
新型コロナウイルス感染症対応状況について
令和2年4月11日〜

●「雇用調整助成金」の相談会等
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動が縮小してい
る取引先事業所に対して、社会保険労務士による説明会および
個別相談会を開催しており、個
別相談会については相談プラザ
および各営業店9ヵ所において
53回実施、合計175社に参加
いただき、雇用調整助成金の申
請サポートを行いました。

令和2年6月15日

●西尾市へ「検温アラームシステム」2台を寄贈
西尾市の新型コロナウイルス感染症拡大防止策の一助として

「検温アラームシステム」
を寄贈。寄贈した「検温
アラームシステム」はホワ
イトウェイブ21と西尾市
文化会館に設置されてお
ります。

　

●「持続化給付金」「家賃支援給付金」
　「雇用調整助成金」等の申請のお手伝い

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少する事業者
のお客さまに対して、「持
続化給付金」「家賃支援給
付金」「雇用調整助成金」
などの国の支援制度から、

「新型コロナウイルス感染
症対策協力金」などの地方
自治体による支援制度ま
で、幅広く申請サポートを
実施しました。令和2年5月8日〜 7月31日

●「コロナ対応サポートデスク」の開設
西尾市との連携により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
いる事業者を対象に資金繰り
相談、雇用調整助成金、持続
化給付金等についての相談窓
口「コロナ対応サポートデス
ク」をほけん相談プラザに開
設、合計21回開催し、53名
の相談対応を行いました。

令和2年7月29日

●幸田町へ「非接触放射温度計」23台を寄贈
幸田町の新型コロナウイルス
感染症拡大防止対策の一助と
して「非接触放射温度計」２３
台を寄贈しました。災害時に
開設する避難所への設置が予
定されております。

令和3年3月8日

●本部・全営業店にCO2濃度測定器を設置
CO2濃度をリアルタイムで測定
することで換気の状態を見え
る化し、適切な換気や3密回避
に努めております。

令和2年11月5日、令和3年3月18日

●「あいち医療応援基金」への寄付
新型コロナ感染症対策応援定
期預金およびパート2の発売
総額の0.01%相当額を「あ
いち医療応援基金」へ総額
13,336,077円寄付しまし
た。

（令和３年3月末日現在）

持続化給付金 3,803件 54億1,495万円

雇用調整助成金等 4,090件 28億6,825万円

令和2年8月4日〜 31日

●全営業店ロビー・ATM全台
に抗ウイルスコーティング剤
の塗布（48店舗、店内・店外
ATM計124台）
このコーティング剤は、実証実験でイン
フルエンザウイルスが約5分で不活性化
するほか、抗菌、防カビ、消臭、防汚、
ホルムアルデヒドなど揮発性有機化合
物を分解する効果も認められており、
空気触媒により24時間作用します。

令和2年11月2日〜令和3年1月29日

●医療従事者の方々を応援する
ため「応援定期預金 パート２」
の発売
新型コロナ感染症患者を受け入れた
医療従事者の方々を応援するために

「新型コロナ感染症対策応援定期預金 
パート２」を発売しました。

西尾信用金庫は

SDGsに取り組ん

でいます
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令和2年2月17日〜

●新型コロナウイルス感染症に係る金融支援
令和2年2月17日から「新型コロナウイルス感染症融資相談窓
口」を設置し、「新型コロナウイルス感染症（COVID19）対策特
別融資」「危機対応特別私募債」実質無利子・無担保融資「愛知
県新型コロナウイルス感染症対応資金」「新型コロナウイルス感
染症対策資本性ローン」等の取扱いを開始。その他様々な制度
を利用した新規融資や貸付条件の変更など事業資金のみなら
ず住宅ローンや個人ローンに関する資金繰り相談も承っており
ます。

令和2年12月21日

●空中映像によるタッチレス操作が
　できるATMを全国初で導入

コロナ禍におけるATM利用者へ配慮した、触れずに操作が
できるATMタッチレスソリューションの稼働を常滑支店と本
店営業部の一部ATMでご利用いただけるようになりました。
ATMなどのセルフ端末を活用したデジタライゼーションによ
る店舗業務の効率化、利用者の利便性向上、安全、安心、そ
して快適にご利用いただける店舗サービスとして実現すること
ができました。

【空中入力装置付きATMの外観イメージ】 ※実際の稼働機とは一部デザインが
　異なります

新型コロナウイルス
感染症対策融資

実行件数 実行金額

4,753 84,257

単位：件,百万円

危機対応特別私募債

取扱件数 取扱金額

3 250

●新型コロナウイルス感染症対策融資等の状況（令和3年3月末日現在）

令和2年12月21日

●常滑市に常滑支店を新規出店
顧客目線で捉えた相談しやすい空間（カウンターレス）環境に配慮
したペーパーレスを実現した次世代型店舗、また床面換気による
最新の換気システムと
抗菌設備の導入・ソー
シャルディスタンスに
配慮したスペースとし
ました。

令和2年11月24日

●中島支店を建替え
新築オープン

令和3年6月5日

●桜井支店を建替え
新築オープン

常滑支店 イメージパース

床面換気排気口 オゾン発生装置モニター

新店舗建設にあたっては、省エネ型（LED）器具、床面換気による最新の換気システム、抗菌設備

（オゾン発生装置、殺菌装置）、ソーシャルディスタンスに配慮した店舗設計となっております。

新店舗建設について

西尾信用金庫は

SDGsに取り組ん

でいます
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地域の活性化に関する取組状況

西尾信用金庫は、愛知県の西三河地域およ
び名古屋市南東部以東の尾張地域を主な事業
地域として、地元の中小企業者や住民の皆さ
ま方が会員となり、ともに助け合い、ともに
発展していくことを共通の理念として運営し
ている金融機関です。

地元のお客さまからお預かりした大切な預
金積金は、地元で資金を必要とされるお客さ
まにご融資させていただき、事業の発展や生
活の充実のお手伝いをさせていただくととも
に、地域経済の持続的な成長・発展に努めて
います。また、金融機能の提供に止まらず、
文化・環境・教育面も視野に入れ、広く地域
社会の活性化に取り組んでいます。

は地域貢献活動を
このように行っております。

お客さま／会員
会員数 66,172 人

西尾信用金庫
店舗数 50 店舗

預金積金

出資金

貸出金

  文化的・
社会的

貢献活動
取引先への

ご支援
地域経済活性化

への取組み

地域社会を
つなぐ力

令和2年10月22日

●西尾市へ「読書通帳」20,000冊を寄贈
子どもの読書意欲と
読解力の向上を目的
として、「読書通帳」
20,000冊を西尾市
へ寄贈致しました。寄
贈した「読書通帳」は西
尾市内の小・中学生に
配布されました。条件
を満たした方には当
金庫からの特典がご
ざいます。

令和2年10月29日

●にししん経営サポートプラザの新設
経営支援に関する専門の担当部署であ
る、お客さま支援部に、お取引先の様々
な課題をワンストップでご相談できる
窓口である「にししん経営サポートプラ
ザ」を新設しました。当金庫の中小企
業診断士等が、事業承継、人材確保、
補助金を始めとした課題に対してご相
談を承ります。

令和2年12月1日

●人材紹介業務の開始
お客さまが抱える経営課題の解決をお手伝いするため人材紹介
業務を始めました。厚生労働大臣より「有料職業紹介事業」の許
可を受け、人材紹介会社と連携し、当金庫がお客さまと経営課
題を共有することで、適した人材の紹介から入社までをサポート
させていただきます。

令和2年12月1日

●岡地証券㈱と包括的業務提携契約を締結
岡地証券株式会社との間で包括的業務提携に関する契約を締結
いたしました。ともに当地域に拠点をおく地域金融機関として、
地域のお客さまの多様なニーズに対し、双方が有する金融・証
券業務の知識や経験を活用することで提携し、引き続き、地域
社会・経済の発展に努めてまいります。

業務提携の
主な内容

●顧客の紹介に関する事項

●金融サービス、金融商品
の提供に関する事項

●人事交流に関する事項

●将来的な地域金融のあり
方に関する事項

西尾信用金庫は

SDGsに取り組ん

でいます

有料職業紹介
事業者（当庫）

求職者

紹介あっせん 紹介あっせん

求職申込 求人申込

雇用契約
求人企業
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令和3年3月23日、25日、26日、30日

●「事業再構築補助金＆ものづくり補助金解説セミナー」の
開催

「事業再構築補助金」と「ものづくり補助
金」の補助金制度について徹底解説する
セミナーを4回開催しました。

令和2年6月10日

●「第８回通常総会」の開催
にししん経営者倶楽部の第８回通常総会を書面決議にて開催しま
した。令和元年度の活動報告、会計報告並びに令和２年度の活動
計画案について承認されました。

令和2年12月4日、令和3年2月17日

●「経験値活用型サポート人材交流会」の開催
販路拡大や品質管理・経営改善などの
経営課題を解決したいとお考えの中小
企業の皆さまと、豊富な知識や経験を
お持ちの大手企業のＯＢ（シニア人材）と
のマッチングの機会を提供しました。

令和3年1月29日

●「にししんハイスクール・ものづくりコンテスト
2020」審査会の開催
愛知県の機械系学科、電気・電子・情報系学科を有する専門
高校を対象に「新型コロナウイルスとの共存を可能とするもの
づくりと情報技術の融合〜生活に役立つものづくり〜」を製作
テーマに取組んでいただきました。その成果を動画に収め、
審査会を開催しました。

● 確定申告セミナー
　…………………………令和２年１月10、２３日

● 介護セミナー
　…………………令和２年3月20日、4月12日

● RESASオンライン研修
　………………………令和２年7月2、9、16日

● 親子経済教室 …令和２年8月22日、9月12日

● 終活セミナー ……………… 令和２年9月12日

● 中京大学経済学部学術講演会
　…………………………… 令和２年１２月10日

● 日本株セミナー ……………令和3年2月27日

● 資産形成セミナー………… 令和3年3月13日

● 資産運用セミナー ……令和3年3月13、14日

等…様々なセミナーを地域の皆様、お子様、
企業様向けに開催いたしました。

…■にししん経営者倶楽部の活動
令和2年8月5日

●「にししん経営者倶楽部・西尾信用金庫
　合同講演会」の開催

令和2年12月2日

●「講演会」の開催
名古屋マリオットアソシアホ
テルにて、講師に国際政治
学者の三浦瑠麗氏をお招き
し、「激変する国際情勢と日
本の今後」と題してご講演い
ただきました。

西尾コンベンションホールに
て、講師に、作家・ジャーナ
リストの河合雅司氏をお招き
し、「未来の年表 人口減少日
本で起こること〜コロナ後どう
なる？〜」と題してご講演いた
だきました。

令和2年11月28日〜 12月19日

●「創業キホン塾」の開催
創業の心がまえから販売促
進、ビジネスプランの作り
方まで、創業に必要な基礎
知識やノウハウを体系的に
学ぶことができる4日間の
創業キホン塾を、土曜日に
開催しました。

令和3年1月21日

●「新春経済講演会」の開催
平成19年から毎年開催している「新春経済講演会」も、今回で
第15回目となりました。講
師に梅村学園常任理事であ
り、中京大学経済学部 客員
教授の内田俊宏氏をお迎え
し、令和3年の日本経済・
世界経済を予想していただ
きました。
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