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Ⅰ.ろうきんの過去と現在

1.生い立ち 2.東北労働金庫と全国労金の現状

3.国際的評価（ＩＬＯ報告書）4.法的位置づけ

5.業務 6.ろうきんと銀行の違い

Ⅱ.ろうきんの現在と未来（めざすもの）

1.生活応援運動の展開 2.社会貢献活動

3.共生社会の実現 4.ＳＤＧｓとろうきん

Ⅲ.まとめ

「ろうきん」って、知ってますか？

生い立ち、現状、そして《めざすもの》は何か！
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ろうきんは
はたらく人がつくった

はたらく人のための金融機関です。

―東北労働金庫の預金と融資―

東北地方に本店がある５８金融機関の中

（ゆうちょ銀行、ＪＡバンクを除く）

預金残高は第７位

融資残高は第８位 です。

（2021年10月末現在）
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それなら、自分たちで
働く人のための金融機
関を作ろう！

こうして、生活が困窮・限界の下で、自らの手で自らの生活を防
衛する必要性を肌身に感じた労働者・労働組合が、お金(出資金)を
出し合って作ったのが「労働金庫」です。

Ⅰ.ろうきんの過去と現在
1.生い立ち①

戦後（1947年から1949年頃）、はたらく人たちは、食糧不足、物資
不足、住宅にも困るという大変な生活苦にありましたが、企業優先の
銀行に頼ることもできず、高利貸しや質屋に頼る状況でした。
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「一人は万人のために万人は一人のために」
ろうきんは生まれました。

Ⅰ.ろうきんの過去と現在
1.生い立ち②

〇1950年に岡山県と兵庫県に誕生し、それからわずか５年間に46都道府県
に設立され、1966年に沖縄県に設立され全国47都道府県すべてにろうきん
が設立されました。

○１９５２年１１月、山形県に設立されました。

＜信用組合山形県労働金庫＞

○1953年には、根拠法となる労働金庫法が定められました。

○２００３年１０月には、５０年の歳月を経て東北６県のろうきんが
一つになり東北労働金庫が誕生しました。

○現在では、全国に13の労働金庫があり構成員1,167万人以上、預金残高
は21兆9,026億円（2021年3月末）を有するまでになりました。東北労働金庫と
全国労働金庫の現状は次ページのとおりです。

※ 生協・農協・労働組合 共通のスローガン
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東北労働金庫 全国の１３労働金庫

２兆１,８６１億円
預 金

（譲渡性預金を含む）
２１兆９,０２６億円

１兆２,７９０億円 融 資 １４兆６,３７４億円

１,１１６人 常勤役職員数 １１,３４０人

５,６３９会員 団体会員数 ５０,１３９会員

８２７,１５０人 間接構成員数 １１,６７０,４５６人

８４億円 出資金 ９７２億円

９.５４％ 自己資本比率 ９.６４％

３５億円 純利益 ２９４億円

７０店舗
（ローンセンター泉、

インターネット東北支店を含む）

店舗数 ６０８店舗

（２０２１年３月３１日現在）

Ⅰ.ろうきんの過去と現在
2.東北労働金庫と全国労金の現状
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ＩＬＯとは、「いずれかの国が人道的な労働条件を採用しな

いことは、自国における労働条件の改善を希望する他の国の障
害となる」というＩＬＯ憲章を基に、国際的に協調して労働者
の権利を保護しようと活動する国際機関。

ＩＬＯの近年の基本理念は、ディーセントワーク（働きがい
のある人間らしい仕事・人間の尊厳に値する仕事）の実現。

ＩＬＯは、2011年来日調査を行い、労働金庫の実態を取りま

とめ「労働金庫：ファイナンシャル・インクルージョンを推進
し成功を収めている労働者の物語」という報告書を作成。

Ⅰ.ろうきんの過去と現在
3.国際的評価～ILO（国際労働機関）報告書①
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「労働金庫は、長年その使命に忠実であっただけでなく

日本の金融市場においてニッチな市場を開拓し、巨大な

商業銀行からの度重なる攻勢も耐え抜いてきた。

（これは、世界の他の労働者銀行にあてはまらないこと）

しかし、労働金庫に関する調査を重ね

る中で、日本で労働金庫が果たして

きた役割の大きさを考えると、

それに相応しい認知度や賞賛

を得ていないということは驚く

べきことである。」

Ⅰ.ろうきんの過去と現在
3.国際的評価～ＩＬＯ（国際労働機関）報告書②

国際的にも高く評価
されているんだよ
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この報告書は、経済危機に耐え、日本において

長年にわたり労働者の生活を支援してきた社会

的良心を有する金融機関の成功事例を紹介する

ことを目的としており、労働金庫の経験・知見

は他の国、特にアジア・太平洋地域に好事例と

して紹介された。

『政治的、イデオロギー的な違いを超えて、福祉は皆の

もの』という精神と共に、労働金庫がその経験とビジネス

モデルを世界に伝えていくことが理想的であると考える。

Ⅰ.ろうきんの過去と現在
3.国際的評価～ＩＬＯ（国際労働機関）報告書③

ＩＬＯは報告書更新のために、2018年9月13日に再来日しました。
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Ⅰ.ろうきんの過去と現在
4.法的位置づけ（1） ｢労働組合｣と<ろうきん>

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目的と
して組織する団体又はその連合団体をいう。

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
向上を図るために、

○ 組合員の雇用を守る役割

○ 賃金を確保する役割

○ 職場環境を改善する役割

○ 組合員の生活を守る役割

などの様々な役割を持っています。

労働組合などが行う、福利共済活動

のうち、金融面での労働者の生活を

サポートする事業を担っています。

例：ライフプランセミナー、

消費者教育、貯蓄の奨励、

多重債務問題の相談、

低金利ローンの提供など

ろうきんは

目的は同じ

労
働
組
合
は
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Ⅰ.ろうきんの過去と現在
4.法的位置づけ（2）労働金庫法

１ 金庫は、営利を目的としてその事業を行ってはならない。

２ 金庫は、その行う事業によってその会員に直接の奉仕を
することを目的とし、特定の会員の利益のみを目的として
その事業を行ってはならない。

３ 金庫は、その事業の運営については、政治的に中立でな
ければならない。

労働金庫法第５条（原則）
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Ⅰ.ろうきんの過去と現在
5.業 務

１ 金庫は、次に掲げる業務及びこれに付随する業務
を行うものとする。

（1）会員の預金又は定期積金の受入れ

（2）会員に対する資金の貸付け

（3）会員のためにする手形の割引

２ 労働金庫は、前項の業務のほか、次に掲げる業務
及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。

（1）為替取引 以下省略

労働金庫法第５８条（金庫の事業）
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Ⅰ.ろうきんの過去と現在
6.ろうきんと銀行の違い

ろうきん 銀行

存立目的

協同組織＜非営利組織＞であ
り、利用者に「より良い金融
サービス」を直接提供すること。

銀行は、「銀行法」に基づく
株式会社であり、株主の利益を
図ることが存立目的です。

利益の
配当方法

結果として利益が出れば、出
資配当金や利用配当金として会
員(=利用者)に還元する。

株主に配当する。株主は会社
法(105条1項1号)により剰余金

配当請求権がある。

議決権

1会員1票制
1,000人の労組も5人の労組も

同じ1票

1株1票制
1,000株の株主は1,000票、5株

の株主は5票
(大株主が経営に大きな影響を

与える)

組 織 協同組合＜非営利組織＞ 株式会社＜営利組織＞

貸出対象 個人・団体(組合など) 企業・個人

①ろうきんの商品・サービス内容は、銀行とほとんど同じです。

②しかし、基本スタンス（目的・運営・運用）がまったく異なります。会員がお互い
に助け合うために資金を出しあい、利用し合うことで運営。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。

ﾎﾟｲﾝﾄ
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」

「生活応援運動」とは？

生活応援運動の「3本柱」

ライフプランに
役立つ〈ろうき
ん〉の商品・
サービスを協働
して提案します。

多重債務などを
未然に防ぐ取り
組みを協働して
展開します。

〈労働組合〉と〈ろうきん〉が力を合わ
せて、はたらく人の生活を守り、改善し
ていく取組みです。

二
人
三
脚

生活応援運動の「3本柱」

「生活設計」

「生活改善」

「生活防衛」

組合員

堅実なライフプラン

の形成

生
活
設
計

生
活
改
善

生
活
防
衛

労働組合

借換えなど、家
計の返済負担を
減らす取り組み
を協働して展開
します。

Ⅱ.ろうきんの現在と未来（めざすもの）
1.生活応援運動の展開
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ろうき

コンビニＡＴＭ手数料「実質ゼロ円」
（利用手数料は、いったんご負担いただく場合がありますが、即時
キャッシュバックいたします。）

【例 ローソン銀行ＡＴＭを利用した場合の手数料比較】
※ 例えば、平日６時以降または休日、週３回、２０歳から７０歳まで５０年利用した場合

２２０円×３回×５２週＝３４，３２０円 ３４，３２０円×５０年＝１，７１６，０００円

※利用状況によっては、コンビニＡＴＭご利用手数料が実質無料のサービスがあります。

会員への奉仕の理念から創設した制度の一例

ろうきん

平日・土日・祝日 ２４時間３６５日お引出し手数料が実質無料
（システムメンテナンスなどにより、毎月第１･第３月曜日の２時から６時
およびハッピーマンデー前日の21時から翌朝６時はご利用いただけません。）

セブン銀行、イオン銀行、イーネット(ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ)、ビューアルッテ
（JR東日本の駅構内など）等も実質無料でご利用いただけます。

お預入れ
お引出しA銀行

0:00
▼

7:00
▼

8:00
▼

月～金

土・日・祝日 220円 休止休止

9:00
▼

18:00
▼

21:00
▼

24:00
▼

220円110円220円

15



ライフサイクルにあわせて

どの位お金がかかるか見てみよう
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ライフプランに対応した財産をどう作るか

その１：目的を持って始める

例えば・・・

 ３年間で１００万円を絶対に貯める！

 ５年後には新車を買う！

 ３年後には海外旅行に行く！

 ３５歳でマイホームを手に入れる！！！

夢を実現！！
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その２：お金（現金）を見ない先取り貯蓄

 一旦、現金を手にして（通帳に入って）しまうと使ってしまうのが人情

 先取り貯蓄は給料天引きで財形預金・エース預金の積立がベスト！

× 収入 － 支出＝貯蓄
（給料）（生活費・こづかい）

○ 収入 － 貯蓄＝支出
（給料） （生活費・こづかい）

財形預金

エース預金
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その３：サイフを３つに分けましょう

◎ お金は目的に合わせて分類しましょう

◎ 目的に合った預け先を選びましょう

普通預金

利息が安いので下ろすのに
手数料を払うと赤字になる

可能性大

積立・定期預金・国債iDeCo・つみたてNISA

投資信託・・・

殖やす「サイフ」

（しばらく使わない）

使う「サイフ」

（日常生活費）

貯める「サイフ」

（近い将来使う）
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Ⅱ.ろうきんの現在と未来（めざすもの）
2. 社会貢献活動

④義援金振込口座への

振込手数料の免除対応

①低金利の「災害救援ローン」の取扱い

生活再建および復旧・復興支援

９,１０８件 約６９０億円(2021年3月末現在)

②復興支援・社会貢献団体
助成金制度の取組み

2012年度スタート

毎年度30万円×10団体

③二重ローン問題への対応

相談会の開催、店舗での相談受付

⑤震災遺児進学支援金の取組み

あしなが育英会「東日本大地震・
津波遺児募金」を受付

（1）東日本大震災支援活動
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Ⅱ.ろうきんの現在と未来（めざすもの）
2. 社会貢献活動

①新型コロナウイルス対応「生活支援特別融資」

１３５件（資金使途：生活資金・教育資金・住宅資金）

１億１,６７９万円 （2021年3月末現在）

②新型コロナウイルス対応「自治体提携特別融資制度」

東北管内の７自治体と契約締結（2021年6月30日現在）

３３件、１,３０２万円 （2021年3月末現在）

③新型コロナウイルスに係る「融資条件変更」

２１１件、残高 ３２億６,４７１万円（2021年3月末現在）

（2）「新型コロナウイルス感染症」に対応した取組み
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【貸金業法の主な改正（2010年6月施行）】

〇総量規制
原則として貸金業者からの総借入残高は年収の3分の1

を超える貸付は禁止された。

〇上限金利の引下げ～利息制限法の上限金利
これまでの２９.２％から下記に引き下げられた。

貸付額 10万円未満は・・・年利２０％

10万円以上100万円未満は・・・年利１８％

100万円以上は・・・年利１５％

Ⅱ.ろうきんの現在と未来（めざすもの）
2. 社会貢献活動

（3）多重債務者への支援
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参考 ～カードローンとは～

※カードローンは、事前に契約をしておいて、お金
を借りる必要があるときに専用カードを利用して、
設定している限度額の範囲内でATM等からお金を

借り入れすることができます。

【代表的なカードローン】

ろうきんや銀行
等のカードローン

クレジットカード
(キャッシング枠)

消費者金融の
カードローン

いろいろなカードローンがあるけれど、
何がいいのかなぁ？

やっぱり金利が低い方がいいよね。
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正しい金融知識で生活防衛
～銀行系カードローンの現状～

（1）銀行系カードローンについては、2013年から2017年にかけて貸出残高が
1.6倍に膨らみ、中には年収を上回るお金を貸し出すケースもあり自己破
産増加の温床という声も出ています。

（2）一方で、2017年に行われた「銀行カードローンに関する消費者意識調査」
（一般社団法人全国銀行協会）によると若年層ほど男女とも銀行系カード
ローンを必要があれば利用したい、または利用を考えているという結果が
報告されています。

（3）こうした背景から、組合員の中にも銀行系カードローンや消費者金融の
利用による多重債務問題が危惧されています。

（4）ろうきんは、会員と連携のうえこの問題を組合員にしっかりと説明し、正し
い金融知識を身につけてもらい、働く仲間から多重債務者を出さない取り
組みに力を入れてまいります。

（5）このことが、生活応援運動であり生活防衛につながります。タレントを使っ
たテレビＣＭや広告をよく見かけますが、セールストークに惑わされず
カードローンの金利表示の仕組みを理解し、「賢いお金の借り方」を身に
つけてください。 25



カードローンの本当の金利を知ろう
2021年11月労金山形県本部調べ

利用限度額 東北ろうきん Ａ銀行 Ｂ銀行

100万円未満

年４.０％～年６.４％
ご利用限度額

最高５００万円

年１４.０％ 年１４.６％

100万円以上200万円未満 年１２.０％ 年１２.０％

200万円以上300万円未満 年９.０％

年８.０％
300万円以上400万円未満 年７.０％

400万円以上500万円未満 年６.０％ 年７.０％

500万円以上600万円未満 年５.０％
年４.５％

(限度額５００万円)

600万円以上800万円未満 年４.５％

800万円 年２.０％

ろうきんカードローンの金利は利用限度額に関係なく年４.０％～年６.４％

若い組合員の方がカードローンを利用するのは多くても５０万円程度と

考えると、一般的な銀行のカードローンは随分金利が高くなります。

１２％もの
金利差
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現在、学校進学の際利用
した「奨学金」について、
利用者の返済が困難になっ
ていることが大きな社会問
題になっています。

そこで、返済負担を軽減
するため、奨学金の利息金
利より低い金利の「奨学金
借換え融資制度教育ローン

Yo･Ri･So･I〈よりそい〉」
を取扱ってます。
（注）ﾁﾗｼの金利は、2021年10月1日現在です。

Ⅱ.ろうきんの現在と未来（めざすもの）
2. 社会貢献活動

（4）奨学金借換え融資制度
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ふれ愛預金は、地域の社会
福祉施設等の支援を目的とし、
お預かりした定期預金の店頭
表示金利から30％を減じた金
利に設定し、その差による利
息相当分に当金庫からの拠出
金を加算した額を東北６県の
福祉団体・福祉施設に寄付し
ています。

2021年度は、東北6県で44団
体に362万円（累計409団体、
3,780万円）を贈呈しました。
うち、山形県内は15団体に

対し107万円（山形県労働金庫
時代からの県内寄付累計626団
体8,482万円）を寄付しました。

Ⅱ.ろうきんの現在と未来（めざすもの）
2. 社会貢献活動（5）社会貢献目的定期預金＜ふれ愛預金＞

28



目的

各地域の就労・勤労に

関わる団体への支援

Ⅱ.ろうきんの現在と未来（めざすもの）
2. 社会貢献活動（6）「Ｔ･Ｒ･Ｙ（トライ）」2020年度新設

あなたの未来へ、地域の福祉へ、想いを繋げる「Ｔ・Ｒ・Ｙ」

Ｔ（東北）･Ｒ（労金）･Ｙ（エール：Yell）

対象団体
障がい者等の就労施設、
障がい者等の勤労に
関わる団体

寄付金額
ろうきんが取扱う積立型
預金等の「取引１件につ
き１００円」を労金より
拠出し、全体の拠出額を
東北６県で等分します。

支援先
ろうきんから、各県の
社会福祉協議会への寄
付により、制度趣旨・
支援目的に合致する団
体への間接的な支援と
なります。

2021年度

寄付金贈呈

総額2,154,000円

各県 359,000円
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自治体提携融資制度
（勤労者への生活応援ローン）

県内全ての３５自治体と
ろうきんが提携して行う
融資制度。
自治体よりお預かりする
「預託金」をベースに低
利な融資を提供する。
勤労者の生活支援が目的。

ふるさと奨学ローン
利子補給制度

ローン対象の方が卒業後
山形県内に就職・就業し
た場合、それ以降の利子
に対して最長１０年間
元金３００万円を限度に、
年２.０％が山形県勤労
者育成教育基金協会より
補給される制度です。

Ⅱ.ろうきんの現在と未来（めざすもの）
2. 社会貢献活動（7）山形県本部の取組み①
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ろうきん杯
学童軟式野球大会

目的は、青少年の健全な精神と
身体の育成・地域社会の発展に
寄与すること。

1988年より毎年地区大会・県
大会を開催しています。

2020年度までに33回開催しま
したが、2021年度はコロナ禍
で中止となりました。

勤労者体育祭
（軟式野球、ソフトボール、
ボウリング、卓球等）

目的は、スポーツを通じて勤
労者の親善と体力向上を図り、
社会の発展に寄与すること。

2020 年度、 2021年度はコロ
ナ禍で中止となりましたが、
2019年度まで71回開催の歴史
ある大会です。

労金山形県本部は、主催団体
の一員として運営しています。

Ⅱ.ろうきんの現在と未来（めざすもの）
2. 社会貢献活動（7）山形県本部の取組み②
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ろうきんの理念は、
➀ろうきんの基本姿勢、②目的、③組織、④運営の４つで構成

ろうきんの理念

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。

Ⅱ.ろうきんの現在と未来（めざすもの）
3. 共生社会の実現 ～これまでも そして、これからも～
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東北ろうきんは、「人々が喜びをもっ
て共生できる社会の実現に寄与する」
と定めた「ろうきんの理念」を実現す
るため、地域社会を構成する企業市民
として、地域貢献活動や地域・社会に
より良い資金を循環させる活動を行っ
ています。

ＳＤＧSのスローガンである“誰一人
取り残さない”やすべての人々が必要
な金融サービスにアクセスでき利用で
きる状況をめざす「金融包摂」の考え
方は、ろうきんの設立経過や「ろうき
ん理念」、「ろうきんビジョン」とも
合致するもので、これまでの活動のさ
らなる強化・徹底を通して、ＳＤＧS

目標の達成に貢献してまいります。

Ⅱ.ろうきんの現在と未来（めざすもの）
4. ＳＤＧSとろうきん①

ＳＤＧS（持続可能な開発目標）と
東北ろうきんの取組み
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Ⅱ.ろうきんの現在と未来（めざすもの）
4. ＳＤＧSとろうきん②

ＳＤＧS達成のため〈ろうきん〉
が取組むこと

①働く人の暮らしを徹底サポート、
社会的に弱い立場にある勤労者へ
の金融アクセスを拡大します。

②社会や環境に配慮したＥＳＧ投資
を通じて「意思のあるお金」の流
れを創り出します。

③労働組合や他の協同組合・ＮＰＯ
などとのネットワークを生かし、
人と人、人と地域をつないで「共
生社会」の実現に貢献します。

④ＳＤＧＳ達成の取組みを支える
基盤づくりとして、「労働金庫に
ふさわしい組織風土の確立」に取
組みます。
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Ⅱ.ろうきんの現在と未来（めざすもの）
4. ＳＤＧSとろうきん③「人々が支え合う共生社会」
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Ⅲ. まとめ
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