
「地域密着型金融の取組み」進捗状況（平成22年度）

1．地域密着型金融推進計画 具体的取組み 進捗状況
進捗状況（取組内容･実績等） 進捗状況に対する分析・評価、及び今後の課題（対応方針を含む）

22年4月～23年3月 22年4月～23年3月

　収益構造の改善を図るため、規模特性を鑑みた収益管理手法や組織の効率化、及
び業務フローの見直し等による事務効率化を検討する。

・ 「22年度営業店管理損益内訳表」を月次ベースで作成し部店あて送付した。 22年6月末について
は、営業店から収益状況についてのコメントの提出を受けるとともに、そのフィードバックを実施した。
・ 本部計上の収益、本部経費、減価償却費等を営業店に配賦した「21年度店別損益表」を作成し、
役員･部長に供覧した。
・ 貸出金利については、審査管理部にて格付に基づく標準金利体系を構築している。この体系は、
収益管理の観点からは個別スプレッド法に近い考え方になっており、「22年度営業店業績評価基準」
に「プロパー貸出金実行金利対標準金利乖離度」として新たに組み入れている。
（参考）個別スプレッド法においては、取引開始時点における期間ごとの本支店レートと約定レートとの
差（本支店レートよりどれだけ高いレートで運用したか）を確保する活動が目標となる。当金庫では、現
状、貸出金においては「標準金利」がこの本支店レートに該当すると考えられる。

店舗別の「収益管理」には、店舗損益ベースと業績評価ベースの二つに分けることができる。店
舗損益ベースは、店舗の収益性を捉えるもので、例えば、貸出金利息は一定期間の利息額その
ものを計上する。一方、業績評価ベースは、個別スプレッド法のように職員の努力度合（活動結
果）を捉えるもの（＝営業店に方針どおり活動してもらうためのツール）である。現在、この二つの
考え方が混在しており、整理する必要がある。
　なお、総合企画部（主計課）では、固定資産の減損会計などの会計上の考え方に基づき、店舗
損益ベースを主眼に検討していく。

・正確な事務処理を行うための基礎となるドキュメント類の閲覧性を高める。
・ ＩＴを活用した情報管理・アクセス管理を充実するとともに、オペレーショナル・リスクへ
の意識を高め、地域金融機関としての信頼性の向上を図る。
・ 多様化するサービスチャネルを積極的に活用し顧客利便性の向上を図るとともに、
地域金融機関の特性を活かした情報やサービスの提供を検討する。

・正確な事務処理を行うための基礎となる規程や要領の閲覧性を高めるために、「規程等管理システ
ム」の導入を行い、9月7日に副支店長及び課次長クラスを対象に説明会を実施した後、10月1日から
システム面の本番運用を開始したことから、既存の規程・要領は閲覧可能な状態となっている。その
後、システム活用に向け平成23年2月に「規程等管理システム運営要領」を制定した。
・ＩＴによる情報管理・アクセス管理を充実するため、ファイルサーバの導入作業に着手し、テストを実
施した。
・平成23年1月18日より、通帳繰越機能を搭載したＡＴＭを12店舗に13台導入した。
・新営業支援システムの更改を行い、平成23年1月に実施した試行運用を踏まえて、平成23年2月24
日より全店で運用を開始した。

・今後は、導入した「規程等管理システム」の活用を推進し、利用定着を図るとともに、事務処理
の正確性向上と事務効率化を推進する。その為、規程･要領の制改定方法を本部各部が習得す
る必要があり、説明会を予定している。
・ファイルサーバの利用方法について説明会を実施した後、運用を開始し、情報管理・アクセス
管理の強化による情報セキュリティ高度化を図る。
・今後も通帳繰越機能を搭載したＡＴＭへ入替を実施する。
・新営業支援システムの利用開始に伴って生じた改善点に早期対応し、23年度営業活動におい
て、顧客ニーズの確実な把握と魅力的な商品・サービスの提供を実現する。

・個人先顧客、事業先顧客ニーズに幅広く対応するため、専門知識を持った職員の育
成を行う。また、中小企業診断士・社会保険労務士等の高度専門知識を有する職員の
育成を行い、本部・営業店の主要部署に配置活用する。
・平成20年度よりスタートしたインターバル研修を継続的に実施する。またOFFJTのみ
でなく､エリア営業体制の目的でもある現場での効果的なOJTと融合した育成を行う｡
・個人先担当者のサポーターとして、本部に専担者を育成配置する。
・ＯＪＴを効果的に実施するため、金庫内の暗黙知を共有・活用するため、ナレッジス
クールを開講する。

・左記の計画に沿い22講座(454名)の研修を実施した。また外部教育機関へ15講座21名を研修派遣
した。
・中小企業診断士育成 (1)1次対策として教育機関TACへ2名を派遣した。(2)2月より､中小企業診断
士養成講座(中小企業大学校)へ1名派遣した｡
・個人先担当のサポーターとして、お客さまサービス課に預り資産専担者を4名配置・育成し、活動ス
タートした。
・OJTとOffJTを効果的に連鎖させる、金庫内の暗黙知を共有活用する目的でナレッジス

クールを開講した。7回の講義に412名が参加した。（カリキュラム：営業モデル､OJTモデ
ル、中小企業診断士1次試験対策）

・計画通り実施できた｡個人先担当者向けにはインターバル研修、実践訓練を行い、入庫間もな
い営業係の底上げに繋がった｡
・中小企業診断士養成については､H23.１０に1名資格取得するが､関連部署で活用する｡また次
年度以降も資格取得のためのサポートを継続する｡
・預かり資産専担者の体制整備･育成･活動スタートしたが､平成23年度には当初計画の5名体制
とする。
・ナレッジスクールについては、自主参加型講座であるが､職員が積極的に参加しており､次年度
以降も継続する。また､カリキュラムについても工夫を行う。

・外部機関との業務連携を強化し、各種制度の活用を図る。
・各種支援策を営業店が適宜活用できる体制を構築していく。

・企業のライフサイクルに応じた支援体制として、中小企業庁の「中小企業応援センター事業」に参画
し、当金庫と川崎信用金庫が構成法人となり神奈川県中小企業団体中央会を申請法人とする『中小
企業応援センター リレーショナルかながわ』を結成した。取引先事業者向けの支援のツールとし、各
種支援（創業、経営力向上、再チャレンジ、経営革新、事業承継）の強化に取組んだ。（実績合計22
件：新事業展開（改善計画含む）18件、創業3件、その他1件）。

・ 「中小企業応援センター事業」への取組みは、取引先事業者の経営課題の解決の一助となり、
一定の成果があった。次年度は、同事業は事業仕分けにより廃止され、「中小企業支援ネット
ワーク強化事業」に様変わりするが、引き続き取引先事業者向けのメニューとして、「専門家派
遣」主体に活用する方針である。
・事業承継対策への支援については、新たに注目されている「遺言信託」のニーズを発掘も併せ
てし、専門会社である㈱朝日信託への取次業務を行う方針である。
・ 中小企業基盤整備機構、神奈川県産業技術センター等の外部機関の中小企業向けの施策を
活用し、取引先企業のライフサイクルに応じた情報提供を継続して行い、関係強化を図る。

　中小企業再生支援協議会等を中心に事業再生に係る外部機関との連携を強化す
る。

　神奈川県中小企業再生支援協議会と連携し、破綻懸念先３社の事業再生に着手。うち、２社につい
ては、実現可能性の高い抜本的な経営改善計画策定により要注意先にランクアップした。残り１社に
ついては現在、再生支援協議会２次対応中である。

　中小企業再生支援協議会活用のメリットを営業店に周知・理解させることで利用先を増やし、再
生支援を実施する。

　地域の利用者の声を収集･分析し、施策に活かすことで利用者の満足度を重視した
経営を目指す。

・平成21年度中の「利用者満足度調査結果に対する具体的な取組策」に対しての本部各部の取組み
の進捗状況とともに、平成21年度に行った「利用者満足度調査結果」及び「業務報告書に添付したハ
ガキによる会員からの意見」に対する具体的な取組策について、本部各部が検討し5、6月の部長会
にて審議した。また、平成21年度利用者満足度調査の結果を8月に当金庫ホームページに掲載し
た。
・今年度の利用者満足度調査については、㈱金財総研による長期経営ビジョン策定コンサルティング
の中で行うこととし、定量的なアンケート調査は23年1月に行い、お客さまから直接意見を聞く「お客さ
ま意見交換会」を23年2月から3月にかけて、本店営業部･追分支店･厚木支店･相模野支店の4つの
店舗にて行った。

・平成22年度に行った「利用者満足度調査結果（アンケート、意見交換会）」及び「業務報告書に
添付したハガキによる会員からの意見」に対する具体的な取組策については平成22年4月から23
年3月までに行った取組みの検証と合わせて、次年度の目標設定に活用する。

　営業店及び本部にて受ける利用者からの声・苦情を集積し、迅速に庫内全体に周知
させる。

　利用者からの声は営業店からの「お客さまの声・苦情等記入票」及び、ホームページ経由でお客さ
まが直接書き込むことのできる「お問い合わせフォーム」により集積し、金庫内部で周知徹底しCSに対
する共通認識を持つ、というサイクルを確立し、営業店及び本部が一体となりスピード感を持ってお客
様対応（CS）を行う意識醸成へと繋げた。（22年度のお客様からの声は合計152件[内、お客様からの
お褒めの言葉12件、お問い合わせフォーム7件）

･前年度に引き続き今年度「CSへの取組み」を強化した効果もあり、利用者からの声・苦情は、前
年同期比で19件減少している。CSの向上に向けた職員の意識が変化しつつあり、営業店のお客
様への対応力が向上している。
・「お問い合わせフォーム」を通じた要望については、クイックレスポンスを心がけ、今後も地域金
融機関としての役割を果たしていく。

・「苦情等」の内容分析と本部・営業店への情報の還元を行う。
・「苦情等お客様の声」に対しては、迅速な改善策の策定・実施を所管部署に求め的
確な対応を図る。
・経営陣への報告を迅速に行う。

・「お客さまの声・苦情等記入票」を毎月取りまとめ、内容を分析して結果を経営陣に報告するととも
に、全部店に情報を還元し周知することで再発防止に努めている。平成22年度は受付件数152件で
あった。
・「苦情等」の発生の都度、コンプライアンス統括課が発生原因等を分析し、全部店に内容を周知して
いる。所管部署では改善策の策定・実施を行っている。また苦情事例等は必要に応じて勉強会の課
題に取り入れて、再発防止の注意喚起を行っている。

・今後も苦情等お客さまの声の取りまとめによる分析を実施し、利用者の利便性向上と不利益事
象の発生のないよう管理していく。

（1）身の丈にあった収益管理やITの活用
等を含めた態勢整備、「選択と集中」の徹
底

１．地域密着型金融推進のための態勢整備

（4）利用者等からの評価を業務に適切に
反映するための態勢整備

項　　　　　目 計画（取組方針・目標）

（2）利用者ニーズに対応できる十分な金
融手法や各種事業の知識を持った人材の
育成・活用

（3）地公体、商工会議所、商工会、再生支
援協議会、事業再生の外部専門家等との
連携

1 平塚信用金庫



進捗状況（取組内容･実績等） 進捗状況に対する分析・評価、及び今後の課題（対応方針を含む）
22年4月～23年3月 22年4月～23年3月

項　　　　　目 計画（取組方針・目標）

①産学官の連携 　産学官連携への取組みに対し、その橋渡し役としての役割を発揮していく。
　産学連携イベントである「東海大学産学連携フェア（12/8）」への協賛を通じ、取引先企業への開催
告知を行った。

・企業が大学側のニーズを吸収し、大学側との接点をもつ機会となる場を提供するため、研究開
発型の取引先企業を主体に引き続き大学側への橋渡し役を担う。
・教育機関との連携を拡張するため、他大学との連携も視野にいれた産学連携に対する情報提
供を強化する方針である。

②相続対策のコンサルティング、株式買
取に関する資金面の支援やM&Aのマッ
チング支援

　M&Aを優良・有力企業へのツール、事業承継対策の支援業務として位置付け、企業
経営者の相続対策の際に、情報提供に努め、信金中金、信金キャピタル㈱などの外部
団体や業務提携先となる㈱朝日信託（民間企業）への橋渡し役としての役割を発揮す
る。

・全信協の情報提供の枠組みである「ビジネスマッチング・サービス」を活用すべく、金庫内ネットワー
クへの掲示を通じて営業店に対する情報共有を図り、お客様向けの情報提供を行っている。
・事業承継対策への取組みとして「遺言信託」を含む「相続関連業務」の専門会社である㈱朝日信託
と提携した。

・「ビジネスマッチング・サービス」の活用は1社のみであるが、今後も取引先事業者向けの情報提
供ツールとして活用できるように周知を図る。
・事業承継対策への取組みとして、まずは今後取引先の潜在ニーズを発掘するために内部デー
タを活用し統計資料からターゲットリストを策定、全支店で事業承継対策への支援の意識を醸成
する。
・お客様から財産承継などに対する支援要望があった場合には、提携先である㈱朝日信託を積
極的に活用する。

③中小企業再生支援協議会の活用（全
国組織の活用）

　機能強化された中小企業再生支援協議会をより一層活用し、多様な事業再生手法
や事業再生機能の一層の活用を図る。

　中小企業再生支援協議会の活用により、会社分割及び複数金融機関のリスケジュールによる事業
再生に取組んだ。２３年３月には、計画策定先２社のうちの１社で再生支援協議会主導によるモニタリ
ング報告会を開催。計画の進捗状況を確認するとともに目標達成のためのアドバイスを行なった。ま
た、２３年３月に本部経営改善支援グループ2名が中小企業再生支援全国本部主催の「中小企業再
生支援セミナー」に出席し、事業再生や地域密着型金融に係る情報を収集した。

　事業再生手法の更なる研究・情報収集を進めるとともに、中小企業再生支援協議会による支援
対象先を新たに選定し、今後も継続して具体的な取組みを検討する。

④信用保証制度の適切な活用も踏まえ
たDIPファイナンスの活用

　事業再生保証制度、事業再生円滑化関連保証制度等の信用保証制度の適切な活
用等を通じて、経営改善や企業再生等取引先企業支援に向けた提案を行うとともに、
その進捗を管理する。

　民事再生・会社更生手続の申立企業に対する貸付がないことから、平成２２年度における事業再生
保証制度、事業再生円滑化関連保証制度等の信用保証制度の活用はなかった。

　今後も本制度の事例等研究し、再生企業へ事業継続に必要な資金を供給可能とする知識を
習得し、適切な活用を検討していく。

⑤国、地公体との連携による中小企業施
策の活用

　取引先企業が成長段階に合う中小企業施策（「経営革新」並びに「新連携」）・制度の
理解、普及に努め活用につなげる。

　取引先企業への情報提供ツールとして中小企業庁が発行する「中小企業施策利用ガイドブック」を
事業先担当者に配付し、中小企業向けの各種施策の活用を促している。

・中小企業向けの施策の認知度向上のために、取引先企業への各種施策に関する情報を提供
し、活用に繋げる活動を行う。
・取引先企業に対する情報発信の一環として、県主催の製造業向けの合同展示会への出展案
内や、信金中金主催の飲食業・食品加工業を対象とする物産展などの各種イベント開催情報の
提供を行う。

　所有不動産の乏しい中小企業の資金調達手法の多様化に対応するため、個人保
証、不動産担保に過度に依存しない融資や動産・債権譲渡担保融資、ABLの活用を
促進する。
　小口零細保証融資、保証協会別枠保証（緊急保証、セーフティネット保証）、ABL保
証、しんきんMEサポート、[物的担保、人的保証に過度に依存しない融資の取組み目
標：500件　50億]。

・ABLの活用、しんきんMEサポートの利用はないが、保証協会の「全国緊急保証」及びそれをベース
とした事業性資金のパッケージ商品である「快援隊」を無担保・無保証事業性融資の主力と位置付け
ており、「全国緊急保証」の実行累計は年間累計で318件・54億円（うち、「快援隊」は204件・32億円）
となった。
・担保に過度に依存しない融資への取組みとして、優良先向けの「サポートスペシャルⅢ」（申込金額
上限5,000万円、総額30億円、8/16～）や小規模事業者を対象とする「新サポート500」（申込金額上
限500万円、総額5億円、9/16～）を新たに販売開始し、期間中の実績は「サポートスペシャルⅢ」は
38件9億円、「新サポート500」は35件1億円であった。

・外部環境の変化、資金ニーズの低迷の影響もあり、個人保証、不動産担保に過度に依存しな
い融資等の実績は、合計391件64億円であり、金額面は目標を達成した。
・保証協会のＡＢＬ保証制度や信金中央金庫の「しんきんＭＥサポート」の利用を促進するために
引き続き、営業店への商品に関する認知度・理解度を深めさせていく方針である。
・企業の定量評価のみならず、定性情報を重視し、また「目利き力」の養成を担う商品の開発し、
「担保に過度に依存しない融資」へ積極的に取り組んでいく。

　定性情報を含めた情報を活かし取引先企業の事業価値を見極め、動産・債権譲渡
担保融資、ＡＢＬといった不動産・個人保証に過度に依存しない融資手法の活用を図
る。

　動産・債権譲渡担保融資やＡＢＬなど、不動産・個人保証に過度に依存しない融資手法の活用を推
進したものの、実績には至らなかった。

引き続き不動産・個人保証に過度に依存しない融資手法の活用として、信用保証協会「流動資
産担保融資保証（ABL保証）制度」や信金中金「設備担保信用補完制度（しんきんMEサポート）」
推進に取組む。

②様々なコベナンツの活用
　中小企業に対しての多様な資金供給手法の一つとして、コベナンツの利用における
知識及びノウハウの習得に取組む。

　SDBスコアリングモデルを活用した神奈川県内信用金庫統一の信用保証協会保証商品「しんきんか
ながわ応援団」の取扱いを平成21年1月より開始したが、平成22年度における取扱実績はなかった
（累計実績 1件30百万円）。

今後も各種説明会への参加等を通じて、企業実態や取引内容に応じた活用の知識・ノウハウの
習得、事例研究に取組む。

①コンサルタントの能力・態勢の強化やビ
ジネスマッチング等を活用した支援

・相談センター「しあわせプラザ」をコアとしたコンサルティング機能及び情報提供機能
を強化する。
・創業・新事業展開に関する相談に際し、迅速な対応を図る
（創業・新事業支援融資取扱い　年間目標：20件　100百万円）

・全店の創業支援、新事業支援資金等の取扱は、23件207百万円の実績であった。
・後継者や若手経営者向けのビジネススクールである「平塚信用金庫　経営塾」を㈱タナベ経営、ＮＰ
Ｏ法人湘南経営支援パートナーズ（税理士団体）の協力を得て運営しており、現在は平成23年1月よ
り６期目を開講し、毎月1回の頻度で幅広いテーマの講演や財務勉強会を実施している。
・平塚市商工会議所が主催するビジネスマッチングイベントである「湘南ひらつかテクノフェア2010」に
今年も協賛し、当金庫も出展し企業間の接点づくりの役割を担った。
信金中金が取り組むビジネスマッチングの一環として主催する「小田急グループでの販売イベント募
集」や「ダイエーの物販催事イベント募集」に関する情報を取引先企業（小売業・サービス業）に還元
し、募集を募った。
・三浦藤沢信用金庫・さがみ信用金庫との「業務提携20周年行事」の一環として、ビジネスマッチング
イベント　「三金庫合同商談会」を小田急百貨店および小田急ＯＸストアをバイヤーに迎え主催した
（信金中金が調整役）。当金庫の取引先は合計９社（食品関連業種）の取引先企業が参加し販路拡
大への支援を行った。

・「しあわせプラザ」の利用を高めるため、ホームページや広報誌への広告掲載などにより告知を
強化し集客に繋げていく。
・創業相談は、引き続き外部機関を活用し創業準備・事業計画策定などの後方支援を積極的に
行う。
・ビジネスマッチングイベントの開催情報など、事業者にお役立ていただく内容の情報発信を更
に強化する方針である。
・「三金庫合同商談会」は今年度限りとなるが、次年度以降は今回の商談会の経験を踏まえて3
金庫で連携して、ビジネスマッチングに係わるお客様向けの情報提供を中心に、今後も取組んで
いく方針である。

②法務、財務、税務等の外部専門家と連
携した取組み

・各種相談を通じて、地域利用者に対し金融知識を普及させ、地域社会への貢献に努
める。
・外部専門家との連携を深め、個人を含む地域の利用者のニーズに対応した付加価
値の高い金融サービスを提供する。

・22年度の相談センター「しあわせプラザ」での相談業務の取扱いは、創業相談2件、経営相談2件、
税務相談5件、法律相談16件であった。
・社労士を迎えた年金相談会を土曜日に計12店舗で開催した（来場者は延べ122名）。毎月第3日曜
日を含む相談センターしあわせプラザへの年金相談は、53件であった。

・年金相談会の相談者は、対前年度比▲92件の実績であった。年金相談自体が減少している要
因として、裁定請求手続きがターンアラウンド方式となり以前よりも簡素化されたことが挙げられ
る。次年度は土・日曜日開催の年金相談会を全16回とし、来場者の増加を図り相談機能を充実
させる。

③金融機関間での団塊世代の退職者の
活用

　当金庫においても団塊世代が大量退職となることから、永年の金庫業務での経験や
能力を活用するため、再雇用制度に沿って地域雇用の創出(金庫で再雇用)と金庫業
務の能力を地域企業で活かす橋渡しをする(退職者･地域企業ともニーズとメリットあり)
意味で地域貢献の一環として取組みを実施する。
　また、金庫外での人材ネットワークについては特に業務提携のトライバンク人事専門
部会で情報交換等により、研究を進める。
　定年退職者の増加と年金支給年齢の段階的引上げにより、再雇用希望者も増加傾
向にある。再雇用を希望する職員がいきいきと活躍できる、金庫側の永年の経験を活
用できるWinWinの職務開発を研究する｡

・定年退職者13名に対して､再雇用に関する①アンケート､②説明会､③面接を実施し､9名が再雇用と
なった。
・地域中小企業の人材ニーズ対応については､平成22年度はなかったが次年度以降のニーズの把握
を行った。
・TRIbank三金庫での人材交流については進展しなかった。
・信用金庫業界上げての人材ネットワークについては、全国信用金庫協会､関東信用金庫協会がス
キーム検討しており､今後情報収集する｡

・再雇用希望率は70～80%と就業ニーズは高まっており､今後2年間の定年退職者多いことから､
例年通りのスキームで再雇用制度の運用を行うと共に､シニア職員19名となること､年金支給年齢
65歳に向けてのシニア職員の職務開発･処遇についても検討を進める。
・地域中小企業の人材ニーズについては継続的に情報収集を行いニーズの把握に努め早期対
応を行う。
・業界スキームついては､スタート間もないことから、運営機関である全国信用金庫協会、関東信
用金庫協会に確認を行い、他金庫との情報交換を行い検討する。

①動産・債権譲渡担保融資、ABLの活用

（3）地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

２．地域密着型金融の具体的取組み

（1）ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化

（2）事業価値を見極める融資をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

2 平塚信用金庫



進捗状況（取組内容･実績等） 進捗状況に対する分析・評価、及び今後の課題（対応方針を含む）
22年4月～23年3月 22年4月～23年3月

項　　　　　目 計画（取組方針・目標）

　地域密着型金融推進計画に係る具体的取組みの重点事項等について「事業計画
書」に明示するとともに、役職員に周知徹底する。

・平成22年度事業計画書における事業計画書の各部の重点施策の中で、地域密着型金融の推進に
関わる項目については「地域密着型金融」と明示し、全役職員に配付し周知した。
・22年11月の部長会にて「地域密着型金融の取組み」の9月末までの進捗状況について確認を行っ
た。

・次年度に配付を行う「平成23年度事業計画書」における事業計画書の各部の重点施策の中で
も、地域密着型金融の推進に関わる項目については「地域密着型金融」と明示し、全役職員に
配付し周知する予定である。

　地域密着型金融の取組みに関して、経営陣が全体の取組み状況を総合的に把握
し、半期毎のトップヒアリングにおいて地域密着型金融の取組み状況及び姿勢を報告
する態勢を構築する。

・5月31日開催の常勤理事会にて、平成21年度の「地域密着型金融の取組み」活動結果と平成22年
度の取組み計画を報告した。
・11月29日開催の常勤理事会にて、平成22年度9月期までの「地域密着型金融の取組み」活動結果
を報告した。
・9月16日及び23年3月25日のトップヒアリングにおいて、地域密着型金融の取組状況等を理事長が
財務局に報告した。

・今後も、地域密着型金融推進計画における当金庫の取組状況について経営陣に定例的に報
告し、内容について経営陣の理解の共有を行う態勢を維持する。

　年度ごとに、当金庫の地域密着型金融の取組み状況を財務局等に報告するととも
に、広く公表し地域の様々なステークホルダーの理解と信任を確保する。

・平成21年度の地域密着型金融の取組状況について、平成22年5月に財務局に報告するとともに6月
にホームページに掲載し広く公表した。

・今後も、年度ごとに当金庫の地域密着型金融の取組状況を財務局等に報告するとともに、広く
公表する方針である。

　稟議や研修を通じて融資審査能力（目利き力）の向上と人材の育成に取組み、営業
店の貸出審査能力向上を図る。

・平成22年度は以下の外部研修へ職員を派遣した。また、以下の内部研修を実施した。
【外部研修】目利き力養成講座2名、目利き力実践講座2名、企業再生支援実践講座2名、金融円滑
化法対応セミナー1名、融資審査講座2名、建設業経営改善研究会2名、中国ビジネス支援セミナー１
名、中小企業再生支援セミナー2名
【内部研修】初級融資研修7名、融資役席者研修22名、債権管理回収講座22名、融資法務講座20
名、経営再建計画策定講座68名、金融円滑化法勉強会77名、貸出審査能力養成講座18名、審査
業務トレーニー制度11名
・「中小企業応援センター・リレーショナルかながわ」より専門家（中小企業診断士）を講師に招き、支
店長、内部管理副支店長及び営業担当副支店長（サテライト店は除く）、融資役席、営業役席、融資
担当者、事業先担当者を対象とした「経営改善計画勉強会」を計5回開催した（受講者139名）。

　今後も引き続き目利き能力の習得及び融資審査実務の共有化を図る取組みを計画的に実施
する。

　取引先企業に対し自社の将来性を示唆する高付加価値型の支援実施を通じて、営
業店支援機能の強化を図る。

　「中小企業応援センター リレーショナルかながわ」への参画を通じ、事業者に対する高付加価値型
の情報提供を実践した。（実績合計22件：新事業展開（改善計画含む）18件、創業3件、その他1件）。

　次年度も同様に中小企業庁のネットワーク強化事業を活用し、事業者に対して付加価値の高
い金融サービスの提供を行う。

・取引先企業の再生可能性を見極めた上で支援方針や支援内容を確定し、再生支援
を通じて具体的な改善策を盛り込んだ経営改善計画を策定する等、個々の企業特性
にあった再生支援に取組む。
・【開示主要計数】経営改善支援取組率8.6%（154先）、再生計画策定率100.0%（154
先）、ランクアップ率6.5%（10先）、正常先を除く債務者数1,790先

　平成22年度は営業店、本部経営改善支援グループが連携し、合計193先の経営改善支援に取り組
み、うち、124先（営業店主導114先、経営改善支援グループ主導8先、中小企業再生支援協議会主
導2先）の経営改善計画書を策定した。
【開示主要計数】
対象債務者数1,796先(正常先を除く要注意先以下全先）
経営改善支援取組率10.7%（193先/1,796先）　再生計画策定率64.2％（124先/193先） 　ランクアッ
プ率13.5％（26先/193先）

・引き続き本部専門部署と営業店が連携して個別支援対象先に再生計画を策定するとともに、計
画策定先に対しても継続的な支援を実施する。
・経営相談、指導といったコンサルティング機能を発揮するため、本部専門スタッフが営業店を臨
店し、経営改善計画の進捗確認及び検証、指導等を実施する。

・取引先の資金ニーズを対応するために新たな融資商品の企画開発をすすめる。
・既往取引先の情報を蓄積・共有化し、顧客ニーズを掴みライフステージに応じた融資
商品の推進をする。

　優良先向けの「サポートスペシャルⅢ」（申込金額上限5,000万円、総額30億円、8/16～年度内）及
び小規模事業者を対象の主体とする「新サポート500」（申込金額上限500万円、総額5億円、9/16～
年度内）を新たに販売開始した。

　次年度も左記商品の販売を継続することを決定し、その他顧客ニーズに対応する金融商品や
サービスの提供を積極的に展開していく方針である。

　相談センター「しあわせプラザ」の機能を活用し、多重債務者問題解決に対し金融経
済教育の一環として積極的な支援を実施していく。

　法律相談の相談件数は37件であったが、多重債務に係る相談はなかった。
　多重債務者問題解決に対し、予防策の一環として多重債務者撲滅キャンペーンのポスターの
掲示などを通じ地域内の啓蒙を図る。また、相談者に対し定期開催している法律相談、税務相
談などの「相談センターしあわせプラザ」の機能を活用し、積極的に相談に応じていく。

・地域再生、活性化に向け信用金庫の役割を認識し、公的機関との連携及びコンサル
ティング業務等を通じて、地域社会への貢献に務める。
・「環境配慮型」の預金商品の発売や、役職員全体による清掃活動などのボランティア
活動などを通じて積極的に「環境問題」に取り組んでいく。

・環境配慮型商品の定期預金である「エコスーパー定期Ⅴ」（店頭表示金利＋0.12％[1年]、0.15％[3
年]）の100億円の販売キャンペーン（6～9月）を実施し、キャンペーン終了時点の契約総額の0.01％
相当額を当金庫営業店の所在する8市1町へ寄贈した。
・業務提携20周年記念商品である三金庫共同環境配慮型定期預金「TRIbankの森」の販売を通じ
て、県の環境団体に対し100万円を寄贈した（22.11.1～22.12.30、預入金額1,000万円未満、店頭表
示金利＋0.20％）。
・「平塚市少年野球大会」、「平塚少年柔道大会」、「わんぱく探検隊」などの市内各種地域イベントへ
の協賛を通じて地域社会の貢献を行っている。
・三浦藤沢信用金庫、さがみ信用金庫を含む3金庫が一体となり「環境問題」に取組んでいくための統
一プロジェクトである「ＴＲＩbankエコプロジェクト」が始動し、第11回ボランティア活動である「平塚海岸
の清掃活動」を実施、職員並びに家族（合計450名）が参加した。
・商工会議所青年部や平塚青年会議所への職員派遣を通じて、地域内情報などの情報収集、情報
提供を実施している。
・少子化対策への取組み支援の一環として、子供をもつ世帯向け支援商品「子育て支援定期積金」
を販売開始した（6/28～23年3/31まで、適用金利は店頭表示金利＋0.20%）。

・各種環境配慮型商品の販売を通じた寄付を継続する方針であるが、次年度上期については
「東日本大震災」の被災地に対する支援の一環として、契約額の一定割合を被災地への義援金
とする定期預金を商品化し、地域に対して協力を募る方針である。
・ボランティア活動を始め、地域の振興に繋がるための活動は引き続き実施、協賛していく方針で
ある。
・「子育て支援定期積金」については、次年度も販売を延長する方針である。

（1）目利き能力の向上、人材の育成

（3）個人、小規模事業者、コミュニティ・ビ
ジネス、NPOなどを含む顧客ニーズを踏ま
えた融資商品・目的別ローン等の提供

（5）地域社会への貢献・還元

（2）身近な情報提供・経営指導・相談

①事業者の幅広い情報提供、経営指導
及び相談のニーズに対応する（課題解決
型金融）

（4）予防策を中心とした多重債務者問題
解決への一定の役割発揮

４．信用金庫（協同組織金融機関）に特に求められる事項

（1）地域密着型金融推進計画に係る具体
的取組みの重点事項及び具体的目標を
中期計画等に明示する

（2）トップヒアリングにおいて経営陣が取組
み姿勢を説明する

（3）年1回、取組み状況を財務局等に報告
するとともに、取組み実績を公表する

３．地域密着型金融の取組み状況の公表等
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進捗状況（取組内容･実績等） 進捗状況に対する分析・評価、及び今後の課題（対応方針を含む）
22年4月～23年3月 22年4月～23年3月

項　　　　　目 計画（取組方針・目標）

①総代会に関する適切なディスクロー
ジャー

　総代会及び総代等に関する適切なディスクロージャーを実施する。

・総代会制度、総代の選任方法、総代選任手続き、平成22年度通常総代会決議事項等についてディ
スクロージャー誌「平塚信用金庫の現況2010」において詳細に掲載した。なお今年度より総代の定年
制を導入したことから、総代資格要件に「就任時78歳未満の方」を追加した。
・11月16日（厚木商工会議所）及び11月１９日（平塚商工会議所）に業況報告会を開催した。

　より充実した内容とするために、更に検討を重ね、分かりやすく総代会及び総代等に関するディ
スクローズを行う。

②会員になろうとする者に対する適切な
説明の実施

会員になろうとするお客さまに対して適切且つ十分な説明ができるよう導入した「出資
基本事項に関する確認書」（改訂版）の運用状況を検証する。

・会員になろうとするお客さまに対して、適切かつ十分な説明ができるよう平成20年6月に「出資基本
事項に関する確認書」の運用を開始後、平成22年4月に暴排条項および反社会的勢力ではない旨の
表明等内容の一部改定を実施した。また会員あてに送付する業務報告書に「出資金についてご理解
いただきたいこと」として出資に関する基本的な事項を掲載した。

　臨店により同確認書の活用状況等検証を実施し、得られた情報等により、更に理解しやすい内
容となるよう改定を検討する。

③総代以外の会員からの意見の反映
　会員あてに送付する業務報告書を通じて会員からの意見を聴取し、その結果を分析
し業務運営に反映させる。

　前年度聴取した会員からのご意見・ご要望に対する当金庫の対応を会員あて送付する「第67期業
務報告書」に記載した。
また前年度同様に会員あて送付する業務報告書にハガキを同封し、当金庫に対するご意見・ご要望
を聴取した。
なお同ハガキの内容を一部変更するとともに、プライバシー保護シールを活用した。（送付総数
24,554通、返信数　155通）

　次年度においてもいただいたご意見・ご要望を取りまとめ業務運営に反映させ、前年度同様に
当金庫としての対応策を第68期の業務報告書において掲載予定である。

　半期の経営情報の積極的開示を通じて、経営の健全性確保及び業務内容の幅広い
認知を図る。

・ 平成22年度半期の経営情報等が掲載された「平成22年9月期ミニディスクロージャー誌」を11月15
日に発行するとともに、ホームページにおいても掲載した。また、今年度から総代向けに業況報告会
を開催（11月16･19日）し、半期の経営情報についての開示を行った。

・今後も半期の経営情報を掲載した9月期のミニディスクロージャー誌を11月末までに発行、ホー
ムページへの掲載及び総代向けに半期の経営情報を説明する業況報告会を行う方針である。

　「信用リスク計量化システム」による信用リスク量の把握とポートフォリオ管理の確立に
取組むとともに、信用リスク量に応じた標準金利体系の運用により収益確保を図る。

　信用リスク量の算出結果について、四半期ごとに常勤理事会に報告・説明し、信用リスク量の把握・
認識を行っている。また、標準金利体系の運用状況については、四半期毎に格付ランク別・営業エリ
ア別の実行金利と標準金利比較表を作成し、営業店へ適正金利の遵守及び実施を周知している。

　信用リスク計測態勢を確立させ、与信額ポートフォリオ管理とあわせ、信用リスク量によるポート
フォリオ管理を進めていくとともに、実行金利については、「信用リスク量に応じた標準金利体系
の運用による収益確保」の意識及び金利競争から定価販売への意識改革を図ることが課題であ
る。

　金利リスクの定量的な把握等を通じ、ALM管理態勢の強化及び健全性の確保を図
る。

・ 金利リスク量（GPS、VaR）及びアウトライヤー比率を月次にて計測し、その推移等をALM委員会等
に報告するとともに、四半期毎に統合リスク管理委員会に報告した。
・ 金利更改期別･金利感応度別マチュリティーラダーによるギャップ分析を四半期毎にALM委員会及
び統合リスク管理委員会に報告した。

・今後も金利リスクの定量的な把握を行い、定期的にALM委員会等に報告を行う。また、引き続き
情報収集や勉強会の開催等に努め、市場リスク管理態勢の高度化を図っていく。

　統合的リスク管理態勢の枠組みと整合的に市場リスク管理態勢を充実する。①市場
関連の各種規程・要領の見直し②VaRによる市場リスク量の計測および限度額管理

　市場関連の各種規程については理事会にて承認、各種要領については稟議決裁され、平成23年4
月1日より運用開始が決定した。VaRによる市場リスク量と限度枠管理につては継続的に計測・検証を
行った。

　市場関連の各種規程と要領の見直し、市場リスク量と限度枠管理の計測・検証について、計画
どおり行った。今後は、新たな規程・要領に基づいた運用・管理を実行していく。

　法令等遵守を経営の 重点課題の一つとし、法令等違反・不祥事件発生が皆無で
あることを目標とする。

・法令等遵守状況検証のため8月と2月に全職員に対しモニタリングを実施し、自己チェックとコンプラ
イアンス意識の徹底を図った。
・コンプライアンス統括課が全部・店、子会社に対しコンプライアンスに係る臨店検証を実施。法令違
反や不祥事に繋がる事案は見受けられなかった。
・コンプライアンス統括課による営業店臨店時に、全職員を対象にコンプライアンスに係る勉強会を併
せて実施した。
・連続休暇による職場離脱時の検証を実施。不祥事に繋がる事案はなかった。

　コンプライアンス意識の醸成のため臨店によるコンプライアンス教育を継続実施していく。なお
臨店時の勉強会については、今後も各営業店の希望課題も取り入れ、意識付けの強化を図って
いく。

（9）市場リスク管理態勢の充実

（10）法令等遵守の徹底

（8）信用リスク管理態勢の充実

（6）総代会の機能向上等に向けた取組み

（7）半期開示の充実に向けた取組み
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