
地域密着型金融の取組状況

2019年4月～2020年3月



１－１　ライフサイクルに応じたお取引先事業者の支援の一層の強化

（１）創業・新事業支援

■創業支援融資商品の活用実績

新商品の開発など、経済的環境の変化に対応して製品やサービスの一層の高品質化や市場優位性の向上などの目的を持って経営革
新に取組む意欲のある中小事業者様、またはチャレンジする中小事業者様を支援することを目的とした「中小企業経営革新制度」
を利用していただくため、経営革新計画のご案内、計画策定支援をおこないました。

１．お取引先事業者に対するコンサルティング機能の発揮

106件

お取引先事業者様の新事業展開をはじめとした新たな取組みなどに関して、以下の公的支援機関の支援制度、支援メニューを活用
いたしました。

創業支援融資商品の活用・推進

契約件数

93百万円

商品名

44件

※創業支援型ビジネスカードローン「アクティブランニング」は当座貸越契約であり、
　2020年3月末現在の契約件数、利用残高を表示しております。

創業・新事業を積極的に支援することにより、創業者
・新事業者の皆様に対して資金の安定化を図り、地域
の発展に貢献することを目的として、創業支援型ビジ
ネスカードローン「アクティブランニング」を活用い
たしました。

利用残高

創業支援型ビジネスカードローン
「アクティブランニング」

公的支援機関・自治体などの支援制度・支援メニューの活用



■当金庫助成金“エリアサポート”による支援

2019年度 34社 11社

9社

事業者数

■ベンチャーマーケット岡山参加事業者に
　対する支援実績

創業・新事業支援活動支援

実績

岡山県内産業の活性化と新産業創造促進を目的として、ベンチャーマーケッ
ト岡山へ継続して参加しております。
2019年度は9社からのプレゼンテーションを受け、創業・新事業に関する
経営相談をおこないました。

新たな資金調達手段による支援

助成金贈呈事業者数

2016年度

取扱実績 応募事業者数

42社

27社

2013年度

13社

13社

11社

おかやましんきん地域活性化支援制度“エリアサポート”は、当金庫営業エリア内において新規性・独自性を有し今後の成長・発展が
見込まれる事業を営む事業者様を支援することで、岡山発のブランド創出、地域経済の活性化と発展に貢献することを目的として
2013年度に創設された当金庫独自の助成金制度です。助成金額は、事業活動に要する費用の50％以内、かつ10万円以上100万円以
下となっております。
2019年度は、所定の選考、審査を通過された11社に対し助成金を贈呈いたしました。

12社

2018年度 51社 13社

当金庫助成金による支援

地域を盛り上げるプロジェクトに特化したクラウドファンディングプラットフォーム“ＦＡＡＶＯ”とパートナー契約を締結して
います。当金庫営業エリア内のお客様に対し新たな資金調達手法として活用を促し、地域活性化、地方創生の一助となることを目
的として、クラウドファンディングの取次業務をおこないました。

35社

27社2015年度

2014年度

2017年度 51社 13社

ベンチャーマーケット岡山参加事業者に対する支援

エリアサポート二次審査（プレゼンテーション審査） 



（２）成長期支援

■相談コーナー

■各種補助金制度の取扱実績

■おかやましんきん事業価値向上講座

民間支援団体による相談

海外進出に関する相談

51名

おかやましんきん事業価値向上講座として、2019年4月から順次施行されている「働き方改革関連法」について、岡山労働局な
らびに岡山働き方改革推進支援センターと連携して、当金庫営業エリア内で事業を営まれている方に対し、「働き方改革の進め方
セミナー」を開催いたしました。

講座名

第15回岡山県しんきん合同ビジネス交流
会において、参加事業者様の経営上の課題
解決を図るために各種相談コーナーを設置
いたしました。
また、近年の深刻な人手不足解消に向け、
「ジョブアレンジメントプロジェクト」と
して人材に関する相談機能の充実を図り、
その中で“省人化・省力化エリア”を設
け、人手に代わる様々な機械設備やシステ
ムの展示ならびにデモンストレーションを
おこないました。

名称

人材に関する相談

産学官連携に関する相談アカデミックインターミディエイトコーナー

公的支援団体による相談

ジョブアレンジメントコーナー

ビジネスバックアップコーナー

ビジネス交流会の開催

認定支援機関としての支援

働き方改革の進めかたセミナー

グローバルビジネスコーナー

オフィシャルサービスコーナー

参加者数

外部機関などとの連携による支援

認定支援機関として公的補助金（ものづくり・商業・サービス革新補助
金）制度の活用による支援をおこないました。

補助金制度名 取扱件数

「ものづくり・商業・サービス革新補助金」 9件

相談内容

働き方改革の進め方セミナー 



（３）経営改善支援・事業再生支援

■経営シミュレーション
ソフトなどの活用実績

■外部専門家の活用実績

■経営改善支援センター、外部専門家の活用実績

認定支援機関として国の経営改善計画策定支援事業を
活用し、外部専門家（中小企業診断士、税理士、公認
会計士など）と連携のうえ、経営改善計画書の策定支
援に取り組みました。

お取引先事業者様の事業価値の向上を目的として、外部
機関による専門家（中小企業診断士、税理士、公認会計
士など）派遣制度などを積極的に活用することにより、
経営課題を正確かつ精緻に把握したうえでより実効性の
ある解決策をご提案することに取り組みました。

実績

経営改善計画書作成やフォローアップなど経営シミュレー
ションソフト（ＭＡＰ３）を活用した支援

外部機関および外部専門家の活用

先数

経営改善計画の策定支援

14先

1先

先数

認定支援機関としての支援

先数

お取引先事業者様から特にニーズが多い「経営改善の支援」
を目的として価値創造部ビジネスサポートグループ、営業部
店が中心となり、外部機関や外部専門家などとも連携して支
援活動をおこなっております。
経営改善計画書の策定支援にあたっては、現状の経営課題を
しっかりと把握したうえで数値計画や改善に向けたアクショ
ンプランを設定することに重点を置き、実効性の高い中期計
画、単年度計画書の策定支援をおこないました。
経営改善計画書策定後は、月別計画と試算表実績により予算
実績対比による検証をおこない、問題箇所の原因究明と解決
策を検討するなどフォローアップ体制も確立しております。

経営改善計画策定支援事業を活用した経営改善計画策定

早期経営改善計画策定支援事業を活用した経営改善計画策定

内容

3先

内容

岡山県信用保証協会「岡山経営安定サポート2019事業」活用

中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業の専門家派遣活用

８先

44先
経営改善計画書（イメージ） 

働き方改革の進め方セミナー 



（４）事業承継支援

■定例会テーマ

　

■「おかやまＰＲＯＤＵＣＥ」の運営状況

テーマ

会員数

結成七周年記念講演
「日本人の底力～日本はなぜ世界でいちばん人気があ
るのか～」

「若手経営者が知っておきたい働き方改革」

「SDGsカードゲーム」でSDGsを学ぶ

※会員数は2020年3月末現在のものとなっております。

事業承継ができ得る環境の整備

「SDGsをビジネスに活かす！」

お取引先事業者様の若手経営者・後継者の皆様を対象に若手経営者の会「おかやまＰＲＯ
ＤＵＣＥ」を運営しております。
「おかやまＰＲＯＤＵＣＥ」は、以下のことを目的として活動しております。
①次世代を担う若手経営者・後継者を対象に、多種多様な分野の専門家によるセミナーや
　講演会の開催、企業視察、体験型講座や各種ビジネス情報の提供により、経営者として
　体系的なマネジメント能力を身につけ真の経営力強化を図る。
②多種多様な業界・業種から集まった会員同士の親睦、異業種交流を図る。
③会員の斬新なアイディア・テーマをもとに、地元「岡山」の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、「岡山」から生まれた独自の情報の発信
　源となりうる組織を作る。
④最終的に、具体的な商品化や法人化など個々の会員の“夢”の実現や、テーマによって
　は、大手企業・国・地方公共団体などへ提言をおこなうことを目指す。
定例会では、毎回多種多様な分野のセミナー・講演会や企業視察等を実施しております。
また、2019年度から「おかやまＰＲＯＤＵＣＥ」会員を中心としてSDGsに関する取組を
はじめており、河川の水質浄化への取組みやエコにつながる商品・サービスの開発などに
取り組んでおります。

127名

5回

「岡山県内の水環境における水質について」

定例会開催数

内容 回数・会員数

「おかやまＰＲＯＤＵＣＥ」結成七周年記念講演 「おかやまＰＲＯＤＵＣＥ」定例会 



■M&Aに関する情報

（１）事業性評価融資への取組み

■事業性評価融資

■定性情報を加味したスコアリングモデルを基にした商品の活用実績

小規模事業先開拓融資商品

※課題解決型融資実行状況は、2020年3月末現在の表示となっております。

新規事業先開拓特別融資商品「おかやましんきん“フロンティア”」

優遇金利融資商品「おかやましんきん“アタック”」 5件

9件

84件

34百万円

※「おかやましんきんビジネスカードローン“そなえ”」は当座貸越契約であり2020年3月末の貸越口座数、残高を表示しております。
　「おかやましんきんビジネスカードローン“そなえ”」以外の商品は、2019年度中の取扱（実行）件数、金額を表示しております。

37百万円

392百万円

外部連携機関などとの連携によりM&Aに関する情報交換
および仲介業務を実施しております 2019年度入手案件

件数

197件

106件

金額

2,905百万円

196百万円

M&Aの活用

企業訪問や経営相談等を通じて事業の内容や成長可能性を適
切に評価し、お取引先事業者様の成長支援に取り組んでおり
ます。

実績 件数 金額

4件

財務情報のみならず定性情報を加味したスコアリングモデルを基にした以下の商品を活用しました。

課題把握活動による、企業や産業の成長などを目的とした課題解決型融資の取り組み

課題解決型融資実行状況 39件 1,423百万円

商品名

１－２　事業性評価融資への取組みならびに中小事業者に適した資金供給手法の活用

「おかやましんきんビジネスカードローン“そなえ”」

保証協会提供商品「おかやましんきん“will”」

「おかやまＰＲＯＤＵＣＥ」定例会 



、

（２）中小事業者に適した資金供給手法の活用

■ABLを活用した融資の取組み

■信用保証協会保証付融資の活用実績

※信用保証協会保証付融資残高は、2020年3月末現在の表示となっております。

動産担保を活用した融資手法（ＡＢＬ）の推進

4,459件

件数 金額内容

お取引先事業者様に対する金融の円滑化を図るために、信用保証協会の制度融資などを活用しスピーディーな対応に努めました。

信用保証協会保証付融資残高

※ABLを活用した貸出金残高状況は、2020年3月末現在の表示となっております。

2,750件 12,887百万円

事業価値の創造および不動産担保、経営者保証および第三者保
証に依存しない融資スキームの構築、および課題解決型融資の
柱の一つとして「ABL」の活用に取り組んでおります。

件数 金額

信用保証協会保証制度融資などを活用した資金支援

43件

実績

ABLを活用した貸出金残高状況 2,551百万円

29,793百万円

創業資金、事業資金を中心に、日本政策金融公庫国民生活事業と協調した融資推進に取り組みました。また、農業分野の事業者様
に対して付加価値ある金融サービスの提供をおこなうため、日本政策金融公庫認定「農業経営アドバイザー」（認定者6名）を中
心として融資推進に取り組みました。

信用保証協会保証付融資の推進

公的金融機関、公的支援機関などとの連携による融資の推進



（１）地域の面的再生

■「第20回おかやましんきんビジネス交流会」

深刻な問題となっている「人手不足」の解消に向けた相談コーナーを設置しました。
併せて「人材育成」など人材関連のサービスをおこなっている企業様に出展いただくコーナーも設置し、
“ヒト”に関する様々な課題解決に向けた相談・マッチングの機会をご提供しました。

おかやま信用金庫独自の助成金制度である“エリアサポート”の応募企業様に、自社の事業を広くPRして
いただく目的で、「エリアサポートゾーン」を新たに設置しました。

　人手不足完全解決プロジェクト

「エリアサポートゾーン」の設置

「コラボ商品展示コーナー」の設置

名称 内容

新
企
画 過去のビジネス交流会にて、参加企業様同士の連携により生まれた商品やサービスの展示をおこないまし

た。

地元中小事業者様への販路開拓支援、企業間連携支援などによる地域経済の活性化ならびに地方創生の一助となるべく、当金庫で
はビジネスマッチング（ビジネス交流会）に積極的に取り組んでおります。毎年春には当金庫単独で「おかやましんきんビジネス
交流会」を開催するとともに、秋には岡山県しんきん合同ビジネス交流会実行委員会（※）主催の「岡山県しんきん合同ビジネス
交流会」を開催しており、2019年度は4月に岡山コンベンションセンターにて「第20回おかやましんきんビジネス交流会」を、
9月にコンベックス岡山にて「第15回岡山県しんきん合同ビジネス交流会」をそれぞれ開催いたしました。

※岡山県しんきん合同ビジネス交流会実行委員会
県内7信用金庫、（株）日本政策金融公庫、（公財）岡山県産業振興財団、（独）中小企業基盤整備機構中国本部、信金中央金庫岡山支店

バイヤー  21社

34団体大学など相談機関

97社

ビジネス交流会を活用した支援

実施状況

159社
（団体）

合計

6社

ブース参加企業数

個別商談会参加

２．地域の面的再生への積極的な参画

協賛企業  1社

■「第20回おかやましんきんビジネス交流会」の企画

おかやましんきんビジネス交流会 



■「第15回岡山県しんきん合同ビジネス交流会」

4社
　省人化・省力化エリア
　特別参加企業

名称

488社
（団体）

商談成約社数

■「第15回岡山県しんきん合同ビジネス交流会」の企画

23.3%

88先

合計

商談成約社数率

岡山労働局による『働き方改革特別相談窓口』

商材・サービスの独自性・新規性などを競っていただくコンテストを開催いたしました。

　　　特別相談窓口の設置

内容

岡山東税務署による『「軽減税率制度」に関する特別相談窓口』

8社協賛・後援企業

ブース参加企業数 383社

　　　ビジネスコンテスト

　　　ブースの魅せ方グランプリ
PRブースにて自社取扱い商品・サービスを、いかに｢魅力的｣に、かつ｢わかりやすく｣展示・ＰＲをおこ
なっているかを評価いたしました。

実施状況

バイヤー

大学など相談機関

商談実績

新
企
画

人手不足解決！省人化・省力化エリアの設置

中小企業を取り巻く人材不足問題への対策として、大展示場に“省人化・省力化”をテーマとした機器や
サービスを展示するエリアを設けました。
当エリアでは、人手に代わる“省人化・省力化”に役立つ様々な商品や機会装置、システムの展示ならび
に販売員によるデモンストレーションがおこなわれました。

53団体

40社

岡山県しんきん合同ビジネス交流会 



■ＴＫＣモニタリングサービスの利用件数

■産学連携コーディネーター認定取得状況

外部機関および産学連携による支援

産学連携のコーディネイトを円滑におこなうた
め、「岡山大学認定産学連携アシスタントコー
ディネーター」として岡山大学より認定を受けて
おり、岡山商科大学についても「岡山商科大学認
定産学連携アドバイザー」として認定を受けてお
ります。
自社の事業に関する技術相談を希望する中小事業
者様を、連携している大学との技術相談機会を提
供し、産学連携による新技術・サービス等の開発
を支援いたしました。

内容

岡山大学認定産学連携アシスタントコーディネーター

実績

相談回数

ＴＫＣ岡山県支部との連携によるモニタリングサービスの取扱いを開始し、連
携強化によるお取引先事業者様の利便性向上を図りました。

件数

311件

認定者数合計

150名

136名

※認定者数合計は2020年3月末現在のものとなっております。

当金庫専門スタッフによる支援

相談事業者数 2先

専門性を必要とする分野については、本部に担当者（中小企業診断士、社会保険労務士、農業経営アドバイザーなどの資格取得
者）を配置し、お取引先事業者様の経営支援や相談に対応いたしました。

3回

岡山商科大学認定産学連携アドバイザー



「地方創生」への積極的な参画

観光・芸術「桃太郎のまち岡山」のイメージアップの推進および情報発信に関すること

■「岡山市とおかやま信用金庫との地方創生にかかる
　連携と協力に関する包括協定書」の締結について

■「玉野市とおかやま信用金庫との地方創生に係る
　包括連携協力に関する協定書」の締結について

玉野市と当金庫は相互に密接な連携および協力
をおこない、それぞれが保有する人的・知的資
源を有効活用した活動を推進することにより、
地域経済の活性化および地域活力の創造を図
り、地方創生の実現および「たまの創生総合戦
略」の遂行に寄与することを目的として、「地
方創生に関する包括協定書」を締結しておりま
す。
当金庫は、本協定締結を機に玉野市と連携して
「たまの創生総合戦略」を推進するとともに、
地域金融機関として、これまで当金庫が培って
きた知見やノウハウ、さらには、当金庫が有す
る金融サービス機能を発揮することで、玉野市
の「地域価値の向上」および地方創生の実現に
向けて取り組んでまいります。

連携事項

たまの版生涯活躍のまちに関する事項

人口の流入及び定住促進に関する事項

地域産業の振興、中小企業の支援に関すること

企業誘致に関すること

地域を担う人材の育成に関する事項

地域産業活性化の支援に関する事項

創業及び経営の支援に関する事項

市内中小企業への支援及び雇用の創出に関する事項

女性及び若者等の就労支援に関する事項

女性活躍の推進に関する事項

子育て・教育の支援に関する事項

本市のシティセールス及び情報発信に関する事項

その他、第１条の目的を達成するために必要と認める事項

創業支援に関すること

移住・定住促進に関すること

観光・芸術・文化・スポーツなどの振興に関すること

その他両者が協議し合意した事項

岡山市と当金庫は相互の知的・人的資源を活用
し、幅広い連携・協力関係により、地方創生の
諸課題に具体的に取り組み、地域活力の増進、
地域経済の活性化に寄与することを目的とし
て、「地方創生に関する包括協定書」を締結し
ております。
当金庫は、「岡山市まち・ひと・しごと創生総
合戦略」を推進するとともに、地域金融機関と
して、これまで当金庫が培ってきた知見やノウ
ハウ、さらには、当金庫が有する金融サービス
機能を発揮することで、岡山市の「地域価値の
向上」、および地方創生の実現に向けて取り組
んでまいります。

連携事項

農林水産業の振興に関すること

女性の活躍推進に関すること



（２）地域活性化につながる多様なサービスの提供

■「おかやまＰＲＯＤＵＣＥ」ミーティング実施状況

■ＴＫＣ岡山県支部との連携による合同自主勉強会の実施状況

実績

中小事業者のお客様の事業価値向上への取組み

回数

若手経営者の会「おかやまＰＲＯＤＵＣＥ」においてミーティングをおこなっており
ます。
会員様の取り組みたいミーティングテーマに沿って、少人数のグループによるミー
ティングをおこなうことで、会員様同士の交流・親睦を深め、グループ内における共
通認識を持ち、新しい商品・サービスなどの創成に向けた具体的な活動をおこなうこ
とが出来る体制作りを目指しております。

ミーティング開催数

参加者 延べ参加人数2019年度

合計

14名

8名

当金庫職員

四半期に一度、お取引先事業者様からの聞き取り調査を基とし
て「おかやましんきん景況レポート」を発行しております。地
域の事業者様の生の声をレポートとしたものであり、当金庫営
業エリア内の経済の状況ならびに今後の見通しをまとめた“地
域のリアルな景況動向情報”として、今後の事業展開に役立て
ていただけるよう皆様に還元しております。

若手経営者の会「おかやまＰＲＯＤＵＣＥ」会員と岡山県、岡
山市の行政および岡山大学、岡山県立大学、岡山商科大学、岡
山理科大学との産学金官連携により「ＳＤＧｓに基づく地域価
値向上に向けたプラットフォーム」を構築し、ＳＤＧｓに則っ
た「持続可能な経済・環境保全による地域ブランディング」に
取組んでおります。

22名

102名

54名

156名

ＴＫＣ岡山県支部との連携による合同自主勉強会を開催し、
多様化するお取引先事業者様の課題・ニーズに対応可能な人
材の育成を図りました。事例研究と発表を通じて、若手・中
堅渉外担当者のスキルアップとＴＫＣ若手税理士との協力体
制を強化することで、お客様の問題解決機能が強化されてお
り、日々の営業活動に活かされております。 ＴＫＣ会員税理士

5回

「おかやまＰＲＯＤＵＣＥ」ミーティング 

「ＳＤＧｓに基づく地域価値向上に向けたプラットフォーム」構築の記者発表 

おかやましんきん中小企業景況レポート 



■ライフプランアドバイザーによる預かり資産商品取扱実績

■職員向けセミナー開催状況

■コンサルティング機能の強化を目的とした資格の取得

■お客様アンケートの実施状況

※2019年度は業務報告書への添付ならびに営業店職員による手渡しにより、アン
　ケートを実施いたしました。

職員向けセミナー 508名

お客様の様々な課題・ニーズに対応可能な人材を育成する
ことを目的として職員向けセミナーを開催しております。

参加職員数

件数地域の皆様のライフプランに応じた資産運用・資産形成な
どの金融に関するあらゆる課題・ニーズに対応するため
に、ライフプランアドバイザー制度を活用しております。
ライフプランアドバイザーは個人のお客様に金融に関する
アドバイス・コンサルティング業務を実践するとともに、
資産運用セミナーや保険相談会の開催などにより、お客様
に対して積極的な情報発信、情報提供をおこなっておりま
す。

・当金庫の会員様
・ご来店のお客様
・渉外担当者ご訪問先のお客様

ライフプランアドバイザーによる
預かり資産商品取扱実績

お客様の生涯価値向上の一助となることを目指し、ご高齢のお客様や聴覚に障がいをお持ちのお客様が安心してご来店いただける店
舗環境づくりの一環として、遠隔手話通訳システム・卓上型対話支援システムCOMUOON（コミューン）を導入しております。

1,709件

※ライフプランアドバイザーによる預かり資産商品取扱実績には、
　アシスタント・ライフプランアドバイザーによる実績を含んでおります。

開催回数

実績

実績

7回

お客様の満足度を重視した金融機関経営の確立を目的として
お客様アンケートを継続して実施しております。
2019年度は当金庫の会員様・ご来店のお客様・渉外担当者
ご訪問先のお客様に対してアンケートを実施いたしました。
お客様からいただいたご意見、ご要望をもとに、当金庫の商
品・サービス、接客などの改善を図っております。

金額

1,962百万円

個人のお客様の生涯価値向上への取組み

実績

7名

資格取得者数合計コンサルティング機能の強化を目的として「相続診断士」
の資格取得者を本部、営業店に配置しております。

302先

ご回答先数対象先 総合的な満足度(5段階評価)

（個人）4.11
（法人）4.13

利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立

相続診断士

※相続診断士の資格取得者数合計は2020年3月末現在のものとなっております。



（１）地域密着型金融の取組みの発信

（２）地域社会への多様な情報提供

■各種セミナー、相談会の開催状況

地域密着型金融の取組みについて、ディスクロージャー誌において開示するとともにホームページ上でも情報を開示しております。

ディスクロージャー誌、ホームページなどによる情報開示

３．地域や利用者に対する積極的な情報発信

8回 430名

相続・遺言信託・事業承継相談会 4回 22名

※お客様向け資産運用セミナーの開催回数には、内山下スクエアで開催したお客様向け資産運用
　セミナーを含んでおり、内山下スクエアでの各種セミナーの開催回数からは除いています。

お客様の課題・ニーズに合わせた有益な情報をご提
供するため、外部講師による「お客様向け資産運用
セミナー」を開催しております。
2019年度のセミナーでは、投資環境の動向や取扱
商品の現状などの情報をご提供いたしました。

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を開催いたしまし
た。

また、お客様に保険について考えていただく機会を
ご提供するための「保険相談会」の開催や、お客様
が抱えている課題の解決につながる情報をご提供す
るための「相続・遺言信託・事業承継相談会」を開
催いたしました。

開催回数

お客様向けセミナーや相談会、展示会などの開催

実績

108名

参加者数

内山下スクエアでの各種セミナー

10回

129回

保険相談会

861名

お客様向け資産運用セミナー

お客様向け資産運用セミナー 保険相談会 



■各種セミナー、相談会の開催状況

41社 99名

実績

第24回お取引先新入社員研修会

参加企業数

地域の皆様に、がんに対する理解
を深め、健康の大切さと、予防・
早期発見の重要性を認識していた
だくため「がんを知る展」を花尻
支店とイオンモール岡山で開催い
たしました。
がんについての情報提供や啓蒙活
動をおこなう中で、ご興味のある
方には「がん保険」について説明
をさせていただきました。

参加者数

お取引先事業者様の人材教育のお
手伝いをするため、お取引先事業
者様の新入社員を対象とした「第
24回お取引先新入社員研修会」を
開催いたしました。

お取引先新入社員研修 

がんを知る展（花尻支店） がんを知る展（イオンモール岡山） 


