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地域社会・お客さま・当金庫の未来のために、2018年度（平成30年度）から中期経営計画「ミッション2020」に
積極的に取組み、着実に成果が出ております。
2020年度は「ミッション2020」の最終年度でありましたが、新型コロナウイルス感染症拡大に対するお客さま支援
に邁進するため、計画を1年延長して2021年度迄とし、実績を踏まえて計数目標についても見直しを行いました。

ミッション2020策定の背景
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信金らしいお客さまの心をつかむ「Face to Face」
＋「Heart to Heart」の行動に特化し、地域社会や
お客さまの期待と要望に応えることで、とちしんも
成長してまいります。

ミッション2020の考え方

最終目標（KGI） ＝ 貸出金利息（KPI） ＞ 人件費（KPI） ＋ 物件費（KPI）
地域社会・お客さまの未来のために、余資運用に頼らず貸出金に
特化するとともに、経営の効率化を積極的に進めることで、貸出金
利息で人件費・物件費を賄える体制を構築し、強固な財務基盤を
確立します。

ミッション2020の目標設定

中期経営計画

前中期経営計画 ミッション2020
お客さまと身近で何でも頼め
る間柄構築（こたつで相談
できる間柄）
小口融資の拡大、経営の効率
化による収益力改善

●

●

信金らしい行動への特化
地域社会・お客さまへの貢献
超低金利の下でも貸出金で
利益をあげられる体質への
変革
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人口減少・少子高齢化
事業所数の減少
長期に渡る大規模な金融緩和
金融機関の競争激化
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前中期経営計画
「ROAD TO 90 STEP2」＜実績＞

中期経営計画 
「ミッション2020」

1年延長
新型コロナ対応に邁進
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ワークライフバランスへの取り組み

当金庫は役職員とそのご家族が心身ともに健康であるために健康維持・増進に全力で取組み、健全な職場環境づくりを目指して
いくことをここに宣言します。

一、ワークライフバランスを促進します。

二、「運動」や「健康づくり」をサポートする環境を整えます。

三、心身の健康をチェックする態勢を整えます。

■当金庫は、上記のほか 「とちぎ女性活躍応援団」の登録、「男女生き活き企業認定制度」の認定を受けております。

認定証交付の様子

2019年、当金庫は女性活躍に関する取組みの実施状況が
認められ、優良企業マーク「えるぼし認定段階3（最高位）」を
取得しました。なお、県内信用金庫初であり、全国7金庫目の
取得となります。

とちしん健康経営宣言

「女性の活躍を推進する企業」に認定　えるぼし最高位を取得

「健康経営優良法人2020」の認定

評価項目

3段階目（最高位） 1段階目

「えるぼし」認定
厚生労働大臣より、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
(女性活躍推進法)に基づき、一定基準を満たし、女性の活躍を推進する
企業を認定する制度です。

認定の段階
認定段階は3段階あり、5つの評価項目のうち、基準を満たしている項目
数に応じて段階が決まります。

健康経営優良法人認定制度
経済産業省より、地域の健康課題に即した取組みや日本健康会議が
進める健康増進の取組みをもとに、特に優良な健康経営を実践して
いる大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
健康経営の取組みを「見える化」することで、「従業員の健康管理を経営
的な視点で考え、戦略的に取組んでいる法人」として社会的に評価を
受けることができる環境を整備することを目的としています。

特に優良な健康経営を実践し
ている法人として、「健康経営
優良法人2020（中小規模法
人部門）」の認定を受けました。

2段階目

健康経営の取組内容

（1）働きやすい環境づくり （2）からだの健康づくり （3）こころの健康づくり
● 有給休暇取得の推進
連続休暇・アニバーサリー休暇・リフレッシュ休暇
とちしんプレミアムフライデー（毎月第２金曜日）
の実施
毎週水曜日「ノ－残業デー」の励行

● 特定保健指導の取組強化
● 部活・ウォーキングキャンペーンなど
　運動機会の提供
● 受動喫煙対策の取組み

● 全事業所におけるストレスチェックの実施
● 心の相談窓口ダイヤル「健康・こころの
　オンライン」の設置

●

●

●

● 採用
● 管理職比率

● 継続就業
● 多様なキャリアコース

● 労働時間等の働き方
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業績の概況

お取引先への支援＆情報提供活動

各専門機関と連携し取引先の企業活動全般をサポート出来るよう活動しております。

ビジネスパートナー

創業支援

　当金庫では、地域経済の活性化と雇用機会の創出につながる創業支援において、外部支援機関と連携しながら幅広いサポート
を行っております。

　当金庫独自のビジネスマッチング企画として、（認定特非）
経営支援NPOクラブと連携し、お取引先様の製品・技術を首
都圏の大手企業へマッチングの橋渡しをするため、第4回目
となる「とちしんドリームマッチング2019」を開催し、販路拡
大に意欲的な26社の応募があり、NPOクラブ内の専門別審
査を経て最終5社が大手企業
との商談を実現しました。
　2020年度は、「新型コロナ
ウイルスに負けない」をスロー
ガンに、感染症の影響を受け
ている企業の販路開拓を応援
する為、第5回「とちしんドリー
ムマッチング2020」を開催
し、2020年8月までを募集期
間とし、10月に最終選考会を
行い11月より発注企業との
商談を予定しております。

創業者特別相談会

　2020年2月に創業予定者や創業後間もない事業者を対象
とした「とちしん創業者特別相談会」を開催しました。参加者は
創業前後の様々な課題について、相談員を務めた栃木県よろ
ず支援拠点のコーディネーターから各々実情に応じたアドバ
イスを受けました。

とちしんドリームマッチング

　ミッション2020の主要課題である「地元の小規模事業者をメインの対象先とし、信用金庫らしい足で稼ぐ情報の収集と提供、そし
てお取引先の課題解決型の営業活動を行います」を実現する事を目標に「こたつで相談事例研究会」を毎週1回行っています。
2020年度は、選抜された14名を2グループに分け、各々取引先の事業所一つを選び、その企業に対する現状の問題点の解決策
および将来への必要事項を６ヶ月かけて分析し話し合い発表します。
　一つの企業について、客観的に忌憚無く様々な角度で話し合うことにより、職員のスキルアップが図られることを目的としてい
ます。

「こたつで相談」事例研究会

地域社会への貢献

！

？

スキルアップ

問題点 解決

分析
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業績の概況信用金庫のセントラルバンク「信金中央金庫」との連携

※上記計数は、令和2年3月末現在

強固なネットワーク

地域金融に貢献

●資産運用額
　39兆3,076億円
●単体自己資本比率(国内基準)
　25.18％
●単体不良債権比率
　0.27%

信金中金 信用金庫
●預金量
　145兆2,739億円
●信用金庫数　
　255金庫
●役職員数
　10万4,039人

業績の概況顧客ネットワーク化の取組み

年金のことなら

日本年金機構より『年金請求書』
が送付されます。（緑色の封筒）
記入方法や請求方法について
分かりやすくご説明いたします
ので、お気軽に当金庫へご相談
ください。
【年金を受ける資格ができたとき、
年金を受け取るための手続き(年金
請求)を行う必要があります。】

　｢定年後も働いた場合や雇用保険を
受給した場合の年金はどうなるの？｣、
｢基金の請求手続きはどうしたらいい
の？｣等のご相談ごとに、きめ細やかな
アドバイスをし、お客さまへ安心をお届
けしております。

とちしん年金専用ダイヤル 0120-29-7133
受付時間 9：00～17：00平日

年金アドバイザー 「とちしん」に
行って聞いてみよう！

「年金請求書」が届いたら

　信金中央金庫（略称：信金中金）は、全国の信用金庫を会員とする協同組織形態の金融機関であり、昭和25年に設立されました。
　信金中金は、信用金庫業界において「信用金庫の業務にかかるサポート」、「信用金庫の経営にかかるサポート」、「信用金庫業界
の資金運用」という３つの機能を併せ持っています。
　また、資金調達額は、信用金庫から預け入れられた預金と金融債を発行して調達した資金等を合わせて３８兆６，５６１億円(令和
2年３月末残高)、総資産は４０兆６,３３２億円(同)にのぼっています。
　このように、信金中金は、わが国有数の規模を有する金融機関であり、平成12年には優先出資を東京証券取引所に上場して
います。

地元企業の近代的経営体制の確立を目指す企業活動を積極的に
支援するとともに、会員相互の親睦・交流を図る為、多彩な講演会
やセミナー研修会を開催しています。

●とちしん経済クラブ ●とちしんカトレアの会
平成23年10月5日、当金庫に関係のある女性を会員に設立。会員
の相互交流により豊かな心で、企業や家庭を育むことを目的として
います。

●パートナーズとちぎ
次世代を担う若手経営者同士の相互研鑽、情報交換等を通じた会員
企業及び地域経済の発展を目的に、平成26年4月に発足。勉強
会やビジネスフェアの視察など、様々な活動を行っております。

毎年5月に2泊3日の国内旅行を実施し、友の会会員相互の親睦
を図っております。

●とちしん旅行友の会

当金庫にて公的年金をお受け取りされている皆さまの会です。
｢年金友の会｣会長会において、旬の旅行先を選んでいただき、
楽しいバス旅行(1泊2日)を実施しております。

●とちしん年金友の会

平成２７年６月設立。宇都宮市周辺のお客さまから多くの要望が
あった経済クラブを設立いたしました。ビジネスをはじめ経営や
経済情勢などの情報提供と交流の場として、様々な活動を行って
おります。

●とちしん宇都宮経済クラブ


