
2022年 7月 19日 
多摩信用金庫 

 
当金庫職員の新型コロナウイルス感染について 

 
 7 月 17日（日）、府中支店に勤務する職員が、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。 
 当金庫は、お客さまと職員の安全を最優先に考え、関係機関と連携し、感染拡大の抑止に努め
てまいります。 
  
１．概要 
 （1）府中支店（東京都府中市）の職員１名（内勤担当） 
  ※海外渡航歴なし 
（2）症状・経過 

7月 15日（金） 発熱のため早退 
7月 16日（土） 病院を受診して、PCR検査を受検 
7月 17日（日） 当該職員が新型コロナウイルス「陽性」と判明 
※なお、当該職員は、7月16日（土）以降出勤しておりません。 

２．感染防止対応 
・当該職員の行動歴、ならびに濃厚接触の可能性のあるお客さまの調査を行い、その結果、 
該当するお客さまには、個別にご連絡いたします。 
・濃厚接触の可能性がある職員の調査を行い、該当職員に対する自宅待機の指示、ならびに
健康状態の経過確認 

・府中支店の消毒実施 

３．今後について 
 支店の消毒作業は完了しており、窓口営業は通常通りおこないます。 
 
当金庫では、毎朝の検温実施のほか、飛沫感染防止のためのアクリル板を店頭に設置し、勤務

中はマスクの着用、消毒用アルコールによる手指消毒等感染対策を実施しています。 
お客さまには大変ご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。 

 
以上 

【報道関係のお問い合わせ先】 
ご照会先：多摩信用金庫 経営戦略室  
電話番号：042-526-7705 
受付時間：営業日9:00～17:00 

【お客さまのお問い合わせ先】 
ご照会先：多摩信用金庫 お客さま相談センター 
電話番号：0120-456-763 
受付時間：営業日9:00～17:00 

 

 



2022年 7月 19日 
多摩信用金庫 

 
当金庫職員の新型コロナウイルス感染について 

 
 7 月 15日（金）、日野支店に勤務する職員が、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。 
 当金庫は、お客さまと職員の安全を最優先に考え、関係機関と連携し、感染拡大の抑止に努め
てまいります。 
  
１．概要 
 （1）日野支店（東京都日野市）の職員１名（内勤担当） 
  ※海外渡航歴なし 
（2）症状・経過 

7月 15日（金） 発熱。病院を受診して、抗原検査を受検 
当該職員が新型コロナウイルス「陽性」と判明 

※なお、当該職員は、7月15日（金）以降出勤しておりません。 

２．感染防止対応 
・当該職員の行動歴、ならびに濃厚接触の可能性のあるお客さまの調査を行い、その結果、 
該当するお客さまには、個別にご連絡いたします。 
・濃厚接触の可能性がある職員の調査を行い、該当職員に対する自宅待機の指示、ならびに
健康状態の経過確認 

・日野支店の消毒実施 

３．今後について 
 支店の消毒作業は完了しており、窓口営業は通常通りおこないます。 
 
当金庫では、毎朝の検温実施のほか、飛沫感染防止のためのアクリル板を店頭に設置し、勤務

中はマスクの着用、消毒用アルコールによる手指消毒等感染対策を実施しています。 
お客さまには大変ご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。 

 
以上 

【報道関係のお問い合わせ先】 
ご照会先：多摩信用金庫 経営戦略室  
電話番号：042-526-7705 
受付時間：営業日9:00～17:00 

【お客さまのお問い合わせ先】 
ご照会先：多摩信用金庫 お客さま相談センター 
電話番号：0120-456-763 
受付時間：営業日9:00～17:00 

 

 



2022年 7月 19日 
多摩信用金庫 

 
当金庫職員の新型コロナウイルス感染について 

 
 7 月 17日（日）、栄町支店に勤務する職員が、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。 
 当金庫は、お客さまと職員の安全を最優先に考え、関係機関と連携し、感染拡大の抑止に努め
てまいります。 
  
１．概要 
 （1）栄町支店（東京都立川市）の職員１名（内勤担当） 
  ※海外渡航歴なし 
（2）症状・経過 

7月 16日（土） 発熱。病院を受診して、PCR検査を受検 
7月 17日（日） 当該職員が新型コロナウイルス「陽性」と判明 
※なお、当該職員は、7月16日（土）以降出勤しておりません。 

２．感染防止対応 
・当該職員の行動歴、ならびに濃厚接触の可能性のあるお客さまの調査を行い、その結果、 
該当するお客さまには、個別にご連絡いたします。 
・濃厚接触の可能性がある職員の調査を行い、該当職員に対する自宅待機の指示、ならびに
健康状態の経過確認 

・栄町支店の消毒実施 

３．今後について 
 支店の消毒作業は完了しており、窓口営業は通常通りおこないます。 
 
当金庫では、毎朝の検温実施のほか、飛沫感染防止のためのアクリル板を店頭に設置し、勤務

中はマスクの着用、消毒用アルコールによる手指消毒等感染対策を実施しています。 
お客さまには大変ご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。 

 
以上 

【報道関係のお問い合わせ先】 
ご照会先：多摩信用金庫 経営戦略室  
電話番号：042-526-7705 
受付時間：営業日9:00～17:00 

【お客さまのお問い合わせ先】 
ご照会先：多摩信用金庫 お客さま相談センター 
電話番号：0120-456-763 
受付時間：営業日9:00～17:00 

 

 



2022年 7月 19日 
多摩信用金庫 

 
当金庫職員の新型コロナウイルス感染について 

 
 7 月 16日（土）、恋ヶ窪支店に勤務する職員が、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。 
 当金庫は、お客さまと職員の安全を最優先に考え、関係機関と連携し、感染拡大の抑止に努め
てまいります。 
  
１．概要 
 （1）恋ヶ窪支店（東京都国分寺市）の職員１名（内勤担当） 
  ※海外渡航歴なし 
（2）症状・経過 
7月 14日（木） 家族の新型コロナウイルス「陽性」が判明 
7月 16日（土） 病院を受診し、抗原検査を受検 

 当該職員が新型コロナウイルス「陽性」と判明 
※なお、当該職員は、7月15日（金）以降出勤しておりません。 

２．感染防止対応 
・当該職員の行動歴、ならびに濃厚接触の可能性のあるお客さまの調査を行い、その結果、 
該当するお客さまには、個別にご連絡いたします。 
・濃厚接触の可能性がある職員の調査を行い、該当職員に対する自宅待機の指示、ならびに
健康状態の経過確認 

・恋ヶ窪支店の消毒実施 

３．今後について 
 支店の消毒作業は完了しており、窓口営業は通常通りおこないます。 
 
当金庫では、毎朝の検温実施のほか、飛沫感染防止のためのアクリル板を店頭に設置し、勤務

中はマスクの着用、消毒用アルコールによる手指消毒等感染対策を実施しています。 
お客さまには大変ご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。 

 
以上 

【報道関係のお問い合わせ先】 
ご照会先：多摩信用金庫 経営戦略室  
電話番号：042-526-7705 
受付時間：営業日9:00～17:00 

【お客さまのお問い合わせ先】 
ご照会先：多摩信用金庫 お客さま相談センター 
電話番号：0120-456-763 
受付時間：営業日9:00～17:00 

 

 



2022年 7月 19日 
多摩信用金庫 

 
当金庫職員の新型コロナウイルス感染について 

 
 7 月 15日（金）、残堀支店に勤務する職員が、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。 
 当金庫は、お客さまと職員の安全を最優先に考え、関係機関と連携し、感染拡大の抑止に努め
てまいります。 
  
１．概要 
 （1）残堀支店（東京都武蔵村山市）の職員１名（内勤担当） 
  ※海外渡航歴なし 
（2）症状・経過 
7月 14日（木） 家族の新型コロナウイルス「陽性」が判明 
7月 15日（金） 病院を受診し、抗原検査を受検 

 当該職員が新型コロナウイルス「陽性」と判明 
※なお、当該職員は、7月14日（木）以降出勤しておりません。 

２．感染防止対応 
・当該職員の行動歴、ならびに濃厚接触の可能性のあるお客さまの調査を行い、その結果、 
該当するお客さまには、個別にご連絡いたします。 
・濃厚接触の可能性がある職員の調査を行い、該当職員に対する自宅待機の指示、ならびに
健康状態の経過確認 

・残堀支店の消毒実施 

３．今後について 
 支店の消毒作業は完了しており、窓口営業は通常通りおこないます。 
 
当金庫では、毎朝の検温実施のほか、飛沫感染防止のためのアクリル板を店頭に設置し、勤務

中はマスクの着用、消毒用アルコールによる手指消毒等感染対策を実施しています。 
お客さまには大変ご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。 

 
以上 

【報道関係のお問い合わせ先】 
ご照会先：多摩信用金庫 経営戦略室  
電話番号：042-526-7705 
受付時間：営業日9:00～17:00 

【お客さまのお問い合わせ先】 
ご照会先：多摩信用金庫 お客さま相談センター 
電話番号：0120-456-763 
受付時間：営業日9:00～17:00 

 

 



2022年 7月 19日 
多摩信用金庫 

 
当金庫職員の新型コロナウイルス感染について 

 
 7 月 16日（土）、平山支店に勤務する職員が、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。 
 当金庫は、お客さまと職員の安全を最優先に考え、関係機関と連携し、感染拡大の抑止に努め
てまいります。 
  
１．概要 
 （1）平山支店（東京都日野市）の職員１名（外勤担当） 
  ※海外渡航歴なし 
（2）症状・経過 

7月 15日（金） 体調不良。病院を受診して、PCR検査を受検 
7月 16日（土） 当該職員が新型コロナウイルス「陽性」と判明 
※なお、当該職員は、7月15日（金）以降出勤しておりません。 

２．感染防止対応 
・当該職員の行動歴、ならびに濃厚接触の可能性のあるお客さまの調査を行い、その結果、 
該当するお客さまには、個別にご連絡いたします。 
・濃厚接触の可能性がある職員の調査を行い、該当職員に対する自宅待機の指示、ならびに
健康状態の経過確認 

・平山支店の消毒実施 

３．今後について 
 支店の消毒作業は完了しており、窓口営業は通常通りおこないます。 
 
当金庫では、毎朝の検温実施のほか、飛沫感染防止のためのアクリル板を店頭に設置し、勤務

中はマスクの着用、消毒用アルコールによる手指消毒等感染対策を実施しています。 
お客さまには大変ご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。 

 
以上 

【報道関係のお問い合わせ先】 
ご照会先：多摩信用金庫 経営戦略室  
電話番号：042-526-7705 
受付時間：営業日9:00～17:00 

【お客さまのお問い合わせ先】 
ご照会先：多摩信用金庫 お客さま相談センター 
電話番号：0120-456-763 
受付時間：営業日9:00～17:00 

 
 

 



2022年 7月 19日 
多摩信用金庫 

 
当金庫職員の新型コロナウイルス感染について 

 
 7 月 18日（月）、稲城矢野口支店に勤務する職員が、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。 
 当金庫は、お客さまと職員の安全を最優先に考え、関係機関と連携し、感染拡大の抑止に努め
てまいります。 
  
１．概要 
 （1）稲城矢野口支店（東京都稲城市）の職員１名（外勤担当） 
  ※海外渡航歴なし 
（2）症状・経過 
7月 14日（木） 同居人の新型コロナウイルス「陽性」が判明 
7月 16日（土） 病院を受診し、PCR検査を受検 
7月 18日（月） 当該職員が新型コロナウイルス「陽性」と判明 
※なお、当該職員は、7月14日（木）以降出勤しておりません。 

２．感染防止対応 
・当該職員の行動歴、ならびに濃厚接触の可能性のあるお客さまの調査を行い、その結果、 
該当するお客さまには、個別にご連絡いたします。 
・濃厚接触の可能性がある職員の調査を行い、該当職員に対する自宅待機の指示、ならびに
健康状態の経過確認 

・稲城矢野口支店の消毒実施 

３．今後について 
 支店の消毒作業は完了しており、窓口営業は通常通りおこないます。 
 
当金庫では、毎朝の検温実施のほか、飛沫感染防止のためのアクリル板を店頭に設置し、勤務

中はマスクの着用、消毒用アルコールによる手指消毒等感染対策を実施しています。 
お客さまには大変ご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。 

 
以上 

【報道関係のお問い合わせ先】 
ご照会先：多摩信用金庫 経営戦略室  
電話番号：042-526-7705 
受付時間：営業日9:00～17:00 

【お客さまのお問い合わせ先】 
ご照会先：多摩信用金庫 お客さま相談センター 
電話番号：0120-456-763 
受付時間：営業日9:00～17:00 

 

 



2022年 7月 19日 
多摩信用金庫 

 
当金庫職員の新型コロナウイルス感染について 

 
 7 月 18日（月）、当金庫の本部職員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。 
 当金庫は、お客さまと職員の安全を最優先に考え、関係機関と連携し、感染拡大の抑止に努め
てまいります。 
  
１．概要 
 （1）本部（東京都立川市）の職員１名 

※海外渡航歴なし 
（2）症状・経過 

7月 15日（金） 家族の新型コロナウイルス「陽性」が判明 
7月 16日（土） 病院を受診し、PCR検査を受検 
7月 18日（月） 当該職員の新型コロナウイルス「陽性」が判明 
・当該職員は、7 月 15日（金）以降出勤しておりません。 

２．感染防止対応 
・当該職員の行動歴、ならびに濃厚接触の可能性のある職員の調査 
・濃厚接触の可能性がある職員に対する自宅待機の指示、ならびに健康状態の経過確認 
・事務所内の消毒実施 

 
当金庫では、毎朝の検温実施のほか、飛沫感染防止のためのアクリル板を店頭に設置し、勤務

中はマスクの着用、消毒用アルコールによる手指消毒等感染対策を実施しています。 
お客さまには大変ご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。 

以上 

【報道関係のお問い合わせ先】 
ご照会先：多摩信用金庫 経営戦略室  
電話番号：042-526-7705 
受付時間：営業日9:00～17:00 

【お客さまのお問い合わせ先】 
ご照会先：多摩信用金庫 お客さま相談センター 
電話番号：0120-456-763 
受付時間：営業日9:00～17:00 

 

 



2022年 7月 19日 
多摩信用金庫 

 
当金庫職員の新型コロナウイルス感染について 

 
 7 月 15日（金）、当金庫の本部職員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。 
 当金庫は、お客さまと職員の安全を最優先に考え、関係機関と連携し、感染拡大の抑止に努め
てまいります。 
  
１．概要 
 （1）本部（東京都立川市）の職員１名 

※海外渡航歴なし 
（2）症状・経過 

7月 14日（木） 夜、発熱 
7月 15日（金） 病院を受診してPCR検査を受検 

 当該職員の新型コロナウイルス「陽性」が判明 
・当該職員は、7 月 15日（金）以降出勤しておりません。 

２．感染防止対応 
・当該職員の行動歴、ならびに濃厚接触の可能性のある職員の調査 
・濃厚接触の可能性がある職員に対する自宅待機の指示、ならびに健康状態の経過確認 
・事務所内の消毒実施 

 
当金庫では、毎朝の検温実施のほか、飛沫感染防止のためのアクリル板を店頭に設置し、勤務

中はマスクの着用、消毒用アルコールによる手指消毒等感染対策を実施しています。 
お客さまには大変ご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。 

以上 

【報道関係のお問い合わせ先】 
ご照会先：多摩信用金庫 経営戦略室  
電話番号：042-526-7705 
受付時間：営業日9:00～17:00 

【お客さまのお問い合わせ先】 
ご照会先：多摩信用金庫 お客さま相談センター 
電話番号：0120-456-763 
受付時間：営業日9:00～17:00 
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