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2022 年 5 月 31 日 

岡山通運株式会社 

  

新型コロナウイルス感染症の弊社での感染者発生と対応について 

  

このたび、弊社西岡山営業所(岡山市北区)に所属する従業員 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。 

  

5 月 26 日に感染が確認された当該乗務員の妻からの感染が疑われます。5 月 30 日に発熱が

ありクリニックにて PCR 検査を実施した結果、5 月 31 日に陽性と判定されました。現在は

保健所の指示に従い、自宅にて療養しております。 

 

 弊社では即時、感染拡大防止のため、当該事業所及び関係箇所の消毒作業を行いました。 

また同職場内での濃厚接触者に該当する者はいません。 

尚、同事業所については職場の安全を確認したうえで通常通り営業をしております。 

今回の件では、お客様、関係者の皆様、地域の皆様にご心配をおかけいたしますが、何卒ご

理解を賜りますようお願い申し上げます。 

  

 今後も状況が変わる場合には速やかに情報を開示していくと共に、お客様、関係者及び地

域の皆様、並びに従業員とその家族の安全確保を最優先に考え、関係各所と連携し感染拡大

防止に取り組んでまいります。 

  

以上 



2022 年 5 月 27 日 

岡山通運株式会社 

  

新型コロナウイルス感染症の弊社での感染者発生と対応について 

  

このたび、弊社西岡山営業所(岡山市北区)に所属する従業員 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。 

  

5 月 20 日に感染が確認された者と車両に同乗していた当該従業員が無症状でしたが、抗原

検査を行ったところ陽性となり、あらためてクリニックにて PCR 検査を実施した結果、5

月 27日に陽性と判定されました。現在は保健所の指示に従い、自宅にて療養しております。 

 

 弊社では即時、感染拡大防止のため、当該事業所及び関係箇所の消毒作業を行いました。 

また同職場内での濃厚接触者に該当する者はいません。 

尚、同事業所については職場の安全を確認したうえで通常通り営業をしております。 

今回の件では、お客様、関係者の皆様、地域の皆様にご心配をおかけいたしますが、何卒ご

理解を賜りますようお願い申し上げます。 

  

 今後も状況が変わる場合には速やかに情報を開示していくと共に、お客様、関係者及び地

域の皆様、並びに従業員とその家族の安全確保を最優先に考え、関係各所と連携し感染拡大

防止に取り組んでまいります。 

  

以上 



2022 年 5 月 24 日 

岡山通運株式会社 

  

新型コロナウイルス感染症の弊社での感染者発生と対応について 

  

このたび、弊社西岡山営業所(岡山市北区)に所属する従業員 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。 

  

5 月 23 日に当該従業員に臭覚と味覚に異常があり、クリニックにて検査を実施した結果、

5 月 24 日に陽性と判定されました。現在は保健所の指示に従い、自宅にて療養しておりま

す。 

 

 弊社では即時、感染拡大防止のため、当該事業所及び関係箇所の消毒作業を行いました。 

また同職場内での濃厚接触者に該当する者はいません。 

尚、同事業所については職場の安全を確認したうえで通常通り営業をしております。 

今回の件では、お客様、関係者の皆様、地域の皆様にご心配をおかけいたしますが、何卒ご

理解を賜りますようお願い申し上げます。 

  

 今後も状況が変わる場合には速やかに情報を開示していくと共に、お客様、関係者及び地

域の皆様、並びに従業員とその家族の安全確保を最優先に考え、関係各所と連携し感染拡大

防止に取り組んでまいります。 

  

以上 



2022年 5月 20日 

岡山通運株式会社 

  

新型コロナウイルス感染症の弊社での感染者発生と対応について 

  

このたび、弊社西岡山営業所(岡山市北区)に所属する従業員 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。 

  

5月 20日に当該従業員に発熱があり、クリニックにて検査を実施した結果、陽性と判定され

ました。現在は保健所の指示に従い、自宅にて療養しております。 

 

 弊社では即時、感染拡大防止のため、当該事業所及び関係箇所の消毒作業を行いました。 

また同職場内での濃厚接触者に該当する者はいません。 

尚、同事業所については職場の安全を確認したうえで通常通り営業をしております。 

今回の件では、お客様、関係者の皆様、地域の皆様にご心配をおかけいたしますが、何卒ご

理解を賜りますようお願い申し上げます。 

  

 今後も状況が変わる場合には速やかに情報を開示していくと共に、お客様、関係者及び地

域の皆様、並びに従業員とその家族の安全確保を最優先に考え、関係各所と連携し感染拡

大防止に取り組んでまいります。 

  

以上 

 



!"!!#$%&'( 
)*+,-./0 

  
123456789:;<=>0?=:;@ABCDEFGHI 
  
J=KLM>0N0O)*PQRSFTUVWXYZ&[\123456789F:;]IH
WJC\^_`ab]Kc 
  
$%&d(FefXYZFAg\hiMjklmjFInopqrst]KuvM$%&d(F
wxCyz`ab]Kc{|}~�T=��FXHM��FI��]I�ibVc

�>0?}��M:;����=K�Mef�YT�L���T=���Yr�Hb]Kc 
bK����?=����@FfeVW@}Hb ¡c 
¢M��YTFGHI}��=£¤r^_]K¥¦?+§+i¨Yr]I�ibVc 
©ª=«?}M�¬M��@=®M¯°=®F±²³r�´µHK]bV\M¶·±
¸¹rºibV»¥�¼H½]¾¿bVc 
  
À©ÁÂÃÄ\ÅÆW�ÇF}ÈÉ´FÊËrÌ�]IHÍCÎFM�¬M��@�L¯
°=®MÏLFXYZCÐ=ÑÒ=£¤^~rÓÔÕFÖ¦M��×TCØÙ]:;��
��FÚiÛ¡?bHibVc 
  
Ü¾



!"!!#$%&$' 
()*+,-./ 

  
0123456789:;<=/><9:?@ABCDEFGH 
  
I<JKL=/M/N()OPQRESTUVWXY&Z[012345678E9:\HG
VIB[]^_`a\Jb 
  
$%&c'EdeWXYE@f[ghLijklmnop\JqrL$%&s'EtuBvw_
`a\Jbxyz{|S<}~EWGL��EH��\H�haUb

�=/>z��L9:����<J�Lde�XS�K���S<���Xn�Ga\Jb 
aJ����><����?EedUV?zGa��b 
�L��XSEFGHz��< ¡n]^\J¢£>*¤*h¥Xn\H�haUb 
¦§<¨>zL�©ªL��?<«ªL¬<«ªE®¯°n�±²GJ\aU[L³´®
µ¶n·haU¸¢�¹Gº\»¼aUb 
  
½¦¾¿ÀÁ[ÂÃV�ÄEzÅÆ±EÇÈnÉ~\HGÊBËEL�©ªL��?�K¬
<«ªLÌKEWXYBÍ<ÎÏ< ¡]{nÐÑÒEÓ£L��ÔSBÕÖ\9:��
��E×hØ�>aGhaUb 
  
Ù»



2022年5月7日
岡山通運株式会社

新型コロナウイルス感染症の弊社での感染者発生と対応について

このたび、弊社西岡山事業所(岡山市北区)に勤務する従業員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。

5月6日に当該従業員に発熱がありＰＣＲ検査を実施した結果、5月7日にに陽性と判定されまし
た。現在は保健所の指示に従い、自宅にて療養しております。

弊社では即時、感染拡大防止のため、当該事業所及び関係箇所の消毒作業を行いました。

また同職場内での濃厚接触者に該当する者はいません。

尚、同事業所については職場の安全を確認したうえで通常通り営業をしております。

今回の件では、お客様、関係者の皆様、地域の皆様にご心配をおかけいたしますが、何卒ご

理解を賜りますようお願い申し上げます。

尚、今後も状況が変わる場合には速やかに情報を開示していくと共に、お客様、関係者及び

地域の皆様、並びに従業員とその家族の安全確保を最優先に考え、関係各所と連携し感染拡

大防止に取り組んでまいります。

以上



2022年4月13日
岡山通運株式会社

新型コロナウイルス感染症の弊社での感染者発生と対応について

このたび、弊社水島事業所(岡山市中区)に勤務する従業員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。

当該従業員の家族が新型コロナウイルスに感染した為、当該従業員もＰＣＲ検査を実施し
た結果、翌日に陽性と判定されました。現在は保健所の指示に従い、自宅にて療養してお
ります。

弊社では即時、感染拡大防止のため、当該事業所及び関係箇所の消毒作業を行いました。
また同職場内での濃厚接触者に該当する者はいません。
尚、同事業所については職場の安全を確認したうえで通常通り営業をしております。

今回の件では、お客様、関係者の皆様、地域の皆様にご心配をおかけいたしますが、何卒
ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

尚、今後も状況が変わる場合には速やかに情報を開示していくと共に、お客様、関係者及
び地域の皆様、並びに従業員とその家族の安全確保を最優先に考え、関係各所と連携し感
染拡大防止に取り組んでまいります。

以上



2022 年 4 月 6 日 

岡山通運株式会社 

 

新型コロナウイルス感染症の弊社での感染者発生と対応について 

 

このたび、弊社本社事業所(岡山市中区)に勤務する従業員 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。 

 

4 月 3 日当該従業員は咳と喉の痛み、倦怠感がありましたが、5 日まで違和感がありました

が出勤し業務を遂行しておりました。しかし、午後になり体調不良を訴え医療機関で PCR

検査を受け、翌日に陽性と判定されました。現在は保健所の指示に従い、自宅にて療養して

おります。 

弊社では即時、感染拡大防止のため、当該事業所及び関係箇所の消毒作業を行いました。 

また同職場内での濃厚接触者に該当する者はいません。 

尚、同事業所については職場の安全を確認したうえで通常通り営業をしております。 

 

今回の件では、お客様、関係者の皆様、地域の皆様にご心配をおかけいたしますが、何卒ご 

理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

尚、今後も状況が変わる場合には速やかに情報を開示していくと共に、お客様、関係者及び 

地域の皆様、並びに従業員とその家族の安全確保を最優先に考え、関係各所と連携し感染拡 

大防止に取り組んでまいります。 

 

以上 



２０２２年 3 月 3 日 

岡山通運株式会社 

 

新型コロナウイルス感染症の弊社での感染者発生と対応について 

 

 

このたび、弊社水島営業所（倉敷市）に勤務する従業員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。 

 

３月２日当該従業員は通常業務を終えて帰宅した後、喉に違和感があり、翌日医療機関でＰ

ＣＲ検査を受け、陽性と判定されました。症状は軽症で、自宅にて療養しております。 

弊社では即時、感染拡大防止のため、当該事業所及び関係箇所の消毒作業を行いました。 

また常にマスクの着用、長時間の接触者がいない為、保健所からの連絡はまだありませんが、

同職場内での濃厚接触者に該当する者はないと推測されます。 

尚、同事業所については職場の安全を確認したうえで通常通り営業をしております。 

 

今回の件では、お客様、関係者の皆様、地域の皆様にご心配をおかけいたしますが、何卒ご

理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

尚、今後も状況が変わる場合には速やかに情報を開示していくと共に、お客様、関係者及び

地域の皆様、並びに従業員とその家族の安全確保を最優先に考え、関係各所と連携し感染拡

大防止に取り組んでまいります。 

以上 



２０２２年 3 月 3 日 

岡山通運株式会社 

 

新型コロナウイルス感染症の弊社での感染者発生と対応について 

 

 

このたび、弊社水島営業所（倉敷市）に勤務する従業員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。 

 

２月２８日当該従業員は倦怠感があり業務終了後医療機関で抗原検査を受け、陽性と判定

されました。現在は保健所の指示に従い、自宅にて療養しております。 

弊社では即時、感染拡大防止のため、当該事業所及び関係箇所の消毒作業を行いました。 

また常にマスクの着用、長時間の接触者がいない為、保健所からの連絡はまだありませんが、

同職場内での濃厚接触者に該当する者はないと推測されます。 

尚、同事業所については職場の安全を確認したうえで通常通り営業をしております。 

 

今回の件では、お客様、関係者の皆様、地域の皆様にご心配をおかけいたしますが、何卒ご

理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

尚、今後も状況が変わる場合には速やかに情報を開示していくと共に、お客様、関係者及び

地域の皆様、並びに従業員とその家族の安全確保を最優先に考え、関係各所と連携し感染拡

大防止に取り組んでまいります。 

以上 



２０２２年２月１６日 

岡山通運株式会社 

新型コロナウイルス感染症の弊社での感染者発生と対応について 

このたび、弊社本社事業所（岡山市中区）に勤務する従業員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。 

２月１０日当該従業員は咳と喉の痛み、倦怠感と発熱があり１３日まで自宅にて療養しま

した。１４日、医療機関でＰＣＲ検査を受け、翌日に陽性と判定されました。現在は保健所

の指示に従い、自宅にて療養しております。 

弊社では即時、感染拡大防止のため、当該事業所及び関係箇所の消毒作業を行いました。 

また同職場内での濃厚接触者に該当する者はいません。 

尚、同事業所については職場の安全を確認したうえで通常通り営業をしております。 

今回の件では、お客様、関係者の皆様、地域の皆様にご心配をおかけいたしますが、何卒ご

理解を賜りますようお願い申し上げます。 

尚、今後も状況が変わる場合には速やかに情報を開示していくと共に、お客様、関係者及び

地域の皆様、並びに従業員とその家族の安全確保を最優先に考え、関係各所と連携し感染拡

大防止に取り組んでまいります。 

以上 



２０２２年２月１４日 

岡山通運株式会社 

 

新型コロナウイルス感染症の弊社での感染者発生と対応について 

 

 

このたび、弊社西本社事業所（岡山市中区）に勤務する従業員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。 

 

２月１２日当該従業員は発熱があり翌日、医療機関でＰＣＲ検査を受け、同日夕方に陽性と

判定されました。現在は保健所の指示に従い、自宅にて療養しております。 

弊社では即時、感染拡大防止のため、当該事業所及び関係箇所の消毒作業を行いました。 

また同職場内での濃厚接触者に該当する者は現段階ではいません。 

尚、同事業所については職場の安全を確認したうえで通常通り営業をしております。 

 

今回の件では、お客様、関係者の皆様、地域の皆様にご心配をおかけいたしますが、何卒ご

理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

尚、今後も状況が変わる場合には速やかに情報を開示していくと共に、お客様、関係者及び

地域の皆様、並びに従業員とその家族の安全確保を最優先に考え、関係各所と連携し感染拡

大防止に取り組んでまいります。 

以上 



２０２２年２月１１日 

岡山通運株式会社 

新型コロナウイルス感染症の弊社での感染者発生と対応について 

このたび、弊社西岡山営業所（岡山市北区）に勤務する従業員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。 

２月１０日当該従業員は医療機関でＰＣＲ検査を受け、翌日に陽性と判定され、現在は保健

所の指示に従い、自宅にて療養しております。 

弊社では即時、感染拡大防止のため、当該事業所及び関係箇所の消毒作業を行いました。 

また同職場内での濃厚接触者判定はありませんでした。 

尚、同営業所については職場の安全を確認したうえで通常通り営業をしております。 

今回の件では、お客様、関係者の皆様、地域の皆様にご心配をおかけいたしますが、何卒ご

理解を賜りますようお願い申し上げます。 

尚、今後も状況が変わる場合には速やかに情報を開示していくと共に、お客様、関係者及び

地域の皆様、並びに従業員とその家族の安全確保を最優先に考え、関係各所と連携し感染拡

大防止に取り組んでまいります。 

以上 


