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　東京都青果物商業協同組合城南支所に当金庫初
の店外ATMを設置、平成30年2月15日から稼働
を開始しました。
三軒茶屋支店
せたがや市場出張所
設置場所： 世田谷区大蔵

1-4-1
利用時間： 平日・土曜日

5:10～17:00

初の店外ATMを設置

お客さまとともに

コンサルティング業務の強化 
　当金庫は、お客さまのさまざまな課題の解決に対応
できる知識・能力の向上や新しい発想力の醸成により、
コンサルティング機能の向上に取り組んでいます。
　キャリアプランに基づく研修体系、自己啓発、OJT
などを通して職員を教育し、資格の取得を奨励して
います。平成30年3月末時点で、中小企業診断士4
名、社会保険労務士1名、FP技能士1級1名、同2級
100名、同3級109名、宅地建物取引主任者23名
を擁し、お客さまのお役に立てるよう努めています。

各種相談業務への取組み
　「お金のホームドクター」として、各店舗でローンや年
金、資産活用などの相談を受け付けています。また、休
日にもローン相談会や年金相談会を開催しています。

相続関連サービスを提供
　当金庫は、山田エスクロー信託と業務提携して複
雑な相続に関する手続きをお手伝いします。また、全
国規模で展開するNPO法人遺言・相続リーガルネッ
トワークと業務提携し、法律面においても対応できる
相続関連サービスを提供しています。

お客さまとともにお客さまとともに 遺言・相続相談会
　平成29年11月15日※に、信金中央金庫主催による
「遺言・相続無料相談会」を当金庫本店にて開催しま
した。相談会は日本弁護士会連合会との連携により
行なわれ、相続に関心のあるお客さまが参加しました。
※遺言の日： 日本弁護士連合会では4月15日と11月15日を「よい遺言
の日」、「いい遺言の日」としている。

補助金申請の支援
　アクリル製品の製造を手掛ける株式会社友成工芸は、
優れた技術力・デザイン力をもっていますが、これまで
下請けの技術仕事を多く手掛けていました。自社製品
の開発を行うにあたり、当金庫で補助金申請の支援を
行い、新製品のアクリル製の升が完成しました。さまざ
まな模様・企業ロゴ等を入れることができ、写真映えも
素晴らしく、一流ブランドの新店舗のオープニングパー
ティー等でも使われています。

人材のマッチングを支援
　製品は大手百貨店でも取扱いが始まるなど、売上は
順調に伸びていましたが、原価計算と価格決定の面にお
いて経験不足であり、予想されたほど利益が上がってい
ませんでした。そこで、新現役マッチング交流会にて大
手メーカーで生産管理の経験をもつ新現役に原価計算
の指導について、支援を依頼しまし
た。成果は確実に上がっており、同
社は今後もこの新現役からの助言
を受けていく予定となっています。

支 援 事 例 さまざまな支援メニューで取引先企業を支援
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お客さまとともに

インターンシップ
　大学生に就業体験の機会を提供し、就職活動での
ミスマッチを防ぐことを目的にインターンシップを実
施しています。
　3回目となる今年度は平成29年9月11日から5
日間にわたって行い、8大学から15名の大学生が参
加しました。参加者は、信用金庫の役割と使命につい
て受講し、またビジネスマナー等の研修を行い、営業
店でのロビーサービスや営業職員に同行して顧客訪
問を体験しました。

特殊詐欺を防止
　三鷹支店が3度目の振り込め詐欺を未然に防止
するなど、店舗では、お客さまの大切な財産を守るた

お客さまとともに地域社会とともに
め、窓口やATMでの積極的な声掛けを行っています。
当金庫は平成20年度以降で69件1億89百万円の
被害を未然に防止しています。ATMを利用されない
高齢者のお客さまについては、キャッシュカードでの
振込みに制限をしました。
　また、警察署との連携を強化し特殊詐欺を防止す
ることを目的に、北沢・世田谷・成城の3 警察署と「特
殊詐欺対策に関する覚書」を締結しています。

お客さまとの交流の場

■しょうわレディースクラブ「SLC」 
　文化、旅行、スポーツなどの活動を通して交流を深め
ることを目的とした、18 歳以上の女性のお客さまを対
象とするクラブです。
　年金の相談、当金庫企画の旅行・観劇をご案内してい
ます。

■しょうわヤングオーナーズクラブ 
　若い世代の経営者と次世代の経営者を対象に、平成
26年4月に第1期を開講した勉強会です。株式会社タ
ナベ経営の協力を得て、多彩な講師陣で参加者の経営
力強化を支援しています。第4期は、平成29年6月から
平成30年1月まで開催し、平成30年1月26日の第6
回勉強会で修了式を行いました。修了会員は全員OB会
（年会費無料）に自動入会となります。
　平成29年12月12日開催の第5回の勉強会では、東
京弁護士会中小企業法律支援センターの協力により、弁
護士による労務問題の講演と、弁護士も参加してワーク
ショップを行いました。 

■しょうわ年金友の会 
　当金庫での年金口座をお持ちの方、口座開設をご予
定の方、55歳以上の方を対象としています。年金の相
談、当金庫企画の旅行・観劇をご案内しています。 

平成29年度の活動 
・ 第22回：一泊旅行「焼津黒潮温泉ホテルアンビア松風
閣に泊まる旅」（平成29年11月13日～21日）。
・第23回：明治座観劇の集い「五木ひろし特別公演」
 （平成30年3月12日） 

「CIS アワード 2017」で最優秀賞を受賞
　当金庫では、お客さまに顧客満足を上回る‶感動満
足”を提供する接客や営業スキルを身に付ける「CIS
マイスター研修」を行っています。CISマイスターに
認定された金融機関職員の中から日本一を決定する
大会「CISアワード2017保険の部」で当金庫の職員
2名がそれぞれ最優秀賞と審査員特別賞を受賞しま
した。
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地域の
行事に参加

 ラジオ放送による情報提供
　エフエム世田谷で放送中の番組「商店街東奔西走」
は、当金庫の神保理事長がホスト役を務めています。
これまでに財務省関東財務局東京財務事務所、北沢
警察署、昭和女子大学などの方々にゲストとして登場
いただき、情報発信をしています。

老い支度講座
　相続・遺言・贈与など、資産の継承への関心が高まっ
ている中、世田谷区社会福祉協議会主催の「老い支

度講座」を平成29年7月20日と11月28日に開催
しました。弁護士による相続と遺言の講演と当金庫職
員による関連税制の説明を行いました。

交通安全運動に協力　
　当金庫は、地域に密着した金融機関として、地域の
皆さまの安全を守るため、毎年、春と秋の「全国交通
安全運動」に協力しています。
　朝の通学・通勤時間帯に、職員が横断歩道や踏切
などに立ち、交通事故の防止活動を行っています。

納涼盆踊り大会（8月5日）多摩川支店

よってんべ～
つつじヶ丘

ふれあい夏祭り
（8月7日）

つつじが丘支店
明大前もちつき大会

（12月10日）明大前支店

大原稲荷神社例大祭
（9月10日）代田橋支店

子ども縁日（8月27日）新宿支店

下北沢一番街 阿波踊り（8月18、19日）本店

三茶栄通り夏祭り
「阿波踊り大会」
（8月27日）
三軒茶屋支店

第六天神社祭礼（9月10日）八幡山支店

財務省関東財務局東京財務事務所長とのラジオ収録風景
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お客さまとともに

能力アップのためのプロジェクト
　NPO法人じぶん未来クラブが主催する「お仕事
探検隊プロジェクト研修」には信用金庫職員50人が
参加、当金庫から平成29年度新入職員13名など計
17名が平成29年10月5日から同月19日にかけて
参加しました。地元小学校の6年生に働くことの素晴
らしさについて伝えるプログラムの企画、立案からプ
レゼンテーションまでを行うものです。準備から本番
の発表までのプロセスを通して、自分の仕事の再認
識やリーダーシップの能力向上を図ることを目的に
しています。

　当金庫では職員のスキルアップを目的とした勉強
会「ホリディカレッジ」を行っています。平成29年度
は、若手職員を対象とした「融資基礎勉強会」、中堅
職員を対象とした「目利き力養成講座」などを実施
しました。
 男女共同参画を推進  
　当金庫は、職員の仕事と生活の両立支援や、女性
の能力活用などに積極的に取り組んでいます。平成
27年4月1日からは新5ヵ年計画を策定して推進し
ています。

お客さまとともに働きやすい職場づくり
　育児休業取得者には代替要員を確保し、育児休業
後は自宅から一番近い店舗に配属するなど復職しや
すい態勢を整えており、育児休業取得率と復職率は
高い水準を維持しています。平成30年2月26日に
は、第1回「しょうわ育ママ会」を開催しました。東京
都信用金庫健康保険組合による育児セミナーの他、
歌遊びやベビーマッサージ、座談会などを行いました。
　また、女性の職域拡大や、人事考課の評価項目を
見直すなど、女性の活躍推進に積極的に取り組んで
います。
　平成28年度下半期には当金庫初の女性支店長が
昭和女子大学の「産学連携ダイバーシティ研究会」に
参加し、女性のキャリア形成などダイバーシティーの
推進を図っています。

　平成30年4月2日に「平成30年度新入職員入庫
式」を挙行しました。新入職員25名（男性13名、女
性12名）を迎え、2週間の集合研修の後、各店舗に
配属しています。当金庫では、地域のお客さまから
確かな「信頼」を得て「安心」して取引いただくため、
“face to face”の関係を重視したお客さま対応を基
本に、職員のチャレンジ精神を醸成し、多様なニーズ
にきめ細かく対応できる人材の育成に努めています。

平成30年度新入職員
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あゆみ
昭和 7年 ▶ 有限責任昭和信用組合設立
 24年 ▶ 信用協同組合に組織変更
 26年 ▶ 新宿支店を開店
  ▶ 信用金庫法施行に伴い昭和信用金庫に改組
 27年 ▶ 三軒茶屋支店を開店
  ▶ 平和信用組合の事業譲り受け
　   京橋支店、日本橋支店を開店
 28年 ▶ 預金10億円を達成
 30年 ▶ 日本橋支店を廃止
  ▶ 経堂支店を開店
 36年 ▶ 普通預金会計機採用、機械化に踏み出す
  ▶ 内国為替取扱い開始
 37年 ▶烏山支店を開店
  ▶ 創立30周年記念式典を開催
　   （新宿コマ劇場）
 42年 ▶ 預金100億円を達成
 45年 ▶ 大橋支店を開店
 46年 ▶ 普通預金をオンラインに移行
 47年 ▶ 日本銀行歳入代理店の指定
 48年 ▶ 全店オンライン化（普通、納税、定期、定積）移

行完了
 49年 ▶ 明大前支店を開店
 50年 ▶ 本店に現金自動支払機（CD）を設置
 51年 ▶ えびす支店を開店
 52年 ▶ 普通預金のCDによるキャッシュサービス開始
 54年 ▶ 全国銀行内国為替制度に加盟

 57年 ▶ 外国為替取次業務を開始
  ▶ 八幡山支店を開店
  ▶ 創立50周年記念式典を開催
  　（京王プラザホテル）
 59年 ▶ 多摩川支店を開店
 62年 ▶ 預金1,000億円を達成
 63年 ▶ 池の上支店を開店
平成 4年 ▶ 創立60周年を迎える
 7年 ▶ 経堂支店を新築移転、開店
 11年 ▶ ホームページを開設
 12年 ▶ 明大前支店を新築開店
  ▶ 松沢信用金庫の事業譲り受け
   下高井戸支店、代田橋支店、上北沢支店、 つ

つじが丘支店、三鷹支店、東小金井支店を開店
 13年 ▶ わかば信用金庫の事業譲り受け
　   本店北沢出張所を開店
 14年 ▶ 永代信用組合の事業譲り受け
　   桜上水支店を開店
  ▶ 上北沢支店を新築開店
  ▶ 創立70周年を迎える
 16年 ▶ 桜上水支店を新築移転、開店
 20年 ▶ 京橋支店を新築移転、開店
 21年 ▶ 池の上支店を新築移転、開店
 22年 ▶ 東小金井支店を新築移転、開店
 24年 ▶ 烏山支店を新築移転、開店
  ▶ 創立80周年記念式典を開催
　   （京王プラザホテル）
 28年 ▶ 三鷹支店を新築開店
 30年 ▶ 三軒茶屋支店せたがや市場出張所

（店外ATMコーナー）を稼働
　 平成29年度のあゆみ

平成29年

 3日 ▶ 平成29年度新入職員入庫式を挙行
 12日 ▶ 「第6回新現役マッチング交流会」を開催
 14日 ▶ 「ビジネスマッチング交流会’17」を開催 
 20日 ▶ 世田谷区社会福祉協議会主催（当金庫共催）

「老い支度講座」を開催
 24日 ▶ 第8回昭和信用金庫ゴルフ大会「しょうわ

カップ」を開催
 2日 ▶ 日本政策金融公庫共催経営者セミナー

「売上を変えずに会社にお金を残す方法」を
開催

 8・9日 ▶ 「第6回TOKYO三ツ星バザール」を開催
 13日～21日 ▶ しょうわ友の会2日間の旅「焼津黒潮温泉　

ホテルアンビア松風閣に泊まる1泊2日の
旅」を実施

 15日 ▶ 信金中央金庫主催（当金庫共催）第3回「遺
言・相続無料相談会」を開催

 22日 ▶  「人材採用支援セミナー」を開催
   「昭和信用金庫・富士通・学生による知的財

産を活用したビジネス創出」発表会を開催
 28日 ▶ 世田谷区社会福祉協議会主催（当金庫共催）

「老い支度講座」を開催

 26日 ▶ 世田谷区商店街連合会との「包括的連携・
協力に関する協定」を締結

平成30年

 8日 ▶ 11信用金庫・日本政策金融公庫・新宿区共
催による「“イチオシ商品”商談会 in 新宿」
を開催

 9日 ▶ 東京商工会議所共催「経営個別相談会」を
開催

 16日 ▶ 「ブランディング・創業支援セミナー」を開催
 7日 ▶ 「補助金活用セミナー」を開催
 12日 ▶ 第23回しょうわ友の会「観劇の集い」を実施
   公演内容「五木ひろし特別公演　特別出演

坂本冬美」
 13日 ▶ 「事業承継セミナー」を開催

4月
6月
7月

2月

3月

11月

12月

10月
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