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ろうきんって全国に
633店舗もあるんだね。
提携してる金融機関や
コンビニのATMも
使えて便利！

コンビニATMの
手数料がかからないのも
良いよね。

相談や手続きは
店舗へ行かなくても
職場の出張窓口で
できるんだって。

はたらく人が
はたらく人みんなのために
運営する金融機関。

低金利のローンが
豊富だね。
上手に借りるコツも
教えてもらっちゃった。

預金も貸出金も
増えてるんだ。
健全経営だから
自分の預金を
任せるのに安心。

「ろうきん」って、良いところがたくさんあるんだよ。

どんな金融機関で、どんな商品・サービスがあるのか。

店舗数や、どこのATMで使えるかも、知ってほしいな。

はたらくみんなの資金で作った営利を目的にしない

金融機関だから、商品・サービスはとってもお得で便利。

もっと「ろうきん」を知って、気軽に使ってほしいな。

そうすれば、わかるはずだよ。「けっこう、使える」って。

ろうきんアンバサダー高梨臨紹介サイト
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ろうきんは、はたらく仲間がお互いを助けあうためにつくった金融機関
です。1953 年（昭和 28 年）に定められた「労働金庫法」にもとづき、
はたらく人の「ゆとり」「ゆたかさ」を実現することを目的にしています。

ろうきんは、労働組合や生活協同組合のはたらく仲間が、お互い
を助けあうために資金を出しあい、利用しあうことで運営。そこ
で生まれた利益を、利用しやすい商品やサービスとして利用者に
還元しています。
一方、銀行は株主が資金を出しあい、生まれた利益は株主に還元
しています。

銀行は、株主の意見を聞いて
ろうきんは、会員が自分たちで
運営しているよ。

ろうきん
会員（出資・利用・還元）

労働金庫法　第１条
この法律は、労働組合、消費生活
協同組合その他労働者の団体が協
同して組織する労働金庫の制度を確
立して、これらの団体の行う福利共
済活動のために金融の円滑を図り、
もってその健全な発達を促進する
とともに労働者の経済的地位の向
上に資することを目的とする。

労働組合法　第２条
この法律で「労働組合」とは、労働
者が主体となって自主的に労働条件
の維持改善その他経済的地位の向
上を図ることを主たる目的として組織
する団体又はその連合団体をいう。

株主（出資・配当） 企業（利用）銀行

1 2

目的が
同じ

ろ う き ん 銀 行

協同組織
●１会員１票制により、会員（勤労者）自らが、平等に
　運営に参加
●営利を目的とせず、剰余金は会員に還元

福祉金融
●勤労者を中心に融資
●勤労者の生活・福祉の向上ニーズに応える

株式会社
●原則、１株１票制により、　株式持高の多寡が運営を左右
●利潤追求を目的とし、利益は株式持高に応じて株主に配当

企業融資
●企業を中心に融資
●企業の資金ニーズに応える

はたらく仲間が
つくった金融機関なんだ。

ろうきんの成り立ち 銀行との違い
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ろうきんは全国の 47 都道府県すべてに店舗があり、北海道から沖縄
まで全国13のろうきんでネットワークを形成。その数は、日本全国に
633 店舗（2017 年３月末現在）。地域に密着しながらはたらく人の生
活を応援しています。他にもローンセンターなどがあり、平日仕事を
している人のために、休日にもローン相談を行っています。

都市圏だけでなく、佐渡島（新潟県）、奄美大島（鹿児島県）、
石垣島・宮古島（沖縄県）といった
離島にも店舗があります。

詳しくお知りになりたい方は、インターネットで
　　　　　　　 　　　と検索してください。ろうきん　店舗　　検  索

日本全国
633店舗

4
日本全国に633店舗もあって
離島にも店舗があるんだよ。

3

ろうきんは、はたらく人ならどなたでもご利用いただけます。労働組
合の組合員の方々は、労働組合やろうきんにお気軽にお申し出ください。
また、お勤め先に労働組合がなくても、カンタンな手続きでご利用にな
れますので、お近くのろうきんにお気軽にお問い合わせください。
生協を利用している方、パート・アルバイトの方、学生の方もご利用
いただけます。
ろうきんにとって、たくさんのはたらく人たちに利用してもらうことも、
大切な役割のひとつです。

ご利用いただくにあたって、もっと詳しくお知りになりたい方は、
最寄りのろうきんにお気軽にお問い合わせください。

ろうきんの利用

はたらく人なら誰でも使えるんだ。

○○商店

○○会社

パート・アルバイトOK!

5 6

ろうきんの店舗
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ろうきんのカード

7 8

ろうきんに口座を作って給与振込しよう!
メリット ① ATM 手数料がおトク !　
 ②ローン金利が引き下げになる事も !
 ③ろうきんダイレクト（インターネットバンキング）が便利 !
 ④「ろうきん口座開設アプリ」を使ってスマホから簡単に申込できる ! 来店不要 !

5
いろんなATMで使えて
引出し手数料が
すぐ戻ってくるんだって！

ワンポイント
アドバイス

ろうきんのキャッシュカードなら

※1	 セブン銀行での19：00〜翌朝7：00のお引出しは108円（税込）の手数料がかかりますが、手数料を即時キャッシュ
バック致します。（一部ろうきんを除きます。詳細はお取引のろうきんにご確認ください。）

※2	 全国のろうきんでは「お引出し」された際のご利用手数料をお戻しする「キャッシュバックサービス」を行っています。
	 サービスの名称・内容は各ろうきんで異なりますので、お取引の〈ろうきん〉ホームページなどでご確認ください。
※3	 ローンカードはご利用いただけません。

〈ろうきん〉のキャッシュカードは、全国の〈ろうきん〉はもち
ろん、右ページにあるコンビニ 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※ 1」でご利
用いただけます。
また、その他全国の銀行などの ATM でもご利用いただけ、全
国の〈ろうきん〉では、お引出しされた際のご利用手数料を即時
お戻しする「ATM 引出し手数料キャッシュバックサービス※ 2」
を行っています。

〈ろうきん〉のキャッシュカードなら、急に現金が必要になった
時も近くのコンビニ ATM などから引出しができて便利です！

※1

※2

※3
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ろうきんの商品とサービス
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60 代50 代40 代30 代20 代

ろうきんでは、それぞれのライフステージに応じた各種商品・サービス
を用意しています。中でも財形貯蓄をはじめ積立型商品の人気が高いのが、
ろうきんの特徴です。

詳しくお知りになりたい方は、インターネットで　　　　　　　と検索してください。商品・サービスの詳細は、お取引のろうきんのホームページをご覧ください。

たとえば、買いたい車の購入費用が 200 万円の場合、月 ２々万円の積立てだと、
５年間で 120 万円（＋利息）貯まります。そして残りの 80 万円程は自動車ローンを
利用する、などといった賢い貯蓄をお勧めします。

（イメージ）

●自動車ローン

●教育資金
　（例：エース預金）

●セカンドライフ資金
　（例：財形年金・ iDeCo）

●子ども結婚資金
　（例：エース預金）

●積立資産の利用
　（例：財形年金・ iDeCo の受取）

●退職金の運用
　（例：定期預金）

●住宅ローン ●教育ローン

結婚 出産

幼稚園
小学校

退職 夫婦
旅行

中学校

高校

大学
入社 マイカー

海外
旅行

孫誕生

子ども
結婚

●マイホーム資金
　（例：財形住宅）

●結婚資金
　（例：一般財形）

財形貯蓄＆積立定期預金（エース預金）
目的で選べる様々なタイプの積立型預金です。財形貯蓄は給与天引きでシッカリ貯められます。

ろうきんダイレクト（インターネットバンキング）
いつでもどこでも、インターネットのつながるパソコン、スマートフォンで残高の照会や振替、振込
がご利用いただけます。

給与振込
コンビニ ATM などが便利に使えて、ローン金利が引き下げになる事もありますのでメインバンクと
してオススメします。

総合口座&キャッシュカード
出し入れ自由のメイン口座です。提携 ATM の拡充、手数料の無料化・キャッシュバックサービスで、
便利なサービスを提供しています。

カードローン（マイプラン）
はたらく人の立場に立った低利なカードローンです。不意な出費や急なご入用に備えることができます。

6

ワンポイント
アドバイス

若い方にオススメしたいろうきんスタートパック

ライフステージに応じた預金・ローン

あなたの生活（いま）と
生涯設計（みらい）を応援してくれるよ。
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ろうきんの商品とサービス
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上手なお金の貯め方

11 12

毎月の生活費から余った分で貯蓄をするのでは計画性がなく、“結局貯まらな
かった！”ということになりかねません。では、お金を使う前に貯めるという方
法はどうでしょうか？
例えば、会社で手続きができる「財形貯蓄」なら、毎月の給料を手にする前に、
指定した金額が自動的に貯蓄されます。そのため、知らず知らずのうちにお
金が貯まるというわけです。
また、財形貯蓄には積立の目的によっては利息に税金がかからない非課税財形

（住宅・年金）もありますので、まずはお金を貯める仕組みを作ってみましょう！

お金を貯めるコツ
　　 給　料 　ー　 生活費 　= 　貯　蓄

   給　料 　ー　貯　蓄 　= 　生活費 

非課税財形
通常、預金利息には、20.315％の税金がかかりますが、
財形貯蓄（住宅・年金）の場合、貯蓄残高550万円（住宅・
年金の合計額）まで利息が非課税となります。ただし、
住宅・年金目的以外の払出しをする場合には他の預金と
同様に税金がかかります。

③財形年金
公的年金制度が不透明さを増しています。
私的年金で老後に必要となるお金を貯めましょう。

②財形住宅
住宅の購入、建替やリフォームに必要となるお金を貯
めましょう。

①一般財形
車の購入や結婚など、将来のライフイベントに必要と
なるお金を貯めましょう。利息は課税されますが、一
時的な払戻が可能です。

エース預金
お勤め先に「財形貯蓄制度」が導入されていない場合でも様々なライフプランに合わせて自由に積立ができます。

つみたてNISA
2018 年にはじまった、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。
投資初心者をはじめ、幅広い年代の方（20 歳以上）にとって利用しやすい仕組みとなっています。

（19 歳以下の方にはジュニア NISA という制度があります。）

利息が
非課税

※お勤め先に「財形貯蓄制度」が導入されていない場合は、  ご利用
　いただけません。

7

積立定期預金（エース預金）

つみたて NISA

財形貯蓄〜給料から天引きで積立できる預金〜
ワンポイント
アドバイス

ワンポイント
アドバイス

お金を貯めるには実は“コツコツ”が近道。
“自動的に貯まる仕組み”を作りましょう!
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自分で育てる年金 iDeCo ろうきんのローン

13 14

自動車ローン（カーライフローン）
運転免許の取得、新車・中古車の購入、車検、オートバイ
などの購入資金にご利用いただけます。また、他金融機関、
ディーラーローンの借換にもご利用いただけます。

住宅ローン
住宅取得・増改築などにかかわる費用全般や借換にご利用いた
だけます。また、公的な融資ともあわせてご利用いただけます。

カードローン（マイプラン）
不意な出費や急なご入用などくらしの様々な資金に繰り返し
ご利用いただけます。

教育ローン
入学金・授業料など教育資金全般や借換にご利用いただけ、
低利なだけでなく元金返済の据置期間もあるため利用しや
すくなっています。また、必要の都度、借入れが可能な教
育ローン（カード型）もあります。

お申込みや書類作成などのお手続きに
つきましては、ろうきんにお問い合わせください。

少子高齢化が急速に進む中、将来自分がちゃんと年金をもらえるか不安を抱
く方も多いと思います。今後、年金支給開始年齢の引き上げ、年金支給額
の減額などがさらに進む可能性は否定できません。これからの時代、年金は
国だけでなく自分でも育てていくことが大切になります。
自分で年金を作る方法は、財形年金や個人年金保険などいくつかありますが、
2017 年 1 月から始まったのが iDeCo（イデコ）、（個人型確定拠出年金）
です！節税メリットが大きく、現役世代ならだれでも利用ができます。

●ろうきんは、あなたにぴったりのローンを提案し
ます。

●まずはお近くのろうきん、労働組合にご相談くだ
さい。インターネットからもご相談や申込など
のお手続きが可能です。

●ご相談やお申し込みの際は、以下の書類をご用意
いただくとご案内がスムーズです。

①ローンの対象となるものの見積書や
　売買契約書など、価格・概要がわかるもの
②ご本人を確認できる運転免許証や
　健康保険証など
　  ※お取引内容によって必要書類が異なります。

https://rokin-ideco.com/

※お勤めの企業に企業型確定拠出年金がある場合、個人型確定拠出年金の加入にあたっては事業主へ確認が必要です。
※個人型確定拠出年金は、60歳まで原則引出す事ができないなど、留意点があります。詳しくは上記のサイトをご覧ください。

掛け金が
全額所得控除

運用益に税金が
かからない

iDeCo（イデコ）の

受取時にも
税金が優遇される

メリット1 メリット2 メリット3

老後のおカネが不安なら
iDeCo（イデコ）で
おトクに年金を育てよう。

ローンを利用するなら、
まずはろうきんや労働組合に
相談してみよう。

¥

8 9
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上手なローンの利用方法

15 16

どこがよかった？・〜先輩たちの声〜

詳しくお知りになりたい方は、インターネットで　　　　　　　と検索してください。まずは、まわりの先輩に聞いてみてください！

●ローンの相談が他の金融機関に比べて
気軽にできる !

●生涯にわたって生活を応援してくれる！

●職場にろうきん職員が来てくれるので、わざわざろうきんの
お店に行かなくても相談・手続きができる！

●コンビニATMから引出しができる！ 
しかも手数料がかからない！

●健全経営だから、お金を安心して
　預けられる！

●他の金融機関に比べてローン金利が低い！

クルマや住宅など、将来取得したいものがあるなら、少しずつでも貯蓄を
することから始めましょう。
それでも必要なお金が足りなくてローンを利用するなら、毎月の返済額は
給料の 3 割以下が目安と言われています。借りる前に、金利と返済総額
を十分に確認し、最後まで返済できることをシミュレーションするなど

「返済計画」を作りましょう。
ろうきんなら、上手なローンの利用の仕方を無料で相談できます。
また、既に借りているローンの金利が高い場合は、ろうきんで借
換えれば返済総額を減らせるかもしれませんので、利用中のロー
ンの書類を持ってろうきんに相談しましょう。

近年、減少傾向にあった自己破産件数が 2016 年度より増加しており、多重債務問題
が再燃するおそれが見え始めています。すでに他社で借入中の方は、利用中のローン
金利が高くないか、ろうきんと比べてみましょう。

10 11

便利 !

親切 ! 安心 !

ワンポイント
アドバイス

先輩たちの声

ローンを利用する時には、
金利と返済総額に注意！！
いくら借りられるか？よりも
いくらなら返せるか？が大切！

実際にろうきんを利用してる
先輩に話を聞いてみよう！
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ろうきんの運営 ろうきんの運用

17 18

労働組合などの会員は、職場の代表者を“ろうきん推進委員※”に任命します。“ろうきん推進委員”は、組合員
の生活に役立つろうきんのサービスや相談会の情報提供を行ったり、「カードローンの返済に困っている」「Ａ
ＴＭ 手数料が負担」「子供の将来のための貯蓄をしたい」などといった組合員のお金に関する悩みをろうきん
に伝え、解決しています。“ろうきん推進委員”が、会員とろうきんの橋渡しの役割を務めることで、組合員の
より良いくらしを実現しています。ろうきんの運営には、“ろうきん推進委員”という“ろうきん運動の推進リー
ダー”の役割が大変重要となります。
※各ろうきんで呼称は異なります。

ろうきん推進委員は橋渡し役（ろうきん運動の推進リーダー）

“ろうきん推進委員”が
ろうきんの運営を
サポートしているよ。

ろうきんの預金残高※の約 87％、融資残高の約 98％が、個人の方との取
引で、企業との取引が多い一般の銀行とは大きく異なります。営利を目的
としない協同組織の福祉金融機関として、はたらく人からお預かりしたお
金を、はたらく人の生活を豊かにするために貸し出しています。
※預金は譲渡性預金を除きます。 

■ろうきんの融資使途別残高と構成比

一般住宅資金
10兆 7,087 億円

87.6％
合計 12 兆2,248 億円

生活資金 1兆2,477億円
10.2％

〈健全経営の証〉
自己資本比率

（2017 年 3 月末、単体）

11.02％

事業性資金 2,681 億円
2.2％

※資料：労金協会調べ（2017 年 3 月末）

約 98％が
個人融資

自己資本比率とは？
リスクを持つ資金に対する自己資本の割合を示すもので、金融機
関における経営の健全性を判断する指標の一つです。国内業務の
みを行う金融機関が最低限必要な比率は 4％とされていますが、
2016 年度末の自己資本率はその基準を大きく上回る 11.02％と
なり、安心してご利用いただける水準となっています。

12 13

ろうきんの情報やサービスを
組合の仲間たちに伝える

僕たち職場の仲間の想いを
ろうきんに伝える

新しいサービスが
できたんです。
それと相談会も
やります

住宅ローンの返済額を
もう少し減らしたい

カードローンの
返済に困っている

子供の教育費の
積み立てをしたい

組合員

組合員

組合員

了解
しました

うん
うん

推進委員

ろうきん

はたらく人から預かったお金を
お金が必要なはたらく人に
貸し出しているよ。



ろうきんの運営 ろうきんの運用

17 18

労働組合などの会員は、職場の代表者を“ろうきん推進委員※”に任命します。“ろうきん推進委員”は、組合員
の生活に役立つろうきんのサービスや相談会の情報提供を行ったり、「カードローンの返済に困っている」「Ａ
ＴＭ 手数料が負担」「子供の将来のための貯蓄をしたい」などといった組合員のお金に関する悩みをろうきん
に伝え、解決しています。“ろうきん推進委員”が、会員とろうきんの橋渡しの役割を務めることで、組合員の
より良いくらしを実現しています。ろうきんの運営には、“ろうきん推進委員”という“ろうきん運動の推進リー
ダー”の役割が大変重要となります。
※各ろうきんで呼称は異なります。

ろうきん推進委員は橋渡し役（ろうきん運動の推進リーダー）

“ろうきん推進委員”が
ろうきんの運営を
サポートしているよ。

ろうきんの預金残高※の約 87％、融資残高の約 98％が、個人の方との取
引で、企業との取引が多い一般の銀行とは大きく異なります。営利を目的
としない協同組織の福祉金融機関として、はたらく人からお預かりしたお
金を、はたらく人の生活を豊かにするために貸し出しています。
※預金は譲渡性預金を除きます。 

■ろうきんの融資使途別残高と構成比

一般住宅資金
10兆 7,087 億円

87.6％
合計 12 兆2,248 億円

生活資金 1兆2,477億円
10.2％

〈健全経営の証〉
自己資本比率

（2017 年 3 月末、単体）

11.02％

事業性資金 2,681 億円
2.2％

※資料：労金協会調べ（2017 年 3 月末）

約 98％が
個人融資

自己資本比率とは？
リスクを持つ資金に対する自己資本の割合を示すもので、金融機
関における経営の健全性を判断する指標の一つです。国内業務の
みを行う金融機関が最低限必要な比率は 4％とされていますが、
2016 年度末の自己資本率はその基準を大きく上回る 11.02％と
なり、安心してご利用いただける水準となっています。

12 13

ろうきんの情報やサービスを
組合の仲間たちに伝える

僕たち職場の仲間の想いを
ろうきんに伝える

新しいサービスが
できたんです。
それと相談会も
やります

住宅ローンの返済額を
もう少し減らしたい

カードローンの
返済に困っている

子供の教育費の
積み立てをしたい

組合員

組合員

組合員

了解
しました

うん
うん

推進委員

ろうきん

はたらく人から預かったお金を
お金が必要なはたらく人に
貸し出しているよ。



社会貢献活動
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ろうきんは、はたらく人のくらしを豊かにするために、労働組合とその組合員
を直接支援するだけでなく、福祉事業団体や国・地方自治体と連携し、様々
な制度づくりや制度の改善に取組んでいます。協同組織の福祉金融機関とし
てできることを考え、積極的に取組んでいます。

ろうきんは、社会貢献活動を積極的に展開して
います。
また、震災復興支援定期預金（利息を被災地
に寄付）や社会貢献定期預金（利息の一部を社
会貢献目的に利用）、勤労者生活支援特別融資
制度（雇用環境悪化に伴う生活資金融資）など、
ろうきんの事業そのものが社会貢献につながっ
ているものも少なくありません。様々な活動を
通し、人と地域と環境に優しい社会づくりをめ
ざしています。

次代の担い手の育成
●労働者福祉基金を通じた奨学金給付

や文化事業への援助
●中学・高校・大学など学校での消費

者金融教育を実施
●学童野球やジュニアサッカー大会な

ど青少年の育成活動

人

高齢社会に即した
社会福祉
●高齢者のグラウンドゴルフ大会

などを支援
●車椅子対応の ATM の設置
●入浴車・車椅子などを福祉施設

に寄贈

地域
環境保護活動

●清掃活動や森林ボランティア
●地域の公共施設への苗木寄贈
●環境保護預金などによる環境保護

活動の助成
●「ろうきん森の学校」開設

環境http://www.rokinren.com/csr/
CSR 活動は上記サイトでも
紹介しています。

ろうきん CSR 広場

①福祉金融機能の発揮
はたらく人をサポートするため国・
地方自治体と連携し、低利な福祉
ローンなどを提供しています。

②労働組合の支援
組合員のライフプランを支援する
ため、 様 々 な 商 品や サ ービ スを
提供し、労働組合の自主福祉活動
をバックアップしています。

③低利な融資商品の提供
営利を目的としない福祉金融機関と
しての独自性を発揮し、住宅・自動
車・教育などの分野で低利な融資商
品を提供しています。

④利用機会の拡大
労 働 組 合 の な い 職 場 ではたらく
方々、パート・アルバイトとしてはた
らく方々、退職された方々にもご利
用いただけるよう取組んでいます。

⑤福祉事業の助成
生活協同組合や NPO などへ事業
資 金を供 給し、 福 祉 事 業 団 体に
対する金融センターの役割を発揮
しています。

⑥多重債務の予防
多重債務問題の解決・予防策や正
しいローン・クレジットの利用方法
など、相談や情報の提供に努めて
います。

⑦財形制度の改善
財 形 貯 蓄 制 度 の 改 善 を 目 指し、
労 働 福 祉 団 体 と 連 携しな がら、
よりよい財形制度づくりに努めて
います。

⑧退職金・年金問題への支援
退職金・企業年金を守る取組みをサ
ポートし、退職後の資産形成をお
手伝いしています。

14
ろうきんって復興支援や
勤労者支援もしてるんだ！

15
「協同組織の福祉金融機関」として
みんなの生活を支える社会的な
役割を担っているよ。

福祉事業への支援
● NPO 事業資金融資や助成金の

取扱い
●中小企業勤労者福祉サービス
　センターなどへの支援

社会的役割
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1950 年 岡山と兵庫でろうきんが設立
1952 年 炭労・電産ストに際し生活資金融資

1953 年 労働金庫法施行
西日本水害関係・年末賃金関係等政府資金融資導入

1959 年 伊勢湾台風被災緊急融資
1964 年 新潟地震災害に伴う特別融資
1971 年 「勤労者財産形成促進法」（財形法）制定に尽力
1972 年 財形貯蓄の取扱開始
1983 年 全国統一「サラ金対策キャンペーン」を展開

1995 年 阪神・淡路大震災に際し特別融資や 
震災遺児支援定期預金「応援＜エール＞30」発売

1998 年 「勤労者生活支援特別融資制度」を創設
※不況による収入減少者を救済

1999 年 郵便貯金（現ゆうちょ銀行）との ATM 提携開始
※入金手数料の無料化

2002 年 確定拠出年金の業務開始　※企業年金対策・支援業務を開始

2004 年 セブン銀行との ATM 提携開始
※利用手数料０円（7:00〜19:00）を実現

2007 年 「生活応援運動」を全国のろうきんで展開
※多重債務に陥った勤労者の救済

2008 年 イオン銀行との ATM 提携開始　※利用手数料０円を実現

2011 年 東日本大震災に際し特別融資や震災遺児支援策を全国で展開
2014 年 ATM 提携サービスの拡充　※セブン銀行利用時間を24 時間化

2016 年
イーネット、ローソン・エイティエム・ネットワークス、ビューカー
ドとの ATM提携開始 ※利用手数料０円を実現
熊本地震に際し特別融資などの支援策を展開

ROKINの頭文字の「Ｒ」を
鳥の親子で表現しています。

ろうきんは、1950 年に岡山と兵庫に設立さ
れると短期間で各都道府県に広がり、現在で
は日本全国のエリアを 13 の労働金庫のネット
ワークでカバーしています。設立以来ずっと、
はたらく人のくらしを守る活動や被災者支援な
ど、日本で唯一の協同組織の福祉金融機関と
してその役割を果たしています。

ロゴマークは鳥の親子を表し、愛とやさしさ、親から子へと引き
継がれるろうきんの運動を意味し、親近性を伝えています。そして、
はばたく鳥は、より発展するろうきんの飛翔を表現。ブルーのシ
ンボルカラーは、「知性」「未来」「希望」を意味し、ろうきんの基本
理念が表現されています。

●本名： ロッキー
 ７月７日生まれ
 ラッキー家の長男
●出身： ハッピー星ロッキー村
●体長： 17cm（公称）
●体重： 777g
●特技： 他人のため息に鋭く反応し、その人のために

必ず何かをしてあげるアイデアマン。まだ
本人も気が付いていないパワーがあるらしい。

●本名： ピンキー
 3 月 3 日生まれ
 ロッキーの妹として生まれる。
●出身： 地球のバンクアイランド
●体長： 9cm（公称）
●体重： 333g
●特技： ピンキーを 3 秒見つめていると、誰もが

「ピンキーを守ってあげなければ」と思
わせる不思議な力があります。

マスコットキャラクター

■ろうきんの歩み

これからも利用者の立場に立ったサービスの
向上、自然災害（台風・水害・地震など）への対応、
雇用環境の変化への対応などに取組んで
いきます。

ろうきんの歩み ろうきんのマーク16 17

http://all.rokin.or.jp/movement/
ろうきんの歴史や取り組みが 5 分で
わかります。

ろうきんが 5 分でわかる本
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はばたく鳥は、より発展するろうきんの飛翔を表現。ブルーのシ
ンボルカラーは、「知性」「未来」「希望」を意味し、ろうきんの基本
理念が表現されています。

●本名： ロッキー
 ７月７日生まれ
 ラッキー家の長男
●出身： ハッピー星ロッキー村
●体長： 17cm（公称）
●体重： 777g
●特技： 他人のため息に鋭く反応し、その人のために

必ず何かをしてあげるアイデアマン。まだ
本人も気が付いていないパワーがあるらしい。

●本名： ピンキー
 3 月 3 日生まれ
 ロッキーの妹として生まれる。
●出身： 地球のバンクアイランド
●体長： 9cm（公称）
●体重： 333g
●特技： ピンキーを 3 秒見つめていると、誰もが

「ピンキーを守ってあげなければ」と思
わせる不思議な力があります。

マスコットキャラクター

■ろうきんの歩み

これからも利用者の立場に立ったサービスの
向上、自然災害（台風・水害・地震など）への対応、
雇用環境の変化への対応などに取組んで
いきます。

ろうきんの歩み ろうきんのマーク16 17

http://all.rokin.or.jp/movement/
ろうきんの歴史や取り組みが 5 分で
わかります。

ろうきんが 5 分でわかる本
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事業規模は、設立以来年々増加し、現在では預金が 19 兆 2,456 億円、貸出金が 12 兆 2,248 億円となり、
はたらく人のお金が、同じはたらく人のために有効に使われています。

（注）会計年度：2016 年 4 月1日〜2017 年3月31日、計数は単体ベースのものです。預金は譲渡性預金を含みます。

財形貯蓄は、契約件数285万件でお預かり残高は3兆8,218億円。
ろうきん業態は、2004 年度以降、契約件数、貯蓄残高ともにずっと１位となっています。

（2017年3月末現在）

設立以来、預金も貸出金も年々増加。
はたらく人からお預かりしたお金が、
はたらく仲間のために有効に使われています。

ろうきんの財形貯蓄は、
契約件数も貯蓄残高も「日本一」！

ろうきんの事業規模 ろうきんの財形貯蓄

■預金残高・融資残高の推移（各年度末） ■ろうきんの概況

（2017 年３月末）

労働金庫数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 金庫

店舗数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 633 店舗

会員数 ・・・・・・・・・・・・・・・ 132,338 会員

間接構成員数 ・・・・・・・・・・ 1,066万人

預金残高 ・・・・・・ 19 兆 2,456 億円

融資残高 ・・・・・・ 12 兆 2,248 億円

役職員数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・10,693 人

1950年

3,700万円

6,000万円

297億円

431億円

3,052億円

3,684億円
1兆 9,604億円

2兆9,678億円

7兆847億円

12兆353億円

17兆232億円
19兆2,456億円

3兆4,853 億円

7兆 6,213億円

11兆 3,725億円
12兆2,248 億円

1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 2010年 2016 年

融資残高

預金残高

ろうきん 都市銀行

4兆円

3兆円

2兆円

1兆円

0
地方銀行 信託銀行 生命保険会社

3兆8,218億円
3兆6,181億円

1兆7,797億円
2兆134億円

1兆4,595億円

※単位未満切り捨て ※厚生労働省調べ（2017 年 3 月末現在）

■主要業態別 財形貯蓄契約件数 ■主要業態別 財形貯蓄残高

112万件 

ろうきん 都市銀行

300万件

250万件

200万件

150万件

100万件

50万件

0
地方銀行 信託銀行 生命保険会社

185万件

103万件 93万件

46万件 31万件

12万件 14万件

16万件
17万件
3万件

74万件

25万件

20万件
5万件

14万件

285万件 

135万件 

77万件 
52万件 

財形住宅

財形年金

一般財形
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北海道労働金庫
TEL：0120-510-926

（北海道）

近畿労働金庫
TEL：0120-191-968

（滋賀・奈良・京都・大阪・和歌山・兵庫）

東北労働金庫
TEL：0120-1919-62

（青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島）

中国労働金庫
TEL：0120-86-3760

（鳥取・島根・岡山・広島・山口）

中央労働金庫
TEL：0120-86-6956

（茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・  
 神奈川・山梨）

四国労働金庫
TEL：0120-505-690

（徳島・香川・愛媛・高知）

新潟県労働金庫
TEL：0120-191-880

（新潟）

九州労働金庫
TEL：0120-796-210

（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・ 
 鹿児島）

長野県労働金庫
TEL：0120-606-150

（長野）

沖縄県労働金庫
TEL：0120-602-040

（沖縄）

静岡県労働金庫
TEL：0120-609-123

（静岡）

労働金庫連合会
TEL：03-3295-9332

北陸労働金庫
TEL：076-231-8000

（富山・石川・福井）

全国労働金庫協会
TEL：03-3295-0718

東海労働金庫
TEL：0120-226-616

（愛知・岐阜・三重）

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。

ろうきんの理念は、①ろうきんの基本姿勢、②目的、③組織、④運営の４つの枠組みで構成されています。
銀行法に基づく他の金融機関が「国民経済の発展に資する」ことを目的にするのに対し、わたしたちろうきんは、
労働金庫法を基に経営理念を定め、「はたらく人の経済的地位の向上に資すること」を目的に、夢と共感を
創造する福祉金融機関として存在しています。

※ＱＲコードで各労働金庫のホームページをご覧になれます。　※ (　 ) 内は営業エリア   

ろうきんのネットワーク ろうきんの理念
全国13のろうきん、633 店舗で
はたらくあなたとつながります。
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