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地方中小都市には信用金庫の店舗が目立つ。まち
の中心に本店を構え、支店が市街地に500ｍから１
㎞ごとに立地しているところもある。

地域未来研究センター

研究主幹

うに行われている。
磐田信用金庫では、金融機関が撤退した山間に、
全国で珍しい移動店舗車を導入した。宅配車と同じ

全国47都道府県に271機関、7,619店舗。地銀と第

形をした車の中に、防犯機能を備えた小さな銀行窓

二地銀は106機関と都道府県平均で２機関しかない

口をつくり、２名の職員と運転手が毎日５～６カ所

が、信用金庫は６機関、北海道と東京は最多で23機

を回り、安心をもたらしている。移動店舗車は４

関ある。営業地域は、定款に定められたエリアに限

月、東日本大震災の被災地に向かった。

定され、自然発生的に生まれた“生活エリア”が対

静清信用金庫では、県地球温暖化防止活動推進セ

象となる。その様子は信用金庫に付けられた名前か

ンターに販売額の0.01％を寄付する定期預金を今年

ら分かる（地図参照）。

も継続。夏の夕方には、職員が店舗から外に出て、

信用金庫は、各時代の地域課題に対応して誕生し

打ち水をする姿が見られる。

た。東京は、関東大震災の直後に設立したものが多

しずおか信用金庫では、静岡市内に残る漆下駄や

く、その他、津波及び台風被害、大正不況、昭和恐

駿河竹千筋細工・指物などの地場産業の工程をまと

慌、戦後復興、地元発展など。甲府や松本や諏訪

めた「しずおか特産品解体新書」を小学４年生全員

は、蚕糸業が壊滅的打撃を受けた際に設立された。

に寄贈している。冊子は景況調査で職人さんたちの

富山は、売薬業者の組合が母体となったもので、現

現場を訪れていた職員による手作りだ。学習後に同

在の製薬業の発展につながっている。箱根（現さが

金庫主催の「あったらいいな！こんな地場産品」コ

み）は、商業・観光サービス業者が母体となった。

ンテストで夢を描き、デザインが優秀作品に選ばれ

北海道は、拓銀破綻後の金融空白地を補完した。

ると、職人さんが品物をつくりあげてくれる。子供

静岡には、県内の西部、中部、東部の生活エリア
を対象に12機関、412店舗がある。１店舗数あたり

たけせんすじ

さしもの

たちはそれを手伝い体験機会を得て、ハッとするよ
うな創造的感性を育む。

の県民数を算出すると約９千人で石川に次いで少な

立ち上げから10年にわたり担当しているしずおか

い数字は、より地元住民にとって身近な存在だ。二

信用金庫業務部ビジネスサポートセンター考査役の

宮尊徳の高弟だった岡田良一郎が明治12（1879）年

佐藤忠輝氏は、「作品はユニークなものばかり。職

に立ち上げた日本最古の信用金庫（掛川信用金庫）

人さんたちも一切手を抜かない。ともに学んで楽し

もある。

んで築かれてきた」と思いを語る。

地元の生活エリアをベースに生まれ育ち、その地
域から離れることなく活動する信用金庫は、地域の
発展なくして自らの発展もない。地元と共存共栄し
ていく民間企業として、お金を扱うだけでなく、

地元生活エリアは、地域の未来をつくる基本ベー
スである。
お知らせ：「日経研のご当地プレート」HP サイト追加

人々が暮らす生活エリアの基盤となる「安心・環
境・教育」の分野で、あらゆる取組が当たり前のよ
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姫路市「しろまるひめ」

鳥取県北栄町「名探偵コナン」
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環境にやさしい大豆油インクを使用しています。
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都道府県名の横の数字は、信用金庫の機関数、店舗数
（ ）は本店所在地
まちの信用金庫 店舗（正面）

京都： 3、 232
青森： 2、 95
北海道： 23､ 526
京都、京都中央（京都市）
東奥（弘前市）、青い森（八戸市）
札幌、室蘭、空知（岩見沢市）、苫小牧、北門（滝川市）
京都北都（宮津市）
秋田： 2、 56
伊達、北空知（深川市）、日高（浦河町）、函館
兵庫： 11、 433
秋田、羽後（由利本荘市）
渡島（森町）、江差（江差町）、小樽、北海（余市町）
神戸、姫路、播州（姫路市）
山形： 4、 58
旭川、稚内、留萌、北星（名寄市）、帯広、釧路
兵庫（姫路市）、尼崎、日新（明石市）
山形、米沢、鶴岡、新庄
大地みらい（根室市）、北見、網走、遠軽（遠軽町）
淡路（洲本市）、但馬（豊岡市）
新潟： 9、 127
岩手： 6、 79
西兵庫（宍栗市）、中兵庫（丹波市）
新潟、長岡、三条、新発田、柏崎
盛岡、宮古、一関、北上、花巻、水沢（奥州市）
但陽（加古川市）
上越、新井、村上、加茂
宮城： 5、 83
岡山： 8、 137
富山： 7、 108
杜の都（仙台市）、宮城第一（仙台市）、石巻
おかやま（岡山市）、水島（倉敷市）
富山、高岡、しんみなと（射水市）
仙南（白石市）、気仙沼
にいかわ（魚津市）、氷見伏木（氷見市）
津山、玉島（倉敷市）、備北（高梁市）
吉備（総社市）、日生（備前市）、備前
砺波（南砺市）、石動（小矢部市）
広島： 4、 165
石川： 5、 145
広島、呉、しまなみ（三原市）
金沢、のと共栄（七尾市）
広島みどり（庄原市）
北陸（金沢市）、鶴来（白山市）
鳥取： 3、 43
興能（能登町）
鳥取、米子、倉吉
福井： 5、 100
島根： 3、 64
福井、敦賀、武生（越前市）、小浜
しまね（松江市）、日本海（浜田市）
越前（大野市）
島根中央（大田市）
岐阜： 7、 195
山口： 4、 106
岐阜、大垣、高山、東濃（多治見市）
福島： 8、 126
萩山口（山口市）、西中国（下関市）
関、八幡（八幡町）、西濃（大野町）
会津（会津若松市）、郡山、白河、須賀川
防府、東山口（柳井市）
滋賀： 3、 74
ひまわり（いわき市）、あぶくま（南相馬市）
滋賀中央（近江八幡市）
二本松、福島
福岡： 8、 148
長浜、湖東（八日市市）
群馬： 7、 191
福岡、福岡ひびき（北九州市）
高崎、桐生、アイオー（伊勢崎市）
大牟田柳川（大牟田市）
利根郡（沼田市）、館林、北群馬（渋川市）
筑後（久留米市）
しののめ（富岡市）
飯塚、田川、大川
栃木： 6、 93
遠賀（水巻町）
足利小山（足利市）、栃木
佐賀： 4、 40
鹿沼相互（鹿沼市）、佐野、大田原
唐津、佐賀、伊万里
烏山（那須烏山市）
九州ひぜん（武雄市）
茨城： 2、 106
長崎： 1、 26
水戸、結城
たちばな（諫早市）
愛知： 15、 678
埼玉： 4、 303
愛知（名古屋市）、豊橋、岡崎
埼玉縣（熊谷市）、川口、青木（川口市）縣
いちい（一宮市）、瀬戸、半田
飯能
知多（半田市）、豊川、豊田
千葉： 5、 153
碧海（安城市）、西尾、蒲郡、尾西
千葉、銚子、東京ベイ（市川市）、館山
熊本： 4、 83
中日（名古屋市）、東春（小牧市） 佐原（香取市）
熊本、熊本第一（熊本市）
三重： 5、 92
東京： 23、 804
熊本中央（熊本市）、天草（天草市）
津、北伊勢上野（四日市市）、三重（松阪市）
朝日（台東区）、興産（千代田区）
大分： 3、 72
桑名、紀北（尾鷲市）
さわやか（港区）、東京シティ（中央区）
大分、大分みらい（別府市）、日田
和歌山： 2、 54
芝（港区）、東京東（墨田区）、東栄（葛飾区）
宮崎： 5、 71
新宮、きのくに（和歌山市）
亀有（葛飾区）、小松川（江戸川区）
宮崎、都城、延岡、高鍋（高鍋町）
大阪： 10、 368
足立成和（足立区）、東京三協（新宿区）
大阪、大阪厚生（大阪市）、大阪市、大阪商工（大阪市）
南郷（南郷町）
西京（新宿区）、西武（中野区）、城南（品川区）
鹿児島： 3、 113
大福（大阪市）、永和（大阪市）、十三（大阪市）
昭和（世田谷区）、目黒、世田谷、東京（豊島区）
鹿児島、鹿児島相互（鹿児島市）
大阪東（八尾市）、枚方、摂津水都（茨木市）
城北（荒川区）、瀧野川（北区）
奄美大島（奄美市）
奈良： 3、 49
巣鴨（豊島区）、青梅（青梅市）、多摩（立川市）
沖縄： 1、 19
奈良（大和郡山市）、大和（桜井市）
神奈川： 8、 358
コザ（沖縄市）
奈良中央（田原本町）
横浜、三浦藤沢（横須賀市）、湘南（鎌倉市）
徳島： 2、 31
香川： 2、 50
川崎、平塚、さがみ（小田原市）
徳島、阿南
高松、観音寺
中栄（秦野市）、中南（大磯町）
愛媛： 4、 80
山梨： 2、 58
愛媛（松山市）、宇和島、東予（新居浜市）
甲府、山梨（甲府市）
川之江（四国中央市）
長野： 6、 164
高知： 2、 51
長野、松本、上田、諏訪（岡谷市）
幡多（中村市）、高知
飯田、アルプス中央（伊那市）
静岡: 12、 412
しずおか（静岡市）、静清（静岡市）、浜松
＊機関数は2011年６月現在、店舗数は2010年３月末現在
沼津、三島、富士宮、島田、磐田
焼津、掛川、富士、遠州（浜松市）
＊信金中金及び全国信用金庫協会資料、日本金融通信社「日本金融名鑑2011年版」を

もとに㈶日本経済研究所にて作成
＊当地図は、地域未来研究センター「地域データ図書館」のホームページで拡大してご覧になれます
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