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大分県信用組合は、
地域の皆さまとより親密な会話を交わしながら、
豊かで活力のある暮らしをともに考え、
金融サービスの向上に努め、
さらに幅広い活動を通じて地域社会の発展に貢献します。

理　事　長

本店所在地

創　　　立

野　一彦
大分市中島西２丁目４番１号
昭和28年11月26日
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基本理念

大分県信用組合
PROFILE

大分県信用組合
PROFILE　皆さまには、平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、全国的に少子高齢化が広がり、大分県による人口推計では人口が113万人を割り込むなど、人口減少・
経済縮小の対策が急務となっています。2014年に政府から「まち・ひと・しごと創生法」や「地域再生法の一
部を改正する法律」等の地方創生の政策が打ち出され、各地方自治体の積極的な取り組みが展開されているとこ
ろですが、東京や首都圏への人口の一極集中の是正は進まず、道半ばであるといえます。

　大分県信用組合は、戦後の大分県経済の発展復興を目的として設立され、大分県の成長と共に歩んでまいりま
した。当組合は今後も持続可能な経営を維持し、大分県民へ良好な金融サービスを提供し続けることが存在意義
であると考え、県民の健康寿命延伸ならびに交流人口の増加に主軸をおいて、地方自治体による地方創生活動へ
の支援を本業の１つとして推進しています。

　ところで、突然世界規模で発生した新型コロナウイルス感染症は、経済活動を大幅に縮小させ、観光業や飲食
業など中小企業の経営に非常に大きなダメージを与えました。しかし、当組合は、「人の命は医療関係者が守
る、中小企業の命は金融機関が守る」との強い思いから、中小企業の資金繰り支援やＢＣＰ対策用「新型コロナ
ウイルス感染症対策マニュアル」の作成を行うとともに、このピンチをチャンスに変えるべく、ＤＸ（デジタルト
ランスフォーメーション）、カーボンニュートラルや大分空港の宇宙港としての活用支援等、アフターコロナの
新しい社会の創造に向かって新たな地域活性化に向けた取り組みを始めました。

　当組合は大分県および県内の全ての市町村をはじめ多くの団体と地方創生の包括連携協定を締結し、それぞれ
の強みを活かした地域活性化を進めており、これからも力をあわせて、大分県の地方創生の成就に向け努力を続
けることをお約束します。
　今回、当組合の地方創生の活動と今後の展望についてご理解を深めて頂くために、「地方創生案内パンフレッ
ト」を作成いたしましたので、ご高覧いただき、併せて今後ともご指導とご鞭撻をお願いいたします。

理事長　野　一彦
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「ひと」
　大分県における人口減少の動向は自然減が社会減を上回っており、この傾向
は今後も継続すると考えられます。
　この自然減を緩和し、県民が健康的に生活できる環境づくりへの貢献として、
16市町・3共済組合・7団体と連携した「健康定期」の開発、発売を行ってい
ます。また、この取り組みを深化するため、県や市町村と共同で「健康セミナー」を
順次開催しています。なお、平成 29年 2月に初めて豊後高田市で開催し、以降
20回（令和 3年 4月現在）開催しており、今後も県内各地で開催していく予定
です。これらの取り組みを通じて大分県が目指す「健康寿命日本一」に貢献してま
いります。
　また、同様に大分県が目指す「子育て満足度日本一」に貢献し安心して子育て
ができる環境づくりを創造するため、6市と連携した「子育て応援定期」の開発、
発売を行っています。

「しごと」

「まち」

　当組合では、大分県で安心して働けるよ
うな環境づくりとして、地方への人材還流、
人材育成、雇用対策を通じ、地域産業の
競争力強化に取り組む企業を支援してお
り、様 な々融資商品をご用意しています。
　融資商品の一つ「やさしさライフビジネ
ス支援資金」では、環境・福祉・地域
おこし等の生活に視点を置いた社会性
の高い事業を対象とし、地域での女性
の活躍推進、若者、高齢者、障がい者
が活躍できる社会の実現をめざします。
　また、資金を担保保証に依存せず、そ
の企業の事業計画から判断される企業
の成長性に対して融資する「けんしん成
長サポート資金“成るサポ”」では、創業・
ものづくり・新事業展開にかかる成長
支援を対象としており、中小企業の経
営力向上を集中的に支援しています。

（両商品とも大分県制度資金）

　当組合は都市圏からの移住・定住による人口の社会増を目指した取り組み
に協力・貢献しています。具体的には、大分県が東京で開催した移住イベントへ
の参加を通じて職員の採用に繋がった事例がありました。また、当該者が県の移
住アドバイザーとして都市圏での移住セミナーに協力する等の取り組みも行って
います。また、移住・定住を支援する「ふるさと元気ローン」の発売や、豊後高田
市限定「建てるんです！」、豊後大野市限定「暮らしま専科」、竹田市限定「農村回
帰応援ローン」の開発や国東市および大分県住宅供給公社と連携した、国東市
内にある一定の分譲地にお住まいになられる方、またはお住まいの方に対する住
宅ローン金利の優遇、竹田市中九州ニュータウンの宅地分譲を支援していくた
め、住宅ローン商品の優遇「夢・おうえんプラン」の取り扱いを行っています。

健　康 子育て まちづくり 観　光 DX（デジタルトランスフォーメーション）

当組合
地方創生の
取り組み
（全体像）

・大分県の政策目標である「健康寿命日本一」
への貢献

・特定健診やがん検診等の受診率向上を
金融商品で支援

・行政、大学等と連携したセミナーや啓発活動

・大分県の政策目標である「子育て満足度日本一」
への貢献

・子育て世代への支援・サポートを金融商品で
提供

・行政機関と連携した移住・定住促進事業
・移住・定住にインセンティブをつけた

金融商品の提供

・人口減、産業構造変化の中で、「観光」を
基幹産業に位置付け

・交流人口増による地域経済の活性に
主体的に取り組む

・「観光振興」に特化した融資商品の提供

・安全・安心で利便性の高いデジタル社会実現に
向けた基盤としてマイナンバーカードに着目

・金融サービスへの活用を見据え、普及に協力

・県内 16 市町との共同商品開発
・大分大学との共同商品開発
・連携企業、団体とのイベント実施 等

・県内 6 市との共同商品開発
・金利０％の教育ローン 等

・県内４市とのまちづくり事業を実施
・移住者向け住宅ローンの共同開発 等

・観光 Project の組成
・行政や地域観光協会との連携
・利子補給制度の創設 等

・マイナカード保有にインセンティブをつけ
た金融商品を大分県と共同開発・販売

・カード発行、マイナポイント取得を支援

●2008年に始まった人口減少は、今後加速度的
に進む。
●人口減少による消費・経済力の低下は、日本
の経済社会に対して大きな重荷となる。
●国民の希望を実現し、人口減少に歯止めをか
け、2060年に１億人程度の人口を確保する。
●まち・ひと・しごと創生は、人口減少克服と
地方創生をあわせて行うことにより、将来に
わたって活力ある日本社会を維持することを
目指す。

まち・ひと・しごと創生が
目指すもの

出典：まち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」「総合戦略」
　　　パンフレット（内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局）

概
　要

取
組
み
事
例

地方創生とは？
日本社会が直面している少子高齢化社会、首都
圏への一極集中といった大きな課題を解決する
ために、地方への移住定住を促し、子育て環境
の整備などを通して地方の人口減少に歯止めを
かけ、日本全体の活力を取り戻そうという取り
組みで、2014 年から進められています。

少子化

（出典）日本創成会議・人口減少問題検討分科会
　　　  「ストップ少子化・地方元気戦略」より

人口減少

人口移動（若年層中心）

地方 3大都市圏
（特に東京圏）

少子化

人口流出

低出生率 超低出生率

出典：まち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」「総合戦略」パンフレット
　　　（内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局）

有用な人材確保・育成、
結婚・出産・子育てへの
切れ目ない支援

「しごと」 「ひと」
「雇用の質・量」の
確保・向上

「まち」
地域（中山間地域等、

地方都市、大都市圏等）の
特性に即した課題の解決

「しごと」と「ひと」の好循環、
　　　　　それを支える「まち」の活性化
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自　治　体 その他団体 その他団体

地方公共団体名 締　結　日 団　体　名 締　結　日 団　体　名 締　結　日

1 大 分 県 平成28年  3月31日 1 大分県中小企業診断士協会 平成26年12月17日 31 セコム株式会社 平成30年12月19日

2 大 分 市 平成27年10月20日 2     
3

大分県信用保証協会
株式会社日本政策金融公庫 平成27年  9月30日 32 東京海上日動火災保険株式会社 平成31年  1月17日

3 別 府 市 平成27年12月  4日 4 大分県電気工事業工業組合 平成27年12月15日 33      
34

Jペイメントサービス株式会社
九州カード株式会社 平成31年  1月18日

4 中 津 市 平成27年11月24日 5     
6

国東市 
大分県住宅供給公社 ※ 平成28年  4月22日 35 日本航空株式会社 平成31年  1月22日

5 日 田 市 平成28年  2月12日 7 一般社団法人　大分県LPガス協会 平成28年  4月25日 36 公益社団法人　大分県看護協会 平成31年  3月19日

6 佐 伯 市 平成27年12月11日 8 TKC九州会 平成28年  6月16日 37 株式会社日本旅行 平成31年  4月19日

7 臼 杵 市 平成28年  2月26日 9 一般財団法人　大分県建築住宅センター 平成28年  8月  2日 38 GHS別府株式会社
ANAインターコンチネンタル別府リゾート&スパ 令和元年  9月10日

8 津 久 見 市 平成28年  3月28日 10 大分大山町農業協同組合 平成28年  8月  4日 39 くらたび臼杵 令和元年10月24日

9 竹 田 市 平成27年  8月20日 11 アーバン田室管理組合 平成28年11月12日 40 一般社団法人　大分県病院協会 令和元年11月28日

10 豊 後 高 田 市 平成27年  6月11日 12 大分県商工会連合会 平成29年  3月10日 41 吉四六さん村グリーンツーリズム研究会 令和元年12月24日

11 杵 築 市 平成28年  3月24日 13 警察共済組合大分県支部 平成29年  4月19日 42 公益財団法人大分県産業創造機構 令和2年  1月15日

12 宇 佐 市 平成27年  8月26日 14 公立学校共済組合大分支部 平成29年  4月19日 43 大分県「道の駅」駅長会 令和2年  2月19日

13 豊 後 大 野 市 平成27年  6月29日 15 大分市民健康ネットワーク協議会 平成29年  5月22日 44 仏の里くにさき・とみくじ
マラソン大会実行委員会 令和2年  2月19日

14 由 布 市 平成28年  2月16日 16 全国土木建築国民健康保険組合 平成29年  9月  8日 45 大分ケーブルテレコム株式会社 令和2年  2月19日

15 国 東 市 平成27年12月22日 17 地方職員共済組合大分県支部 平成29年10月17日 46 自由民主党大分県支部連合会 令和2年  7月  3日

16 姫 島 村 平成28年  3月25日 18 一般社団法人　大分県歯科医師会 平成29年11月22日 47 株式会社フージャースコーポレーション 令和2年  7月  3日

17 日 出 町 平成28年  1月26日 19 大分県歯科医師国民健康保険組合 平成29年11月22日 48 別府商工会議所 令和2年  8月  4日

18 九 重 町 平成28年  2月22日 20
21

東京海上日動火災保険株式会社 
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 平成30年  1月31日 49 公益社団法人　大分県栄養士会 令和2年  9月  2日

19 玖 珠 町 平成28年  6月29日 22 株式会社百戦錬磨（STAY JAPAN） 平成30年  5月  8日 50 公益社団法人　大分県薬剤師会 令和2年10月  2日

大　学 23 NPO法人安心院町グリーンツーリズム研究会 平成30年  5月24日 51 竹田商工会議所 令和2年10月28日

学　校　名 締　結　日 24 豊後高田市グリーンツーリズム推進協議会 平成30年  4月26日 52 竹田市観光ツーリズム協会 令和2年10月28日

1 学校法人文理学園　日本文理大学 平成27年  3月24日 25 国東市観光協会グリーンツーリズム事業部 平成30年  5月  1日 53 株式会社日本政策金融公庫 令和2年11月  4日

2 学校法人　別府大学 平成28年  4月13日 26 宇佐国東半島を巡る会 平成30年  5月  1日 54 吉本興業ホールディングス株式会社 令和2年11月20日

3 国立大学法人　大分大学 平成29年  3月27日 27 清川産直友の会 平成30年  5月  1日

4 立命館アジア太平洋大学 平成30年10月  2日 28 山香グリーンツーリズム研究会 平成30年  7月  2日

29 一般社団法人　全国空き家バンク推進機構 平成30年  8月17日

30 一般財団法人　大分県消防協会 平成30年10月26日

連携協定先　一覧表

※その他団体の国東市においては、大分県住宅供給公社との3者連携であり、別先として記載しております。
※その他団体3.53㈱日本政策金融公庫においては、趣旨の異なる覚書締結であり、別先として記載しております。

令和2年11月20日現在

●自治体：19先

●その他団体：54先（うち、覚書締結先：21先）

●大学：4先　　　合計：77先
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　大分県民の平均寿命は、男女とも全国トップクラスとなっていま
す。しかし、健康上に問題のない状態で日常生活を送ることができ
る期間である「健康寿命」は、男女とも全都道府県の中で中位にと
どまっています。そこで大分県はすべての県民が生涯にわたり、健
康で活力ある生活を送ることができるよう「健康寿命日本一」の実
現を目標に掲げています。
　当組合はその取り組みを支援するため、金融を通じた、健康診査
の受診率向上、健診機関の設備投資、受動喫煙防止対策ならびに住
民への健康啓発などの活動により、大分県民の健康寿命延伸をサ
ポートしています。

大分県信用組合

大分県民

大分県
大分大学 等

市町村

1. 医療機関
介護事業所
歯科医療機関

2. 事業所

1.高度化したサービス提供
2.受動喫煙被害防止
3.持続可能な
　医療・保健体制の支援

低利かつ社会的意義がある
商品で資金調達
低利での返済

受診率向上

金利優遇

融資ファンド

周知・啓蒙活動 健康定期

機器等の更新で
予防・治療医療等
の強化

・従業員の健康増進
（健康経営）
・飲食店等観光関連
業については受動
喫煙がないサービ
スの提供（外国人
観光客へのおもて
なし）

1.金融を通じた
　健康寿命
　延伸活動

2.金融機関の特性
　を活かした、
県民・行政・
大学等を繋ぐ
ハブ機能

健康寿命延伸
資金循環による経済活性化

　  健康定期について
　大分県民の健康寿命延伸のため、特定健診の受診率に着目して開発した商品が「健康定期」です。平成27年
４月に宇佐市との共同商品（レッツ健診ＵＳＡ定期）の発売を開始し、その取り組みが評価され、16市町や公
的団体等と商品開発を続け現在26商品に広がっています。商品ごとにネーミングが異なるとともに、商品性も
カスタマイズされており、地域や対象者に寄り添った定期預金となっています。

金融機関の強みを生かした健康・資金循環システム

健康
HEALTH
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　  健康融資ファンドについて
　「健康定期」でお預けいただいた資金を大分県民の健康寿命延伸・健康づくりに循環させることを目的とした
融資ファンドです。

　医療機関・歯科医療機
関・介護事業所様を対象
にした、健康寿命延伸に
関する設備資金融資商品
です。

　飲食店・旅館・小売業等の事業
者様を対象にした、受動喫煙を防
ぐ環境づくりに資する設備資金融
資商品です。

　一般社団法人大分県病
院協会に加入する病院の
新型コロナウイルス感染
拡大による資金繰りを支
援し、持続可能な医療・
保健体制を支援します。

　  健診通知用封筒を寄贈
　特定健診の更なる受診率向上に繋げるべく、令和２年度は県内５市町へ計40,000枚を寄贈しました。
令和３年度は県内８市町へ計60,000枚を寄贈する予定です。

　  産学官金で「健康セミナー」を開催
　包括連携協定に基づいた、地方公共団体・国立大学法人大分大学ならびに関係団体と共同で平成29年２月よ
り「健康セミナー」を開催しています。令和２年度までに県内13市町で計20回開催し、累計で約3,600名にご
参加いただきました。

健康寿命日本一おうえん融資ファンド

受動喫煙防止対策融資
ファンド まろっと健康

けんしんメディカル融資ファンド　絆

中津市 由布市

臼杵市 日出町

豊後大野市

中津市
H29.10.27

豊後高田市（第1回）
H29.2.16

日出町
H29.11.23

竹田市（第1回）
H29.12.18

杵築市（第1回）
H30.1.23

豊後大野市（第1回）
H30.5.15

宇佐市
H30.7.19

竹田市（第2回）
H30.10.16

臼杵市
H30.11.5

大分市（第1回）
H30.11.12

日田市
H30.11.15

豊後高田市（第2回）
H31.1.16

国東市
H31.1.18

豊後大野市（第2回）
R元.6.4

九重町
R元.10.8

大分市（第2回）
R元.11.20

由布市
R元.12.17

竹田市（第3回）
R2.1.24

杵築市（第2回）
R2.2.4

豊後高田市（第3回）
R2.2.18

国東市「さ吉くんで元気！！健康セミナー」平成31年１月開催（講師：大分大学医学部教授　猪股 雅史 氏）

竹田市「健康一直線応援セミナー～まろっと健康～」令和２年１月開催（講師：大分大学医学部教授　杉尾 賢二 氏）

1110



子育て
CHILDCARE

　子どもは社会の希望であり、人と人とをつなぎ、世代と世代をつ
なぐ、かけがえのない存在です。大分県は「子育て満足度日本一」
を目標に掲げ、子育て中の方に、「地域全体が見守り、支えてくれて
いる」と実感してもらうとともに、「子ども自身の健やかな育ちを」
を支援する取り組みを市町村と協力してすすめています。　
　当組合はその取り組みを支援するため、金融を通じた、教育資金の
貯蓄サポートや低利の教育ローン提供などの支援により、大分県の子
どもたちの健やかな成長をサポートしています。

　当組合は、臼杵市との地方創生に係る包括連携協定の一環として、臼杵市
が利子を負担することで、無利子で利用できる臼杵市民限定の教育ローン商
品を取扱っています。
　親の経済的負担を軽減し、子ど
もたちの夢を応援することを目的
としています。

臼杵市教育ローンPR

　令和元年の台風19号で被災を受けた長野県、
福島県および山形県の農家を支援するため「り
んごプロジェクト」と称し、同地の約１万個の
りんごを購入し、クリスマスプレゼントとして
大分県の介護老人福祉施設（特養）および介護
老人保健施設（老健）等に入居する高齢者の方
にお届けしました。
　「りんご」は「一日一個のリンゴは医者を遠ざけ
る」（An apple a day keeps the doctor away.）
として体に良いとされています。

　当組合は新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者へのBCP支援の観点から、感染要因や感染症にかかる
行動基準、発症した場合の対応、感染したかもしれないと思った場合の相談の目安、消毒方法等、新型コロナ

ウイルス感染症に関する情報をふんだんに盛り込んだ「新型コロナウ
イルス感染症対策マニュアル」（がんばろう！おおいた）を作成しまし
た。本冊子の周知に協力いただくため、大分県商工観光労働部に
3,000部の贈呈を行い、当組合配布と合わせて県内7,000社へお届けし
ました。

新型コロナウイルス感染症対策マニュアルの贈呈について

新型コロナウイルス感染症
対策マニュアル

別府商工会議所

豊後高田市日田市 由布市臼杵市大分市 竹田市

県庁

台風19号被災地支援「りんごプロジェクト」について

臼杵市“夢”応援教育ローンについて

　大分県が推進する子育て満足度日本一の取り組みに賛同し、子育てを応援
し人口の自然増に貢献することを目的とした金利優遇定期預金商品です。令
和２年度現在、県内６市で取扱しています。

子育て応援
定期について

　子どもたちの健やかな成長を
祈念して、知恵を授かるとのご
利益で有名な文殊仙寺との共同
制作商品です。当組合は、本商
品を通じた教育資金の準備等、
安心して子育てができる環境づ
くりへの貢献を目指しています。

子育て応援定期積金
　　　　　　「文殊の智恵」について

臼杵市“夢”応援教育ローン

貸金庫サービスのご案内
重要な書類から思い出の品まで…大切にお守りいたします !（設置店舗：本店営業部・明野支店・光吉支店・高田支店）
※当組合の職員が通帳・証書または現金等をお預かりする時は「受取証」を発行いたしますので、必ずお受取りください。

R2.10

お問い合わせ
野津支店

0974-32-2046
もしくは　　0120-393-528

● お使いみち
大学、短大、専門専修学校に係る以下の費用

（１）入学時に係る費用（入学金、寄付金、授業料、敷金礼金等）
（２）在学中に係る費用（授業料、研修費用、仕送資金等　ただし、
　　 最大１年分となります。）

● お申込みいただける方
（１）臼杵市が行う「臼杵市夢応援教育ローン」利子補給資格
　　 認定通知を受けられた方

（２）組合員もしくは新規加入の方
（３）安定継続した収入のある方
（４）契約時の年齢が満２０歳以上完済時の年齢が７５歳以下の方

● ご融資額
１０万円以上３００万円以下

● ご融資期間
１年以上１０年以内（元金据置期間を含みます）
据置期間は正規の修学期間における卒業予定年月の末日までとさ
せていただきます。

● ご融資利率　年 0.0％　
※但し、お客様に利子補給決定の取り消しがあった場合は
　融資期間中であっても年 2.0％に変更されます。

● 連帯保証人　原則不要です。

● 必要書類
○臼杵市夢応援ローン利子補給認定通知書
○在学証明書（入学前は合格通知書）
○認定者（借主）の所得証明書
○本人確認ができる書類
　（運転免許証、健康保険証、パスポートなど）
○資金使途が確認できるもの
　（入学金納付書、授業料納付書、賃貸契約書等の写し）

● 募集人員　30 名（先着順）
※臼杵市が交付要鋼により、一次審査を行います。
　審査は募集期間毎の募集要領で定められています。 

商  品  概  要

まずはお電話を !
お伺いいたします !

固定
金利 年 ％2.0 年 ％0.0

0％
実質金利

臼杵市が
利息を
負担します！

資格認定の申請期間、募集人員等については
市役所の募集要項（裏面）をご確認ください。

文殊の智恵

お預入いた
だいた

先着2,000
名様に!

ご希望される
先着100名様を

文殊仙寺成長祈願へ
ご招待いたします
（参加受付・祈願は令和3年秋予定）

国東市文殊仙寺で祈願をした
鉛筆を進呈いたします！

貸金庫サービスのご案内
重要な書類から思い出の品まで…大切にお守りいたします !（設置店舗：本店営業部・明野支店・光吉支店・高田支店）
※当組合の職員が通帳・証書または現金等をお預かりする時は「受取証」を発行いたしますので、必ずお受取りください。

R2.10

大分県信用組合は大分県が目指す「子育て満足度日本一」の取組みに貢献します！

令和２年10月15日～令和３年２月26日まで募集期間

子育て応援
定期積金 文文

もんもん
じゅじゅ

恵恵殊殊 智智のの

国東市 文殊仙寺
“三人よれば文殊の知恵”
の発祥地で日本三文殊
のひとつです。
智恵第一の仏として広く
信仰されています。

商品概要
● 募集期間

令和2年10月15日～令和3年2月26日まで
（募集金額に達した場合、終了いたします）

● 募集金額
契約額15億円

● お預入いただける方
個人および個人事業者の方

● 預金の種類
定期積金

● 契約期間
2年（24回）以上5年（60回）以内

● 掛込金額
毎月1万円以上

● 適用金利
お預入時の店頭表示金利を適用いたします。
※給付補てん備金（お利息相当額）には税金がかかります。

● 特　典
○お預入いただいた先着2,000名様に国東市文

殊仙寺で祈願をした鉛筆を進呈いたします。
○ご希望される先着100名様を文殊仙寺成長
　祈願へご招待いたします。

※参加受付・祈願は令和3年秋を予定しております。
　詳細は同時期に店頭およびホームページにてご案内
　させていただきます。

令和元年度に開催しました成長祈願の様子
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　  豊後大野市との
　 取り組みについて
　豊後大野市の地方創生事業として、
大野高校跡の分譲宅地26区画販売に際
し、住宅ローン商品の優遇プラン「夢・
おうえんプラン」の取扱ならびに、定
住促進ローン「暮らしま専科」の商品
改定を行い、分譲地での住宅ローン相
談会を継続的に開催しました。

　  竹田市との取り組みについて
　竹田市の地方創生事業として、竹田市土地開発公社が造成する分譲宅地『中九州ニュータウン』販売に際し、
住宅ローン商品の優遇プラン「夢・おうえんプラン」の取扱いならびに、定住促進ローン「農村回帰応援ローン」
の商品改定を行い、分譲地での住宅ローン相談会を継続的に開催しました。

　  豊後高田市との取り組みについて
　豊後高田市では、「人口３万人」を目指した定住施策として「城台」「犬
田」の２カ所の分譲住宅団地販売を行い、分譲だけでなく賃貸形式でも
宅地を提供しました。既存の住宅ローンでは借入ができなかった若年層

でも住宅を購入できるよ
うに、人口増対策を進め
る同市と協定を結び、平
成25年７月建物のみの
担保で借入可能な豊後高
田市夢応援ローン「建て
るんです！」の取扱いを
開始しました。

まちづくり
COMMUNITY 

DEVELOPMENT

　当組合は、地方創生に係る包括連携協定を締結している大分県や
各市町村と連携し、移住・定住の推進に取り組んでいます。地方公
共団体が開発する分譲事業との連携や、移住者向けの住宅ローン商
品の開発、金利優遇プランの適用などによる支援を行っています。

建てるんです！

夢・おうえんプラン 暮らしま専科

夢・おうえんプラン 農村回帰応援ローン

国東市 向陽台塩屋グリーンタウン
金久分譲宅地

その他
（大分県住宅供給公社：国東市向陽台）

　大分県住宅供給公社、国東市土地開発公社が分譲を行っている国東市
向陽台分譲地を購入する方（リフォーム・借換を含む）にも住宅ローン
商品の優遇プランがご利用いただけます。

1514



（六郷満山宿泊型観光）

　  民泊・農泊を活用した取り組みについて
　当組合では、民泊・農泊事業の普及・拡大に向けた取り組みを
通じて大分県の観光・地域振興事業の活性化を図ることを目的
に、株式会社百戦錬磨と「民泊・農泊を活用した観光・地域促進
に関する包括連携協定」を締結し、事業支援融資商品の発売等、
相互で協力・連携した取り組みを行っています。

　  「宇佐国東半島　観光・地域振興
　 広域連携project」について
　宇佐国東半島は、歴史あるあまたの神社・仏閣はもとより、日
本独自の文化遺産は体験素材など、世界に誇れる類いまれな観光
資源を有する地域であることを生かし、地域の事業者・団体と国
内外で事業展開する関係事業者とが連携・協定することで、広く
その魅力を発信し、インバウンドを軸とした観光誘致・地域振興
事業の活性化に貢献したいと考えています。
　平成31年１月に日本航空株式会社と「観光・地域振興に係る覚
書」を締結するとともに、県内外の関係事業者・団体ならびに自
治体との連携・協力のもと「宇佐国東半島観光・地域振興広域連
携project」を組成しました。

　大分県は日本一の湧出量と源泉数を誇る温泉をはじめ、歴史ある
神社・仏閣など日本独自の文化体験を県内各地で堪能できる類いま
れな観光県であります。少子高齢化による人口減少、経済規模縮小
が進む大分県において、観光産業を基幹産業として活性化させてい
く必要があります。
　当組合では、地域資源を磨き、国内、海外から多くの観光客が大
分県に訪れ、地域の経済が潤う仕組みづくりに向けて、行政機関を
含むさまざまな企業・団体と連携した取り組みを行っています。

株式会社百戦錬磨との「包括連携協定書」の締結

「観光・地域振興活性化に向けた事業協力に係る覚書」の締結

「宇佐国東半島 観光・地域振興広域連携Project」事業発表会

理事長挨拶

日本航空株式会社との「観光・地域振興に係る覚書」の締結

観光
TOURISM

宇佐国東半島 観光・地域振興広域連携Project

　  日本航空株式会社との「観光・
　 地域振興に係る覚書」の締結

事業団体

Project組成団体

近隣地域
グリーンツーリズム（GT）団体

安心院町GT研究会
豊後高田市GT推進協議会
国東市観光協会GT事業部

山香GT研究会

宇佐市・豊後高田市・
国東市・姫島村・杵築市・

日出町・別府市

国東半島宇佐地域
世界農業遺産推進協議会
おおいた姫島ジオパーク

推進協議会

●旅行会社
　株式会社日本旅行
　  （情報発信、集客協力）

●リゾートホテル
　GHS別府㈱
　ANAインターコンチネンタル
　別府リゾート＆スパ
　  （情報発信・周遊観光）

●セキュリティ
　セコム株式会社
　  （消防設備サポート）

●損害保険
　東京海上日動
　火災保険株式会社
　  （広報支援、情報連携）

●大　学
　立命館アジア太平洋大学
　学校法人別府大学
　  （企画参画、情報発信）

宇佐国東半島近隣市町村 会員団体・企業

プロデュース

事業協力 情報連携・応援

参画 地域ブランドの活用地域ブランドの活用

包括連携協定にもとづく
地域活性化支援

交流人口増加・交流滞在時間拡大により経済効果へ

力協業事体主営運

株式会社百戦錬磨
〈企画・発信〉

宇佐国東半島を巡る会
〈事業運営〉

日本航空株式会社
〈商品化・広報支援〉

開業支援　　設備・運転資金支援
キャッシュレス決済の推進

民泊・農泊事業者へのコンサルティング

商品企画　　　プロモーション
食事提供　　　宿坊・座禅体験
サイクルコース企画　　　etc…包括連携協定

支援・協力
事業協力連携

　大分県内で民泊・農泊事業を行う方
を支援することを目的とした融資商品
です。

けんしん民泊応援ローン
温交知心（おんこちしん）
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　宇佐国東半島地域（宇佐市・豊後高
田市・国東市・姫島村・杵築市・日出
町・別府市）において、観光促進・地
域振興に資する事業の起業・運営に係
る資金をサポートすることにより、地
域経済の循環・活性化に貢献すること
を目的とした融資商品です。

　  商工団体・観光協会との包括連携
　昨今の新型コロナウイルス感染拡大は、県下の中小企業・小規模企業者等に多大なる経済的打撃を及ぼし、
当組合が地域金融機関として果たすべき役割と責任はますます大きくなっています。こうした中で、資金繰り
支援をはじめとする活性化に係る施策推進や、観光振興への積極的な取り組みによる経済効果創出等を目的と
して、各商工団体・観光協会との包括連携協定を締結しました。

　  仏の里くにさき・とみくじマラソン大会実行委員会との包括連携
　当組合は「観光促進」ならびに「健康寿命延伸・健康増進」の象徴的な取り組みとして、30年の歴史を誇る
市民マラソン「仏の里くにさき・とみくじマラソン大会」に注目し、同大会実行委員と包括連携協定を締結し
ました。大会の運営サポートや広報活動等、様々な面で連携しています。

別府商工会議所との包括連携協定締結

竹田商工会議所、竹田市観光ツーリズム協会との包括連携協定締結
「とみくじマラソンPRCM」

昭和の町

文殊仙寺

　「宇佐国東半島観光・地域振興広域連携project」の一環として、立命館ア
ジア太平洋大学（APU）・株式会社日本旅行と連携しフォトコンテストを開
催しました。国東市、豊後高田市の名所をバスツアーで巡り、各地の魅力を
発見しながら撮影した写真をSNSで発信したり、観光地としての課題をヒ
アリングするなどの取り組みを行いました。

真玉海岸　「寒さも忘れて」

真玉海岸 田染荘「完璧の秋」

ＡＰＵ学生との宇佐国東半島を巡るフォトコンテストを開催 宇佐国東半島観光おうえん融資ファンド
「輝き7（カガヤキセブン）」 について

写真は2019（令和元）年度　第30回大会の様子です。
2020（令和２）年度は、新型コロナウイルス感染拡大を受け、
リモート開催となりました。

ゆ

輝き7（カガヤキセブン）

宇佐国東半島を巡る
フォトコンテスト
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0120-95-0178
9:30 20:00　 9:30 17:30　 12 29 1 3

　令和３年９月にデジタル庁の創設が予定されており、ＤＸ（デジタ
ルトランスフォーメーション：社会や企業をデジタル技術で変革
し、人々の生活をより良い方向に変化させること）は加速度的に進
むものと思われます。
　当組合は大分県民の利便性向上や行政の効率化等を目的としたマ
イナンバーカードの普及がＤＸのカギの１つと捉え、カードの発行
やポイントの取得サポート、カード保有者限定の優遇商品の提供な
らびに地方公共団体と連携した営業店での出張コーナーの設置等を
通じて、大分県民への交付率向上に努めています。

マイナンバーカードの保有推進・消費喚起・キャッシュレス推進への貢献
＋

独自のインセンティブ金融商品の提供

マイナンバーカード
発行案内・サポート

マイナポイントの予約・
申込サポ－ト

マイナポイントの紹介

マイナンバーカードを
持っていない

マイナンバーカードを
持っている

マイナポイント
登録済

マイナンバーカード
発行手続き完了

大分県民

DX
デジタル

トランスフォーメーション

［令和3年4月　リニューアル］
マイナンバーカード
普及応援定期HYBRID

［令和2年9月　取扱開始］
マイナンバーカード

普及応援HYBRIDローン

マイナンバーカード保有へのインセンティブ商品のラインアップ

マイナンバーカードを
お持ちの皆さまへ
おトクなご案内です

活動フロー図

（令和3年4月末までに申請をされた方）
※令和3年4月1日現在

マイナポイント
未登録

マイナンバーカード
普及促進に係る
取組発表会
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中津支店

　  マイナカード発行申請・
マイナポイント手続きサポートについて

　当組合は大分県をはじめ県内各市町村と協力し、マイナンバーカード発行手続きに係るサポート・広報活動を行っ
ています。大分県や市町村と連携し営業店での臨時申請窓口を開設するなど、大変ご好評をいただいています。
　また、全ての営業店に大分県から貸与を受けたマイナポイント普及支援端末を常設しています。

その他の
取り組み 　令和２年４月、大分県はヴァージン・オービット社と、大分空港

を宇宙港として活用するためのパートナーシップを締結し、新たな
産業として「宇宙産業」の創出を目指しています。また、同年９月
に大分県は内閣府から「宇宙ビジネス創出推進自治体」に選定され
ました。
　宇宙ビジネスは、県内の製造業の技術革新、関連企業の誘致やビ
ジネス・観光を目的とした世界中からの来県者増による宿泊・観光
業の振興などの大きな経済効果が見込まれます。
　当組合は関連各社と協力してこの事業のサポートを行う、一般社
団法人おおいたスペースフューチャーセンターの設立に携わり、金
融を通じた支援を開始しました。

　令和２年４月、大分県はヴァージン・オービット社と、大分空港
を宇宙港として活用するためのパートナーシップを締結し、新たな
産業として「宇宙産業」の創出を目指しています。また、同年９月
に大分県は内閣府から「宇宙ビジネス創出推進自治体」に選定され
ました。
　宇宙ビジネスは、県内の製造業の技術革新、関連企業の誘致やビ
ジネス・観光を目的とした世界中からの来県者増による宿泊・観光
業の振興などの大きな経済効果が見込まれます。
　当組合は関連各社と協力してこの事業のサポートを行う、一般社
団法人おおいたスペースフューチャーセンターの設立に携わり、金
融を通じた支援を開始しました。

福沢通支店

玖珠支店

佐伯支店

山香支店

日出支店

野津支店

野津支店

マイナポイント申請端末

大分県庁 大分市役所

大分空港と国東半島

国東市役所 おおいたスペースフューチャーセンター開所式
杵築支店

OTHER INITIATIVES

宇宙港関連
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金融サービスの提供
地域活動への参画

金融を通じて地域社会の発展に貢献

笑い×健康

❶ 観光・振興に関する事項
❷ 「健康寿命日本一」に関する事項
❸ 人材育成
❹ 地域物産開発・地域振興事業活性化に関する事項

情報発信×観光・地域振興 エンタメ×人材育成

マイナカード普及促進等
テレビCM 等による広報活動

セールストーク研究 等

大分県の地方創生へ エンターテインメントの提供
情報発信　

包括連携協定
誰もが、いつでも笑顔や笑い声をもてる社会

けんしん大分県内18市町村県　民

CM撮影の様子

きよかわ

かまえ

くにさき

　  吉本興業との包括連携
　吉本興業ホールディングス株式会社は「笑い」を中心とし
たエンターテインメントによる社会貢献と、「誰もが、いつ
でも笑顔や笑い声をもてる社会」の実現を社是とされ、「笑
いの力で地域を元気にする地域共創型のプロジェクト」を全
国各地で展開されるなど、地域の活性化や情報発信にも積極
的に取り組まれています。こうしたことから、地方創生に強
力に取り組んでいる当組合と両者の強みを活かした事業協力
を通じて、大分県の地方創生に貢献していくことで合意に至
り、包括連携協定を締結しました。

　  大分県の魅力再発見！県内25の道の駅とケーブルテレビ
　  とコラボした情報番組の制作
　「大分県道の駅駅長会」と「J:COM大分ケーブルテレコム株式会社」、そして「大分県信用組合」がコラボレー
ションし、県内での交流人口の創出と経済活性化を応援するための情報番組を制作、放送しています。道の駅
の関係者と当組合職員が出演し、道の駅のおすすめ商品や特産品、さらには周辺観光スポット等を紹介し、地
域の魅力を楽しく情報発信しています。

吉本興業との包括連携協定スキーム

主な連携事項

調印式の様子

ゆふいん

耶馬トピア

いんない

のつはる

くにみ

童話の里くす
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※出典：大分合同新聞　記事

地方創生
令和元年▶▶▶令和2年

令和元年12月12日

令和２年８月５日

令和２年９月４日

令和２年１月16日

新聞記事で見る

令和元年11月７日

令和元年11月21日

令和２年１月15日

令和２年２月22日

令和２年４月１日

令和２年７月４日

令和２年４月24日

令和元年12月13日
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※出典：大分合同新聞　記事

地方創生
表　彰令和2年▶▶▶令和3年

新聞記事で見る

令和２年10月13日

令和２年10月７日

令和２年11月21日令和２年11月５日

令和２年12月８日

令和３年３月17日

平成31年３月28日　地方創生（大臣表彰）

平成31年１月23日　サステナブルファイナンス大賞

令和元年８月21日　大分県優秀健康経営事業所

平成28年２月24日　男女共同参画社会平成28年８月５日　健康寿命日本一おうえん企業
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　 本店営業部　　　 大 分 駅 前
　 南　大　分　　　 明　　　野
　 鶴　　　崎　　　 金　　　池
　 豊　　　府　　　 津　　　留
　 賀　　　来　　　 光　　　吉
　 下　　　郡　　　 東　大　分
　 県　庁　内　　　 大　　　在
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日出
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大分市内

店番 店舗名 住所・電話番号 ご利用できるサービス
ATM稼働時間

店番 店舗名 住所・電話番号 ご利用できるサービス
ATM稼働時間

本店営業部
〒８７０-００４７ 
大分市中島西２丁目４番１号
TEL.097-534-8201

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

大分駅前支店
〒８７０-００２７ 
大分市末広町１丁目５番８号
TEL.097-536-2422

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

南大分支店
〒８７０-０８60 
大分市明磧町1丁目2番4号
TEL.097-543-8571

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

明野支店
〒８７０-０１65 
大分市明野北５丁目４番１０号
TEL.097-558-6906

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

鶴崎支店
〒８７０-０１０１ 
大分市中鶴崎２丁目３番１０号
TEL.097-521-3740

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

金池支店
〒８７０-００２６ 
大分市金池町３丁目１番６４号
TEL.097-532-2191

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～18:00

店番 店舗名 住所・電話番号 ご利用できるサービス
ATM稼働時間

店番 店舗名 住所・電話番号 ご利用できるサービス
ATM稼働時間

大野支店
〒８７９-６４４１ 
豊後大野市大野町田中２３７２番地５
TEL.0974-34-2366

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～18:00

緒方支店
〒８７９-６６０１ 
豊後大野市緒方町馬場２１３番地５
TEL.0974-42-3141

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～18:00

三重支店
〒８７９-７１３１ 
豊後大野市三重町市場１２２５番地１
TEL.0974-22-1068

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

別府支店
〒８７４-０９３０ 
別府市光町１２番２７号
TEL.0977-22-0201

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

野津支店
〒８７５-０２０１ 
臼杵市野津町大字野津市２６４番地
TEL.0974-32-2046

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～19:00
土･日･祝9:00～17:00

上人支店
〒８７４-００３２ 
別府市上人本町１番１０号
TEL.0977-67-1295

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

竹田支店
〒８７８-００１２ 
竹田市大字竹田町５５２番地１
TEL.0974-63-3125

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

湯布院支店
〒８７９-５１０２ 
由布市湯布院町川上３０５６番地６
TEL.0977-84-3191

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

久住支店
〒８７８-０２０１ 
竹田市久住町大字久住６１４２番地２
TEL.0974-76-1143

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～18:00
土･日･祝9:00～17:00

中津支店
〒８７１-００２４ 
中津市中央町１丁目４番３号
TEL.0979-22-2233

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

耶馬渓支店
〒８７１-０４０５ 
中津市耶馬渓町大字柿坂５７５番地１
TEL.0979-54-3131

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～18:00

佐伯支店
〒８７６-０８４８ 
佐伯市城下東町１番１７号
TEL.0972-22-1848

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

福沢通支店
〒８７１-００７２ 
中津市船町１６１６番地
TEL.0979-22-7133

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～18:00

高田支店
〒８７９-０６２４ 
豊後高田市本町１２１９番地１
TEL.0978-22-2252

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

長洲支店
〒８７２-００３２ 
宇佐市大字江須賀２７２０番地の７
TEL.0978-38-1117

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

宇佐支店
〒８７９-０４６１ 
宇佐市大字樋田５７番地の1
TEL.0978-32-1427

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

香々地支店
〒８７２-１２０２ 
豊後高田市香々地３９３４番地１
TEL.0978-54-3125

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～18:00

国東支店
〒８７３-０５０３ 
国東市国東町鶴川１２０番地１
TEL.0978-72-1227

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

安岐支店
〒８７３-０２３１ 
国東市安岐町下原２４７１番地１１
TEL.0978-67-0562

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～18:00

杵築支店
〒８７３-０００１ 
杵築市大字杵築158番地の2
TEL.0978-62-2090

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～21:00
土･日･祝9:00～19:00

日出支店
〒８７９-１５０６ 
速見郡日出町３４２９番地の１
TEL.0977-72-7131

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

山香支店
〒８７９-１３１１ 
杵築市山香町大字内河野２７２９番地１
TEL.0977-75-1100

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～18:00

日田支店
〒８７７-００１５ 
日田市中央２丁目２番１７号
TEL.0973-22-6121

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

玖珠支店
〒８７９-４４０３ 
玖珠郡玖珠町大字帆足２６６番地の６
TEL.0973-72-1158

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

2

3

4

6

7

51

津留支店
〒８７０-０９３７ 
大分市南津留２１番１０号
TEL.097-551-5820

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

53

豊府支店
〒８７０-０885 
大分市南太平寺3丁目7番18号
TEL.097-544-9768

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

52

賀来支店
〒８７０-０８４８ 
大分市賀来北１丁目１４番５号
TEL.097-549-2272

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

54

光吉支店
〒８７０-１１３２ 
大分市大字光吉５８０番地の２
TEL.097-569-5584

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

55

下郡支店
〒８７０-０９５４ 
大分市下郡中央３丁目２番２１号
TEL.097-568-5256

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

56

東大分支店
〒８７０-０９１２ 
大分市原新町１０番２５号
TEL.097-552-8522

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

57

大在支店
〒８７０-０271
大分市大字角子原908番地の1
TEL.097-523-0600

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日8:45～20:00
土･日･祝9:00～17:00

59

県庁内支店
〒８７０-００２２ 
大分市大手町3丁目1番1号県庁舎内1階
TEL.097-532-1448

出金 照会 振込 入金 記帳

平    日9:00～17:0058

17

16

15

14

13

11

10

22

9

8

64

36

34

33

32

31

30

21

20

40

66

68

69

70

別府・由布エリア

豊後大野・臼杵・竹田・
津久見・佐伯エリア

中津・豊後高田・宇佐・
国東・杵築・日出エリア

日田・玖珠・九重エリア

大分エリア

けんしん店舗紹介
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