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特殊詐欺を防止
　当金庫では平成30年度を「しょうわ特殊詐欺撲滅
年間」と位置づけ、お客さまの大切な財産を守るた
めの運動を展開しました。窓口やATMへの来店時、
担当者による訪問時に注意喚起などを行っており、4
件の被害を未然に防止しました。平成20年度以降で
は、73件、1億92百万円の被害を防止しています。
　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・成城の各警察署と「特
殊詐欺対策に関する覚書」を締結しています。

 世田谷コミュニティ財団と協定
　一般財団法人世田谷コミュニティ財団と包括的連
携・協力に関する協定を平成30年11月13日に締
結しました。世田谷区内の社会的な活動を実施する
関係者を同財団と当金庫が協力して支援し、地域の
持続的な発展を目指すことが目的です。
　同財団は、主に世田谷区で社会的課題の解決に向
けて取り組む各関係者などに対して、資金の助成と
プロボノ（各種専門家が、それぞれの知見を活かして
行うボランティア）支援を行う財団法人です。

 世田谷区と空家等対策に関する協定
　当金庫は、「世田谷区における空家等対策に関す
る協定書」を平成31年3月18日に世田谷区と締結
しました。空家対策は喫緊の課題となっており、空家
等の適切な管理・流通および管理不能な空家の抑
制のため、当金庫と世田谷区が連携して取り組んでい
く内容となっています。

地域社会とともに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。

■しょうわ年金友の会 
　当金庫での年金口座をおもちの方、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30年度の活動 
・ 熊本と西郷隆盛ゆかりの地を訪ねる2泊3日の旅
（4班に分けて平成30年6月4日～8月31日に催行）

・ 第24回：明治座観劇の集い「由紀さおり50周年記
念公演」（平成31年1月17日）

■ファミリー企画 
　第2回しょうわファミリー企画「明治座『志村魂』
鑑賞と東京スカイツリー空中散歩の旅」を平成30
年8月24日に実施しました。参加者とそのご家族
に楽しい1日を過ごしてもらうことを目的としていま
す。
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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。

高齢者等の見守り協定を締結
　当金庫は、小金井市と「高齢者等の見守りに関す
る協定書」を平成31年2月6日に締結しました。協
定に基づき、当金庫職員は、小金井市内において地
域の高齢者の見守り、安否確認、声掛け、緊急事態へ
の対応を小金井市と協力し、実施していきます。

第19回エコ・サマーフェスティバル
（東小金井支店：8月25日）

第42回せたがや梅まつり
（本部、明大前支店、代田橋支店：
  平成31年2月9日～3月3日）

かみきたホイ
新春餅つき
（上北沢支店：
  平成31年1月13日）

熊野神社例大祭
（新宿支店：9月16日）

大原稲荷神社例大祭
（代田橋支店：9月9日）

三軒茶屋栄通り商店街
夏祭り阿波踊り大会

（三軒茶屋支店：8月26日）

野崎町会納涼盆踊り大会
（三鷹支店：8月5日）

第21回粕谷区民センター夏休み夕涼み会
（烏山支店：8月25日）

商店街もちつき「よいしょ」
（大橋支店：平成31年1月20日）

第87回
しもきた天狗まつり
（本店：平成31年2月2日）
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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」には信用金庫職員等39人
が参加、当金庫から平成30年度新入職員14名が平
成30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。

　また、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30年度は、管
理職を対象とした「人材育成講座」、中堅職員を対象
とした「事業性評価講座」、各種検定試験対策の講座
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。
　育児休業取得者には代替要員を確保し、育児休業

働きやすい職場づくり 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31年3月には2回
目となる「しょうわ育ママ会」を開催しました。育児休
業中の女性職員が参加し、育児休業からの復職経験
をもつ職員との情報交換会、ランチ交流会を行いま
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。

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平成28年度から、イ
ンターンシップを実施しています。
　平成30年度は9月10日から5日間にわたって行
い、6大学から10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。

　平成31年4月1日に「平成31年度新入職
員入庫式」を挙行しました。新入職員31名（男
性10名、女性21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。

令和1年度新入職員
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 平成30年度のあゆみ

平成30年

 2日 ▶ 平成30年度新入職員入庫式を挙行
 12日 ▶ 「第7回新現役マッチング交流会」を開催
 21日 ▶ 世田谷区社会福祉協議会との共催により、

「老い支度講座」を開催
 12日 ▶ 「ビジネスマッチング交流会’18」を開催
 24日 ▶ 第2回しょうわファミリー企画「明治座『志

村魂』鑑賞と東京スカイツリー空中散歩の
旅」を実施

 6日 ▶ 池の上支店が開設30周年を迎える
 10日 ▶ 第9回昭和信用金庫ゴルフ大会「しょうわ

カップ」を開催
 23日 ▶ 当金庫主催のセミナー「大家さん・不動産

業のための民法改正のポイント」を開催
 7・8日 ▶ 第7回「TOKYO三ツ星バザール」を開催
 12～17日 ▶  第145回昭和旅行積金「熊本と西郷隆盛ゆ

かりの地を訪ねる2泊3日の旅」を実施
 13日 ▶ 一般財団法人世田谷コミュニティ財団と

「包括的連携・協力に関する協定書」を締結
 15日 ▶ 信金中央金庫との共催により、第4回「遺

言・相続無料相談会」を開催

平成31年

 16・17日 ▶ 「消費税軽減税率セミナー」を開催
 17日 ▶ 第24回しょうわ友の会「観劇の集い」を実

施
 31日 ▶ TKC東京都心会と「中堅・中小企業の持続

的成長支援に関する覚書」を締結
 6日 ▶ 小金井市と「高齢者等の見守りに関する協

定書」を締結
 6・19日 ▶ 東京都よろず支援拠点との共催により、「出

張相談会」を開催
 22日 ▶ 世田谷区社会福祉協議会との共催により、

「老い支度講座」を開催
 12日 ▶ 「ものづくり補助金活用勉強会」を開催
 22日 ▶ 「ＨＰ作成支援セミナー」を開催

4月
6月

7月
8月

9月

1月

2月

3月

11月

10月

平成30年

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
　   （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
  ▶ 本店北沢出張所を廃止
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