CSR

「共生社会の実現に向けた取組み」
※ Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任

静岡ろうきん〉は、
「ろうきんの理念」の実践を通じて、
会員、利用者、地域社会に貢献することこそが、
社会の一員として期待される役割であり、果たすべき責任であると考えます。
私たち役職員は 働く人のために働く ことに喜びを感じ、誇りに思います。
「預金」
「融資」といった〈ろうきん〉の業務の基本は、銀行とほとんど変わりありません。
しかし「お金」の流れを見てみると、
〈ろうきん〉にお預けいただいた「お金」は、働く人々の住宅取
得や車購入等の生活資金などに活用されていることがわかります。
〈ろうきん〉にお預けいただいた「お金」は単なる「お金」ではなく、仲間への助け合いの思いが込
められています。
働く仲間の「お金」は働く仲間の助け合いのために。協同組織の福祉金融機関の姿がそこにあり
ます。

意志ある助け合いのお金の流れ
■ 静 岡 ろうきん
預金

労働組合預金等

（2016年3月末）

9,813億円

6,609億円

融資

0.1

公金預金
％
（12億円）

6.8％

その他

生活資金

5.9％

0.5％

（35億円）

（393億円）

（674億円）

個人融資

99.4％

個人預金

（6,573億円）

93.0％

（9,127億円）

一般住宅資金

93.5％

（6,179億円）

■銀行

（2016年3月末）

預金

701兆円

公金預金等

融資
金融機関
預金

3.3％

3.3％

（23兆円）

（23兆円）

地方公共団体融資

6.0％

（28兆円）

法人預金

31.1％

464兆円
その他
個人融資

28.2％

（131兆円）

（218兆円）

個人預金

62.1％

（435兆円）

※「預金」は譲渡性預金を除いています。※表示単位未満の端数は切り捨てて記載しています。
※「銀行」の数値は、
「日本銀行 金融機関の預金・貸出に関する統計」
より算出しています。
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法人融資

63.2％

（293兆円）

2.4％

（11兆円）

中期計画
事業環境と業績

働く人たちの 生 活を守る

〈静岡ろうきん〉の助け合いの仕組み

経営の体制

お客様
満足向上の
取組み

くらしを支える
取組み

コンプライアンス

働く人の

環境への

「ろうきんの理念」
の実践

取組み

働く人の

CSR

地域への

くらしを守る

貢献活動

取組み

商 品・サ ー ビ ス

● 事業運営原則の遵守

リスク管理

人々が支え合う共生社会
の実現のために

● コンプライアンス経営の実践

● 内部管理態勢の強化

● 職員満足の向上

各種手数料

〈静岡ろうきん〉では、上の図に示したよう
に、事業運営原則の遵守等をベースにして、
「ろうきんの理念」の実践を通じて人々が支え
合う共生社会の実現に向けた取組みを進めて

組織の概況

います。具体的な内容について以降のページ
で紹介します。

SHIZUOKA ROKIN DISCLOSURE 2016
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ＣＳＲ「共生社会の実現に向けた取組み」
環 境 へ の 取組み
〈静岡ろうきん〉
では、環境負荷を低減する活動や職員への環境教育などに取組むとともに、環境保護

に関する地域の活動に積極的に参加しています。

■「環境保護に役立宣言」
2009年度より、
「環境」
に対する社会貢献活動の一環として、環境保
護団体へ寄付する「環境保護に役立宣言」制度をスタートしました。
2015年度は、静岡県地球温暖化防止活動推進センターへ573,850円
を寄付し、静岡県内の地球温暖化対策事業への支援や県民運動「ふじ
のくにエコチャレンジ」の活動費用などに活用されました。

「環境保護に役立宣言」
寄付金贈呈式

「環境保護に役立宣言」制度とは、お客様にご契約いただいた無担
保ローン『役立宣言』
４商品および住宅ローンのご契約１件につき50
円を環境保護団体へ寄付する制度です。
「環境保護に役立宣言」
寄付金による活動内容

■「環境保護活動等への参加」
毎年開催されている
「富士山麓育林活動」や「安倍川流木ク
リーンまつり」等、地域の美化・環境保護活動に積極的に参加し
ています。
また、2016年４月に静岡市内で開催された「日中韓
三カ国環境大臣会合」
に合わせて実施された温暖化防止イベ
ント
「STOP温暖化！ライトダウン」
に参加協力しました。
安倍川流木クリーンまつり

地域へ の 貢献活動
〈静岡ろうきん〉
では、地域への貢献活動に積極的に取組み、地域の課題解決に向けて主体的に活動して

いるＮＰＯ団体等を支援しています。

■「地域福祉に役立宣言」
● 車いす・福祉車両の寄贈
1998年より毎年県下の福祉施設等へ車いすを、2006
年からは福祉車両を寄贈しています。2015年度は、駿東
郡清水町で福祉有償運送事業等を行っているＮＰＯ法人
に福祉車両を寄贈し、県東部の多くの方の送迎等に役立
てられています。
これまでの寄贈台数は、車いす560台、

福祉車両寄贈式

福祉車両24台となりました。
福祉車両ご利用の様子
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中期計画

地 域 へ の 貢 献活動
事業環境と業績

■「子育て支援に役立宣言」
● 子どもたちの健全育成をはかる活動への寄付
無担保ローン
『役立宣言』
４商品、住宅ローン、育児資金に関する融資のご契約１件につき50円を子どもたちの健全育成
をはかる活動へ寄付しています。2015年度は
「ふじのくにＮＰＯ活動基金」の終了に伴い、基金の意志を継いで発足した
「ふ

経営の体制

じのくに未来財団」
に対し、子育て支援活動を積極的に行っているＮＰＯへの助成資金として578,300円を寄付しました。
これまでの寄付金の累計は、3,484,850円となりました。

■ 地域社会で活躍する団体への支援

コンプライアンス

● 特定非営利活動法人 フードバンクふじのくに
2014年５月に県内の福祉事業団体等が地域社会の課題
解決のために設立した「フードバンクふじのくに」へ物資運
搬用車両を寄贈しました。寄贈車両は、食品の回収・配送に
広く活用いただいています。
また、2015年度よりポイントアッププレゼントを通じたお

リスク管理

客様の選択による寄付を実施し、お客様からの寄付ポイント
195,400円分と同額を
〈ろうきん〉が拠出し、合計390,800
円の寄付を行いました。

● 公益財団法人

静岡県グリーンバンク

「フードバンクふじのくに」
への寄付金贈呈式

私たちの住む街を花と緑があふれる美しい環境にする活動を行っている
「静岡県グリーンバンク」
に対しても、2015年
CSR

度よりポイントアッププレゼントを通じた寄付を開始しました。お客様からの寄付ポイント69,500円分と同額を
〈ろうきん〉
が拠出し、合計139,000円を寄付しました。

商 品・サ ー ビ ス

■ 中学校、高校での学習支援
毎年、県内の中学校や高校で、将来の進路選択や社会生活に役立てていただけるよう、金融機関の業務内容の紹介や
消費者教育を行っています。
清水桜ヶ丘高校商業科の３年生120名を対象に開催した「消費教育セミナー」では、
４月から学生として一人暮らしを始
める生徒、社会に出て働く生徒と進路はさまざまでしたが、大きな生活環境の変化を迎えるタイミングであることから、

各種手数料

「１ヵ月間の生活費」、
「クレジットカードとローン」、
「詐欺への注意喚起」等、今後の生活に役立つ情報をお伝えしました。

組織の概況

高校での授業の様子

SHIZUOKA ROKIN DISCLOSURE 2016
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ＣＳＲ「共生社会の実現に向けた取組み」
地域へ の 貢献活動
■ 劇団四季「こころの劇場プロジェクト」への協賛
将来を担う子どもたちへの教育プログラム支援として、2012年度から劇団四季が取組む「こころの劇場プロジェクト」
に協賛しています。子どもたちに生命の大切さや人を思いやる気持ち、信じあう喜びなどを感じてもらうことを目的とした
プロジェクトで、県内の小学６年生を無料招待しています。

■ 自然災害に係る取組み
2016年熊本地震の犠牲となられた方々には謹んでご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様には心から
お見舞いを申し上げます。
また、2011年３月に発生した東日本大震災による被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
〈ろうきん〉
では、金融機能を活かし、被災された方々への支援に取組んでいます。
● 振込手数料の免除措置
〈ろうきん〉窓口における義援金振込口座への振込（送金）手数料は、免除扱いとしています。
● 生活再建にかかる資金への融資制度
被災による傷病の入院・治療費、家財道具購入費、
車両の買替・修理費用、住宅の復旧工事費等にご利用
いただける災害救援ローンを取扱っています。
● 災害ボランティアへの駐車場貸与
巨大地震等の大規模災害発生時に静岡県災害ボラ
ンティア本部・情報センターが活動拠点として利用す
るために当金庫の駐車場を無償で貸与する覚書を、静
岡県、特定非営利活動法人 静岡県ボランティア協会、
社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会との間で締結し
ました。

■ NPO事業サポートローン
福祉金融機関としてＮＰＯを支援する制度を用意し、金融機能を活用した社会貢献活動に取組んでいます。
ＮＰＯ事業サポートローンは、保健、医療、福祉の増進などのために活動しているＮＰＯ法人への金融支援策として2001
年から取扱っています。

■ ＮＰＯ助成資金の活用
会員より拠出いただいた
「ＮＰＯ助成資金」
を活用し、公益財団法人 静岡県労働者福祉基金協会が、地域で主体的に活動
しているＮＰＯ法人を対象とした
「ＮＰＯプレゼント講座」
を開催しています。
また、
〈静岡ろうきん〉のＮＰＯ事業サポートロー
ンをご利用いただいているＮＰＯ法人への利子補給も行っており、2015年度は４団体へ利子補給されました。
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中期計画

地 域へ の 貢献活動
事業環境と業績

■ 地域役立資金の活用
「地域役立資金」
は、県下勤労者の自主福祉運動の推進、発展に寄与する活動に役立てることを目的として、2010年６月
の通常総会にて、会員総意のもとに創設された資金です。各事業で活動が展開され、各資金の目的にそって有効活用され
ています。

経営の体制

● 2015年度の主な活動状況
・「ロッキー奨学基金」
により7大学20名の大学生へ奨学金が授与されました。
・ 教育ローン利子補給制度の利用件数は200件を超え、
2016年5月に対象者へ利子補給されました。
・ 本部活動拠点の
「ＡＬＷＦロッキーセンター（静岡県勤労者総合会館3階）」
は、勤労者福祉を目的とした各種会議・イベ

コンプライアンス

ント等に幅広く利用されています。
・ ロッキーカレッジ
（各種セミナー）
を開講しました。

今後も、一般社団法人 静岡県労働者福祉協議会、公益財団法人 静岡県労働者福祉基金協会、
〈静岡ろうきん〉、有
識者の委員で構成された地域役立資金運営管理委員会にて、活用内容の検討と適切な運用管理を行っていきます。

リスク管理

■ 各営業店の取組み
各営業店では、住宅業者会主催の住宅フェスティバルへの後
援、
オートショーや夏祭りの開催、献血への協力等、それぞれに工夫

CSR

を凝らした独自の取組みにより、地域社会とのネットワークづくりに
努めています。

商 品・サ ー ビ ス
各種手数料
組織の概況
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ＣＳＲ「共生社会の実現に向けた取組み」
働く人 のくらしを守る取組 み
■ 犯罪被害等防止の取組み
お客様に安心してご利用いただくため、犯罪被害等を防止する
さまざまな対策を行っています。
● 偽造・盗難キャッシュカードへの対策
・ 偽造・盗難キャッシュカード被害に遭われたお客様に対して、お客様に責
任がないと判断した場合に、被害の全額を補償させていただきます。
・ システムによる監視を行い、当金庫の基準に照らし、
カードが不正に使用
されている可能性がある場合、お取引を確認させていただいています。
・ 偽造や不正な読み取りが困難なICチップを搭載した「ICカード※」を取
扱っています。
※ご利用いただける ATM に制限があります。

● インターネット犯罪への対策
・ お客様に安心してインターネットバンキングをご利用いただくため、
〈ろうきん〉ではウイルスや不正アクセスの侵入防止、駆除等
を行うセキュリティツールを提供しています。
また、複数パスワード使用、事前にお客様が登録された質問に対する回答（合言葉）
による認証を行う
「リスクベース追加認証機能」
や、パスワードの不正読取を防止する
「ソフトウェアキーボード」
を導入するなど、
さまざまなセキュリティ対策を講じています。

・ 個人向けインターネットバンキング（ろうきんダイレクト）では、
「ワンタイムパスワード」による本人認証機能、
「 第2暗証番号」、
パソコン利用時には携帯電話からロックを解除しなければ資金移動ができないようにする
「IBロックサービス」
を導入しています。
・ 団体向けインターネットバンキングでは、2015年6月１日より資金移動取引や振込口座の登録・変更の際にパスワード生成機によ
るワンタイムパスワード認証を導入し、一層のセキュリティ強化に努めています。

●「振り込め詐欺」
等への対策
・ お客様に注意を促すステッカーをATMコーナーに貼付しているほか、操作画面での注意喚起を行っています。
・「振り込め詐欺」等の被害を未然に防止するため、ATMコーナーでの携帯電話の使用をご遠慮いただいています。
よて

・ 静岡県警と連携し、
ご高齢者が高額現金支払いを希望される際には預金小切手の利用を推奨する
「預手プラン」等により、
「振り込
め詐欺」の被害防止に取組んでいます。
・ 当金庫ホームページにおいて、振り込め詐欺の被害防止に関する注意点をご案内するとともに、振り込め詐欺救済法に関するお
問い合わせ窓口を設け、被害発生防止ならびに被害者救済に取組んでいます。

■ 災害等への対策

〈ろうきん〉では、皆様の大切な財産をお預かりしている金融機関として、自然災害等に備えた対策を講じています。

● 自然災害による被災者救援ローン、
災害救援住宅ローン
自然災害等からの復興、生活再建に必要な資金ニーズに迅速に対応するため、平時より災害救援ローン、災害救援住宅ローンを
ご用意しています。

● 預金の払戻し手続きについて

緊急時に通帳・印鑑等を喪失した預金者からの預金払戻しの申し出に対し、迅速に対応できる態勢を整備しています。

● 防災機器用品の設置

各営業店に防災機器用品を設置しているほか、4店舗の受水槽にはリザーバータンク機能を取り付け、大規模災害発生時の断水
に備えています。

● 地震災害対策資金

地震災害対策資金は、地震災害の発生に備え、
〈静岡ろうきん〉の会員からの拠出により積み上げた資金です（1998年総会にて
創設）。本資金は、勤労者の罹災時の生活確保のための緊急支援を行うことを目的として公益財団法人 静岡県労働者福祉基金協会
にて厳格に管理されています。2015年度は、県内外の災害ボランティアによる救援活動のための図上訓練の実施、東海地震等に備
えた災害ボランティアネットワークへの助成等に活用されました。

21

SHIZUOKA ROKIN DISCLOSURE 2016

中期計画

働く人 のくらしを支える取組み
事業環境と業績

■ 働く人の生活支援活動
〈ろうきん〉
では、勤労者の生活を支援するさまざまな取組みを行っています。
● 有益な情報提供

育児休業中の生活費や育児に使用する自家用車・育児
用品購入費用など、育児にかかる費用（小学校入学前まで
のお子様をもつ勤労者の方が対象）、入院費等の医療費、
介護にかかる費用、災害復旧に必要な費用など、福祉にか
かわる費用を対象とした
「福祉ローン」
を取扱って
います。

経営の体制

新入組合員セミナーやライフプランセミナー・年金セミナー
等各種セミナーを通じ、有益な情報を提供しています。
2016年度も、ライフイベントや年代別ニーズに応じた情報、
商品・サービスを積極的に提案し、お客様の生涯にわたる財産形
成をサポートする取組みを展開しています。

● 福祉ローン

コンプライアンス

● 勤労者生活支援特別融資制度

リスク管理

勤務先の事情や自然災害等により、収入が減少した方や
離職された方への生活支援を目的として、
ご利用中の〈ろ
うきん〉
ローンの返済条件を見直し
（変更）
できる制度を取
扱っています。

■ 多重債務問題等への取組み
CSR

多重債務相談や消費者問題に関する啓発活動を通じて、問題解決に向けた取組みを積極的に展開しています。
● 多重債務相談体制の充実

商 品・サ ー ビ ス

多重債務相談の専任者を県下各地に配置し、多重債務で悩まれている方への生活再生に向けた相談活動を展開しています。
2015年度は130件の相談に対応しました。
また、各種融資制度を取扱うとともに、多重債務問題等に関する法的対応に備えて弁護
士や司法書士とのネットワークも構築しています。

● 消費生活支援等のセミナー開催
当金庫職員によるロッキースタッフや専門家とのネットワークを活用し、高校生や新社会人を対象に、多重債務問題・悪質商法など
の消費者トラブルの未然防止を目的としたセミナーを開催し、金融に関する学習・啓発活動を実施しています。2015年度は合計で
54回開催しました。

各種手数料

● 自治体と連携した教育冊子
「マネートラブルにかつ！」の活用
「マネートラブルにかつ！」
とは、契約の基本や悪質商法の手口、解決方法など
について、
イラスト等を交えながら分かりやすく紹介している冊子です。本冊子の
積極的な活用を県内の自治体へ提案し、2011年度以降、
１２の自治体で採用い
ただきました。
「 マネートラブルにかつ！」は全国労働金庫協会のホームページ
（http://all.rokin.or.jp/advice/index.html）
からダウンロードできます。

組織の概況

● 2016 年度の取組方針
多重債務からの救済ばかりでなく、消費者教育の推進に関する法律「消費者教育
推進法」
を踏まえ、多重債務問題の予防（消費者教育・啓発活動）も含め、積極的に消
費生活相談活動を展開します。
マネートラブルにかつ！
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ＣＳＲ「共生社会の実現に向けた取組み」
お客 様 満足向上 の 取組み
■ お客様の期待にお応えする取組み
〈ろうきん〉では、働くすべての人に安心してご利用いただける良質な金融サービスを提供し続けるために、
お客様の期待やニーズに的確にお応えする取組みをすすめています。
● お客様サービスセンターの活動

お客様サービスセンターでは、お客様からのお問い合わせ、
ご意見・ご
要望をフリーダイヤル等にてお受けしています。いただいたご意見・ご要
望は、商品・サービスや業務の改善等に反映しています。
今後も、お客様からいただいた貴重なご意見をもとに、お客様満足度向
上に向け、
より良い商品・サービスを提供し、安心してご利用いただける
〈ろ
うきん〉
をめざします。

フリーダイヤル等を通じて
いただいたご意見など
苦情72 件
その他のご意見・
ご要望・好評等

預金関係

1,332 件

2,022 件

2015年度
受付件数
7,765 件

融資関係

1,784 件

商品・サービス、
各種手続き
2,555 件

■ 金融ADR制度
（金融分野における裁判外紛争解決制度）
への対応
金融 ADR 制度は、金融商品・サービスの多様化・複雑化に伴い、増加傾向にある苦情・紛争などのトラブル
を簡易・迅速に解決する手段です。
● 苦情処理措置

〈ろうきん〉は、お客様からの苦情のお申し出に、公正かつ的確に対応するため、業務運営体制・内部規則を整備し、その内容を
ホームページ・パンフレット等で公表しています。

【苦情・相談等窓口】

静岡県労働金庫 お客様サービスセンター

全国労働金庫協会ろうきん相談所

電話番号： 0120-609-123
受付時間： 9:00〜18:00
（土日・祝日および金融機関の休日を除く）
E-mail ： direct@shizuoka.rokin.or.jp
郵送先 ：〒420-0044 静岡県静岡市葵区西門町1-20

電話番号： 0120-177-288
受付時間： 9:00〜17:00
（土日・祝日および金融機関の休日を除く）
E-mail ： soudansyo@k.rokinbank.or.jp
郵送先 ：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-5-15

●〈静岡ろうきん〉
のお客様サポート等対応について

URL：http://shizuoka.rokin.or.jp/shiraberu/housin/kujoushori.html

● 紛争解決措置

紛争解決のため、上記の苦情・相談等窓口にお申し出があれば、下表の紛争解決機関に取り次ぎいたします。
また、お客様から各
弁護士会の紛争解決機関に直接お申し出いただくことも可能です。

【紛争解決機関】

名

称

電話番号

受付日･時間

東京弁護士会紛争解決センター

〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3

住

☎03-3581-0031

月〜金（祝日・年末年始を除く）
9:30〜12:00、13:00〜15:00

第一東京弁護士会仲裁センター

〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3

☎03-3595-8588

月〜金（祝日・年末年始を除く）
10:00〜12:00、13:00〜16:00

第二東京弁護士会仲裁センター

〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3

☎03-3581-2249

月〜金（祝日・年末年始を除く）
9:30〜12:00、13:00〜17:00

☎054-252-0008

月〜金（祝日・年末年始を除く）
9:00〜12:00、13:00〜17:00

〒420-0853

所

静岡県弁護士会あっせん・仲裁センター 静岡市葵区追手町10-80
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中期計画

■ 障がいがあるお客様に配慮した取組み

事業環境と業績

視覚に障がいがある方や自筆が困難な方も安心してご利用いた
だけるよう、
サービスの充実に努めています。
・ 視覚に障がいがある方が窓口での振込手続きを希望された場合には、自動
機（ＡＴＭ）利用時と同額の振込手数料でお手続きいたします。
また、2015年
度から残高等を点字でお知らせするサービスを開始しました。
・ 当金庫職員による代筆、代読など、各種手続きをお手伝いしています。

店内の点字ブロック

経営の体制

・ 全営業店に点字ブロックを敷設しており、
ご来店いただきやすい環境を整え
ています。
・ 自動機（ATM）
にはハンドセット
（受話器）
による音声案内機能を導入し、点字
シールでご案内しています。
・ 窓口には聴力補助器具や、外国人の方や耳の不自由な方用の会話補助ボー
ドを配備しています。

聴力補助器具

会話補助ボード

コンプライアンス

■ 個人情報の保護に関する対応
・〈ろうきん〉は、
「個人情報の保護に関する法律」および「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律」、
「関係省庁のガイドライン」等を遵守し、基本方針である
「プライバシーポリシー（個人情報保護方針）」
を策定して、お客様の
大切な個人情報等の適切かつ公正な利用・管理に努めています。
・ 個人情報保護に対する具体的な安全管理措置を徹底するための教育研修を実施するなど、個人情報保護に対する態勢の整備・徹
底をはかっています。

リスク管理

■ 金融円滑化の取組み
〈ろうきん〉
は、
勤労者のための金融機関として、
勤労者福祉向上のための金融円滑化に努めています。

取組体制

取組方針（抜粋）
・〈ろうきん〉は勤労者のための金融機関として、労働経済

融円滑化法」は2013年3月31日に法期限が到来したも

監

査

に目を配り、支出面の改善も勘案しつつ、できる限り債務
の弁済に係る負担を軽減するために必要な措置を取るよ
・ 貸付条件の変更等について、他の金融機関、住宅金融支
援機構、信用保証機関等が関係している場合には、独占
禁止法や個人情報保護法に配慮しつつ、当該機関と緊密
な連携をはかって対応いたします。

信用リスク管 理 担 当 者

お客様サービスセンター

金融円滑化実施状況
（1）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

（単位：百万円）

2015年3月末 2016年3月末

（単位：百万円）

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

8,372

8,546

うち、実行に係る貸付債権の額

6,444

6,575

うち、謝絶に係る貸付債権の額

543

543

うち、審査中の貸付債権の額
うち、取下げに係る貸付債権の額

16

58

1,367

1,369

（2）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

組織の概況

う努めます。

お客様説明管理責任者

各種手数料

改善または再生の可能性その他の状況や、当該住宅ロー

金融円滑化管理責任者

各支店長

合には、
きめ細かく協議を行います。

ン利用者の財産および収入の状況のみならず、家計全体

会

会

各融資担当役席

・ お客様から融資返済計画の見直しに係る相談があった場

る申込みに対しては、当該中小企業者の事業についての

務

事

各地域統括長

し、真摯に対応してまいります。

住宅資金に関する債務の弁済に係る負担の軽減に関す

部

事務管理担当者

く、引き続きお客様のご返済方法に係るご相談などに対

・ 中小企業者からの事業資金や、住宅ローン利用者からの

常

監

商 品・サ ー ビ ス

のの、当金庫の金融円滑化に向けた取組方針に変更はな

会

金融円滑化統括責任者

制度を拡充するとともに、
くらし応援活動の実践を通じて
勤労者のための金融円滑化を促進してまいりました。
「金

事

CSR

情勢が急激に悪化したことを受け、勤労者生活支援融資

理

（単位：件）

2015年3月末 2016年3月末
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

799

819

うち、実行に係る貸付債権の数

626

642

うち、謝絶に係る貸付債権の数

45

45

うち、審査中の貸付債権の数
うち、取下げに係る貸付債権の数

2

5

126

127
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