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文化的・社会的貢献に関する事項について
当金庫では、地元の金融機関として、良質な金融サービスの提供だけでなく、地域の文化・

スポーツ活動・社会福祉の向上に貢献したいと考え、主催・協賛、後援などさまざまな形を通
じて、積極的な支援活動を展開しております。

信用金庫業界では、「信用金庫法」が昭和26年６月15日に公布・施行されたことにちなみ、６月15日を
「信用金庫の日」と定め、全国的なＰＲ活動を展開しています。

毎年、信用金庫の全役職員が信用金庫の歴
史的意義と創業の理念に立ち返るとともに、
地域と共に歩む信用金庫を広くPRすることに
より、地域の皆様との結びつきをより強固な
ものとする日として全国的に展開しています。

当金庫では、PR活動として、全店店周一斉
清掃活動や献血活動を行いました。

平成28年度の文化的・社会的貢献活動

献血活動全店店周一斉清掃活動

長門市社会福祉協議会にて

当金庫が推進してい
るメセナ活動の一つと
して、平成28年に二
つの全国大会に出場し
活躍された萩高校合唱
部に寄付をさせていた
だきました。　

■地元高校合唱部へ寄付
当金庫では地域社会の

福祉活動に役立てていた
だくため、役職員から募
金を募り、山口、萩、長
門、防府の４市の社会福
祉協議会に寄付をさせて
いただきました。

■地元社会福祉協議会へ寄付

自分で作った「凧」を揚げる楽しさと面白さを味わ
い、野外で遊ぶ機会と親
子で一緒に参加すること
による親子のふれあいの
機会を作るこの大会に協
賛し、「萩山口しんきん
凧セット」を毎年寄贈し
ています。

■第41回萩市子ども会 たこあげ大会協賛
（萩ウェルネスパーク萩スポーツ広場）

山紫水明、歴史と自然の町「萩」で、「維新の
風よもう一度」をテ
ーマに観光と体力づ
くりを目的として開
催されるスポーツイ
ベントに毎年、協賛
しています。

■第17回維新の里
萩城下町マラソン協賛　

金融業務や信用金庫の
役割等への理解を深めて
もらうことを目的に、就
職活動を控えた学生の方
を対象とした就業体験機
会の場を提供しています。

■インターンシップの実施
金融知識を身につけ

たり、将来の進路や働
くことの意味を考えて
もらうことを目的に、
中学生の職場体験学習
に協力しています。

■職場体験学習の実施
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防府商工会議所によ
る愛情防府運動として、
毎年参加しています。

（10月15日）

■愛情防府フリーマーケット
萩市の浜崎地区を会

場に、古い町並みや旧
家に代々伝わるおたか
らを楽しむイベントに
毎年参加しています。

（５月22日）

■浜崎伝建おたから博物館

北浦地区の夏のイ
ベントの一つである
＜ヨイショコショ＞
＜トコトンヤレ節＞踊
りに参加しています。

（８月２日）

■萩夏まつり
山口祇園祭の中日に

山口市中心商店街で行
われる市民総踊りに参
加しています。

（７月24日）

■山口祇園祭 市民総踊り（MINAKOIのんた）

５月 18日

５月 22日
５月 27日
５月 28日
６月 1日

６月 5日
６月 7日

６月 7日
６月 10日
６月 11日
６月 13日
６月 15日
６月 22日
６月 28日

７月5日～15日

７月 14日

７月 22日

７月 24日
７月 24日
８月 2日

8月6日～7日
８月 8日
８月 13日
８月 24日

9月1日～２日
9月12日～16日

●

●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●

第9回山口県しんきん合同ビジネスフェア
2016　開催（海峡メッセ下関）
浜崎伝建おたから博物館　参加　
平川振興会 クリーン作戦　参加
一の坂川ほたる祭り　参加
下瀬信雄氏の作品展示

（萩支店 平成29年5月31日まで）
椹野川あゆ祭り　参加
県下３信用金庫が加盟する山口県信用金庫
協会から山口県が設立した「やまぐち子ど
も・子育て応援ファンド」へ寄付金贈呈

「職場体験学習2016」（湯田中学校生徒２名）
「維新塾」平成28年度会員総会・懇親会　開催
宮野ほたる祭り　参加　

「信用金庫の日」PR活動　献血活動　実施
「信用金庫の日」PR活動　全店店周一斉清掃
第98回通常総代会　開催
萩市との地方創生に係る包括連携に関する
協定締結

「第46回和船競漕大会」のビデオ上映　開催
（越ヶ浜支店）
やまぐち子ども・子育て応援ファンド助成
事業交付決定書交付式　参加

「萩市高齢者等あんしん見守りネットワーク
事業」に参画
山口市・市民総踊り（MINAKOIのんた） 参加
奈古夏祭り日本海イカダ大会　参加
萩夏祭り＜ヨイショコショ＞＜トコトンヤ
レ節＞踊り　参加
山口七夕ちょうちん祭り　参加
宮野自衛隊花火大会　参加
平川地区盆踊り大会　参加

「維新塾」第１回研修会　開催
「南の逸品商談会in Tokyo 2016」 参加
インターンシップ（山口大学、東洋大学学
生5名）

9月15日～16日
9月21日～22日

10月 1日
10月 15日
10月 28日
10月 28日
11月 5日
11月 10日
11月 17日
11月 27日
12月 1日

12月 11日
12月 12日
12月 22日
12月 26日

1月13日～15日
１月 16日

１月 27日
２月 12日
２月 21日

２月 21日

３月 1日

３月 21日

３月 22日

●
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職場体験学習2016（大殿中生徒2名）
維新塾事業「鹿児島視察」及び「そうしんブ
レーン“21”主催～なんこ大会」参加

「萩市創業チャレンジ応援助成金」 創設
愛情防府フリーマーケット　参加

「そうしん まるごと食・観商談会in曽於市」参加
「維新塾」第２回研修会　開催
ヴァイオリン＆ピアノ ジョイントコンサート 開催
総代懇親会（萩・長門地区）
総代懇親会（山口地区）
萩産業フェスタ2016　参加
山口高校ラグビー部写真展　開催

（本店12月30日まで）
第17回維新の里萩城下町マラソン　協賛
献血活動　実施（本店）
萩高校合唱部へ寄付

「萩山口信用金庫　萩市創業チャレンジ応
援助成金交付式」 開催

「薩長同盟（鹿児島・山口）逸品販売会」 開催
「山口県中山間移住創業マルシェ事業」の
支援第1号内覧会及び「やまぐち中山間移
住創業助成金」目録贈呈式　参加

「維新塾」第３回研修会　開催
第41回萩市子ども会たこあげ大会　協賛
山口・萩・長門・防府の４市の社会福祉協
議会に役職員から集めた募金を寄付
株式会社商工組合中央金庫との業務協力に
関する覚書を締結
第2回「子育て応援定期預金」取扱開始

（平成29年3月1日～4月28日まで）
鹿児島相互信用金庫、会津信用金庫との広域
交流事業に関する覚書を締結及び「山口・鹿
児島・会津の地域食材を活用した会席料理お
披露目会」開催（ホテル龍名館東京にて）

「維新塾」第４回研修会　開催

平成28年

平成29年

１年間のトピックス【平成28年4月〜平成29年3月】
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当金庫では、「豊かで活力のある地域社会づくりに貢献します」を基本方針として、
地域の持続的な発展に貢献できるよう様々な取り組みを行っております。

今般、平成28年度における中小企業の経営改善や地域活性化のための取組状況を取
りまとめましたので、お知らせいたします。

中小企業の経営の改善及び
地域の活性化のための取組状況

「創造やまぐち！未来を創る ビジネスチャンス！」をスローガンとし、お取引先中小企業の皆
様に新たなビジネスチャンスを掴んでいただくことを目的として、山口県内３信用金庫合同によ
るビジネスフェアを開催しました。

第９回目となる今回は、企業出展コーナーにおいて、県内企業や道の駅、当金庫と「現代版 薩長同
盟」交流事業を行っている鹿児島相互信用金庫のお取引先、中国・青島市の企業など、計150の
企業・団体が自社製品・サービスをアピールされました。

開 催 日：平成28年５月18日（水）
開催会場：山口県国際総合センター

（海峡メッセ下関）
出展企業・団体数：150　
来場者数：約3,800人
開催内容 : 企業展示コーナー、バイヤー・団

体・企業との個別商談会、産学官
連携による金融・経営相談会

（成果）
①　出展企業

商談件数 233件　商談成約件数 47件
成約率　20.2％

②　バイヤー企業
商談件数 195件　商談成約件数 39件
成約率　20.0％

③　経営相談
23社

「第９回山口県しんきん合同ビジネスフェア2016」の開催１

本会は、会員相互の情報交換や経営課題に関する研修などを通じて、会員の経営資質の向上とその
企業の健全な発展及び当金庫と会員の皆様との連携強化を目的としております。

第１回：「働き甲斐のある会社をつくるために」
講師：当金庫役員

第２回：「社員モチベーションの向上のための
着眼点」
講師：当金庫職員

第３回：「やる気を引き出すディスカッション
手法」
講師：NPO法人 市民プロデュース

理事長　平田　隆之氏
第４回：「経営者に求められる３つの力」

２ 維新塾（萩山口信用金庫若手経営者の会）の開催
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「お客様の課題解決と地域活性化に貢献していく」の方針のもと、企業の経営再建や経営悪化の未
然防止を図り、外部機関、外部専門家と連携しながら経営改善・事業再生支援に積極的に取り組んで
います。

●平成29年２月21日に株式会社商工組合中央金庫
との業務協力に関する覚書を締結しました。
【業務協力で連携を深める主なテーマ】

①地域経済活性化
②新分野進出・新事業展開
③新たな金融手法
④事業再生・再建

中小企業支援に関する取組方針４

当金庫の取引先の経営相談・支援あるいは再生に取り組むために、企業支援プロジェクトチーム
（以下、「支援Ｐ・Ｔ」といいます。）を設け、平成28年度は支援Ｐ・Ｔ会議にて決定した支援先12先
（先数はグループベース）を対象に、営業サポート部営業三課（中小企業診断士２名）と営業店が一体
となり、また外部機関とも連携を図り、経営改善に向けた支援を行いました。

中小企業の経営支援に関する取組状況５

当金庫では全国の信用金庫企画旅行の誘致を目的
とした「モデルコース提案書」を作成し、平成26年
９月に発送しています。提案書発送以降、当金庫の
営業エリアに訪問された信用金庫企画旅行の参加者
数は、平成29年３月末までに3,400名超となるな
ど、地域経済振興の一助となっています。

地域振興支援への取り組み６

「がんばる中小企業」を応援することを目的として、平成22年11月より取扱開始した低金利の融
資で、法人・個人事業者の方を対象としております。

平成29年３月末実績は、取扱件数で240件、取扱残高で969百万円となっております。

●台湾視察旅行の実施
平成29年２月９日から11日にかけ、販路拡大

に向けた海外事業展開の足掛かりとするため、維
新塾の会員６名と当金庫職員１名により、台湾へ
の視察旅行を実施しました。

スーパービジネスローンの取扱状況（中小企業支援融資）３
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当金庫では「地方創生」が当金庫の重要な経営方針の一つであるという認識のもと、エリア内の自
治体等と連携し、地域経済の活性化並びに地方創生に取り組んでいます。

◆山口県との地方創生に係る包括連携協定に基づく取組状況
● 平成28年４月１日より、山口県の定住者促進のための金利優遇商品「山口県定住者応援カーラ

イフプラン」、「山口県定住促進教育ローン」の取り扱いを開始しました。
● 平成28年４月１日より、金利優遇商品「やまぐちＹＹ！ターン（ＵＪＩターン）サポートカー

ライフプラン」の取り扱いを開始しました。
● 平成28年６月17日に「やまぐち子ども・子育て応援ファンド」へ県内３信用金庫（萩山口・東山

口・西中国）が加盟する山口県信用金庫協会より寄付金を贈呈しました。
● 平成28年７月１日より、金利優遇商品「やまぐち３世代同居・近居応援無担保住宅ローン」の

取り扱いを開始しました。
● 平成29年１月16日に長門市に移住創業された事業者に対し、山口県と県内３信用金庫（萩山

口・東山口・西中国）が連携して行う「山口県中山間移住創業マルシェ事業」の支援第１号内覧
会及び県内３信用金庫による「やまぐち中山間移住創業助成金」の贈呈を行いました。

◆山口市との地方創生に係る包括連携協定に基づく取組状況
● 平成28年４月１日より、子育て世帯の 経済的負担軽減のため、お子様が３人以上おられる世帯

を対象に金利優遇商品「山口市子育て応援カーライフプラン」、「山口市子育て応援教育プラン」
の取り扱いを開始しました。

◆萩市との地方創生に係る包括連携協定に基づく取組状況
● 平成28年６月28日に萩市との地方創生に係る

包括連携に関する協定を締結しました。
● 平成28年７月22日に安心で健康的な地域づく

りの支援として、「萩市高齢者等あんしん見守り
ネットワーク事業」に参画しました。

● 平成28年10月１日より「萩山口信用金庫 萩
市創業チャレンジ応援助成金」を新たに創設し
ました。
この取り組みは、「起業化及び新事業の創出を促
進することで萩市の産業の振興及び活性化、雇
用の促進を図る」という「萩市起業化支援補助
金」の趣旨に賛同したものであり、萩市の創
業・新事業展開を図る事業者のうち、「萩市起業
化支援補助金」審査会で採択され、交付決定を
受けた事業者（萩市からの補助金は上限50万円）
に対し、当金庫からの助成金20万円を助成させ
ていただくものです。（萩市の補助金と合わせ最
大で70万円の支援が受けられます。）
平成28年度は、10月３日～31日を募集期間
とし、当金庫では４事業者へ合計80万円の助成
を行いました。

● 平成28年11月１日より、「萩市子育て応援カーライフプラン」及び「萩市子育て応援教育プラ
ン」の取り扱いを開始しました。

◆上記包括連携協定に基づく各種ローンの取扱実績
● 平成29年３月末の実績は、取扱件数38件、融資残高67,489千円になりました。

地方創生への取組状況７
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◆鹿児島相互信用金庫との交流事業の取り組み
平成27年９月より、薩長同盟150年を記念して鹿児島相互信用金庫と交流事業を行っています。

● 平成28年５月18日に行われた「第９回山口県しんきん合同ビジネスフェア」に、鹿児島相互信
用金庫のお取引先５社が参加されました。

● 平成28年９月１日～２日に東京・池袋で開催
された鹿児島アグリ＆フード金融協議会主催

「南の逸品商談会in Tokyo 2016」に当金庫の
お取引先２社が出展、２社が商品展示されま
した。

● 平成28年９月21日～22日に若手経営者の会「維新塾」の研修として、鹿児島視察を行い、併
せて「そうしんブレーン“21”主催～なんこ大会」へ参加しました。

● 平成28年10月28日に鹿児島相互信用金庫主
催のビジネスマッチングイベント「そうしんま
るごと食・観商談会in曽於市」に参加しました。

● 平成29年１月13日～１月15日の期間、福岡
市の天神地下街１番街イベントコーナーにおい
て、鹿児島相互信用金庫と共同で「薩長同盟

（鹿児島・山口）逸品販売会」を開催し、当金庫
のお取引先４社が出展されました。

◆鹿児島相互信用金庫及び会津信用金庫との広域交流事業に関する取り組み
平成29年３月21日に、鹿児島相互信用金庫及び会津信用金庫との広域交流事業に関する覚書を締
結し、「山口・鹿児島・会津の地域食材を活用したお披露目会」をホテル龍名館東京にて開催しま
した。

◆他信用金庫のビジネスフェアへの参加
平成28年８月１日～２日に東京・有楽町で開催された城南信用金庫主催の「2016“よい仕事お
こし”フェア」に、当金庫のお取引先１社が参加されました。

地域間交流による地域活性化事業の展開８


