●経営戦略

法政大学大学院坂本光司教授に聞く「従業員満足」

事例……
………………… 川口／東京東／しずおか／岐阜
モノづくり企業の経営塾

………… 信金中央金庫信金業務支援部ネットワーク室

●

●グリーンな経済の具体化……………………… 小林
…
信用金庫による省エネ・節電分野での取引先支援

●事例………………………………… 西武／焼津／日本海
…
◆環境・省エネルギー対策への取り組み …
…… ８
光

●

…
………………… ７
消費者から見た信用金庫への期待と役割……
土田あつ子

◆住民に必要とされる金融機関

●金融機関に求められる中小企業向け経営塾… 吉永
亮
…
●事例…………………… 旭川／東京シティ／東榮／磐田
…

●

◆取引先企業支援に生かす「経営塾」 …
………… ６
荒川……
…………… 豊泉光男

●

…………………………………… 渡邊健一（あぶくま）

●

●

金融機関に求められる事業継続計画……
……… 指田朝久
〔講演録〕東日本大震災における当金庫の対応

●事例……………………… 足立成和／小浜／新宮／高松
…
◆ＢＣＰと信用金庫 …………………………………… ５

●信用金庫における職員満足度……………… 佐々木城夛
…

誰しも「幸せになりたい」、だから働く

●

２０１２年『信用金庫』索引

●
………………………………… 大前孝治１
年頭所感 ……

…………………………… 田邉光雄１
●
新年を迎えて …
全国信用金庫大会 会長挨拶……
…………… 大前孝治７
●

〈特集〉
◆信用金庫のＣＩ …………………………………… １
…
信用金庫のブランド強化に向けたＣＩ戦略……
佐藤圭一
●

●事例
宇和島信用金庫ブランド化……
………… 荻原実紀
事例……
…………………………… 飯能／のと共栄／奈良
●

●

若者マーケティング～「草食系」とは何か、どうし

◆若者層を取り込む …………………………………… ２
てそうなったのか、そしてどう打開するのか
…………………………………………………… 四元正弘
事例……
………………………… 横浜／唐津／鹿児島相互

●

◆ＮＰＯとの協働を探る …………………………… ３
日本におけるＮＰＯへの期待と役割～社会変革への

●

挑戦……………………………………………… 田尻佳史
市民ファンドの社会的な役割～京都地域創造基金の

●事例……………………………… 銚子／淡路／しなまみ
…

平成
●

年度人事管理専門部会報告書『これからの高

………… ９
◆これからの高年齢者雇用のあり方 ……

末尾の数字は掲載号

築の必要性……………………………………… 藤原

崇

年齢者雇用のあり方について』…
…… 全信協人事教育部
高齢者に誇りとやりがいを生み出す人事システム構
●

事例……
…………………………………… 多摩／大阪厚生
●

◆１００年信用金庫の秘訣 …
………………………
老舗に学ぶ企業永続のためのマネジメント……
神田 良
●

●金庫１００年の歩み………………………… 掛川／姫路
…
「不易流行」創業１００年以上の信用金庫に聞きま

した… 渡島／秋田／盛岡／宮古／結城／銚子／三条

●

／村上／富山／三島／焼津／関／京都北都／倉吉／

西中国／防府／都城

明治・創設時代の信用金庫前身組合……
……… 平山惠三
●

◆信用金庫の地域スポーツ支援

…
…………………
スポーツ支援と地域活性化……
………………… 間野義之
●

●事例………………………… 水戸／青梅／大阪市／津山
…
コラム「信用金庫社会貢献賞」受賞活動に見る信用

金庫の地域スポーツ支援

●

………
◆国が支えるモノづくり産業への支援 …

敏

日本の製造業のプライドを発信する……
……… 緑川賢司
信用金庫にとっての知財ビジネスマッチング
●

●

…………………………………………………… 近兼

事例……
……………………………… 東北地区協会／尼崎
●
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●

取り組みから…………………………………… 深尾昌峰
事例……
……………………………… 西武／奈良中央／呉

●

◆従業員を大切にしていますか？ ……
…………… ４

23

2012年『信用金庫』索引

〈シリーズ〉

機関をめざして………………… 五内川信吾（花巻）６

●

●継続は力なり……………………… 木村孚男（尾西）７
…

●

……………………………… 森信正敏（広島みどり）９

成長への挑戦・新たなる一歩……
後藤孝行（鹿児島）８
地域再生の使命共同体として「汗と知恵」を出す

全国共通ポイントカードで地域を元気に！～消費者
満２

◆地域社会の持続的発展に向けて

………………………………………………… 斉川

●

年年央にあたり……
…………………………………… ７

●強く柔軟な組織を構築するために…………………… ８
…
志の学びほぐし……
……………………………………… ９

朗５・６

○女性目線での提案商品の発売と顧客サービスの向上

○地元博覧会を応援するしんきん…… 島根中央／広島９

ム分科会」の活動……………………………… 埼玉縣９

○現場の声を経営へ～「新構造改革プロジェクトチー

◆その他

マンガ金融小冊子の発行とその活用…………… 尾西４

◆金融経済教育を考える

人材創出・インターンシップ事業」…
…………… 蒲郡２

地域活性化をめざした担い手育成支援「社会的企業

◆「地域活性化しんきん運動」推進事例

〈事例〉

●業務推進

○国際協同組合年と賀川豊彦………………… 本間照光

〈前編・後編〉…………………………… 橋本

〈前編・後編〉……
………………………… 市川覚峯４・５
○協同組織金融機関の源流としての大原幽学の思想

○企業に哲学を取り戻し、中小企業発展を願え

…………………………………………… 市川啓一２・３

○事業継続計画「ＢＣＰ」の必要性〈前編・後編〉

〈論評・解説〉

●

日本と中国……
……………………………………………

……………………………………………………………

●

●印紙税のあり方について抜本的な見直しを…………
…
「打つ」から「書く」へ～アナログ文化を見直そう

●

24

……………………………………………………… 八幡

10

12 11

・商店・地域がＷｉｎ＝Ｗｉｎ＝Ｗｉｎの仕組み

●

●地域の豊かな未来の創造………… 森田
昇（青梅）
…
職員一人ひとりが顧客にとって、当金庫にとって、

赤提灯というローカル空間…… マイク・モラスキー３

裕（アイオー）

●混迷の時代が信用金庫を必要としている… （北辰）
…
組織におけるチームワーク……
……………… （天馬）

●

●発信文書のあり方……………………………………… ５
…
業界ＢＣＭ（事業継続マネジメント）の構築を……
…６

●地域の期待に応える…………………………………… ３
…
●東日本大震災と国際協同組合年……………………… ４
…

●

●中小企業・地域の課題に粘り強い取り組みを……… １
…
期待を力に、地域と共に歩き続ける……
……………… ２

◆巻頭言

●

●

●判断と決断………………………………… （迷監督）９
…
進め再編……
…………………………………… （落鮎）

…………………………………………… （パンゲア）８

●

●

「この街と生きていく。」の意味 …
…… （自然居士）７
信金の業務手法は、わが国の重要な資産

●

●現場主義…………………………… （アドヴァンス）５
…
小さな幸福……
……………………………… （漁り火）６

●

●金庫経営の一考察…………………………… （雄大）３
…
絶滅危惧種“しんきん”…
…………………… （木鐸）４

●明日に向かって……………………………… （精峰）１
…
●「Ｆａｃｅｂｏｏｋ」のすすめ…………… （暁鐘）２
…

◆論壇

要とされる金融機関に…………… 岩原茂雄（島田）

●

このまちで、あなたと～地域社会と手を携えて、必

………………………………… 赤石

「必要な存在」となるように

域の活力につなげたい～………………… 川野真理子４

東京からお国自慢を発信！～人と物産の交流から地

化……………………………………………… 藤井俊公５

地域内の情報連携・促進システム化による地域活性

正和７

中小企業と信用金庫の相互発展の今後…… 木村忠夫６
民話に学ぶ現代社会を生きる力…………… 原
全国の地方新聞社と連携した表彰制度「地域再生大
賞」…
…………………………………………… 鎌田 司８
原子力から原始力、医食同源から医食農同源、奪わ
れし未来から懐かしい未来へ……………… 波多野毅９
「だんだんボックス」がつなぐ地域の優しさのネッ
トワーク……………………………………… 鵜飼哲矢
映画をみんなのものへ～映画『ふるさとがえり』に
みる地域活性化の可能性…………………… 栗山宗大
絆が希望を創りだす………………………… 奥田知志

◆私の経営理念・経営方針
地域に強く根を張り、共に汗を流し、豊かな「実り」

●

を地域と分かち合うために…… 御室健一郎（浜松）１
「
● 絆」を通し、お客さまに感動を … 西脇史雄（大垣）２
…
●お客さまと本音で向き合ってこそ、信用と信頼を得
る………………………………… 細見清彌（中兵庫）３
……………………………………… 西出武夫（北陸）４

誠実に、謙虚に、感謝の気持ちを忘れずに

●

●さわやかにまごころこめて… 堀口哲彦（さわやか）５
…
常にお客さまの立場で行動し、信頼ある地域の金融
●
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〈論評・解 説 〉

○「おもてなし経営企業」……
経済産業省商務情報政策局

●東日本大震災
○東日本大震災からの水産復興の現状……… 濱田武士２

電子メールのなりすまし対策が急

務です！…迷惑メール対策推進協議会／総務省消費

○迷惑メール対策
○東日本大震災のボランティアに参加して

透／工藤洋毅４

世紀金融行動原則「持続可能な社会の形成に向け

時を超えて受け継がれる

⑤鉄道という営み～もうひとつの「自然現象」
………………………………………………… 松本

年度全信協事業計画の概要〕地域の課題解決
と持続的発展をめざして……………………… 全信協３

○〔平成

○業界の新３か年計画の概要…………… 全信協企画部１

◆事業計画・決算

●全信協・信用金庫関連団体

…………………………… 母心〔オカン・関あつし〕

⑥福島人としての意地！笑いと元気を発信します

忠

④釜石キッチンカープロジェクト…………… 枝見太朗

③福島を思いながら私塾を再出発する……… 堀川文夫９

もの…………………………………………… 田中陽子８

②東北の手仕事～モノと心

………………………………………………… 篠木雄司６

に「笑顔」の元気エネルギーを供給します！

①私たちは、ふくしまから日本中に、そして、全世界

◆復興の槌音

〈シリーズ〉

被災地ボランティア……………………………………

○「しらうめ号」石巻を走る！～城南信用金庫による

○〔インタビュー〕被災地に生きる―黒澤健一氏……

○被災地の現場を視察して………………… 岡山県協会

………………………………………… 横山暁一（関）５

者行政課………………………………………………… ３
／地域密着型金融研究会……… 川瀬

○地域金融「現場力」の増進に向けて～区にスポット

●人材育成・活躍支援
〈事例〉
○「大連」体感研修あれこれ……………… 富山県協会１
○全国信用金庫研修所の講座を受講して……………… ５
●上級管理者アジア研修……………… 山田良種
（神戸）
…

……………………………………………… 富山県協会

●女性管理職のための融資入門講座… 伊藤容子
（三島）
…
○〔体感レポート〕タイ・バンコク海外研修

●経済・金融・地域・社会

年のわが国中小企業の課題と展望… 松丸和夫１

〈論評・解 説 〉
○平成

○協同組合憲章の制定と意義………………… 富沢賢治２
○『２０１２年版 中小企業白書』の概要とポイント
………………………………………………… 宮㟢忠恒７
年度下期金融経済の課題と展望…… 斎藤大紀

○２０１２年版経済財政白書を読んで……… 今松英悦
○平成

○２０１２年の金融界を回顧する…………… 土屋直也
○

○平成 年度人事教育事業計画 ……
… 全信協人事教育部３
年度広報事業計画……………… 全信協広報部３
○平成

○平成

年度事業計画

年度事業計画…………………… 信金中央金庫６

……………………… しんきん共同システム運営機構４
○平成
○平成

年度事業計画

石川遼選手「ゼロネットサ

年度全国信用金庫決算概況…… 全信協企画部８

… しんきん保証基金／しんきん情報システムセンター６
○平成

年度テレビＣＭ

◆全信協広報活動
○平成

ービス」篇 「
・ 全国どこでも」篇 …… 全信協広報部４
…
年度「信用金庫の日」推進状況

…………………………………………… 全信協広報部９

○平成

…………………………………………… 全信協広報部

○しんきん地域応援キャンペーンの推進結果

回信用金庫社会貢献賞

◆その他の全信協活動 ・解説
○第

信用金庫社会貢献賞に思う……
……………… 髙橋陽子７
●

年史』の発刊…… 全信協

年史編纂室７

●受賞活動について……………………… 全信協広報部７
…
○しんきん相談所の窓口から…… 全国しんきん相談所７

○『信用金庫

○「協同組合フェスティバル」に全信協が出展………

を来訪……………………………………………………

○米国独立コミュニティ銀行家協会の前会長、全信協

◆関連団体

回信用金庫ＰＲコンクールの審査を終えて

………………………………………………… 込山俊朗６

○第

………………………… 信金中央金庫海外業務支援部

○バンコク駐在員事務所の開設と信用金庫への支援

◆全国中小企業景気動向調査
～

月期…………………………………… ２

…………………（信金中央金庫地域・中小企業研究所）
２０１１年

２０１２年１～３月期…………………………………… ５

２０１２年４～６月期…………………………………… ８
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◆行政の動き

…………………… 環境省総合環境政策局環境経済課７

た金融行動原則」

12

12
12 10 10

15

31

!!

24
24

60

10

24

24 24

21

2012年『信用金庫』索引

２０１２年７～９月期……………………………………

●随想・教養・トピックス
辰年に想う

●私を育ててくださった方々… 藤井
隆（氷見伏木）５
…
地域と共に生きる……
……………… 小松岩夫（目黒）６
●

●私は支店の顔であり得たか？… 鈴木康俊（元東濃）７
…
足下を見つめ、着実に……
………… 三原修史（田川）８
●

のちを守った村…

／晩秋の古寺巡礼…

（滋賀中央）…１／（青い森）…２／（川崎）

◆信用金庫の源流 …
…………………………… 平山惠三

…３／（大分）…４／（大阪）…５／（あぶ

／◯（しの

くま）…６／（城北）…７／◯（おかやま）…８

／◯（中兵庫）…

◯（福岡ひびき）…９／◯（鶴岡）…

⑲…３

②…

＊

⑳…５

③…

…７

＊

…９

⑩～……………………………………………… １～

◆いまさら聞けない信金マンのための税務の
基礎 …
…………………………………………… 星野敬一

～……………………………………………… １～

◆クオリティ・シティをめざせ …………… 高松平藏

～……………………………………………… １～

◆駅のある風景 ……………………………… 松本 忠
…

～……………………………………………… １～

◆大谷由里子の「ココロの元気」の作り方

～……………………………………………… １～

………………………… 平澤克彦／谷川孝美／廣田裕之

◆海外金融ジャーナルを読む

①…８

◆会社を変える！社会を変える！日本の女性
企業家たち （偶数月連載） …
………………… 遠藤梨栄

…〔拡大版〕㈱オーガッツ

⑱…１

◆まちから、ちから。（奇数月連載）……
… 齋藤喜以子

ＴＰＰ年内参加は絶望視…………………………………

自治体のエネルギー……………………………………… ８

電気料金値上げが圧迫する企業収益…………………… ５

歴史的円高に加速する空洞化…………………………… ２

104

101

◆新春随想

12

10

明けぬ夜はない

11

◆クオータリー・レポート

のめ）…

103

止まぬ雨はない

……………………………………… 藏増篤志（鳥取）

●地域ナンバーワンをめざして…… 杉町謙吾（佐賀）９
…
「地縁」「人縁」がお題目になっていないか
●

102

●

由博（水戸）１

彩１

●金庫の成長は人材育成から……… 鹿野義行（空知）
…
地域に密着した営業活動……
……… 竹中滋祥（長浜）
●

北の方………………………………………… 佐藤

◆われら信用金庫人
登山…………………………………………… 佐々木茂２
歌手…………………………………………… 折山晶子３
元秀５

落語…………………………………………… 澁井和夫４
マラソン……………………………………… 新

サッカー……………………………………… 田村道夫６
商店会サポーター…………………………… 加賀聖二７
智８

11

……………………………………… 塙
先人に学んで…辰年七回り……
… 松本幸太郎（敦賀）１

●

◆寄稿
〔
● 新春特別寄稿〕まいど！信金マンは、地域のために
カラダ張ります！……………………… 平井りゅうじ１
〔
● 特別寄稿〕日本人の忘れもの
映画・天のしずくから
………………………………………………… 河邑厚徳
東日本大震災から、一輪の牡丹に託す思い

●

◆銷夏随想
……………………………………… 髙橋誠一（石巻）８
○２０１２年国際協同組合年キックオフイベント
「協同組

太鼓台担き夫………………………………… 臼井

コンサルタント……………………………… 佐藤良道９
清

キャンペースタッフ………………………… 古澤弥生
塾年野球……………………………………… 島田

資格取得……………………………………… 水島康貴

◆わが金庫のクラブ活動
茶道部……
……………………………………… 京都中央１
●

●囲碁部…………………………………………… 東京東２
…
フェンシング部……
………………………………… 大垣４
●

「大正百年」…１／そのまんま住所録…２／不良債

◆はなしの歳時記 …
…………………………… 高村壽一

りがとう」の氾濫…５／〝至近弾〟にひるまない…

権寸前の闘い…３／組曲「兵士の物語」…４／「あ

／い
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◆その他トピックス

回国際協同組合デー記念中央集会開かれる…… ８

催………………………………………………………… ４

合がよりよい社会を築きます」フォーラム開催 …
…２
○震災から１年「ビジネスマッチ東北２０１２春」開
○第

子！……………………………………………………… ９

○ロンドン・オリンピックのメダリストはしんきんっ
○東北支援・ビジネスマッチング開催！………………

〈シリーズ 〉
◆わが支店長時代

……………………………………… 前田龍作（大和）２

●地域一体…………………………… 玉井重治（鶴来）１
…
夢・目標をしっかり持ってがんばろう
●

ベティ…

６／魚道を覗く…７／山で道に迷ったとき…８／ヴ
ァイオリンの切手… ９／アグリー
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●おかげさま…
……
………… 石橋正弘（九州ひぜん）３
当たり前のことを、がまん強く……
浅沼 晃（盛岡）４
●
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