
地域密着型金融の取組み

〈ながしん〉の制服が新しくなりました

　当金庫は、湖北地方とよばれる長浜市・米原市を主な営業基盤として、地元の中小事業者の皆さまや住民の皆さまが会員
（ご出資者）となって、お互いに助け合い、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。
　したがいまして、創業以来この信用金庫の基本理念のもと、地元のお客さまからお預かりした大切なご預金は、地元で資金
を必要とするお客さまにご融資し、地域発展のための金融円滑化に努めてまいりました。
　こうした業務運営によって育まれた、地域社会との強い絆、ネットワークは当金庫にとって最も大切な財産と考えております。
　今後とも、金融サービスの提供はもとより、地域社会における福祉･教育･文化･環境といった各分野におきましても、引き続
き貢献できるよう努力してまいります。

※令和4年3月31日現在

有価証券や預け金による
運用も行っています。

債券市場
株式市場
信金中金　等

常勤役職員
店舗数
店外ATM

209人
15店舗
9台

業務純益
経常利益
当期純利益
自己資本比率

令和3年度決算に関する事項
3,361百万円
2,901百万円
2,099百万円

17.10％

有価証券
預け金

225,499百万円
56,511百万円

〈ながしん〉

地域の
お客さま
会員の皆さま
（会員数11,829人）

出資金出資金 786 百万円786 百万円

預金積金預金積金 ①①369,990 百万円369,990 百万円

貸出金貸出金 ②②137,766 百万円137,766 百万円

お取引先への支援等
文化的・社会的貢献活動
お取引先への支援等
文化的・社会的貢献活動

（預貸率②/① 37.23％ ）

　地域密着型金融は、当金庫が協同組織金
融機関としての使命を果たすべき業務活動
の根幹であることから、「３か年経営計画」に
おいて取り組むべき重点課題を明示し、具体
的な施策については毎年度「事業計画」を策
定し、ＰＤＣＡ管理のもと推進を図っています。

基本的な取組方針
　当金庫３か年経営計画『ながしん「支援力の強化と変革への挑戦」3か
年計画』～課題解決による地域経済の力強い回復を目指して～（令和3
年度～令和5年度）の初年度として、重点課題である「本業支援、経営改
善支援」、「業務の改革」、「業界総合力の活用」、「業務遂行能力の向上」の
着実な進展に取り組み、お取引先をはじめ地域の皆さまとの更なる連携
強化を図りながら、地域の活性化、持続的発展への寄与に努めました。
　特に、「地域密着型金融」の本質に関わる、
　　1．顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮 
　　2．地域の面的再生への積極的な参画   
の二つの分野における具体的な推進については、P7～P8「地域活性化
への取組み」をご覧ください。

令和3年度の取組状況

コーポレートシンボル
　3つの楕円は、左側から「地域・金庫・未来」を表し、地域と金庫
の2つの楕円で人をイメージしたものに、未来の楕円をあわせて、
NAGASHINの頭文字のNをシンボライズしています。
　デザインは、楕円の緩やかな組み合わせにより「やさしさと親
しみやすさ」を、色調にはブルー系を用いることで「さわやかさと
信頼感」、「琵琶湖の水とすんだ青空」を表現しています。
　さらに、Nのデザインの中央にある白抜きは、当金庫のスロー
ガンである「未来にいい風」を表現し、地域や地域の人々の未来
に向かって吹くフォローの風でありたいとする、当金庫の思いを
表現しています。

　〈ながしん〉では、令和4年3月より女性職員の制服を一新しました。
　新制服はグレーを基調としており、落ち着いた印象を与えるデザイン
となっております。また、制服が持つ統一感の中にも、2種類のスカーフ、
3種類のスカートとブラウスを組み合わせ、自分らしさを表現できる仕様
となっております。
　新制服により、新たな気持ちでお客さまをお迎えし、更なるサービス向
上に努めてまいります。
　旧制服については、環境への配慮の一環として、リサイクルいたしま
した。

〈ながしん〉のホームページ
　〈ながしん〉のホームページでは、商品・サービスのご案内、
店舗ＡＴＭのご案内など、さまざまな情報を掲載しています。
　また、インターネットバンキング、ローン仮審査お申込み、
ローンシミュレーション等のサービスがご利用いただけます。

夏服 冬服

ながしんSDGｓ宣言

　〈ながしん〉は、国連が提唱する「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に貢献すべく、「地域」「信頼」「繁栄」を重要
なテーマとし、お取引先や地域社会との「絆」を大切に、地域の社会的課題解決と経済成長の両立を図り、持続可能
な社会の実現に努めてまいります。

質の高い金融サービスの提供やコンサル
ティング機能を通じて地域経済の活性化に
寄与し、地域の持続的発展に貢献を目指し
てまいります。 

１．「地域」（魅力ある地域社会づくり）

お取引先企業の抱える経営課題に対応する
課題解決型金融の実践、ライフサイクルに
おいてお客さまが必要とするニーズ・コンテ
ンツの提供を行い、お客さまに寄り添った金
融機関として信用に応えてまいります。 

２．「信頼」（地域を大切にする）

金融以外の分野においても、地域への社会
貢献活動や環境への負担軽減に取り組み
かけがえのない地域と地域に関連する、す
べての人びとの幸せづくりを第一に行動し
てまいります。 

３．「繁栄」（人を大切にする）

持続可能な開発目標
（SDGs ： SustainableDevelopmentGoals）と
は、2015年9月の国連サミットで採択された2016
年から2030年までの国際目標で、「地球上誰一人
として取り残さない」との基本理念のもと、目標持
続可能な世界を実現するための17のゴールと
169のターゲットから構成されています。
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地域社会との強い絆を大切にし、持続的発展が
可能な地域社会づくりに取り組んでいます。

〈ながしん〉と
地域とのかかわり
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