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内部管理態勢について あゆみ
「内部管理基本方針」を定め、あらゆるリスクから大切なお客さまを“お守り”する
態勢の整備と実効性の確保に努めております。
コンプライアンスの徹底は経営の最重要事項
当金庫は地域から生まれ、地域と共生する信用金庫として、お客さ
まに安心してお取引をいただけるように、業務の健全性および適
切性を確保し、信用と信頼の醸成と向上に努めてまいります。「コ
ンプライアンス基本方針」「コンプライアンス基本方針細則」を制
定するとともに、役職員が遵守すべき行動基準を示した「コンプラ
イアンスマニュアル」を策定、常時研修等を実施し、健全な企業文
化の醸成、コンプライアンスの徹底を図っております。
また、コンプライアンスの徹底は経営の最重要事項と定め、年度ご
とに「コンプライアンス・プログラム」を策定し本部各部をはじめ、
諸施策の実行に取り組んでおります。

お客さまに安心してお取引いただくために
お客さまの大切な金融資産や情報を安全・確実に“お守り”するた
めに「個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）」を策定し、厳格
な取り扱いを行っております。
また、多様な金融商品をお勧めするにあたり「金融商品に係る勧誘
方針」を定め、お客さまがご理解、ご納得いただけるまで誠心誠意
ご説明を尽くすべく、全役職員が真摯に取り組んでおります。
そして、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して
は、断固たる姿勢で臨むべく「反社会的勢力に対する基本方針」を
定め、関係遮断に向け取り組んでおります。

リスク管理態勢について
金融機関を取り巻く環境は日々変化しています。当金庫では、お客
さまに安心してお取引いただくためにリスクの種類ごとにそのリ
スクの管理方針と組織体制を定め、合理的で効率的なリスク管理・
運営態勢の構築に向け、継続的な改善を実施しております。

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止への対応
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止が、国際社会に
おいて金融機関に求められる責務であることを認識しております。
お取引いただく全てのお客さまと、当金庫の役職員が、マネー・
ローンダリングおよびテロ資金供与に関与、または、巻き込まれる
ことを防止し、以て健全な金融システムの維持・発展に寄与するた
めに、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策委員会（委員
長：リスク管理部担当役員）」を中心に、法令・規則等を順守し、マ
ネー・ローンダリング及びテロ資金供与を防止するための態勢整
備に努めております。
そのため、「取引時確認の対応」等、法令による確認のほか、お取引
の内容や、お客さまに関する情報について追加の確認をお願いす
る場合がございます。お客さまにはご負担をお掛けいたしますが、
ご理解ご協力をお願い致します。

■リスク管理体制図� （2021年7月現在）

情報セキュリティ対策
セキュリティポリシーに基づき、情報資産の適切な保護に向け、安
全対策を有効に機能させるために各種規程の整備と、継続的な教
育・研修を実施しております。
オンラインシステムは、しんきん共同センターと巣鴨信用金庫本
支店間を広域イーサネットで結んでおり、専用線と同等の高いセ
キュリティを実現しております。
また、近年拡大しているサイバー攻撃に対応するために、外部から
の不正アクセスの監視や遮断、ウイルス検知機能などセキュリ
ティ対策を強化しています。すがも内のネットワークパソコンは
記録媒体（USBメモリ等）を接続する機能をなくし、情報を外部に
コピーすることを不可能にするとともに、外部からのウイルスの
侵入も防いでおります。
「インターネットサービス」を安全にご利用いただくため、フィッ
シング・不正送金対策ソフト「PhishWall（フィッシュウォール）プ
レミアム」を、「インターネットバンキング」専用ウイルス対策ソフ
トとして「Rapport（ラポート）」を無償で提供しております。また、
インターネットバンキングサービスご利用時のセキュリティを高
めるため、法人のお客さまには原則「電子証明書ログオン方式およ
びトークンによるワンタイムパスワード」をご利用いただいてお
ります。個人のお客さまについても、「トークンによるワンタイム
パスワード」を導入しており、より安全にお取引いただく環境を整
えております。
また、サイバーセキュリティ管理態勢を強化するため、すがも
CSIRTを設置しております。より安全にお客さまにサービスをご利
用いただけるよう、今後もセキュリティ対策に努めてまいります。

裁判外紛争解決手続きの利用促進に関する法律に基づく
苦情処理措置・紛争解決措置（金融ADR）
お客さまからのご要望・苦情・紛争などにつきましては「営業店」、
または「お客様相談室」で承っております。
紛争の解決については、当金庫営業日に下記「お客様相談室」、また
は「全国しんきん相談所」にご相談いただければ「東京弁護士会」等
をご紹介致します。また、お客さまから各弁護士会に直接申し立て
いただくことも可能です。
※	詳しくは当金庫Webサイトまたは営業店備え置きのパンフレットをご覧くだ
さい。

お客様相談室 0120-45-0690
全国しんきん相談所 ☎03-3517-5825
東京弁護士会	紛争解決センター ☎03-3581-0031
第一東京弁護士会	仲裁センター ☎03-3595-8588
第二東京弁護士会	仲裁センター ☎03-3581-2249

1922年（大正11年）	 4月「有限責任信用組合巣鴨町金庫」創立
（当時の巣鴨町・西巣鴨町及び周辺地域の方々
の相互扶助を目的に地元の繁栄と発展を願い
創業）高木新太郎	組合長就任

1934年（昭和9年）	 8月 桑澤松吉	組合長就任

1935年（昭和10年）	 9月 中田庄次郎	組合長就任

1936年（昭和11年）	 2月 高木作太郎	組合長就任

1943年（昭和18年）	 2月 荒井寛治	組合長就任

1946年（昭和21年）	 4月 田島豊作	組合長就任

1948年（昭和23年）	 6月「有限責任巣鴨信用組合」と名称変更
1949年（昭和24年）	 4月「巣鴨信用組合」と改組改称

田村福太郎	組合長就任
1951年（昭和26年）	10月 信用金庫法により「巣鴨信用金庫」と組織変更
1952年（昭和27年）	12月 板橋支店が開設2年目にして優良店舗として

「日銀総裁賞」の表彰を受ける
1956年（昭和31年）	12月 本店新築

1961年（昭和36年）	 6月 預金量：100億円達成

1965年（昭和40年）	 4月 日本銀行歳入代理店業務	取扱い開始
1966年（昭和41年）	 9月 板橋支店が預金100億円達成で「全国の信用金

庫の支店の中で預金量日本一の支店」となる
1967年（昭和42年）	 2月 理事長	田村福太郎	逝去、勲四等瑞宝章を受章

	 3月 田村冨美夫	理事長就任
1970年（昭和45年）	 4月 旅行定積「万国博旅行」に9,000名のお客さま

が参加（～8月まで実施）
	 5月 埼玉県内初店舗、戸田支店開設

10か店舗網完成（預金量：716億円）
1971年（昭和46年）	 6月 東京手形交換所直接交換に加盟
	 12月 預金量：1,000億円達成、

出資金：772百万円、会員数：26,102名
1973年（昭和48年）	 9月 総合オンラインシステム稼動

1974年（昭和49年）	 7月 CD（キャッシュディスペンサー）設置

1975年（昭和50年）	10月 現本店完成
1980年（昭和55年）	 1月 首都圏信用金庫として

初のパーヘッド3億円突破
	 4月 20か店舗網完成（預金量：3,430億円）
1982年（昭和57年）	 2月 外国為替公認銀行として外国為替業務

取扱い開始
	 10月 ATM導入

1983年（昭和58年）	 5月 研修会館竣工（創立60周年記念事業）

	 6月 国債の窓口販売業務	取扱い開始
	 12月 預金量：5,000億円達成、

出資金：1,963百万円、会員数：46,546名
1984年（昭和59年）	 1月 財団法人	福太郎奨学財団設立

（創立60周年記念事業）
1985年（昭和60年）	10月 30か店舗網完成（預金量：5,440億円）

1989年（平成元年）	 4月 海外コルレス業務開始
	 11月 預金量：1兆円達成、

出資金：2,666百万円、会員数：56,404名
1990年（平成2年）	 1月「すがも」ファームバンキングサービス

取扱い開始
1991年（平成3年）	 9月 第1回「こどもの世界芸術祭」

発表展示会・表彰式
1992年（平成4年）	 5月「おもてなし処」スタート

	 12月 40か店舗網完成（預金量：1兆1,941億円）

1993年（平成5年）	 2月 コルレス契約包括承認

	 4月 私募債の受託業務	取扱い認可

1994年（平成6年）	 1月「お地蔵さん預金」日経金融新聞賞受賞

	 10月 信託代理店業務	取扱い開始
1995年（平成7年）	 1月 信金東京共同事務センターのオンラインシス

テムに加盟
	 12月 懸賞金付定期預金「初夢」発売
1997年（平成9年）	 5月 信用金庫法改正により

員外監事	会計監査人を選任
田村和久	理事長就任

1998年（平成10年）	 6月 相談役	田村冨美夫	逝去

	 9月 サービスデスクアフター3全店実施

1999年（平成11年）	 2月 ATM入出金手数料無料化スタート

	 7月 国債保護預かり手数料の無料化

	 10月 年金「孫の手サービス」スタート

2000年（平成12年）	 5月 ATM全店365日稼動スタート

	 6月「おもてなし処」信用金庫社会貢献賞受賞

2001年（平成13年）	 4月 損害保険の窓口販売を開始
2002年（平成14年）	 6月 ぎょうかく・チャレンジセンター新築オープン

（創立80周年記念事業）
	 8月 年金受給5万件突破

	 10月 生命保険窓口販売（定額年金保険）を開始

2004年（平成16年）	 4月「企業の採用活動満足度ランキング」で“No.1”に

2005年（平成17年）	 4月「おもてなし処」ご来場者50万人突破

	 10月 立教大学大学院寄附講座開講
2006年（平成18年）	 1月「がんじがらめの安心口座“盗人御用”」

日経優秀製品・サービス賞受賞
	 11月 文部科学省選定「派遣型高度人材育成協同プラ

ン」で立教大学大学院と連携
2007年（平成19年）	 6月 書籍『ホスピタリティ』発行

	 8月 年金受給7万件突破

2009年（平成21年）	 2月 第1回すがもビジネスフェア「四の市」開催

	 6月 43店舗目となる「新座支店」開設

	 9月「すがも事業創造センター（S-biz）」設立

2010年（平成22年）	12月「すがもチビッ子SOS」スタート
2012年（平成24年）	 1月 日経金融機関ランキングで2年連続

上位ランクイン
	 8月 年金受給9万件突破

	 11月 経営革新等支援機関に認定

2013年（平成25年）	 2月「でんさいサービス」取扱い開始

	 5月「おもてなし処」ご来場者100万人突破
2014年（平成26年）	 9月 障がい者雇用優良事業所等

厚生労働大臣表彰	受賞
	 10月 デダロ・ミノッセ国際建築賞	受賞

（常盤台支店・志村支店・江古田支店）
2016年（平成28年）	 3月 第6回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞

実行委員会特別賞	受賞
2017年（平成29年）	 6月 職員外理事を選任

2018年（平成30年）	 5月 首都交通対策協議会会長賞（知事感謝状）受賞
2019年（平成31年）	 4月 しんきんバンキングアプリサービス取り扱い開始

	 12月 事業者さまをつなぐWebサイト「縁の市」公開

内部管理態勢について あゆみ

1211 巣鴨信用金庫ディスクロージャー誌 2021巣鴨信用金庫ディスクロージャー誌 2021


