
2011 年 6 月 1 日

社団法人 全国信用金庫協会

信用金庫業界では、本日から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。

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、

あしなが育英会の「東日本大地震・津波遺児募金」に寄付させていただくことと

しております。

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・施行されて今年で６０周年を

迎えました。信用金庫業界では、６月１５日を「信用金庫の日」と定めています。

本年は、信用金庫業界の統一広報事業として、本日から１ヵ月間「しんきん『地

域応援』キャンペーン」を実施します。本キャンペーンを通じて、

①本年６月１５日の信用金庫の日に信用金庫法制定６０周年を迎えること

②地域に対する応援と、日頃のご愛顧に対する皆さまへの感謝の気持ち

③東日本大震災の被災地域の皆さまの安心・安全と、一日も早い復旧・復興を

願い、信用金庫業界が様々な支援活動を展開していること

などを、地域の皆さまにお伝えしてまいります。全国各地の信用金庫では、それ

ぞれの地域で、信用金庫についてのＰＲや、『感謝デー』、『清掃活動』、『献血運

動』、『募金活動』など様々な活動を展開いたします（別添「参考資料」ご参照）。

その一環として、クイズ・アンケートにご応募いただいた方の中から抽選で

賞品が当たるオープン懸賞を実施し、ご応募の件数に応じて、あしなが育英会の

「東日本大地震・津波遺児募金」に寄付（件数×１０円）させていただくことと

しております。

こうした取り組みを通じて、信用金庫について広く地域の皆さまにご理解をい

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：服部、兎
と

川
がわ

、山本

（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。

◆募金活動： 【関東エリアの信用金庫】

「SHINKIN 愛の募金」を実施します。

◆献血運動： 【大阪府の信用金庫】

梅田・難波の 2カ所で信用金庫合同の献血活動を 6 月 15 日（水）

10 時から 16 時半まで実施します。

◆感謝デー： 【北陸の 3 県の信用金庫】

3 県統一のキャンペーンを実施。各営業店窓口への来店客、渉外係の訪問

先に「ECO（エコ）ポット」（古紙100%再生植木鉢と3種類の種子セット）を進

呈します。

【静岡県内の信用金庫】

「茶殻入りマイバッグ」を配布します。

◆清掃活動： 【福井県の信用金庫】

6 月 18 日（土）に、「しんきんクリーン作戦：清掃の駅伝」を実施。

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実施

します。

◆チャリティーバザー：【盛岡信用金庫】

6 月 11 日（土）のチャグチャグ馬コ祭りに合わせて、材木町支店の駐

車場にて東日本大震災被災者復興に向けたチャリティーバザーを開催

いたします。

◆交通安全運動：【いちい信用金庫】

地元警察署から一日婦人警察官の委託を受け、店頭、駅、スーパーでの

交通安全、防犯の啓蒙活動および中学校での自転車マナー教室を開催し

ます。

◆講 演 会：【大分信用金庫】

6 月 15 日（水）にジェフ・バーグランド氏（京都外語大教授）による

異文化コミュニケーションをテーマとする講演会を開催します。

◆ドナーカード配布：【苫小牧信用金庫】

来店者にドナーカードを配布します。

※各信用金庫での取組みの他、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）

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

6,150 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、ご応募いただいた件数に応じ、あしなが育英会の「東日本大地震・津波遺

児募金」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

のぼり旗の掲出 会員金庫営業店にのぼり旗を掲出

感謝品の作成・配布 オリジナル「貯金箱」を作成し、会員金庫からお客様等へ進呈

新聞広告 東奥日報、デーリー東北、睦奥新報に半5段広告を出稿

募金活動 全役職員による１日１円募金

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掛ける

使用済み切手・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、最寄りの信金窓口にて随時に受け付け
る

山形県信用金庫協会 ラジオ広告 YBCラジオでそれぞれ7回計14回スポット広告を実施

岩手県信用金庫協会 ラジオ広告 FM岩手ニュースの時間帯にCMを実施

新聞広告
福島民報の2紙に全信協出稿の全5段の上段に全10段広告において県内8金庫を
PR

一斉クリーン作戦 7:00～8:30県内8金庫が一斉に各店舗周り、駅前、公園等の清掃活動を実施

募金活動 役職員による募金。集められた募金を社会福祉事業施設へ寄贈

献血活動 役職員およびお客様への協力要請（実施日は各信用金庫任意）

募金活動 上毛新聞厚生福祉事業団が運営する「愛の募金」へ寄贈

献血活動 日本赤十字社の献血車・献血バスが各支店に移動して実施

募金活動 募金を取りまとめ、下野新聞社を通じて寄付

献血活動 6金庫の実施内容を取りまとめ、関東信用金庫協会に報告

募金活動 全職員１人500円

献血活動 県赤十字からの移動採決日程表を送付（月2回）のうえ、協力依頼

清掃活動 水戸市結城市他10ヵ所で実施予定

募金活動 各金庫役職員への募金要請

献血活動 埼玉県赤十字血液センターと連携

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集計し千葉日報福祉事業団に寄付

献血活動 会員金庫毎に金庫本店や各市役所等において実施

募金活動（義援金等） 職員・来店のお客様の協力を得て実施

献血活動 職員・来店のお客様の協力を得て実施

ラジオ広告 BSN新潟放送にて9:00前に15秒スポット広告を実施

募金活動 1人100円募金を実施し、6月中に取りまとめ、新潟県社会福祉協議会へ寄付

献血活動 会員金庫に対し、実施の協力を依頼

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および献血移動車で実施

募金活動 役職員による募金を取りまとめ、山梨日日新聞厚生文化事業団へ寄贈

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

ラジオ広告 SBCラジオにて、18:00の時報（定例広告）の前に「信用金庫の日」を告知

募金活動
「SHINKIN愛の募金」を実施。主に役職員からの募金を外国籍児童修学支援事業へ
寄付

献血活動 日赤採血車の運行スケジュールと調整のうえ実施

関東信用金庫協会

平成２３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

東北地区信用金庫協会

青森県信用金庫協会

東北

福島県信用金庫協会

茨城県信用金庫協会

埼玉県信用金庫協会

千葉県信用金庫協会

神奈川県信用金庫協会

新潟県信用金庫協会

山梨県信用金庫協会

長野県信用金庫協会

関東

群馬県信用金庫協会

栃木県信用金庫協会



地区 協会名 事業名称等 具体的内容

新聞広告 東京新聞朝刊に全5段広告を掲載予定

ラジオ広告
文化放送において「信用金庫の日スペシャルDAY」と称し、スポット広告を多数実施
予定

振り込め詐欺撲滅キャ
ンペーン

6/15は年金振込日にもあたるため、一斉実施日とする。①声掛け運動、②営業店顧
客待ち合い場所でのＤＶＤおよびビデオの放映、③「振り込め詐欺被害防止啓蒙チラ
シ」を共同調製し、お客様に配布。警察当局作成ポスター等の掲示、④役職員およ
び家族に対して最近の詐欺事例や対策について周知徹底・注意喚起

北陸三県信用金庫統
一キャンペーン

感謝品（ECOポット）の進呈

報道機関への発表お
よび新聞広告の掲載

富山県（北日本新聞）、石川県（北國新聞）、福井県（福井新聞）

収集品贈呈式
使用済み切手・書き損じはがき・使用済みプリペイドカード・外国コイン・ベルマークの
収集を行い、その成果を発表

お客さま感謝デー 「エコポット」（古紙100%再生植木鉢に花の種子をセットしたもの）の配布

しんきんふれあい写真
展

県下7信用金庫の本店で個別信用金庫の地域貢献活動を広く紹介

テレビ広告 北日本テレビ、富山テレビで行事等を告知

ニュースリリース 報道機関に信用金庫の日の行事について案内

収集ボランティア活動
使用済み切手・書き損じはがきの回収を店頭の専用BOXで行い、福井県社会福祉
協議会へ一括寄贈（H22.6～H23.5分）

ワンコイン募金活動
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、福井県
社会福祉協議会へ一括寄贈

しんきんクリーン作戦
（清掃の駅伝）

会員金庫の役職員が県内のJR、福井鉄道、えちぜん鉄道の前駅の清掃とトイレへ
の消臭剤設置

東海地区信用金庫協会 新聞広告 中日新聞、朝日新聞、日本経済新聞、毎日新聞に広告掲載の予定

ラジオ広告
静岡FMで朝から夕方までの生ワイド番組すべてに役職員がゲスト出演して信用金
庫関係の話題を放送

ラジオ広告 静岡FM放送において「静岡県の信用金庫」をPRする内容の20秒CMを32本放送

感謝デー 県内信用金庫、全営業店において「茶殻入りマイバッグ」を無料配布

献血活動 県内すべての信用金庫において日赤協力のもと献血を呼び掛ける

岐阜県信用金庫協会 ミナモ清掃活動
「信用金庫の日」に合わせ、2012年に開催される「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」の
オフィシャルスポンサーとして、岐阜のまちを清掃

テレビ広告
全信協テレビCF「夢のパートナー・勇気」篇を活用して60周年信金の日をアピール
（計20回、15秒スポット広告）

新聞広告 朝日新聞に60周年信金の日の広告記事掲載（全15段または全7段を予定）

クリアファイルの配布
石川遼プロの貸出フォトを活用し、60周年信金の日をPRしたクリアファイルを調製配
布。約18万枚（1店舗150枚）

清掃活動 県内3金庫の全役職員が清掃活動を実施

窓口ひと声運動 振り込め詐欺等防止キャンペーン専用ポケットティッシュ作成のうえ、窓口で配布

使用済みプリペード
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、上期・下期の2回に分けてボランティア
団体に寄贈

清掃活動 早朝に各金庫が営業店周りを一斉に清掃

献血活動
大阪府赤十字血液センターの献血活動に協力し、各金庫からの応援職員が呼び掛
けし、粗品を進呈

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、奈良新聞に半2段広告

献血活動 各金庫役職員による献血および取引先への呼び掛けを実施

頒布品の店頭配布
「しんきんNOW」「がん検診受診推奨パンフレット」「信金の日PR文および11金庫名入
りポケットティッシュ」を店頭などで配布

静岡県信用金庫協会東海

東京 東京都信用金庫協会

北陸地区信用金庫協会

富山県信用金庫協会

福井県信用金庫協会

北陸

滋賀県信用金庫協会

大阪府信用金庫協会

兵庫県信用金庫協会

近畿

近畿地区信用金庫協会



地区 協会名 事業名称等 具体的内容

中国地区信用金庫協会 懸垂幕の掲出
店舗の規模により4種類のサイズの懸垂幕を用意して、ロゴマーク・金庫名を印刷し
て掲出

新聞広告 山陰中央新報に全５段広告（モノクロ）を出稿

ラジオ広告
FM山陰7:50～7:55「6月15日は信用金庫の日です」ライフインスポーツにてスポット広
告

オリジナルポスターの
掲示

県内8金庫の店舗・ATMコーナーに県内８金庫の本店の写真を配したオリジナルポス
ターを掲出

粗品配布 県内８金庫統一事業としてマルチクーラーバックを配布

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

新聞広告
読売新聞（石見版・山口県版）、朝日新聞、毎日新聞、中国新聞、山口新聞（4紙山口
県版）に半2段の信用金庫の日懸賞広告を出稿

テレビ広告
県内民放3局のパブリシティーコーナーに出演し、「信用金庫の日」と統一商品の
「カーライフローン」「がん検診応援定期預金」「SKYBANK」のPR

のぼり旗の掲出 営業店に「のぼり旗」を掲出

「おもてなし運動」（窓
口対応向上運動）

明るく元気な窓口対応と活気ある店頭づくりのため、啓蒙を図り、期間中、胸にワッ
ペンを着用

顧客向けアンケート 営業店来店・渉外訪問先のお客様へのアンケート実施

香川県信用金庫協会 新聞広告 四国新聞に広告を出稿（予定段数は調整中）

愛媛県信用金庫協会
のぼり旗・懸垂幕の掲
出

県内４信用金庫営業店にのぼり旗を掲出

しんきん交通安全教育
運動

幼稚園・保育園を訪問し、交通安全教育ビデオ（アニメ）の映写、警察官による交通
ルールの講和を行い、園児に記念品を贈呈

「地域応援キャンペー
ン」の推奨

管内金庫への働きかけ、マスコミ等へのニュースリリース

大分県信用金庫協会 新聞広告 金融経済新聞に名刺広告を出稿

新聞広告 金融経済新聞に名刺広告を出稿

のぼり旗 県内5信金本店に懸垂幕・営業店にのぼり旗掲出

献血活動 各金庫本店駐車場または本通筋で実施

鹿児島県信用金庫協会 献血活動 県内6ヵ所で実施予定。献血を呼び掛けるオリジナルポスター・チラシを制作予定

宮崎県信用金庫協会南九州

四国地区信用金庫協会

四国

九州北部信用金庫協会九州北部

島根県信用金庫協会

岡山県信用金庫協会中国

山口県信用金庫協会


