
 

令和４年１２月５日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

  １２月２日（金）当組合に勤務する職員２名が、新型コロナウイルスに感染してい

ることが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

 

 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 部署 経過 対応状況 

1 丸山支店 

11/27（日）より濃厚接触者として自宅待

機していたが 12/2（金）検査の結果、

「陽性」と判明。 

11/27（日）から自宅待機、12/9（金）

まで自宅療養中。 

 

2 富山支店 
12/2（金）検査の結果「陽性」と判明。 12/9（金）まで自宅療養中。 

事務所内 12/2（金）に消毒作業済。 



 

令和４年１２月１日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

  １１月３０日（水）当組合に勤務する職員１名が、新型コロナウイルスに感染して

いることが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

 

 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 部署 経過 対応状況 

1 長狭支店 
11/29（火）発熱あり、11/30（水）検査

の結果、「陽性」と判明。 

12/7（水）まで自宅療養中。 

事務所内 11/30（水）に消毒作業済。 



 

令和４年１１月３０日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

  １１月２９日（火）当組合に勤務する職員１名が、新型コロナウイルスに感染して

いることが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

 

 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 部署 経過 対応状況 

1 神戸支店 
11/29（火）発熱あり、同日検査の結果、

「陽性」と判明。 

12/6（火）まで自宅療養中。 

事務所内 11/29（火）に消毒作業済。 



 

令和４年１１月２９日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

  １１月２８日（月）当組合に勤務する職員１名が、新型コロナウイルスに感染して

いることが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

 

 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 部署 経過 対応状況 

1 丸山支店 
11/28（月）発熱あり、同日抗原検査の

結果、「陽性」と判明。 

12/5（月）まで自宅療養中。 

事務所内 11/28（月）に消毒作業済。 



 

令和４年１１月２８日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

  １１月２５日（金）当組合に勤務する職員１名が、新型コロナウイルスに感染して

いることが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

 

 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 部署 経過 対応状況 

1 営農販売部 
11/24（木）発熱あり、11/25（金）抗原

検査の結果、「陽性」と判明。 

12/1（木）まで自宅療養中。 

事務所内 11/25（金）に消毒作業済。 



 

令和４年１１月２２日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

  １１月２１日（月）当組合に勤務する職員２名が、新型コロナウイルスに感染して

いることが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

 

 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 部署 経過 対応状況 

1 千倉支店 
11/18（金）に発熱あり、病院で検査し

た結果、「陽性」と判明。 

11/25（金）まで自宅療養中。 

事務所内 11/19（土）に消毒作業済。 

2 神戸支店 
11/21（月）発熱あり、オンライン診断

の結果、「みなし陽性」と判明。 

11/28（月）まで自宅療養中。 

事務所内 11/21（月）に消毒作業済。 



 

令和４年１１月１６日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

  １１月１４日（月）当組合に勤務する職員１名が、新型コロナウイルスに感染して

いることが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

 

 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 部署 経過 対応状況 

1 千倉農機センター 

11/7（月）家族が「陽性」となり「濃厚

接触者」に該当し自宅待機中、11/9

（水）抗原検査の結果、「陽性」と判明。 

11/7（月）から継続して自宅療養中。 

事務所内 11/14（月）に消毒作業済。 



 

令和４年１１月８日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

  １１月７日（月）当組合に勤務する職員５名が、新型コロナウイルスに感染してい

ることが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 部署 経過 対応状況 

1 経済部 
11/6（日）発熱があり、抗原検査の結果、

「陽性」と判明。 

11/13（日）まで自宅療養中。 

事務所内 11/7（月）に消毒作業済。 

2 北条支店 
11/6（日）発熱があり、病院で検査した 

結果、「陽性」と判明。 

11/13（日）まで自宅療養中。 

事務所内 11/7（月）に消毒作業済。 

3 豊房支店 
11/6（日）発熱があり、病院で検査した 

結果、「陽性」と判明。 

11/13（日）まで自宅療養中。 

事務所内 11/7（月）に消毒作業済。 

4 館野支店 
11/5（土）発熱があり、11/6（日）病院 

で検査した結果、「陽性」と判明。 

11/13（日）まで自宅療養中。 

事務所内 11/7（月）に消毒作業済。 

5 長狭支店 
11/7（月）発熱があり、病院で検査した 

結果、「陽性」と判明。 

11/14（月）まで自宅療養中。 

事務所内 11/7（月）に消毒作業済。 



 

令和４年１１月７日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

  １１月４日（金）当組合に勤務する職員１名が、新型コロナウイルスに感染してい

ることが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

 

 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 部署 経過 対応状況 

1  北条支店 
11/4（金）発熱があり、病院で検査した

結果、「陽性」と判明。 

11/11（金）まで自宅療養中。 

事務所内 11/4（金）に消毒作業済。 



 

令和４年１１月２日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

  １１月１日（火）当組合に勤務する職員１名が、新型コロナウイルスに感染してい

ることが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

 

 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 部署 経過 対応状況 

1  長狭支店 
10./31（月）発熱・咳があり、病院で 

検査した結果、「陽性」と判明。 

11/7（月）まで自宅療養中。 

事務所内 11/1（火）に消毒作業済。 



 

令和４年１０月１８日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

  １０月１７日（月）当組合に勤務する職員１名が、新型コロナウイルスに感染して

いることが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

 

 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 部署 経過 対応状況 

1 JAグリーン館山店 
10/17（月）喉の痛みがあり、病院で検

査した結果、「陽性」と判明。 

10/24（月）まで自宅療養中。 

事務所内 10/17（月）に消毒作業済。 



 

令和４年１０月１７日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

  １０月１４日（金）当組合に勤務する職員１名が、新型コロナウイルスに感染して

いることが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

 

 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 部署 経過 対応状況 

1 JAグリーン鴨川店 
10/13（木）喉の痛みがあり、抗原検査 

の結果、「陽性」と判明。 

10/20（木）まで自宅療養中。 

事務所内 10/13（木）に消毒作業済。 



 

令和４年１０月１３日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

  １０月１３日（木）当組合に勤務する職員２名が、新型コロナウイルスに感染して

いることが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

 

 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 部署 経過 対応状況 

1 

JA グリーン鴨川店 

10/10（月）発熱あり、病院で検査した 

結果、「陽性」と判明。 

10/17（月）まで自宅療養中。 

事務所内 10/11（火）に消毒作業済。 

2 
10/13（木）発熱あり、病院で検査した 

結果、「陽性」と判明。 

10/20（木）まで自宅療養中。 

事務所内 10/13（木）に消毒作業済。 



 

令和４年９月２９日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

  ９月２８日（水）当組合に勤務する職員１名が、新型コロナウイルスに感染してい

ることが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

 

 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 部署 経過 対応状況 

1 富山支店 
9/28（水）発熱あり、病院で検査した結果、

「陽性」と判明。 

10/4（火）まで自宅療養中。 

事務所内 9/28（水）に消毒作業済。 



 

令和４年９月２８日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

  ９月２７日（火）当組合に勤務する職員１名が、新型コロナウイルスに感染してい

ることが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

 

 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 部署 経過 対応状況 

1 
営農販売部 

直販課 

9/25（日）家族が発熱し、病院で検査した

結果、「陽性」と判明した為、「濃厚接触

者」に該当となり、自宅待機していたが

9/27(火)微熱があり病院で検査した結果 

「陽性」と判明。 

10/4（火）まで自宅療養中。 

職員は 9/24（土）より休んでいる為 

同部署職員との接触はないので 

「濃厚接触者」はいないと判断。 

事務所内 9/27（火）に消毒作業済。 



 

令和４年９月１３日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

  ９月１２日（月）当組合に勤務する職員３名が、新型コロナウイルスに感染してい

ることが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 部署 経過 対応状況 

1 江見支店 3名 

① 9/9（金）喉の不快感、発熱があり 

病院で検査した結果、「陽性」と判明。 

② 9/10（土）喉の違和感、発熱があり 

病院で検査した結果、「陽性」と判明。 

③ 9/12（月）咳と発熱があり、病院で 

検査した結果、「陽性」と判明。 

① 9/16（金）まで自宅療養中。 

② 9/17（土）まで自宅療養中。 

③ 9/19（月）まで自宅療養中。 

事務所内 9/10（土）、9/12（月）に

消毒作業済。同支店職員は抗原

検査の結果「陰性」と確認済。 



 

令和４年９月８日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

  ９月７日（水）当組合に勤務する職員１名が、新型コロナウイルスに感染している

ことが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 部署 経過 対応状況 

1 営農販売部 

9/5（月）ワクチン接種。9/6（火）に発

熱あり、副反応かと思ったが 9/7（水）

抗原検査の結果、「陽性」と判明。 

9/17（土）まで自宅療養中です。 

事務所内 9/7（水）消毒作業済。 



 

令和４年９月７日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

  ９月６日（火）当組合に勤務する職員１名が、新型コロナウイルスに感染している

ことが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 部署 経過 対応状況 

1 鋸南支店 
9/5（月）発熱あり、9/6（火）病院で

検査した結果、「陽性」と判明。 

9/16（金）まで自宅療養中です。 

事務所内 9/6（火）消毒作業済。 



 

令和４年９月６日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

  ９月５日（月）当組合に勤務する職員１名が、新型コロナウイルスに感染している

ことが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 部署 経過 対応状況 

1 神戸支店 

9/3（土）発熱あり、9/4（日）抗原検

査の結果、「陽性」と判明。9/5（月）

オンライン診断の問診により検査せず

「陽性」と診断。 

9/12（月）まで自宅療養中です。 

事務所内 9/5（月）消毒作業済。 



 

令和４年８月３０日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

  ８月２９日（月）当組合に勤務する職員１名が、新型コロナウイルスに感染してい

ることが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 部署 経過 対応状況 

1 
農機センター 

館山出張所 

8/29（月）発熱あり、病院で検査した

結果、「陽性」と判明。 

9/7（水）まで自宅療養中です。 

事務所内 8/30（火）消毒作業済。 



 

令和４年８月２５日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

  ８月２５日（木）当組合に勤務する職員１名が、新型コロナウイルスに感染してい

ることが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 部署 経過 対応状況 

1 白浜支店 
8/23（火）発熱あり、病院で検査した

結果、8/24（水）「陽性」と判明。 

9/2（金）まで自宅療養中です。 

事務所内 8/23（火）消毒作業済。 



 

令和４年８月２３日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

  ８月２２日（月）当組合に勤務する職員２名が、新型コロナウイルスに感染してい

ることが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 部署 経過 対応状況 

1 
共済部 

査定保全課 

8/17（水）発熱あり、8/19（金）病院

で検査した結果、「陽性」と判明。 

8/29（月）まで自宅療養中です。 

事務所内 8/19（金）消毒作業済。 

2 
信用部 

貯金課 

8/22（月）発熱あり、病院で検査した

結果、「陽性」と判明。 

9/1（木）まで自宅療養中です。 

事務所内 8/22（月）消毒作業済。 



 

令和４年８月１９日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

  ８月１８日（木）当組合に勤務する職員１名が、新型コロナウイルスに感染してい

ることが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 部署 経過 対応状況 

1 館山ライスセンター 

8/15（月）家族の「陽性」が判明し、 

自宅待機していたが、8/17（水）に 

「みなし陽性」と判明。 

8/26（金）まで自宅療養中です。 



 

令和４年８月１７日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

  ８月１６日（火）当組合に勤務する職員２名が、新型コロナウイルスに感染してい

ることが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 部署 経過 対応状況 

1 豊房支店 

8/10（水）家族の「陽性」が判明し、 

自宅待機していたが 8/16（火）発熱が

あり、検査した結果「陽性」と判明 

8/26（金）まで自宅療養中です。 

事務所内 8/10（水）消毒作業済。 

2 富浦支店 

8/10（水）家族の「陽性」が判明し、 

自宅待機していたが 8/12（金）発熱が

あり、検査した結果「陽性」と判明 

8/22（月）まで自宅療養中です。 

事務所内 8/10（水）消毒作業済。 



 

令和４年８月１２日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

  ８月１２日（金）当組合に勤務する職員３名が、新型コロナウイルスに感染してい

ることが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 部署 経過 対応状況 

1 
西条給油所 

 

8/8（月）家族の「陽性」が判明し、 

自宅待機していたが 8/10（水）「みな

し陽性」と診断された。 

8/20（土）まで自宅療養中です。 

事務所内 8/8（月）消毒作業済。 

2 
営農販売部 

営農販売課 

8/5（金）より「濃厚接触者」の疑いが

あり、自宅待機していたが 8/11（木）

「みなし陽性」と診断された。 

8/17（水）まで自宅療養中です。 

事務所内 8/5（金）消毒作業済。 

3 千倉支店 
8/8（月）発熱し、8/9（火）病院で

PCR検査した結果、「陽性」と判明。 

8/19（金）まで自宅療養中です。 

事務所内 8/9（火）消毒作業済。 



令和４年８月１０日 

安房農業協同組合 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

  ８月８日（月）当組合に勤務する職員７名が、新型コロナウイルスに感染している

ことが判明しました。経過および対応状況については、下記のとおりとなります。 

  なお、業務は通常通り営業しております。 

  ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

  今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関と連 

携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

記 

 

1．経過および対応状況 

    

   

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

№ 報告日 部署 経過 対応状況 

1 
8月 5日

(金) 
内房ライスセンター 

8/5（金）午後 38℃発熱あり、病院受

診した結果、「陽性」と判明 

〇当該職員７名は現在、平熱

となってから 10 日後まで自宅

療養中です。 

〇各部署は 8 月 6 日（土）か

ら 8月 8日（月）の間に消毒作

業を完了しています。 

〇陽性者以外のライスセンタ

ー全職員は医療用抗原検査

キットにて検査した結果、「陰

性」が確認されております。 

2 
8月 5日

(金) 
南房ライスセンター① 

8/5（金）孫が「陽性」となり、無症状

だが検査した結果、「陽性」と判明 

3 
8月 8日

(月) 
南房ライスセンター② 

8/7（日）発熱あり、8/8（月）病院で

検査した結果、「陽性」と判明 

4 
8月 8日

(月) 
南房ライスセンター③ 

8/7（日）発熱あり、病院で検査した

結果、「陽性」と判明 

5 
8月 8日

(月) 
南房ライスセンター④ 

8/7（日）発熱あり、8/8（月）病院で

検査した結果、「陽性」と判明 

6 
8月 8日

(月) 
南房ライスセンター⑤ 

8/8（月）抗原検査キットで検査した

結果、「陽性」と判明 

7 
8月 8日

(月) 
JA葬祭センター 

8/7（日）発熱あり、8/8（月）病院で

検査した結果、「陽性」と判明 



令和４年８月６日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

    ８月５日（金）当組合本店営農販売部および経済部に勤務する職員３名が、新型 

コロナウイルスに感染していることが判明しました。 

当該職員はＰＣＲ検査を行い、現在病院の指示に従い自宅療養中です。 

本店事業所内におきましては、全部署保健所の指示に従い８月５日（金）に消毒 

作業を完了しています。当該職員３名は現在、自宅療養中であり、濃厚接触の可能 

性のある職員はいないことが確認されています。 

   なお、業務は通常通り営業しております。 

   ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

   今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関 

  と連携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 

 

 



令和４年８月４日 

安房農業協同組合 

 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

 

    ８月３日（水）当組合三芳支店に勤務する職員１名が、新型コロナウイルスに 

感染していることが判明しました。 

当該職員はＰＣＲ検査を行い、現在病院の指示に従い自宅療養中です。 

事業所内におきましては、保健所の指示に従い８月３日（水）に消毒作業を完了 

しています。また、当該職員は濃厚接触者として８月２日（火）より自宅待機中 

であり、濃厚接触の可能性のある職員はいないことが確認されています。 

   なお、業務は通常通り営業しております。 

   ご利用者の皆様には、ご心配をお掛けし大変申し訳ございません。 

   今後も組合員・ご利用者の皆様および役職員の安全を最優先に考え、関係機関 

  と連携し、引き続き感染防止に努めてまいります。 

 

 

                     【お問い合わせ先】 

                       安房農業協同組合 総務部 

                       TEL：０４７０－２４－９１１１ 
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