
20

文
化
的
・
社
会
的
活
動

文化的・社会的活動

当金庫の
地域経済活性化へ
の取組みについて

お客様（会員）

貸出金残高

預金積金に占める貸出金の割合（45.1％）

事業者

個　人

設備資金

運転資金

（事業性資金の内、県市町村制度融資　118億円）

住宅ローン

消費者ローン

一般個人融資

618億円

1,323億円

978億円

91億円

41億円

地方公共団体

【3,347億円】

預金積金残高 【7,409億円】

293億円

お客様（会員）

貸出金（運用）に関する事項（地域への資金供給の状況）

預金積金に関する事項（地域からの資金調達の状況）

大垣西濃信用金庫

出
資
金

預
金
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金
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出
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体制について

　当金庫は、県内10市6郡、愛知県4市1郡、三重県1市内1町を事業地区として地元の中小企業者や住
民が会員となって、お互い助け合い、お互いに発展していくことを共通の理念として運営されている相互
扶助型の金融機関です。
　地元のお客様からお預かりした大切な資金（預金積金）は、地元で資金を必要とされるお客様にご融資
して、事業や生活の繁栄のお手伝いをするとともに、地域社会の一員として地元の中小企業者や住民と
の強いネットワークを形成し、地域経済の持続的発展に努めています。金融機能の提供にとどまらず、文
化、環境、教育面も視野に入れ、広く地域社会の活性化に積極的に取組んでいます。
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当金庫は、地域のお客様の着実な資産づくりのお手伝いをさせ
ていただくため、新商品やサービスの一層の充実に向けて努力
しています。
当金庫では、子育て応援定期・あおぞら定期やゆうゆう積金な
ど、各種預金積金を目的期間等に応じて選択していただけます
よう取り揃えています。
なお、平成30年3月末における当金庫の預金積金残高は、下記
の実績となっています。

当金庫は、地域のお客様からお預けいただいたご預金につきま
しては、お客様の幅広い資金ニーズにお応えし、地元中小企業
の健全な発展や豊かな暮らしのお手伝いをすることを使命と考
え、円滑な資金の供給を通じてお客様や地域社会への還元を行
っています。
なお、平成30年3月末における当金庫の貸出金残高は、下記の
実績となっています。

常勤役職員数：559人
店舗数：40店　4出張所

大垣西濃信用金庫と地域社会 ～地域社会の再生・活性化をめざして～
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有価証券残高 【2,773億円】

預け金残高（無利息分を除く） 【1,677億円】

当金庫は、経営改善の「意思」と「資源」のあるお取引企業を対
象に、現状分析を踏まえた経営改善計画を協調して策定する
とともに、定期的にモニタリングを実施して、計画達成のため
のサポート等に取組んでいます。
また「だいしん経済クラブ」「だいしん経営者懇話会」主催によ
る経済講演会を実施し、経営者の異業種交流・親睦を図るな
ど、お客様相互の発展と繁栄のお手伝いをしています。ビジネ
スマッチングサービス・Ｍ＆Ａ仲介業務の取組みに加え、東海
地区の信用金庫が合同で開催した「ビジネスフェア2017」な
ど各種ビジネスフェアへ参加し、お客様のビジネスチャンスの
充実を図りました。
その他お取引先の相談にお応えするために弁護士、顧問税理
士、社会保険労務士等の専門家による「法律相談」「税務相談」
「年金相談」「経営相談・創業相談」等を開催しています。

会員数67,864名
出資残高
【31億円】

文化的・社会的活動・・・・ 22～25ページ文化活動・・・・ 22～25ページ　相談業務・・・・ 15ページ

貸出以外の運用に関する事項

文化的・社会的貢献に関する事項

経常利益は11億円、当期純利益は6億円を
確保いたしました。今後も健全経営に徹し、
持続的かつ安定的な収益の確保に努めて
まいります。

今期決算に関する事項

お取引先への支援等（地域との繋がり）
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当金庫は、お客様のご預金をご融資による
運用の他に有価証券や預け金による運用も
行っています。
なお、運用については、リスク管理に努め、収
益の安定と資産の健全性確保に心掛けてい
ます。

〈1〉文化活動
・地域の生活文化向上や経営者の異業種交流・親睦を図るため、
定期的に政治・経済評論家を講師に招き、｢経済講演会｣｢文化
講演会｣を開催しました。

〈2〉環境への取組み
・地域貢献活動の一環として、定期的に全役職員が｢街の美化運
動｣に取組み、各本支店で清掃活動を実施。また、「大垣まつりク
リーン作戦」｢水門川クリーン作戦｣にもボランティア活動として
積極的に参加しました。
・環境改善活動の一環として名刺やコピー用紙等に再生紙を使用、
また金融機関初のエコステージの認証取得から14年を経過、引き
続き人と環境にやさしい職場づくりにも取組んでまいります。

〈3〉地域行事への参加
地域社会の一員として地域行事に参加しました。
・平成２９年  ６月１１日 「西濃綱引選手権大会」
・平成２９年  ８月  ４日 水都まつり「大垣おどり大会」
・平成２９年１０月  ８日 「大垣十万石まつり」
その他各店舗においても地元行事に積極的に参加しました。

〈4〉スポーツ振興への支援
・平成２９年  ９月３０日 「大垣西濃信用金庫理事長旗野球大会」

瑞穂本巣大会 決勝戦
・平成２９年１０月  ３日 「第２０回大垣西濃信用金庫杯争奪親善ゲー

トボール大会」を開催
・平成２９年１０月２４日 「第４３回大垣西濃信用金庫杯親睦ゴルフ

大会」を開催
・平成２９年１１月１２日 「いびがわマラソン２０１７」

企業エイドとして「だいしん炭酸ステーション」
にて参加し、ランナーをおもてなししました。

〈5〉教育
・平成２９年４月１１日・１８日・１９日「お取引先企業の新入社員・中堅
社員研修」を開催し、１７８名の参加をいただきました。
・平成２９年８月３日「夏休み親子グラブづくり」を開催し、３３名の
参加をいただきました。また８月７日「夏休み親子金融教室」を開
催し、児童３３名、保護者２９名の参加をいただきました。
・平成２９年度のインターンシップは、大学２１校４０名、中学校１３
校２７名、総計３４校６７名の生徒さんを受け入れました。

〈6〉財団の活動
・公益財団法人だいしん緑化文化振興財団※

緑化推進事業・生活環境の緑化向上についての啓蒙活動、絵画
展・書道展への事業費助成、読書活動推進奨励金の寄附を行っ
ています。
※平成３０年４月１日に、公益財団法人だいしんグリーン財団と公益財団法人大垣西濃信
用金庫奨学会が合併し、名称を公益財団法人だいしん緑化文化振興財団としました。
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文化的・社会的活動
公益財団法人だいしん緑化文化振興財団の活動

池田町「広葉樹（実のなる木）植栽事業」へ、「コナラの苗木５０本、
山栗の苗木５０本、資材等一式」を寄贈。（平成３０年４月１１日）

大野町「道の駅パレットピアおおの」へ、「クスノキ２本、
ヒマラヤスギ１本、シラカシ１本、クヌギ１本、ハンノキ１本、
ヒペリカムヒデコート４３０本」を寄贈。（平成３０年５月１６日）

（旧）公益財団法人
だいしんグリーン
財団の活動

　（旧）大垣信用金庫創立６５周年の記念事業として、平成元年１０月２日に公共施設の緑化推進及び生活
環境の緑化向上についての啓蒙活動を行い、健全で文化的な生活環境の創造に寄与することを目的と
して基金１億円で設立し、大垣市及び周辺市町村の緑化推進事業に対する助成を行っています。また、平
成２３年４月１日に、法改正に伴い公益財団法人へ移行しました。
　平成２９年度は、啓蒙活動として、次の寄贈を行いました。
・平成２９年５月に安八町立名森小学校他２校へ花苗、プランター、培養土を寄贈しました。
・平成２９年９月に養老町立広幡小学校他２校へ花苗、プランター、培養土を寄贈しました。また、海津
市立石津小学校へ花苗、プランターを寄贈しました。
・平成２９年１０月に安八町立名森小学校他２校へりんごの苗木、資材等一式を寄贈しました。
・平成２９年１１月に神戸町立神戸小学校他３校へ花苗、プランター、培養土等を寄贈しました。
・平成３０年２月に大垣市内の小学校１１校へ花苗、プランター、培養土を寄贈しました。

　また、緑化推進事業として、平成３０年２月に神戸町「ごうど中央スポーツ公園」へケヤキ１本、ハナミズキ
２本、資材等一式を寄贈しました。

　（旧）西濃信用金庫創立３０周年の記念事業として、昭和５３年４月１９日に学校教育、社会教育への助成
を通じて、芸術文化の振興発展に寄与することを目的として基金１億９，０００万円で設立されたものです。
また、平成２６年４月１日には、法改正に伴い公益財団法人に移行し、合併後の平成２８年６月２８日には大
垣西濃信用金庫奨学会に名称を変更しました。
　平成２９年度は、次の活動をしました。
・第１４回小中学生絵画展
　平成２９年１０月２１日に入賞者２８名を表彰しました。
・第１５回小中学生書道展
　平成３０年２月１７日に入賞者３５名を表彰しました。
・読書活動推進奨励金
　　平成３０年３月６日・１４日・２３日に２市４町（瑞穂市、本巣市、揖斐川町、大野町、池田町、北方町）へ
読書活動推進奨励金として寄付しました。

（旧）公益財団法人
大垣西濃信用金庫
奨学会の活動

　当財団は、平成３０年４月１日に下記の公益財団法人だいしんグリーン財団と公益財団法人大垣西濃信
用金庫奨学会が合併し、公益財団法人だいしん緑化文化振興財団（理事長 西脇史雄）となりました。公
共施設の緑化推進及び生活環境の緑化向上についての啓蒙活動を行い、もって健全で文化的な生活環
境の創造に寄与すること、並びに、社会教育に関し助成を行い、併せて芸術文化の振興発展に寄与する
ことを目的としています。
　主な活動として、公共施設の緑化推進に対する助成、生活環境の緑化向上についての啓蒙活動、小・中
学生を対象とした「絵画展・書道展」等の芸術活動への助成、地方公共団体等を通じた図書の寄贈などを
行って参ります。

公益財団法人
だいしん緑化
文化振興財団
の活動
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　毎年ゲートボール大会・ゴルフ大会等を開催し、スポーツ振興への支援を
しています。
●平成２９年７月９日「大垣西濃信用金庫理事長旗野球大会開会式」揖斐郡
スポーツ少年団　参加者：１８チーム・４００名　会場：大野レインボー
●平成２９年７月１６日「大垣西濃信用金庫理事長旗野球大会決勝戦」揖斐郡
スポーツ少年団
●平成２９年９月３０日「大垣西濃信用金庫理事長旗野球大会」瑞穂本巣大会 決勝戦
●平成２９年１０月３日「第２０回大垣西濃信用金庫杯争奪親善ゲートボール大会」
　参加者：２９チーム・２００名　会場：浅中公園総合グランド
　爽やかな秋空の下、日頃の練習の成果を発揮されました。
●平成２９年１０月２４日「第４３回大垣西濃信用金庫杯親睦ゴルフ大会」
　参加者：３６チーム・１８０名　会場：関ケ原カントリークラブ
●平成２９年１１月１２日「いびがわマラソン２０１７」
　企業エイドとして、「だいしん炭酸ステーション」にて参加し、ランナーをお
もてなししました。
●平成２９年１２月１０日「おおがきマラソン２０１７」
　ボランティア活動として、職員４８名が参加しました。

大垣おどり大会　平成29年8月4日 大垣十万石まつり　平成29年10月8日

スポーツ振興への
支援

　当金庫は、平成２９年１２月に「大垣ミナモソフトボールクラブ」（以下、大垣ミナモ）の支援企業に加わり
ました。大垣ミナモはスポーツを通じた地域の活性化、並びに地域貢献を設立目的としており、この考え
は当金庫の経営方針にも通じるものがあります。また、岐阜県では複数の企業が選手を雇用してクラブ
チームを支える、いわゆる「岐阜方式」の活用を提唱しており、大垣市をはじめ市内の企業が大垣ミナモ
を支援しています。現在、当金庫は支援企業としてクラブ運営の支援、選手2名の受入れ、試合開催時の
応援等を行っています。

「大垣ミナモ
ソフトボールクラブ」
への支援

地域行事への参加 　地域社会の一員として、地元の祭りをはじめ地元行事に積極的に参加し、地域の皆様とふれあい・絆を
大切にしています。
●平成29年8月4日 水都まつり「大垣おどり大会」
　大垣市内店舗で浴衣営業を実施し、水都まつり「大垣おどり大会」に、浴衣・法被姿で役職員150名が
参加しました。
●平成29年10月8日 「大垣十万石まつり」
　秋晴れの華やかな下、役職員１２６名が参加し、地元神社の神輿２基を担いで大垣市内を練り歩き、祭り
を盛り上げました。
　その他各店舗においても、地元行事に積極的に参加しています。

スポーツ振興への支援

第２０回大垣西濃信用金庫杯争奪
親善ゲートボール大会
平成29年10月3日

いびがわマラソン2017
平成29年11月12日
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だいしんの環境配慮活動

　大垣西濃信用金庫グループは、地域社会づくりに貢献するため、自らが果たすべき責務として環境保全
活動を認識し、環境にやさしい金融機関を目指します。平成16年2月23日エコステージへの取組みについ
てキックオフ宣言し、平成16年6月8日に全国の金融機関初の認証を取得いたしました。平成18年3月には
大垣市より当金庫の環境に対する取組みに対し、「市民環境賞」を受賞いたしました。また、平成18年9月13
日には「エコステージ2」の認証を取得いたしました。現在、電力使用量の削減に努めるとともに、ガソリン使
用量・紙使用量の削減にも取組んでいます。

平成29年度実績

環境方針

省エネ・省資源の推進（平成30年3月末現在）

電気料金削減
29年度目標 実績
▲27.0％ ▲24.3％

（平成21年度対比）

※平成25年度より業界挙げて環境問題に対して、積極的な取組みを行っ
ています。当金庫としては電気使用量において平成25年度から32年度
までの8年間で、平成21年度を基準年度とし30％の削減を目標として
取組んでいます。

環境にやさしい金融商品開発・推進（平成30年3月末残高）

地域の環境保全活動の推進

6件
1,016件

3件

だいしん環境福祉プラン
だいしんエコカープラン
環境関連投資信託

3百万円
1,264百万円

2百万円

●街の美化運動（年４回店舗周辺の清掃活動）
●ボランティア活動（大垣市市民環境活動への参加、水門川クリーン作戦への参加）
●廃棄物の逓減（コピー用紙のリサイクルのため、片面使用済み用紙の網掛け再使用と他のゴミとの分別収集）

街の美化運動 　当金庫では、“地域社会との共生を図りながら、地
域社会の発展に貢献したい”との願いから、平成９年
６月より年４回「街の美化運動」を実施しています。
　平成２9年度は、延べ1，877名の役職員が参加し
ました。累計では、３6，142名の参加となりました。

1.次の環境目的・目標について、エコステージ活動が地球環境を守るために大きな力となることを自覚
し優先的に取組みます。
　（１）省エネルギー、省資源の推進をします
　（２）地域の環境保全活動に寄与するよう努めます
　（３）グリーン調達に努めます
　（４）環境に優しい金融商品の開発に取組みます
2.この方針を実行するための目的・目標を設定し、環境マネジメントシステムの定期的な見直しを行い、
継続的改善に努めます。
3.５Ｓ運動（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）、SLIM運動（業務全般にわたる工夫・改善を図り、事務能率の向
上と業績の発展に資する）の推進に努めます。
4.環境に関する法令を遵守します。
5.全職員がこの環境方針を理解し、行動します。
6.この方針はディスクロージャー誌などで広く一般に公開します。

第2回

第1回

第3回

第4回

平成29年

平成29年

平成29年10月16日

2月15日

6月15日

4月13日

平成30年

480名が参加しました。

510名が参加しました。

445名が参加しました。

442名が参加しました。

街の美化運動　平成３０年２月１５日街の美化運動　平成２９年４月１３日
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大垣まつりクリーン作戦　平成29年5月13日～14日

ボランティア活動 「大垣まつりクリーン作戦」　平成２９年５月１３日（土）～１４日（日）
　平成２１年５月より、市内店舗を中心にゴミの収集活動を実施。
平成２９年度は、５８名が参加しました。
「水門川クリーン作戦」　平成２９年７月２９日（土）
　大垣市の中心部を流れる水門川に、当金庫から８４名の役職員
が参加し、清掃活動を行いました。

文化活動

　　　 経営者
懇話会

平成29年  8月18日

平成29年 5月16日

平成29年  7月20日

異業種交流会納涼パーティー／参加者３２６名
演題：人もお金もムダ使い
講師：武山 博氏（元未来工業社長）

講演会／参加者４５０名
演題：トランプ大統領と日本を取り巻く国際情勢
講師：三浦 瑠麗氏

特別講演会／参加者４００名
演題：「本当は見えていない自社の売り」
講師：小出 宗昭氏

平成30年  1月18日 新春講演会／参加者５００名
演題：今の自分が未来の自分を作る（準備する事の大切さ）
講師：山本 昌氏

平成29年 6月～7月 異業種交流会（店別）／参加者４３０名

　充実した第二の人生をエンジョイする年金受給者のサークルです。年金受取手続きをいただきますと
自動的にご入会となります。あおぞら会では、年2回「あおぞら誌」を発刊し、旅行のご案内、健康・介護無
料相談等の情報を提供しています。

平成29年11月21日～23日 海外企業視察「台湾・台北」／参加者４３名

特別講演会 講師：小出 宗昭氏
平成２9年7月20日

新春講演会 講師：山本 昌氏
平成30年1月18日

　明日の経営を担う若手経営者のサークルで、原則として５０歳未満の企業経営者又は後継者にご入会
いただけます。
　講演会、優良企業視察、異業種交流会等を開催しています。

　　　 文化講演会

　　　 あおぞら会

　　　 経済クラブ

文化講演会 講師：高田 明氏　平成29年10月19日 

　毎年、豪華著名人を迎え、だいしん文化講演会を開催しています。
今年は「夢持ち続け、日々精進」と題して、講師に株式会社ジャパネッ
トたかた前社長の高田 明氏をお招きし７００名のご参加をいただきま
した。

平成29年  11月14日

平成30年  1月11日

トップ交流会／参加者１７６名　トップセミナー／参加者４００名
演題：世界経済・日本経済・東海経済
講師：内田 眞一氏（日本銀行 名古屋支店長）

平成30年  2月20日 記念講演会／参加者３５０名
演題：下町ロケットに見る中小企業の知財戦力・経営戦略
講師：鮫島 正洋氏（内田・鮫島法律事務所所長 弁護士・弁理士）

新春初詣「伊勢神宮」／参加者１２５名

平成29年6月13日～14日 第５２回一泊通常総会「横須賀・横浜・鎌倉の旅」／参加者１２８名

　健全経営を目指す企業のサークルで、経営者・管理者の方にご入会いただけます。
　講演会、セミナー、懇親会、新春初詣等を開催しています。


