一関信用金庫のあ
昭和23年 7月16日
昭和24年 5月 1日
昭和24年 6月15日
昭和24年10月 5日
昭和26年 6月15日
昭和27年 5月15日
昭和27年 5月23日
昭和28年 9月21日
昭和30年 4月 1日
昭和33年 7月28日
昭和34年 1月25日
昭和36年 1月23日
昭和36年 6月15日
昭和38年 7月 1日
昭和39年 7月20日
昭和40年 7月 7日
昭和42年 1月 1日
昭和43年 7月22日
昭和44年 8月 3日
昭和46年 6月26日
昭和47年 4月 1日
昭和51年11月15日
昭和51年11月15日
昭和51年12月27日
昭和52年 3月28日
昭和52年11月25日
昭和54年 4月10日
昭和54年10月 3日
昭和54年11月19日
昭和55年 3月25日
昭和55年 9月 8日
昭和55年11月25日
昭和57年10月25日
昭和58年 9月16日
昭和58年 9月29日
昭和58年10月 1日
昭和59年11月 1日

（

）

市 地信用組合法に基づく一関信用組合を設
立
一関市広 23番地で業務を開始
代組合長に 々 一
任
位置変更 新位置、一関市地主町1番地
組合長
三
任
信用金庫法施行（法 238号）
理事長
三
任
一関信用金庫事業免 により組織変更
支店開設
支店開設
出 所開設
支店新築移転
支店新築移転
平 出 所開設
出 所を支店に昇格
平 出 所新築移転
目支店開設
平 出 所を支店に昇格
千 支店開設
目支店新築移転
支店位置変更
高 支店開設
本店新築移転（一関市幸町5番5号）
地主町支店開設
日本銀行
支店と当座取引業務開始
代「水 付ポンプ 」しんきん号
日本銀行歳入代理店業務取扱開始
替商業務開始
立30周年記念式 挙行
前支店開設
理事長上
二 任
支店開設
高 支店新築移転
千 支店新築開店
三関支店開設
証券業務取扱 可
国債等公共債の 口 売開始
一関 化センター 成に伴い、一関市に 帳

昭和59年11月26日
支店新築移転
昭和59年12月10日
支店開設
昭和60年11月 5日
支店新築移転
平成 1年 9月18日 地主町支店新築開店
地区消防組合、一関消防署へ
平成 2年 9月27日
２代目「水 付ポンプ 」しんきん号を
平成 3年 5月 2日 理事長 重 次
任
一関市 水地事業 手20周年記念として「
平成 4年 3月17日
620本」と「 水地千本 標示石2基」を
平成
平成
平成
平成

4年11月16日
支店開設
5年10月 1日 大 渡支店譲受け開始
5年11月15日 金成支店開設
8年12月 9日 平 支店新築移転
立50周年記念式
平成11年10月 7日
地区消防組合へ高規格 急 の
平成12年 5月15日 投資信託 口 売業務開始（取扱店舗…本店）
平成12年10月18日 一関インター支店新設開店
平成13年 4月 1日 一関インター支店日 営業開始
平成15年11月 4日
支店新築移転
中小企業金融公庫（現在：日本政策金融公庫）
平成16年 7月 1日
支店との業務提
国民生活金融公庫（現在：日本政策金融公庫）
平成16年 8月 2日
一関支店と経営支援業務提
平成16年12月 1日 中小企業 断協会と経営支援業務提
農林漁業金融公庫（現在：日本政策金融公庫）
平成17年 1月21日
代理店業務開始
平成17年12月22日 一時払い終 保険取扱開始
平成18年10月23日 気
信用金庫へ高 ・大 渡支店譲渡
平成18年11月20日
目支店新築移転
平成19年 5月 1日 理事長小
任
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（財）岩手県 技術研究センターと「地域
の協力推進にかかる協定」を 結
平成19年10月 1日
目支店「平日時間延長営業」開始
原市と多重債務者 済資金貸付制度「 原
平成19年12月21日
市のぞみローン」の預託契約を 結
一関市と 原市に岩手・
内 地
支
平成20年 6月16日
援見 金を
立60周年記念事業として一関市に「
平成21年 3月30日
」
平成21年11月 1日 「がん検 受 率向上プロジェクト」開始
立60周年記念事業として平 町に「
平成22年 3月23日
」
一関市と「がん検 受 率向上プロジェクト」
平成22年12月14日
協定
日本政策金融公庫と農業分 における「業務
平成23年 2月25日
協力に関する 書」を 結
日本大 災による「災害 旧特別融資」取扱
平成23年 3月14日
開始
平成23年 3月22日 千 支店新築移転
多重債務問題の解決に資する優れた取組みに
平成23年 6月20日
対し金融担当大臣より
を 受
前高 市・大 渡市・平 町に義援金・支援
平成23年10月20日
金を
平成24年 6月15日 理事長及
人 任
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法
平成24年12月21日
に基づく「経営 新等支援機関」の認定取得
でんさいネット「しんきん電子記 債権サー
平成25年 2月18日
ビス」取扱開始
平成25年 3月31日
目支店「平日時間延長営業」終了
平成25年 4月 6日
目支店土 営業開始
平成25年12月 3日 新型 口 売方式国債の取扱開始
岩手県農業信用基金協会と債務保証契約及び
平成26年 3月27日
業務委託契約を 結
平成26年11月17日 Ｍ＆Ａ
業務開始
立70周年記念事業の一環として、一関市消
平成27年 3月 6日 防本部に災害支援 １ 及び高規格 急 １
平成19年 8月30日

平成27年 3月10日
平成27年 6月25日
平成27年 9月24日
平成28年 3月18日
平成28年 3月25日
平成28年11月17日
平成28年12月 1日
平成29年 4月 6日
平成29年10月13日
～12月27日
平成29年12月 1日
平成30年 1月19日
平成30年 2月 1日
平成30年 6月15日

県 原市に高規格 急 １
岩手県信用保証協会と中小企業の「経営支援
に係る業務連 ・協力に関する 書」を 結
支店リニューアルオープン
信用金庫と「業務提 に関する協定」を
結
一関市及び平 町と「地方 生に係る連 に
関する協定」を 結
一関市と「高 者見守りネットワーク事業へ
の協力」に関する協定を 結
一関市と「 き家活用と移住定住促進のため
の 書」を 結
一関商 会議所と「中小企業の経営支援に関
する連 協定」を 結
立70周年記念事業の一環として、医療・福
祉法人（13先）と一関市、平 町、 原市、
市の社会福祉協議会へ福祉
等を
県農業信用基金協会と債務保証契約及び
業務委託契約を 結
信託契約代理業開始
一般社団法人「
のまち基金」設立
理事長千 一
任

組合長
々

事長

一

昭和24年 5月 1日～昭和24年10月 4日

三

昭和24年10月 5日～昭和55年 3月12日

上

二 昭和55年 3月25日～平成 3年 5月 1日
重

小
及

千

次

平成 3年 5月 2日～平成19年 4月30日
平成19年 5月 1日～平成24年 6月15日
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一

平成30年 6月15日～現在に至る
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