～17：00 



2022年１月 28日 

お客さま各位 

青梅信用金庫 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染について 

 

 1月 28日(金)、当金庫職員１名が、新型コロナウイルスに感染していることが判明

いたしました。 

 お客さまと職員の安全確保を最優先に考え、関係機関と緊密に連携し、感染拡大の

抑止に努めてまいります。お客さま及び関係者の皆さまには何卒、ご理解とご協力を

お願い申し上げます。 

 

１．概要 

 ⑴ 福生支店の職員１名（内勤者） 

 ⑵ 症状・経過 

    1月 25日(火) 喉に違和感があり、発熱があったので医療機関を受診。 

    1月 26日(水) PCR検査を受診。 

    1月 28日(金) PCR検査の結果「陽性」が判明。 

  ※感染者とその御家族の人権尊重、個人情報保護にご理解をお願い申し上げます。 

 

２．当該職員の業務内容及び勤務状況 

  当該職員は、事務を担当しており、勤務中はマスクの着用、アルコール消毒、手

洗い・うがい等の感染防止に努めておりました。なお、当該職員は 1 月 25 日(火)

より出勤しておりません。 

 

３．対応 

 ⑴ 当該職員の行動履歴並びに濃厚接触者の調査。 

 ⑵ 当金庫では関係機関と緊密に連携し、濃厚接触者等に該当する方が確認された

場合は個別にご連絡いたします。 

 

４．今後について 

  当該店舗の消毒作業は完了しており、通常どおり窓口営業を継続してまいります。 

  今後におきましても、お客さまと職員の安全を最優先に考え、感染拡大の防止に

努めてまいります。 

以 上 

 

 
【お客さま お問合せ先】 

青梅信用金庫 経営管理部 

フリーダイヤル：0120-60-1130  受付時間／平日 9：00～17：00 



2022 年１月 24日 

お客さま各位 

青梅信用金庫 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染について 

 

 1月 22日(土)、当金庫職員１名が、新型コロナウイルスに感染していることが判明

いたしました。 

 お客さまと職員の安全確保を最優先に考え、関係機関と緊密に連携し、感染拡大の

抑止に努めてまいります。お客さま及び関係者の皆さまには何卒、ご理解とご協力を

お願い申し上げます。 

 

１．概要 

 ⑴ 福生支店の職員１名（渉外業務担当） 

 ⑵ 症状・経過 

    1月 21日(金)  帰宅後、喉の痛みと咳がでるようになった。熱は無かった。 

    1月 22日(土） 喉の痛みと咳がでるので医療機関を受診し PCR検査を受け

る。その結果、午後「陽性」が判明。 

  ※感染者とその御家族の人権尊重、個人情報保護にご理解をお願い申し上げます。 

 

２．当該職員の業務内容及び勤務状況 

  当該職員は、渉外業務を担当しており、勤務中はマスクの着用、お客さま訪問ご

とのアルコール消毒、手洗い・うがい等の感染防止に努めておりました。なお、当

該職員は 1月 22日(土)より出勤しておりません。 

 

３．対応 

 ⑴ 当該職員の行動履歴並びに濃厚接触者の調査。 

 ⑵ 当金庫では関係機関と緊密に連携し、濃厚接触者等に該当する方が確認された

場合は個別にご連絡いたします。 

 

４．今後について 

  当該店舗の消毒作業は完了しており、通常どおり窓口営業を継続してまいります。 

  今後におきましても、お客さまと職員の安全を最優先に考え、感染拡大の防止に

努めてまいります。 

以 上 

 

 
【お客さま お問合せ先】 

青梅信用金庫 経営管理部 

フリーダイヤル：0120-60-1130  受付時間／平日 9：00～17：00 



2022年１月 21日 

お客さま各位 

青梅信用金庫 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染について 

 

 1月 20日(木)、当金庫職員１名が、新型コロナウイルスに感染していることが判明

いたしました。 

 お客さまと職員の安全確保を最優先に考え、関係機関と緊密に連携し、感染拡大の

抑止に努めてまいります。お客さま及び関係者の皆さまには何卒、ご理解とご協力を

お願い申し上げます。 

 

１．概要 

 ⑴ 羽村支店の職員１名（渉外業務担当） 

 ⑵ 症状・経過 

    1月 20日(木) 早朝より喉に痛みを感じるが、熱は無かった。      

                     同日は自宅待機とし、医療機関を受診。PCR検査をうけ、 

夕刻、結果「陽性」が判明。 

  ※感染者とその御家族の人権尊重、個人情報保護にご理解をお願い申し上げます。 

 

２．当該職員の業務内容及び勤務状況 

  当該職員は、渉外業務を担当しており、勤務中はマスクの着用、お客さま訪問ご

とのアルコール消毒、手洗い・うがい等の感染防止に努めておりました。なお、当

該職員は 1月 20日(木)より出勤しておりません。 

 

３．対応 

 ⑴ 当該職員の行動履歴並びに濃厚接触者の調査。 

 ⑵ 当金庫では関係機関と緊密に連携し、濃厚接触者等に該当する方が確認された

場合は個別にご連絡いたします。 

 

４．今後について 

  当該店舗の消毒作業は完了しており、通常どおり窓口営業を継続してまいります。 

  今後におきましても、お客さまと職員の安全を最優先に考え、感染拡大の防止に

努めてまいります。 

以 上 

 

 
【お客さま お問合せ先】 

青梅信用金庫 経営管理部 

フリーダイヤル：0120-60-1130  受付時間／平日 9：00～17：00 



2022年１月 20日 

お客さま各位 

青梅信用金庫 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染について 

 

 1月 19日(水)、当金庫職員１名が、新型コロナウイルスに感染していることが判明

いたしました。 

 お客さまと職員の安全確保を最優先に考え、関係機関と緊密に連携し、感染拡大の

抑止に努めてまいります。お客さま及び関係者の皆さまには何卒、ご理解とご協力を

お願い申し上げます。 

 

１．概要 

 ⑴ 北野支店の職員１名（内勤者） 

 ⑵ 症状・経過 

    1月 18日(火) 喉に違和感があったが発熱はなし。 

    1月 19日(水) 朝に発熱。 

    1月 19日(水) 医療機関を受診、PCR検査を実施。同日夕刻 PCR検査の結果

「陽性」が判明。 

  ※感染者とその御家族の人権尊重、個人情報保護にご理解をお願い申し上げます。 

 

２．当該職員の業務内容及び勤務状況 

  当該職員は、事務を担当しており、勤務中はマスクの着用、アルコール消毒、手

洗い・うがい等の感染防止に努めておりました。なお、当該職員は 1 月 19 日(水)

より出勤しておりません。 

 

３．対応 

 ⑴ 当該職員の行動履歴並びに濃厚接触者の調査。 

 ⑵ 当金庫では関係機関と緊密に連携し、濃厚接触者等に該当する方が確認された

場合は個別にご連絡いたします。 

 

４．今後について 

  当該店舗の消毒作業は完了しており、通常どおり窓口営業を継続してまいります。 

  今後におきましても、お客さまと職員の安全を最優先に考え、感染拡大の防止に

努めてまいります。 

以 上 

 

 
【お客さま お問合せ先】 

青梅信用金庫 経営管理部 

フリーダイヤル：0120-60-1130  受付時間／平日 9：00～17：00 




