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お客様アンケート調査の集計結果について 

                                                                                                                                                      

 

おかやま信用金庫は、お客様の満足度を重視し、付加価値ある金融サービスを提供するため、「お

客様アンケート調査」を実施いたしました。その結果、多くのお客様から貴重なご意見をいただくこ

とができましたので、その内容についてお知らせいたします。 

ご協力いただきましたお客様には、心より御礼を申し上げます。今回いただきましたご意見・ご要

望をもとに、お客様により一層満足いただけるよう、金融サービスの改善・充実に取り組む所存です。 

 

１．調査目的 

（１）お客様のニーズに対応した付加価値ある金融サービスの提供 

（２）お客様満足度を重視した営業態勢づくり 

（３）地域金融機関として、より地域に根ざした、親しみやすい店舗づくり 

 

２．調査概要 

業務報告書に「お客様の声」を伺うアンケートはがきを添付し、以下の概要のとおり、当金庫の

会員様に郵送いたしました。 

配付方法 郵便による送付（業務報告書に添付） 

実施期間（※） 平成 28 年 7 月 8 日（金）～ 平成 28年 8月 31 日（水） 

対象先 当金庫の会員様 

配付先数 約 53,000 先 

回収方法 郵便による返送 

回収先数 137 先 

回収率 0.25％ 

質問内容 
①当金庫に対する満足度（「職員のマナー・親切さ」など） 

②ご意見、ご要望など 

※今回のアンケート調査結果は、平成 28 年 8月 31 日（水）までに返信いただいた内容を取りまとめたものと 

なっておりますが、「お客様の声」を伺うアンケートはがきは年間を通じて受け付けております。 
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３．調査結果 

（１）アンケート回答先状況 
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（２）当金庫に対する総合的な満足度 

○個人は 71.3％のお客様、法人は 70.0％のお客様より、当金庫とのお取引全般について、「総合

的にみて、満足している」（満足、やや満足の合計）との評価をいただきました。 
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（３）個人のお客様からのご評価 

○「職員のマナー・親切さ」「店舗のレイアウト・雰囲気」について高い評価をいただきました。 

○「各種手数料」「預かり資産商品の品揃え（投資信託・保険商品など）」については他の項目と

比較し評価が低くなりました。 

○「総合的な満足度」については 5段階評価で 4.16 となりました。 

○ご要望のコメントとして「ATM の手数料を引き下げてほしい」など「ATM 手数料無料化」に関

するご意見や「職員応対」「窓口での待ち時間」に関するご意見などをいただきました。 

○感謝のコメントとして「いつもわかりやすく対応してくれて助かっています」「私は借入でお

世話になりましたが、対応がスムーズでとてもありがたいと思いました」などをいただきまし

た。 
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〔お客様満足度向上に向けた取組み〕 

○例年、お客様から「ATM手数料無料化」「ATM設置数・利用可能な場所の増加」へのご要望を多

数いただいております。そこで、当金庫が従来取り扱っております「しんきんゼロネットサー

ビス(※1)」「おかやまATMネットサービス(※2)」に関する情報提供を積極的におこないました。 

※1「しんきんゼロネットサービス」とは、当金庫と全国の信用金庫との間で ATM 利用手数料が無料とな

るサービスのことです。 

※2「おかやま ATM ネットサービス」とは、当金庫と中国銀行、トマト銀行、水島信用金庫、津山信用金

庫、玉島信用金庫、備北信用金庫、吉備信用金庫、日生信用金庫、備前信用金庫、笠岡信用組合と

の間で ATM 利用手数料が無料となるサービスのことです。 

○平成27年12月から3か月間「おかやましんきんファジアーノ岡山応援定期2016SEASON」の取扱

いをいたしました。この商品は平成28年（2016年）シーズンの「ファジアーノ岡山」のリーグ

戦での勝利数のほか、年間平均入場者数により金利を上乗せするとともに、お預入れ総額の

0.05％相当額（上限300万円）をファジアーノ岡山のチーム強化資金として寄贈するというメ

ッセージ性のある商品でございました。お客様にはこのメッセージ性をご理解いただき、153

億円をお預入れいただくことができました。今後も、お客様に共感いただけるような商品の開

発をおこなってまいります。 

○お客様の生涯価値の向上の一助として、多様化するお客様の資産運用に対するニーズにお応え

できるよう、平成 27 年度に投資信託は 7商品、保険商品は 5商品を新たに取扱開始いたしま

した。今後も、お客様の選択肢を広げ、よりニーズに合致した商品をお選びいただけるよう商

品ラインアップの充実を図ってまいります。 

○お客様のニーズに合わせた有益な情報をご提供するため、平成 27 年度は投信会社などの外部

講師による資産運用セミナーを 14回開催し、延べ 245 名の方にご参加いただきました。 

平成 27 年度のセミナーは、投資環境の動向や相続対策などの内容を盛り込み、実施いたしま

した。また、内山下スクエアでは、資産運用のみならず趣味や健康などセカンドライフに関わ

る様々な情報発信の場として幅広いテーマのセミナーも 149 回開催し、延べ 1,166 名の方にご

参加いただきました。 
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○平成 27年 8月 17 日より、地方創生の取組みの一環として、高齢化の進展や人口減少により各

自治体における課題となっている「空き家問題」に対し、ローン商品のお使いみちの範囲を拡

大し、「空き家解体費用」に関する取扱いを開始いたしました。 

（４）法人のお客様からのご評価 

○「職員のマナー・親切さ」「窓口・ATM の待ち時間」について高い評価をいただきました。 

○「融資・ローン商品の内容」「預かり資産商品の品揃え（投資信託・保険商品など）」について

は他の項目と比較し評価が低くなりました。 

○「総合的な満足度」については 5段階評価で 3.87 となりました。 

○ご要望のコメントとして「経営改善のアドバイスがあるなら、もっと細かく踏み込んでほしい」

などのご意見をいただきました。 

○感謝のコメントとして「いつも業務で窓口に行かせてもらいますが、毎回どの職員様も丁寧に

対応いただき感謝しております」「よく相談にのっていただき安心して取引しています」など

をいただきました。 
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〔お客様満足度向上に向けた取組み〕 

○岡山発のブランド創出など、地域の活性化と発展に貢献することを目的として平成 25 年度に

創設した助成金制度「おかやましんきん地域活性化支援制度“エリアサポート”」を平成 27

年度においても取り扱いいたしました。3 年目となる平成 27 年度は、13 の事業者様に対し助

成金を贈呈いたしました。なお、同制度は平成 29 年度まで継続して実施することが決定して

おり、応募いただいた事業者様の積極的な支援をおこなうことで、地元岡山の事業者様の事業

価値向上、ひいては地元岡山の活性化ならびに発展の一助となることを目指しております。 

○お取引先企業の人材育成支援の一環として、「お取引先新入社員研修会」を例年 4 月に開催い

たしております。お取引先企業の新入社員の皆様を対象として、当金庫職員などが講師となり、

2日間にわたり社会人としての心得、ビジネスマナーなどを中心に研修をおこなっております。  

○お取引先企業の若手経営者・後継者の皆様を対象に若手経営者の会「おかやま PRODUCE(※3)」

の運営をおこない、平成 27 年度は定例会、ミーティングなどを計 13回開催いたしました。 
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※3「おかやま PRODUCE」は、①経営ビジョン構築とマネジメント能力強化②若手経営者・後継者同士の

親睦、異業種交流③多種多様な分野の事業創成を図り、県内のみならず県外・海外に向けて、地元「岡

山」から生まれた独自の情報の発信源となりうる組織づくりを目的として活動しております。 

○当金庫は、県内 8信用金庫、産学官と連携した「岡山県しんきん合同ビジネス交流会」や当金

庫単独での「おかやましんきんビジネス交流会」を例年開催しております。ビジネス交流会は

地域や業種の枠組みを超えて、企業と企業が交流する貴重な機会であり、ビジネスチャンスの

拡大の場を創出しております。 

○海外への進出や海外企業との取引に興味を持たれているお客様に対し、今後の事業展開に役立

てていただくために、平成 27 年度はニューヨーク・トロントの経済事情視察をおこないまし

た。 

○お取引先企業の経営力向上・事業価値向上を図る一助として「経営革新塾」などのセミナーを

開催するとともに、女性経営者の方々のビジネスに関するノウハウのレベルアップ、また情報

交換や人脈づくりの場を提供することを目的として「女性経営者セミナー」を開催いたしまし

た。 

 

４．最後に 

今回のアンケートでは、当金庫とのお取引全般について、個人・法人ともに 7割以上のお客様か

ら、「総合的にみて、満足している」（満足、やや満足の合計）との評価をいただきました。 

また、平成 20 年のアンケート調査開始以来、総合的な満足度（5段階評価）は 3.50 以上という

水準で推移しており、今回も個人で 4.16、法人で 3.87 という一定の評価をいただきました。 

多くのお客様において、当金庫の提供する金融サービスに対してご理解いただき、誠に感謝いた

しております。 

一方、個人では 2.5％のお客様、法人では 10.0％のお客様より、「総合的にみて、不満である」

（不満、やや不満の合計）との評価をいただいております。 

当金庫ではお客様からのニーズにお応えできるよう、お客様から寄せられた貴重なご意見を真摯

に受けとめ、お客様の満足度向上に取り組んでまいります。 

今後、さらに地域のお客様に信頼され、必要とされる金融機関として力を発揮できるよう業務上

の知識や技能に加え、企画力、提案力も含めた職員の「人間力」の向上に取り組んでまいります。

そして、地域のお客様の生涯価値、事業価値の向上へ繋がる金融サービスを提供していく所存で

ございます。 

今回のアンケートにご協力いただきまして誠にありがとうございました。 

以 上 


