
「地域密着型金融の取組み」進捗状況（平成23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）

23年4月～24年3月 23年4月～24年3月
１．地域密着型金融推進のための態勢整備

　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。

・23年7～8月に行った各部との事業計画進捗等ヒアリングに基づき「自己査定業務」、「検査業
務」、「反社会的勢力への対応」について、平成24年度からの業務分掌等の見直しを行った。
・ 「23年度営業店管理損益表」を月次ベースで作成し部店あて送付した。また、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「22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個別スプレッド法に近い考え方になっており、22年度から営業店業
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」として組み入れており、23年度
にも組み入れている。

・「経営効率の向上による収益力の強化を目的とした、組織･店舗･業務範囲及びそのフローの
整備･見直し」については、平成24年度の重点施策に掲げ引き続き取組みを進める。
・固定資産の減損会計などの考え方に基づき、店舗損益ベースでの損益表を作成し、店舗の
採算性等について検討する。

・ 厳正な事務処理の基本となるスキームの維持･管理と事務処理態勢の強化並びに効率化
を図る。
・ 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への取組みを継続する。
・ 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推進する。

・営業店の事務処理負荷軽減を目的に継続発行扱い残高証明書の郵送処理の本部集中を9
月末分より開始した。
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書の発行方法について、都度発行する店頭扱
いに加え、継続発行扱い残高証明書同様、郵送料無料とした郵送扱いを追加しお客さまの利
便性向上を図った。
・預金マネージャー・チーフ職及び預金チーフ職候補者会議の内容を見直し、下期より預金
チーフ職候補者会議を休会とする代わりに預金チーフ職会議を毎月実施し、事務の統一化に
向け現行の諸届等のマニュアル・事務フロー等を纏め上げるなど具体的な取組みを実施した。
・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を行った。また、ファ
イルサーバ導入により情報資産管理が一元化され、情報資産管理コストを削減した。
・通帳繰越機能及び視覚障がい者対応ハンドセットを装備したＡＴＭを18店舗に計20台導入し
た（対応ＡＴＭ33台／全69台）。これにより店外ATMを除く全店への通帳繰越機能及び視覚障
がい者対応ハンドセットを装備したATMの設置が完了した。
・ＡＴＭ振込において当日振込の時間を8:00～15:00と拡大した（従来は8:45～14:45）。
・資金移動取引における受取人口座確認機能の導入、及び法人用インターネットバンキング
への「電子証明書」による認証方式の導入（24年2月20日導入し24年3月末現在、全1,414先中
83先が電子証明書方式となった）等、インターネットバンキングの機能拡張とセキュリティ向上
の施策を実施した。

・前年度に引続き、預金マネージャー・チーフ職会議の活性化を図り、事務の統一化に向け現
行の諸届等のマニュアル・事務フロー等を纏め上げるなど具体的な取組みを実施する。
・インターネットバンキングの機能拡張を実施し、顧客利便性を向上させる（24時間化：24年9月
予定、問合せ窓口の１本化：24年10月予定、スマートフォン対応（個人用）：25年1月予定）。
・パソコンの管理システムを導入し、更なるＩＴ統制をすすめる（24年上期予定）。
・現在のグループウェアを更改し、情報の共有化をすすめ業務効率を高める（24年下期予
定）。
・通帳繰越機能及び視覚障がい者対応ハンドセットを装備したＡＴＭを20台導入する（対応Ａ
ＴＭ53台／全68台を予定）。

・年度研修計画に沿い18講座を行う。特に団塊の世代の大量退職に伴い､採用した多数の
若手職員の育成のため、実践を取り入れた研修を行う。また、全国信用金庫協会､関東信用
金庫協会、中小企業大学校､TAC等の外部教育機関への派遣も継続する。
・平成22年下期に試行した「スキルチェックシート」を本格活用し、現場のOJTのサポートを行
う。
・個人先担当者のサポートとして、お客さまサービス課に預かり資産専担者を5名配置し、サ
ポート・指導・育成を実践する。
・自主参加型研修「ナレッジスクール」、「土曜塾」、「水曜塾」を開催し、OJT・OffJT・自己啓発
支援の人材育成の3本柱により、顧客ニーズ・状況変化（問題解決）に対応できる人材の育成
を行う。

・年度研修計画の18講座に加え新任営業係向けに2講座を追加し、合計442名が受講した。う
ち、個人顧客を担当する個人先担当者に対しては、新任個人先担当者研修（インターバル3回
目・18名）、個人先担当者実践講座（4日間・11名）を実施した。また、外部派遣では全信協に9
名、関信協に2名、中小企業大学校に1名、ＴＡＣに2名派遣した。なお、9月に中小企業大学
校を1名卒業し、中小企業診断士資格を取得した。
・「スキルチェックシート」を本格導入し、育成度合いの検証と継続指導の徹底を図った。
・今期、本格稼動となったライフアドバイザーが各店に順次臨店し、個人先担当者と同行訪問・
サポートを実施した。
・「ナレッジスクール」を4回開催（243名受講）し、特にチーフ職の講話は好評であった。また、
「土曜塾」は経営改善・財務分析をテーマに47名受講、「水曜塾」は年金と保険をテーマに96
名が受講し、若年層の知識習得に寄与した。

・研修及び派遣は予定通り実施した。若年層の研修を充実させているが、内容についても逐次
見直し早期戦力化に向け改善を図る。
・ＴＡＣの中小企業診断士養成課程には２名を派遣、平成２４年度の１次試験合格を目指し履
修して行く。３月に中小企業大学校へ1名入学。また、１次試験科目合格者については平成２４
年度の総合合格を目指し自学することになるが、これについてもサポートする。
・次年度の土曜塾開催内容につき見直しを図る。

・外部機関との業務連携を強化し、各種制度・施策の活用を図る。
・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。

・神奈川県中小企業団体中央会を取りまとめ機関として、三浦藤沢信用金庫、さがみ信用金
庫、川崎信用金庫とともに「中小企業支援ネットワーク強化事業」に参加登録し、外部機関・専
門家との連携を強化するとともに、受付窓口等を営業店に周知し中小企業支援体制を構築し
た（23年度取組み実績：5先）。

・「中小企業支援ネットワーク強化事業」については、事業初年度かつ職員同席が原則であっ
たこともあり利用が伸びなかった。24年度も引き続き参加し、中小企業の課題解決に資する活
動を行うとともに、業種別対応力強化のために、新たに国土交通省の「建設企業のための経営
戦略アドバイザリー事業」へのパートナー協定締結により課題解決施策の拡大を図る。

　中小企業再生支援協議会を中心に事業再生または経営改善に係る外部機関（専門家）と
の連携を強化する。

○中小企業再生支援協議会の活用として、6先の経営改善・事業再生の取組みを実施した（3
月末現在）。
　　・事業再生計画策定（2次対応）完了1先、策定中1先
　　・事業精査等による対応（1.5次対応）完了2先（中小企業再生支援協議会事業報告書
      作成後、当金庫主導による経営改善計画策定完了2先）
　　・事前相談（1次対応）中2先
○中小企業支援ネットワーク強化事業による経営改善の取組みとして、外部専門家派遣4先を
実施した。

・中小企業再生支援協議会は、今後も専門的見地からの改善や金融機関調整等を要する先
に対する活用を積極的に検討する。また、「中小企業支援ネットワーク事業」の専門家派遣は、
営業統括部と連携して、コンサルティング機能の補完・拡充施策として、経営改善支援先個々
への活用を積極的に検討する。

　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23年9月に長期経営ビジョン策定コンサルティングにおいて行った「平成22年度利用者
満足度調査」結果のデータ提供を受け、調査集計結果に加え利用者の要望等に対する当金
庫の取組みを纏めた「利用者満足度調査 集計結果（平成22年度）」を作成し、常勤理事会に
報告を行った。

・「利用者満足度調査 集計結果（22年度）」については、24年4月中にホームページに掲載し
広く公開する予定である。
・平成24年度利用者満足度調査の実施内容やその方法について、今後検討を行う。

　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する。
・営業店及び本部にて受付したお客さまからの声は幅広く捉えて、迅速に第一報をリスク管理
部及び関連部署に周知するとともに、適時適切な改善指導を行なった。

・引き続き事案の検証・改善を速やかに行い、利用者満足度を向上させる態勢を強化してい
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。
・ 「お客さまの声･苦情等記入票」のコンプライアンス上の問題に対しては、迅速な改善策の
策定・実施を所管部署に求める。
・ 経営陣への報告を迅速に行う。

・「お客さまの声・苦情等」を毎月取りまとめ、内容を分析して結果を役員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(受付件数　157件　うち9件はお
褒めの言葉）。
・「苦情等」の発生の都度、コンプライアンス統括課が発生内容を分析し、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「お客さまの声・苦情等」の分析・対応を継続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をしていく。

項　　　　　目 計画（取組方針・目標）

（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

（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

（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

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）
23年4月～24年3月 23年4月～24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。

・神奈川大学との包括協定における連携事業の一環として、大学講義へのゲストスピーカー派
遣、インターンシップ受け入れ企業紹介、経営塾での同大学講師による講演等の取り組みを
通じて、産学連携の橋渡しを目指している。
・東海大学の産学連携フェアへ継続的に協賛し、顧客への案内を行った。

・「神奈川大学との包括協定」に基づく事業は進展しており、引き続き拡大実施に向けて取組
む。また、協定に基づき24年5月から中小企業研究会を立ち上げ、4名の職員を派遣する予定
である。
・東海大学とも連携フェア協賛などを通じ、企業と大学側の橋渡し役を推進していく。

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㈱朝日信託への橋渡し役としての役割を発揮する。

・遺言信託サービスを手掛ける民間企業「朝日信託㈱」と包括締結をしたが、顧客紹介や同社
主催によるセミナー開催などの実績は無かった。

・引き続き、営業店がお客さまに対しご案内できるレベルに到達するまで各種サービスの告知
を行い、連携先を活用した支援を行っていく。
・24年6月に遺言信託に関するセミナーを開催する予定である。

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（中小企業再生支援全国本部）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として、6先の経営改善・事業再生の取組みを実施した（3
月末現在）。
　　・事業再生計画策定（2次対応）完了1先、策定中1先
　　・事業精査等による対応（1.5次対応）完了2先（中小企業再生支援協議会事業報告書
      作成後、当金庫主導による経営改善計画策定完了2先）
　　・事前相談（1次対応）中2先

・中小企業再生支援協議会は、今後も専門的見地からの改善や金融機関調整等を要する先
に対する活用を積極的に検討する。

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。

・中小企業再生支援協議会（2次対応中）対応先における資金繰り支援策として、事業再生円
滑化関連保証（プレＤＩＰ保証）制度の活用を検討、信用保証協会と協議中である（3月末現
在。4月実行予定25百万円）。

・従来、保証制度活用対象先がなかったが、中小企業再生支援協議会の活用により対象案件
が発生した。今後も経営改善・事業再生支援先に対する金融支援手法として、信用保証協会
と連携して活用を検討する。

⑤国、地公体との連携による中小企業施策の活用
　取引先事業者が自社の成長段階に合う中小企業施策（「経営革新」並びに「新連携」）・制
度を活用するために、普及に努め活用に繋げていく。

・「中小企業支援ネットワーク強化事業」に参加登録を行い外部機関・専門家との連携を強化
し、関連機関、構成者等との連絡を密に取るとともに営業店に周知し活用に努めている。
・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。
・中小企業施策（「経営革新」、「新連携」）の活用実績はなかった。

・引き続き、「中小企業支援ネットワーク強化事業」を主体として活用に取組むとともに、、新た
に国土交通省の「建設企業のための経営戦略アドバイザリー事業」へのパートナー協定締結
により課題解決施策の活用を図る。

・ 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などの
活用をすすめ、所有不動産の乏しい事業者の資金調達手法の多様化に向け積極的に対応
していく
・ 小口零細保証融資、保証協会別枠保証（ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証）、ABL保証、しんきんMEサポー
ト、サポートスペシャルⅢ、新サポート500などの商品を積極的に活用し、事業者の資金ニー
ズに対応する。
[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]

・個人保証･不動産担保に過度に依存しない融資の取組実績は累計366件：53億4,300万円で
あった。〈個別の取組実績〉（セーフティネット保証：212件・3,073百万円、全国緊急及び震災緊
急保証：56件・1,150百万円、サポートスペシャルⅢ：45件・966百万円、新サポート500：53件・
154百万円）

・今後も引き続き個人保証･不動産担保に過度に依存しない融資手法の推進に取組む。

　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等の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（累計実績：信用保証協会「流動資産担保融資保証（ABL保証）制度」1件/信金中金
「設備担保信用補完制度（しんきんＭＥサポート）」2先）。

・「しんきんＭＥサポート」の活用は設定費用等が高いこともあり、活用が難しい面があるが、引
き続き個人保証･不動産担保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）」の推進に取組む。

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引き続き取組む。

・シンジケートローンについては審査時の確認及び実行後のコベナンツ管理等を行い、リスク
管理強化を図っている。

・シンジケートローンのコベナンツ管理を継続していくとともに、その以外へのコベナンツの利用
等を検討する。

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）

・業務提携先であるさがみ信金及び三浦藤沢信金と合同開催したダイエーとの合同商談会
（飲食・小売主体）に当金庫取引先より4社申込みがあり、内1社のダイエーのイベント出店が決
定した。
・小田急商事主催のフェアの参加募集を通じて、取引先1社が参加した。
・相談センターしあわせプラザを通じ、各種お問合せや相談を受付し、個人のお客さまの比重
が高く、創業・新規事業展開に関する相談は電話での創業相談1件であった。
･創業･新事業支援融資取扱実績は、累計21件：121百万円であった。〈個別の取組実績〉創業
支援融資：20件･96百万円、新事業支援融資：1件･25百万円。

・ビジネスマッチングへの取組みとして、信金中金の呼びかけで県内8信金による合同商談会
の企画を平成25年6月に開催予定であり、　引き続き、支援を強化するとともに、相談を受けた
際には迅速対応に努めるとともに、営業店と連携を図っていく。

②法務、財務、税務等の外部専門家と連携した取組み

・各種定期開催の相談（法律、税務）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。

・法律・税務相談年間実績：法律相談9件（生活妨害にかかる損害賠償請求・養育費の相談
等）、税務相談6件（確定申告にかかる所得税の相談、贈与税に関する相談等）。
・専門家派遣年間実績5件

・引き続き、外部機関及び外部専門家との連携を図り、幅広く相談に対応していく。

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が数年続くことから、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。
・金庫外での人材ネットワークについては業界スキームやTRIbank人事専門部会において情
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。（現在のシニア職員19名）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17名については9月の定年退職説明会時に再雇用面接を実施し、再雇用希望
者(14名)には11月に再面接で職務提示､年収ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを実施した。
・地域中小企業と定年退職者との橋渡しについては、以前から地域中小企業から打診があっ
た場合には随時説明を行っているが､具体的なところまでは至っていない｡しかし､ニーズがある
ことは間違いなく､今後も対応していく｡
・業界内での人材ネットワークは機能していない｡トライバンクグループでの連携については投
掛けを行っているが､退職タイミングの違い(誕生月､年度末)や希望者全員を2年間嘱託採用す
る等の運用ルールが違うため、実現にはまだ検討・調整する必要がある｡なお、全信協の人事
管理専門部会内で「高齢者雇用のあり方」について継続的な意見交換、情報収集を行った｡

・定年退職者の再雇用については今後も増加が予想されることから､仕組みや職務開発を継
続して行う。特に従来はパートナーでの再雇用がメインであったが、年金支給年齢の段階的な
引上げ等も迫っていることもあり、フルタイムで働けるような職務提示を積極的に行う。平成24年
4月には営業店現場の検証者や本部の専門・戦略業務にも配置を行った。
・地域中小企業と定年退職者との橋渡しについては､今後も金融サービスの提供以外での地
域貢献策として継続して行う（現在、地域の取引先から経理が出来る人材の紹介依頼があり、
既に定年退職している職員で調整中）。
・業界内のネットワークの活用については第一ステップとしてトライバンクグループ内での連携
強化を行い､ネットワーク作りを行う｡引き続き、全信協の人事管理専門部会内で意見交換並び
に情報収集を行い、対応可能なものについては積極的に取り入れていく。

（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．地域密着型金融の具体的取組み

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 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）
23年4月～24年3月 23年4月～24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23年度事業計画書における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、役職員に配付し周知した。
・23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。

・次年度に配付する「平成24年度事業計画」における事業計画書の各部の重点施策の中で
も、地域密着型金融に関わる項目については「地域密着型金融関連」と明示し、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維
持する。

・平成23年6月6日開催の常勤理事会にて、平成22年度の「地域密着型金融の取組み」活動結
果と平成23年度の取組計画を報告した。
・平成23年11月10日開催の常勤理事会にて、平成23年9月期までの「地域密着型金融の取組
み」進捗状況を報告した。
・平成23年10月12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22年度の地域密着型金融の取組状況について、6月の定例ヒアリングにおいて財務局
に報告するとともにホームページに掲載し広く公表した。

・平成24年度以降の地域密着型金融に関する取組みの報告･公表等については、中小･地域
金融機関向けの総合的な監督指針の改定内容を踏まえ、今後のあり方について検討を行い
対応する方針である。

　稟議指導やトレーニー制度、内外部研修を通じて融資審査能力（目利き能力）の向上と人
材の育成に取組み、営業店の貸出審査能力及びコンサルティング能力向上を図る。

・審査トレーニー研修を実施、副支店長・融資係統括を対象に1週間融資審査課にて各店の
稟議審査を通じて貸出審査能力の向上を図った（12名）。
・初級融資研修①・②を開講（新任融資係合計11名）、融資の基本的な考え方と決算書の見
方、格付システム概要などの研修を実施した（4月・10月）。
・融資法務講座（上級）を開講（融資係統括・営業係統括・事業先担当者22名）、外部講師によ
る不良債権の極小化対策、異常時の対応、債権管理能力の強化などの研修を実施した（6
月）。
・経営再建計画策定講座①・②を開講（融資係・事業先担当者30名）、再建計画策定における
取引先支援と実践管理や経営改善支援の具体的手順の習得、取組事例を通じた実践的解決
策の考察などの研修を実施した（7月・1月）。
・融資役席研修を開講（融資役席22名）、審査能力向上のため事例研究を中心に実施、同時
に金融円滑化への取組における徹底事項を周知した（9月）。
・債権管理回収講座を開講（融資役席20名）、債権管理回収の実務や事例研究などの研修を
実施した（11月）。
・貸出審査能力養成講座を開講（融資係・事業先担当者19名）、融資案件の着眼点・留意点、
融資審査のポイントや事例研究などの研修を実施した（12月）。
・全信協の外部研修として、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名を派遣した。
・中小企業大学校「中小企業診断士養成課程」1名卒業、1名入学（中小企業診断士有資格者
合計8名）。

・今後も引き続き、審査トレーニー制度や集合研修等による貸出審査能力に計画的に取組む
予定である。また、経営改善支援業務における内部研修の実施により、継続的にコンサルティ
ング能力、スキル向上に取組む予定である。

　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。

・「中小企業支援ネットワーク事業」への取組みにより、取引先の課題解決に繋がるような側面
支援を行ったほか、三金庫主催の個別商談会の告知、神奈川県産業技術センター主催の
R&D合同展示会の募集、信金中金主催の海外展開セミナーの告知やＪＲＳ情報の定期的な還
元など情報支援も行い取引先企業経営者とのコミュニケーションを重視した営業活動を実施し
た。

・「中小企業ネットワーク事業」については次年度も継続され、ネットワークアドバイザーとの連
携を強化し、引き続き取引先企業の課題解決に繋げる支援を実施していく方針である。

　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、経営改善支援
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。策定した経営改善計画については、モニタリングを定期的に実施し、
具体的改善策の進捗状況を確認するとともに、計画達成のための情報提供や経営指導を状
況に応じて行なう。
【開示主要計数】
経営改善支援取組率8.6%（153先）、再生計画策定率100.0%（153先）、ランクアップ率10.5.%
（16先）、債務者数は正常先を除く要注意先以下1,781先、経営改善支援取組先153先すべ
てに対し経営改善計画を策定する。

・経営改善支援グループ主導9先、中小企業再生支援協議会主導1先、営業店主導130先の
経営改善計画書を策定した。
・営業店における経営改善計画策定先のモニタリング等進捗管理を重点的に検証・指導のた
め、本部専門スタッフが営業店22店舗の臨店指導・検証を4回実施した。
【開示主要計数】
経営改善支援取組率12.2%（218先/正常先を除く要注意先以下全先1,783先）、再生計画策定
率64.2％（140先/218先）、ランクアップ率22.5%（49先/218先）。
※経営改善支援取組先については、23年度中に新たに取組先として選定し着手した先を含
めて計上している。

・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。

　SFA（営業支援システム）を活用し、取引先の情報を一元管理し、潜在的な顧客ニーズを顕
在化させ、事業者の成長段階に応じた融資商品の推進を通じて積極的に資金供給を行う。

・SFA（営業支援システム）による情報蓄積を行い、各種商品の対象先のリストであるターゲット
リストを作成し、成長段階に応じた融資商品の推進を行った。

・ＳＦＡによる情報蓄積の増加策及びシステムの定着を目的として、24年度は業績評価の評価
項目にＳＦＡ情報整備率の項目を設けて蓄積及び定着に繋げていく方針である。

　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。

・相談センター「しあわせプラザ」における法律相談9件のうち、多重債務者問題に係る相談は
なかった。

・多重債務者問題の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
を通じ地域内にて啓蒙を図っていく予定である。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。

３．地域密着型金融の取組み状況の公表等

（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

（1）目利き能力の向上、人材の育成

４．信用金庫（協同組織金融機関）に特に求められる事項

（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）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

（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）

（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

3 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）
23年4月～24年3月 23年4月～24年3月

項　　　　　目 計画（取組方針・目標）

　関係団体・機関との連携を強化し、地域再生、地域振興に繋がる活動や取組みを行う。

・東日本復興応援定期預金がんばろう日本！定期預金キャンペーン（3,510件：5,623百万円）
やウィンターキャンペーン「TRIbankの森Ⅱ」（3,613件：7,011百万円）の販売を通じて、義援金
や関係団体に寄付を実施した。
・神奈川県中小企業団体中央会主催の「中小企業の海外展開セミナーin平塚」、「事業計画策
定セミナー」「新規事業展開・経営革新支援フォーラム」を後援し、営業店を通じ取引先企業に
対し告知を行なった。
・平塚商工会議所主催の「湘南ひらつかテクノフェア」へ協賛及び参加し地域振興に努めた。
・平塚市、平塚商工会議所、商店会による、平塚市中心商店街の継続イベントである「平塚商
業まつり」実行委員会に職員を派遣し活動している。
・「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。
・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」を販売した（適用金利は店頭表示金利＋0.20%）。

・引き続き、幅広く情報収集を行い機会を捉えて積極的に取り組んでいく。

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。

・総代会制度について、総代とその選任方法、総代が選任されるまでの手続きについて、平成
23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2011」に
おいて詳細に掲載した。
・23年11月9日（厚木商工会議所）及び11月11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。
・24年度は11月に南、北ブロック合同の業況報告会を開催予定である。

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た。今後もお客さまに充分にご理解いただ
けるよう分かり易い説明に努めるとともに、新リーフレットを調達して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4項目にまとめ、会員あ
て送付する「第68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（送付総数24,740通、24年3月末時点返信数　114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るため前年
度同様に当金庫としての対応策を第69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23年9月期の経営情報を掲載したミニディスクロージャー誌「事業活動のご報告2011年9
月期」を11月24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。従来の蛇腹折から
A5中綴じ8ページと情報量を増やし、「困ったときのQ&A」等を新たに掲載した。

・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月末までに発行する
とともに、ホームページへの掲載を通じて業務内容の幅広い認知を図る。

　「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・認識を行った。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
周知した。

・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」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。
・今年度、総合企画課に新規配属となった2名についてALMシステムベンダーの研修に派遣
し、金利リスクに係る知識及びALMシステム運用技術の習得に努めた。
・ALMシステムのデータ蓄積が進んだことから、バックテストを行う体制を構築した。

・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させるため、①年次
計画に基づいた余裕資金運用、②保有・損失・リスク等の限度枠に基づいた管理を行う。ま
た、必要に応じて関連部署との協議を行う。

・年次計画に基づいた余裕資金運用をしながら、リスク量の計測・分析、関連部署によるモニタ
リングを継続的に行い、各種限度枠を超過することなく適正に管理した。

・今年度から開始したリスク管理手法は定着し、適正な管理ができた。今後の運用において新
たな課題が生じた場合は、関連部署との協議を随時行い、更なるリスク管理態勢の充実を図っ
ていく。

法令等遵守を経営の最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23年8月と24年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検証時に、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に検証を実施しており、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、コンプライアンス統括課の用意する課題に加え、今後も各営
業店の希望課題も取入れ、意識付けの強化を図っていく。

（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

（9）市場リスク管理態勢の充実

（5）地域社会への貢献・還元

4 平塚信用金庫
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