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店舗外ATM、CD（現金自動機器）設置場所
富士宮市役所 CD
ピアゴ富士宮 CD
イオンモール富士宮 ATM
富士山静岡空港 CD
JR名古屋セントラルタワーズ ATM
JR名古屋セントラルタワーズスカイシャトル ATM
中部国際空港セントレア ATM
（注）ATMとは現金自動預金・支払機

CDとは現金自動支払機の略称です。

OUTLINE
当金庫の沿革

8年6月 富士郡大宮町を地区として「有限責任大宮町信用組合」設立
8年9月 西町出張所（現、西町支店）開設
13年4月 東町出張所（現、東町支店）開設
14年4月 庶民金庫（現、国民生活金融公庫）の代理業務取扱開始
17年7月 市制施行により「有限責任富士宮市信用組合」に名称変更
18年7月 市街地信用組合法の施行により「富士宮市信用組合」に組織変更
23年5月 地区拡張認可、吉原市、富士郡一円（2町14村）を追加
23年7月 富丘支所（現、北支店）開設
25年4月 中小企業等協同組合法にもとづく信用協同組合に改組
25年12月 預金1億円達成
26年10月 信用金庫法に基づき「富士宮信用金庫」に組織変更
27年8月 富士根支店開設
28年2月 芝川支店開設
28年2月 地区拡張認可、庵原郡内房村及び松野村を追加
28年10月 中小企業金融公庫の代理業務取扱開始
29年5月 内国為替業務取扱開始
32年4月 静岡県税収納事務取扱開始
33年9月 上野支店開設
34年3月 預金10億円達成
36年4月 新本店（現、神田支店）竣工、営業開始
37年3月 住宅金融公庫の代理業務取扱開始
41年9月 預金50億円達成
45年4月 預金100億円達成
46年4月 芝川町指定金融機関の指定を受ける
46年4月 富士支店開設
46年7月 NCRコンピューター導入

46年9月 地区拡張認可、庵原郡一円（蒲原町、由比町）を追加この時
点で地区は市町村合併により、富士宮市、富士市、富士郡一円、
及び庵原郡一円となる

47年12月 日本銀行と当座預金取引開始
48年9月 医療金融公庫（現、社会福祉・医療事業団）の代理業務取扱

開始
48年11月 日本銀行歳入代理店の業務取扱開始（本店）
48年12月 吉原支店開設
49年7月 地区拡張認可、沼津市を追加
51年8月 東海地区共同センター加入、普通預金オンライン稼働
51年11月 鷹岡支店開設
52年11月 両替商業務取扱開始（本店）
53年12月 預金500億円達成
54年3月 新本部建物で業務開始
55年4月 新本店営業開始、神田支店開設
55年9月 富士見支店開設
57年6月 松岡支店開設
58年6月 国債の窓口販売業務取扱開始
58年6月 地区拡張認可、清水市を追加
59年6月 国債代理店の業務開始（本店）
59年9月 国久保支店開設
60年10月 駅南支店開設
60年11月 淀川支店開設
61年6月 地区拡張認可、山梨県南巨摩郡富沢町、南部町を追加
61年9月 預金1,000億円達成
62年10月 万野支店開設

●昭和
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　本　　部
 住所 〒418-8686富士宮市元城町31番15号
 TEL 0544（23）3120（代）
 FAX 0544（23）6222

□本　　店
 住所 〒418-0064富士宮市元城町31番15号
 TEL 0544（23）3111（代）
 FAX 0544（26）0343

　神田支店
 住所 〒418-0066富士宮市大宮町３番14号
 TEL 0544（27）3321（代）
 FAX 0544（26）0149

　西町支店
 住所 〒418-0056富士宮市西町26番14号
 TEL 0544（26）5194（代）
 FAX 0544（26）0319

　東町支店
 住所 〒418-0077富士宮市東町11番３号
 TEL 0544（26）8194（代）
 FAX 0544（26）0322

　北支店
 住所 〒418-0054富士宮市光町７番７号
 TEL 0544（27）5141（代）
 FAX 0544（26）0324

　富士根支店
 住所 〒418-0022富士宮市小泉467番地の9
 TEL 0544（27）2826（代）
 FAX 0544（26）0327

　芝川支店
 住所 〒419-0315富士宮市長貫1105番地の7
 TEL 0544（65）1151（代）
 FAX 0544（65）2377

　上野支店
 住所 〒418-0114富士宮市下条307番地の３
 TEL 0544（58）1211（代）
 FAX 0544（58）3473

　富士支店
 住所 〒416-0907富士市中島392番地の８
 TEL 0545（61）7741（代）
 FAX 0545（61）3148

　吉原支店
 住所 〒417-0052富士市中央町３丁目12番５号
 TEL 0545（51）8111（代）
 FAX 0545（51）0090

　鷹岡支店
 住所 〒419-0202富士市久沢849番地の１
 TEL 0545（71）9111（代）
 FAX 0545（71）9882

　富士見支店
 住所 〒418-0014富士宮市富士見ヶ丘463番地の1
 TEL 0544（23）1811（代）
 FAX 0544（26）0328

　松岡支店
 住所 〒416-0909富士市松岡1163番地の２
 TEL 0545（61）5522（代）
 FAX 0545（61）3169

　国久保支店
 住所 〒417-0061富士市伝法2046番地の３
 TEL 0545（53）5311（代）
 FAX 0545（51）2696

　駅南支店
 住所 〒418-0075富士宮市田中町930番地の４
 TEL 0544（24）4111（代）
 FAX 0544（26）0329

　淀川支店　
 住所 〒418-0041富士宮市淀川町35番16号
 TEL 0544（24）8111（代）
 FAX 0544（26）0339

　万野支店
 住所 〒418-0001富士宮市万野原新田3072番地の６
 TEL 0544（26）1111（代）
 FAX 0544（26）1114

　新富士支店
 住所 〒416-0944富士市横割６丁目６番23号
 TEL 0545（62）5911（代）
 FAX 0545（62）6866

　中里支店
 住所 〒417-0826富士市中里1354番地の６
 TEL 0545（34）2211（代）
 FAX 0545（34）2221

　上井出支店
 住所 〒418-0103富士宮市上井出34番地の３
 TEL 0544（54）3333（代）
 FAX 0544（54）3335

　みやしんサポート相談室（神田支店3F)
 住所 〒418-0066富士宮市大宮町３番14号
 TEL 0544（27）3344（代）
 FAX 0544（27）3367

　みやしんお客さま相談プラザ（北支店1F)
 住所 〒418-0054富士宮市光町７番７号
 TEL 0544（28）5665（代）
 FAX 0544（24）8700
 （注）□　外貨両替店

元年4月 環境衛生金融公庫（現、国民生活金融公庫）の代理業務取扱開始
2年11月 新富士支店開設
3年11月 東日本建設業保証株式会社と業務委託を締結
4年8月 中里支店開設
5年12月 両替商業務追加指定店舗取扱開始
 （神田、北、富士、吉原、鷹岡の各支店）
6年9月 財団法人みやしん地域振興協力基金を設立、3億円寄贈
7年7月 集中倉庫竣工（駅南支店隣接地）
10年3月 預金2,000億円達成
10年4月 上井出支店開設
10年11月 コープしずおか三園平店に現金自動機器を設置
11年1月 日本銀行と貸出取引開始
12年3月 富士宮市指定金融機関の指定を受ける
12年10月 静岡銀行とのATM顧客手数料無料化提携開始
12年12月 全国信用金庫間のATM顧客手数料無料化開始
13年4月 損害保険募集業務取扱開始
13年10月 投資信託の窓口販売開始
13年10月 イオン富士宮店に現金自動機器を設置
14年10月 住友生命保険他へATMキャッシングサービスを開始
15年4月 生命保険の窓口販売開始
15年6月 個人向け利付国債の取扱開始
15年7月 アイワイバンク（現・セブン銀行）銀行ATM利用提携開始
16年5月 しんきんビジネスマッチングサービスを開始
16年5月 産学連携を支援する為、中小企業金融公庫と業務提携に関する覚書を締結
16年11月 富士根支店移転営業開始
16年12月 ペイオフ対応商品として「普通預金（無金利型）」発売開始
17年11月 個人向け国債（5年）取扱開始
18年2月 社団法人中小企業診断協会静岡県支部と業務連携協力に関する覚書を締結
18年4月 アンパンマン定期積金を取扱開始
18年10月 みやしんエコローンの取扱開始
19年4月 投資信託2商品取扱開始
 （グローバルソブリンオープン/国際投信投資顧問）
 （しんきんグローバル6資産ファンド/しんきんアセットマネジメント投信）
19年9月 みやしん育児支援ローン（富士市）取扱開始
19年11月 携帯助聴器「ボイスメッセ」全店設置
20年3月 退職金専用金利優遇定期預金「ハッピーＲｅターン」発売開始
20年6月 富士宮商工会議所との提携商品「みやしんカーライフプラン」取扱開始
20年12月 しんきん携帯電子マネーチャージサービス＜Ｅｄｙ＞取扱開始
21年3月 日本政策金融公庫と農畜水産業及び関連産業に関しての業務

協力に関する覚書を締結

22年3月 富士見支店移転営業開始
22年3月 静岡県農業信用基金協会と債務保証契約並びに業務委託に関する契約の締結
22年6月 子育て応援定期預金「みやしん子育て応援団」・「みやしん子

育て応援団プラス」発売開始
23年2月 新型カードローン「みやしんきゃっするI型」取扱開始
23年2月 鷹岡支店移転営業開始
23年3月 災害復旧支援融資「みやしん災害復旧ローン」・「みやしん災

害復興支援資金」取扱開始
24年2月 みやしん事業資金「プレミアム」を改正
24年3月 ふじのくに先端医療総合特区支援利子補給金支給金融機関の指定
24年5月 省エネ対応リフォームローン「みやしんエコ・アクティブ」の取扱開始
24年10月 みやしん農業資金「アグリサポート」、みやしん農業関連資金

「ハーベスト」の取扱開始
25年2月 創立80周年感謝ローン「カーライフプラン」「カーライフリピー

トプラン」特別金利での取扱開始
25年3月 吉原支店移転営業開始
25年4月 創立80周年記念感謝定期預金「絆80th」発売開始
25年5月 静岡県東部4信用金庫共同企画「富士山世界文化遺産登録推

進定期積金」発売開始
25年5月 芝川支店移転営業開始
25年5月 消費者ローンのインターネットによる申込みを導入
25年9月 当金庫のキャッシュカードを当金庫ATMでご利用いただく場合の入出金手数料を終日無料化
25年10月 「みやしんクイックローン」の取扱開始
25年11月 「みやしん教育カードローン」の取扱開始
25年11月 創立80周年記念地域活性化ローン「みやしんビジネス応援団」

の取扱開始
26年1月 少額投資非課税制度（NISA）の導入に伴い投資信託8商品を

追加し販売開始
26年4月 退職金専用特別上乗せ金利定期預金の取扱開始
26年5月 がん保険・医療保険・標準傷害保険の取扱開始
26年11月 「しんきんの絆」復興応援定期積金の販売開始
26年11月 みやしん懸賞金付定期預金「ドリームチャンス」の販売開始
26年11月 職域サポートローンの取扱開始
26年12月 みやしんプライムローンの取扱開始
27年2月 「みやしんサポート相談室（みやサポ）」を神田支店3階に開設
27年6月 「みやしんお客さま相談プラザ」を北支店に併設
27年8月 「みやしん無担保住宅ローン」の取扱開始
27年10月 「しんきんファミリーサポート定期積金」の取扱開始
28年3月 預金3,000億円達成

●平成
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