
地域密着型推進計画（平成２４年度～平成２６年度）

－地域のみなさまから頼りにされ、

必要とされる信用金庫として

進化し続けるために！－

進捗状況：平成２７年３月末現在
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（3）適切なソリューション（課題解決策）の提案 （4）ソリューションの協働実行

〇人材育成

〇本部・営業店連
携によるコン
サルティング
支援態勢の強
化

〇外部機関等と
の連携

創業・新事業支援
〇技術力・販売力・経営者の資質等を踏まえ事業価値の見極め
○公的助成金の紹介、事業立上げ時の積極的な資金応需 〇ソリューションの協

働実行

〇新規融資、経営支援の
実行状況の継続的な
モニタリング、進捗状
況の把握

〇予期せぬ環境変化等
に対応した適切なソ
リューションの見直
し

成長段階における

更なる飛躍支援

〇事業拡大・新たな収益機会拡大等のための資金需要に対し、
事業価値を見極め担保・保証人に過度に依存しない融資推進

〇事業拡大・新たな収益機会拡大等のための資金供給
○ビジネスマッチング・技術開発支援等による販路拡大等支援
○海外進出支援

経営改善・相談支援

〇売上増加（販路拡大・新商品開発・新事業進出）に資する
コンサルティング

〇貸付条件の変更・貸付条件変更先に対する企業実態等を踏
まえた新規融資の対応

○育成・成長につながる新規融資の推進
○ビジネスマッチング・技術開発支援等による販路拡大等支援
〇経営改善計画書等の作成支援

事業再生・業種転換
への対応

〇取引正常化・過剰債務解消・事業再構築等の事業再生に
向け積極的な対応（中長期的な視点に立った柔軟な対応）

事業の持続可能性が見込
まれない先への対応

〇債務整理等を前提とした再起に向けての適切な取組み
（金庫の健全な業務運営の確保の観点から必要に応じ対応）

事業承継支援
○Ｍ＆Ａ・相続対策支援
〇技術やノウハウを持つ顧客企業の事業承継問題を解消し

存続の支援対応

積極的な役割発揮 情報開示等 貢献活動

（1）多様なニーズへの対応
〇ご高齢者・障がい者・子育て等の支援
〇環境保全に寄与する取組強化

（2）成長産業に対する支援

（1）顔の見える情報開示活動
（2）ガバナンスの強化

（1）利便性向上（親切な対応）
〇店舗バリアフリー化・接遇
〇サービス介助士

（2）環境貢献（環境保全活動）
（3）次世代の育成（金融教育）

日常的・継続的な関係強化を通じた
経営目標や課題の把握・分析等

新規融資への取組み・売上増加支援・経営目標の実現や課題の解決

に向けたソリューションの合理性・実行可能性の検討・提案等

ソリューション

の実行・管理

地域の皆様から頼りにされ必要とされる信用金庫として持続的に進化

１．コンサルティング機能の一層の深化

２．地域の面的再生への積極的な参画等

お客様との一層の信頼関係の構築

３．企業の社会的責任に根ざした経営４．積極的な情報発信等
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平成２４年度～平成２６年度の３年間（平成２４年４月～平成２７年３月）を推進期間として策定した、「地域密着型金融推進計画（持続的成長力強化２６）」

の主要項目の推進実績（平成２７年３月３１日現在）は以下のとおりです。

当金庫では、引続き、平成２７年度～平成２９年度の３年間（平成２７年４月～平成３０年３月）を推進期間とした「地域密着型金融推進計画（持続的成長力

発揮２９）」により、長年の信頼関係に基づきお客さまの課題をともに考え取組み、地域に根ざした「顔の見える活動」を推進いたします。

項   目 実    績

人材育成 ○経営目標や課題を把握・分析のうえ、適切な金融サービスの提供ができ得るよう、平成 24 年度から平成 25 年度の間に以下のとおり人財の育成に取組みました。
今後も引続き、職員の目利き能力・提案能力（各業種特性の理解・財務分析力の一層の強化）の更なる向上のため、人財の育成に取組んでまいります。

・「マンパワーアップ３ヶ年育成計画」に基づく入庫 1 年～3 年次の職員への計画研修を、1 年次（24 年度：4 回、25 年度：5 回、26 年度：5 回）・2 年次（24 年度：3 回、25 年
度：4 回、26 年度：4 回）・3 年次（24 年度：2 回、25 年度：2 回、26 年度：3 回）に実施しました。

・「営業活動発表会」を開催し、お客様のニーズ等に適切に対応した成功事例を、平成 24 年度は 3 事例（コンサルタント機能により経営改善に成功した支援事例、「ＡＢＬ」を活
用した金融支援事例、創業時の事業計画の策定支援事例）、平成 25 年度は 3 事例（新制度「経営力強化保証制度」の活用事例、「経営革新計画の作成支援」及び「ＡＢＬの活用支
援」事例、愛知県の貸付制度を活用した支援事例））、平成 26 年度は 4 事例（外部機関とのマッチング事例、トップライン引上げ事例、事業計画遂行支援事例、補助金申請・
新規融資対応事例）を実施し、ノウハウ等の当金庫内にて共有化を図りました。

・「業種別研究会」を開催し、業種の研究を通じ、業種特性や資金ニーズ等を把握し、相談等に対し適切に対応しうる人財の育成を図ることを目的として、平成 24 年度は 4
業種（金属熱処理業・化学製品製造業・型枠大工工事業・冷暖房工事業）、平成 25 年度は 5 業種（自動車部品製造業・航空部品製造業・ソフトウェア開発業・介護事業・医療業）、
平成 26 年度は製造業経営者と実践的な会話ができるよう「素材」をテーマとした基礎素材型産業 4 業種（ゴム、プラスチック、鉄製品、非鉄製品）を継続して研究し、「営業
活動発表会」を開催して、その研究を通じて得られた業種特性や資金ニーズ等の共有を図りました。

・「事例研究会」を、平成 24 年度は 6 回、平成 25 年度には 6 回、平成 26 年度においても 6 回開催して融資案件をケーススタディ方式で研究し、より一層、お取引先からの
相談やニーズに適切にお応えできるよう職員の「目利き能力」や「審査能力」の向上を図りました。

・「休日勉強会」を、平成 24 年度は 4 回、平成 25 年度には 4 回、平成 26 年度においても 4 回開催して経営支援先に対する事業計画の策定・経営改善計画の策定などビジ
ネスコンサルティング研修を実施しました。

・平成 24 年度は、入庫 5・6・7 年次の職員に、育成計画に基づき、経営集中支援先を 1 名 1 先担当し、本部経営支援担当の指導のもと実践研修を通じて、経営支援の対応
等ができるよう、人財の育成を図りました。
さらに、平成 25 年度は、育成計画を変更し育成職員を入庫 8 年次の職員にも拡大し、平成 26 年度においても、引続き、経営集中支援先に対するモニタリングを実施して、
実践研修による人材育成を図りました。

・新たな取組みとして、平成 25 年度より外部講師による経営支援等の勉強会を 7 回開催し、さらに、平成 26 年度には 10 回開催し、お取引先からの相談やニーズに、より
一層適切にお応えできるよう職員の「目利き能力」や「審査能力」の向上を図りました。
また、お取引先からの相談やニーズに、一歩踏み込んだより専門的なお応えができるよう、当金庫職員の中小企業診断士資格取得に向け、継続して取組んでおります。
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項   目 実    績

本部・営業店の連携に

よる支援態勢整備
○「中小企業経営力強化支援法」による「経営革新等支援機関」の認定を受け、本部「経営支援担当」と営業店と連携による、一層の相談・支援態勢の強化を図りました。

・「経営革新等支援機関」として、本部「経営支援担当」と営業店と連携して、お取引先への経営改善計画の策定支援及び実施に係る指導・助言を実施し、平成 24 年度は
「経営力強化保証」を 2 件実行しました。

・平成 25 年度は、お取引先の一層の支援を図るべく、本部「経営支援担当」を 1 名増員のうえ 2 名配置し、営業店「経営支援担当」を 2 名（店長・融資役席）配置して、一層
きめ細かい経営支援の対応等ができるよう支援態勢を整備しました。

・平成 26 年度には、「休日金融相談よろず窓口」を開設するなどして、「経営支援担当」が営業店と連携し、「新規融資先」「金融円滑化対象先」「事業再生先」に対して、一
層の相談・支援の強化等を図りました。
また、年末における「資金繰り改善」や「緊急円安対策」として、原材料費やエネルギー価格の上昇に係る中小企業・小規模事業者に対する金融の円滑化等について、
「適切かつ積極的な金融仲介機能の発揮（既存先のモニタリング強化）」等を図るよう徹底いたしました。

・引続き、お取引先への最適なソリューション（課題解決策）の提案や、お取引先との協働によるソリューションの実行など、本部「経営支援担当」と営業店と連携による一層
のご支援を実施してまいります。

外部機関等との連携 ○各支援機関や外部専門家とのネットワークを活用し、コンサルティング機能を一層充実させました。

・「学校法人 大同学園 大同大学」（25年4月）及び「学校法人 名古屋自由学院 名古屋芸術大学」（26年2月）と「産学連携の強力推進に関する協定」を締結し、お取引先
の課題解決や、大学が蓄積している研究成果等の地域社会への還元など、相互に協力し進めることとしました。

・複雑化・高度化・専門化するお客さまの経営課題やニーズにお応えするため、地域ごとの中小企業支援機関等が連携し、中小企業・小規模事業者が抱える経営課題解
決のための専門家派遣の窓口機能等を担う「しんきん愛知プラットフォーム」を組成しました。

・「(公財)名古屋産業振興公社」と覚書を締結（26年3月）し、地元ベンチャー企業等の一層の支援・育成の強化を図りました。

・公的支援機関である「愛知県よろず支援拠点」及び「名古屋市新事業支援センター」との関係を強化（26年5月）し、顧客企業向けのコンサルティング機能を一層強化する
こととしました。

・「Ｃ-Biz」の一層の推進に向け、「日本政策金融公庫」の融資制度、連携メニュー等の説明会を開催（26年5月）し、連携強化を図ることとしました。

・科学技術振興機構（ナノテクノロジープラットフォーム事業）との連携強化のため、また、地域中小企業のシニア人材確保支援（定着支援事業）のため、当金庫内において
セミナーを開催（26年10月2日）しました。

・「名古屋市小規模事業金融公社」との連携強化のため、平成26年度事業説明会に参加（26年10月）しました。

・「あいち産業振興機構」（愛知県支援センター）と連携強化のため「連携覚書」を締結（26年10月）しました。

・地域中小企業のシニア人財確保支援（定着支援事業）の委託事業者「(株)クオリティーオブライフ」と連携し、顧客の経営等支援のため、シニア人材確保・定着支援事業
「新現役（シニア人財）交流会」を開催（26年11月）しました。

・日本政策金融公庫が立ち上げたソーシャルビジネス支援ネットワーク「ソーシャルビジネスサポートあいち」に参加（26年10月）し、ソーシャルビジネスを積極的にサポート
することとし、関連した「キックオフセミナー」を開催（26年12月）しました。

・創業期や新事業展開期にある顧客への支援ため、「楽天(株)」・「日本政策金融公庫」との共催で、「創業イブニングセミナー」を3回開催（26年7月、26年11月、27年2月）し
ました。

・顧客企業の海外展開等の支援態勢強化のため、日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ（ジェトロ））の業務内容や具体的な活動方法等について、当金庫内において説明会を開催
（27年2月19日）しました。

・27年5月から始まる、企業の課題解決や製品開発、社員教育を同時に取組む事業「三機関協働支援事業」（名古屋工業大学、愛知県中小企業診断士協会、あいち産業
振興機構）への参加募集を行い活用を図ることとした。

・これからも、当金庫は、地域経済の活性化と地域社会の発展のため、協同組織金融機関として、一層の「コンサルティング機能」の発揮に努めてまいります。
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項   目 実    績

情報の収集・蓄積・分

析等
○お取引先の経営目標や課題を正確かつ十分に把握・分析すべく、アンケート調査を実施しました。

・平成25年度において、お取引先の経営目標や課題を、正確かつ十分に把握・分析すべく、お取引先2,653先に対し、アンケート調査を実施しました。

・これからも、当金庫は、日常的・継続的な取引により得られた情報等からライフステージ等を見極め、アンケート調査による経営目標や課題を十分に把握・分析し、お取引
先の経営相談や事業再生に向けた支援のみならず、新規融資を含む積極的な資金供給を行い、お取引先の育成・成長を強力に後押ししてまいります。

創業・新事業開拓 ○創業・新事業される方への金融支援を実施しました。

・信用保証協会（県保証・市保証）融資制度「新事業創出促進」・「開業支援」および創業に関連する融資を、平成 24 年度は 10 件（37 百万円）、平成 25 年度には 26 件（163
百万円）、平成 26 年度においては 30 件（199 百万円）取組みました。

・国・地方公共団体等の補助金制度の活用を考えられている事業者さまに、積極的に補助金制度情報を開示し、平成 25 年度は 34 件の申請相談をお承り、そのうち 13 件
の応諾となりました。さらに、平成 26 年度においては 55 件の申請相談をお承りし、そのうち 18 件の応諾となりました。

・引続き、インキュベータ施設に入居されている企業を対象に当金庫の職員が講師となって「事業計画書作成勉強会」の開催や、「大学発ベンチャービジネスグランプリ」へ
の協力、国・地方公共団体等の公的助成制度のご紹介や申請への協力、中小企業支援センター等の外部機関との連携等を図り、技術力・販売力等を踏まえた事業価値
を見極めながら、地域で創業・新事業をされる方に、一層のご支援を実施してまいります。

○地域の事業者の方の資金需要に積極的にお応えしました。

・法人の貸出金のお取引先は、平成 24 年度は 44 先増加し、平成 25 年度には 31 先増加し、平成 26 年度においては 62 先増加し、一部に景気の持ち直しの動きが見られ
るものの、依然、事業性資金の需要が低迷するなかではありましたが、地域の事業者の方の資金需要に積極的にお応えしました。

・引続き、創業や新事業をされる方へのご相談や事業計画の策定のお手伝いを行うとともに、新規資金需要に対し積極的にお応えするなど、地域の事業者の方に、一層
のご支援を推進してまいります。

成長段階における更な

る飛躍支援

○「日本政策金融公庫」及び「名古屋市小規模事業金融公社」と業務連携し、お取引先へのご支援・相談機能の一層の充実・強化を図りました。

・業務連携による融資実績は、平成 24 年度は 26 件（185 百万円）、平成 25 年度には 75 件（506 百万円）、平成 26 年度には 83 件（443 百万円）でした。

・引続き、外部機関との連携を強化し、お取引先の経営目標や課題を把握・分析し、経営相談や事業再生に向けた支援のみならず、新規融資を含む積極的な資金供給を
行い、地域経済の活性化・中小企業金融の一層の円滑化を推進してまいります。

○事業性無担保ローン「元気くんⅡ」を、金庫の担保・個人保証に過度に依存しない融資の中核商品として位置付し、お取引先の経営改善、事業再生、育成・成長につながる
よう利用促進を図りました。

・元気くんⅡの取組実績は、平成 24 年度は 46 件（298 百万円）、平成 25 年度には 35 件（334 百万円）、平成 25 年度においては 31 件（253 百万円）でした。

・引続き、当金庫の担保・個人保証に過度に依存しない融資の中核商品として一層の利用促進を図ってまいります。
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項   目 実    績

経営改善・相談支援 ○新しいビジネスチャンス等の機会創出を目的に、リレーションシップパートナーである「中信青年経営者会」の会員企業の業務内容や商品・サービス等の情報を掲載する当
金庫ホーム・ページ内の「中信パートナーサイト」を運営するとともに、取引先企業のＨＰ作成支援を実施しました。

・新しく会員となられましたお取引先の掲載募集などを行い、平成 24 年度は平成 24 年 11 月に更新し、平成 25 年度も平成 25 年 11 月に更新し、平成 26 年度においては
平成 26 年 10 月に更新しております。

○従来のビジネスから蓄積したノウハウや強みを活用し、新事業の展開を目指す先への「経営革新計画」の作成支援を実施しました。

・「経営革新計画」の作成支援実績は、平成 24 年度は 3 件、平成 25 年度は 4 件、平成 26 年度においては 10 件でした。

・引続き、事業の再構築等の事業再生に向け、積極的に支援を行ってまいります。

○お取引先から貸付条件の変更等があった場合は、お取引先の抱える問題等を十分に把握したうえで、本部経営支援担当が中心となり営業店経営支援担当と連携のうえ、
経営改善に向けた経営支援に、真摯に取組みました。

・平成24年度は、貸付条件の変更等があったお取引先276先のうち、経営支援対象としているお取引先は62先でした。
このお取引先のなかで、平成24年度中に貸付条件の変更等の解消など経営改善が図られたお取引先は、27先でした。
また、貸付条件の変更等があったお取引先276先についても、平成24年度中に貸付条件の変更等の解消など経営改善が図られたお取引先は、上記の27先を含め、112
先（41％）の経営改善を図りました。
また、平成25年度には、貸付条件の変更等があったお取引先376先のうち、完済等された先以外の340先のお取引先を経営支援対象としました。
このお取引先のなかで、平成25年度中に貸付条件の変更等の解消など経営改善が図られたお取引先は、212先（56％）でした。
さらに、平成26年度においては、貸付条件の変更等があったお取引先287先のうち、完済等された先以外の251先のお取引先を経営支援対象としました。
このお取引先のなかで、平成26年度中に貸付条件の変更等の解消など経営改善が図られたお取引先は、153先（53％）でした。

・引続き、地域の事業者の方や個人の方に必要な資金を安定的的に供給させていただくとともに、お取引先の抱える問題を十分に把握したうえで、経営改善等のご相談に
積極的にお応えし、外部機関等とも十分に連携を図りながら、地域経済の発展に寄与するため、地域金融の円滑化に全力を傾注し取組んでまいります。

○適時、勉強会等を通じた営業店職員の知識向上により、事業承継案件への提案能力の向上を図りました。

・引続き、人材育成のための研修等を通じて職員の事業承継案件への提案能力の更なる向上を図り、税理士・弁護士等との外部機関とも連携して、円滑な対応を図ってま
いります。

地域の面的再生への積

極的な参画

○寄付定期「みどりいっぱい！」定期預金の取扱や、年金受給者への一層のサービス向上を図る新商品「夢達者アクティブ」の取扱、子育て支援として特別金利の「学資ロ
ーン」の取扱など、地域・社会全体のニーズである高齢者・障がい者・子育て支援、環境保全に配慮した取組みを実施しました。
平成 25 年度は、地域の「小規模零細事業所」の方の福利厚生の一環として、提携するお取引先等に勤務する「従業員」さまに、当金庫の商品等を金利優遇（特典）する
「プレミアムサポートサービス」の取扱いを開始しました。
さらに、平成 26 年度においては、子育て世代（若年層）及びプレミアムサポートサービス提携先の従業員等の健全な生活設計・財産形成を支援する「未来への備え積金」
の取扱い、ＥＳＤに参加し寄付（20 万円）を行い環境に配慮した業務運営（啓蒙・普及）を展開することとし、一層の利便性向上と子育て支援を図るべく「教育カードローン」
の取扱いを開始しました。また、「ちゅうしん環境レポート」を改訂し、新たに当金庫の環境保全等に対する取組みを紹介するポスター等の作成、啓蒙活動の実施により一
層環境に配慮した事業活動に努めることとしました。
引続き、地域・社会全体のニーズである高齢者・障がい者・子育て支援、環境保全への取組み、地域の「小規模零細事業所」の方の支援を推進していきます。

〇26年度において、国の総合特区「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」協議会の構成員に参加するとともに、参加企業向け「金融上の支援措置（利子補給金）制
度」の対象金融機関として、国の指定を受けました。
地域の成長産業である航空・宇宙産業に対しては、国際戦略総合特区「アジア№１航空宇宙産業クラスター形成特区」の構成金融機関として積極的に金融面の支援を行
っていきます。
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項   目 実    績

企業の社会的責任（Ｃ

ＳＲ）に根ざした経営

○ご高齢者やお体の不自由なお取引先が安心して当金庫をご利用いただけるよう「サービス介助士（ケアーフィッター）」を全営業店に配置しました。

・平成 24 年度は、全店に 78 名のサービス介助士を配備（全職員に占める資格取得者の比率 28.8％）としました。
平成 25 年度は、全店に 86 名のサービス介助士を増員し配備（全職員に占める資格取得者の比率 30.3％）としました。
さらに、平成 26 年度は、全店に 88 名のサービス介助士を増員し配備（全職員に占める資格取得者の比率 31.5％）とし、「サービス介助士（ケアーフィッター）」を拡大させま
した。

・また、当金庫では、平成 23 年 4 月にＣＳ活動・ＣＳＲ活動の一環として、「地域で一番やさしく、親切な金融機関」を合言葉に「ちゅうしんのハートフル宣言（全てのお取引先
に当金庫を安心してご利用いただくための基本姿勢）」を定めるとともに、当金庫が取組してきたハートフルな取組み（ハード面：店舗・設備等、ソフト面：伝票などお取引先
向けの書類やサービス介助士の配置等、ハート面：接遇スキル向上を目的とする教育等）の状況や今後の取組み計画をまとめた「ハートフルレポート」を作成してお取引
先にお配りいたしております。

・引続き、サービス介助士の資格取得者数を拡大するとともに、視覚障がい者対応ＡＴＭの設置や店舗のバリアフリー化、接客研修等の実施などにより、ご高齢な方やお体
の不自由な方が安心して当金庫をご利用いただけますよう一層の取組みの強化に努めてまいります。

○高齢者等が住みなれた地域で生きがいを持って安心して暮らすことができるように、公的機関と連携し、厚生労働省の推進する「認知症サポーター研修」を受講した窓口職
員・営業担当者を「街のみまもり隊」として配備し、高齢者等の様子に気を配るなどのサポートを実践しました。

・平成 24 年度の認知症サポーターの配備状況は、4 店舗に 44 名を配備（全職員に占める資格取得者の比率 17.7％）しました。
平成 25 年度は、6 店舗に 56 名を配備（全職員に占める資格取得者の比率 19.7％）し、認知症サポーターを拡大させました。
さらに、平成 26 年度は、7 店舗に 65 名を配備（全職員に占める資格取得者の比率 23.2％）し、より一層の認知症サポーターを拡大させました。

・引続き、認知症サポーターを拡大していきます。

○引続き、クールビズ・ウォームビズ運動の実施等を通じて、温暖化防止に取組むと共に生物多様性等の環境保全に向け、継続して活動しました。

○地元大学生のインターンシップ研修や、地元中学生の職場体験学習を受入などして、地域経済を担う若年層に必要な金融知識を身に付けることを継続してサポートしまし
た。

顧客や地域の皆様への

積極的な情報発信等

○金庫経営情報の開示内容を充実させるとともに、会員をはじめ、会員外のお取引先、地域住民の方に広く個別訪問による「顔の見える開示活動」を行いました。

・平成 24 年度のディスクロージャー誌を、38,264 先の方にご説明する活動を行いました。
また、平成 25 年度は、ディスクロージャー誌を、31,770 先の方にご説明する活動を行いました。
さらに、平成 26 年度は、ディスクロージャー誌を、30,002 先の方にご説明する活動を行いました。

・引続き、当金庫の経営情報をご理解していただくため、個別訪問による丁寧な「顔の見える開示活動」をさせていただきます。

○当金庫ホームページ内の「会員の皆さまのページ（会員の意見・要望）」・「ご意見・ご要望ページ」等を通じ、会員の皆さま、お客さま、地域住民さまからのご意見・要望意見
を広く吸い上げ、金庫経営に反映する取組みを継続して実施しました。

以 上


