
２０２２年 ５月１２日 

お客さま各位 

奈良信用金庫 

 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

当金庫奈良支店（奈良市）に勤務する職員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。 

 お客さまをはじめ、関係するすべての皆さまにご心配をおかけいたしますが、当金庫

は、関係機関と密に連携を取りながら感染拡大を防ぐべく取り組んでまいりますので、

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

【概 要】 

（１）感染者：奈良支店職員１名 

（２）経  過：５月１２日（木）体調不良のため病院にて受診、 

新型コロナウイルス感染判明 

                          （５月１１日（水）以降、出勤しておりません） 

（３）対 応 

・当該職員が勤務する奈良支店は、２次感染防止の観点から消毒を実施し、職員

等の安全確保を図ったうえで、業務を継続しております。 

・通常よりも少人数体制にて運営させていただくため、お手続きの内容により 

お時間を要する場合や近隣店舗へご案内をさせていただく場合がございます。 

  

今後も当金庫は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めるとともに、    

お客さまと職員の健康と安全を最優先に、関係機関との連携を取りながら、適切

に対処してまいります。 

      なお、当該職員の個人情報に関しては、特定されることのないよう、各段のご

配慮をお願いいたします。 

以  上 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

奈良信用金庫 資産管理本部 

電話 ０７４３－５４－３１１３ 

（平日９：００～１７：００） 



２０２２年 ５月９日 

お客さま各位 

奈良信用金庫 

 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

当金庫奈良支店（奈良市）に勤務する職員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。 

 お客さまをはじめ、関係するすべての皆さまにご心配をおかけいたしますが、当金庫

は、関係機関と密に連携を取りながら感染拡大を防ぐべく取り組んでまいりますので、

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

【概 要】 

（１）感染者：奈良支店職員１名 

（２）経  過：５月９日（月）体調不良のため病院にて受診、 

新型コロナウイルス感染判明 

                          （５月６日（金）以降、出勤しておりません） 

（３）対 応 

・当該職員が勤務する奈良支店は、２次感染防止の観点から消毒を実施し、職員

等の安全確保を図ったうえで、業務を継続しております。 

・通常よりも少人数体制にて運営させていただくため、お手続きの内容により 

お時間を要する場合や近隣店舗へご案内をさせていただく場合がございます。 

  

今後も当金庫は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めるとともに、    

お客さまと職員の健康と安全を最優先に、関係機関との連携を取りながら、適切

に対処してまいります。 

      なお、当該職員の個人情報に関しては、特定されることのないよう、各段のご

配慮をお願いいたします。 

以  上 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

奈良信用金庫 資産管理本部 

電話 ０７４３－５４－３１１３ 

（平日９：００～１７：００） 



２０２２年 ４月５日 

お客さま各位 

奈良信用金庫 

 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

当金庫小泉支店（大和郡山市）に勤務する職員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。 

 お客さまをはじめ、関係するすべての皆さまにご心配をおかけいたしますが、当金庫

は、関係機関と密に連携を取りながら感染拡大を防ぐべく取り組んでまいりますので、

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

【概 要】 

（１）感染者：小泉支店職員１名 

（２）経  過：４月４日（月）体調不良のため病院にて受診、 

新型コロナウイルス感染判明 

                          （４月１日（金）以降、出勤しておりません） 

（３）対 応 

・当該職員が勤務する小泉支店は、２次感染防止の観点から消毒を実施し、職員

等の安全確保を図ったうえで、業務を継続しております。 

・通常よりも少人数体制にて運営させていただくため、お手続きの内容により 

お時間を要する場合や近隣店舗へご案内をさせていただく場合がございます。 

  

今後も当金庫は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めるとともに、    

お客さまと職員の健康と安全を最優先に、関係機関との連携を取りながら、適切

に対処してまいります。 

      なお、当該職員の個人情報に関しては、特定されることのないよう、各段のご

配慮をお願いいたします。 

以  上 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

奈良信用金庫 資産管理本部 

電話 ０７４３－５４－３１１３ 

（平日９：００～１７：００） 



２０２２年 ３月２８日 

お客さま各位 

奈良信用金庫 

 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

当金庫本部（大和郡山市）に勤務する職員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。 

 お客さまをはじめ、関係するすべての皆さまにご心配をおかけいたしますが、当金庫

は、関係機関と密に連携を取りながら感染拡大を防ぐべく取り組んでまいりますので、

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

【概 要】 

（１）感染者：本部職員１名 

（２）経  過：３月２６日（土）体調不良のため病院にて受診、 

新型コロナウイルス感染判明 

                          （３月２５日（金）以降、出勤しておりません） 

（３）対 応 

・当該職員が勤務する本部ビル施設は、２次感染防止の観点から消毒を実施し、

職員等の安全確保を図ったうえで、業務を継続しております。 

 

今後も当金庫は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めるとともに、    

お客さまと職員の健康と安全を最優先に、関係機関との連携を取りながら、適切

に対処してまいります。 

      なお、当該職員の個人情報に関しては、特定されることのないよう、各段のご

配慮をお願いいたします。 

以  上 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

奈良信用金庫 総務部 

電話 ０７４３－５４－３１１３ 

（平日９：００～１７：００） 

 

 



２０２２年 ３月１４日 

お客さま各位 

奈良信用金庫 

 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

当金庫本店営業部（大和郡山市）に勤務する職員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。 

 お客さまをはじめ、関係するすべての皆さまにご心配をおかけいたしますが、当金庫

は、関係機関と密に連携を取りながら感染拡大を防ぐべく取り組んでまいりますので、

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

【概 要】 

（１）感染者：本店営業部職員１名 

（２）経  過：３月１２日（土）体調不良のため病院にて受診、 

新型コロナウイルス感染判明 

                          （３月１０日（木）以降、出勤しておりません） 

（３）対 応 

・当該職員が勤務する本店営業部は、２次感染防止の観点から消毒を実施し、職

員等の安全確保を図ったうえで、業務を継続しております。 

・通常よりも少人数体制にて運営させていただくため、お手続きの内容により 

お時間を要する場合や近隣店舗へご案内をさせていただく場合がございます。 

  

今後も当金庫は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めるとともに、    

お客さまと職員の健康と安全を最優先に、関係機関との連携を取りながら、適切

に対処してまいります。 

      なお、当該職員の個人情報に関しては、特定されることのないよう、各段のご

配慮をお願いいたします。 

以  上 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

奈良信用金庫 総務部 

電話 ０７４３－５４－３１１３ 

（平日９：００～１７：００） 



２０２２年 ３月１１日 

お客さま各位 

奈良信用金庫 

 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

当金庫学園前支店（奈良市）に勤務する職員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。 

 お客さまをはじめ、関係するすべての皆さまにご心配をおかけいたしますが、当金庫

は、関係機関と密に連携を取りながら感染拡大を防ぐべく取り組んでまいりますので、

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

【概 要】 

（１）感染者：学園前支店職員１名 

（２）経  過：３月１０日（木）体調不良のため病院にて受診、 

新型コロナウイルス感染判明 

                          （以降、出勤しておりません） 

（３）対 応 

・当該職員が勤務する学園前支店は、２次感染防止の観点から消毒を実施し、職

員等の安全確保を図ったうえで、業務を継続しております。 

・通常よりも少人数体制にて運営させていただくため、お手続きの内容により 

お時間を要する場合や近隣店舗へご案内をさせていただく場合がございます。 

  

今後も当金庫は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めるとともに、    

お客さまと職員の健康と安全を最優先に、関係機関との連携を取りながら、適切

に対処してまいります。 

      なお、当該職員の個人情報に関しては、特定されることのないよう、各段のご

配慮をお願いいたします。 

以  上 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

奈良信用金庫 総務部 

電話 ０７４３－５４－３１１３ 

（平日９：００～１７：００） 



２０２２年 ３月９日 

お客さま各位 

奈良信用金庫 

 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

当金庫木津川梅美台出張所（京都府木津川市）に勤務する職員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。 

 お客さまをはじめ、関係するすべての皆さまにご心配をおかけいたしますが、当金庫

は、関係機関と密に連携を取りながら感染拡大を防ぐべく取り組んでまいりますので、

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

【概 要】 

（１）感染者：木津川梅美台出張所職員１名 

（２）経  過：３月６日（日）体調不良 

       ３月８日（火）ＰＣＲ検査にて陽性 

                        （３月７日（月）以降、出勤しておりません） 

（３）対 応 

・当該職員が勤務する木津川梅美台出張所は、２次感染防止の観点から消毒を実

施し、職員等の安全確保を図ったうえで、業務を継続しております。 

・通常よりも少人数体制にて運営させていただくため、お手続きの内容により 

お時間を要する場合や近隣店舗へご案内をさせていただく場合がございます。 

  

今後も当金庫は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めるとともに、    

お客さまと職員の健康と安全を最優先に、関係機関との連携を取りながら、適切

に対処してまいります。 

      なお、当該職員の個人情報に関しては、特定されることのないよう、各段のご

配慮をお願いいたします。 

以  上 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

奈良信用金庫 総務部 

電話 ０７４３－５４－３１１３ 

（平日９：００～１７：００） 



２０２２年 ３月１日 

お客さま各位 

 

奈良信用金庫 

 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

当金庫奈良本部（奈良市）に勤務する職員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。 

 お客さまをはじめ、関係するすべての皆さまにご心配をおかけいたしますが、当金庫

は、関係機関と密に連携を取りながら感染拡大を防ぐべく取り組んでまいりますので、

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

【概 要】 

（１）感染者：奈良本部職員１名 

（２）経  過：２月２８日（月）体調不良のため病院にて受診、 

新型コロナウイルス感染判明 

                             （以降、出勤しておりません） 

（３）対 応 

・当該職員が勤務する奈良本部ビル施設は、２次感染防止の観点から消毒を実施

し、職員等の安全確保を図ったうえで、業務を継続しております。 

     

今後も当金庫は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めるとともに、    

お客さまと職員の健康と安全を最優先に、関係機関との連携を取りながら、適切

に対処してまいります。 

      なお、当該職員の個人情報に関しては、特定されることのないよう、各段のご

配慮をお願いいたします。 

以  上 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

奈良信用金庫 総務部 

電話 ０７４３－５４－３１１３ 

（平日９：００～１７：００） 

  



２０２２年 ２月２２日 

 

お客さま各位 

奈良信用金庫 

 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

当金庫筒井支店（大和郡山市）に勤務する職員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。 

お客さまをはじめ、関係するすべての皆さまにご心配をおかけいたしますが、当金庫

は、関係機関と密に連携を取りながら感染拡大を防ぐべく取り組んでまいりますので、

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

【概 要】 

（１）感染者：筒井支店職員１名 

（２）経  過：２月２０日（日）ＰＣＲ検査にて陽性 

（２月１８日（金）以降、出勤しておりません） 

（３）対 応 

・当該職員が勤務する筒井支店は、お客さまへの２次感染防止の観点から、店舗 

内の消毒作業はすでに実施しております。 

・通常よりも少人数体制にて運営させていただくため、お手続きの内容により 

お時間を要する場合や近隣店舗へご案内をさせていただく場合がございます。 

 

今後も当金庫は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めるとともに、 

お客さまと職員の健康と安全を最優先に、所管保健所はじめ自治体等の関係機関と

連携を取りながら、適切に対処してまいります。 

なお、当該職員の個人情報に関しては、特定されることのないよう、各段のご 

配慮をお願いいたします。 

以  上 

 

                   【本件に関するお問い合わせ先】 

奈良信用金庫 総務部 

電話 ０７４３－５４－３１１３ 

（平日９：００～１７：００） 



２０２２年 ２月１７日 

お客さま各位 

 

奈良信用金庫 

 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

当金庫本部（大和郡山市）に勤務する職員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。 

 お客さまをはじめ、関係するすべての皆さまにご心配をおかけいたしますが、当金庫

は、関係機関と密に連携を取りながら感染拡大を防ぐべく取り組んでまいりますので、

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

【概 要】 

（１）感染者：本部職員１名 

（２）経  過：２月１６日（水）体調不良のため病院にて受診、 

新型コロナウイルス感染判明 

                             （以降、出勤しておりません） 

（３）対 応 

・当該職員が勤務する本部ビル施設は、２次感染防止の観点から消毒を実施し、

職員等の安全確保を図ったうえで、業務を継続しております。 

     

今後も当金庫は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めるとともに、    

お客さまと職員の健康と安全を最優先に、関係機関との連携を取りながら、適切

に対処してまいります。 

      なお、当該職員の個人情報に関しては、特定されることのないよう、各段のご

配慮をお願いいたします。 

以  上 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

奈良信用金庫 総務部 

電話 ０７４３－５４－３１１３ 

（平日９：００～１７：００） 

  



２０２２年 ２月１０日 

 

お客さま各位 

奈良信用金庫 

 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

当金庫尼ヶ辻支店（奈良市）に勤務する職員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。 

 お客さまをはじめ、関係するすべての皆さまにご心配をおかけいたしますが、当金庫

は、関係機関と密に連携を取りながら感染拡大を防ぐべく取り組んでまいりますので、

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

【概 要】 

（１）感染者：尼ヶ辻支店職員１名 

（２）経  過：２月９日（水）ＰＣＲ検査にて陽性  

                 （２月８日（火）以降、出勤しておりません） 

（３）対 応 

・当該職員が勤務する尼ヶ辻支店は、お客さまへの２次感染防止の観点から、店

舗内の消毒作業はすでに実施しております。 

・通常よりも少人数体制にて運営させていただくため、お手続きの内容によりお

時間を要する場合や近隣店舗へご案内をさせていただく場合がございます。 

   

  今後も当金庫は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めるとともに、    

お客さまと職員の健康と安全を最優先に、所管保健所はじめ自治体等の関係機関

と連携を取りながら、適切に対処してまいります。 

      なお、当該職員の個人情報に関しては、特定されることのないよう、各段のご

配慮をお願いいたします。 

以  上 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

奈良信用金庫 総務部 

電話 ０７４３－５４－３１１３ 

（平日９：００～１７：００） 



２０２２年 １月２４日 

 

お客さま各位 

奈良信用金庫 

 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

当金庫本部（大和郡山市）に勤務する職員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。 

お客さまをはじめ、関係するすべての皆さまにご心配をおかけいたしますが、当金庫

は、関係機関と密に連携を取りながら感染拡大を防ぐべく取り組んでまいりますので、

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

【概 要】 

（１）感染者：本部職員１名 

（２）経  過：１月２０日（木）体調不良  

             １月２１日（金）病院にて受診、新型コロナウイルス感染判明 

                                       （以降、出勤しておりません） 

（３）対 応 

・当該職員が勤務する本部ビル施設は、２次感染防止の観点から消毒を実施し、

職員等の安全確保を図ったうえで、業務を継続しております。 

・今後保健所により濃厚接触者の調査が行われる予定ですが、濃厚接触の可能性

があるお客さまが判明した場合には、個別に連絡させていただきます。 

    

 今後も当金庫は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めるとともに、    

お客さまと職員の健康と安全を最優先に、関係機関との連携を取りながら、適切

に対処してまいります。 

      なお、当該職員の個人情報に関しては、特定されることのないよう、各段のご

配慮をお願いいたします。 

以  上 

【本件に関するお問い合わせ先】 

奈良信用金庫 総務部 

電話 ０７４３－５４－３１１３ 

（平日９：００～１７：００） 



２０２２年 １月２１日 

お客さま各位 

奈良信用金庫 

当金庫職員の新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

当金庫木津川梅美台出張所（京都府木津川市）に勤務する職員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。 

お客さまをはじめ、関係するすべての皆さまにご心配をおかけいたしますが、当金庫

は、関係機関と密に連携を取りながら感染拡大を防ぐべく取り組んでまいりますので、

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

【概 要】 

（１）感染者：木津川梅美台出張所職員１名 

（２）経  過：１月２０日（木）抗原検査にて陽性反応  

             １月２０日（木）病院にて受診、新型コロナウイルス感染判明 

                             （以降、出勤しておりません） 

（３）対 応 

・当該職員が勤務する木津川梅美台出張所は、お客さまへの２次感染防止の観点か

ら店内の消毒を実施し、当店勤務職員を全員入れ替えて営業しておりますが、お

手続き内容によりお時間を要する場合や近隣店舗へのご案内をさせていただく

場合がございます。 

・今後保健所により濃厚接触者の調査が行われる予定ですが、濃厚接触の可能性が

あるお客さまが判明した場合には、個別に連絡させていただきます。 

     

今後も当金庫は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めるとともに、    

お客さまと職員の健康と安全を最優先に、関係機関との連携を取りながら、適切に

対処してまいります。 

     なお、当該職員の個人情報に関しては、特定されることのないよう、各段のご配

慮をお願いいたします。 

以  上 

【本件に関するお問い合わせ先】 

奈良信用金庫 総務部 

電話 ０７４３－５４－３１１３ 

（平日９：００～１７：００） 


