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トップメッセージ

SDGs（ Sustainable
Development Goals）とは
世界では環境汚染や格差問題など、全世界で取り組まな
ければならない多くの課題が残されています。
2015年、それら様々な課題に対して、17のゴールと169
のターゲットからなる国際開発目標「SDGs（持続可能な
開発目標）」が国連において日本を含む世界193ヵ国の合
意のもと採択されました。SDGsは2030年までに達成す
べき目標とされ、わが国でも2016年、政府に「SDGs推進
本部」が設置され、国や自治体、企業やNPO、市民、様々
な人々を巻き込んで「SDGs」目標達成のための活動が進
められています。
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みんなにそして

産業と
技術革新の
基盤をつくろう

読者の皆さま、
「ろうきん SDGs レポート 2022」
へようこそ。

本レポートは、2019 年 3 月に策定した「ろうき

トイレを
世界中に

働きがいも
経済成長も

人や国の不平等を
なくそう

住み続けられる

つくる責任

まちづくりを

つかう責任

気候変動に

海の豊かさを

具体的な対策を

守ろう

平和と公正を

の内容を広く盛り込んだ包括的なハラスメント禁止
ガイドラインを策定しました。

私たちは今、パンデミックや気候変動の問題に直

ん SDGs 行動指針」に基づく、主にこの 1 年間の

地域に根ざした、地域のネットワークを活用した

面し、貧困の連鎖や格差の拡大、分断や排除の動

活 動 で あ り、「 ５ つ の P」（People・Prosperity・

様々な活動を展開しています。本レポートを是非ご一

きが世界各地で見られるなど、持続可能な社会に向

Planet・Peace・Partnership）に対応する社会課

読いただき、率直なご意見、ご感想をお聞かせくださ

陸の豊かさも

かっていけるかの岐路に立たされています。私たち

題の解決に向けた取組みを報告するものです。

い。皆さまの声を今後の取組みに活かしてまいります。

守ろう

がここで「連帯」や「包摂」の道を、多様性を認め
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じて、実現していきます。

安全な水と

すべての人に

一部、ご紹介しますと、全国各地のろうきんにお

SDGs は私たち一人ひとりが自分事として取り組む

合う「寛容」の道を選択することができるかどうか、

いて、新型コロナウイルスから働く人々の生活を守

べき課題です。誰もが主役となりうる SDGs という共

それはまさに SDGs へと続く道です。SDGs のめ

る特別融資、働く女性や一人親を応援する金融サー

通言語の下に、
金融機関と顧客、
生産者と消費者といっ

ざす「誰ひとり取り残さない」社会を築いていかな

ビスの展開、生活困窮者・子ども支援など社会課題

た関係を超えた互いの「共感」をベースにした新たな

ければなりません。

に取り組む NPO 等への支援・融資を行うとともに、

関係が生まれてきています。こうした「共感」の輪を

ろうきんは、働く人たちの大切な資金を「意思の

お客さまがろうきんの利用を通して社会貢献に関わ

社会全体に広げていく、一人ひとりの小さな一歩も合

あるお金」として、持続可能で包摂的な社会の実現

る仕組みづくりなどを行っています。また、ESG

わされば社会を変える大きな力となります。その輪の

<編集方針>

のために使うという流れをつくりだしていきます。

投資の一層の拡大や本年 4 月からの成年年齢引下

中でろうきんは確かな役割を果たしてまいります。

この「ろうきんSDGsレポート」は、全国のろうきんが実

そして、この資金の社会的循環を、会員・お客さ

げを踏まえた若年層の金融リテラシーの向上、豊か

まとともに、他の協同組合、労働者福祉に関わる団

な森を育む活動などに取り組んでいます。さらに、

体、NPO など非営利・協同セクターとの連携を通

ディーセント・ワークの実現を図るため、ILO 条約

本レポートが、SDGs への理解と共感を深め、広
げる一助となることを切に願っています。

パートナーシップで
目標を達成しよう

践しているSDGsに貢献する活動を紹介し、会員をはじめ
とした様々なステークホルダーとの「共感の輪」を広げ
ていくための報告書です。主に2021年度の活動を中心に
紹介しています。
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ろうきんの社会的課題への取組みの歴史

ろうきんの社会的課題への取組みの歴史
1950 年に岡山県と兵庫県で設立されて以来 70 年、常に働く仲間に寄り添い、その時々の社会の変遷により、
働く仲間とその家族の生活を支えるためのセーフティネットとしての機能を果たしてきました。
ろうきんの取組みは、ILO（国際労働機関）から、2011年に「労働金庫：フィナンシャ
ル・インクルージョンを推進し、成功を収めている労働者組織の物語」として、2019年
に「労働金庫：日本において70年にわたり勤労者の金融アクセスを強化することで、包

サラ金被害から勤労者を守る
1983年
消費者 金融の高利・多重債務が 社会問題となる
中、勤労者の被害の防止と救済を目的に、全国で
「サラ金対策キャンペーン」を実施しました。

勤労者のための金融機関を

2005 年
消費者教育誌「マネートラブルにかつ！」を発
行開始。その時々のニーズに合わせ改訂され、
現在は第６版となりました。
「ろうきん森の学校」を開校しました。

2011年
東日本大震災の復興支援に尽力しました。
「21世紀金融行動原則」へ署名しました。

2008年
リーマンショックを受け、
「就職安定資金融資」
の取扱いを開始しました。

2016年
熊本地震の復興支援に尽力しました。

2019年
「ろうきんSDGs行動指針」を策定しました。

2010年
労金連合会がSRI（社会的責任投資）原則を制
定しました。

福祉事業の助成

2021年
「ろうきん後見制度支援預金」の取扱いを開始
しました。

2000年
阪神・淡路大震災でのいわゆる「ボランティア革命」
を受け、NPOを支援するため、金融界初NPO向け
融資制度を創設しました。

勤労者の資産形成促進

21兆9,026億円
● 新 型コロナウイルス
●

12兆353億円

■ 預金残高

7兆847億円

■ 融資残高

●

朝鮮戦争

●

いざなぎ景気

●

大阪万博

●

神武景気となべ底不況

●

東京オリンピック

●

オイルショック

6,000万円 3,700万円

431億円 297億円

3,684億円 3,052億円

1950 年

1960 年

1970 年

ろうきんの理念
ろうきんは、働く人の夢と共感を創造する協同組織の福祉金融機関です。
ろうきんは、会員が行う経済・福祉・環境および 文化にかかわる活動を
促進し、人々が喜びをもって共生できる社会の実現に寄与することを目
的とします。
ろうきんは、働く人の団体、広く市民の参加による団体を会員とし、その
ネットワークによって成り立っています。
会員は、平等の立場でろうきんの運営に参画し、運動と事業の発展に努
めます。
ろうきんは、誠実・公正および公開を旨とし、健全経営に徹して会員の信

●

消費税導入

●

日経平均史上最高値

2兆9,678億円

〜人々が支え合う共生社会の実現のために〜
会員との連携を一層強固なものとし、勤労者にもっ
とも身近で信頼される協同組織の福祉金融機関とし
てその真価を発揮します。
１．勤労者の生活を生涯にわたってサポートします。
２．非営利･協同セクターの金融的中核としてその役
割を発揮します。
３．人と人、人と地域をつなぐことを通じて、
「共生
社会」の実現に貢献します。

ソビエト連邦崩壊

●

阪神・淡路大震災

●

バブル経済崩壊

日韓W杯

●

リーマン・ショック

東日本大震災

●

マイナンバー制度開始

パラリンピック

14 兆6,374億円

11兆3,725億円

7兆6,213億円

3兆4,853億円

1兆9,604億円

1980 年

ろうきんのビジョン

●

●

●

気候変動

● 東 京オリンピック

17兆232億円

1972年
勤労者の資産形成を支える財形貯蓄の取扱いを開始
しました。
現在では、取扱件数・残高ともに業態別第１位です。

3

2017年
労金連合会が国連提唱の「PRI（ 国連責任投資
原則）」へ署名しました。

1995年
阪神・淡路大震災を受け、緊急融資制度と震災遺児
支援定期を創設しました。

1950年
労働金庫は勤労者自身の手により勤労者の生
活を支えるため設立されました。

頼に応えます。

2014年
「ろうきんビジョン」を策定しました。

2009年
お金に係る諸問題に対応する生活応援運動の取
組みが評価されニッキン賞を受賞しました。

摂的な社会を構築してきた取組み」として発表され、
「世界中の労働組合、金融機関、
その他の団体に素晴らしい閃きをもたらすもの」であると評価されています。

被災者支援とSDGsの取組み

就労支援・生活応援

1990 年

2000 年

2010 年

2020 年

2030年に向けて
ろうきんは、2030年のSDGs達成をめざして、
共助のネットワークと金融機能を活かしながら、
勤労者の大切な資金を「意思のあるお金」として、
持続可能な社会の実現のために使うという流れを
つくりだしていきます。
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ろうきんがめざす「人々が支え合う共生社会」

ろうきんがめざす「人々が支え合う共生社会」
勤労者を取り巻く社会課題に『共助』
『共感』
『循環』の 3 つのアプローチで取組みを展開し、
「人々が支え合う共生社会」の実現をめざします。

人々が支え合う共生社会の実現
３つのアプローチ

ろうきん

が取組むSDGs“5つのP”

誰ひとり取り残さない
金融包摂

社会課題
『共助』
気候
変動

少子
高齢化

「共助」の活動として、
「公助」を補完し、
「自助」だけでは
乗り越えられない課題の解決を図る

格差
問題

人権
問題

『共感』
「共感」の輪を広げ、最大化していく

パート・有期雇用等の不安定な
雇用で働く勤労者の増加

People

人々が、等しく

－人間－

必要な金融サービスを
享受することができる社会

Prosperity
－豊かさ－

Planet
－地球－

相互扶助

Peace

人々が、互いを尊重して、助け合う社会

－平和－

『循環』

育児・介護と仕事の両立

Partnership

－パートナーシップ－
「意思のあるお金」が社会に循環し、
より良い社会づくりに向かう仕組みをつくる

老後に対する不安

ろうきんの取組み
基本的な考え方

気候変動による災害の頻発

はたらく人が、年齢や性別、資産の多寡や、都会や地方
などの地 域差、正 規・非正 規雇 用の別などにかかわら
ず、等しく必要な金融サービスを享受することができ、互
いを尊重して、助け合いながら、快適かつ安心に、将来
に希望を持って暮らしていける社会の実現をめざしてい

進展するデジタル化への対応

ます。

ろうきんでは、労金運動を通じた勤労者の生活向上とい
うろうきんの使命を徹底追求することを通じて、SDGsの
実現に向けた取組みを展開し、ろうきんに期待される協同

ウェルビーイング
人々が、快適かつ安心に、

将来に希望を持って暮らしていける社会

組織金融機関としての役割を発揮し、社会へ貢献してまい
ります。
また、非営利・協同セクターとの地域におけるネットワー
クを強化・拡大し、金融的中核としての機能を果たすこと
で、人と人、人と地域をつなぎ、すべての人が安心して暮ら
すことのできる共生社会の実現に貢献していきます。
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ろうきんの社会的役割とお金の流れ

ろうきんの社会的役割とお金の流れ
勤労者の皆さまからお預かりした資金は、ろうきんの理念・ビジョンに則った
「意思のあるお金」として、持続可能な社会の実現に繋がる投融資での運用に、

資金循環に

また NPO・協同組合との協働や社会活動により、
様々なかたちで、
「共生社会」の実現に向けて使われています。

勤労者を取り巻く

金
るお
あ
の
思
意

社会課題の解決

働く人
福祉ローン
子育て応援ローン

働くことや暮らしの
安心を支える

（労働組合および組合員など）

確実に増やしたい

Ｐ.9 〜

※
パートナーシップ（協働）

勤労者生活支援
特別融資制度

Ｐ.11 〜

iDeCo

コロナウイルスの

老後の資金を

影響で収入が…

融資

NPO・協同組合

大切な資金を安全・

親の介護もある

金融市場

意思
のあ
るお
金

セーフティネットの構築

ろうきん
定期預金・財形貯蓄

子どもも小さいし

ESG 投融資

よる共助

貯めたい

低金利のローン

預金

※ こくみん共済 coop
（全国労働者共済生活協同組合連合会）
生活協同組合
ワーカーズコープ（労働者協同組合）
農業協同組合
中小企業等協同組合
森林組合

家を建てるための
ローンを組みたい

投資信託
ESG ファンド
多重債務相談
多重債務を

運用

連携

NPO 支援制度

社会の役に立つ所に

NPO 活動に融資
を受けたい

投資したい

どうにかしたい

調達

る
あ
の
思
意

お
金

思
意

融資

働く人からお預かりした

労働金庫連合会
（労金連）

全国のろうきんが行う
金融活動を支える
「系統中央金融機関」

7

貸出

預金

たくさんの人に
サービスを

の
あ
る
お
金

ボランティア
活動資金が…

ろうきん
全国 13 金庫
606 店舗

（2021 年 9 月末現在）

寄付

資金を働く人へ貸し出す
ろうきんの社会的役割
ろうきんは、労働組合や生協などの働く仲間がお互いを助け合うために資金を出し合ってつくった、協同組織の金融機関です。
お預かりした資金は、大切な共有財産として、住宅・教育・マイカーなど働く仲間とその家族のくらしを守り、
より豊かにするために役立てられています。
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ESG投融資の取組み

ESG投融資の取組み
労金連では、ESG 投融資を一層進め、内容の充実を図る観点から、2010 年 4 月に制定した「労金連の SRI（社会的責
任投資）原則」を見直し、2020 年 4 月に「労金連の ESG 投融資原則」を制定しました。持続可能な社会をめざす金
融の担い手として、投融資の判断にあたっては、財務分析に加えて ESG（Ｅ：環境、Ｓ：社会、Ｇ：企業統治）の課題
を考慮した取組みを実践しています。

ESG 投資の実践
労金連は、貸出金以外の運用可能な余裕資金を集中し、
効率的に運用する中で、投資先企業の ESG 課題への取
組みに配慮した ESG 投資を実践しています。また 2021
年にはインパクトファンドへの投資も開始し、持続可能

ろうきんの ESG 投融資と SDGs の関係

で包摂的な世界の実現に向け、好ましいインパクトをも
たらす企業への投資を行っています。

社会的課題の解決

■ 2021 年度の投資実績
ファンド・債券・株式

公的機関・企業等

働く人

金融資本市場

■ ESG 投資の実績の推移
投資残高
2021 年度末

ESG ファンドへの投資

439 億円

環境債・社会貢献債等への債券投資

630 億円

うち、サステナビリティ債

175 億円

うち、環境債（グリーンボンド）

273 億円

うち、社会貢献債（ソーシャルボンド）

181 億円

ESG 課題を重視した株式投資
合計

■ ESG課題を重視した株式投資 ■ 環境債・社会貢献債等への債券投資
■ ESGファンド

945
677
91

運用益

運用益

融資・サービス
の向上

ESG投資

労働金庫連合会
全国のろうきんが行う金融活動を
支える「系統中央金融機関」

余裕資金の集中

預金

ろうきん
全国13金庫

運用益の還元

104
419

173
630

235

173 億円
1,243 億円

運用会社

ESG投資

1,243

（単位：億円）

350

420

439

2019

2020

2021

（年度末）

責任投資原則（PRI）への署名
労金連は、2017 年 9 月にろうきん業態を代表し、国内預金取扱金融機関（信託銀行を除く）で初めて、国連が提唱する責
任投資原則（PRI：Principles for Responsible Investment）に署名しています。
PRI とは、投資行動にあたって、投資先企業の ESG 課題への取組みに配慮することを宣言し
たものです。2022 年 3 月末日現在、世界で 4,900 を超える機関投資家や運用会社等が賛同
署名しています。

労金連の ESG 投融資推進体制

PRI の 6 つの原則

労金連の ESG 投融資原則
労金連 ( 以下、本会）は、持続可能な社会を目指す金融の担い手として、投融資の判断にあたっては、財務的分析に加えて、
ESG 課題を考慮することとし、次の取組みを行います。

１. 私たちは、投資分析と意思決定のプロセスに ESG の課題を組み込みます。

２. 私たちは、活動的な所有者となり、所有方針と所有慣習に ESG 問題を組み入れます。
３. 私たちは、投資対象の企業に対して ESG 課題についての適切な開示を求めます。

４. 私たちは、資産運用業界において本原則が受け入れられ、実行に移されるよう働きかけを行います。

1. 本会は、投融資に係る分析と意思決定のプロセスに可能な限り ESG 課題を組み込みます。

2. 本会は、持続可能な社会の実現に向けて、投融資先企業とのエンゲージメント活動に取り組みます。

５. 私たちは、本原則を実行する際の効果を高めるために、協働します。

６. 私たちは、本原則の実行に関する活動状況や進捗状況に関して報告します。

また、株主議決権を行使するにあたっては、ESG 課題を考慮します。

3. 本会は、投融資先の ESG 課題に関する適切かつ十分な開示を重視します。

4. 本会は、投融資先に求める社会性について認識を深めるとともに、自らの ESG 課題に対しても真摯に取り組みます。
5. 本会は、本原則の実行に関する活動状況や進捗状況を適正に管理します。

ESG 投融資推進委員会
労金連は、
「ろうきん SDGs 行動指針」および「労金連

開催頻度

役員
（執行役員を含む）
、
関係部長

審議事項等

１．
ESG投融資推進に係る施策
２．
ポジティブスクリーニングの審査
（１）
個 別株・環境債・社会貢献債・ESGファンド等への投
資に関すること
（２）
ソーシャルビジネスへの投融資に関すること
３．
ネガティブスクリーニングの審査
等
４．
株主議決権行使に関すること

の ESG 投融資原則」に基づき、ESG 課題にポジティブ
な企業へ積極的に投融資するため、
「ESG 投融資推進委
員会」を設置しています。ポジティブスクリーニングの
審査では、ESG 課題の中でも「Ｓ：社会（労働環境）
」に
重点を置いた評価を行い、投資の判断材料としています。
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原則月１回

委員

21 世紀金融行動原則
への署名

全国労働金庫企業年金基金による
日本版スチュワードシップ・コードの受け入れ

労金連は、
「持続可能な社会の形成に向けた金融行動

全国労働金庫企業年金基金では、2021 年 4 月に日本

原則（21 世紀金融行動原則）
」に 2012 年 2 月に署名し

版スチュワードシップ・コードの受け入れを表明しまし

ています。同原則の趣旨は、
「ろうきんの理念」および

た。当基金は、人々が喜びをもって共生できる社会の実

労金連の経営方針に掲げる「社会的責任（CSR）を重視

現に寄与することを事業の目的とするろうきんの一員と

した経営」に通底しており、ガイドラインの取組事例と

して、最終受益者からの総意に基づき、本コードの趣旨

労金連の実践内容が一致しています。

に賛同し、その実現に向けて取組みを行います。
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NPOとの協働の事例

NPOとの協働の事例
ろうきんは、働く仲間とその家族が安心して快適な日々を送れる社会づくりをめざすため、国内の協同組織・協同組合・
ＮＰＯとのパートナーシップを大切にしています。ろうきんでお預かりした資金の一部は、
「意思のあるお金」として
ＮＰＯ法人へ融資しており、本誌では包摂的な社会の実現に取り組んでいるＮＰＯ法人を紹介します。

「ＮＰＯ法人 支援センターあんしん」への融資（新潟ろうきん）

「ＮＰＯ法人 抱樸（ほうぼく）」への融資（九州ろうきん）

新潟県十日町市で活動する「ＮＰＯ法人支援センター

に、新潟ろうきんは、引き続き、社会的課題の解決に

「ＮＰＯ法人抱樸」は、主に生活困窮者への支援を行

調達した「プラザ抱樸」は、見守り支援付住宅や障が

あんしん」は、障がい福祉事業や学校等への送迎事業

向けて取り組むＮＰＯ等地域団体の活動を支援し、そ

う団体であり、33 年間の活動の中で、同団体の居住支

い者グループホーム等の居住環境を柔軟に整え、入居

等を通じて、障がいがある方々が、住み慣れた地域で

の活動の持続や発展に貢献していきます。

援を受けて家に住めるようになった方は 3,750 人を超

者のみならず地域の方が交流する「サロン」も併設し

えます。

ています。

いきいきと生活していくことができる仕組みの提供に

同団体とは 2018 年より新設した「第１回九州ろう

向けて取り組むＮＰＯです。

九州ろうきんは、生活困窮者（行き場を失った方）

就労継続支援Ｂ型事業所「ワークセンターあんしん」

きんＮＰＯ継続助成（100 万円／年・３年間）をきっ

の住居を確保し、生活基盤を整え、継続的かつ効果的

では、60 名の障がいがある利用者の方が働いており、

かけに、運転資金や見守り支援住宅「プラザ抱樸」の

な自立支援を提供し続ける同団体の活動を引き続き応

主な作業としてトイレットペーパーの製造・販売を行っ

設備資金への融資、今後新たに展開する「希望のまち

援し、福祉金融機関として役割を発揮していきます。

ています。全国各地の企業や個人のお客さまへ、定期

プロジェクト（生活困窮者だけでなく、子どもや若者、

的にトイレットペーパーを販売しており、利用者の方

地域に暮らす人たちが共生できるような複合施設）」の

の工賃は全国平均を上回っています。

土地購入資金の融資を行うなど、関係を築いています。

新潟ろうきんとは、トイレットペーパーのオリジナ

また、「ＮＰＯ法人抱樸従業員会」として九州ろうきん

ル包装紙印刷のための設備資金融資や、県内のろうき

に会員加入いただき、iDeCo や各種ローンの利用を通

ん各支店におけるトイレットペーパーの利用等を通じ

じて従業員の生活・福祉の向上をサポートしています。
2021 年度に（公財）パブリックリソース財団によ

て、関係を深めております。
すべての人が安心して暮らせる未来を実現するため

代表者コメント

る休眠預金助成金と九州ろうきんの融資金により資金

代表者コメント
この度はご融資いただきありがとうございました。大変助かりました。

樋口 功さん

NPO法人支援センターあんしん会長

住まいを失うということは、生存を脅かすのみならず、社会活動の基盤

今まで使用していた印刷機が経年消耗のため、ここ数年、故障が続き入れ

や人との関係を失うことになります。九州ろうきんのご融資により生活支

替えの必要がありました。この度のご融資により最新鋭機を導入し、販売

援付の住宅「プラザ抱樸（100 戸）」を整備することができました。行き

に大いに弾みがつくものと存じます。利用者さんからも、「コピー機が新し

場がない人、コロナによって住まいを無くした人などが再出発の機会を得

くなって、色がきれいだから、いっぱい売れるね。」
「カラー包装頑張りま

ました。人にはハウス（住宅）とホーム（つながり）が必要です。孤立が

す。」といった喜びの声があがっており、利用者さんの工賃アップに向けて、
これからも精進させていただきます。

奥田 知志さん

NPO法人抱樸理事長

進む中「プラザ抱樸」は大きな家族をめざしています。
今後もＮＰＯ法人抱樸を応援よろしくお願いいたします。

入居者の声（「抱樸かわら版ＤＸ」より）
「支援付き住宅に入ってからは良いことばかりです。ここに入る前はきついことばかりでした。子どもを抱え、住所
もない状態になっていました。これまでは、どうせ誰かに話しても、聞いてはくれても何もしてもらえなかったが、今
はサポートしてもらえます。お金を計画的に使えるようサポートしてもらえたり、役所や手続き等わからないことは一
緒にしてもらえます。いつでも相談できて本当にありがたいです。
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片山沙保里さん
（仮名）
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ろうきんSDGs行動指針に基づく取組み

ろうきんSDGs行動指針に基づく取組み
ろうきんは、
ＳＤＧｓの 17 ゴール実現に向けた取組みを展開するにあたり、2019 年 3 月に「ろうきんＳＤＧｓ行動指針」
を策定しました。
勤労者の生活向上という、ろうきんの使命を追求することを通じて、ろうきんに期待される協同組織金融機関としての
役割発揮とＳＤＧｓ達成に取り組んでいきます。

５つのP

地球

Planet

女性・子育て応援
はたらく女性や家族を応援し、
未来を創造するための
金融商品サービス提供

People
金融包摂
はたらく仲間が抱える様々な

金融経済教育

人間

People

▶ P.21

マネートラブルや多重債務に

悩みや不安に寄り添う
ろうきんらしい

■ろうきん SDGs 行動指針

Planet

勤労者の生涯にわたる生活向上サポート

地球環境の保全
地域に根ざした
継続的な環境保全活動や
未来に向けた環境教育活動

犯罪防止
ろうきんを安心・安全に
利用できるための

▶ P.15〜17

豊かさ

Prosperity

環境整備や金融犯罪
防止活動

平和

Peace

Partnership
ESG 投融資

▶ P.22

環境・社会・ガバナンスを
考慮した投融資による

ディーセント・
ワークの実践
ろうきんの役職員がやりがいと
責任をもって SDGs に

パートナーシップ

Partnership

共生社会の実現

取り組むための職場環境整備

13

労金運動やESG投資の実践を通じた
「意思のあるお金」
による社会的好循環の創出
〈ろうきん〉は、勤労者の大切な資金を、勤労者自
身の生活向上のための融資や、社会や環境等に配慮
した ESG 投資などに役立てることを通じて、持続可

理解し合いながら
共に支え合う社会の実現

被災者支援

持続可能な社会づくり

いきます。

非営利・協同セクターとの連携強化による
社会課題の解決
〈ろうきん〉は、労働組合・生活協同組合などの会
員や労働者福祉に関わる団体、協同組織・NPO・社
会福祉法人・社団・財団などの非営利・協同セクター、
自治体などとのネットワークを強化し、連携して地

利用者とともに歩む
ろうきんの利用が

域における福祉・教育・環境・自然災害などの社会
的課題の解決に取組んでいきます。

社会課題の解決につながる
「利用者とともに歩む」

すべての人がお互いを尊重し、

勤労者の生活支援

しくみづくり

良質な金融商品・サービスの
提供を通じた勤労者の

▶ P.23〜25

生涯にわたる生活向上のサポートに取組んでいます。
〈ろうきん〉は、こうした活動をさらに強化・徹底し、

能な社会の実現に資するお金の流れをつくりだして

Prosperity
▶ P.18〜20

のための非営利の協同組織金融機関として、勤労者の

ことを通じて、SDGs の達成をめざします。

Peace

向上の啓発活動

するための「ろうきんビジョン」に基づき、勤労者

勤労者を取り巻く様々な社会的課題の解決に取組む

金融包摂の取組み

陥らないための金融リテラシー

〈ろうきん〉は、「ろうきんの理念」とそれを実現

生活支援

協同組織や
行政との連携

予期せぬ自然災害への

地域で活躍する協同組合・NPO や

備えや被災者の生活再建に

行政機関とともに社会課題の

向けた包括的な支援活動

解決をめざす連携事業

SDGs の達成に向けた
「共感の輪」の拡大
〈ろうきん〉は、SDGs 達成に向けた様々な取組み
やその成果を発信し、〈ろうきん〉を利用することが
SDGs 推進につながっていくことを会員や勤労者な
ど広く社会に伝えることにより、SDGs 達成に向け
た共感の輪を広げていきます。
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“5つのP”を支える取組み実績報告

“5つのP”
を支える取組み実績報告
People －人間－
ろうきんは、年齢・性別・雇用環境・経済的地位などの違いによって、貧困や社会的孤立に陥ることがなく“金融包摂”
の実践により、誰もが健康で安心して働き暮らせる社会の実現をめざしています。そのために、勤労者の様々な生活資金
ニーズに応えるろうきんらしい金融商品サービスを提供するとともに、勤労者が自立的で安心かつ豊かな生活を送るため
の金融知識と判断力を高める金融経済教育に取り組んでいます。

四国・静岡・沖縄ろうきん

妊活サポートローンの取扱い
四国ろうきんでは、仕事と不妊治療の両立に対する社会的ニーズが高まるなか、2021 年 7 月より妊活
サポートローン「～てとて～」※の取扱いを開始し、不妊治療を必要とする勤労者を経済面でサポートし
ています。また、ホームページ上に「妊活とお金のハナシ」ページを開設し妊活経験者の声を掲載してい

新潟・東北・沖縄ろうきん

ます。なお、妊活サポートローンについては、静岡ろうきんが 2020 年 10 月より「あ・ゆ・み」※、沖縄
ろうきんが 2019 年 5 月より「Ｈｕｇ－Ｋｕｍｉ（はぐくみ）
」※を取り扱っています。

パート・有期雇用等で働く会員・組合員さまにご利用いただけるローン制度の取扱い

※ご利用にあたっては、一定の条件があります。詳しくは各ろうきんまでお問い合わせください。

新潟ろうきんでは、労働者全体の 3 割を超えているパート・有期雇用等労働者に対し、会員組合員を対
象とした融資制度「ぱぁとな～」※を提供しています。
「ぱぁとな～」は、年収 150 万円以下の方や勤続 1
年未満の方でもご融資の対象となり、自動車購入や教育資金、リフォーム資金など様々な資金ニーズに対

ン「マイプランパートナーズ」 、
沖縄ろうきんでは「パートナーゆいサポート制度」 を取り扱っています。

etc.

間 の 声 から生ま
れた
らく仲
はた

ぱぁとな〜

また、会員のパート・有期雇用等労働者を対象とした融資商品として、東北ろうきんでは専用カードロー
※

フリー
ローン

パート・契約社員等 として

はたらく組合員のためのローン制度

応しています。なお、2021 年 6 月から融資額を 400 万円に引き上げました。
※

リフォーム
ローン

教育
ローン

マイカー
ローン

リニューアル！

NEW

ご融資金額 最高400万円

NEW

ご利

もっ
と

用い
ただ
きや
なり
すく
まし
た！

ご利用いただける

ローンの種類が増えました！

ご本人だけでお申込み いただけます。

※ご利用にあたっては、一定の条件があります。詳しくは各ろうきんまでお問い合わせください。

はじめての方もお気軽にご相談ください！

※金利・返済期間は通常の商品と同じ内容となります。※店頭で返済額の試算をいたします。
※審査結果によりご希望に添えない場合があります。
※保証人をご用意いただくことにより、
ご利用いただける場合があります。
※詳細についてはお近くの
〈ろうきん〉
窓口へお問い合わせください。

四国・中央・長野・近畿・九州ろうきん

ピンクリボン運動への支援
四国・中央・長野・近畿・九州ろうきんでは、乳がんの早期発見・早期受診・早期治療の大切さを伝える、
「ピンクリボン運動」の主旨に賛同し、ピンクリボン運動への支援を行っています。

〈受付時間〉
9：00〜17：00

●休業日=月〜金の祝日
（振替休日含む）
、
5月3日〜5日、
12月31日〜1月3日
※1月4日、
5日が土・日曜日の場合は休業日となります。

お近くの
〈ろうきん〉
に
お気軽にご相談ください

パソコンやスマホから
来店予約が可能です

店舗一覧

来店予約

全国のろうきん

四国ろうきんでは、
「ピンクリボンプロジェクト」と題し、四国ろうきんのＡＴＭで、キャッシュカード
やローンカードをご利用いただくと、お引出し 1 回につき 1 円を四国ろうきんが負担し、四国地区の日本
対がん協会のグループ組織に寄付を行っています。

新型コロナウイルス感染症から勤労者の生活を守る取組み

また、中央・長野・近畿・九州ろうきんでも、女性向け商品やろうきんＡＴＭでの利用等に応じて寄付

ろうきんでは、勤務先企業の業績悪化もしくは自然災害などによる収入減少、または勤務先の企業倒
産やリストラ、自然災害により離職した方に対する生活支援を目的として、
「勤労者生活支援特別融資
制度」を取り扱っています。

Press Release
2021 年 3 月 29 日

を行うことで、ピンクリボン運動を支援しています。

お客さま各位
全国労働金庫協会

新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う
勤労者の生活支援に向けた特別融資の拡充について
この度の新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けられた方々に、心よりお見舞い

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により収入が減少した会員組合員への生活支援の観点から、全
国のろうきんにおいて統一した融資制度の整備を行い、2020 年 4 月～ 2022 年 3 月末までコロナ禍
で不安を抱える勤労者の生活支援に取り組みました。2021 年 9 月末時点の残高は 171 億円（金庫個
別取扱い商品を含む）となりました。

申し上げます。
〈ろうきん〉では、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、深刻さを増して
いる状況を踏まえ、勤労者の生活の一層の支援を図ることとしました。具体的には、2021
年 4 月 1 日より、以下のとおり、全国 13 金庫統一の勤労者生活支援特別融資（無担保）制
度について、①受付期間の 1 年間延長 ②制度の拡充（融資金利を年 1.0%まで引下げ、融資
限度額を生活資金 200 万円以内まで引上げ）を実施します。

項

対

目

変更後

象

者

新型コロナウイルス感染拡大の影響により収入減少または離職
し、生活資金等が必要な会員組合員の方
＊事業資金および投資目的にはご利用いただけません。

融

融

資

資

金

限

度

利

額

融

資

期

間

取

扱

期

間

年 1.00％＜年 1.50%＞
（固定金利、保証料込）
生活資金 200 万円以内＜100 万円以内＞

など、すべての勤労者の生活支援に向けた対応を行っています。

社会貢献預金「こども未来応援定期」の取組み

教育または住宅資金を含む場合には 300 万円以内
生活資金：10 年以内、教育資金：20 年以内、住宅資金：25 年以
内
＊2 年以内の元金返済据置（元金返済を据置き、利息支払いのみ）を可とし
ます。

また、既にお借り入れいただいている融資の返済条件の緩和や地方自治体との提携融資制度の取扱い

九州ろうきん

１．勤労者生活支援特別融資（無担保）の概要

2022 年 3 月末まで＜2021 年 3 月末まで＞

＊＜ ＞は、現行の条件
＊中央ろうきんでは「緊急生活応援融資」にて取扱いをしております。詳細は、中央ろうきんホー
ムページをご覧ください。

一般社団法人全国労働金庫協会
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台２－５－１５労働金庫会館 ℡03-3295-6721（代）

九州ろうきんでは、社会貢献預金として「こども未来応援定期」を 2019 年 4 月より取り扱っています。
これは定期預金作成時に店頭表示金利より金庫所定の金利（0.1％）を引き下げた金利を適用金利とし、そ
の金利の引下げ幅分の利息相当額を「お客さまの寄付額」とみなして、九州７県の「こどもたちを支援す
る団体」へ寄付する預金です。
１月～ 12 月を集計期間とし、2021 年の預入件数は 4,199 件、預金残高は 13 億 72 百万円となり、金

全国・中央ろうきん

庫拠出金を含めて総額 2,122,022 円を九州７県の児童養護施設協議会に寄付しました。

社 会 貢 献 預 金 こど も 未 来 応 援 定 期 とは ？
★

お預け入れいただいた社会貢献預金 こども未来応援定期 の引下げ金利（0.1％）の
利息相当額が、九州7県の［こどもたちを支援する団体］へ寄付されます。
※なお、店頭表示金利が引下げ金利
（0.1％）
を下回る場合は、
店頭表示金利の利息相当額が寄付されます。

＜社会貢献預金 こども未来応援定期 の適用金利と寄付額の例＞
店頭表示金利
（例）
年 0.01％（引下げ金利を下回る場合）

年 0.00％

年 0.10％（引下げ金利と同金利の場合）

年 0.00％

年 0.20％（引下げ金利を上回る場合）

年 0.10％

お申込みいただける方
預

額

0.01％相当額
0.10％相当額
0.10％相当額

個人の方・団体の方

預

1万円以上

預入期間・継続

金

の

種

類

◎スーパー定期預金
（単利型）
◎自由金利型定期預金
（大口定期）
1年
（元金継続または元利継続）

金

適用金利＝店頭表示金利―引下げ金利（0.1％）

利

付

◎店頭表示金利が引下げ金利以下の場合は、預金金利が「年 0％」となります。
◎自動継続時は「満期日の店頭表示金利―満期日時点の引下げ金利」
が適用されます。

裏面をご確認ください。

先

★2021 年 10 月 1 日現在の引下げ金利は「0.1％」となります。今後の金利情勢やその他事情により、変更される場合がございます。

全国のろうきんでは、勤労者の金融リテラシー向上を目的に、毎年 2 万回以上のセ

全国・九州ろうきん

奨学金借換の取組み

ま た、2022 年 4 月 か ら の 成 年 年 齢 引 下 げ、 な ら び に、2022 年 度 か ら 高 等 学
校での新学習指導要領の実施に伴い家庭科で金融教育が拡充されることを踏まえ、

九州ろうきんでは、奨学金の毎月返済額や返済期間の見直しなど多様なニーズに応えるために、通常の

中央ろうきんでは、若年者向けの金融教育ＤＶＤ・ワークブック『新・大人社会への

教育ローンよりも低利な奨学金借換専用ローン「つなぐ」※の取扱いを 2018 年 4 月より開始しています。

パスポート２』を制作しました（東京経済大学 現代法学部 村 千鶴子教授のゼミとの

全国のろうきん（北海道、東北、中央、新潟、長野、静岡、北陸、東海、近畿、中国、四国、沖縄）でも、

合同プロジェクト）。「アニメーションの導入」や「基礎（お金をつかう・ためる）の

奨学金の返済で悩みを抱える方に「教育ローン」や「奨学金借換ローン」でローンの見直しを提案するなど、

重視」など、現役大学生の意見を反映することで若年者の金融リテラシーに対する興
う行政機関や学校、労働組合等の各種団体に紹介・提供するとともに、中央ろうきん

金

◎2013 年 1 月 1 日以降の満期時及び中途解約時にお支払いする利息については、復興特別所得税が追加課税され、20.315％
（国税 15.315％、
地方税 5％）の税金がかか
ります。◎ATM およびインターネットバンキングでのお預入れは対象外です。◎本預金は預金保険制度の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。◎くわしくは、
店頭の商品概要説明書でご確認ください。

ミナーや学習会を開催し、50 万人以上の方に金融教育を実施しています。

味・関心を促す構成としています。学校や家庭、職場などで幅広く活用いただけるよ

入

寄 付 額

★

寄

若年層の金融リテラシー向上の取組み

こども未来応援定期の適用金利

「はたらく若者」を金融面から支援しています。
2次元コード

※ご利用にあたっては、一定の条件があります。詳しくは各ろうきんまでお問い合わせください。

教育ローン
奨学金借換専用
「つなぐ」
お取扱期間

2024 年 3 月 31日まで

九州ろうきんは、
奨学金返済を抱える勤労者の方に対する
サポートを行っています。

ご融資金額（1万円以上1万円単位）

会員の方

最高1,000 万円

変動金利型

保証料込

年

1.0

一般勤労者の方

★

％

ご返済期間

20 年以内
変動金利型

保証料込

年

1.8

％

★生協組合員の方、
勤労者共済会
（互助会）
へ加入されている方は、
「一般勤労者の方」
の金利となります。

※対象となる奨学金の種類は、
日本学生支援機構、
自治体、学校法人、
財団法人等の奨学金となります。 ※借換により、
総返済額が増加するケースがございます。
※一般勤労者の方がご利用される場合、本融資には融資総額に限りがあります。
融資総額に達した場合、
お取扱期間中であってもお受付を終了いたします。
（融資総額については＜九州ろうきん＞各営業店へお問い合わせください。
）

■ご利用いただける方（以下をすべて満たす個人の方）
◎当金庫に加盟する会員の間接構成員の方および当金庫管轄内に
居住または勤務されている勤労者の方。
◎お申込時の年齢が満18歳以上（※）
で、
満 76歳の誕生日前日までに完済できる方
◎安定継続した年収が150万円以上の方
◎勤続年数が原則1年以上の方
◎当金庫指定の保証機関の保証が得られる方
※未成年者の方は親権者の同意が得られる方

＊教育ローン ( 奨学金借換専用「つなぐ」
）の適用金利は、2024 年 3 月31日までに本申込みいただいた場合、
適用となります。なお、
今後の金利情勢やその他事情により、お取扱期間中に適用金利が変更される
場合もございます。
＊お借入後に返済方法
（返済額・返済期間など）
を変更される場合には、手数料（税込 5,500 円）がかかります。
変更内容によってはご希望に添えない場合もございます。
＊現在ご利用中の九州ろうきん「教育ローン」
との一本化等、奨学金借換以外の資金使途を含む場合は、
対象となりません。
＊ご返済額の試算はお気軽に＜ろうきん＞まで。パソコンやスマートフォンから九州ろうきんホームページの
「ローンシミュレーション」
もご利用いただけます。
＊記載内容は 2021 年 10 月1日現在の内容で、保証先を（一社）日本労働者信用基金協会とする場合です。
＊くわしくは、
店頭の商品概要説明書でご確認ください。
＊融資には審査がございます。審査の結果、
ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ホームページでも公開しています。
さらに、マネートラブルの注意喚起をするための動画を作成し、若年層の金融リテ
ラシー向上に取り組んでいます。
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沖縄ろうきん

Prosperity －豊かさ－

ろうきんこくみん共済 coop 働く仲間のゆめ・みらい基金
沖縄ろうきんでは、
「困難を抱える働く仲間とその大切な人に寄り
添うことはろうきんの原点である」と考え、会員団体および連合沖縄
をはじめとする県内各労働団体に呼びかけ、就労・生活支援や資格
取得をめざす学生の支援を目的に「ろうきんこくみん共済 coop 働
く仲間のゆめ・みらい基金」を設立しました。沖縄県では、子どもの
貧困が深刻な社会問題となっており、その背景には子どもを養う立

ろうきんは、勤労者の計画的な資産形成をサポートし、ライフステージにおける多様な資金ニーズに応えることで、す
べての勤労者とその家族が安全・安心、豊かに暮らせる社会づくりとディーセント・ワーク（働きがいのある人間らし
い仕事）の達成をめざしています。また、誰ひとり取り残さない“ 金融包摂 ”の観点から、自然災害で社会的・経済的
に困難な状況に置かれた勤労者や被災者への支援、年齢や障がいの有無、住まいの地域にかかわらず、すべての人に利
用しやすいインフラ整備・金融アクセスの改善に取り組んでいます。

場である働く親の貧困が隠れています。本基金を通じて
「貧困の連鎖」
を絶ち、子どもたちを笑顔にするための取組みを進めています。

静岡・九州ろうきん

図書の寄贈

全国のろうきん

勤労者の資産形成に係る役割発揮宣言
ろうきんでは人生 100 年時代の到来を踏まえ、
「勤労者の資産形成に係る役割発揮宣言」を掲げています。
「財形貯蓄」や「ｉＤｅＣｏ」、
「つみたてＮＩＳＡ」等の制度を活用して、勤労者の生涯にわたるライフプ

静岡ろうきんでは、子育て支援の一環として静岡県内の県立特別支援学校全 25 校に各

ランや資産形成をサポートしています。
「財形貯蓄」は契約者数・貯蓄残高ともに財形取扱金融機関の中で

学校が希望する図書計 284 冊を寄贈しました。寄贈した図書は、会員労組役員やろうき

トップです。また、「ｉＤｅＣｏ」の契約者数は 2021 年 9 月末時点で 22 万人を超えており、全契約者の

ん職員からのメッセージを書いたステッカーを貼付し、親しみを持てるように「ロッキー

約 1 割を占めています。

ブック」と名付け各校にお届けしました。
また、九州ろうきんでも設立 10 周年を迎えたことを契機に、2011 年より児童養護施
設に年 2 回、子どもたちが希望する図書を寄贈しています。これまでに合計 13,548 冊
の図書をろうきん職員がボランティアで振り分け、包装・リボン掛けなどのラッピング
を行い子どもたちにプレゼントしました。

東北ろうきん

「東北ろうきん 東日本大震災復興展示室」の一般公開
東北ろうきんでは、震災の教訓を後世に伝え続けていくため、2020 年 6 月、震
災からの復興の象徴として新築オープンした岩手県大船渡支店に「東北ろうきん 東

全国・新潟ろうきん

認知症への取組み
全国のろうきんでは、2021 年 4 月より「ろうきん後見制度支援預金」を取り扱っています。成年後見

日本大震災復興展示室」を開設し、2021 年 4 月には、十分な感染症対策を講じた
うえで一般公開を開始しました。
展示室には、震災当時の写真や新聞記事の展示ブース、震災当時の支店長による「生
の声」が記された手記のブースなどがあり、これまでの 10 年で、東北ろうきんが

制度を利用されるお客さま（被後見人）の大切な財産を守ります。また、一部の金庫では認知症保険も取

お客さまとともに復興に向けてどのように歩んできたかを見学することができます。

り扱っています。

多くの皆さまに展示室をご覧いただき、東北各地域の被災体験を風化させず、後世

新潟ろうきんでは、高齢者のお客さまにも安心してご来店いただけるように全店舗に「認知症サポーター

に伝えていくよう本展示室を活用した取組みを進めてまいります。

養成講座」を受講した職員（認知症サポーター）を配置しています。認知症に対する理解を深め適切な対
応に努めています。同様の取組みは、東北・中央・静岡・四国・沖縄の各ろうきんでも行っています。

北陸・沖縄・東北ろうきん

ＬＧＢＴＱ・同性パートナーに対応した融資の取扱い
北陸ろうきんでは、法律婚以外の方々の住宅取得等の資金ニーズにお応えするため、2022 年 1 月
よりＬＧＢＴＱ・同性パートナーの方々の収入合算を可能にしました。戸籍上の夫婦同様に取り扱う
ことができ、多様性を認める社会の実現に向けて取り組んでいます。
また、沖縄ろうきんでは、2021 年 6 月より住宅ローンにおける同性パートナーの収入合算と

全国のろうきん

ろうきんキャッシュカードの利便性向上
ろうきんキャッシュカードは、全国のろうきんＡＴＭはもちろん、コンビニＡＴＭや、ＪＲ東日本の駅構
内にあるビューカードＡＴＭでのお引出しが手数料無料でご利用いただけます。コンビニＡＴＭについては、
ろうきんキャッシュカードを利用しての入出金件数が 2021 年の 1 年間で約 5,500 万回程度、1 日平均約
15 万回と多くの方々にご利用をいただいています。
また、全国のゆうちょ銀行やＭＩＣＳ加盟金融機関（銀行・信用金庫等）の ATM でもご利用が可能で、
その際に発生した利用手数料を即時お戻しする「ATM 引出し手数料キャッシュバックサービス」※を行って

2021 年 9 月より教育ローンにおいて資金使途対象を同居する法的な婚姻関係にないパートナーが養

います。

育する実子または養子まで拡大する取扱いを開始しました。

※手数料無料やキャッシュバックの条件は各ろうきんにより異なります。詳細は各ろうきんの Web サイト等でご確認ください。

なお、東北ろうきんにおいても 2022 年 4 月から同性パートナーを対象とした住宅ローンの収入合
算制度および同性パートナーの子を教育ローンの資金使途対象に追加し取扱いを開始しました。
※ご利用にあたっては、一定の条件があります。詳しくは各ろうきんまでお問い合わせください。
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静岡ろうきん

全国のろうきん

令和３年度「ふじのくに子育てに優しい企業」として表彰

電話リレーサービス

静岡ろうきんは、静岡県より「子育てに優しい職場環境づくり」に取り組む企業として、

全国のろうきんでは、
「聴覚障害者等による電話の利用円滑化に関する法律」の施行に伴い、2021 年 7

大規模企業部門の「ふじのくに子育てに優しい企業」に認定され表彰を受けました。「次

月から電話リレーサービスの対応を開始しました。聴覚や発話に困難のある方と聴覚障害者以外の方との

世代育成支援対策推進法」および「女性活躍推進法」に基づく一体型の行動計画を策定し、

会話を、通訳オペレーターが「手話」または「文字」と「音声」を通訳することにより電話で即時双方向

男性職員の育児参加を後押しする制度や、復職前後の職員を集めた意見交換会の開催、ラ

につなぎます。店舗やコールセンターに対する電話連絡に利用され、聴覚障害者等の金融サービスの利用

イフステージに応じた金銭的援助など、様々な取組みや制度の充実を図っています。すべ

や緊急性の高い手続き等に役立てられています。

ての職員が仕事と家庭を両立し、働きやすい職場環境の整備に取り組んでいます。

全国・中央ろうきん

東海ろうきん

多様なお客さまへの取組み

「はたらく人にありがとう」メッセージ募集

全国のろうきんでは、すべての人に安心してご利用いただけるような環境づく

東海ろうきんでは、「はたらくこと」について考え、
「はたらく人への感謝の気持ち」を発信する機会を
2010 年度より開始した本事業は、2021 年度の第 12 回募集までに通算 27,063 通の応募をいただきました。

中央ろうきんでは、高齢のお客さまや障がいのあるお客さま等の状況に応じた
接客ができるよう本部研修を実施しています。併せて、店舗ごとに職員研修が行

メッセージ募集
普段言えない「ありがとう」の気持ちを
つづってみませんか。

えるよう店内研修ツールを整備しています。また、車椅子の全店設置、目の不自

2次元コード

2021年

7月1日（木）〜 9月30日（木）

定

賞作品は「はたらく人にありがとう」メッセージ特設サイトに掲載しています。
）

募の
ブ応 方限
ェ

抽選で100名様に
図書カードネットギフト

ウ

毎年、応募いただいたメッセージから大賞 3 作品、入賞 12 作品を選出し、表彰しています。
（受

りに努めています。

第12回

はたらく人に
ありがとう

提供する取組みとして、はたらく人への「ありがとう」の思いを綴ったメッセージの募集を行っています。

1,000円分プレゼント

【募集期間】

応 募 に 関 す る こ と な ど 、 詳 細 に つ き ま し て は裏面をご覧ください。

特設サイトはこちら

後援／
愛知県・岐阜県・三重県・名古屋市・愛知県教育委員会・岐阜県教育委員会・三重県教育委員会・名古屋市教育委員会・安城市教育委員会・岡崎市教育委員会・蒲郡市教育委員会・刈谷市教育委員会・高浜市教育委員会・田原市教育委員会
知立市教育委員会・豊川市教育委員会・豊田市教育委員会・豊橋市教育委員会・西尾市教育委員会・碧南市教育委員会・幸田町教育委員会・愛西市教育委員会・あま市教育委員会・一宮市教育委員会・稲沢市教育委員会・犬山市教育委員会
岩倉市教育委員会・大府市教育委員会・尾張旭市教育委員会・春日井市教育委員会・北名古屋市教育委員会・江南市教育委員会・小牧市教育委員会・瀬戸市教育委員会・知多市教育委員会・津島市教育委員会・東海市教育委員会
常滑市教育委員会・豊明市教育委員会・日進市教育委員会・半田市教育委員会・弥富市教育委員会・阿久比町教育委員会・大口町教育委員会・大治町教育委員会・蟹江町教育委員会・武豊町教育委員会・東郷町教育委員会・豊山町教育委員会
東浦町教育委員会・扶桑町教育委員会・南知多町教育委員会・美浜町教育委員会・飛島村教育委員会・恵那市教育委員会・各務原市教育委員会・可児市教育委員会・郡上市教育委員会・関市教育委員会・中津川市教育委員会
瑞浪市教育委員会・美濃市教育委員会・美濃加茂市教育委員会・坂祝町教育委員会・御嵩町教育委員会・伊賀市教育委員会・いなべ市教育委員会・尾鷲市教育委員会・亀山市教育委員会・熊野市教育委員会・桑名市教育委員会
鈴鹿市教育委員会・津市教育委員会・名張市教育委員会・松阪市教育委員会・四日市市教育委員会・朝日町教育委員会・川越町教育委員会・木曽岬町教育委員会・紀北町教育委員会・菰野町教育委員会・東員町教育委員会・明和町教育委員会
中日新聞社・東海ラジオ放送（順不同）

お問い合わせ先／

東海ろうきん総合企画部
受付時間

Tel.052-243-8833

9：00〜17：00（土・日・祝日を除く） ※選考内容に関するお問い合わせはご遠慮ください。

近畿ろうきん

エイブル・アートの取組み
近畿ろうきんでは、2000 年度から障がい者アートを支援する「エイブル・アート」の取
組みを進めています。アートとケアの視点から多彩なアートプロジェクトを展開している
「た

由な方に配慮した点字誘導ブロック、店舗出入り口の段差解消のためのスロープ・
手すり、車椅子利用者専用駐車場、オストメイト対応多目的トイレ等、店舗のバ
リアフリー化を順次進めています。

全国のろうきん

自然災害から勤労者の生活を守る取組み

新型コロナウイルス感染症の影響で、

んぽぽの家」との協働事業として実施している活動であり 20 年間で 14 万人の方にご参加

全国のろうきんでは、災害救助法の適用を受けた自然災害により被災された方や親族の方を対象に、生

いただいています。2020 年度からはこれまでの成果を引継ぎ「エイブル・アートＳＤＧｓ

活再建に必要な資金にご利用いただける「災害救援ローン」 （無担保・固定金利・適用金利 1.00%（保

プロジェクト」を開始しました。2021 年度は障がい者アートを進める団体と「食」をテー

証料込み）
）をご用意しているほか、会員団体等が行う自然災害の義援金振込口座への送金に係る為替手数

マにＳＤＧｓの課題に取り組む団体との新たなネットワークづくりに向けたオンラインイベ

料の免除措置を設けています。

ントを開催し、
「アートの視点からエンパワーメントする」ことを通して、
「誰ひとり取り残さない」社会づくりをめざしています。

東日本大震災による震災遺児と被災障がい者を支援する取組み
近畿ろうきんでは、2011 年 6 月～ 2012 年 3 月に東日本大震災における震災遺児を支援
する「あしなが育英会」と被災障がい者を支援する「ゆめ風基金」に 10 年間寄付を行う定額
預金「サポートＶ」を発売し、会員・お客さまとともに取組みを進め 161 億円あまりの預金
が集まりました。寄付は毎年 3 月に「サポートＶ」の残高に応じて行い、10 年間の寄付総額
は 1 億 5,580 万円となりました。
2021 年 10 月には 10 年間の支援の意義を振り返る報告会もオンラインで開催しました。

沖縄ろうきん

お困りではありませんか ?

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自己破産などの法的整理の要件に該当することとなっ
た個人・個人事業主の債務整理を行い、自助努力による生活や事業の再建を支援するため「自然
災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則ができました。
この特則では、住宅ローンに加え、カードローン等のその他の債務を抱える個人・個人事業主に
ついて、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の免除・減額を
申し出ることができます（一定の要件を満たす必要があります）。

例えば、次のような個人・個人事業主の方が
ご利用いただけます。
・新型コロナウイルス感染症の影響で、失業や収入の減少により、ローンが返済できない。
・資産より負債が多く、将来の収入の見通しが立たず返済できない。
・住宅ローンに加え、新型コロナウイルス感染症の影響で、カードローン等その他のロー
ンの負担が大きくなり返済できない。
・事業を廃業して再スタートしたいと考えているが、債務を返済できない。

メリット

1

また、被災され住宅ローン等の返済が困難な方には「自然災害による被災者の債務整理に関するガイド
ライン」に基づいた対応（住宅ローンなどの免除・減額）を行っています。

近畿ろうきん

住宅ローンなどの返済に

※

弁護士のほか、公認会計士、税理士、不動産鑑定士。
なお、特定調停手続に関する費用は、債務者ご自身に
負担していただくことになります。

3

2

無料で

財産の一部を

手元に残せる

弁護士等の「登録支援専門家」によ
る手続支援を無料で受けられます。

メリット

メリット

手続支援を

具体的には、債務者の生活状況など
の個別事情により異なります。

個人信用情報として

登録されない
債務整理したことは、個人信用情報
として登録されないため、新たな借
入れに影響が及びません。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まずはお電話でローン借入先の金融機関等に
お問い合わせください。
詳しくは裏面をご覧ください。なお、金融機関では、返済猶予等の条件変更の相談も受け付けています。

※ご利用にあたっては、一定の条件があります。詳しくは各ろうきんまでお問い合わせください。

一般社団法人

東日本大震災・自然災害被災者
債務整理ガイドライン運営機関
詳しくは、運営機関ウェブサイトをご確認ください。 http://www.dgl.or.jp/

40IG0310(2012)

長野ろうきん

はたらく女性を応援する取組み
長野ろうきんでは、
「
“はたらく”女性の支えになり、子育てをしている女性に安心して子どもの将来を考
えてもらいたい」との想いから、女性職員による女性応援プロジェクトを立ち上げ、
「ろうきんｃｈｏｕ－
ｃｈｏｕシリーズ（3 種の積立預金商品と 2 種のローン商品）
」※を提供しています。また、女性職員を中心

積 立 シリーズ
これから始まる新しい わたし

はたらく とは、仕 事をして給 料を

としたなでしこユニットの活動を通じて、
“はたらく”女性に対して、様々な情報提供を行っています。

得ることだけではなく、
自 分 のため 、誰 かのために、
それぞれ の 立 場 で 頑 張っている
ことを はたらく ことであると、

“はたらく”とは、仕事をして給与を得ることだけでなく、自分のため、誰かのため、それぞれの立場で
頑張ることだと私達は考えています。長野ろうきんは、
これからも“はたらく”女性のミカタであり続けます。
※ご利用にあたっては、一定の条件があります。詳しくは長野ろうきんまでお問い合わせください。

大 切なお 子さまの将 来のために

今もこれからも輝く女 性に

わたしたちは 考えています 。
ろうきんは、はたらく女 性のミカタで
あり続 けます 。

ローンシリーズ
はたらく女性を応援するカードローン

わたしのミカタ

ハートフルプロジェクト

「わたしの 積 立ろうきんc h o u - c h o u 」による年 間 お 積
立 合 計 額の0 . 0 5 % 、
「ろうきんc h o u - c h o u エ ール 」
「ろうきんc h o u - c h o uカード」の年 度 末 時 点でのご利
用 残 高 の 0 . 0 5 %をろうきんが負 担し、公 益 財 団 法 人
日本 対 がん協 会「 ほほえみ 基 金 」への 寄 付を通じて、
ピンクリボン運 動を支 援 する取 組 みを行っています。

シングルマザー 応 援ローン

ろうきん シュシュ
www.n a g a n o -ro k in .c o .jp / c h o u c h o u /

「chou」はフランス語で「キャベツ」のこと。
このキャベツの
葉が何層にも重なり包まれている様子から、
「chou-chou
（シュシュ）」は、
「優しく包む」
「大切なもの」
「お気に入り」
といった意味を持ちます。

2021年4月1日現在

首里城再建支援の取組み
2019 年 10 月に「琉球王国のグスク及び関連遺産群」としてユネスコの世界遺産にも登録されている首
里城の大部分が焼失するという甚大な被害が発生しました。沖縄ろうきんでは、首里城再建に向けた支援を
発災直後から取り組んでいます。全国で発行された「ろうきんキャッシュカード」でお客さまが沖縄ろうき
んＡＴＭをご利用された場合、１回につき 5 円を沖縄ろうきんが拠出し、首里城再建へ向けた支援金とし
て寄付しています。2021 年は 3,634,540 円を沖縄県に義援金として贈呈しました。また、2019 年から
の累計金額は 8,598,825 円になりました。

19

20

“5つのP”を支える取組み実績報告

Planet －地球－

Peace －平和－

ろうきんは、気候変動や生物多様性などの地球環境問題について、地域に根ざした環境保全活動や、責任ある投融資、

ろうきんは、犯罪や紛争・テロなどの影響を受けることなく、平和かつ公正な生活環境のなかで、安心・安全に暮らす

事業活動での環境配慮などを通じて貢献していくことをめざしています。環境保全活動では、各地域で活動する NPO

ことができる社会の実現をめざしています。そのために、リスク管理態勢の強化や金融犯罪の未然防止に向けた様々な

と協力した里山再生や環境教育、地域の美化・環境保護活動などにも取り組んでいます。

取組みを行っています。

北海道・東北ろうきん

金融エコ商品の取扱い

全国のろうきん

安心してご利用いただくための金融犯罪、特殊詐欺の防止の取組み

北海道ろうきんでは、環境に配慮した金融商品を提供することにより、環境保全に関心の高いお客さま

全国のろうきんでは、振り込め詐欺等への対策、インターネット・バンキングのセキュリ

をお手伝いし、環境負荷の低減に努めています。電気自動車等の環境に優しい車や福祉車両の購入資金を

ティの向上（複数のパスワードによる本人認証、取引内容に応じた電子メールの送信、セキュ

※
対象とし、一般の自動車ローンよりも金利を引き下げた「轟エコ」
の提供や、省エネルギー化・バリアフリー
※
化・耐震化工事等を対象とした低金利の「エコリフォームローン」
を取り扱っています。

また、東北ろうきんでも 2022 年 4 月より「環境に配慮した車・住宅」を対象とした融資金利引下げ制
度を新設し、環境問題解決に資する取組みを進めています。

リティソフトの無償提供など）
、反社会的勢力との関係遮断、重大な組織犯罪の資金源であ
るマネー・ローンダリング対策の推進など、各種犯罪の抑止に向けた様々な対策を講じるこ
とで、安全かつ安心して金融商品・サービスをご利用いただける環境づくりに努めています。

※ご利用にあたっては、一定の条件があります。詳しくは各ろうきんまでお問い合わせください。

東海・中央ろうきん
近畿ろうきん

びわ湖まるっと親子セミナー
近畿ろうきんでは、社会貢献活動および環境保全活動の一環として社会貢献預金「笑顔プラス」
の寄付先・助成先団体との連携による親子向け環境セミナーを 2018 年度から開催しています。
2021 年度は国際湖沼環境委員会、認定ＮＰＯ法人びわこ豊穣の郷と共催し「びわ湖まるっと親
子セミナー」をオンラインで開催しました。びわ湖の環境やプラスチックごみの問題について、
世界湖沼会議の活動発表やニューヨークの小学生による環境保全活動を収めた映画の視聴等を交

特殊詐欺防止の取組み
東海ろうきんでは、2020 年度から、オレオレ詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺防止の取組みとして、
特殊詐欺事例をイラストでわかりやすくデザインしたチラシやＡＴＭ前に設置するマットを作成し、注
意喚起に努めています。また、2021 年度は、東海ろうきんで年金を受け取りされている方などを対象
に年 4 回お届けしている情報誌「ろうきんＲａｄａｒ」において、特殊詐欺防止の特集ページを作成
し毎号掲載しています。中央ろうきんでは、窓口やＡＴＭで挙動不審な利用者に対して職員から積極的
に声掛けを行い、特殊詐欺の未然防止に努めています。

えながら、親子でびわ湖の未来について考える機会となりました。

近畿ろうきん
全国のろうきん

ろうきん森の学校
労金連は、豊かな森の再生・環境問題に取り組む人材育成をめざして、2005 年に「ろ
うきん森の学校」を開校しました。労金連が活動資金を支援し、ＮＰＯ法人ホールアー
ス研究所を全国事務局として全国５地区（富士山、福島、新潟、岐阜、広島）のＮＰＯ
と協力しながら、森と人と地域を育む活動を展開しています。
2015 年には、長期にわたり継続して支援してきたことが評価され、
「国連生物多様性

寄付先 NGO との連携による難民に関するセミナー開催

背景：焼き払われたぶどう畑（アフガニスタン）

&2'(寺子屋

世界で起こる紛争によって大量の「難民」が発生する可能性が高まっており、私たちが住む日本でも外
国人の入館施設の長期収容などが課題となっています。近畿ろうきんでは社会貢献預金（笑顔プラス）の
寄付先ＮＧＯと連携して、
「難民問題を考える」連続セミナーを開催しました。1 回目は高校生と世界の難

今、世界ではミャンマーやアフガニスタンでの紛争による政情
不安や気候変動による大規模災害などによって、大量の ｢難民｣
が発生する可能性が高まっています。また、私たちの住む日本
でも外国人の入管施設の長期収容などが課題となっています。
本シリーズでは、これからの多文化共生社会の実現に向けて、
難民を取り巻く世界と日本の課題について、若者たちと学び、
考えます。

と学び考えました。

オンライン
（=RRP）

（ワン・ワールド・フェスティバル IRU<RXWKと同時開催）

月 日（日）

日時

年

講師

中尾秀一さん（アジア福祉教育財団難民事業本部関西支部長代行）

1*2の講師による講演とワークショップを通じて、高校生を中心とした若者と共に「知っている
ようで知らない世界の難民」について学び、自分事にしていきます。

第２回

民問題を学ぶワークショップ、2 回目は大学生と外国人の入館施設の現状と課題を考えるセミナーをそれ
ぞれ開催し、これからの多文化共生社会の実現に向けて、難民を取り巻く世界と日本の課題について若者

参加費
無料

第１回

日時
講師

年

月 日（月）

平野雄吾さん（共同通信エルサレム支局長）

※著書『ルポ入管―絶望の外国人収容施設』が年月に城山三郎賞を受賞

外国人の入国管理局（入管）施設とはどのような施設なのか。そこでは何が行われているのか。
入管施設の実情を取材・執筆しているジャーナリストを講師に、若者たちによるファシリテート
で日本の課題を学び、考えます。

お申込み

85/／45コードの申込みフォーム、またはチラシ下部の「お問合せ」よりお申込み
ください。お申込みのメールアドレスに後日=RRPの85/をお送りいたします。
KWWSVIRUPVJOHU[.M<]ERE<L5DE

主

催

&2'(海外災害援助市民センター、&2'(未来基金

共

催

近畿労働金庫、関西1*2協議会、
ワン・ワールド・フェスティバル IRU<RXWK運営委員会

後

援

神戸新聞社、生活協同組合コープこうべ

お問合せ

&2'(海外災害援助市民センター

〒神戸市兵庫区中道通
7(/ )$;

(PDLOLQIR#FRGHMSRUJ

の 10 年日本委員会（ＵＮＤＢ－Ｊ）
」が推奨する連携事業に認定されたほか、第 5 回い
きものにぎわい企業活動コンテストにおいて「公益社団法人国土緑化推進機構理事長賞」
を受賞しています。
2021 年度は長引くコロナ禍への対応として、
“3 密”を避けた新しいプログラムの開発や、プ
ログラムのオンライン化などにも取り組みました。また、ＳＮＳを活用し“note”に「ろうきん
森の学校だより（オンライン版）
」の掲載を開始し、各地区ＮＰＯの活動や「ろうきん森の学校」
に対する想いを記事や写真で発信しています。
＜「ろうきん森の学校」の 3 つの柱＞
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■

森を育む（植樹、間伐、下刈り等の森林整備活動）

■

人を育む（森づくりや環境教育リーダーの育成）

■

森で遊ぶ（里山を活用した自然体験・環境教育プログラムの開発と実施）

全国のろうきん

勤労者の生活をマネートラブルから守る取組み
全国のろうきんでは、勤労者とその家族の生活を守り、豊かにするため、会
員・企業・教育現場等での年代別のマネートラブル防止やライフプランセミ
ナーの開催などの金融経済教育に取り組んでいます。また、多重債務や悪質
商法トラブルを防ぐために作成した冊子『マネートラブルにかつ！』は現在
までに 400 万部以上が発行され、2021 年度には動画も作成するなど、消費

2次元コード

者教育の教材として用いられています。
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“5つのP”を支える取組み実績報告

Partnership －パートナーシップ－
ろうきんは、利用者・会員団体とのパートナーシップや、行政・協同組織などとのネットワークを活かして、地域が抱
える様々な社会課題に取り組む「共生社会の実現」をめざしています。また、環境・社会への配慮や企業統治が優れた
企業・団体への投資を通じた持続可能な社会づくりにも取り組んでいます。

長野ろうきん

安心社会づくり助成金制度
北海道ろうきん

長野ろうきんは、労働組合が取り組む労働者自主福祉運動と、地域に根差したＮＰＯ・ボランティア
長

生協との連携

りを応援しています。

北海道ろうきんでは、北海道内の各生協団体と連携した取組みを進めています。北海道ろうきん創立 70

2021 年度は、
「ろうきんの理念」に基づき、社会が抱える様々な課題の克服に向けて、地域で主体的

周年を記念して 2021 年 11 月～ 2022 年 3 月までの期間に生協組合員の方が融資や資産形成商品を申し込

に活動する NPO ボランティア団体の活動を支援することを目的に創設された冠基金「2021 ろうきん安

むと先着でコープさっぽろの電子マネーなどがプレゼントされるキャンペーンや、大学生協と連携した口座

心社会づくり助成金」を通じ、助成を希望する団体を募集しました。選考の結果、9 団体に合計 160 万

開設キャンペーンと奨学金問題への啓発取組みの実施、北海道生活協同組合連合会とのＳＤＧｓを基本活動

円を助成金として交付しました。

うきん 創 立 70 周
野ろ
年

70th

団体等による市民活動と協働することにより、誰もが喜びを持って共生できる、暮らしやすい地域づく

Anniversary

ろうきん安心社会づくり
助成 団 体 募集

長野ろうきんは２０２１年12 月、創立 70 周年を迎えます。
今年度もみなさんの「より良い社会づくり」活動を応援していきます。

基準日 2021年 11月 15 日

テーマとした「相互連携協力の推進に係る協定」の締結など、協同組合間の連携により、安心して暮らせる
共生社会の実現に向けた取組みを進めています。

北陸ろうきん

創立 20 周年特別社会貢献活動

東北ろうきん

北陸ろうきんでは、創立 20 周年を迎えたことを機に特別社会貢献活動を実施しました。
「フードドラ

東北ろうきん復興支援・社会貢献団体助成金制度
東北ろうきんでは、東日本大震災における甚大な被害を受けた地域を営業エリアにもつ金融機関の責務と
して、被災された勤労者の生活の再建、支援活動を継続して取り組んでいます。金融機能だけでは解決でき
ない様々な社会的課題に取り組んでいるＮＰＯ等の活動を支援することでろうきんの理念に掲げる「人々が
喜びをもって共生できる社会の実現」をめざしています。2021 年度は「東日本大震災からの復興、被災者
支援に従事している団体」および「社会貢献活動に従事している団体」に対し、10 団体総額 300 万円の助
成金を交付しました。

中央ろうきん

中央ろうきん助成制度「カナエルチカラ」

イブ」活動では、2021 年 10 月 1 日〜 11 月 30 日の期間で会員、窓口へ来店されたお客さま、役職員
「震災からの復興、被災者への支援」および
「当金庫が定める社会貢献活動」に取組む
ＮＰＯ・ボランティア団体の活動を支援します！

東 北ろうきんでは、事業計画の基 本方針の1つに「震災からの復興、被災者への支援継 続に
取組む」ことを掲げ、東日本大震災における甚大な被害を受けた地域を営業エリアにもつ金融機関
の責務として、被災された勤労者の生活の再建、支援活動を継続して取組んでおります。
その中で、東北ろうきんだけでは解決できない様々な地域の課題については、被災した地域や被
災者の支援を行うNPO等の活動を支援することで、より多面的に支援活動を行うことができると考
えております。
また、地域においては様々な社会的課題があり、勤労者の生活不安は多岐にわたっております。
金融機能だけで解決できない様々な社会的課題については、課題の解決に向けて取組んでいるＮ
ＰＯ等の活動を支援することで「人々が喜びをもって共生できる社会の実現」を目指したいと考えて
おります。
そこで、
「東日本大震災からの復興、被災者支援に従事している団体」および「社会貢献活動に従
事している団体」の中から活動内容が顕著であり、今後も継続されることが見込める団体に対して、
今後の活動を支援する目的で助成を行います。
東北ろうきんは、社会が抱える様々な課題の克服に向けて取組むNPO等を支援することで、
「人々
が喜びをもって共生できる社会の実現に寄与する」ろうきんの理念の実現を目指しています。

に広く呼びかけ、合計 1,582 個の食品等を北陸３県（富山、石川、福井）のフードバンクへ寄贈しました。
また、10 月 25 日には、子ども食堂を支援する各県３団体へ 50 万円ずつ寄附金を贈呈しました。コロ
ナ禍で生活に困窮する人が増えるなか、貧困家庭や地域の子ども達の支援を行い、地域に根差した社会
貢献活動を行いました。

ろうきんは、働く人の夢と共感を創造する協同組織の福祉金融機関です。

ろうきんは、会員が行う経済・福祉・環境および文化にかかわる活動を促進し、人々が喜びをもって共生でき
る社会の実現に寄与することを目的とします。

ろうきんは、働く人の団体、広く市民の参加による団体を会員とし、そのネットワークによって成り立っています。
会員は、平等の立場でろうきんの運営に参画し、運動と事業の発展に努めます。

ろうきんは、誠実・公正および公開を旨とし、健全経営に徹して会員の信頼に応えます。

東海ろうきん

社会貢献商品等の取組み
東海ろうきんでは、ＮＰＯを通じた地域課題解決の取組みを行っています。普通預金新規契約１件に
つき 10 円、住宅ローン新規契約１件につき 100 円、こども積立預金“おやごころ”の年度末残高の
0.01％の金額を東海ろうきんが拠出し、東海３県（愛知、岐阜、三重）で「就労支援」
「子どもの健全育

して多様な働く場・機会の創出に取り組む地域の市民団体を応援する取組みを行っています。本制度では、

成」を主な活動とするＮＰＯ等市民公益活動団体を支援しています。また、東海ろうきんの普通預金口

毎年の応募・選考を経て、最長で３年間継続して助成を受けることができます。助成先と面談（オンライン

座から指定金額を定期的にＮＰＯ団体等へ寄付を取り次ぐ金融サービスを提供しています。1 回の寄付

を含む）してヒアリングを行い、定期的に報告書の提出を受けることで助成事業の進捗状況を把握するとと

額は 100 円以上（100 円単位）となっており、寄付先は情報の公開性・事業の社会性・継続性・財務の

もに、助成先のフォローアップにも取り組んでいます。2021 年度は、24 団体へ総額 1,180 万円の助成を

安定性等の一定基準を満たし、東海ろうきんが選定した団体の中からお客さまが選んで支援することが

行いました。

できます。

新潟ろうきん

地域の課題解決に向けた団体との連携

ご準 備に

こども用積立預金

こどものために、今できる事

新規ご契約の方に！

「通帳ケース」を
プレゼント！

愛するこどものためにしてあげたい事。
させてあげたい事。
それは、
あなただからこそ
できる事です。

年0.2％引下げ

※金利情勢により、金利引下げ幅を変更させていただくことがございます。
※融資申込者の同居家族がご契約されている場合も対象となります。
※融資条件等、詳しくは東海ろうきん窓口までお問い合わせください。

※掲載写真はイメージです。
プレゼントの内容は予告なく変更になる場合がございます。

エース預金
店頭表示金利に

ご契約者
特典
東海ろうきんで、
こども用積立預金
「おやごころ」
を

年間6万円以上お積立てされている方は、
教育ローン・カーライフローン・福祉ローン
ご利用時の金利を店頭表示金利より

年0.05％上乗せ
※上乗せ金利は予告なく変更・中止する場合もございます。

■商品概要
ご利用いただける方

①個人のお客さまで、満15歳未満のお子（お孫）
さまのご両親
等保護者の方または祖父母の方
②出生予定のお子さまのご両親または祖父母の方
※母子手帳にて、交付日・交付番号・母親の氏名を確認させて
いただきます。

対象預金

エース預金［確定日型（スーパー型）］

積立期間

3年以上（普通預金から自動振替）

据置期間

3ヶ月以上（積立期間に含みます）

満期日

お子（お孫）
さまの満18歳の誕生日以内の範囲で設定していただきます。
出生前申込みの場合は、出産予定日を誕生日とみなします。
※出産予定日が前後した場合でも、満期日の変更はいたしません。

毎月1,000円からお積立が可能！
お積立中でも一部お支払いが可能！
お積立中でもお積立額の変更が可能！

お預入れ方法

指定日に、
口座名義人の普通預金口座からエース預金口座へ自動
振替してお預入れいただきます。
お子さま名義の場合、
ご両親等保
護者の方の普通預金口座からお子さまの普通預金口座に資金
を自動送金
（手数料無料）
し、
上記の方法でお預入れいただきます。
※臨時入金（指定日付以外でのお預入れ）
が可能ですが、臨時
入金のみのお取扱いはいたしません。

お預入れ金額

1,000円以上
（お預入れは1,000円単位となります。上限金額はございません。）

お支払い方法

・満期時に、自動解約（満期日に口座名義人の普通預金口座へご入金）いたします。
・満期前の一部支払いや解約も可能です。

金利

エース預金の店頭表示金利＋年0.05％
※上乗せ金利は予告なく変更・中止する場合もございます。

さま一人につき1口座とします。
・ お子（お孫）
お子さま名義で口座を作成いただけますが、
お子さまのご本人確認書類
（健康保険証等）
が必要となり、
お取扱い
・ご両親等保護者の方がご来店の場合は、
については、当金庫所定の条件に基づき承ります。
お孫さま名義での口座は作成いただけません。
・ 祖父母の方がご来店の場合は、
・ 以下の場合等、贈与税の課税対象となる場合があります。
①年間積立金額が110万円を超える場合。
②通帳・印鑑をお子さまが占有する等、
財産の処分・管理がお子さまに移ったとみなされる場合。
※教育資金贈与にかかる非課税制度には適合していません。※詳しくは税務署にてご確認ください。
初回お預入れの満期日まで適用されます。満期経過後は満期経過時点のお預入れ金利が適用されます。
（ただし、預入期間が2年以上
・ お預入れ金利は、
ご確認
3年未満の預入明細については、満期日が数ヶ月繰上げされることがあります。）
いただきたい事柄
・ 店頭表示金利は毎週見直しを行います。
お利息には20.315％の税金がかかります。
・ 店頭表示金利および上乗せ金利は税引前であり、
本商品の金利は適用されず、中途解約日における当金庫所定の中途解約金利が適用となります。
・ 満期日前に解約する場合は、
お預入れ、
お支払いは店頭窓口にお申し付けください。
なお、口座開設後は、
ろうきんのATM、
テレフォンバンキングでもお預入れいただけます。
・ 口座開設、
（インターネッ
トバンキングではご入金・お支払いはできません。
）
・ 詳しくは店頭備付けの商品概要説明書をご覧ください。
・ 金利情勢により、金利上乗せ幅の変更または本商品のお取扱いを中止させていただくことがございます。
預金保険の対象であり、
同保険の範囲内で保護されます。
・ 本商品は、
・この商品概要において、保護者とはお子さまの親権者または法定代理人をいいます。
東海ろうきん
LINE公式アカウント

東 海ろうきんは地域福祉活動を応援しています。

東海ろうきんはこども用積立預金「おやごころ」の2022年3月末時点でのお預入残高の0.01％を拠出（上限100万円）し、
東海3県で「働く人のサポート」や「SDGsに貢献する事業」を主活動とするNPO法人等に寄付いたします。

友だち追加は
こちらから！

▲

中央ろうきんでは、「ひと・まち・くらし」づくりに役立つ発想豊かな活動や働く人が直面する課題に対

教育資金等の

中国ろうきん

ろうきんの利用が誰かの笑顔に繋がる「いのちの電話」

新潟ろうきんでは、地域の課題解決に尽力する団体と連携し、「《あんしん》して暮ら

中国ろうきんでは、ろうきんをご利用いただくことで「社会に役立つ」ことを実感していただける活

せる地域社会」の実現に向けて「あんしんスマイルプロジェクト」の取組みを進めてい

動を展開しています。教育関連ローンや学資積立「ドレミ協奏曲」
、カードローンのご利用・ご契約実績

ます。本プロジェクトの一環として、新潟ろうきん全職員（544 名）が、地域の「共助」

に応じて、中国 5 県（鳥取、島根、岡山、広島、山口）の「いのちの電話」に寄付を行っています。寄

の役割を担う団体の支援と地域活動の理解を深めることを目的に、地域の NPO 等団体

付先である「いのちの電話」は電話を通して人々の悩みを聞き、隣人として共に考え、心の支えになっ

の活動に参加しました。フードバンクの活動や地域の清掃活動等を通じて、地域と関わ

ていこうと活動を行うボランティア団体で、主に自殺予防のために活動しています。2020 年度は 162

りながら誰もが安心して生活できる社会づくりに貢献していきます。

万円の寄付を行いました。

①出願までの費用・・・・・・・・・・・・・・・１３０，８００円
②受験のための費用・・・・・・・・・・・・・・１９，２００円
③入学金の費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２６，４００円
④合格発表時、入学手続き時の費用・・３，９００円
⑤入学式出席のための費用・・・・・・・・・・５，２００円

⑥教科書・教材のための費用・・・１８７，１００円
⑦その他の費用・・・・・・・・・・・・・・１１１，５００円
⑧後期納付金予定額・・・・・・・・・・２７０，３００円
⑨未入学大学への納付金額・・・・・３０３，３００円
⑩生活財購入費用・・・・・・・・・・・・・８８，９００円

（国公立）ᴾ
ちなみに下宿の場合は、ᴾ

２４８万円ᴿᴾ

約

預金商品名

エース預金「ドレミ協奏曲」

対 象 者

教育資金の積立てをされる個人の方

金

財形年金（ワイド型）と同一金利※

利

エンドレス型（一般型）
確定日型（目標日指定型）
のいずれかの選択制

積立方法

毎月積立または毎月・ボーナス併用による積立
（積立途中での任意入金もできます）

積立金額

３，０００円以上

※預入金額が１,０００万未満の場合は財形年金預金「ワイド型」、預入金額が１,０００万以上の
場合は自由金利型定期預金の適用利率を適用いたします。
㻌

ご誕生とともに始めれば、月々の積立額が少なくても、
１８年間でまとまった資金を貯めることができます。
積立期間中に、ᴾ
積立期間
（子ども年齢）

積立額の変更は可能ですᴾ

積 立 額
毎 月

３,０００円

毎 月

５,０００円

ボーナス １０,０００円（年２回） ボーナス ２０,０００円（年２回）
０歳から１８年

積立元金

１,００８,０００円

積立元金

１,８００,０００円

積立元金

８４０,０００円

積立元金

１,５００,０００円

積立元金

２,７００,０００円

７２８,０００円

積立元金

１,３００,０００円

積立元金

２,３４０,０００円

６１６,０００円

積立元金

１,１００,０００円

積立元金

積立元金

ᴾ

３,２４０,０００円

積立元金
積立元金

７歳から１１年

ライフプランに合った積立てをᴾ
おススメしますᴿᴾ

毎 月 １０,０００円
ボーナス ３０,０００円（年２回）

３歳から１５年
５歳から１３年

１,９８０,０００円

９歳から ９年

積立元金

５０４,０００円

積立元金

９００,０００円

積立元金

１,６２０,０００円

１１歳から７年

積立元金

３９２,０００円

積立元金

７００,０００円

積立元金

１,２６０,０００円

１３歳から５年

積立元金

２８０,０００円

積立元金

５００,０００円

積立元金

※預金利息を、年０％として計算しております。
左記金額に別途お利息がつきます。
※くわしい説明書が必要な方は店頭へお申し出
ください。

９００,０００円

●くわしいお問い合わせ・ご相談はᴾ

•••‟•••‟••••‒
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“5つのP”を支える取組み実績報告

九州ろうきん

ＮＰＯへの支援

2 21

九州ろうきんでは、地域の様々な課題解決を担うＮＰＯ法人・ボランティアグループ・市民活動団体
等の活動を応援することを目的にＮＰＯ助成制度を設けています。助成金は、お客さまからのボランティ
ア預金「ＮＰＯパートナーズ」による寄付金と九州ろうきんの拠出金を財源としています。ボランティ
ア預金「ＮＰＯパートナーズ」は、店頭表示金利よりも低い金利でお預入れいただき、その差分見合い
を「ＮＰＯ助成制度」の財源として活用させていただく定期預金です。これまでの助成額は 1,269 団体、
総額 2 億 82 百万円となっています。

募集期間

2021 年

10 11

のご案内

月

〜

11 26

金

〈 ろうきん 〉で は 、ボラン ティア 預 金「 N P O パ ートナ ーズ 」の 寄 付 金と

〈 ろうきん 〉の 拠 出 金 を 財 源とした『 N P O 助 成 』制 度 を 設 け ています 。
今年も10月より助成先の募集を行いますので、ぜひともご活用ください。
〈ろうきん〉の理念である「人々が喜びをもって共生できる社会の実現」に
共感いただけるみなさまの積極的なご応募を心よりお待ちしております。

※掲載のイラストは障がいのあるアーティストの作品です。

2021年度 九州ろうきん「NPO助成」募集要項
第18回 九州ろうきん
「NPO助成」
助成金額

❶助成金総額

1,260万円
（新設）３年間
継続助成金額

助成金額合計

県

210万円

3 0万円

24 0万円

県

14 0万円

単年度
助成金額

3 0万円

170万円

3 0万円

170万円

3 0万円

170万円

地 区名
福
佐
長

岡
賀
崎

県

14 0万円

本

県

14 0万円

分

県

14 0万円

3 0万円

170万円

県

14 0万円

3 0万円

170万円

鹿 児島県

14 0万円

3 0万円

170万円

熊
大
宮

崎

❷１団体あたりの助成金額
各県の単年度助成金額の範囲内で必要する金額
❸３年間継続助成金額（新設）
各県１団体に対し上限 30万円／年
なお、継続 助成の選考に漏れた場合は、単年度助成として
申請を受理します。

・ＮＰＯ法人 ・ボランティアグループ ・市民活動団体 等
なお、継続助成については、法人格を有する団体とします。

対象となる事業活動
（持続可能な開発目標）17の目標に係わる事業
ＳＤＧｓ

上限 100万円／年

助成期間

３年間

支援団体数

応募団体の中から1団体／九州

対象となる団体
❶民間の非営利団体で法人格を有すること
❷九州ろうきんの営業エリア内に主たる事務所を設け、
団体
および役員が反社会的勢力に該当しないこと

対象となる事業活動
福祉
（子ども、
貧困、
障がい者、
高齢者等）
の増進を図る活動

スケジュール
応募団体審査

202 2年２月中 旬

助成決定通知

2 02 2年２月下旬

助成金贈呈

2 02 2年３月中 旬

応募団体審査

応募方法

https：//kyusyu-rokin.com/
トップ画面にある「新着情報」もしくは、
「九州ろうきんの
CSR社会貢献活動」
欄からアクセスしてください。

①当金庫ホームページで応募される助成金の募集要項を必ずご確認ください。
②応募される助成金申請書のダウンロードを行い、
入力してください。
（印刷による手書き可）
③申請書と添付資料を郵送でお送りください。
（持ち込み不可）

スケジュール

※１団体による重複した申請
（第18回助成と第２回継続助成）
は不可とします。

202 2年１月中 旬

助成決定通知

202 2年１月下旬

助成金贈呈

202 2年３月中 旬

労働金庫にふさわしい
「職場風土」の確立に向けて
～ろうきんのハラスメント禁止ガイドライン～

第２回 九州ろうきん
「NPO継続助成」
助成金額

対象となる団体
❶営利を目的とせず、
九州ろうきんの営業エリア内に主たる
事務所を設けていること
❷団体および役員が反社会的勢力に該当しないこと

労働金庫にふさわしい「職場風土」の確立に向けて～ろうきんのハラスメント禁止ガイドライン～

応募申請・問い合わせ先
九州労働金庫 事業部 福祉金融推進課

ろうきんでは、2021 年 4 月、すべての役職員があらゆるハラスメントを受けることなく、安心して働くことができる就労環
境を確保するため、ハラスメントの定義・対象等において、ILO 第 190 号条約の内容を広く盛り込んだ業態統一指針「労働
金庫業態におけるあらゆるハラスメント禁止ガイドライン」を策定しました。全国 13 のろうきんならびに中央機関・関係団
体は、この指針に基づき、労使一体となって「あらゆるハラスメントの根絶」の実現に向けて取り組んでいます。

九州ろうきん「NPO助成」係
〒810-8509 福岡県福岡市中央区大手門3-3-3
（5F）
TEL 092-714-7017

ガイドラインの内容

沖縄ろうきん

定義

おきなわ SDGs パートナー参画
沖縄県は、県民に向けたＳＤＧｓの普及活動を行う企業・団体を「おきなわＳＤＧｓパートナー」とし
て登録しており、沖縄ろうきんは 2021 年 3 月に選ばれました。

単発的か反復的かを問わず身体的・精神的・性的・経済的苦痛を与え、人の権利及び尊厳を侵害する又はその可能性がある行為、慣行、脅威。
(1)全国の労働金庫および関係団体で働くすべての労働者（派遣労働者を含む）、インターンおよび試用期間中の労働者、停職中の労働者、
雇用が終了した労働者、ボランティア、求職者および応募者、内定者、取引先の労働者および使用者、顧客等。
(2)平日・休日を問わず、仕事を遂行する職場（外出先を含む）および休憩・食事をとる場所、労働者が利用する衛生、洗面所および更衣室、

対象

社宅、仕事に関係する出張、移動、訓練、行事、社会活動中、情報通信技術による連絡手段、通勤時、懇親の場等。

沖縄ろうきんでは、
「沖縄ろうきん SDGs にむけた考動ビジョン」を制定し取組みを進めています。金
融リテラシーの向上の取組みや、子育て支援としてひとり親への「クリスマス食品セット提供」
、子ども
の貧困問題の解決にむけた取組みやジェンダーへの取組みでは融資商品に同性パートナーの取扱いを追加
するなど、ＳＤＧｓを経営戦略に取り込み、共助・共感の循環を通して共生社会の実現をめざしています。

全国のろうきん

保護および
禁止

ハラスメントを禁止する旨の方針を明確化し、ハラスメントの禁止および被害者、通報者を加害または報復から保護する措置を講じると
ともに、ハラスメントを行った者については、厳正に対処することをすべての労働者に周知する。また、労働者からの相談に対する相談
窓口を定め、労働者に周知するとともに、行為者を厳正に対処する旨や第三者への相談窓口をホームページに掲載する。

教育・研修

ILO 条約の考え方を明確に周知する。

なお、労働金庫の職員が取引先や顧客等の第三者から受けるハラスメントや、労働金庫の職員が取引先や顧客、就職活動中の
学生、実習生等に対して行ったハラスメントについても厳正に対処します。

協同組合との連携
労金協会では、国際協同組合同盟（ＩＣＡ：InternationalCo-operativeAlliance）および
日本協同組合連携機構（ＪＣＡ：JapanCo-operativeAlliance）に業態を代表して加盟して

国際労働機関（ILO）からの評価

います。協同組合間の連携を深めるとともに、協同組合のパートナーシップを活かして、持続

本ガイドラインが、ILO（国際労働機関）本部が作成した「ILO

可能な地域のより良いくらし・仕事づくりに向けた教育・調査・研究などに参画しています。
2021 年 12 月に韓国・ソウルで行われたＩＣＡ世界大会では、
「協同組合のアイデンティティ
を深める」をテーマに様々な議論が行われ、労金協会からはオンラインで 11 名が参加しました。

※ ICA 世界大会の様子

第 190 号条約の手引きと 206 号の紹介）
」と ILO 本部のウェブサ
イト上の「社会的金融部ニュースレター」で紹介されました。内容
イドラインを策定した経過とその内容等について紹介されています。

「SDGs 市民カレッジ 2021」に企画実行委員として参画

第 190 号条約の手引き

ILO 本部社会的金融部ニュースレター

労働金庫（ろうきん）は、この条約採択の直後に、第 190 号条約に基づくガイドラインの作成
を決議し、経営側と労働組合が緊密に連携し、各地域との協議を重ねるなど社会対話のプロセス

トナーシップのアプローチを広め、行動変容を起こすきっかけづくりとして年 6 回シリー

理解と人的関係づくりを行い、各団体を担う人材の育成と相互連携を図りました。

A guide on Convention No. 190
and Recommendation No. 206

動の枠組みを示しています。

「SDGs 市民カレッジ 2021」は、
SDGs の各課題の関連性について理解し、
包摂性やパー

SDGs および目標達成のための具体的な活動を学ぶとともに、NPO や協同組合間の相互

and harassment
in the world of work:

力とハラスメントから自由である一人ひとりの権利を認め、ハラスメント廃絶に向けた共通の行

2021」の企画実行委員として労金協会・労金連の若手職員が参画しました。

NPO の若手職員が企画実行委員となり行いました。企画や講座運営の共同作業を通して、

� Violence

ILO の「仕事の世界における暴力とハラスメントに関する国際条約（第 190 号条約）
」は、暴

ろうきんでは、SDGs 市民社会ネットワークが主催する講座「SDGs 市民カレッジ

ズで開催されます。2021 年度はその中の特別講座の企画・講座運営を、協同組合組織や

i

第 190 号条約の手引き（仕事の世界における暴力とハラスメント：

としては、労働金庫の概要、ILO と労働金庫との関わり、今般、ガ

全国のろうきん

Running head

を経て「労働金庫業態におけるあらゆるハラスメント禁止ガイドライン（指針）
」を作成しました。

SDGs市⺠カレッジ特別講座のオンライン会場です。
講座の開始時間は13:30です。開会までしばらくお待ちください。

この指針は、国内法の枠にとどまらず、ハラスメントの定義・対象を広く定義し、あらゆる形

【 お 願 い 】
お待ちの間、ご⾃⾝のお名前を
グループ番号 名前（所属）に変更をお願いします。

態のハラスメントに対する保護策も盛り込んでおり、ろうきんが職場での暴力やハラスメントに

グループ番号は参加者名簿に記載されています。

関する国際的な基準の導入において、国内のトップランナーであることを示していて、ILO が作

例. E-G1 ⼭⽥太郎＠SDGsジャパン

成した第 190 号条約の手引きにも好事例として掲載されています。

高﨑真一さん
国際労働機関（ILO）
駐日代表

具体的には、役職員、インターン、実習生、求職者を、顧客などの第三者を含むあらゆる形態
のハラスメントから保護することを定めています。また、内部通報制度を確立して、被害者のた
めの相談窓口を設置することで、効果的な救済策を提供し報復からの保護をはかっています。
この先進的なろうきんの指針を手本に、国内のより多くの組織が、国内法の枠を超えて第 190
号条約の規定に沿ったハラスメント指針を導入することを大いに期待しています。
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表紙の作品および作者のプロフィール
タイトル「Star
アーティスト

Light」
Kei

1985 年生まれ。広島県在住。
幼少の頃、クリスマスプレゼントにスケッチブックとカラーペンを頼むほど絵を描くことを好ん
でいた。その後、絵を描くことから離れていたが高校時代に再び描き始める。そのころからイラ
ストレーションに興味を持ち始め、絵画教室に通うようになり、デッサンと平面構成を学ぶうち
にオリジナルの作品を描くようになる。理想は、自分だけが納得するのではなく、自分の描いた
絵を観た人が喜んでくれるような絵を描くこと。
表紙にはエイブル・アートの作品を使用しています。
エイブル・アートとは、障がいのある人たちが「生」への証として生み出した作品を「可能性の芸術」として
とらえ、芸術と社会との関わりを「自己表現・協働・癒し」を柱に考えていく市民活動です。

一般社団法人 全国労働金庫協会

経営企画部
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