新潟（10組合）

しんくみネットワーク

全国に拡がる「しんくみ」の

輪

新潟縣・新潟鉄道・興栄・はばたき
協栄・三條・巻・新潟大栄・塩沢
糸魚川

東海北陸（21組合）

145

北海道（7組合）
北央・札幌中央・ウリ・函館商工
空知商工・十勝・釧路

信用組合

東北（15組合）
札幌

青森県・杜陵・岩手県医師
石巻商工・古川・仙北・秋田県
北郡・山形中央・山形第一
山形県医師・福島県商工
いわき・相双五城・会津商工

1,614
店舗

新潟

広島

大阪

名古屋

関東甲信（22組合）

仙台

茨城県・真岡・那須・あかぎ
群馬県・ぐんまみらい・群馬県医師
埼玉県医師・熊谷商工・埼玉・房総
銚子商工・君津・神奈川県医師
神奈川県歯科医師・横浜幸銀
横浜華銀・小田原第一
相愛・山梨県民・都留・長野県

東京

福岡

東京（19組合）

● は、全信組連の本支店です。

あすか・全東栄・東浴・文化産業
東京証券・東京厚生・東・江東
青和・中ノ郷・共立・七島・大東京
第一勧業・警視庁職員・東京消防
東京都職員・ハナ・朝日新聞

静岡県医師・富山県医師・富山県
金沢中央・ 石川県医師・福泉
福井県医師・丸八・愛知商銀
愛知県警察・名古屋青果物
愛知県医療・愛知県医師・豊橋商工
愛知県中央・岐阜商工・イオ
岐阜県医師・飛驒・益田・三重県職員

近畿（21組合）
滋賀県民・滋賀県・京滋・大同・成協
大阪協栄・大阪貯蓄・のぞみ・中央
大阪府医師・大阪府警察・近畿産業
毎日・ミレ・兵庫県警察・兵庫県医療
兵庫県・神戸市職員・淡陽
兵庫ひまわり・和歌山県医師

中国 四国（13組合）
島根益田・朝銀西・笠岡・広島市
広島県・広島商銀・呉市職員・両備
備後・山口県・香川県・土佐
宿毛商銀

九州（17組合）
福岡県庁・福岡県医師・福岡県
佐賀県医師・佐賀東・佐賀西・
長崎三菱・長崎県医師・西海みずき
福江・熊本県医師・熊本県・大分県
宮崎県南部・鹿児島興業
鹿児島県医師・奄美
（2020年3月末現在）

全国信用協同組合連合会 総合企画部
〒104-8310

東京都中央区京橋1-9-5

TEL：03-3562-5115

URL：https://www.zenshinkumiren.jp/

一般社団法人 全国信用組合中央協会 広報研修部
〒104-0031

東京都中央区京橋1-9-5

TEL：03-3567-2452

URL：https://www.shinyokumiai.or.jp/
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親身に寄り添う
金融機関
ーここが違う！ “ しんくみバンク” 信用組合 ー

身近な金融機関

お金を預ける・貯める
お金を借りる

いらっしゃいませ！

コミュニティの 一人
ひとりが 預 金し合い、
ま た 、融 資 を 受け る
ことのできる金融機関
です。

しんく み
バンク
“ しんくみバンク ” 信用組合は、

経営・生活の困りごとを
相談する

わーい、新しい
すべり台だ！

社会の助け合いに
参加する
クレジットカード「しんくみ
ピーターパンカード」の寄
付金により、子どもたちの
健全育成を支援しています。
また、返済不要の給付型奨
学金制度「しんくみはばたき
奨学金」を設けています。

※お取扱いは信用組合により異なります。
詳しくは、P7〜8を見てね！

そろそろ次世代に
引き継ぎたいの
だけど

何かお困りごと
ですか？

親身に寄り添う金 融機関です
地域に根差す信用組合のほか、

事業のこと、ご家族の

医師などの業種や、消防士・警察官などの

お金にまつわる心配ご

職場をコミュニティとする

となどお気軽にご相談

相互扶助

ください。

助け合い

共助

信用組合があるよ！

お店を改装
したいなぁ

二宮尊徳（1787～1856年）

（幼名：二宮金次郎）
相互扶助の精神を持つ信用組合のルーツ
「みんなでお金を出し合い、必要とする人
に貸す制度（五常講）」を考えた人物。

信用組合の

ココ が
知りたい！
1

将来の夢を
かなえたい

全国145組合、1,614店舗の“しんくみ”

私の街にも
ありますか？

ネットワーク。全信組連ホームページの
「信用組合検索」
でお近くの信用組合を
探せます。

会社員・
主婦は利用
できますか？

「銀行とは何が違うの？」
そう疑問に思った方は次の
ページへ！

会社員や主婦など多くの一般の方々
がご利用になっています。緩やかな基
準のもとに誰でも信用組合の組合員
になることができます。

2

1

銀行とは何が違うの？

2

信用組合と銀行との大きな違いは…

組織の在り方 なんだよ！

銀行

信用組合のルーツって？

信用組合は、コミュニティの

仲間同士が、お金を集め、

人たちがお金を預けたり、

必要とする人に貸す仕組みは、

借りたりする金融機関だけど…

昔からあるって知っていたかい？
例えば…

信用組合
資金に困っていた

銀行は株式会社だから利益を上げ、株主に

ドイツの農業者が作った、

配当することが第一の目的なんだよ。

江戸時代・日本

19世紀・ドイツ

自分たちの金融機関。
世界初の信用組合だよ。

信用組合は同じコミュニティの人たちが
組合員となっていて、組合員の利益を第一に考えた

協同組織の金融機関なんだ。
銀行の主な取引先は…
銀行の主な取引先は
…

信用組合のお客さまは…

江戸時代の使用人や武士たちの生活を助けた

「五常講」。私が考えたんだ。

仲間で助け合い、困ったときに
信用組合はコミュニティに密着した、

チカラになる精神が、信用組合

組合員のことを第一に考える

に受け継がれているんだね。

金融機関なんだ！
次は少し遡って…信用組合の
成り立ちについて見てみよう！
3

4

信用組合 ってどんなところ？

信用組合 のいま
信用組合はコミュニティに根付き、コミュニティのための金融機関として組合員の皆さまとともに成長を続けています。

● 信用組合は、相互扶助の理念に基づいて設立された協同組織金融機関です。		

信用組合数

● 組合員が預金し合い、必要なときに融資を受ける、組合員のための金融機関です。
● 組合員の生活や経営上の悩み、課題をともに考え、解決に協力します。

組合

信用組合 は 3つのコミュニティを基盤にしています

業域

信用組合

組合員は 同じ職場にお勤め の皆さまです

預金・貸出金残高

●

地域にお住まい の皆さまです

皆さまの身近な金融機関として歩み続ける、全国の信用組合の経営概況をご紹介します。

信用組合

組合員は 同じ業種 の皆さまです

万人

数字でみる 信用組合

●

組合員は 地域の中小・小規模事業者や

店舗

（2020年3月末）

職域

信用組合

組合員数

145 1,614 397

● 一人ひとりの顔が見えるきめ細かな取引を基本とし、組合員の利益を第一に考えます。

地域

店舗数

預金残高・貸出金残高・預貸率

貸出先（従業員規模別）の割合
貸出先（従業員規模別）の割合

信用組合 の歴史
信用組合は、江戸時代の相互扶助組織をルーツとし、協同組合性をより強く指向した金融機関として発展しました。
1900年

1917年

（明治33年）

1949年

（昭和18年）

（昭和24年）

1954年

（昭和29年）

1959年

（昭和34年）

全信中協

全信組連

2020年3月末

信用金庫
（信用金庫法）

信用組合制度
の統一

中小企業等
協同組合法

市街地
信用組合法

法律施行前の
市街地信用組合

都市部の
商工業者への
金融

1951年

（昭和26年）

信用組合

農村部を
中心に発達

協同組合による
金融事業に関する法律

産業組合法による
準市街地信用組合

産業組合法

法律施行前の信用組合
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1943年

（大正6年）

預金積金残高 
貸出金 
預貸率※ 

21 兆 1,723 億円
11 兆 8,549 億円
56.0%

※預貸率は、預金に対する貸出金の割合を示す指標です。

全信中協調べ
対象先は、地方公共団体を除く法人および個人事業者

2020年3月末

貸出先 従業員5人以下 

83.7%

6

信用組合 の社会貢献事業
● しんくみの日週間

● しんくみはばたき奨学金

毎年９月３日は「しんくみの日」です。

信用組合は地域住民の教育・子育てを支援するとともに、意欲のある高校生等の

９月1日～7日までの1週間を「しんくみ

進学を応援するため、修学上必要な学資金等の一部を給付する返済不要の給付型奨

の日週間」
と定め、
全国の信用組合で地域

学金制度「しんくみはばたき奨学金」を設けています。2019年度は、15信用組合か

に根差したイベントや奉仕活動を実施し

ら230人以上に奨学金を給付しました。

ています。コミュニケーションマークの
ブランドカラーを連想させる花の種
（ビ
オラ）
を
「しんくみの花」
とし、
花いっぱい

▲ 献血活動

運動、
感謝デー等の頒布品としています。
活動例

● 献血運動

● 清掃活動

● 年金・住宅ローン相談会

▲ 清掃活動
● 花いっぱい運動
● 抽選会

● チャリティバザー

● 感謝デー

▲ しんくみの花
● 切手、テレカ等収集寄付

● 絵画展

● 社会貢献活動団体を支援する「小さな助け合いの物語賞」
信用組合は毎年、
「小さな助け合い」をテーマにした作文を募集しており、その賞金
相当額を社会貢献のために活動している団体に贈呈しています。2019年度は、公益
的な活動の重要性や信用組合の経営理念「相互扶助」の合致性等を踏まえ、社会福祉

● 子どもたちの健全育成を支援する「しんくみピーターパンカード」

法人日本点字図書館に50万円を贈呈し、信用組合大会で贈呈式を執り行いました。

▲ 全 信中協 渡邉会長（左）と日本点字図書館
田中理事長（右）

信用組合業界は、㈱オリエントコーポレーション（オリコ）と連携し、社会貢献機能を有
するクレジットカード「しんくみピーターパンカード」の取扱いを行っています。カード利
用代金の0.5％が、信用組合業界が選定したチャリティ関連諸団体およびロンドンのグレー

TOPICS

ト・オーモンド・ストリート病院こどもチャリティに寄付されます。寄付金は、子どもたち
の健全育成や難病の子どもたちへの支援に役立てられています。

▲ しんくみピーターパンカード寄付金贈呈式

「しんくみピーターパンカード」
は国内で唯一
「ピーターパン」
の商標・名称使用権をもっており、カード表面にはピーターパンがデザインされています。

しんくみピーターパンカード仕組み図

第11回「小さな助け合いの物語賞」受賞作品
第11回懸賞作文の応募数は1,611作品にのぼり、最優秀作品に贈られる「しんくみ大賞」には、毎

朝の通勤・通学バスの中で視覚障がい者の方にひとりの小学生から始まった小さな親切が在校生
に引き継がれる作品、
「あたたかな小さい手のリレー」が選ばれました。この他にもたくさんの助け
合いや思いやりを感じられる作品が受賞しました。ぜひ、全信中協 HP で作品をご覧ください。
名

法人向けカード

個人向けカード

個人事業主・
法人代表者向けカード
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【累計発行枚数】343,941枚
【チャリティ累計額】6億178万円
（1994年４月〜2019年12月末）
※金額単位未満切り捨て

称

受賞作品タイトル

しんくみ大賞

あたたかな小さい手のリレー

しんくみきずな賞

ハギレのキズナ

未来応援賞

小さな助け合いの輪をつくる

未来応援賞

出会いの終着駅

※その他、ハートウォーミング賞10作品もございます。

詳細は、全信中協ホームページを

▲ サンドアートによる「小さな助
け合いの物語」

ご覧ください。

https://www.
shinyokumiai.
or.jp/sakubun
▲ アニメーション動画（CM）

8

クラウドファンディングを使った中小事業者への支援
「しんくみ 新型コロナ対応事業者応援プロジェクト」
～私たちは共に乗り越える～
信用組合業界では、コロナ禍で苦しい状況に直面する地域の事業者や医療

共に助け合い、未来へ（SDGs への取組み）
● 持続可能な開発目標
SDGs（ エス・ディー・ジーズ）とは…
持続可能な開発目標（SDGs）とは、2015年9月の

機関等への支援の一環として「しんくみ 新型コロナ対応事業者応援プ

国連サミットで採択された、持続可能でより

ロジェクト～私たちは共に乗り越える～」と題したプロジェクト

よい世界を目指す国際目標です。17の目

をクラウドファンディングサイト「MOTTAINAI もっと」にて

標と169のターゲットから構成され、地

実施しています。

球上の「誰一人取り残さない」ことを

このプロジェクトでは、サイト手数料を全信組連が負
担し、支援金の全額を事業者に届けています。2020年
9月末までに145もの事業者が参加し、
総額2,380万円以
上もの資金が地域の中小事業者に届けられています。
募集終了後も、支援者の方々への感謝のお手紙を掲
載していますので、ぜひサイトをご覧ください。
購入型プロジェクト
コロナ禍で売上減少や過剰在庫に直面

“共助”乗り越える
のチカラで

誓っています。

寄付型プロジェクト

信用組合業界では、SDGs が目指す「持続可能な社会の実現に向けた取組みの
重要性」を、事業者支援や社会貢献活動と並ぶ活動の柱として追加し、SDGs が
掲げる社会的課題へ常に関心をもって取り組むこととしています。
2020年9月末現在、15信用組合が SDGs 宣言を行っています。

地域医療を担う病院や子ども食堂など、

する中小事業者の売上支援を行っていま

人々の暮らしを支える事業者の活動を支

す。地域の特産品や工芸品を支援の返礼

援するための公益性の高いプロジェクト

品として購入できるプロジェクトです。

です。

各信用組合の SDGs 宣言は全信中協ホームページからどうぞ
https://www.shinyokumiai.or.jp/activity/sdgs.html

● 全信組連 SDGs 宣言
2020年4月、全信組連 は SDGs へ の
対応にかかる基本的な考え方を策定し、
「全信組連 SDGs 宣言」として公表しま
「MOTTAINAIもっと」は、全信組連が伊藤忠商事社、毎日新聞社、ミュージックセキュリティー
ズ社の３社と連携して創設した信用組合業界のクラウドファンディングサイトです。信用組合が
応援する地域の特色あるプロジェクトが立ち上がっています。
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● 信用組合業界の SDGs への取組み

全国の事業者への
支援はこちらから！
https://mottainai-motto.jp/

した。今後も全国の信用組合とともに
持続可能な社会の実現に向けた取組み
を推進していきます。

全信組連が主に取り組む3つのテーマ
❶ 全信組連のガバナンス・経営基盤の強化を通じて信用組合ひいてはその組合員・
取引先の持続的発展を目指します
❷ さらに、信用組合がその基盤を置く「しんくみコミュニティ」
（地域・業域・職域）
の持続的発展に貢献します
❸ CSR 活動の実践に取り組みます

10

全信組連は、国内有数の機関投資家です。2019年度の有価

れています。お預かりした資金は、国債や社債等の有価証券

証券残高は、運用ポートフォリオの組み替えにより3.7兆円

や貸出などで運用しています。

を維持しています。

資金量（平均残高べース）

全信組連

全信中協

信用組合に対する各種経営サポート

信用組合に対する、関係法令や
制度改正についての周知・アドバイス

2019年度

資金量※（平均残高）

全信中協は、

信用組合業界の
中央金融機関なんだ。

当局・
関係機関

業界団体として
様々な発信を行っているよ！

信用組合業界の意見・要望発信
関係省庁との連絡・調整

日本銀行・
民間金融機関

金融市場

余裕資金の運用

為替・手形交換

有価証券（平均残高べース）

有価証券※（平均残高）

3 兆7,580 億円

※資金量とは預金・譲渡性預金の合計額です。全信組連は全国の信用組合
から資金を受け入れています。

※有価証券とは株式・債券などを指すもので、それ自体に財産的価値を有
しています。

当期純利益

自己資本比率（単体）

全信組連は、安定した収益体制を維持しており、2019年度
における当期純利益は55億円と、堅調に推移しています。
当期純利益

2019年度の自己資本比率は15.75% と、国内行基準（4％）
を大幅に上回る水準を維持しています。
自己資本比率

中小・小規模事業者、
生活者の皆さま

信用組合業界の広報
2019年度

当期純利益※ 

55 億円

※当期純利益とは、経常利益（金融機関の営業活動によって通常発生する
収益から費用を差し引いたもの）に、本業以外のことで発生した損益を
計上し、そこからさらに税金を差し引いたものです。
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2019年度

7 兆4,088 億円

●

資金決済・仲介

全信組連は、

●

国・
一般企業等

有価証券（平残）

全信組連は、全国の信用組合から7.4兆円の資金を受け入

● 全
 信組連と全信中協は2019年7月より経営・執行体制の一体的運営を始めました。			
信用組合を一丸となって支えていきます。

業界インフラの整備・運営

資金量（平残）

●

● 全 信組連（全国信用協同組合連合会）と全信中協（一般社団法人 全国信用組合中央協会）は、
全国の信用組合が出資、加盟している信用組合の中央組織です。

●

全信組連・全信中協 ってどんなところ？

全信組連 の経営指標

2019年度

自己資本比率※（国内行基準 4％）

15.75%

※自己資本比率とは金融機関が保有する総資本に対する自己資本の割合で
あり、金融機関の健全性を示す指標の一つです。
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地域 創生

広報 活動

地域活性化ファンドの活用
信用組合業界が力を入れる創業・事業再生支援においては、全信組連と信用組合が共同で地域活性化ファンドへ出資し、それぞ
れの地域課題を解決する事業や、強みを活かした事業への資金供給を行っています。
これまでに４信用組合が８ファンドを設立し、各ファンドでは、信用組合が外部機関と連携のうえ事業者の経営をサポートする
など、ファンドを通じた地域活性化に積極的に取り組んでいます。
信用 組 合 名

設立時期

秋田元気創生ファンド

2019年 1月

秋田再生可能エネルギーファンド

いわき信用組合

2015年10月

磐城国地域振興ファンド

2015年12月

かんしん未来ファンド

第一勧業信用組合

2018年 1月

かんしん未来第２号ファンド

2019年 5月

かんしん事業承継支援ファンド

2015年 2月

飛騨・高山さるぼぼ結ファンド

2016年 6月

飛騨・高山さるぼぼ結２号ファンド

飛驒信用組合

しんくみバンク、信用組合のことをもっと知っていただきたい！ そん
な 思 い で、2018年4月 か ら、業界 オ リ ジ ナ ル 番組「 し ん く み バ ン ク

ファンド名

2015年10月

秋田県信用組合

業界オリジナル番組
「しんくみバンク presents
ヒロシのハッピーモーニング」放送中！

創業支援や事業再生を通じた

『地域活性化』

創業

新規事業
資金供給

お招きして楽しいトークを繰り広げるほか、信用組合取引先のおいしい！
事業承継

経営支援

「地域活性化ファンド」
出

presents ヒロシのハッピーモーニング」を放送しています。毎月ゲストを
楽しい！魅力ある商品をご紹介しています。毎月最終週には、
「小さな助け
合いの物語賞」
の過去の受賞作品を紹介しています。心温まるお話に、
リス
ナーからも大きな反響を頂戴しています。身近にある助け合いに気づかさ
れる、相互扶助を理念とする信用組合ならではの内容になっています。

● 提 供 番 組：「生島ヒロシのおはよう一直線」
● 放 送 日： 平日毎日 5時30分～6時30分		
※毎週火曜日5時45分～50分頃に、
業界オリジナル番組および CM 放送
● 放送エリア： 全国33局

資

信用組合

全信組連

各種 SNS による動画広告の配信
アジ アの 信用 組合 との 連携

信用組合が取り組む様々な地域経済活性化策のうち、“ 中央組織が運営
するサポート事業 ” にスポットを当てて、信用組合による新しい形の支援

全信中協がアジア信用組合連盟の正会員に

を紹介しているほか、カナダ人落語家の桂三輝（サンシャイン）さんによる
しんくみ落語「もったいない編」を2020年7月から配信しています。英語

信用組合は世界各地にありますが、アジアの信用組合をつなぐ国際的

にはできない日本語「もったいない」を紹介しながら、
「今あるものを大事

な組織がアジア信用組合連盟（ACCU）です。日本の信用組合業界の取組

にする」
「まだ知られていないものに出会う」ことを、落語を通じて伝えて

み を 世界 に 広 め る た め、全信中協 は 昨年 よ り ACCU に 加盟 し て お り、

います。

2020年9月の年次総会では正会員となることが承認されました。ACCU
での活動を通じて、アジアの信用組合との連携を深めていきます。

▲ オンライン開催の ACCU 年次総会（2020年9月24日）

しんくみ落語「もったいない編」URL

これまでの主な活動
● タイ・バンコクでの人材研修への職員派遣
（日本の信用組合業界の取組みを発表）

● 新型コロナウイルス感染症に関するオンライン WEB 会議への参加
 （日本の政策や信用組合の対応状況の報告、
各国の感染状況や信用組合への影響等の
情報交換）
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ACCU49周年記念日での
全信中協・内藤理事長の
ビデオメッセージ
（2020年4月8日）

https://youtu.be/enHavmDqCgc

● Facebook アカウント

● Twitter アカウント

● YouTube アカウント

https://facebook.com/
TimelineNews.tv/videos/
266618301232294/

https://twitter.com/
TimelineNews_tv/status/
1278161407335378944

https://youtu.be/jLoYA_
GP9e4
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