
地域密着型金融の取組状況

平成28年4月～平成29年3月



１－１　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

（１）創業・新事業支援

■創業支援融資商品の活用実績

■公的支援機関の支援制度、支援メニューの活用実績

１．お取引先企業に対するコンサルティング機能の発揮

127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

経営革新計画申請支援先 10先

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、経営革新計画の案内、計画策定支援をおこないました。

先数

107百万円

商品名

57件

内容

公的支援機関などの支援制度
・支援メニューの活用

※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、
　平成29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」
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■当金庫助成金“エリアサポート”による支援

助成金贈呈事業者数

平成28年度

取扱実績 応募事業者数

42社

27社

平成25年度

13社

13社

11社

12社

27社

35社

平成27年度

平成26年度

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

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。
平成28年度は10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

平成29年2月20日、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”の岡山
県内における運営事務局であるレプタイル株式会社と「ＦＡＡＶＯパートナー契約」を締結いたしました。
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、事業スタートアップ時の支援をおこない、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開始いたしました。

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平成25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。
平成28年度は、所定の選考、審査を通過された事業者様12社に対し助成
金を贈呈いたしました。
なお、同制度は平成29年度まで継続実施いたします。

当金庫助成金による支援

10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

平成28年度“エリアサポート”助成金贈呈式
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（２）成長期支援

■相談コーナー

■各種補助金制度の取扱実績

ビジネスバックアップコーナー

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。

実績

「ものづくり・商業・サービス革新補助金」 21件

相談内容

民間支援団体による相談

名称

ビジネス交流会の開催

第12回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しまし
た。 オフィシャルサービスコーナー

人材に関する相談

認定支援機関としての支援

産学官連携に関する相談

海外進出に関する相談

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

グローバルビジネスコーナー

取扱件数
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■各種セミナーの開催状況

参加者数当金庫営業エリア内で事業を営まれている方に対し、企業の資金繰りに関す
るテーマにて（株）日本政策金融公庫岡山支店との連携により「経営者セミ
ナー」を開催いたしました。

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、外部より講師をお招きし
「女性経営者セミナー」を開催いたしました。

岡山県商工会議所連合会との連携により、地域中小製造業の経営力強化を図
ることを目的として「ものづくり現場改善セミナー」、経営力の向上を実現
する計画を作成することを目的として「『経営力向上計画』作成セミナー」
を開催いたしました。

20名

実績

外部機関などとの連携による支援

　「経営力向上計画」作成セミナー 56名

　ものづくり現場改善セミナー 64名

経営者セミナー 104名

女性経営者セミナー

女性経営者セミナー経営者セミナー
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（３）経営改善支援

 ■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

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

外部専門家の活用

先数

55先

岡山県信用保証協会「岡山経営安定アシスト事業」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

経営シミュレーション
ソフトなどの活用

24先

経営支援部経営支援グループの計画策定支援にあたっ
ては、外部専門家（公認会計士、税理士、中小企業診
断士など）と連携した支援活動に注力し、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
制度なども活用しながら、お取引先事業者様の経営課
題の把握や事業価値の向上に取り組みました。

内容 先数

中小企業の経営者の皆様から、特にニーズが多い「経営改善
の支援」を目的として、経営支援部経営支援グループ、営業
部店、外部関係機関、ならびに専門家などと一体となった支
援活動をおこなっております。
経営改善計画書作成支援にあたっては、現状の問題点や改善
に向けての取組方法など、定性面も十分に検討した上で、中
期計画、単年度計画書の作成支援をおこないました。
経営改善計画書作成後は、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。

5先

経営改善計画書（イメージ）
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■経営改善支援センター、外部専門家の活用実績

（４）事業再生支援

■しんきん地域再生ファンドの活用実績

しんきん地域再生ファンドの活用

地域経済の活性化を目的として、しんきん地域再
生ファンドを活用し、お取引先事業者様の事業再
生支援に取り組みました。

11先

先数

先数

認定支援機関としての支援

お取引先事業者様の経営改善に向けて、認定支援
機関として経営改善計画策定支援事業を活用し、
外部専門家（公認会計士、税理士、中小企業診断
士など）と連携の上、経営改善計画書の策定に取
り組みました。

内容

内容

しんきん地域再生ファンドを活用した事業再生支援 1先

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
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（５）事業承継支援

■「おかやまＰＲＯＤＵＣＥ」の運営状況

■定例会テーマ

内容 回数・会員数

定例会開催数

会員数

企業視察

ワークショップ
「一人のひらめき×あなたのひらめき」

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・講演会や企業視察などを実施しており
ます。

体験ゲーム

135名

結成四周年記念講演
「日本のものづくりを支える中小企業！経営改革の実践！」

事業承継ができ得る環境の整備

9回

「人事マネジメント　～経営のコツ～」

体験ゲーム

人材育成

記念講演

「ストレスケアセミナー　～第２部　アンガーマネジメント～」

「ストレスケアセミナー　～第３部　アサーティブ入門～」

経営組織

企業視察
「広島県エリアの企業訪問」

「助成金徹底活用術　大公開セミナー」

テーマ

労務管理

体験ゲーム

「ストレスケアセミナー　～第１部　ストレスケアマネジメント～」

分野

体験ゲーム

※会員数は平成29年3月末現在のものとなっております。

「組織の目的を明確にし、変革推進可能な組織を仕立てる」

「おかやまＰＲＯＤＵＣＥ」結成四周年記念講演

「おかやまＰＲＯＤＵＣＥ」定例会
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■事業承継セミナーの開催状況

（１）目利き機能の向上

●

●

●

●

■ABLを活用した融資の取組み

、

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
に依存しない融資の取組み

22件

金額

会社のための上手な経営バトンの渡し方

担保・保証に過度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。

岡山県商工会議所連合会との連携により、事業承継の現実と成功のポイント、リ
スクに対応する方法を学んでいただくことを目的として「事業承継セミナー『会
社のための上手な経営バトンの渡し方』」を開催いたしました。

件数

貸出審査能力養成講座（中国地区信用金庫協会）

定性的な非財務情報評価を
可能とする目利き能力の向上

事業所融資開拓講座（中国地区信用金庫協会）

目利き力強化講座（中国地区信用金庫協会）

実績

内容

ABLを活用した貸出金残高状況

24名

１－２　事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

※ABLを活用した貸出金残高状況は、平成29年3月末現在の表示となっております。

融資審査能力開発講座（岡山県信用金庫協会）

1,359百万円

中小事業者様の事業価値を見極める「目利き機能」の向上を目的として、研修・セミナーなどに参加いたしました。

参加者数
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（２）中小企業に適した資金供給手法の徹底

■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

■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、平成29年3月末現在の表示となっております。

件数

11,374百万円

6件

保証協会提供商品「おかやましんきん“will”」

公的金融機関、公的支援機関など
と連携した融資の推進

信用保証協会保証付融資の推進

件数

505百万円

金額

32,881百万円

信用保証協会保証制度融資などを活用した資金支援 1,122件

信用保証協会保証付融資残高 5,127件

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）を中心に積極的に融資を推進しました。

「おかやましんきんビジネスカードローン“そなえ”」

小規模事業先開拓融資商品

24件 72百万円

102件 190百万円

124件

内容

優遇金利融資商品「おかやましんきん“アタック”」

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。

361件

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”」

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。

商品名

61百万円

5,462百万円

金額

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の活用

※「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平成29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、平成28年度中の取扱（実行）件数、金額を表示しております。
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（１）地域の面的再生

■「第17回おかやましんきんビジネス交流会」

ブース参加企業数

商談成約社数率

個別商談会参加

148社
（団体）

ビジネス交流会を活用した支援

２．地域の面的再生への積極的な参画

商談成約社数 28先

大学など相談機関

5社

実施状況

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、平成28年度は4月に岡山コンベンションセンター
にて「第17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12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８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

商談実績

バイヤー 24社

合計

102社

「ニュージェネレーションアイデア
　ゾーン」の設置

「地域活性化ゾーン」の設置
地域色の高い独自性を持った商品・サービスを取り扱う事業者様を対象とし、岡山発のブランド創出に向けた新商品・
新サービスを広く認知していただくことを目的として「地域活性化ゾーン」を新たに設置いたしました。

県内高校のブースを設置し、生徒のアイデアにより開発された商品のPRと併せ、参加企業様とのコラボレーションの
きっかけづくりを目的として「ニュージェネレーションアイデアゾーン」を新たに設置いたしました。

15団体

26.2%

先数

協賛・後援企業 2社

「おかやまＰＲＯＤＵＣＥゾーン」の設置
若手経営者の会「おかやまＰＲＯＤＵＣＥ」会員事業者様に出展いただくゾーンを設置し、各社のＰＲに加え、当会の
一年間の活動成果を展示、発表いたしました。

「～岡山で包む、岡山を包む～コンテスト
　2016」の開催

■「第17回おかやましんきんビジネス交流会」の企画

名称 内容

新
企
画

「“岡山産”の商材を“包む”」または「“岡山産”の商材で“包む”」ことをテーマとして岡山県内の学生が制作し
た作品を会場内に展示し、来場者の投票によるコンテストを開催いたしました。

おかやましんきんビジネス交流会
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■「第12回岡山県しんきん合同ビジネス交流会」

わが社の“新作”展示コーナーの設置

中小企業様の多様な事業展開、経営課題解決に対応した補助金の活用・申請方法などについて大展示場メインステージ
にて「補助金活用セミナー」を開催いたしました。

ビジネスコンテスト

「岡山発」「岡山ならでは」をキーワードとした事業展開をおこなう企業様を対象として、地域活性化・地方創生の一
助としていただく目的で「地方創生発信ゾーン」を新たに設置いたしました。

交流会会場で商品・サービスをＰＲできるプレゼンステージを設置し、参加事業者様に発表いただきました。

参加企業様が独自の技術、ノウハウで創り出した新商品を広くＰＲすることを通して、当該商品の認知度向上、販路拡
大に繋げることを目的に、「わが社の新作」展示コーナーを設置いたしました。

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。

「地方創生発信ゾーン」の設置

25.2%

協賛・後援企業

425社

107先

合計
530社

（団体）

商談成約社数

内容

商談実績

プレゼンテーション

ブース参加企業数

実施状況

■「第12回岡山県しんきん合同ビジネス交流会」の企画

42団体

先数

50社

13社

商談成約社数率

新
企
画 補助金活用セミナーの開催

バイヤー

大学など相談機関

名称

岡山県しんきん合同ビジネス交流会
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■産学連携コーディネーター認定取得状況

■貸出金残高状況

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

平成28年3月において、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」を締結いたしました。
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

農業、林業

■「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

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

当金庫専門スタッフによる支援

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、介護福
祉経営士、医療経営士などの資格取得者）を配置し、お取引
先事業者様の経営支援や相談に対応しました。

認定者数
合計

※認定者数合計は平成29年3月末現在のものとなっております。

先数

医療、福祉

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

※「地方創生に関する包括協定書」は、平成28年３月に締結いたしました。

8,909百万円

42先 285百万円

228先

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

岡山商科大学認定産学連携アドバイザー 143名

内容

金額

岡山大学認定産学連携アシスタントコーディネーター 6名

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」として認定を受けるとともに、産
学連携マネージャーとして当金庫職員を岡山大学
へ定期的に派遣しております。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」として認定を受けました。

平成28年度
認定者数

外部機関および産学の連携

※貸出金残高状況は、平成29年3月末現在の表示となっております。

6名

業種

157名

「地方創生」への積極的な参画
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（2）地域活性化につながる多様なサービスの提供

■アシスタントディレクターによる取引先への資金支援状況

■「おかやまＰＲＯＤＵＣＥ」ミーティング実施状況

2回

実績組織的に中小事業者様の事業価値の向上を図るために創設
したアシスタントディレクター制度（事業性融資開拓兼渉
外係指導者）を活用して、アシスタントディレクター自ら
積極的に課題解決型営業を実践し、取引先のニーズに対応
した付加価値の高い金融サービスの提供をおこなうととも
に、営業部店の渉外係との同行訪問・指導を通じて金庫の
ビジネスモデルの定着、渉外係のスキルアップに取り組み
ました。
また、TKC中国会岡山県支部、岡山県中小企業家同友会を
はじめとした外部機関との連携を通じて、事業者様の健全
な発展と安定成長を図り、地域の活性化に向けた活動をお
こなっております。

中小事業者の事業価値向上への
取組み

30件

件数

141件

ミーティング開催数

アシスタントディレクターによる資金支援

うち新規取引先への資金支援

実績

金額

回数

3,440百万円

382百万円

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。
 第29回ミーティングにおいて「岡山発ものづくり」を取り
組むべく会員様同士の発案により４つのカテゴリー「食」
「安全」「おかプロ向上」「ビジネス向上」を決定し、今
後も定期的に開催する予定となっております。

「おかやまＰＲＯＤＵＣＥ」ミーティング
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■各種セミナーの開催状況

■おかやましんきんValueUp 塾（バリューアップ塾）実施状況

26名

お取引先事業者様の役員・従業員の方を対象として、外部講師によ
るセミナーなどを開催する「おかやましんきんValueUp 塾（バ
リューアップ塾）」を実施しております。
お取引先事業者様が抱える経営課題の解決や人材教育の一助となる
ことを目的としております。

適正な下請取引は下請事業者の利益保護を図るという目的から、下
請代金支払遅延等防止法・消費税転嫁対策特別措置法についての講
習会を実施いたしました。

参加者数

四半期に一度、当金庫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。

参加者数

27名

30名

テーマ

　第5回「ここが知りたい！経営改善計画策定講座」
　　　　～上手な金融機関との付き合い方編～

　第6回「経営者・管理職のための労務セミナー」
　　　　～平成28年版重要法改正と新しい助成金について～

適正取引推進講習会

実績

おかやましんきんValueUp 塾（バリューアップ塾）

おかやましんきん景況レポート
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■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

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。

実績

地域住民の生涯価値の向上への取組み

3,140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

相続診断士

※相続診断士の資格取得者数合計は平成29年3月末現在のものとなっております。

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。

実績

対象先

利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立

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）を導入しました。

開催回数

職員向けセミナー

16名

ご回答先数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。
平成28年度は当金庫の会員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。

お客様の様々な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。

参加職員数実績

5回

総合的な満足度(5段階評価)

当金庫の会員様 137先
（個人）4.16
（法人）3.87

金額

266名

5,200百万円

資格取得者数合計

※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。

件数

※平成28年度は業務報告書に「お客様の声」を伺うアンケートはがきを添付して
　実施いたしました。
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（１）地域密着型金融の取組みの発信

（2）地域活性化につながる多様なサービスの提供

■各種セミナー、相談会の開催状況

20回

年金相談会

208名

参加者数

6回

保険相談会

136回

実績

内山下スクエアでの各種セミナー

27名

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、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。
平成28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、保険の見直しなどのご相談に対応し、お客様
のニーズに応じた幅広い情報提供をおこなう保険相
談会を開催いたしました。

当金庫社会保険労務士による年金相談会を、各地区
の営業部店にて開催いたしました。各地域の年金受
給予定の方あるいは受給中の方への情報提供のため
に実施しております。
来店されたお客様からの年金に関する質問への回
答、年金請求手続きなどをご案内いたしました。

開催回数

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

269名

946名

お客様向け資産運用セミナー

お客様向けセミナーや相談会、
展示会の開催など

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。

10回

※お客様向け資産運用セミナーの開催状況には、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状況からは除いています。

お客様向け資産運用セミナー 保険相談会
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■各種セミナー、相談会の開催状況

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。

参加者数実績

第21回お取引先新入社員研修会

お取引先の人材教育のお手伝いを
するため、お取引先企業の新入社
員を対象とした「第21回お取引
先新入社員研修会」を開催しまし
た。

43社 124名

参加企業数

お取引先新入社員研修

がんを知る展（西大寺支店）
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