
令和 4年 8月 8日 

朝日信用金庫 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染について 

当金庫浅草支店清川出張所において、8 月 7 日(日)に職員 1 名が新型コロナウイ

ルスに感染していることが確認されました。 

当金庫では、お客さまと地域の皆さまの安全を最優先に考え、関係諸機関と連携

して、感染拡大防止に努めてまいります。お客さまには、ご心配をおかけいたしま

すが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

記 

１．概要 

（１）浅草支店清川出張所（東京都台東区）の職員 1名 

（２）症状・経過 

8月 7日 当該職員が帰省前にＰＣＲ検査を実施した結果、新型コロナ 

ウイルス陽性が判明。 

２．当該職員の業務内容および勤務状況 

当該店舗において、店内事務に従事しており、勤務中はマスクの着用やこま

めな手洗い・うがいの励行等の感染防止に努めておりました。 

３．感染防止対策 

  ・浅草支店清川出張所の消毒作業を実施いたしました。 

  ・当金庫では関係諸機関と綿密に連携し、濃厚接触者等に該当する方が確認さ

れた場合は個別にお知らせします。 

４．今後の対応 

 浅草支店清川出張所においては、すでに消毒作業を完了しておりますので、

通常通りの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

の安全を最優先とし、感染拡大の抑止に努めてまいります。 

以 上

【本件に関するお問い合わせ先】 

朝日信用金庫 総合企画部 広報室 

（直通）０３-３８６２-０３２４ 

※ 受付日時 平日 9：00～17：00 



令和 4年 8月 8日 

朝日信用金庫 

 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染について 

 

当金庫根岸支店において、8 月 6 日(土)に職員 1 名が新型コロナウイルスに感染

していることが確認されました。 

当金庫では、お客さまと地域の皆さまの安全を最優先に考え、関係諸機関と連携

して、感染拡大防止に努めてまいります。お客さまには、ご心配をおかけいたしま

すが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 
 

記 

１．概要 

（１）根岸支店（東京都台東区）の職員 1名 

（２）症状・経過 

8月 4日 当該職員が発熱。 

8月 5日 当該職員が病院でＰＣＲ検査を実施。 

8月 6日 当該職員の新型コロナウイルス陽性が判明。 

 

２．当該職員の業務内容および勤務状況 

当該店舗において、渉外業務に従事しており、勤務中はマスクの着用やこま

めな手洗い・うがいの励行等の感染防止に努めておりました。 

 

３．感染防止対策 

  ・根岸支店の消毒作業を実施いたしました。 

  ・当金庫では関係諸機関と綿密に連携し、濃厚接触者等に該当する方が確認さ

れた場合は個別にお知らせします。 

 

４．今後の対応  

   根岸支店においては、すでに消毒作業を完了しておりますので、通常通りの

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

優先とし、感染拡大の抑止に努めてまいります。 
 

以 上 
 

 
【本件に関するお問い合わせ先】 

朝日信用金庫 総合企画部 広報室 

（直通）０３-３８６２-０３２４ 

※ 受付日時 平日 9：00～17：00 
  



令和 4年 8月 8日 

朝日信用金庫 

 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染について 

 

当金庫千住支店において、8 月 8 日(月)に職員 1 名が新型コロナウイルスに感染

していることが確認されました。 

当金庫では、お客さまと地域の皆さまの安全を最優先に考え、関係諸機関と連携

して、感染拡大防止に努めてまいります。お客さまには、ご心配をおかけいたしま

すが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 
 

記 

１．概要 

（１）千住支店（東京都足立区）の職員 1名 

（２）症状・経過 

8月 7日 当該職員が発熱・喉痛を発症したため、病院でＰＣＲ検査を 

実施。 

8月 8日 当該職員の新型コロナウイルス陽性が判明。 

 

２．当該職員の業務内容および勤務状況 

当該店舗において、店内事務に従事しており、勤務中はマスクの着用やこま

めな手洗い・うがいの励行等の感染防止に努めておりました。 

 

３．感染防止対策 

  ・千住支店の消毒作業を実施いたしました。 

  ・当金庫では関係諸機関と綿密に連携し、濃厚接触者等に該当する方が確認さ

れた場合は個別にお知らせします。 

 

４．今後の対応  

   千住支店においては、すでに消毒作業を完了しておりますので、通常通りの

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

優先とし、感染拡大の抑止に努めてまいります。 
 

以 上 
 

 
【本件に関するお問い合わせ先】 

朝日信用金庫 総合企画部 広報室 

（直通）０３-３８６２-０３２４ 

※ 受付日時 平日 9：00～17：00 
  



令和 4年 8月 8日 

朝日信用金庫 

 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染について 

 

当金庫東向島支店において、8 月 5 日(金)に職員 1 名が新型コロナウイルスに感

染していることが確認されました。 

当金庫では、お客さまと地域の皆さまの安全を最優先に考え、関係諸機関と連携

して、感染拡大防止に努めてまいります。お客さまには、ご心配をおかけいたしま

すが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 
 

記 

１．概要 

（１）東向島支店（東京都墨田区）の職員 1名 

（２）症状・経過 

8月 3日 当該職員が発熱。 

8月 4日 当該職員が病院でＰＣＲ検査を実施。 

8月 5日 当該職員の新型コロナウイルス陽性が判明。 

 

２．当該職員の業務内容および勤務状況 

当該店舗において、店内事務に従事しており、勤務中はマスクの着用やこま

めな手洗い・うがいの励行等の感染防止に努めておりました。 

 

３．感染防止対策 

  ・東向島支店の消毒作業を実施いたしました。 

  ・当金庫では関係諸機関と綿密に連携し、濃厚接触者等に該当する方が確認さ

れた場合は個別にお知らせします。 

 

４．今後の対応  

   東向島支店においては、すでに消毒作業を完了しておりますので、通常通り

の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

最優先とし、感染拡大の抑止に努めてまいります。 
 

以 上 
 

 
【本件に関するお問い合わせ先】 

朝日信用金庫 総合企画部 広報室 

（直通）０３-３８６２-０３２４ 

※ 受付日時 平日 9：00～17：00 
  



令和 4年 8月 8日 

朝日信用金庫 

 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染について 

 

当金庫浅草雷門支店において、8 月 7 日(日)に職員 1 名が新型コロナウイルスに

感染していることが確認されました。 

当金庫では、お客さまと地域の皆さまの安全を最優先に考え、関係諸機関と連携

して、感染拡大防止に努めてまいります。お客さまには、ご心配をおかけいたしま

すが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 
 

記 

１．概要 

（１）浅草雷門支店（東京都台東区）の職員 1名 

（２）症状・経過 

8月 6日 当該職員が発熱。 

8月 7日 当該職員が病院で抗原検査を実施した結果、新型コロナ 

ウイルス陽性が判明。 

 

２．当該職員の業務内容および勤務状況 

当該店舗において、渉外業務に従事しており、勤務中はマスクの着用やこま

めな手洗い・うがいの励行等の感染防止に努めておりました。 

 

３．感染防止対策 

  ・浅草雷門支店の消毒作業を実施いたしました。 

  ・当金庫では関係諸機関と綿密に連携し、濃厚接触者等に該当する方が確認さ

れた場合は個別にお知らせします。 

 

４．今後の対応  

   浅草雷門支店においては、すでに消毒作業を完了しておりますので、通常通

りの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

を最優先とし、感染拡大の抑止に努めてまいります。 
 

以 上 
 

 
【本件に関するお問い合わせ先】 

朝日信用金庫 総合企画部 広報室 

（直通）０３-３８６２-０３２４ 

※ 受付日時 平日 9：00～17：00 
  



令和 4年 8月 8日 

朝日信用金庫 

 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染について 

 

当金庫神田小川町支店において、8 月 8 日(月)に職員 1 名が新型コロナウイルス

に感染していることが確認されました。 

当金庫では、お客さまと地域の皆さまの安全を最優先に考え、関係諸機関と連携

して、感染拡大防止に努めてまいります。お客さまには、ご心配をおかけいたしま

すが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 
 

記 

１．概要 

（１）神田小川町支店（東京都千代田区）の職員 1名 

（２）症状・経過 

8月 6日 当該職員が発熱。 

8月 7日 当該職員が抗原検査キットで確認した結果、陽性反応があっ 

た。 

8月 8日 保健所より前日の抗原検査キット陽性をもって新型コロナ 

ウイルス陽性が確定。 

 

２．当該職員の業務内容および勤務状況 

当該店舗において、渉外業務に従事しており、勤務中はマスクの着用やこま

めな手洗い・うがいの励行等の感染防止に努めておりました。 

 

３．感染防止対策 

  ・神田小川町支店の消毒作業を実施いたしました。 

  ・当金庫では関係諸機関と綿密に連携し、濃厚接触者等に該当する方が確認さ

れた場合は個別にお知らせします。 

 

４．今後の対応  

   神田小川町支店においては、すでに消毒作業を完了しておりますので、通常

通りの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

全を最優先とし、感染拡大の抑止に努めてまいります。 
 

以 上 
 

 
【本件に関するお問い合わせ先】 

朝日信用金庫 総合企画部 広報室 

（直通）０３-３８６２-０３２４ 

※ 受付日時 平日 9：00～17：00 
  



令和 4年 8月 8日 

朝日信用金庫 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染について 

当金庫三郷支店において、8 月 5 日(金)に職員 1 名が新型コロナウイルスに感染

していることが確認されました。 

当金庫では、お客さまと地域の皆さまの安全を最優先に考え、関係諸機関と連携

して、感染拡大防止に努めてまいります。お客さまには、ご心配をおかけいたしま

すが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

記 

１．概要 

（１）三郷支店（埼玉県三郷市）の職員 1名 

（２）症状・経過 

8月 4日 当該職員が発熱。 

8月 5日 当該職員が病院で抗原検査を実施した結果、新型コロナ 

ウイルス陽性が判明。 

２．当該職員の業務内容および勤務状況 

当該店舗において、店内事務に従事しており、勤務中はマスクの着用やこま

めな手洗い・うがいの励行等の感染防止に努めておりました。 

３．感染防止対策 

  ・三郷支店の消毒作業を実施いたしました。 

・当金庫では関係諸機関と綿密に連携し、濃厚接触者等に該当する方が確認さ 

れた場合は個別にお知らせします。 

４．今後の対応 

 三郷支店においては、すでに消毒作業を完了しておりますので、通常通りの

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

優先とし、感染拡大の抑止に努めてまいります。 

以 上

【本件に関するお問い合わせ先】 

朝日信用金庫 総合企画部 広報室 

（直通）０３-３８６２-０３２４ 

※ 受付日時 平日 9：00～17：00 


