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一般社団法人全国信用金庫協会 

 

 

信用金庫業界では、６月１日から１ヵ月間、「しんきん『地域応援』キャンペー

ン」を実施いたします。全国各地の信用金庫では、それぞれの地域でＰＲや、 

地域貢献活動等を展開します。 

 

―― 信用金庫は、地域の方々と地元の中小企業のための協同組織金融機関 

です。昭和２６年６月１５日に「信用金庫法」が公布・施行されたことに

因み、６月１５日を「信用金庫の日」と定め、毎年６月に信用金庫業界  

統一キャンペーンを実施しています。 
 
今回のキャンペーンを通じて、 

 
①６月１５日が「信用金庫の日」であること 

②東日本大震災の被災地域の皆さまの安心・安全と、一日も早い復興を願って

いること、全国各地の信用金庫がそれぞれの地域を応援していること 

③地域の皆さまに対する日頃のご愛顧への感謝の気持ち 
 
などを、地域の皆さまにお伝えするとともに、全国各地の信用金庫が、それぞれ

の地域で、信用金庫のＰＲや、『清掃活動』、『献血活動』、『感謝デー』、『花いっ

ぱい運動』など様々な活動を展開いたします（別添「参考資料」ご参照）。 

 

また、キャンペーンの一環としてオープン懸賞を実施し、ご応募件数に応じて、

「東日本大震災子ども支援募金 ユネスコ協会就学支援奨学金」に寄付（件数×

１０円）させていただくこととしております。 

 

こうした取組みを通じて、地域の皆さまに、信用金庫へのご理解をいただきな

がら、地域との“絆”をさらに強めてまいりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

しんきん『地域応援』キャンペーンの実施について 

 

本件に関するお問い合わせは、全国信用金庫協会 広報部：斎藤、坂本 

（TEL：03-3517-5722、FAX：03-3517-5792）までお願いいたします。 



 

参考資料 

＜「信用金庫の日」に向けた各種 PR・地域貢献活動の例＞ 

 

 

全国各地で PR・地域貢献活動等を実施し、地域との“絆”を深めていきます。 

◆清掃活動： 【足立成和信用金庫（東京都）】 

地元東京・足立区の「ごみゼロ地域清掃活動」に参加し、6月 15日（水）に店

舗周辺の清掃活動を実施します。 

◆感謝デー： 【静岡県信用金庫協会】 

静岡県内の各信用金庫で「ＬＥＤ非常用マグネット」をプレゼントします。 

◆募金活動： 【長岡信用金庫（新潟県）】  

 役職員による募金を実施するほか、6 月 15 日（水）に「長岡しんきん地域振

興基金」の贈呈式を行います。 

◆その他 【北星信用金庫（北海道）】 

          地元名寄市の「ひまわりボランティア事業」として、植栽を実施します。 

【城北信用金庫（東京都）】 

6月 15日（水）に、全店で来店客に「ゴーヤの苗」を配付します。 

【東濃信用金庫（岐阜県）】 

6 月 11 日（土）に、可児市文化創造センター「アーラ」にて、とうしんジャズコ

ンサート（出演：粟田麻利子氏）を開催します。 

【いちい信用金庫（愛知県）】 

一日女性警察官による交通安全・防犯キャンペーンのほか、幼稚園でロ

ボット「ペッパー」が登場する交通安全教室を開催します。 

【新宮信用金庫（和歌山県）】 

信用金庫の日記念講演会「知って得する最新放射線治療」（講師：兵庫県立

粒子線医療センター院長 沖本智昭氏）を実施します。 

 

 

※各信用金庫での取組みのほか、地区・府県協会においてそれぞれ統一事業を展開する

予定です。（別添資料参照） 

 
一般社団法人全国信用金庫協会では、しんきん「地域応援」キャンペーンの一環と

して、信用金庫に関するクイズやアンケートにお答えいただいた方の中から、抽選で

合計 10,000名様に賞品をプレゼントするオープン懸賞を実施します。 

 さらに、ご応募件数に応じ、「東日本大震災子ども支援募金 ユネスコ協会就学支援

奨学金」に寄付させていただくこととしております。※ 

  

※応募件数×１０円 



地区 協会名 事業名称等 具体的内容

北海道 北海道信用金庫協会 新聞広告 北海道新聞に「テレビ75カラー広告」を出稿予定（6/1～15の間で1回実施を予定）

東北地区信用金庫協会 のぼり旗の掲出 会員金庫の営業店に“のぼり旗”を掲出する（6/1～15）

秋田県信用金庫協会 テレビ広告
信金ギャランティ㈱と共同で「信用金庫の日」のPRと「地域応援キャンペーン」を告知
する90秒CMを作成（秋田朝日放送）（6月11日）

新聞広告 東奥日報、デーリー東北、陸奥新報に半5段広告を出稿（6月初旬）

募金活動 全役職員による１日１円募金（平成27年6月～平成28年6月）

献血活動
献血車を手配し、新聞広告等で地域の皆様に広く呼びかけ、また、役職員や家族に
も協力をいただく（6月初旬）

使用済切手・プリペイド
カード等の回収

新聞広告等で地域の皆様に広く呼び掛け、最寄の信金窓口で随時受け付ける（平
成27年6月～平成28年6月）

ラジオ広告 1日あたり7回、計14回スポット広告を実施（6/6・13）

テレビ広告 15秒のスポット広告を計8回実施（6/1～14）

ラジオ広告 20秒のスポット広告を20回放送（6月下旬～）

のぼり旗の掲出 県内6金庫の72営業店で実施（6/1～6/15）

清掃活動 役職員による店舗周辺の道路・広場等の清掃の実施（6/15）

新聞広告 河北新聞に記事下一枠広告を掲載（6/15）

各金庫任意活動 感謝デーとして花の種、花鉢等の配布（各金庫の個別対応）（6/15）

新聞広告 地元2紙（福島民報社・福島民友社）への10段広告（協会長の対談記事）（6/15）

県内8信用金庫一斉ク
リーン作戦

8金庫約1,500名による清掃活動（6/15）

募金活動
会員金庫に募金活動の協力を呼びかける。実施状況を取りまとめ、会員金庫に情
報提供する。（6/15、もしくは「信用金庫の日」にちなんで6/15以外の日で実施）

献血活動
会員金庫に献血活動の協力を呼びかける。実施状況を取りまとめ、会員金庫に情
報提供する。（6/15、もしくは「信用金庫の日」にちなんで6/15以外の日で実施）

募金活動
会員金庫役職員の募金を県協会でとりまとめ上毛新聞厚生福祉事業団が運営する
「愛の募金」へ寄贈（6月）

献血活動
日本赤十字社の献血車が各信用金庫の店舗に移動して実施。このほか、役職員が
献血ルームに出向く。（6月～7月）

募金活動
役職員による募金、集められた募金を下野奨学会に寄付（4月～5月の間、県内6金
庫参加）

献血活動
役職員およびお客様による献血活動を各金庫ごとに実施し、後日、実施人数を報告
（平成２８年度内）

募金活動
営業地区内市町村への車いすの寄贈及び茨城新聞文化福祉事業団への寄付（6
月）

献血活動 茨城県赤十字血液センターの移動採血日程に沿って実施（6月～8月）

清掃活動 県内の高齢者福祉施設の清掃・除草作業（6/11）

ラジオ広告 スポット広告で「信用金庫の日」のお知らせ・PR（FMNACK5　6/15）

募金活動 各金庫役職員による募金活動（6月～7月）

献血活動 埼玉県赤十字血液センターと連携し、各金庫等で献血（6月～）

募金活動
会員金庫毎に募金活動を実施したものを協会で取りまとめ、千葉日報福祉事業団に
寄付

献血活動 会員信用金庫において、日本赤十字社の協力を得て実施

ＯＯＨ広告
屋外フルカラービジョン（海浜幕張駅に設置）を媒体にし、「信用金庫の日」のCM放
映を実施

募金活動 役職員による募金を取りまとめ、社会福祉事業団へ寄贈（6～7月）

献血活動 金庫職員ならびに来店のお客様の協力を得て実施（6月）

千葉県信用金庫協会

茨城県信用金庫協会

宮城県信用金庫協会

岩手県信用金庫協会

関東信用金庫協会

神奈川県信用金庫協会

平成２８年度地区・府県協会における「信用金庫の日」に向けての取組み

青森県信用金庫協会

東北

福島県信用金庫協会

栃木県信用金庫協会

埼玉県信用金庫協会

群馬県信用金庫協会

山形県信用金庫協会

関東



地区 協会名 事業名称等 具体的内容

テレビ広告 TeNY（テレビ新潟）に60秒スポット広告を実施（6月上旬 、1日間）

募金活動 金庫役職員が100円募金を行い、新潟県社会福祉協議会に寄付（6月上旬）

献血活動 金庫役職員を対象として金庫ごとに実施（6/15前後、一定期間）

献血活動
役職員およびお客様の協力を得て、赤十字献血ルームと献血移動車で実施（6/6～
30予定）

募金活動 役職員による募金を取りまとめ、山日YBS厚生文化事業団へ寄贈（6/6～17予定）

清掃活動 2金庫統一キャンペーンで公園・道路・河川等を清掃（6/15予定）

新聞広告 朝日新聞山梨版に記事下一枠広告を掲載（6/1予定）

ラジオ広告
SBCラジオ・ＦＭながのにおいて、18:00の時報（定例広告）の前に「信用金庫の日」を
告知（6/1～15）

募金活動
「SHINKIN愛の募金」を実施（主として信金役職員が対象）。社会福祉事業等への寄
付を予定（6月中）

献血活動 日赤採血車の運行スケジュールを調整のうえ実施（6月～）

東京 東京都信用金庫協会 テレビ広告 ケーブルテレビ（東京・ＭＸ）にスポット広告を実施（6月1か月間）

北陸地区信用金庫協会
北陸三県統一キャン
ペーン

感謝品「ECOポット」（古紙100%再生植木鉢に花の種子をセットしたもの）の進呈およ
び感謝の一声運動（6/１～15）

富山県信用金庫協会 収集品贈呈式

県内７信用金庫が使用済み切手・テレホンカード・書き損じハガキ・使用済みプリペ
イドカード・外国コイン・ベルマークの収集を行って、社団法人スコーレ家庭教育振興
協会及び富山県社会福祉協議会に贈呈を行い、社会福祉活動に寄与する。また、
その成果を内外に発表する。（6/13）

収集ボランティア活動
会員金庫営業店の店頭等に専用BOXを設置し、役職員やお客様が収集した使用済
み切手・書き損じハガキの回収を行い、福井県社会福祉協議会へ一括寄贈（平成27
年6月～28年5月収集分）する（6/16「贈呈式」実施予定）

ワンコイン募金運動
会員金庫役職員に対して、「社会福祉の増進に役立てるための募金」を募り（平成28
年5月中に、役職員一人あたり100円または500円の募金を募り県協会が取りまとめ
る）、福井県社会福祉協議会へ一括寄贈する（6/16「贈呈式」実施予定）

しんきんクリーン作戦
（清掃の駅伝）

会員金庫の役職員が、福井県内のJR・福井鉄道・えちぜん鉄道の全駅の清掃（駅構
内のごみ拾い、駅周辺の草取り、トイレ清掃）とトイレへの消臭剤設置を行う（6/18予
定）

ラジオ番組とのタイアッ
プによるＰＲ

静岡ＦＭ放送にて、静岡県内12信用金庫のうち6信用金庫の役職員が番組出演し、
信用金庫の話題を提供するとともに、全12金庫の取引先等の商品プレゼントを実施
（6/14、15）

ラジオ広告
静岡FMで「静岡県の信用金庫」及び住宅ローン商品に関する20秒CMを合計34本放
送する。（6/15）

感謝デー
県内すべての信用金庫において「LED非常用マグネット」（31,900個）を来店顧客に
無料配布する。（6/15）

献血活動
静岡県内全ての信用金庫において日本赤十字社の協力のもと献血を実施（6/7～
21）

リーダーズトーク「地域
とともに」への参加

静岡県下信用金庫の活動状況・将来ビジョン等について静岡新聞社代表役員と当
協会長が対談した内容を当該新聞に掲載(6/15)

岐阜県信用金庫協会 新聞広告 岐阜新聞、中日新聞（岐阜版）に広告を出稿（6/15）

滋賀県信用金庫協会
振り込め詐欺撲滅にか
かる啓発活動

地元警察等の協力を得て、店頭でのチラシ等の配布により、振り込め詐欺撲滅に関
する啓発活動を実施（6/15）

使用済みプリペイド
カードの回収

各金庫営業店カウンターに回収箱を設置し、顧客の協力を得て上期・下期の2回に
分け回収し、ボランティア団体へ寄贈（年間を通して）

清掃活動 早朝に各金庫が営業店周りを一斉に清掃（6/15）

献血活動
10：00～16：30まで大阪府赤十字血液センターが行う献血活動に協力し、梅田・難波
で各金庫からの応援職員が献血協力を呼びかけ、献血いただいた方に粗品を進
呈。（6/15）

奈良県信用金庫協会 新聞広告 朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞に半2段広告（6/15）

献血活動
各信用金庫役職員による献血および取引先等への呼び掛けを実施する予定（6/15
前後）

頒布品の店頭配布
または配置

県内11信用金庫名入りポケットティッシュと、特殊詐欺等注意喚起チラシを店頭など
で配布する予定（6/15前後）

山梨県信用金庫協会

福井県信用金庫協会

東海

兵庫県信用金庫協会

新潟県信用金庫協会

静岡県信用金庫協会

近畿

関東

北陸

長野県信用金庫協会

大阪府信用金庫協会



地区 協会名 事業名称等 具体的内容

のぼり旗の掲出
平成25年度に本会より全金庫（21金庫）へ2セット贈呈したのぼり旗を掲出（日程は
任意）

懸垂幕の掲出 平成10年度より店舗の規模に応じたサイズの懸垂幕を掲出（6/1～6/15）

新聞広告 山陰中央新報に全５段広告を出稿（6/14、島根県協会との合同企画）

ラジオ広告
FM山陰「ライフ・イン・スポーツ」にてスポット広告を実施（6/1～6/15、期間中に5～6
回程度）

新聞広告 山陰中央新報に全５段広告（モノクロ）を出稿（6/14、鳥取県協会と合同）　7金庫

ラジオ広告
FM山陰「ライフ・イン・スポーツ」にてスポット広告（5月下旬4回、鳥取県協会と合同）
7金庫

オリジナルポスターの
掲示

県内8金庫の店舗・ATMコーナーにオリジナルポスターを掲示（6/1～6/15）

粗品配布 県内８金庫統一事業として「収納カップ付ハンディモップ」を配布（6/15）

粗品配布 県内8金庫統一事業としてオリジナルポケットティッシュを配付（6/1～15）

広島県信用金庫協会 交通安全運動 交差点での安全誘導等（6/14～16）

山口県信用金庫協会 テレビ広告
県内民放3局のパブリシティに出演し、「信用金庫の日」と統一商品の「カーライフ
ローン」「がん検診応援定期」「SKYBANK」のPRをする（90秒程度、6月中旬1回放
映）

のぼり旗の掲出 営業店に「のぼり旗」を掲出（6/1～15）

「しんきん『地域応援』
キャンペーン」の実施
支援

全信協が実施する「しんきん『地域応援』キャンペーン」に積極的に協力する（具体的
な内容は未定）（6/1～30）

「おもてなし運動」（窓
口応対向上運動）

明るく、元気に、笑顔で応対するようこころがけるため、期間中、胸にワッペンを佩用
（6/1～30）

顧客向けアンケートの
実施

営業店来店・渉外訪問先のお客様へのアンケートを実施（6/1～30）

香川県信用金庫協会 新聞広告 四国新聞に半5段広告を出稿（6/10予定）

のぼり旗の掲出 県内４信用金庫営業店にのぼり旗を掲出（6/1～15）

おもてなし運動・ワッペ
ンの着用

ワッペンを着用し、笑顔でおもてなしを心がける（6/1～30）

しんきん交通安全教室
の開催

幼稚園・保育園児を対象に交通安全教育ＤＶＤの放映と地元警察官による交通ルー
ルの講話および実技指導、記念品の贈呈（6月中）

しんきんＰＲ動画の制
作

①信用金庫の成り立ちと設立の経緯（歴史篇）、
②実話にもとづく感動ストーリー（物語篇）（①、②ともに6月～）

長崎県信用金庫協会 新聞広告 金融経済新聞に名刺広告を出稿

佐賀県信用金庫協会 新聞広告 金融経済新聞に佐賀県信用金庫協会を含む県内4金庫の広告出稿

献血活動 献血車に来てもらう（5金庫）（6/1～6/15）

のぼり旗の掲出 本店営業店に「信用金庫の日」を掲出（4金庫）（6/1～15）

感謝デー ＰＲグッズの店頭配布（3金庫）（6/15）

鹿児島県信用金庫協会 献血活動 県内6ヵ所で実施予定（6/15）

九州北部

九州北部信用金庫協会

島根県信用金庫協会

中国地区信用金庫協会

愛媛県信用金庫協会

四国

岡山県信用金庫協会

宮崎県信用金庫協会
南九州

四国地区信用金庫協会

中国

鳥取県信用金庫協会


