
ごあいさつ
　みなさまには、平素より富士宮信用金庫をお引き立ていただき、心より御礼申し上げます。
富士宮信用金庫では、みなさまに当金庫についてのご理解を一層深めていただくため、ここにディスクロージャー誌「み
やしんの現状2020．9」を作成いたしました。本誌では当金庫の業績、経営、業務内容、地域に対する取り組みなどをご
紹介しておりますので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。
　さて、わが国の地域経済は、新型コロナウイルスの感染拡大により、4月に政府より「緊急事態宣言」が発出されたこと
で、外出自粛、休業要請、県間移動の制限等により、甚大な被害を受けました。「緊急事態宣言」はその後解除されまし
たが、感染拡大で外出を控える動きが定着化し、観光・娯楽・飲食などの個人向けサービス産業や旅客運送、運輸、小
売業への影響が長期化することが懸念されております。感染拡大防止策を徹底し安心・安全を「可視化」することで、
個々の事業者が経済活動を正常化させるよう地道に取り組んでいき、新型コロナウイルスとの共生を図る社会・経済構
造へシフトしていくことが求められています。
　こうした中、当金庫では取引事業先の全てを訪問し、新型コロナウイルス感染症による資金繰り等への影響に対して、
相談や資金供給を行うとともに、住宅ローンご利用者からの返済条件等の変更申し出に対する柔軟な対応等、お客さま
に寄り添い、お力になれるよう、役職員が全力をあげて取り組んでいます。
　また、当金庫ではこのような現状を踏まえ、中小企業の事業実態の把握と定性面をしっかり分析した事業性評価を通
じた融資を積極的に推し進め、中小企業のライフステージに応じた課題解決のお手伝いをさせて頂くとともに、フィ
デューシャリー・デューティー（お客さま本位の業務運営）を念頭に置いた業務、施策への取り組みを強化しております。
　さらに当金庫は令和2年10月2日、静岡県中小企業家同友会と中小企業の抱える経営上の各種課題の解決と地域
経済の活性化、中小企業の活動を支援することを目的とした「中小企業等支援に関する包括連携協定書」を締結し、
協同組織金融機関の原点である相互扶助の精神をより発揮すべく、体制強化を図りました。
　「地域の成長と前進を求め みなさまと共に歩みます」の経営理念のもと、地域・お客さまから最も支持され、身近でお
気軽にご利用いただける信用金庫を目指して、地域の信頼の証でもある預金量の増加にも引き続き注力し、地域内シェ
アの向上と営業基盤の強化に努めます。また、新型コロナウイルス感染症への対応という前例のない事態に対して、金
融仲介機能の発揮による円滑な資金供給により、協同組織金融機関として万全の態勢で臨んでまいります。
　みなさまにおかれましては、より一層のご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 令和2年11月
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1 令和2年9月期の本業の収益を示す業務純益は4億32百万円、

経常利益は4億67百万円、当期純利益は4億1百万円を計上しました。

安定した自己資本により高い健全性を確保しています。
自己資本率は21.77％となり、国内基準（4％）を大幅に超えており極めて健全な財務体質とな
っています。

4 厳正な自己査定、償却・引当により資産の健全性を高めています。
貸出金の健全性を維持するため厳格に償却､引当をしています。
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徹底した管理体制によって健全経営に努めています。
・リスク管理、コンプライアンス（法令等遵守）管理態勢の強化に努めています。
・お客さまの保護及び利便性向上をはかるために「顧客保護等管理方針」等を定め、地域
から信頼され愛される金融機関になるように取り組んでいます。

お客さまからの信頼のバロメータである預金は、
令和2年9月末で3,638億12百万円となりました。

3 地域金融機関として、地域経済活性化に積極的に取り組んでいます。
地域金融機関として、お客さまとの長期的な取引関係を重視し、中小企業の育成と地域経済の
活性化を図る「地域密着型金融の機能強化」の着実な実行に努めています。

「みやしん」の健全性

地域密着型金融への取り組み

　令和元年11月、静岡県東部に本店を置く「沼津信用金庫」「三島信用金庫」「富士信用金庫」「富
士宮信用金庫」の4信金は、共同でSDGs宣言を行いました。
　「日本一高い富士山」と「日本一深い駿河湾」という恵まれた自然環境を共有する4信金は、SDGs
の理念に基づく連携した取り組みを通じて信用金庫の持つ役割と機能を発揮し、静岡県東部・伊豆地
域の持続的な発展に貢献してまいります。

静岡県東部4信金は『共同SDGs宣言』に基づいて以下のとおり「環
境」「社会」「経済」の各項目に対して連携して取り組みます。

（注）店舗外ＣＤコーナーの取扱時間は異なります。

（注）個別取立・期近手形等は別途料金となります。

http://www.miyashin.co.jp

～創ります “夢あるあした”～ 〒418-8686 富士宮市元城町31番15号　TEL. 0544（23）3114

発行／富士宮信用金庫（事務局：企画部）

静岡県東部4信金共同SDGs宣言

理事長 山本 勝則

～新型コロナウイルスの感染拡大に対する取り組み～
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みやしんの現状
F U J I N O M I Y A  S H I N K I N  B A N K　お客さま相談プラザおよび各営業店において 「新型コロ

ナウイルス感染症 緊急相談窓口」を開設し、「新型コロナ
ウイルス感染症」により、影響
を受けているみなさまからの相
談（経営相談・資金繰り・返済
条件など）に、迅速かつ柔軟
に取り組んでおります。

　富士宮信用金庫北支店に併設されております
「みやしんお客さま相談プラザ」では、個人の方、事
業者の方のお金に関するあらゆるご相談をお受けし
ています。（営業時間は平日・土曜日とも午前９時か
ら午後５時まで）安心して子育てできるまちづくりの
取り組みとして、富士宮市と「ふじのみやベビース
テーション事業に関する協定」を締結し、粉ミルク用
のお湯、おむつ交換台のあるお手洗い、ドリンクサー
バー、キッズコーナーを完備しております。

「新型コロナウイルス感染症 緊急相談窓口」の開設

　新型コロナウイルス感染症の影響を受け「雇用調整助
成金」の支給を希望される事業者のみなさまがより円滑に
申請を行っていただくことを目的として、ハローワーク富士宮
と連携して「雇用調整助成
金個別相談会」を開催し、
本助成金の概要や支給申
請書の記載方法等を個別
にご説明しました。

「雇用調整助成金個別相談会」の開催

富士宮市民文化会館より車で北に1分ほど行くと右
手にオレンジ色の看板が見えます。

ご相談専用ブースでじっくり
ご相談いただけます。

静岡県東部4信金『SDGs共通の取組』
　新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、宿泊施設や観光施設等は長期にわた
る休業を余儀なくされ、また、外出自粛の

影響から観光客を主な販売先としている菓子店等
は過剰に在庫を抱える状況となっています。過剰な
在庫は、食品ロスが懸念されるところから、食品ロス
を防止する取り組みとして、静岡県下5信金（三島・
沼津・静清・富士・富士宮）が協力し、各信用金庫の
職員間で購入、消費することで、持続可能な生産消
費形態を確保する活動につなげました。

当金庫の具体的な取り組み

項 目 テーマ 具体的な取組 SDGs項目
富士山・駿河湾等、地域清掃活動への参画

クールビズ・ウォームビズの共同実施

中小企業・個人事業主に対する経営支援

キャッシュレス決済普及に向けた共同推進

環境保全

CO2削減

地域経済の活性化

金融機能の強化

特殊詐欺等防止への取組
高齢者や障がい者等への配慮に対する取組地域の安心・安全

災害対応に向けた情報交換等住みやすいまちづくり

地域の方々に向けた金融リテラシーの醸成
スポーツ大会等への関与を通じた青少年育成地域人財の育成

高齢者の豊かなセカンドライフ実現に向けた
各種相談業務や成年後見制度への取組拡充人生100年時代

ノー残業デーの共同実施
ワークライフバランスへの取組働き方改革

環境

社会

経済

　令和2年7月17日に東部4信
金共通の取り組みとして「ノー残
業デー」を実施しました。働き方改

革が叫ばれる中、各信金の役職員が一斉に定時退
庫し、家庭等のプライベート時間を充実させることや
無駄なエネルギーの消費を抑制することで、持続的
で包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完
全雇用や働きがいのある人間らしい仕事の推進や
地球規模での気候変動への対策につながります。

▼ ▼  よくあるご質問

　お引っ越しなどでご住所が変わられた時は、新しい住所が確
認できる公的書類（運転免許証、マイナンバーカード等）原本
およびお取引に使用しているご印鑑、通帳・証書・キャッシュ
カード等をご用意の上、ご来店をお願いします。
　なお、お取引の内容により、別途住民票（個人）、履歴事項
証明書（法人）が必要となる場合がございます。
　詳しくはお取引店へお問い合わせください。

1. ご住所が変わったとき

　ご結婚などでお名前が変わられた時は、お取引口座すべて
の「通帳・証書・キャッシュカード」と現在のお届け印（変更され
る場合は、新しいお届け印の両方）新名義・住所・生年月日が
確認できる公的書類（新旧のお名前が記載されている運転免
許証・マイナンバーカード、戸籍謄（抄）本など）をご用意の上、
ご来店をお願いします。
　なお、お取引の内容により、別途印鑑証明書が必要となる
場合がございます。
　詳しくはお取引店へお問い合わせください。

2.お名前が変わったとき

（1）普通預金、貯蓄預金
　通帳およびお届け印をご持参ください。キャッシュカードがあ
る場合は、キャッシュカードもご持参ください。
　本人確認をさせていただくことがございますので、本人確認
資料（運転免許証、マイナンバーカード等）をご持参ください。

（2）定期預金、定期積金
　証書又は通帳およびお届け印をご持参ください。
　本人確認をさせていただくことがございますので、本人確認
資料（運転免許証、マイナンバーカード等）をご持参ください。

※ご融資、出資金、投資信託、国債、保険、貸金庫、当座預金、
その他預金、インターネットバンキングなどの各種お取引がある方は、
お取引店にお問い合わせください。
※住所変更、氏名変更等を伴う場合は、お取引店にお問い合わせく
ださい。

5. 預金を解約するときに必要なもの

　通帳・印鑑・キャッシュカードなどを紛失した場合や盗難等に
あわれた場合は、すぐに下記へご連絡をお願いします。

3. 紛失・盗難の場合のご連絡

平日

土日祝日

受付先名称 電話番号受付時間帯
8時35分～17時30分
上記以外の時間帯
２４時間

各お取引店
信金監視センター
（名古屋）

－

052-203-8299

当金庫カード利用の場合取扱時間曜　日

　当金庫設置ATMは、店舗内設置と店舗外設置（イオンモー
ル富士宮）となります。ご利用時間は以下の通りです。
　なお、当金庫設置ATMで当金庫発行のカードを利用した入
出金は、終日手数料無料です。

4. 当金庫設置ATMの利用時間

利用時間設置場所
各店舗内設置ATM
イオンモール富士宮

終日　８時００分～２０時００分
終日　９時００分～２２時００分

■ATM・CD利用手数料
主な手数料一覧

平 日
土 曜 日
日 曜・祝 日

無料
無料
無料

8：00～20：00
8：00～20：00
8：00～20：00

料　金単　位項　目
■その他の各種手数料

当金庫本支店宛
同一店内 他店 他金融機関宛金　額種　類

■振込手数料

電信扱
文書扱

自動機扱

WEBバンキング
（個人）

その他
EBサービス

3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上

220円
440円
110円
330円

660円
880円
440円
660円
330円
440円
440円
660円

無料
無料
無料
無料

110円
220円
110円
330円

■代金取立手数料
即日入金
できる場合

CDカード・ローンカード再発行手数料
通帳・証書再発行手数料
当金庫指定書式による残高証明書
発行手数料

個人情報開示手数料
夜間金庫使用料
貸金庫使用料
ICカード発行手数料

その他の書式による残高証明書発行手数料
（住宅取得資金に係わる借入金の年末残高証明書は除く）
取引履歴発行手数料
（預金取引明細票・融資取引明細票・当座勘定照合表）

上記以外の
場合

当金庫本支店
静岡手形交換所内
当金庫本支店
静岡手形交換所内
静岡手形交換所以外

小切手・手形
小切手・手形
小切手・手形
小切手・手形
小切手・手形

無料
無料
220円
220円
880円

1枚
1通

1通

1通

10枚毎

1件
月間
年間
1枚

1,100円
1,100円

550円

1,100円

220円

880円
4,400円
13,200円
1,100円

（注）自動機扱とは、ATMからの振込・為替自動振込を対象とします。
その他EBサービスとは、WEBバンキング（法人・個人事業主）及びHBサービス、
FBサービス、WEB-FBサービスです。

（注）目が不自由なお客さまの窓口振込の手数料はATM手数料と同額になります。

みやしんからのお知らせ

～みやしんお客さま相談プラザのご案内～
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