
地域貢献について

11

○当金庫の地域経済活性化への取組みについて
　当金庫は、上越市と上越地方一円を事業区域として、地元の中小企業者や住民が会員となって、お互いに助け合い、お互
いに発展していくことを共通の理念として運営されている相互扶助型の金融機関です。
　地元のお客様からお預かりした大切な資金（預金積金）は、地元で資金を必要とするお客様に融資を行って、事業や生活
の繁栄のお手伝いをするとともに、地域社会の一員として地元の中小企業者や住民との強い絆とネットワークを形成し、地
域経済の持続的発展に努めております。また、金融機能の提供にとどまらず、文化、環境、教育といった面も視野に入れ、広
く地域社会の活性化に積極的に取組んでおります。

上越信用金庫と地域社会

お　客　様・会　員（会員数１７,４４６名　出資金残高７４８百万円）

～地域社会の繁栄と地域の人々の一層豊かな生活の実現を願って～
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地域のお客様・会員の皆様

（常勤役職員数 ： １87名、店舗数 ： １6 店舗）

１．預金積金に関する事項（地域からの資金調達の状況）
　当金庫では、地域のお客様の着実な資産づくりのお手伝いをさせてい
ただくため、新商品の開発やサービスの一層の充実に向けて努力してお
ります。
　超低金利が続く中、少しでもお役に立つよう年金のお受取を当金庫にご
指定頂いているお客様からの定期預金について一定額を限度に金利の
上乗せをしている商品を取扱っております。また、この他に当金庫で取
扱っている商品につきましては、15ページをご覧ください。
　　　　　　預金積金残高【2,108億円】

２．貸出金（運用）に関する事項（地域への資金供給の状況）
　お客様からお預入れいただいた預金積金につきましては、お客様の
様々な資金ニーズに応え、地域経済の活性化に資するために、円滑な資金
供給を行う形でお客様や地域社会に還元しており、上越地域に所在する
中小企業等に対し、設備資金に134億円、運転資金に２０4億円をご融資
しております。また、個人のお客様には住宅ローンに１９2億円、消費者
ローンに67億円をご融資しております。
　新潟県及び各市町村の制度融資を取扱っており、全店で627件25億
円の取扱残高となっております。
　当金庫で取扱っている融資商品につきましては、1８～1９ページをご覧
ください。
　　　　　貸出金残高【706億円】
　　　　　預金積金に占める貸出金の割合【33.73％】

３．ご融資以外の運用に関する事項
　当金庫では、お客様からお預かりした資金の一部を、信金中央金庫への
預け金や国債等の有価証券などで運用を行っております。なお、有価証券
の運用につきましては、安全第一を心掛けております。有価証券の状況に
つきましては、2８～2９ページをご覧ください。
　　余資運用残高【1,４88億円】
　　 ※余資とは預け金、有価証券のことをいいます。

４．今期 ( 令和元年度 ) 決算に関する事項
　当金庫の売上高にあたる経常収益は、25億8千万円、本業の儲けであ
る業務純益は２億９千3百万円となっております。また、自己資本比率につ
きましても、国内基準の４％を大きく上回る１３．11％であり、健全性にも
問題ありません。
　今後も健全性の向上に向けてさらなる努力を続けてまいります。なお、
経営分析につきましては、34～35ページをご覧ください。

５．お取引先への支援等（地域との繋がり）
　私たちを取り巻く厳しい経済環境の中、地
元のお取引先企業の経営改善を積極的にお
手伝いすることが求められております。
　当金庫は、「取引先支援部」を設置してお
り、お客様の立場に立って、業績、財務内容に
ついて一歩踏み込んだ分析を行い、問題解決
に向けての改善策、経営改善計画書へのアド
バイスをするなど、金銭面だけではなく、生き
た支援を心掛けております。
　また、外郭団体「しんきん地域経営塾」は、
全営業地域の多くの企業の皆様に参加をい
ただいており、情報交換やビジネスマッチング
等企業間の連携を強化し、明日の地域づくり、
人の姿が見える地域づくりを目指しておりま
す。
　その他、中小企業診断士、宅地建物取引主
任者、ファイナンシャルプランナー、年金アド
バイザー、農業支援アドバイザーなどの専門
スタッフを擁しており、お客様への情報サービ
ス、相談業務にお応えしております。

計数はいずれも令和２年３月末現在
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● 文化活動 ・各外郭団体が主催する文化講演会等の開催に協賛して、著名な方をお招きしております。
　令和元年８月 21 日 講　師：岸　保行（新潟大学　経済学部　准教授）

演　題：「新潟大学“日本酒学”の挑戦」（しんきん地域経営塾）

　児童たちの情操心の育成と地域文化の向上のため、毎年上越市内の小学校から図画及び版画を募集し、展覧会を開催して
おります他、小学生、中学生、高校生への金融教育活動の実施や職場見学に力を入れております。

毎年、職員親睦会により献血運動を
行っております。

各地域の清掃活動などに多くの役職員と家族
が参加しています。

毎年小学生の健全な心身育成の一助として、
しんきん旗幼年野球大会を開催しております。

毎年、介護施設に新入職員が訪問し、
清掃や足湯の補助、入居者との交流
等を行っています。

● 奉仕活動

小学生図画展覧会 小学生版画展覧会 高校生への金融教育活動

献　　血 清掃活動 介護施設でのボランティア

● スポーツ振興への支援 しんきん旗幼年野球大会

● 地域行事への参加

上越市の中山間地域での困りごとの解決をお手伝いする「中山間地支え隊」として活動しています。

● 社会貢献活動

中山間地域支え隊に参加

上越まつり（高田地区） 上越まつり（直江津地区）

高田城ロードレース Ｒ350 ボウリング大会

６．文化的・社会的貢献に関する事項

上越まつりの大民謡流しや各支店において地元の各種行事に積極的に参加しております。

毎年、市立図書館に書籍や公共施設に
スポーツ器具等を寄贈しています。

公共施設に寄贈

上越市の特産品「メイド・イン上越」認証品
の試食会を定期的に開催しております。

メイド・イン上越試食会

特殊詐欺等からお客様の大切な財産をお
守りするための活動に取組んでいます。

特殊詐欺被害防止活動

地域の皆様を対象に、様々なカルチャー
イベントを開催しております。

クリスマスハーバリウム教室 夕方ちょこっとコンサート
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上越信用金庫景気動向調査の実施
◆地域経済の動向調査活動
小学生、中学生・高校生の職場体験への協力
◆金融リテラシー教育活動
しんきん旗争奪幼年野球大会への支援活動
◆スポーツ支援活動
小学生図画・版画展覧会の開催
◆教育文化活動

各外部機関との連携の強化

各地域の様々なイベントへの積極的な参加
公園・海岸清掃等の実施
◆清掃・奉仕活動
中山間地域支え隊事業への企業登録支援活動
◆中山間地域の問題解決支援

上越市まち・ひと・しごと
創生推進協議会への参画

◆地方創生・地域活性化支援

地域内事業者

外部機関等

地域住民

ふるさと絆プロジェクト
―全役職員参画―

（本業＋地域貢献・社会貢献）

地域内外のネットワークを活かし、つなぐ力を発揮しながら、
地域と一体となって地域活性化、地方創生に取組みます。

上越信用金庫が取組む地方創生・地域活性化メニュー

各地方自治体

ふるさと絆プロジェクト＝地域密着金融機関として金融のみならず、いろいろな面で地域貢献を行っていくことが大切であり、
　　　　　　　　　　　　本プロジェクトは、金庫全体で取組む、あらゆる分野で地域貢献を行っていくための役職員全員参加のプロジェクトです。

ふるさと絆プロジェクト作業部会
地域活性化支援作業部会

本部各部・営業店

地域活性化支援担当
総合企画部

ふるさと絆プロジェクト作業部会
地域活性化支援作業部会

ふるさと絆プロジェクト作業部会
地域活性化支援作業部会

●上越市創業支援ネットワーク事業
●創業サポートローン「応援」

行政・支援機関と連携した取組
創業・新事業支援

●上越地域連携プラットホーム事業
●近隣信用金庫、
　地域メディアとの業務協力

事業者の収益構造や
財務体質改善支援

経営改善支援

●中小機構との連携
事業者の事業承継、Ｍ＆Ａ業務支援

●㈱TRANBIとの業務連携
地元税理士事務所との連携

事業承継支援

●産学官金連携支援

事業者の生産性、
向上に向けた支援

生産性向上支援

●ふるさと自慢の活用
●信用金庫ネットワークの活用（2５5金庫）
各種ビジネスマッチング支援

販路拡大支援

●セミナー・異業種交流支援

外郭団体事務局運営

若手経営者
育成支援

●農業専用融資
　地域農業支援資金「豊作」

農業アドバイザー
　　資格取得者による
　　各種サポート

農業分野（６次産業）支援

●各種金融商品の円滑な提供
定住、移住支援

子育て世代への支援
定住・移住支援

●上越妙高駅周辺開発事業支援
●上越妙高駅おもてなし観光ＰＲ
●ご当地キャラクターの活用

各機関・団体と連携した取組
観光振興支援

●上越市ソーシャル
　ビジネスネットワーク事業

地域貢献、社会貢献活動
による取組

まちづくり
参画支援


