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平塚信用金庫は、関東大震災や世界恐慌を経た1932（昭和7）年に
地域の商工業者への金融支援を目的に設立され、
以来地域経済の活性化に尽力してまいりました。

現在は、県央地区の8市1町を面で結ぶ25店舗と約400名の役職員が、
皆さまの事業と生活に密着した多面的な活動を展開しています。

あなたの街のベストパートナーを目指し、地域のために、地域の皆さまと共に、
今後も地域の発展に貢献してまいります。

営業地区
神奈川県平塚市、厚木市、相模原市、茅ヶ崎市、大和市、伊勢原市、秦野市、座間市、海老名市、綾瀬市、藤沢市、小田原市、横須賀市、
横浜市（瀬谷区、旭区、栄区、泉区、戸塚区、緑区、青葉区、都筑区、港北区、保土ヶ谷区、金沢区）、高座郡、愛甲郡、中郡、足柄上郡
（中井町）、東京都町田市

地域と共に歩む
平塚信用金庫
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平塚信用金庫のデータ
設立 ： 1932（昭和7）年11月15日
本店所在地 ： 神奈川県平塚市紅谷町11番19号
店舗数 ： 25店舗
 店舗外キャッシュサービスコーナー7ヵ所
常勤役職員数 ： 397名
出資金 ： 11億30百万円
会員数 ： 29,056名
預金積金残高 ： 4,770億2百万円
貸出金残高 ： 2,057億98百万円

（平成29年3月末現在）

● 本誌は信用金庫法第89条（銀行法第21条準用）に基づいて作成したディスクロー
ジャー資料です。

●本誌に記載の金額は単位未満を切り捨てて表示しています。

基本方針
◆   平塚信用金庫は、地域住民と地元中小企業を基盤と
した金融機関である。

◆  私たちは誠実、公平、親切を信条として金融業務を通
じ地域社会の繁栄に貢献することを使命とする。

経営理念
◆  健全経営を第一義とし、良質な資金を安定的に提供
し、キメ細かな金融サービスに努めるとともに、正確
な事務処理に徹し、「信頼される信用金庫」をめざし
ます。

◆  地域に密着した営業活動を展開し、取引先の拡大を
図り、強固な経営基盤を確立するとともに、地域の振
興と地元中小企業の発展ならびに住民の生活文化の
向上に貢献し、「地元になくてはならない信用金庫」を
めざします。

◆  活力ある人材を確保し、信頼される信用金庫人の育成
に努め、活気に満ちた働きがいのある職場をつくり、
お客さまと職員に期待される「魅力ある信用金庫」を
めざします。

「ひらしんと取引して良かった」と皆さまに感じてい
ただくために、地域における金融のプロフェッショナ
ルとして、また地域社会の一員として、お客さまに信
頼される「企業」「職員」でありたいと願っています。

金融機関の本来的役割はもちろんのこと、お客さま
の事業と暮らしへのサポートに注力し、地域社会の
一員として様々な活動を展開することで地域社会と
のかかわりをさらに強くし、私たちの住む社会の発
展に携わっていきたい。

「いつもあなたのとなりに～街のベストパートナー
ひらしん～」は、その活動を推し進めるために、若手を
中心とする職員から生まれた言葉、スローガンです。

いつもあなたのとなりに
街のベストパートナー　ひらしん
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■ 平成28年度 事業のご報告

　平成28年度の日本経済は、実質成長率が4四半期連続で前期比プラスになるなど、

景気は緩やかに回復しつつあります。

　輸出の回復を背景に企業収益が増益に転じており、設備投資にも徐々に回復の動き

が広がり人手不足感が強い非製造業が省力化投資を積み増ししているほか、製造業で

も更新投資の需要が高まりつつあります。一方、個人消費は賃金の伸び悩みを反映して

緩慢な動きから脱しきれない状況にあり、企業収益の回復が賃金の増加に波及するま

でには時間を要し、緩やかな増加にとどまるものと思われます。しかしながら、平成29

年度後半には中小企業でも賃金引上げの動きが広がり、輸出と設備投資に続いて個人

消費が上向くことで日本経済の景気は徐々に回復テンポを高めていくものと予想され

ます。

　こうした状況下における平成28年度の業績をご報告いたします。

　預金は、法人預金および個人預金が増加し、期末残高は前期比2.0%増加の4,770

億2百万円となりました。貸出金は、中小企業向けおよび地公体向け貸出が増加すると

ともに住宅ローンを中心に個人向け貸出が増加し、期末残高は2.2%増加の2,057億

98百万円となりました。損益については、貸出金平均利率の低下による貸出金利息の

減少などの減益要因がありましたが、有価証券利息配当金の増加や経費の減少、貸倒

引当金戻入益の増加などの増益要因により、経常利益は前期比15.9%増加の9億77

百万円となりました。また、子会社の清算益を69百万円計上したことなどから、税引前

当期純利益は前期比26.4%増加の9億77百万円、当期純利益は前期比6.4%増加の7

億76百万円となりました。

■ 中期3ヵ年経営計画

　　平成28年度は中期3ヵ年経営計画「ビジョン2021 Next Stage」の2年

目として、「お客さま支援力・営業基盤強化」、「経営力・内部態勢の強化」、

「組織力・人材力の強化」の達成に向けた業務改革推進プロジェクト

に基づき、様々な取組みを進めてまいりました。

　　業務の合理化・効率化を進める中で、お客さまのご要望に

迅速且つ的確にお応えするため、平成28年10月に営業体制

を大幅に見直しました。新しい営業体制によりお客さま

と接する時間を増やすことで、資金ニーズにお応えする

ことはもちろんのこと、今まで以上に幅広くお客さま

や地域の発展に貢献できるような体制を整えました。

ひらしんからのメッセージ

ひらしん街のベストパートナー理事長賞受賞者
写真上：上期受賞者　　写真下：下期受賞者
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　平成29年度は、当経営計画の最終年度となります。更なる支援強化の一環として、資

格を持った専門の職員がお客さまの課題解決に向けたサポートを行う「経営サポートセ

ンター」と、日曜日も住宅ローン等に関するご相談にお応えする「本店ローンセンター」を

新たに設置しました。これからも、お客さま本位の営業活動を実践し、経営理念である

「地元になくてはならない信用金庫」に向けて、お客さまの利便性と満足度の向上に努

めてまいります。

■ 地域と共に

　当金庫は地域金融機関として、地域の健全な事業を営む事業者や個人のお客さまへ

の円滑な資金供給だけでなく、親身なサービスを提供し、地域社会の一員として皆さま

の事業と暮らしをサポートする「街のベストパートナー ひらしん」を追求してまいります。

　今後も地域と共に持続的な発展を続けていくため、お客さまの立場に立った様々な

サービスを充実させてまいります。

平成29年7月

理事長 石崎  明

理事長　石崎 明



平塚信用金庫の地域活動 （平成28年度）

地域社会と平塚信用金庫
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　平塚信用金庫は、経営理念に掲げている「地元になくてはならない信用金庫」を事業活動の基本

におき、地域社会、会員・お客さま、当金庫職員など、当金庫を取り巻くステークホルダーの期待に

応え、持続可能な地域社会の実現に向けた活動に取組んでいます。

　また、目指すべき当金庫像を描いた長期経営計画「ビジョン2021」のもと、「いつもあなたのとな

りに～街のベストパートナー ひらしん～」の具現化に向けてきめ細かな対応でお客さまが抱える

課題の解決に取組んでいます。

ES（Employee Satisfaction）：
 従業員満足度の意味で、仕事がしやすく、働きがいのある職場づくりを図ること。

ESの向上が当金庫の成長と地域社会の発展に貢献することにつながります。

●①

●③

●⑤●②

●④

●⑥

平塚信用金庫 とステークホルダー

平塚市野球協会との共催により第20回平塚信用金庫杯争奪
親善野球大会を開催。県内の社会人野球チームが参加（平成
28年4月24日～9月25日）。 ①

湘南ベルマーレ「第18回平塚信用金庫スペシャルデー」を開催
（平成28年5月29日 対戦チーム：名古屋グランパス）。 ②

平塚市、大磯町、二宮町の小学校4年生から6年生を対象と
した「わんぱく探検隊」のイベントに協賛。 ③

第20回愛の献血運動の献血協力者は41名（うち当金庫役
職員38名）、同時に行われた愛の募金運動での募金を神奈
川新聞厚生文化事業団に寄付（平成28年6月17日）。 ④

第66回湘南ひらつか七夕まつりに協賛。七夕おどり千人パ
レードに参加（平成28年7月8日）。 ⑤

第53回平塚市少年野球大会に協賛。小学生と中学生の野球
チーム、52チーム（729選手）が参加 。 ⑥

第3回「ひらしんファミリーコンサート～家族で楽しむはじめて
のオーケストラ～」を開催。親子連れなど約1,000人が参加
（平成28年9月17日）。 ⑦

理事長　石崎 明

    地域社会
金融事業、地域活動

   会員・お客さま
事業の支援、CSの向上

   当金庫職員
ESの向上     環 境

次世代への継承
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●⑦

●⑧

大学生の育成を目的とするインターンシップとして、神奈川大
学、産業能率大学、関東学院大学などから計9名を実習生とし
て受け入れ（平成28年8月22日～30日）。  ⑧

平塚市民・大学交流委員会等が主催する里地里山再生プロ
ジェクトに当金庫職員とその家族が参加（平成28年6月4日、
10月1日、11月12日）。 ●⑨

「2016 COPA BELLMARE U-11」に協賛。湘南ベルマーレ
ホームタウンチーム10チーム、招待チーム6チーム（国内4、海
外2）の計16チームが参加。 ⑩

「子ども読書応援定期預金」を取扱い、8市1町の図書館等に子
ども向け書籍（100万円相当）を寄贈（平成25年から毎年実
施）。 ⑪

●⑨

●⑩

●⑪

金融事業による地域貢献
　「金融業務を通じ地域社会の繁栄に貢献する」を経営
の基本方針に、お客さまの資産形成やライフプランに
合わせた様々な種類の預金商品を取り揃え、皆さまか
ら大切な預金積金をお預かりしています。この預金積金
は、地域内の中小企業および個人のお客さまの事業や
暮らしの資金として使われ、地域社会の発展に貢献して
います。また、お客さまからの資金需要や貸付条件の変
更等のお申し込みがあった場合には、これまでと同様、
お客さまの抱えている問題の解決に取組んでいます。

　貸出にあたっては、貸出審査基準に基づく厳正な審
査を実施し、資産の健全性確保に努めるとともに、お客
さまの資金ニーズに積極的に対応するため、各種信用
保証制度を活用しています。

　また、不動産担保や個人保証に必要以上に依存しな
い融資にも力を入れています。企業の財務面だけでは
なく、事業内容や成長可能性及び持続可能性を重視し
た融資や、関係者との連携により経営改善・生産性向
上、体質強化支援等に取組むなど、中小企業の皆さまや
個人事業主の皆さまの様々な課題にお応えする体制を
整えています。

■ 「経営者保証に関するガイドライン」への取組み
　当金庫は、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨
や内容を十分に踏まえ、お客さまからお借入れや保証
債務整理の相談を受けた際に真摯に対応するための態
勢を整備しています。経営者保証の必要性については、
お客さまとの丁寧な対話により、法人と経営者の関係性
や財務状況等の状況を把握し、同ガイドラインの記載
内容を踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努
めています。

地域社会とのかかわり
　金融機関本来の使命である金融機能の発揮による地
域貢献にとどまらず、当金庫は地域とともに歩む金融機
関として、地域社会の文化・スポーツ・事業・暮らし等の
活動も積極的に支援しています。また、金庫としての活
動とともに職員がボランティア活動に参加しています。

安心して暮らせるまちづくり
　地域の見守り活動に関する協定を、営業地区の8市1町（平塚市、大和市、伊勢原市、秦野市、座間市、寒川町、厚
木市、相模原市、海老名市）および神奈川県と締結しています。
　当金庫職員は窓口業務や営業など金庫内外での活動を通して、地元在住の高齢者や障がい者、お子さまに異
変がないか等を、さりげなく見守りながら、「地元になくてはならない信用金庫」の実践に努めています。
　また、振り込め詐欺の未然防止にも注力し、お客さまの資産を守る取組みを行っています。平成28年度は、当
金庫の5支店（追分、中原、寒川、四之宮、神田）が詐欺被害を未然に防止し、警察署から表彰を受けています。

2,057億
98百万円

運転資金
（45.7%）

設備資金
（18.8%）

住宅ローン
（33.1%）

個人消費資金
（2.5%）

貸出金資金
使途別内訳

地域社会



地域社会と平塚信用金庫
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　教育面では、進路学習の一環として近隣の小中学校
と盲学校の生徒を実習生として受け入れて各支店で実
習・勉強会を実施するとともに、近隣諸大学のインター
ンシップ実習生を受け入れるなど、地域に身近な金融機
関として地元の学校の金融教育に取組んでいます。

コーポレート・ガバナンス
　当金庫は、協同組織金融機関という組織形態をとり、
総代会、理事会および監事会から構成される仕組みに
より、コーポレート・ガバナンス（企業統治）が発揮され
る態勢を整えています。
　業務の健全性および適切性を確保するため内部管理
基本方針のもとで体制を整備しています。またコーポ
レート・ガバナンスを強化するために、経営情報を積極
的に開示し、会員をはじめとするステークホルダーの皆
さまから経営全般についてのご意見をいただくなど、経
営の透明性を確保することに努めています。

総代会 : 総代会は会員・お客さまの声を事業運営に反映
させるための最高意思決定機関です。総代の定数は80
人以上120人以内です（総代会の詳細は18・19ページを
ご参照ください）。

経営管理 : 理事会において経営の意思決定を行うととも
に、業務執行の監督を行っています。また、常勤理事、常勤
監事で構成される常勤理事会を原則月4回開催し、経営
上の重要事項を審議しています。監事会では、監査に関す
る重要な事項について協議します。監事は、理事の業務執
行を監査するため、コンプライアンスや経営全般にわたる
リスク管理への対応状況、業務・財務の状況について監査
を実施します。

情報開示 : 社会・お客さまに対して当金庫の情報を積極
的に開示することで経営の透明性を高め、当金庫につい
て正確に理解・判断いただくこともコーポレート・ガバナン
スに重要な要件であり、迅速・正確な情報開示に努めてい
ます。

法令等遵守 : 当金庫は、法令や組織内のルール等につい
て正しい理解と認識を持つ職員を育成し、コンプライア
ンスに反する行為の未然防止に努めています。
　また、内部通報制度（公益通報者保護制度）に基づいた通
報窓口を設置し、自浄能力が有効に発揮される態勢の構築
を図っています。個人情報保護については、個人情報保護
宣言（プライバシーポリシー）を定め、その機密性・正確性の
確保に努めるとともに、相談窓口を設けています。

不測の事態への対応－－事業継続計画（BCP）
　当金庫では、大規模災害やシステム障害などの“不測の事態”
の発生に備えて緊急時対応計画書を策定し、近年の大震災や被
害規模をもとに様々な見直しを行っています。
● 店舗周辺の地域確認
　 各部店が所在する地域の「広域避難場所」「指定避難場所」
「避難所」「津波避難ビル」等を各職員が確認。
● その他の防災対策
 ●  衛星電話・ヘルメット・多機能ラジオ・防災用毛布を設置。
 ●  海岸に近い須賀・花水・南口支店にライフジャケットを常備す
るとともに、海抜標識を店頭に掲示。

産学連携
　当金庫がコンサルティング機能を発揮して取引先を
サポートしていくうえで、大学との連携は不可欠です。こ
の連携は商店街の活性化、販路拡大、起業、人材の育成
などの面で重要な役割を担っています。
　産業経済の振興と地域社会の発展を目的として平成
23年に締結した神奈川大学との包括協定に基づき、平
成28年度は次の活動を行っています。
●  寄付講座「中小企業経
営論」（15回）を開講、当
金庫職員9名が講義。

●  インターンシップ学生
の受け入れ。

●  里地里山再生事業に
当金庫の職員とその家
族が参加。

●  経営学部主催の起業家
創出交流イベント「ビジ
ネスプランコンテスト」
を後援。

●  「個別企業セミナー」お
よび「学内合同企業説
明会」に参加。

●  当金庫職員向けの「キャリアアップ支援研修」へ神奈
川大学より講師を招へい。

寄付講座

ビジネスプランコンテスト
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　当金庫は、お客さまの創業支援に積極的に取組み、
また経営相談・支援面でコンサルティング機能を強化す
るとともに外部機関との連携を太く活発にしてお客さ
ま支援態勢を強化して地域経済の活性化に注力してい
ます。
　エリア営業体制のもと、「地区担当」は地域の事業者
と個人のお客さまのサポーターとして、「法人担当」は
様々な経営に関する相談やソリューション提案を行う
ビジネスパートナーとして、「ライフアドバイザー」は個人
のお客さまの資産形成に関する相談に対応し、多種多
様なニーズに合わせた金融サービスを提供しています。
また、「リレーションマネージャー」を営業統括部に配置
し、専門的知識を前提とした課題解決・提案のソリュー
ション営業を実践しています。

経営者の交流会
　当金庫の取引先企業経営者の異業種交流・親睦を図る
場である「 ひらつか信友会」では、お客さま相
互の交流を通して発展と繁栄のお手伝いをしています。
　平成10年10月に発足した「 ひらつか信友
会」は、ビジネスマッチングと経営者の交流・親睦を図る
ことを目的に経営研究・企業視察・講演などを開催して
います。
　信友会の毎年恒例の
講演会では、野球評論家
の村田兆治氏を講師に
迎え、「人生先発完投」と
題した講演を平成28年
9月15日に行いました。

お客さま支援事例 ●① ーー 創業
創業するために A氏はこれまでの飲食店での就業経験を活かし、平塚市内で飲食店を開業する計画を立ち上げ、平塚市

役所に創業支援の相談に行きました。市は創業支援に関して、外部機関と連携して様々な施策を進めています。その中

で、当金庫が推進している特定創業支援事業（ハンズオン支援）がA氏に紹介されました。

A氏は当金庫に開業を相談、当金庫が窓口としてA氏を支援することになりました。

創業を目指して 当金庫のハンズオン支援は、A氏の事業計画の策定をサポートするとともに、創業者に不足しがちな

「経営・財務・販路拡大・人材育成」に関する知識・ノウハウを、マンツーマンで

1ヵ月以上にわたり指導するものでした。

特に財務面では、仕入れ等の原価管理には精通していましたが、損益分岐点の

知識が不足していました。この課題についても具体例をあげて演習を行い、実

際の店舗経営に役立つまでになりました。

また、「店舗の認知度向上を図りたい」というA氏の要望があり、地域情報誌の

活用を提案しました。A氏と地域情報誌の打ち合わせには当金庫のリレーションマネー

ジャー*も参加し、効果的な広告宣伝方法をアドバイスしました。

創業から現在 財務に関しては、ハンズオン（hands-on）の意味どおりに実地研修を行ったこ

とにより、開業前の資金計画立案にその効果を発揮し、いまでは毎日の採算管理にも活用しています。

地域情報誌の宣伝効果もあり、また、お客さまに喜ばれる料理を提供することに努めた結果、来店客数はオープン当初

の予想を上回る結果となり、固定客も徐々に増えています。

*企業経営者と同じ立場で発想し、取引先の経営戦略を練り、経営パートナーとして支援を行う中小企業診断士等の資格を有する当金庫職員。

● 当金庫の取組み（平成28年度）： 当金庫が関与した創業支援件数は79件です。

会員・お客さま

います
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創業支援態勢を拡大
■ 支援窓口を常設
　当金庫は、平成27年度までに平塚市内9店舗および
大和市内2店舗に創業応援窓口を設置しています。ま
た、平成28年度には、座間市、海老名市、伊勢原市、厚木
市、寒川町の創業支援事業計画が国から産業競争力強
化法に基づき認定され、当金庫を含めた各種団体と連
携し、各市町の支店で創業応援窓口を開設しました。
　創業初期支援から専門家と相談できるハンズオン支
援サービスまでを提供している当金庫は、産業競争力
強化法に基づく特定創業支援事業者に認定され、創業
の企画から開業後のケアまで、幅広く支援を行ってい
ます。

■ 業務提携による創業支援
　平塚市、厚木市、座間市の商工会議所・商工会と業務
連携・協働に関する覚書を締結し、起業・創業支援、専門
家の派遣、セミナーなどの業務を連携して取組んでい
ます。
　また、日本政策金融公庫の県内4支店および神奈川
県信用保証協会の3者の間で、業務連携に関する覚書
を交わし、創業支援、事業再生や農商工連携を推進して
います。

■ セミナー等を開催
　平塚市との創業支援事業計画の一環として、当金庫、
公益財団法人神奈川産業振興センター、平塚市および
平塚商工会議所との共催による「創業応援セミナー」を3

お客さま支援事例 ●② ーー 女性の活躍に産学官金が連携
学生たちのアイデア 神奈川大学経営学部のIゼミ生が考案した足柄

茶を使用したスイーツは、神奈川県からそのアイデアの優秀さを認め

られ、 “神奈川なでしこブランド”*の“なでしこの種”として平成26

年2月に認定を受けました。

“なでしこの種”は、女性によるモノやサービスに関する優れたアイデ

アを認定する事業で、県が商品化に向けてサポートを行うというも

のです。

当金庫（＝金）は、商品化できる企業の紹介を県（＝官）から依頼され、「学」と提携できる企業（＝産）探しへの取組みを開

始しました。

アイデアを商品に 当金庫は菓子の開発・製造で有名な洋菓子の名店であるB社に商品化を提案、快く受け入れられまし

た。アイデアを菓子として開発するステージはB社が中心に行い、学生たちは商品のネーミングやパッケージデザインの

考案と製作を担当しました。試行錯誤の結果、2種類の菓子が完成し、平成28年5月からB社の店頭に並びました。当

金庫はプレスリリースを行い、神奈川新聞社など複数の新聞に商品の記事が掲載されました。

コラボ・メッセージ 「学」の指導教授は、「学生たちのアイデアを形にすることができ、また実際に企業とのやり取りを行

うことで学生の育成につながった」、と述べています。

商品開発力に定評がある「産」のB社社長は、「このコラボレーションにより、学生の意見と新たなアイデアを活用するこ

とができた」、と言います。
*神奈川県は、女性が活躍できる活力ある地域社会の実現を目指して、県内の企業・教育機関等から女性が開発したモノ・サービスを募集し、

優れた商品を「神奈川なでしこブランド」として認定する事業に取組んでいます。

● 当金庫の取組み（平成28年度）： 販路開拓支援先数は7先です。
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回（平成28年5月、11月、
平成29年2月）開催し、
創業予定者と創業から5
年未満の経営者計68人
が参加しました。
　また、座間市と海老名
市で各2回、大和市と伊勢原市で各1回「創業応援セミ
ナー」を開催、合計112名が参加しました。
　さらに、女性経営者を対象とした「女性創業応援セミ
ナー」を平塚、伊勢原、大和の3市で開催しました。当金
庫は女性の活躍の場を
広げる土壌づくりに努め
ています。
　平塚市および平塚商
工会議所と連携して創
業支援活動を行ってお
り、その一環として、平成28年度で16年目を迎える「創
業塾」を共催しています。

人材の確保
■ 第3回新現役交流会
　当金庫は、企業を退職した人材（新現役）と当金庫の
取引先とのマッチングを目的とする新現役交流会を平
成29年2月16日に実施しました。高度な知識や豊富な
経験、幅広いネットワークを持つ新現役39名が参加、
10社が経営力強化に取組みました。

■ 専門会社と連携
　お客さまが抱える人材に関する経営課題に対して、人
材派遣、再就職支援などのサービスを提供するために、
株式会社パソナと連携契約を締結しています。県内の
金融機関では、同社との連携は初めてのケースです。

■ ロボット関連産業の育成
　当金庫は、神奈川県が主導している｢さがみロボット
産業特区｣の協議会に平成26年に加入しています。当
金庫の店舗ネットワーク内の大半を占める7市1町が同
特区に指定され、協議会には企業、大学および自治体が
参加しています。当金庫は取引先への情報提供や金融
支援などを行い、地域の活性化に取組んでいます。
さがみロボット産業特区：急速に進む高齢化や、自然災害から県民を守る
ため、生活支援ロボットの実用化・普及を進めている。推進団体のさがみ
ロボット産業特区協議会には県内の64団体が加盟している。

経営支援への取組み
　当金庫は、地域経済の金融の円滑化・安定化のため
に、取引先へ様々な経営支援活動を行っています。

■ 経営改善支援
　中小企業診断士の資格を有する専門スタッフを中心
に、お客さまの経営課題を抽出し、経営改善計画策定支
援を行うなど、お客さまの経営改善を様々な角度から
サポートしています。
　また、神奈川県中小企業再生支援協議会等の外部機
関や中小企業庁の中小企業・小規模事業者ビジネス創
造等支援事業（専門家派遣事業）等の外部専門家を活
用して、高度な経営課題の解決にも積極的に取組んで
います。平成28年度は23先の経営改善支援に取組み、
8先がランクアップしました。
　相談センター「しあわせプラザ」では創業・新規事業
相談に加え、企業診断や経営相談も行っています。

■ 支援の強化
 ●  当金庫は、平塚市と
の間で中小企業支援
の協定を平成29年3
月15日に締結しまし
た。この協定は3年
前に締結した創業支
援協定を拡充するもので、両者が連携して事業所の
ライフステージでの課題解決を広範囲にわたって
サポートしていくものです。その一環として、当金庫
の平塚市内店舗に「ひらつかビジネス応援窓口」を
設置しました。
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ビジネスマッチング
　当金庫では、平塚市の産学官の交流と連携強化を目
的とする平塚商工会議所主催のビジネスマッチングへ
の協賛や経営相談ブースの出展、県内全8信金合同の
ビジネスマッチングへ参加しています。

■ ビジネスマッチング with かながわ8信金
　第4回「ビジネスマッ
チング with かながわ8
信金」が平成28年6月2
日に開催されました。過
去最多の受注・サプライ
ヤー企業395社と発注・
バイヤー企業122社が参加し、当金庫の取引先は発注
11社と受注35社が参加しました。今回は新たに、千
葉県内の信用金庫と連携し、千葉県内企業が参加しま
した。

■ 湘南ひらつかテクノフェア2016
　当金庫は、平塚商工会
議所の主催で平成28年
10月20日から3日間に
わたり開催された第12回
「湘南ひらつかテクノフェ
ア2016」で相談ブースを
設置し、経営相談とビジネスマッチングを行いました。
　同フェアには、平塚市内外の99の企業・団体が参加
しました。

ひらしん景気動向レポート
地域の皆さまのお役に
立てる金融機関として、
当金庫の営業エリアであ
る神奈川県央地区に特化
した景況について四半期ご
とに調査し、平成24年4月よ
り「ひらしん景気動向レポート」を発行しています。

ト

化
ご
月よ

 ●  平成29年4月1日に「経営サポートセンター」を設置
しました。中小企業診断士等資格を有する職員が
外部の専門家と支援機関および自治体と連携し、
創業から事業承継まで、企業のライフステージにお
ける経営課題に対応しています。

 ●  国の「経営革新等認定支援機関」の認定を受けてい
る当金庫は、その他の認定支援機関と連携して地
元中小企業の経営力強化に努めています。また、認
定支援機関である株式会社コンサラート（民間コ
ンサルタント会社）と包括的連携・協力を行ってい
ます。

   経営革新等認定支援機関認定制度：税務、金融および企業財務に関
する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベルである機関を
国が経営革新等認定支援機関として認定することにより、中小企業
の経営分析や事業計画策定等に係る相談プロセスの円滑化を図る
制度。

 ●  当金庫は｢かながわ中小企業支援プラットフォーム」
に参加しています。同プラットフォームは、県内の商
工団体や金融機関等が連携して中小企業支援に取
組むもので、専門家派遣事業、各種支援施策の情報
発信、ビジネスマッチングイベントの後援等を行い
ます。専門家派遣においては、中小企業庁の支援
ポータルサイト｢ミラサポ｣を活用し、取引先が抱え
る経営の課題にきめ細かく対応する支援体制を
とっています。

 ●  第6回ビジネス応援セミナーを開催しました。平成
25年度から当金庫は外部専門家を講師に招くなど
して当セミナーを主催しています。平成28年11月
17日開催のセミナーでは「補助金申請書類作成の
すすめ」と題して、ものづくり補助金申請書類の作
成をサポートしました。
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お客さま支援事例 ●③ ーー 創業・ものづくり補助金・プロモーション
高い評価のミニシアター ミニシアターC館は、地域に密着した映画館です。会員制度を設けており、高齢者の無料送迎

バスを導入、市から高齢者保養施設に認定されています。また、婚姻届を

提出した会員には無料鑑賞券を贈呈するサービスやお客さまのリクエスト

に応えた上映を行うなど、大手シネコンにはできない公共性の高い映画館

として地元では高い評価を得ています。

抱える課題 評価を得て一定の客数は確保しているものの、収益の面では一

層の向上を必要としていました。そのため、C館は市役所と連携して、集客

力の向上や補助金の獲得など、再生に向けて様々な施策を行っています。

また、専用スクリーンと画像変換技術整備による若手クリエイターの育成や、これまで上映できなかった映画の上映な

ど、「興行収入＋社会的付加価値の向上」により、「公共的な映画館」から「社会的意義のある映画館」へ展開したいとい

う目標があります。

課題抽出からのスタート 当金庫は、平成27年2月の創業時から融資を開始、本業支援も実施しています。

C館代表、当金庫のリレーションマネージャー*および支店担当が連携してものづくり補助金の書類を作成しましたが

1次公募で不採択となりました。再び3者共同でチャレンジし、2次公募で採択されました。

この書類作成作業から抽出された経営諸課題を分析することにより、市場動向とユーザーニーズの把握、他社との差別

化戦略の設定等を行った結果、売上計画が明確になりました。

集客数向上策の一つとして、当金庫は県の協力を得て、県の動画広報サイト「かなチャンTV」でC館のPRを行いました。

また、この動画は当金庫本支店のデジタルサイネージでも配信しています。

ミニシアターの現在 専用スクリーンの導入や各種プロモーションの効果もあり、入場客数は開業時から順調に増加し

ています。

*企業経営者と同じ立場で発想し、取引先の経営戦略を練り、経営パートナーとして支援を行う中小企業診断士等の資格を有する当金庫職員。

● 当金庫の取組み（平成28年度）： 取引先の本業支援に関する中小企業支援策の活用を支援した先数は51先です。

事業・暮らしの相談窓口
　企業経営から暮らしのご相談まで、地元に密着した
信用金庫らしいきめ細かな対応に心掛けたサービスを
提供しています。

■ 万年青会旅行
　当金庫に公的年金の振込指定をされている方々を対
象とした親睦会「万

お も と か い

年青会」では、毎年旅行を実施して
います。平成28年11月に、第28回万年青会旅行（三重
県伊勢神宮方面）を、平成29年1月に、「初詣日帰り旅行
（千葉県成田山新勝寺方面）を催行しました。

■ ひらしん相談センター「しあわせプラザ」
　しあわせプラザでは年金、経営、法律、税務、創業な
ど、事業や暮らしに関する様々なご相談にきめ細かくお
応えしています。

　お客さま満足度向上の取組み
　お客さまのご意見・要望をもとに、皆さまがご利用し
やすい営業態勢と環境の向上に努め、お客さまの満足
度と利便性の一層の向上を図っています。

■ 資産形成セミナーを開催
　資産形成に関する講習会を実施しました。平塚市の
商店会が主催するイベントのひとつとして行われたも
ので、資産運用の知識・ノウハウを説明しました。
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お客さま支援事例 ●④ ーー 経営改善計画の策定
キャッシュフローに課題 運送業を営むD社は、関連会社を含め順調に業容を拡大してきましたが、自己資本が脆弱で

あったために増加運転資金の大半を借入で賄っていました。この状況下で、売上増加を図るために新施設の建設と新事

業を立ち上げましたが、軌道に乗るまでに想定外の時間と人件費がかかってしまったことから、資金繰りに窮する局面

となりました。

解決へのフロー 当金庫は、次の手順を踏んで、課題を解決する方法を採りました。

①借入金の元金返済据置きを実施し、資金繰りの不安を解消させる。

② 外部の専門家と連携してD社の経営課題を抽出、課題を克服するための行動計画と実現可能な返済計画を盛り込ん

だ経営改善計画を策定する。

③ 改善計画策定後も定期的にD社へ訪問し、業況や計画の進捗状況等のモニタリングを行いながら、タイムリーな情報

提供やアドバイスを実施する。

課題解決後とフォロー 新事業も軌道に乗り、D社も収益改善に対し真摯に取組んできた結果、計画値を上回る成果を

上げることができました。次いで当金庫は、他行債務の集約を含めた債務の正常化を提案しました。D社に対しては他

行からも同様の提案がありましたが、これまでの当金庫による支援が評価され、D社だけでなくその関連会社も当金庫

で再度返済計画を策定し、その計画に基づき債務を集約することにより、債務の正常化を果たすことができました。

その後も定期的なモニタリングを実施する中で、D社は「更なる収益改善を図るべく設備の更新を計画」していました。

当金庫はD社の収支計画を検証した結果、設備更新による効果が見込まれることから、新たな融資も可能となりました。

そのタイミングでD社に新規借入の提案を行い、保証協会と連携することで新規融資を実行しました。

現在、当金庫は定期的にD社を訪問し、潜在する課題の発掘と解決に努めています。

● 当金庫の取組み（平成28年度）： ソリューションの提案先数は302先です。

■ お客さまの意見を収集
　お客さまにより良いサービスを提供するため、全店の
窓口にご意見箱「理事長への手紙」を設置しています。
　お客さまが日ごろご不便と感じていることやご要望
を当金庫の経営改善に役立てています。

■ 障がい者や高齢のお客さまへの取組み
● 筆談器と助聴器を全店に設置。
● 音声案内機能付ATMを全店に設置。
● 当金庫職員による伝票などへの代筆。
  （目や手が不自由なために伝票等への記入が困難な場合で、顔写真付
きの公的証明書類によりご本人の確認が可能な場合。また、融資取引、
当座勘定取引等の与信取引、保険商品への加入や投資商品購入等の金
融商品取引法対象取引等は代筆できません。）

● 当金庫職員による代読。
  （通帳の提示を受け、口座の入出金等の取引内容を知りたい旨のお申し
出を受けた場合。）

● 窓口での振込手数料の減免。
  （目や手が不自由なためにATMで振込手続きができない場合。）

●  つえを使用されている方の利便性を高めるため、窓口

ららぽーと湘南平塚にATMを設置
平成28年10月6日にオープンした「ららぽーと湘
南平塚」の1階に出張所（ATM）を設置しました。

と店内ATMにつえホルダーを設置。
●  店内入口から視覚障がい者用ATMまでの誘導路上
に点字ブロックを設置。

●  厚生労働省の「認知症サポーター」資格を全役職員（非
正規職員含む）が取得（うち2名は講師資格を持つ
「キャラバンメイト」）。
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　持続的な発展が可能な社会の構築に向けて主体的
な取組みを実践することがCSR（企業の社会的責任）の
柱のひとつと考え、各種施策を継続的に行うための「平
塚信用金庫環境方針」を平成20年6月に策定し、全役
職員が同じ認識を持って取組んでいます。

TRIbankエコプロジェクト
　TRIbank（平塚、かながわ、さがみの3信用金庫）と
して、県の2008年の「クールネッサンス宣言」のプロ
ジェクトのひとつである「エコファイナンスプロジェク
ト」の趣旨に賛同し、地球温暖化防止の取組みを進め
ています。
　また平成21年8月に立ち上げたTRIbankエコプロ
ジェクトでは、環境に配慮した金融商品やサービスの提
供、海岸清掃などを行っています。

■ TRIbankの森
　TRIbankは神奈川県が進めている「森林再生パート
ナー制度」に賛同しています。ネーミングライツ（命名

ワークライフバランス
（仕事と家庭の調和）の取組み

　神奈川県子ども・子育て支援推進条例に基づいて「子
ども・子育て支援の取組みを進め
る事業者」として認証証明書と「か
ながわ子育て応援団」の認証マー
クを平成20年2月に取得し、活動
を展開しています。
　職員が仕事と子育てを両立さ
せることにより、働きやすく、能力を十分に発揮できる
ようにするため、また地域の子どもの育成に貢献するた
めに、当金庫は平成27年4月から｢第4回行動計画｣を
策定しています。育児休業取得、所定外労働時間の削
減、地域の子どもや職員家族の育成に貢献する取組み
を行い、幼い子どもを持つ職員が働きやすい職場を目
指しています。

権）が付与されたTRIbankの森」は宮ヶ瀬湖のほとりに
あり、また南足柄市には森林保全活動を目的とした南
足柄市塚原ボランティアフィールドがあります。

■ 海岸清掃
　TRIbankはそれぞれの営業エリア内の海岸清掃にも
取組み、平成28年度は3金庫で約1,500人が参加、約
850キロのごみを拾いました。
　当金庫は第16回海岸清掃を平成28年9月3日に実
施、平塚千石河岸海岸と相模川厚木河川敷の清掃ボラ
ンティアに、当金庫役職員、神奈川大学、産業能率大学
および関東学院大学の学生など約450名が参加し約
200キロのごみを回収しました。

女性職員に関する行動計画を策定
当金庫の女性職員が勤務を継続でき、活躍でき
る環境を整備するための5ヵ年行動計画を策定し
ました。
期　　間： 平成28年4月1日～平成33年3月31日
課　　題： ① 平均勤続年数が男性職員より短い。
 ② 管理職割合が低い。
定量目標： ① 監督職に占める女性の割合を30%以上とする。
 ②  監督者と同職に準じる検証者の女性割合を

60%以上とする。
 ③  勤続年数について、男性対女性の割合を0.7以

上にする。
取組内容： ①  管理職養成等の研修を、平成28年度およびそ

れ以降に期間を定めて実施する。
 ② 両立支援制度を利用しやすい環境に整備する。

子どもと子育て支援のための地域活動
平塚少年野球大会（特別協賛） 平塚少年柔道大会（特別協賛）
わんぱく探検隊（協賛） 地域小中学校職場体験受け入れ 
平塚盲学校あんま実習受け入れ 入園・入学児童への記念品贈呈

環 境

当金庫職員
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　金融機関の基本的な業務の収益を示す指標が業務
純益です。計算式は下図のようになります。
　資金利益は、貸出金や有価証券の運用によって得られ
た利息収入から、皆さまからお預かりしている預金に対
してお支払いする利息などを差し引いたものです。役務

取引等利益は、振り込みなどのサービス提供により得ら
れた手数料収入から、振り込みの銀行間取次手数料な
どを差し引いたものです。その他業務利益は、国債など
の債券売却損益からなります。

　貸出金利息が減少したものの、有価証券利息配当金
の増加や経費が減少したことなどから、業務純益は前期
比8.6%増加の10億38百万円となりました。
　株式関連損益の減少等の減益要因はあったものの、

貸倒引当金戻入益が増加したことなどにより、経常利益
は前期比15.9%増加の9億77百万円となりました。また、
子会社清算益を特別利益に計上したことから、当期純利
益は前期比6.4%増加の7億76百万円となりました。

経費（臨時経費を除く） 53億54百万円
業務粗利益 63億93百万円

資金利益
57億18百万円

役務取引等利益
5億16百万円

その他業務利益
1億58百万円

業務純益
10億38百万円

収益の状況

724

■ 業務純益 ■ 経常利益 ■ 当期純利益 （単位：百万円）
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平成28年度 業績のご報告



15

　預金は、法人預金及び個人預金が増加し、期末残高は
前期比2.0%増加の4,770億2百万円となりました。
　貸出金は、中小企業向け貸出、地公体向け貸出が増加
するとともに、住宅ローンを中心に個人向け貸出が増加
し、期末残高は前期比2.2%増加の2,057億98百万円と
なりました。

　貸出金以外の運用として、有価証券と信金中央金庫
への預け金などがあります。
　平成28年度の有価証券期末残高は前期比0.8%増加
の1,923億25百万円となりました。有価証券での運用
は安全性を重視した運用方針を堅持しています。
　また、預け金の期末残高は、前期比12.8%増加の
1,039億45百万円となりました。

464,389 467,246
477,002

390,000

0

420,000

450,000

480,000

26年3月末 27年3月末 28年3月末 29年3月末（平成）

200,412 201,264 205,798

452,745

199,488

60,000

0

110,000

160,000

210,000

26年3月末 27年3月末 28年3月末 29年3月末（平成）

■ 預金積金 （単位：百万円） ■ 貸出金 （単位：百万円）

貸出金
2,057億
98百万円

（平成29年3月末残高）

鉱・採石・
砂利採取業
（0.1）

農・林・漁業
（0.0）

建設業
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運輸・郵便業
（3.4）個人

（36.0）

製造業
（8.3）

地方公共団体
（6.0）
その他
（8.5）

卸・小売業
（6.0）
金融・保険業
（3.0）

不動産業
（18.9）

有価証券
1,923億
25百万円

（平成29年3月末残高）

地方債
（56,951）

社債
（77,085）

その他
（36,211）

株式
（353）

外国証券
（18,502）

国債
（3,222）

■ 貸出金の業種別構成 （単位：％） ■ 有価証券の種類別構成 （単位：百万円）

資産・負債の状況
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　自己資本比率は金融機関の健全性・安全性を計る重
要な経営指標のひとつです。
　利益の積み上げにより自己資本額は増加したものの、
貸出金の増加などによりリスク・アセット等が増加した
ことから、自己資本比率は0.49ポイント低下し10.92%
となりました。

　健全で持続的な経営を行ううえで自己資本充実の必
要性は十分認識しており、利益の積上げによる自己資本
の充実等を図っていきます。信用金庫などの国内で業務
を行う金融機関は4%以上の自己資本比率が求められ
ていますが、当金庫の自己資本比率は国内基準を大き
く上回り健全性を維持しています。

　不良債権を計る基準として、信用金庫法で定められて
いるリスク管理債権と金融再生法で定められている開
示債権の2つがあります。リスク管理債権は貸出金のみ
を対象とするのに対し、金融再生法開示債権は貸出金の
ほかに、債務保証見返、外国為替（残高はありません）、
未収利息等の債権も対象となっています。

　平成29年3月末の金融再生法上の不良債権額は前期
に比べて27億69百万円減少しました。担保・保証等に
よる回収見込み額と貸倒引当金からなる保全額によっ
て不良債権をカバーしており、保全率は76.26%となって
います。また、保全額に加えて、特別積立金などで不良債
権をカバーしており、健全な経営を行っています。
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■ 平成28年度 業績のご報告
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役員と組織 （平成29年6月末現在）

理事長  石崎 明

専務理事

今井 照男
担当：  営業統括部

常務理事

長谷部 真市
担当：  経営管理部

資金運用部

常務理事

鶴井 雅彦
担当：  融資部

常務理事

曽我 和雄
担当：  総合企画部

業革推進部
委嘱： 業革推進部長

常務理事

小島 彰
担当：  事務部

常勤理事

三簾 隆司
委嘱： 経営管理部長

非常勤監事

梯 和恭
（注） 非常勤監事 

梯和恭は信用金庫法第32
条第5項に定める員外監事
です。

非常勤監事

牛田 洋子
（注） 非常勤監事 

牛田洋子は信用金庫法第
32条第5項に定める員外
監事です。

常勤理事

尾上 達也
委嘱： 営業統括部長

常勤監事

小島 信之
非常勤理事

片野 之万
（注） 非常勤理事 

片野之万は当金庫の職員出
身以外の会員理事（職員外
理事）です。

総代会

営業店

店頭営業課 エリア営業課

経営サポートセンター ローンセンター

理事会

常勤理事会

理事長

専務理事

常務理事

常勤理事

非常勤理事

部長会

課長会

部店長会

支店長会

各種委員会

各種協議会

コンプライアンス委員会

ALM委員会

各種リスク管理委員会

事

務

部
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平塚信用金庫の経営体制
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　信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を
基本理念に、会員一人ひとりの意見を最大の価値とする
協同組織金融機関です。したがって、会員は出資口数に関
係なく、1人1票の議決権を持ち、総会を通じて当金庫の
経営に参加することとなります。しかし、当金庫では会員
数がたいへん多く、総会の開催は事実上不可能です。そ
こで当金庫では、会員の総意を適正に反映し、充実した
審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用し
ています。
　この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選
任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。し

たがって、総代会は、総会と同様に会員一人ひとりの意見
が当金庫の経営に反映されるよう、総代構成のバランス
等に配慮し、選任区域ごとに総代候補者を選考する選考
委員会を設け、会員の中から適正な手続きにより選任さ
れた総代により運営されます。
　さらに、当金庫では、総代会に限定することなく、業況
報告会や会員あてに送付する業務報告書など、日常の
事業活動を通じて、総代や会員とのコミュニケーション
を大切にし、さまざまな経営改善に取組んでいます。
　なお、総代会の運営に関するご意見やご要望につきま
しては、お近くの営業店までお寄せください。

総代の任期・定数
● 総代の任期は3年です。
●  総代の定数は80人以上120人以内で、会員数に応じて
選任区域ごとに定められています。なお、平成29年6月
27日現在の総代数は100人です。

総代の選任方法
　総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の経営
に反映させる重要な役割を担っています。そこで総代の選
考は総代候補者選考基準に基づき次の3つの手続きを経
て選任されます。
①  総代会の決議により、会員の中から総代候補者選考委
員を選任する。

②  選考委員会を開催のうえ、総代候補者選考委員が総代
候補者を選考する。

③  上記②により選考された総代候補者を会員が信任する
（異議があれば申し立てる）。

総代候補者
選考基準
資格要件
●  当金庫の会員であること
●  就任時78歳未満であること

適格要件
●  総代として相応しい人格、見識を有する方
●  地域における信望が厚い方
●  当金庫の理念・使命をよく理解され、当金庫との緊密な
取引関係を有する方

●  当金庫の発展にご協力いただける方

平成29年度通常総代会（6月27日）

会員の総意を適正に
反映するための制度

会  員 総代会
選考委員 総代候補者 総  代21

決算に関する事項、理事・監事の選任等
重要事項の決定

3
選考委員会を開催のうえ、選考基準に基づき、
選考委員が総代候補者を選考する。

総代会の決議により、会員の
中から選考委員を選任する。

総代候補者氏名を店頭掲示し、所定の手続き
を経て、会員の代表として総代を委嘱

総代会制度について

総代とその選任方法

職業別構成 年代別構成 業種別構成

法人・法人代表者
92.0%

卸・小売業
29.3%

鉱業
1.0%

（注）業種別の構成比は法人・法人代表者および
　　個人事業主に限る。

サービス業
15.2%

運輸業
5.1%

製造業
19.2%建設業

18.2%

不動産業
12.1%50代

25.0%

60代
29.0%

70代
40.0%

個人
1.0%個人事業主

7.0%
40代
6.0%

■ 総代の属性別構成

■ 平塚信用金庫の経営体制
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地区を4区の選任区域に分け、各選任区域ごとに総代の定数を定める。

総代候補者
選考委員の選任

異議申出期間（公告後2週間以内）

（上記2の手続きを経て)

会員から異議がない場合
または選任区域の会員数の1/3未満の会員から
異議の申出があった総代候補者

選任区域の会員数の1/3以上の会員から
異議の申し出があった総代候補者

総代会の議決により、選任区域ごとに会員のうちから選考委員を委嘱

選考委員の氏名を店頭に掲示

選考委員が総代候補者を選考

総代候補の選考

理事長に報告

総代候補者の氏名を、1週間以上店頭に掲示 左記掲示について神奈川新聞に公告

当該総代候補者が選任区域の総代定数の1/2未満当該総代候補者が選任区域の総代定数の1/2以上

欠員（選考を行わない）他の候補者を選考

総代の氏名を掲示場に1週間以上掲示理事長は総代に委嘱

総代の選任

1

2

3

　平成29年6月27日、平成29年度通常総代会を開催し、第74
期業務報告、貸借対照表および損益計算書の件について報告す
るとともに、右記の件を決議しました。〔出席総代100名（委任状
14名を含む）〕

第1号議案  第74期剰余金処分案承認の件
第2号議案  定款第15条に基づく会員の法定脱退の件

総代のご紹介（100名） （平成29年6月27日現在）

第1区 地域名  平塚市、小田原市、中郡大磯町、中郡二宮町、足柄上郡中井町
 青柳常夫⑨ 浅田富雄① 浅沼真一① 浅沼　平⑤ 麻生政雄② 荒井寿一① 安藤公一① 安藤哲史⑧ 石原健次③ 
井上蔚美⑧ 江藤勝彦⑦ 大谷康志② 神山卓大⑧ 日下部雄一③ 黒澤　勝⑩ 小泉光一郎⑧ 小長井衛⑦ 小林　誠① 
齋藤治一⑦ 坂部武彦⑩ 清水孝一④ 清水雅広② 杉山　元② 髙橋　實⑨ 髙橋幸伸① 竹内圭介① 築田寿男② 
長尾治道③ 長谷川崇⑩ 長谷川辰巳⑥ 長谷川訓章⑨ 長谷川康幸② 八田直人② 馬場昭彦① 原澤正侑⑦ 日坂寿則⑤ 
平野　勝① 福澤正人⑪ 福澤美子③ 本多正男② 眞壁　潔④ 松上潤司① 水越丈二① 水島米子② 蓑島義益⑧ 
宮代朝彰① 向山久光① 若林昌治⑫ 渡邊達比古②（49名）

第2区 地域名  厚木市、伊勢原市、秦野市、愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村
 相澤　誠⑥ 朝倉義信⑧ 市川英美⑨ 大田正昭② 荻原　博⑩ 神崎　進⑤ 蜘手忠之④ 小島正伸⑩ 寒河江清②
坂本英夫① 鈴木靖夫② 須藤昌紘③ 田村　榮⑧ 葛籠貫京子③ 難波郁夫② 藤川孝幸⑧ 間宮徹雄⑦ 水島健一⑨
望月喜代志② （19名）

第3区 地域名  茅ヶ崎市、大和市、座間市、海老名市、綾瀬市、藤沢市、横須賀市、横浜市の一部、高座郡寒川町
市原美智雄④ 大島伊久夫④ 尾﨑誠一⑦ 落合孝美② 加藤真一① 金子一茂② 菊池　寛④ 北村　格⑪ 熊切雄一郎① 
城田孝志⑦ 鈴木成憲④ 田澤英志① 田邉外英② 中村　豊① 藤森　深③ 古木章祐② 本多和平⑫ 三留寿一①
望月克祐① 渡邉一三⑧ （20名）

第4区 地域名  相模原市、東京都町田市
 朝見　清⑨ 安西正行③ 井原康夫⑨ 川﨑　孝⑥ 神田恭宏① 後藤清直⑧ 杉本機一郎① 鈴木峰陽③ 中丸恭一⑩ 
沼澤　昇① 藤井勇人③ 渡辺　智① （12名）

氏名の後の数字は就任回数です。 （五十音順、敬称略）

総代が選任されるまでの手続きについて

平成29年度通常総代会決議事項等について
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● 信用リスク
　信用リスクとは「取引先の倒産や財務状況
の悪化などにより、当金庫が損失を受ける」
リスクのことです。
　当金庫では、貸出審査基準に基づく厳正な
審査のもと、中小企業の資金繰り安定化を念
頭に置き、リスクに見合った融資手法により
資金供給を積極的に行っています。一方で、
大口化および特定業種への偏った融資の抑
制にも努めています。また、信用格付制度を
導入し、信用リスク管理に活用しているほか、

　金融自由化の進展・金融技術の革新などにより金融
機関を取り巻くリスク（危険性）は増加・多様化する中で、
皆さまへ安定的な資金・サービスを提供し地域経済の発
展に貢献するために、リスク管理を経営の重要課題に位
置付けています。
　平成26年3月末から新しい自己資本比率規制に対応
して、リスク管理の一層の高度化に取組んでいます。詳
細は45ページをご参照ください。

　当金庫は、「リスク管理の基本方針」と「統合的リスク
管理規程」を定め、多種多様なリスクを統合的に把握し
運営する統合的リスク管理に努めています。各種リスク
に対してリスク管理委員会を設置するとともに、様々な
リスクをコントロールまたは回避し、資金調達・運用の
迅速化、最適化および収益の極大化を図るために、資産・
負債を総合的に管理することを目的としたALM委員会
（ALM：Asset and Liability Management）を設置す
るなど、リスク管理に積極的に取組んでいます。

総代会

本部各部・営業店

監査部

理事会

常勤理事会
統合リスク管理委員会（事務局：総合企画部）

会計監査人

コンプライアンス委員会
（事務局：経営管理部）

ALM委員会（事務局：総合企画部） オペレーショナル・リスク

オペレーショナル・リスク管理委員会（事務局：総合企画部）

監　事監事会

総合企画部
営業統括部
事務部

融資部
信用リスク
管理委員会（ 　　　　　）

事務部 事務部資金運用部 資金運用部

信用リスク 市場リスク 流動性リスク 事務リスク システムリスク 人的リスク 有形資産リスク 風評リスク 法務リスク

経営管理部 営業統括部 経営管理部経営管理部

総合企画部 事務部事務部

業務担当

主管部

（リスクの種類）

協議機関

統括機関

最終意思決定機関

関連部署
（担当部署）

統括部署

内部監査部門

■ リスク管理に関する体系図

不動産担保評価については、適正な担保評価
と定期的な評価の見直しを行っています。な
お、全ての資産について、資産査定基準に基
づく厳正な自己査定を実施し、資産の健全性
の確保に努めています。また、「信用リスク管
理委員会」を設置し信用リスクの管理を強化
しています。

● 市場リスク・流動性リスク
　市場リスクとは、｢金利、有価証券等の価
値、為替等の様々な市場の要因により損失

を受ける｣リスクのことであり、流動性リスク
とは、「予期せぬ資金の流出により通常より
も著しく高い金利での資金調達を余儀なく
されるような」リスクのことです。
　有価証券の運用については、安全性・収益
性を重視した投資方針を基本とし確定利付
債券中心の運用を行い、株式などの運用に
対しては慎重な対応を取っています。市場リ
スク・流動性リスクの状況については、「ALM
委員会」に定期的に報告を行うなど管理強
化に努めています。

リスク管理とコンプライアンス（法令等遵守）の態勢

リスク管理の態勢

主なリスクの説明
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　当金庫は、コンプライアンスを経営の重要課題のひと
つとして位置付け、コンプライアンス態勢の整備を行う
とともに、地域金融機関としての社会的責任と公共的使
命を果たすために、役職員がより高い倫理観と使命感を

持って行動し、金融サービスの提供
と関連する法令や社会規範を厳格
に遵守しています。

レーショナル・リスク管理委員会」を設置し、
事務リスク管理の強化を図っています。

● システムリスク
　システムリスクとは、「コンピューターシス
テムの誤作動やダウン、不正利用などにより
損失を受ける」リスクのことです。
　当金庫では、情報取扱規程、情報資産保
護に関する基本方針（セキュリティポリシー）
を定め、セキュリティに十分配慮した管理・
運用に取組んでいます。また、緊急災害時に

● 事務リスク
　事務リスクとは、｢事務上のミスや事故な
どの発生により損失を受ける｣リスクのこと
です。
　当金庫では、正確かつ迅速な事務処理を
徹底し事務ミスや事故の発生を未然に防ぐ
ため、事務取扱規程・要領の整備、各種研修
等を実施しています。また、全店に定期的な
店内検査を義務付け、事務処理の厳正化を
図るとともに、現物の管理、事務取扱状況等
の内部監査を実施しています。さらに、「オペ

おいて各種業務の中断の範囲や罹災期間を
極小化し迅速かつ効率的に必要な業務の再
開を行うことを目的とする｢緊急時対応計
画書｣を制定し緊急時の対応体制を構築し
ており、「オペレーショナル・リスク管理委員
会」においてシステムリスク管理の強化を
図っています。

平塚信用金庫の倫理綱領
　私たちは、高い倫理観と使命感を持って行動し、質の高い金融等サービスの提
供と、関連する法令や社会規範を厳格に遵守することで、その社会的使命を果た
し、信頼される信用金庫となり、地域社会の発展に貢献いたします。

1.  信用金庫のもつ社会的責任と公共的使命を常に自覚し、責任ある健全な業務
運営の遂行に努めます。

2.  経済活動を支えるインフラとしての機能はもとより、創意と工夫を活かし、お客
さまのニーズに応えるとともに、セキュリティ・レベルの向上や災害時の業務継
続確保などお客さまの利益の適切な保護にも十分配慮した質の高い金融およ
び非金融サービスの提供等を通じて、地域経済・地域社会の発展に貢献いたし
ます。

3.  あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範に決してもとることのな
い、誠実かつ公正な業務運営を遂行いたします。

4.  経営等の情報の積極的かつ公正な開示をはじめとして、広く地域社会とのコ
ミュニケーションの充実を図ります。

5.  職員の人権、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保します。
6.  資源の効率的な利用や廃棄物の削減を実践するとともに、環境保全に寄与す
る金融サービスを提供するなど、環境問題に積極的に取組みます。

7.  信用金庫が社会の中においてこそ存続・発展し得る存在であることを自覚し、
社会と共に歩む｢良き企業市民｣として、積極的に社会貢献活動に取組みます。

8.  社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は、これを断固として排除し、関
係遮断を徹底します。

顧客保護等管理方針
　当金庫は、顧客保護等管理に係る基本方針を以下のとおりとし、お客さまの正
当な利益の保護や利便性の向上に向けて継続的な取組みを行ってまいります。

1.  お客さまへの説明を要する取引や商品については、お客さまに十分ご理解を
いただいたうえでお取引いただけるよう、商品知識の習得に努め、正確且つ適
正な情報を提供するとともに、法令等に基づいた適切な勧誘及び説明を行い
ます。

2.  お客さまからのご相談や苦情等については、真摯な姿勢で適切且つ十分に対
応するとともに、お客さまの満足向上に向けて、お客さまの視点に立った対応
が適切に行われるよう努めます。

3.  お客さまに関する情報については、法令等を遵守して適切に取得するととも
に、不正なアクセスや流出等を防止するため、必要且つ適切な措置を講ずるこ
とにより安全に管理します。

4.  お客さまとのお取引に関連して、当金庫の業務を外部委託する場合について
は、お客さまの情報その他の利益を保護するために、外部委託先を必要且つ適
切に管理します。

5.  お客さまとのお取引に際しましては、お客さまの利益が不当に害されることの
ないよう適切に管理します。

6.  その他、お客さまの保護及びお客さまの利便性向上のために必要と判断され
た業務については、適切且つ十分に管理します。

※ 本方針において「お客さま」とは、「当金庫で取引されている方及び今後取引を検討されている
方」をいいます。
※ 本方針の「取引」とは、与信取引、預金等の受入、商品の販売、募集等、お客さまと当金庫との間
で行われるすべての取引に関する業務です。

金融ADR制度への対応
【苦情処理措置】
　当金庫は、お客さま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、ポスターで公表しています。
　苦情は、当金庫営業日（9時～17時）に各営業店（電話番号は53ページをご参
照ください。）または営業統括部お客さまサービス課（電話：0120-243-081）に
お申し出ください。
【紛争解決措置】
　当金庫は、紛争解決のため、当金庫営業日に上記営業統括部お客さまサービス
課または全国しんきん相談所（9時～17時、電話：03-3517-5825）、関東地区し
んきん相談所（9時～17時、電話：03-5524-5671）にお申し出があれば、東京弁
護士会（電話：03-3581-0031）、第一東京弁護士会（電話：03-3595-8588）、第
二東京弁護士会（電話：03-3581-2249）、神奈川県弁護士会（電話：045-211-
7716）の仲裁センター等にお取次ぎいたします。また、お客さまから各弁護士会
に直接お申し出いただくことも可能です。
　なお、前記東京三弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さ
まにもご利用いただけます。その際には、お客さまのアクセスに便利な東京以外
の弁護士会をご利用する方法もあります。例えば、東京以外の弁護士会において
東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いる方法（現地調停）や、東京以外
の弁護士会に案件を移す方法（移管調停）があります。ご利用いただける弁護士
会については、あらかじめ前記「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護
士会、全国しんきん相談所または当金庫営業統括部お客さまサービス課」にお尋
ねください。

個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）
　当金庫は、お客さまからの信頼を第一と考え、お客さまの個人情報及び個人番号
（以下「個人情報等」といいます。）の適切な保護と利用を図るために、個人情報の保
護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）、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（平成25年5月31日法律第27号）及
び金融分野における個人情報保護に関するガイドライン、その他個人情報等保護
に関する関係諸法令等を遵守するとともに、その継続的な改善に努めます。また、
個人情報等の機密性・正確性の確保に努めます。

コンプライアンス（法令等遵守）の態勢

個人情報に関する相談窓口
相談センター 「しあわせプラザ」
住所：〒254-0043 神奈川県平塚市紅谷町11-19 本店2階
電話： 0463-25-6730
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　当金庫では「地元になくてはならない信用金庫」を経

営理念のひとつに掲げ、お客さまの資産形成やライフプ

ランに合わせた、様々な種類の預金商品を取り揃えてい

ます。また、お客さまのご預金・積金は、地元経済の活性

化のために活用させていただいております。

商品・サービスのご案内

（平成29年6月1日現在）

種類 特色 お預け入れ期間 お預け入れ金額

総合口座
普通預金と定期預金、定期積金を1冊の通帳にセットした便利な口座で
す。いざという時、定期預金、定期積金残高の90%以内、最高200万円ま
で自動的にご融資が受けられます（対象定期預金は自動継続のみです）。

出し入れ自由 1円以上

普通預金

お財布、家計簿がわりにご利用いただけます。給与、年金のお受け取り、公
共料金や各種クレジット代金の自動支払をはじめ、キャッシュカードなら
土曜、日曜、祝日もご利用できます。なお、預金保険制度により全額保護さ
れる「無利息型普通預金」もご用意しています。

出し入れ自由 1円以上

当座預金 会社や商店のお取引に欠かせない預金です。代金の決済に小切手や手形
がご利用になれます。 出し入れ自由 1円以上

通知預金 まとまったお金の短期運用に最適です。お引き出しは2日前までのご通知
をお願いしています。 7日以上 10,000円以上

納税準備預金 税金のお支払いに利用していただく預金です。
お利息には非課税の特典もあります。

入金は自由、出金は
納税時のご利用とさせて
いただいております。

1円以上

貯蓄預金

金利は残高に応じた階層別金利となっています（※）。自由な出し入れや
キャッシュカードのご利用は普通預金と同じですが、自動受取や自動支払
口座としてはご利用になれません。また、ご利用は個人のお客さまのみと
なります。

出し入れ自由 1円以上

定
期
預
金

スーパー定期預金 金利は預け入れ額300万円未満と300万円以上の2段階に分かれており
ます（※）。 1ヵ月～5年以内 100円以上

変動金利定期預金 お預け入れ期間中6ヵ月毎に金利が見直される変動金利の定期預金です。 1年～3年以内 100円以上
新型期日指定
定期預金

お預け入れ1年経過後は、1ヵ月前までのご連絡で全額または一部のお引
き出しが行えます。お利息は1年複利ですので有利です。 最長3年 100円以上300万円未満

大口定期預金 1,000万円以上の大口資金の運用に適した定期預金です。 1ヵ月～5年以内 1,000万円以上

ねんきん
スーパー定期

公的年金の受給口座を当金庫に指定されている方、または新たに受給口
座を指定された個人の方にご利用いただけます。預入時の店頭表示金利
に一定金利を上乗せしたお得な定期預金です。

1年 100円以上
100万円以下

ねんきん
スーパー定期プラス

公的年金の受給口座を当金庫に指定されている方、または新たに受給口
座を指定された個人の方にご利用いただけます。預入時の店頭表示金利
に一定金利を上乗せしたお得な定期預金です。

1年 100円以上
400万円以下

定期積金 目標に向かって毎月一定額を積み立てる預金です。3年以上積み立てて、か
つ金額が100万円以上になるものについては高めの金利がつきます（※）。 6ヵ月～5年以内 毎月の掛金5,000円以上

年金定期積金
（いきいきエイジ）

公的年金の受給口座を当金庫に指定されている方、または新たに受給口
座を指定された個人の方を対象にした自動振替専用の積金です。店頭表
示金利に一定金利（3年以上かつ100万円以上の場合）を上乗せし、また万
年青会旅行代金の5%割引の特典があります。

3年～5年以内
（掛込回数18回～30回）

払込金額（20,000円以上）
払込単位（10,000円）

※金融情勢によっては金利が同水準となる場合があります。

預金

主要な事業の内容

預金業務 当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、定期積金、納税準備預金等を取扱っています。

貸出業務
貸付 手形貸付、証書貸付および当座貸越を取扱っています。

手形の割引 銀行引受手形、商業手形の割引を取扱っています。

有価証券投資業務 預金の支払い準備および資金運用のため国債、地方債、社債、株式等に投資しています。

内国為替業務 送金為替、当座振込および代金取立等を取扱っています。

付帯業務
代理業務

日本銀行歳入代理店および国債代理店業務／地方公共団体の公金取扱い業務／日本政策金融公
庫等の代理店業務／株式払込金の受入代理業務および株式配当金、公共債元利金の支払い業務／
信金中央金庫等の代理貸付業務等

保護預かりおよび貸金庫業務／有価証券の貸付／債務の保証／公共債の引受／国債等公共債および投資信託の
窓口販売／保険業法第275条第1項により行う保険募集／スポーツ振興くじの払出業務／両替等
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　ゆとりある生活設計とライフサイクルに応じた夢の実

現のお手伝いに各種ローンをご用意しています。ご商売

や事業の発展に必要な事業資金に加えて、マイホームづ

くりのための住宅ローン、快適な生活を営むためのマイ

カーローン、お子さまの未来を育む教育ローン、その他、

生活向上を目的としたローンなど、多

様なニーズにお応えしています。ま

た、平日にご来店できない方のために日曜日（年末年始

を除く）にローン相談を行っています。

金融商品に係る勧誘方針
当金庫は、｢金融商品の販売等に関する法律｣に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図ることとします。
1.  当金庫は、お客さまの知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品
説明をいたします。

2.  金融商品の選択・ご購入は、お客さまご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客さまに適正な判断をしていただ
くために、当該金融商品の重要事項について説明をいたします。

3.  当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客さまに対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を通じて役職員の知
識の向上に努めます。

4.  当金庫は、お客さまにとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
5.  金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの点等がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせください。
（注） 当金庫は、確定拠出年金運営管理機関として、確定拠出年金法上の『企業型年金に係る運営管理業務のうち運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務』及

び『個人型年金に係る運営管理機関の指定もしくは変更』に関しても本勧誘方針を準用いたします。

（平成29年6月1日現在）

種類 特色 ご融資金額 ご融資期間 担保 保証人

住宅ローン

住宅の新築・増改築資金、建売住宅・中古住宅購入資金等、お住ま
いに関する資金にお使いいただけます。固定金利型（3年・5年・10
年）と変動金利型の2種類を取り揃えています。他金融機関等から
の借換え専用の住宅ローンもございます。

全国保証保証付
10,000万円以内

2年以上
35年以内

要 原則
不要

しんきん保証基金保証付
8,000万円以内

1年以上
35年以内

8,000万円以内 2年以上
35年以内

リフォームプラン 家屋の増改築資金、車庫・門扉等住宅の付随設備の改装資金、給湯
機器・太陽光発電機器の購入・設置資金としてご利用いただけます。

しんきん保証基金保証付
1,000万円以内

3ヵ月以上
15年以内 不要 不要

オリエントコーポレーション保証付
1,000万円以内

6ヵ月以上
15年以内

保証会社の
保証条件による

マイカーローン
新車・中古車（乗用車）の購入、車検や修理、免許取得費用、オート
バイの購入等に幅広くご利用いただけます。
（事業性資金は他の商品をご案内させていただきます。）

しんきん保証基金保証付
1,000万円以内

3ヵ月以上
10年以内 不要

不要

オリエントコーポレーション保証付
1,000万円以内

6ヵ月以上
10年以内

原則
不要

教育ローン
入学金、授業料等の納付金や学習塾、下宿代等、教育関連の諸費
用にご利用いただけます。また、元金の据え置きもご利用いただ
けます。

しんきん保証基金保証付
1,000万円以内

3ヵ月以上
16年以内 不要

不要

オリエントコーポレーション保証付
500万円以内

6ヵ月以上
10年以内

原則
不要

個人ローン 結婚、旅行、レジャー等、快適な暮らしの資金にお使いいただけます。
（事業性資金は他の商品をご案内させていただきます。）

しんきん保証基金保証付
500万円以内

3ヵ月以上
10年以内 不要 不要

カードローン
（裕遊族）

お申込手続きは簡単、使いみちはご自由。ご返済は毎月一定額を
自動的に返済。また、臨時のご返済もできます。
（事業性資金は他の商品をご案内させていただきます。）

しんきん保証基金保証付
100万円以内 3年 不要 不要

カードローン
（しんきん きゃっする）

スピード審査でスピード回答。取引のない方もご利用いただけます。
（事業性資金は他の商品をご案内させていただきます。）

信金ギャランティ保証付
500万円以内 3年 不要 不要

フリーローン スピード審査でスピード回答。使いみちはご自由です。
（事業性資金は他の商品をご案内させていただきます。）

オリエントコーポレーション保証付
500万円以内 10年以内

不要

原則
不要

SMBCコンシューマーファイナンス
保証付

10万円以上300万円以内

7年以内
（100万円以下の
場合、5年以内）

不要

事業者カードローン
中小企業の皆さま向けの小口事業資金のご融資を目的としたもの
で、当座貸越取引により保証期間内に限度額まで反復継続してご
利用いただけます。

500万円以内 1年
もしくは2年 不要

要
1,000万円以内 1年

もしくは2年 要

ビジネスローン
“しんきんかながわ

応援団”

神奈川県の信用金庫8金庫が協力し、神奈川県信用保証協会と提
携して誕生したビジネスローンです。中小企業の皆さまのビジネス
チャンスの強力なバックアップとしてご利用いただけます。

信用保証協会保証付
5,000万円以内

10年以内
（手形貸付の場
合、1年以内）

保証協会の
保証条件による

地域再生・企業支援ローン
“新サポート1000” 中小企業の皆さまの事業資金を応援します。 1,000万円以内 6ヵ月以上

5年以内 不要 要

ローン
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送金・振り込み
　為替業務には送金、振り込みおよび代金取立の取扱種
類があり、全国どこへでも迅速に送金、振り込み等のお取
扱いができます。当金庫ではお振り込みをされる方々の
利便性を図るため、キャッシュカードを使ってATMから
のお振り込みができる予約振込、一度の申込手続きでお
振り込みの都度ご来店の必要がない自動送金サービス
がご利用いただけます。また、オフィスのパソコンから残
高照会やお振り込みなどができる「ビジネスWeb（事業
者向け）」や自宅のパソコンや携帯電話を使用して残高照
会やお振り込みなどができる「パーソナルWeb（個人向
け）」など、よりよいサービスの提供に努めています。

証券業務
　お客さまの資産運用ニーズにお応えするために、投資
信託・個人向け国債をご用意しています。

当金庫で取扱いしている主な商品 （平成29年4月3日現在）

投資対象 ファンド名 投信委託会社

国内債券
●  しんきん公共債ファンド 【ハロー・インカム】
● しんきん国内債券ファンド

しんきん
アセットマネジメント投信

内外債券
●  グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
●  グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）三菱UFJ国際投信

海外債券

● 世界のサイフ 日興アセットマネジメント
●  ハイグレード・オセアニア・ボンドオープン 
（毎月分配型） 【杏の実】
●  ハイグレード・オセアニア・ボンドオープン
（年1回決算型） 【杏の実（年1回決算型）】

大和証券投資信託委託

● ドルマネーファンド アセットマネジメントOne
●  しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型） 
【アジアの恵み】

しんきん
アセットマネジメント投信

国内資産
複合

●  MHAMスリーウェイオープン アセットマネジメントOne

内外資産
複合

●  ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決
算型） 【D・51】 大和証券投資信託委託

●  しんきん3資産ファンド（毎月決算型）
●  しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決
算型）

●  しんきん世界アロケーションファンド（積極
型） 【しんきんラップ（積極型）】

しんきん
アセットマネジメント投信

国内株式

●  しんきんインデックスファンド225 しんきん
アセットマネジメント投信

●  DIAM割安日本株ファンド アセットマネジメントOne

●  三井住友・げんきシニアライフ・オープン 三井住友
アセットマネジメント

内外株式

●  グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 
【健次】 三菱UFJ国際投信

●  グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年
決算型） 日興アセットマネジメント

●  ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月
決算型） 【世界のかけ橋】 アセットマネジメントOne

海外株式
●  三井住友・NYダウ・ジョーンズインデックス
ファンド（為替ノーヘッジ型） 【NYドリーム】

三井住友
アセットマネジメント

国内不動産
投信

●  しんきんJリートオープン（毎月決算型）
●  しんきんJリートオープン（1年決算型）

しんきん
アセットマネジメント投信

内外不動産
投信

●  三井住友・グローバル・リートオープン（毎月
決算型） 【世界の大家さん】

●  三井住友・グローバル・リートオープン（1年決
算型） 【世界の大家さん（1年決算型）】

三井住友
アセットマネジメント

海外不動産
投信

●  新光US-REITオープン 【ゼウス】
●  新光US-REITオープン（年1回決算型） 【ゼウ
スⅡ】

●  DIAMオーストラリアリートオープン
【A-REIT】

アセットマネジメントOne

①投資信託は、預金保険機構および投資者保護基金の対象ではありません。
②投資信託は、預金と異なり元本の保証はありません。
③ ご購入した資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入されたお客さまに帰属
します。
平塚信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第196号

保険
　ゆとりある豊かなセカンドライフをおくるための資産
運用商品として、個人年金保険・終身保険を取扱っていま
す。また、不測の事態に備える保障性保険商品（がん保険・
医療保険・傷害保険）も取り揃え、お客さまのニーズやラ
イフプランに合わせた提案を行っています。

確定拠出年金
　公的年金制度を補完する年金制度として、平成14年4
月より取扱いを開始し、年金に係るお客さまの幅広い
ニーズにお応えしています。

スポーツ振興くじ（toto）
　スポーツ振興くじの当せん金払戻し業務を取扱ってい
ます（払戻し窓口21店舗）。収益金はスポーツ振興に役立
てられます。

各種サービス
貸金庫： 預金証書、権利書、有価証券、重要書類、貴金属等大
切な財産をお守りします。

夜間金庫： 毎日の売上金など安全にお預かりします。

外貨宅配サービス： 宅配業者を利用した外貨の両替を取
扱っています。海外へのお出かけの際などにご利用ください。

キャッシュサービス： カード1枚で現金のお引き出し、お預け
入れ、お振り込み（振込予約）、残高照会が行えます。お引き出
し、残高照会は提携の金融機関・ゆうちょ銀行のキャッシュ
コーナーでもご利用になれます。また、当金庫のカードを利
用して提携金融機関ATMでのお振り込みも、ご利用になれ
ます。
 　なお、一日あたりの支払限度額はお引き出しのみでは50万
円、振込取引は200万円までを支払限度額とさせていただい
ています（さらに当金庫のATMで支払限度額を引き下げるこ
とができます）。また、1日あたりの支払限度額の引き上げは、
窓口での手続きが必要となります。

自動受取支払サービス： 給与・年金・配当金などのお受け取り
や公共料金・税金・クレジットなどのお支払いが自動的に行え
ます。

デビットカードサービス： 現在お手持ちのキャッシュカード
でお買物やご飲食のご利用代金をお客さまの口座から即時
決済できる大変便利なサービスであり、デビットカード取扱店
でご利用いただけます。

KCS代金回収サービス： Webアプリケーション「e集ちゃん」
を利用して、代金回収に伴う事業者の皆さんの集金に要する
人手、時間を大幅に節約することが可能になるサービスです。

■ 商品・サービスのご案内
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主な手数料一覧 （平成29年6月1日現在）

ATM利用料（お支払い）
ご利用日 平日 土曜日 日曜・祝日
ご利用時間 8：45まで 18：00まで 21：00まで 23：00まで 9：00まで 14：00まで 21：00まで 23：00まで 21：00まで 23：00まで
当金庫 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 108円 108円

かながわ・さがみ信用金庫 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 108円 108円
その他信用金庫 108円 無料 108円 108円 108円 無料 108円 108円 108円 108円
他行・ゆうちょ銀行 216円 108円 216円 ー 216円 108円 216円 ー 216円 ー

（注）記載の金融機関発行のキャッシュカードをご利用の際の手数料です。
※ ATMのご利用時間は各ATMにより異なりますので、詳細については53ページをご参照ください。

ATM利用料（お預入れ）
ご利用日 平日 土曜日 日曜・祝日
ご利用時間 8：45まで 18：00まで 21：00まで 23：00まで 9：00まで 14：00まで 21：00まで 23：00まで 21：00まで 23：00まで
当金庫 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料

かながわ・さがみ信用金庫 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 108円 108円
その他信用金庫 108円 無料 108円 108円 108円 無料 108円 108円 108円 108円
他行・ゆうちょ銀行 216円 108円 216円 ー 216円 108円 216円 ー 216円 ー

（注）記載の金融機関発行のキャッシュカードをご利用の際の手数料です。
※ 一部取扱いできない金融機関がございます。
※ ATMのご利用時間は各ATMにより異なりますので、詳細については53ページをご参照ください。

振込手数料

あて先 金額区分 ATM
（当金庫キャッシュカード）

ATM
（現金、他金融機関キャッシュカード） 窓口

当金庫同一支店あて 3万円以上1件につき
3万円未満1件につき

無料
無料

216円
108円

216円
108円

当金庫本支店あて 3万円以上1件につき
3万円未満1件につき

216円
108円

324円
216円

432円
324円

かながわ信用金庫
さがみ信用金庫あて

3万円以上1件につき
3万円未満1件につき

216円
108円

324円
216円

432円
324円

上記以外の金融機関あて（電信） 3万円以上1件につき
3万円未満1件につき

540円
324円

648円
432円

864円
648円

手形・小切手用紙代 夜間金庫利用料 貸金庫利用料（年額）
用紙種類 内容 金額 基本料（月額） 6,480円 サイズ 一般貸金庫利用料 全自動貸金庫利用料
小切手帳 1冊 50枚 1,296円 入金帳（1冊） 16,200円 大型 23,328円 25,920円
約束手形帳 1冊 25枚 1,296円 預入カバン紛失（1個） 5,400円 中型 19,440円 19,440円
為替手形帳 1冊 25枚 1,296円 外扉鍵紛失 5,400円 小型 11,664円 12,960円

カバン追加（7個目より） 1,080円

代金取立手数料 両替（円貨）手数料〔窓口〕
代金取立（普通・至急） 取立区分2 432円 取立区分3 972円 受取枚数または持込枚数のいずれか多い枚数 金額

商手・担手 取立区分2 432円 取立区分3 972円 1枚～1,000枚（紙幣・硬貨） 324円
不渡返却料他 取立区分2 648円 取立区分3 972円 1,001枚～2,000枚（紙幣・硬貨） 648円
組戻手数料 972円 2,001枚～3,000枚（紙幣・硬貨） 972円

店頭提示料（取立） 972円 3,001枚以上（紙幣・硬貨） 1,000枚毎に324円加算
その他特殊手数料 実費 ※ 渉外担当者によるご集金時の両替も対象となります。

※  従来の両替（高額金種から低額金種への両替）のほか逆両替（低額金種から高額
金種へ両替）も対象となります。

※  当金庫に口座をお持ちの方は、1日1回限り50枚までのご両替は無料となります。
※ 同一金種の新札へのご両替は無料となります。
※ 汚損した現金のご両替および記念硬貨のご両替は無料となります。

※ 取立区分2とは東京交換・横浜交換が対象となります。
※ 取立区分3とは東京交換以外の県外交換所が対象となります。

その他手数料
内容 金額

各種発行
手数料

残高証明書
融資証明書

432円
5,400円

自己宛小切手発行手数料 540円

硬貨入出金手数料
枚数 金額

1枚～500枚 無料
501枚～1,000枚 324円
1,001枚～2,000枚 648円
2,001枚以上 1,000枚毎に324円加算

両替（円貨）手数料〔両替機〕
両替機専用カード年額 12,960円（月1,080円）

当金庫キャッシュカードをお持ちの方
（1日1回限り50枚まで）

一部お取扱いできない両替機があります。
無料

通帳・証書等再発行手数料
内 容 金 額

通帳・証書等
再発行手数料

通帳・証書
キャッシュカード
ローンカード

1,080円
1,080円
1,080円

※上記手数料には8%の消費税が含まれております。
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 15年 2月 3日 個人向け国債等取扱い開始。
  3月 9日  OB・OG会「ひらしんグリーンクラブ」設立。
  4月 1日  新人事制度（能力成果主義人事制度）導入。
  8月 4日 印鑑照会システム稼働開始。
 16年 4月 1日 相談センター「しあわせプラザ」開設。
  10月 5日 平塚信用金庫「経営塾」開講。
 17年 1月 4日  自営オンラインシステムのアウトソーシングセ

ンター（SBOC東京）への移行実施。
  4月 1日  カードローン「ラッキーポケット」取扱い開始。

新営業体制（市場ブロック体制）本格導入。
 18年 1月 4日  投資信託窓口販売業務全店に取扱いを拡大。
 19年 3月 31日 預金年度末残4,000億円達成。
 20年 3月 17日 平塚駅東口改札内にて店舗外キャッシュサー

ビス開始。
  7月 28日 平塚駅西口構内にて店舗外キャッシュサービ

ス開始。
 21年 1月 13日 寒川支店移転オープン。
  4月 1日 エリア営業体制本格導入。
 22年 11月 29日 中原支店リニューアルオープン。
 23年 2月 12日 T

ト ラ イ バ ン ク
RIbank業務提携20周年記念式典を開催。

   21日 桜ヶ丘支店リニューアルオープン。
  7月 15日 神奈川大学と包括協定を締結。
 24年 5月 22日 本店営業部リニューアルオープン。
  10月 9日 鶴間支店へひばりが丘支店を統合し、南林間

支店へ名称変更。
  11月 15日 創立80周年記念式典をホテルサンライフ

ガーデンにて開催。
 25年 12月 16日 追分支店へ南原支店を統合し、リニューアル

オープン。
本店営業部へ本宿支店を統合。

 27年 1月 5日 勘定系システムのしんきん共同センターへの
移行実施。

  5月 11日 金目支店リニューアル後グランドオープン。
 28年 1月 12日 しまむらストアー中原御殿店にて店舗外キャッ

シュサービス開始。
  10月 6日 ららぽーと湘南平塚にて店舗外キャッシュ

サービスを開始。
 29年 3月 15日 平塚市と中小企業経営支援連携に関する協

定を締結。
  3月 31日 信用金庫法に基づく組織変更後66期連続で

黒字計上。

 44年 12月 15日 日本銀行と当座預金取引開始。
 45年 11月 26日 日本銀行歳入代理店業務取扱い開始。
 50年 3月 11日 新本店（現在の建物）落成、営業開始。
 54年 9月 17日 自営オンラインシステムの稼働開始。
 55年 11月 14日 預金1,000億円達成。
 57年 11月 17日  創立50周年記念式典を平塚市中央公民館に

おいて開催。
 63年 11月 30日 預金2,000億円達成。

平塚信用金庫のあゆみ

沿革

 7年 11月 15日 「有限責任平塚商工信用組合」として設立。
 10年 3月 16日 「有限責任信用組合平塚金庫」に名称変更。
 18年 7月 15日  市街地信用組合法に基づき「平塚信用組合」

に改称。
 26年 10月 20日  信用金庫法に基づき組織変更。「平塚信用金

庫」に改称。
 30年 2月 1日 平塚市市金庫事務取扱い開始。
 36年 2月 1日 神奈川県県税事務取扱い開始。

 2年 9月 28日   三浦信用金庫（現かながわ）、小田原信用金庫
（現さがみ）との業務提携締結。

 4年 9月 28日  親しみやすい呼称として「T
ト ラ イ バ ン ク
RIbank平塚信用

金庫」を使用。
  10月 30日 預金3,000億円達成。
  11月
  16、 17日

 創立60周年記念式典をホテルサンルート平
塚、厚木ロイヤルパークホテルにおいて開催。

 9年 6月 22日  第1回平塚信用金庫杯争奪親善野球大会主催。
 10年 10月 ～ 「T

ト ラ イ バ ン ク
RIbankひらつか信友会」発足。

 11年 4月 21日  オリンピックシティ湘南（現OSC湘南シティ）
にて、店舗外キャッシュサービス開始。

  10月 25日 郵便局とのオンライン提携開始。
 12年 7月 19日  インターネット・モバイル・パソコンバンキング

の取扱い開始。
 13年 3月 5日  スポーツ振興くじ（toto）業務取扱い開始。
  4月 2日 損害保険窓販業務取扱い開始。
 14年 2月 4日  投資信託窓口販売業務取扱い開始（5店舗）。
  4月 1日 確定拠出年金業務取扱い開始。
  8月 12日  厚木信用組合の事業譲受（海老名支店開店）。
  10月 1日 生命保険窓口販売業務取扱い開始。
  11月 29日  創立70周年記念講演会をホテルサンライフ

ガーデンにて開催。
  12月 31日  厚木支店旭町出張所を廃止し厚木支店に統

合（1月4日）。

昭　和

平　成
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神奈川県
県央地域に広がるネットワーク

エリア名 店舗名 所在地 電話番号

ATMの
ご利用時間
平日・土曜日・
日曜・祝日

平
塚
南
グ
ル
ー
プ

平塚中央エリア 1本店営業部 平塚市紅谷町11-19 0463-23-1234 8：00～21：00

ビーチエリア

2須賀支店 平塚市札場町12-15 0463-21-3172 8：00～21：00
3花水支店 平塚市菫平9-16 0463-32-2548 8：00～21：00
4南口支店 ○預 平塚市八重咲町2-4 0463-24-2345 8：00～21：00

平
塚
北
グ
ル
ー
プ

追分エリア
5追分支店 平塚市豊原町7-18 0463-32-0304 8：00～21：00
6中原支店 平塚市中原2-24-23 0463-31-6481 8：00～21：00

旭エリア 7旭支店 平塚市徳延750 0463-34-2311 8：00～21：00

金目・秦野
エリア

8金目支店 平塚市南金目1066-2 0463-59-1570 8：00～21：00
9東海大学駅前支店 ○預 秦野市南矢名1-12-16 0463-78-0111 8：00～21：00

銀河エリア

0八幡支店 平塚市東八幡2-7-5 0463-21-3022 8：00～21：00
A神田支店 平塚市田村5-8-34 0463-55-1500 8：00～21：00
B四之宮支店 ○預 平塚市四之宮6-1-22 0463-54-1188 8：00～21：00

寒川エリア C寒川支店 高座郡寒川町岡田1097 0467-74-5151 8：00～21：00

県
央
西
グ
ル
ー
プ

厚木南エリア
D厚木支店 厚木市中町1-5-10 046-221-2811 8：00～21：00
E愛甲石田支店 厚木市愛甲1-4-19 046-248-1313 8：00～21：00

厚木北エリア
F荻野支店 厚木市下荻野473-1 046-242-3611 8：00～21：00
G妻田支店 厚木市妻田西2-15-22 046-224-5115 8：00～21：00

伊勢原エリア H伊勢原支店 伊勢原市桜台1-12-2 0463-96-1511 8：00～21：00

県
央
東
グ
ル
ー
プ

相模原北エリア
I相模野支店 相模原市中央区陽光台4-23-5 042-757-2600 8：00～21：00
J相模原中央支店 ○預 相模原市中央区星が丘1-10-6 042-769-6000 8：00～21：00

相模原南エリア K相模台支店 相模原市南区南台5-12-20 042-744-1331 8：00～21：00
大和南エリア L桜ヶ丘支店 大和市福田1-8-7 046-269-8530 8：00～21：00
大和北エリア M南林間支店 大和市南林間7-12-2 046-274-4927 8：00～21：00

座間・海老名
エリア

N座間支店 座間市入谷5-1678-3 046-254-6111 8：00～21：00
O海老名支店 海老名市東柏ヶ谷2-2-11 046-231-1088 8：00～21：00

○預  は預金特化型店舗の略号です。当金庫の預金特化型店舗では、次の取引につきましては、お取扱いをしておりません。これらのお取
引をご希望のお客さまは、お手数ですが、お近くの他店舗をご利用いただきますようお願い申し上げます。 ● 当座預金の新規口座
開設（当座預金の入出金はお取扱いしております） ● 事業性融資のお申し込み ● 住宅ローンやマイカーローンのお申し込み（カード
ローンの新規お申し込みはお取扱いしております）

店舗外キャッシュサービスコーナー
本店営業部 
■ OSC湘南シティ出張所
10：00～21：00（平日・土・日・祝日）
■ 平塚駅東口改札内出張所
7：00～23：00（平日・土）
8：00～23：00（日・祝日）
■ 平塚駅西口出張所
7：00～23：00（平日・土）
8：00～23：00（日・祝日）
■ 本宿出張所
8：00～21：00（平日・土・日・祝日）
■ ららぽーと湘南平塚出張所
8：00～22：00（平日・土・日・祝日）
追分支店  ■ しまむらストアー中原御殿店出張所
9：00～21：00（平日・土・日・祝日）
南林間支店  ■ 鶴間出張所
8：00～21：00（平日・土・日・祝日）

本部
　 平塚市紅谷町11-19
0463-24-3003（代表）

相談センター「しあわせプラザ」
　 平塚市紅谷町11-19 本店2階
0463-25-6730

本店営業部

（平成29年7月1日現在）

店舗一覧



〒254-0043  神奈川県平塚市紅谷町11番19号
http://www.shinkin.co.jp/hiratuka/

本誌についてのお問い合わせ
平塚信用金庫 総合企画部 電話：0463-24-3039

相談センター しあわせプラザ
お客さまの様々なご相談にきめ細かくお応えするた
めの相談窓口です。

年金相談
平日／9：00～16：00 予約制
当日のご連絡でも受付いたします。

休日ローン相談
土・日・祝日／10：00～17：00 予約制

（年末年始を除く）
最寄りの店舗をご案内します。

※ご希望日の3営業日前までにご連絡ください。

企業診断・経営相談 創業・新規事業相談
中小企業診断士等がお答えします。
平日／9：00～16：00 予約制
当日のご連絡でも受付いたします。

法律相談
弁護士がお答えします。

第1、第3木曜日／13：30～16：00 予約制
初回については無料となります。

税務相談
税理士がお答えします。

第2、第4木曜日／13：30～16：00 予約制
初回については無料となります。

ご予約・お問い合わせは 
しあわせプラザ（本店2階） 電話：0463-25-6730

本店ローンセンター
個人のお客さまの様々な融資相談にきめ細かくお
応えするための専門部署です。

月・火・木・金・日／9：30～16：00
（祝日・七夕期間中の日曜日・年末年始を除く）
予約により19：00まで受付いたします。

ご予約・お問い合わせは 
本店ローンセンター（本店2階） 電話：0463-25-6378

テレホンバンキングサービス
●  残高照会サービス
会員・専用フリーダイヤル

0120-843-769 （土日祝日を含む／8：00～24：00）
非会員・専用フリーダイヤル

0120-487-607 （平日／9：00～17：00）
原則としてテレホンバンキング会員の方が、お電話1本で残
高のご照会ができるサービスです（法人のお客さまについ
てはテレホンバンキング会員限定のサービスとなります）。
※ テレホンバンキング会員の会費は無料です。お申し込み手続きに
ついては、当金庫お取引店にお問い合わせください。

●  紛失・盗難のお届け
専用フリーダイヤル

0120-487-607 （平日／9：00～17：00）
通帳・印鑑・キャッシュカードの紛失及び盗難の仮届けが、
お電話1本でできるサービスです（正式なお届けについて
は、後日改めてご提出いただきます）。

●  住所変更メールオーダーサービス
専用フリーダイヤル

0120-487-607 （平日／9：00～17：00）
お電話で、郵送による簡単な住所変更のお手続きをご案
内しています（個人のお客さま限定のサービスです）。

本誌は、FSC®認証紙を使用し、
環境に配慮した植物油インキを使用しています。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。
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