
Ohkawa Shinkin Bank

2020 この街と生きていく… 2928

こ の 街 と 生 き て い く ……
地域貢献ディスクロージャー

　当金庫は、福岡県大川市、久留米市城島町・三潴町、三潴郡大木町、佐賀県佐賀市諸富町を主な事業区域とし
て、地元の中小企業や住民の方々が会員となって、お互いに助け合い、お互いに発展していくことを共通理念とし
て運営されている協同組織の地域金融機関です。
　地元のお客様からお預りした大切な資金（預金・積金等）は、地元で資金を必要とするお客様に融資を行い、事
業や生活の繁栄のお手伝いをさせていただくとともに、地域社会の一員として地域の中小企業や住民の皆様との強
い絆とネットワークを形成し、地域経済の持続的発展に取り組んでおります。また、金融機能の提供にとどまら
ず、情報提供、生活環境整備といった面も積極的に行い、広く地域社会の活性化に取り組んでおります。

■当金庫の地域活性化への取り組みについて【2020年３月31日】

余 裕 資 金 運 用 の 状 況［余裕資金の状況］

社債
18,301百万円　21.7％

国債・地方債7,638百万円　9.0％

外国証券10,690百万円　12.6％

株式・投信等3,670百万円　4.3％

預け金等
43,956百万円　52.1% 　地域の皆様からお預りした大切な預金積金は、で

きる限り地域の皆様のニーズにお応えすべく貸出に
より運用しておりますが、残りの資金は安全性を重
視し、有価証券や預け金等で堅実に運用を行ってお
ります。

●安全性に留意し運用しております。

常勤役職員　：135名
店舗数　　　：10店舗
業務純益　　：281百万円
経常利益　　：128百万円
当期利益　　：171百万円
自己資本比率：16.44%

地元のお客様
／会員様

おおかわ信用金庫

①預金・
積金

1,354億円

②出資金
237百万円

⑤文化的・
社会的貢献

活動

④地域への
支援サービス

③貸出金
606億円

●預金総額 
●地域シェア

135,410百万円
38.64％

　当金庫では、お客様の大切な財産の運用を安全・確実・気軽にご利用いただくため
に、目的や期間に応じて選択いただけるよう各種預金を取り揃えております。
　今後も新商品の開発や一層のサービス向上・充実に積極的に取り組んでまいります。

① 預　 金 　の 　状 　況
●新商品の開発や、サービスの一層の充実に努めております。

　協同組織金融機関である当金庫は、会員の皆様からの出資金によってささえられ
ております。また、日常の事業活動を通じて、会員の皆様とのコミュニケーション
を大切にしております。

② 出　資　金　の　状　況
●会員の皆様のご意見を反映しております。

　中小企業診断士協会との提携による経営改善支援や「地域活性化のための地域貢献事業」を活用して、幅広く地
域経済への積極的な支援を行っております。
　詳しくは、32頁をご参照ください。

④ 地 域 へ の 支 援 サ ー ビ ス
●お取引先企業の経営支援や地域貢献事業への取り組みにより、地域経済の再生に努めております。

　当金庫は、地域社会の一員として地域活性化に寄与するため、地域の芸術・文化・スポーツ活動等に積極的に取
り組んでおります。
　詳しくは、41頁・43頁をご参照ください。

⑤ 文化的・社会的貢献活動
●地域社会の一員として、様々な貢献活動を支援しております。

●会 員 数           
●出 資 金

11,016人
237百万円

●融資総額　 
●地域シェア
●預貸率

60,649百万円
39.47％
44.78％

　地元のお客様からお預りした大切な預金・積金は、お客様の様々な資金ニーズに
お応えし、地域経済の活性化に役立てるため、円滑な資金供給を行うことで、お客
様や地域社会に還元しております。

③ 貸　出　金　の　状　況
●地元中小企業の健全な発展と豊かな暮らしを実現するご融資を心がけております。

［定期性・流動性の割合］［お預り先］

［貸出金科目別残高］ ［金額別先数構成］ ［業種別残高構成］

証書貸付48,356百万円
79.7％

100万円未満3,511先
49.6％

個人110,253百万円
81.4％

個人14,980百万円
24.6％

製造業9,244百万円
15.2％

卸・小売業9,462百万円
15.6％

当座貸越2,624百万円
4.3％

金融機関198百万円　0.1％

1億円以上82先
1.1％

建設業5,213百万円
8.5％

サービス業・その他11,151百万円
18.3％1,000万円未満2,397先

33.9％

定期性62,415百万円　46.0％
流動性72,994百万円　53.9％

手形貸付8,087百万円
13.3％

5,000万円未満930先　13.1％ 不動産業6,359百万円
10.4％

市町村等4,231百万円　6.9％1億円未満146先　2.0％

市町村等1,421百万円　1.0％

割引手形1,580百万円
2.6％

法人23,536百万円
17.3％
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地域貢献ディスクロージャー

◆ 地域密着型金融推進計画の取り組みについて

１．顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮

　当金庫は、地域密着型協同組織の金融機関として、
地域社会の発展に貢献することが、当金庫の使命と考
えています。
　地域経済の活性化や地域企業のための創業・新事業
支援や経営改善支援等の地域密着型金融に積極的に取
り組んでおり、継続的な推進を行ってまいります。

　当金庫は、資金供給者としての役割にとどまらず、長期的な取引関係を通じて蓄積された情報や外部専門家・
外部機関等とのネットワークを活用してコンサルティング機能を発揮することにより、顧客企業の事業拡大や経
営改善等に向けた自助努力を支援してまいります。

経営改善支援への取り組み
　当金庫では、お取引先企業の経営
改善のお手伝いこそが、地域経済活
性化への最大の寄与と考え、2005
年度（平成17年度）より専門家・中
小企業診断士と顧問契約を締結し、
当金庫「営業店」と専担部署の「経
営支援課」および「専門家・中小企
業診断士」が三位一体となり、お取
引先企業の経営改善支援に取り組ん
でおります。また、必要に応じて
『地域活性化のための地域貢献事
業』との連携や活用も行います。

支援体制
専門家・中小企業診断士
経営支援専門スタッフ

営業店スタッフ

●更なる職員のレベルアップ
●中小企業再生支援協議会の更なる活用
●政府系金融機関等との連携強化

ランクアップ・
実績の公表

④

中小企業診断士による
経営支援

②

個別経営支援③

経営支援先の選定
2019年度 13社
2018年度 14社

①

地域とともに歩む
　コミュニティーバンクであるために・・

○顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮

○地域の面的再生への積極的な参画

○地域や利用者に対する積極的な情報発信

地域密着型金融推進計画の3つの柱

当金庫経営支援スキーム

0.0％
7.5％
0.0％
2.4％
0.0％
0.0％

4.5％
0.6％

-
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-
100.0%

-
-

100.0%
100.0%

-
-
-
-
-

-
-

期初
債務者数

うち
経営改善支援

取り組み先数

αのうち期末
に債務者区分
がランクアップ

した先数

αのうち
期末に債務者
区分が変化

しなかった先数

αのうち
再生計画を
策定した

先数

経営改善
支援取り組

み率

ランク
アップ率

再生計画
策定率

（単位：％）（単位：先数）

正常先
要
注
意
先

うちその他要注意先
うち要管理先
破綻懸念先
実質破綻先
破綻先

①
②
③
④
⑤
⑥

小計（②～⑥の計）
合計

【2019年度債務者ランクアップ実績】

Ａ α β γ δ α/Ａ β/A δ/α

創業・新事業展開を目指す企業への支援
　大川市が設置した「おおかわ創業サポート会議」に参加し、大川商工会議所、日本政策金融公庫、大川インテ
リア振興センターと連携して創業者や新事業展開者をワンストップで支援できる体制を構築しております。
2019年度も「おおかわ創業サポート会議」の構成員として、創業者向けセミナーである「創業塾」を3回開催
いたしました。
　また、新規創業関連融資として13件/52.5百万円の金融支援を行っております。

ビジネスマッチングへの取り組み
　お取引先企業の販路拡大や受注確保等、新たなビジネスチャンスを掴んでいただくことを目的として、2019年9月

「ちくごバイヤービジネスマッチング会（求評会）」や2019年10月「2019“よい仕事おこし”フェア」、2019年11月
「第5回しんきん合同商談会」、2020年1月「久留米広域商談会」に取り組みました。その他、ビジネスマッチング等へ
の出展チャンスがある場合は積極的に取り組んでいく方針です。

連携・活用地域活性化のための
地域貢献事業

ちくごバイヤービジネスマッチング会（求評会） 2019 “よい仕事おこし”フェア

第５回しんきん合同商談会
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　経営支援先として13社を選定し、専門家と共に経営支援活動に取り組みました。2019年度の支援先におけるラン
クアップ実績はありませんでしたが、今後も取引先事業所の積極的な支援取り組みを行い、更なる業績向上あるいは
業績悪化防止に努めていきたいと考えております。

（注）
・期初債務者数及び債務者区分は2019年４月当初時点で整理しています。
・債務者数、経営改善支援取り組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含みません。
・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載しています。なお、経営改善支援取り組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβには含み
　ません。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含めます。
・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営支援取り組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が期初の債務者区分と異なっていたとしても）
　期初の債務者区分に従って整理しています。
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　経営支援先として13社を選定し、専門家と共に経営支援活動に取り組みました。2019年度の支援先におけるラン
クアップ実績はありませんでしたが、今後も取引先事業所の積極的な支援取り組みを行い、更なる業績向上あるいは
業績悪化防止に努めていきたいと考えております。

（注）
・期初債務者数及び債務者区分は2019年４月当初時点で整理しています。
・債務者数、経営改善支援取り組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含みません。
・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載しています。なお、経営改善支援取り組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβには含み
　ません。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含めます。
・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営支援取り組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が期初の債務者区分と異なっていたとしても）
　期初の債務者区分に従って整理しています。
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地域貢献ディスクロージャー

　当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」及び「事業承継時に焦点を当てた『経営者保証に関するガ
イドライン』の特則」の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客さまからお借入れや保証債務整理の相談を受けた際に
真摯に対応するための態勢を整備しています。また、経営者保証の必要性については、お客さまとの丁寧な対話
により、法人と経営者の関係性や財務状況等を把握し、同ガイドライン等の記載内容を踏まえて十分に検討する
など、適切な対応に努めています。

　当金庫は福岡県事業引継ぎ支援センターの登録民間支援機関であり、後継者の方への円滑な事業承継の準備や
事業承継計画の策定について相談を受けられる体制を整えております。また、信金キャピタル㈱及び㈱日本
M&Aセンターとの三者協定「M＆A仲介業務に関する協定書」の締結を行い、事業承継支援体制の強化も行って
おります。
　２０１９年度においては、当金庫営業エリア内における事業承継の状況についてアンケート調査を実施しまし
た。調査結果を踏まえ、今後、事業承継に関する支援を積極的に行っていく方針です。

「地域活性化のための地域貢献事業」

中小企業経営者の皆様のために・・・

●取り組み内容
■専門家派遣事業

■認定経営革新等支援機関業務

「地域活性化のための地域貢献事業」とは

　大川信用金庫では、地域密着型金融の一層の推進を図るために、地域の事業者の皆様に対する経営相談、
経営改善等の支援を行う「地域活性化のための地域貢献事業」を2010年度より実施しています。
　また、専門家による金庫職員向けの研修を行い、職員のスキルアップにも取り組んでいます。

　厳しい経済環境の中で頑張っている地域の中小事業者の皆様の「悩み」や「課題」等を解決するため、中小企
業診断士等の専門家活用による支援を行い、企業の足腰を強めることにより活力を高め、地域経済の活性化に寄
与することを目的としています。尚、相談等による費用負担は発生しません。また、支援する地域の中小事業者
が大川信用金庫とのお取引きが有るか否かは問いません。

　地域の中小企業者の「悩み」や「課題」等の解決のための支援を行っております。
　当金庫営業店・連携機関（※）を相談窓口とし、当金庫営業推進課のコーディネートのもとで、当金庫と外部
専門家が課題等の解決の支援を行います。
　※連携機関とは、大川商工会議所、大木町商工会、久留米南部商工会、佐賀市南商工会です。

■情報提供事業

■その他

■事業承継に関する取り組み

●中小企業支援プラットフォーム構成機関としての活動
　『大川信用金庫企業支援プラットフォーム』は、中小企業・小規模事業
者を地域で支えるネットワークであり、大川商工会議所と大木町、久留米
南部、佐賀市南の各商工会と連携しながら、中小事業者が抱える様々な経
営課題に対して「専門家派遣」等により課題解決を図っています。

●おおかわ創業サポート会議への参画
　2015年6月に大川市が経済産業省より創業支援事業計画の認定を受け
ました。その認定を受け大川市が、大川市・大川商工会議所・日本政策金
融公庫・当金庫の4機関で「おおかわ創業サポート会議」を立ち上げ創業
者の発掘及び創業に向けての支援に取り組んでおります。

　当金庫は「中小企業等経営強化法」に基づく認定経営革新等支援機関
です。
　「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」等の補助金、
助成金の申請支援や「経営革新計画」をはじめとする事業計画の策定支
援など、国や県等の中小企業支援施策を活用し、地域の中小企業者の支
援を行っております。

　地域の中小企業者に有用と考えられる情報の発信を行っております。
　当金庫独自又は中小企業支援機関等との共催によるセミナーの開催等
を行います。

●５Sサークル
　本サークルは、５S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）を通じて得た知識と
体験を「業務改善」につなげ、自社発展の源として地域の繁栄に寄与す
ることを目的とした研修サークルです。
　この研修により、「生産性の向上」「品質の向上」「ムリ・ムダの削減」
「従業員の意識改革」等、様々な効果が得られています。

専門家による金庫職員向け経営支援スキルアップ研修

専門家による支援

専門家による支援

専門家による支援

■「経営者保証に関するガイドライン」への取り組み

新規に無保証で融資した件数
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合
保証契約を解除した件数
経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数（＊1）
（当金庫をメイン金融機関として実施したものに限る）
（＊1）「保証債務整理」については、当金庫をメイン金融機関として成立に至った経営者保証に関するガイドラインに基づくお申し出はありませんでした。

2019年度
490件
9.3%
0件

0件
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地域貢献ディスクロージャー

　当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」及び「事業承継時に焦点を当てた『経営者保証に関するガ
イドライン』の特則」の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客さまからお借入れや保証債務整理の相談を受けた際に
真摯に対応するための態勢を整備しています。また、経営者保証の必要性については、お客さまとの丁寧な対話
により、法人と経営者の関係性や財務状況等を把握し、同ガイドライン等の記載内容を踏まえて十分に検討する
など、適切な対応に努めています。

　当金庫は福岡県事業引継ぎ支援センターの登録民間支援機関であり、後継者の方への円滑な事業承継の準備や
事業承継計画の策定について相談を受けられる体制を整えております。また、信金キャピタル㈱及び㈱日本
M&Aセンターとの三者協定「M＆A仲介業務に関する協定書」の締結を行い、事業承継支援体制の強化も行って
おります。
　２０１９年度においては、当金庫営業エリア内における事業承継の状況についてアンケート調査を実施しまし
た。調査結果を踏まえ、今後、事業承継に関する支援を積極的に行っていく方針です。

「地域活性化のための地域貢献事業」

中小企業経営者の皆様のために・・・

●取り組み内容
■専門家派遣事業

■認定経営革新等支援機関業務

「地域活性化のための地域貢献事業」とは

　大川信用金庫では、地域密着型金融の一層の推進を図るために、地域の事業者の皆様に対する経営相談、
経営改善等の支援を行う「地域活性化のための地域貢献事業」を2010年度より実施しています。
　また、専門家による金庫職員向けの研修を行い、職員のスキルアップにも取り組んでいます。

　厳しい経済環境の中で頑張っている地域の中小事業者の皆様の「悩み」や「課題」等を解決するため、中小企
業診断士等の専門家活用による支援を行い、企業の足腰を強めることにより活力を高め、地域経済の活性化に寄
与することを目的としています。尚、相談等による費用負担は発生しません。また、支援する地域の中小事業者
が大川信用金庫とのお取引きが有るか否かは問いません。

　地域の中小企業者の「悩み」や「課題」等の解決のための支援を行っております。
　当金庫営業店・連携機関（※）を相談窓口とし、当金庫営業推進課のコーディネートのもとで、当金庫と外部
専門家が課題等の解決の支援を行います。
　※連携機関とは、大川商工会議所、大木町商工会、久留米南部商工会、佐賀市南商工会です。

■情報提供事業

■その他

■事業承継に関する取り組み

●中小企業支援プラットフォーム構成機関としての活動
　『大川信用金庫企業支援プラットフォーム』は、中小企業・小規模事業
者を地域で支えるネットワークであり、大川商工会議所と大木町、久留米
南部、佐賀市南の各商工会と連携しながら、中小事業者が抱える様々な経
営課題に対して「専門家派遣」等により課題解決を図っています。

●おおかわ創業サポート会議への参画
　2015年6月に大川市が経済産業省より創業支援事業計画の認定を受け
ました。その認定を受け大川市が、大川市・大川商工会議所・日本政策金
融公庫・当金庫の4機関で「おおかわ創業サポート会議」を立ち上げ創業
者の発掘及び創業に向けての支援に取り組んでおります。

　当金庫は「中小企業等経営強化法」に基づく認定経営革新等支援機関
です。
　「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」等の補助金、
助成金の申請支援や「経営革新計画」をはじめとする事業計画の策定支
援など、国や県等の中小企業支援施策を活用し、地域の中小企業者の支
援を行っております。

　地域の中小企業者に有用と考えられる情報の発信を行っております。
　当金庫独自又は中小企業支援機関等との共催によるセミナーの開催等
を行います。

●５Sサークル
　本サークルは、５S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）を通じて得た知識と
体験を「業務改善」につなげ、自社発展の源として地域の繁栄に寄与す
ることを目的とした研修サークルです。
　この研修により、「生産性の向上」「品質の向上」「ムリ・ムダの削減」
「従業員の意識改革」等、様々な効果が得られています。

専門家による金庫職員向け経営支援スキルアップ研修

専門家による支援

専門家による支援

専門家による支援

■「経営者保証に関するガイドライン」への取り組み

新規に無保証で融資した件数
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合
保証契約を解除した件数
経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数（＊1）
（当金庫をメイン金融機関として実施したものに限る）
（＊1）「保証債務整理」については、当金庫をメイン金融機関として成立に至った経営者保証に関するガイドラインに基づくお申し出はありませんでした。

2019年度
490件
9.3%
0件

0件



Ohkawa Shinkin Bank

2020 この街と生きていく… 3534

地域貢献ディスクロージャー

　当金庫では、大川市の基幹産業である家具産業の活性化に向けた取り組みを推進しております。2016年8月に
大川家具産業が抱える課題解決には官民一体となった面的支援による産業の強化が不可欠であるとの認識の下、
大川市と地方創生に関する連携協定を締結し、現在「大川市との連携による『売れる家具』づくりのための取り
組み」を実施しているところであります。
　この取り組みについては、「内閣官房まち・ひと・しごと創生本部」から「地方創生に資する金融機関等の特
徴的取組事例」（全国で34事例）として認定され、2017年1月に福岡財務支局にて表彰状が授与されました。
　当金庫では全国の信用金庫のネットワークを活用するとともに、家具産業界や自治体などとの連携により地域
の総合力を発揮させ、今後も大川家具産業の活性化に取り組んでいきたいと考えております。

■大川市との連携による『売れる家具』づくりのための取り組み

１．取り組みを始めるに至った経緯、動機等

２．具体的な取り組み内容

・基幹産業の「家具・木材・木製品製造業」については、事業所数及び従業者数とも依然として減少傾向（ピー
ク時の1/4）となっています。

・大川家具産業においては、これまで大量生産型の産地として取り組んできたため、市場での評価が低く、安価
品のイメージが定着してしまっており、各事業者に経営規模の差もあることから、課題認識や対応の方向性に
係る共有化は容易ではない状況にあります。

・当該課題解決には、個社毎の支援だけではなく、官民一体となった面的支援による産業の強化が不可欠であり
ます。このため、2016年８月に大川市と連携協定を締結し、「売れる家具」づくりの態勢整備に向け、①エ
ビデンスベースの共通認識の形成、②販売戦略の立案、③大川ブランドの確立を柱とした官民協働の取り組み
を開始しました。

３．実施にあたり工夫した点（関与のポイント・推進体制面）
①テストマーケティングの実施にあたっては、大川市の市報で募集した事業者それぞれの「強み・弱みの把握」

「ターゲット層の明確化」「自社の今後の取組方針の整理と確認」を行うことが効果的であるとの認識から、
中小企業基盤整備機構の専門家を活用し、各事業者の目に見えない資産が把握できる「知的資産経営報告書」
を作成しました。

②また、信金中金と「地方創生に向けた取組にかかる支援に関する覚書」を締結し、信金中金の「地方創生支援
パッケージ」を活用。テストマーケティングの実施場所の選定や具体的な企画、アンケートの内容などの協議
を行いました。

４．取り組みの成果（取り組み中の場合は目標値・ＫＰＩ等）

５．スキーム図等

①テストマーケティングの結果、大川家具は消費者の認知度は低いながら、今回出展した家具についてはデザイ
ン、品質、機能性において高い評価を得られることがわかりました。

②この結果を受け、行政や事業者、支援機関が一体となり大川家具の知名度の向上に努め、大川ブランドを確立
するための品質基準の検討を行っていくことが必要とされます。

　当金庫において、全国の家具小売店に対する売れ筋商品や大川家具のイメージ調査を実施し、大川家具業界
に提言しました（2016年８月～11月）。併せて、大川市が実施する地元家具業者に対する経営者の意識調査
に基づき、作り手・売り手間の家具製造に対するミスマッチを検証しました。

①エビデンスベースの共通認識の形成

　当金庫域内の多くの事業者は自社商品に対する消費者ニーズを肌感覚で感じる機会が不足しており、具体的
な販売戦略が練れておりませんでした。そこで、商品の付加価値向上につながる販売戦略を立案することを目
的とし、信金中金、大川市役所の協力のもと、大都市圏ショッピングモールにおいてテストマーケティングを
実施しました。テストマーケティングの分析結果については当金庫ＨＰにて公表することにより地域内での情
報共有を図りました。さらに内閣府主催のワークショップにおいて分析結果の発表を行い、「大川家具の稼ぐ
力の強化策」として具体的な施策の提案を受けました。

②販売戦略の立案

　内閣府等の提言を受けたことも考慮しながら、大川家具の認知度の向上や地域ブランドを確立する組織・人
材の育成について議論していく予定です。
　また、大川市と積極的に連携し、定期的に大川ブランドについて協議を行っております。

③大川ブランドの確立

大川市との意見交換会 テストマーケティング ワークショップ

①関係者間の現状認識の共有

■大川家具のイメージ調査

＜大川市との連携による売れる家具づくりのための取り組み＞

⇒大川家具業界に提言
　（2016年８月～11月）

■経営者の意識調査
⇒作り手・売り手間の家具
　製造に対するミスマッチ
　を検証。

②販売戦略の立案

「売れる仕組み」づくりGO
AL

■大都市圏の商店街等での
　テストマーケティングの
　実施

⇒大川市、しんきん中金
　家具メーカー・当金庫で協働
　（2017年12月14日～17日）
場所：千葉県習志野市
　　　ショッピングモール

③大川ブランドの確立

■地域ブランドを確立する
　組織・人材の育成
■品質面等の基準の検討

⇒大川市と連携のうえ家具
　関連産業に係る品質基準
　の情報交換・協議を行った。
　（2018年6月28日、
　 2019年2月25日、
　 2020年1月28日）

大川家具関連業者 大川信用金庫 大川市

インテリア振興センター

家具工業会・商工会議所

　関係者がエビデンスベースの共通認識を形成したうえで、「事業者の所得の向上」を図ることを
ゴールとし、市場の意見を反映した高品質の大川家具のブランド化を図り、官民が協働した自立
性の高い取り組みを広げる。
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■「地域活性化のための地域貢献事業」の実績報告 ■「地域活性化のための地域貢献事業」の体制

２．地域の面的再生への積極的な参画

地域再生・活性化に携わる市民等との連携
　公益信託おおかわしんきん地域振興基金を通じて、
地域産業の振興、社会福祉の向上等に寄与する団体へ
の助成を行っております。

　当金庫は、金庫として貢献可能な分野や役割を検討し、地域活性化に関するプロジェクト等に対して情報・
ノウハウ・人材を提供する等、関係機関と連携しながら地域の面的再生に向けて積極的な役割を果たしてまい
ります。

※申込方法等、詳しくは、41頁を参照ください。

8団体へ　200万円を助成

中
小
企
業・小
規
模
事
業
者
の
た
め
の

国
や
県
等
の
支
援
施
策
活
用
事
業

おおかわ信用金庫 地域活性化のための地域貢献事業事務局
（営業推進部営業推進課　TEL0944-86-6923）

2017年度以降の取り組み状況
　国や県の施策活用と当金庫独自の
施策活用により、事業者それぞれの
課題や問題に対応した専門家派遣
等を実施し、地域中小事業者の発展
に貢献しております。

相 談 受 付
専 門 家 派 遣
国の支援施策活用状況
経営革新等支援機関業務
（ 補 助 金 活 用 等 ）
取 組 件 数
５Ｓサークル（実施回数）

2019年度2017年度
（85事業所）
（53事業所）
（12事業所）

（51事業所）

99件
232件
20件

124件

475件
12回

2018年度
（70事業所）
（53事業所）
（8事業所）

（40事業所）

78件
218件
15件

114件

425件
11回

（99事業所）
（94事業所）
（13事業所）

（69事業所）

125件
260件
25件

163件

573件
12回

●2019年度の助成実績

381団体へ1億1,031万円を助成
●これまでに助成した累計実績

●主な取り組み事例

　福岡県南地域中小企業支援プラットフォーム構成機関（商工会議所等の
7支援機関と金融機関4機関）として、バイヤーとのビジネスマッチング会
（求評会）を実施しています。食料品やインテリア雑貨・小物などの商品を扱
う事業者が地元バイヤー及び全国に市場を持つバイヤーに対して、個別の
商品を提案するだけでなく、商談が成立しなくてもプロのバイヤーから商品
に関するアドバイスを得ることができるイベント（求評会）です。
　自信のある商品を持ちながらも知名度がないために販路拡大に苦労する
という悩みやプロの目線でのアドバイスを得て商品を改善したいという要望
に対しての取り組みとなっており、後日商談や成約に至ったケースや商品改
良に成功したケースなど多数出ております。

支援機関との連携

　当金庫では、国・県・市等の施策関連支援を積極的に行っています。そうい
った中で地域資源活用事業計画の策定について、中小企業基盤整備機構と
連携し支援を行いました。計画書の策定支援でのアドバイスや当金庫におい
て面談の練習等を繰り返し行った結果、無事、認定を取得しました。
　また、新たな生産、販売方式の導入にかかる経営革新計画の策定支援も
行いました。事業計画の策定支援だけでなく、計画実現のため機械設備を導
入すべく「ものづくり補助金」の申請書策定についても支援しました。

国や県等の施策関連支援

　当金庫では、地域企業の皆様の「悩み」や「課題」解決のための取り組みとして独
自に専門家派遣を行う「地域活性化のための地域貢献事業」を実施しており、多く
の課題解決のお手伝いを行っております。
　また、当金庫は中小企業等経営力強化法に基づく認定支援機関として「経営革
新計画」等事業計画の策定支援や「ものづくり補助金」等の中小企業支援施策の活
用を行っており、中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業における「地
域プラットフォーム」の一員として国の専門家派遣制度活用にも積極的に取組んで
います。

外部支援機関等の活用

2019年度助成した「近代史発掘シンポジウム・近代産業発見
ウォークラリー・近代史写真集・写真展」

営業推進課・営業店



Ohkawa Shinkin Bank

2020 この街と生きていく… 3736

地域貢献ディスクロージャー

■「地域活性化のための地域貢献事業」の実績報告 ■「地域活性化のための地域貢献事業」の体制

２．地域の面的再生への積極的な参画

地域再生・活性化に携わる市民等との連携
　公益信託おおかわしんきん地域振興基金を通じて、
地域産業の振興、社会福祉の向上等に寄与する団体へ
の助成を行っております。

　当金庫は、金庫として貢献可能な分野や役割を検討し、地域活性化に関するプロジェクト等に対して情報・
ノウハウ・人材を提供する等、関係機関と連携しながら地域の面的再生に向けて積極的な役割を果たしてまい
ります。

※申込方法等、詳しくは、41頁を参照ください。

8団体へ　200万円を助成

中
小
企
業・小
規
模
事
業
者
の
た
め
の

国
や
県
等
の
支
援
施
策
活
用
事
業

おおかわ信用金庫 地域活性化のための地域貢献事業事務局
（営業推進部営業推進課　TEL0944-86-6923）

2017年度以降の取り組み状況
　国や県の施策活用と当金庫独自の
施策活用により、事業者それぞれの
課題や問題に対応した専門家派遣
等を実施し、地域中小事業者の発展
に貢献しております。

相 談 受 付
専 門 家 派 遣
国の支援施策活用状況
経営革新等支援機関業務
（ 補 助 金 活 用 等 ）
取 組 件 数
５Ｓサークル（実施回数）

2019年度2017年度
（85事業所）
（53事業所）
（12事業所）

（51事業所）

99件
232件
20件

124件

475件
12回

2018年度
（70事業所）
（53事業所）
（8事業所）

（40事業所）

78件
218件
15件

114件

425件
11回

（99事業所）
（94事業所）
（13事業所）

（69事業所）
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260件
25件

163件
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12回
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　当金庫の総合的満足度については、「満足」において69.7％と去年より2.8ポイント増加し、非常に高い評価
をいただきました。お客様第一主義を基本理念とした当金庫の取り組みについて様々な面から評価していただい
たものと考えております。
　当金庫は地域に密着した金融機関として当金庫が築いてきた情報・企画力を基
に、真にお客様の立場に立った「お客様本位」のサービスを提供し、地域になくて
はならない金融機関として、より高いお客様満足度の実現を目指してまいります。

地域貢献ディスクロージャー

地域の面的再生への長期的取り組み
　地域の面的再生を長期的に展望し、青少年の健全な育成を目的としたスポーツ大会の開催や文化的活動を支
援するため、積極的かつ継続的に取り組んでおります。

３．地域や利用者に対する積極的な情報発信
地域の情報センターとしての役割発揮

中小企業者等金融円滑化への取り組み
　地域の中小企業および個人のお客様への安定した資金供給は、事業地区が限定された協同組織金融機関であ
る当金庫にとっては最も重要な社会的使命であり、私どもは、お客様からの資金需要や貸付条件の変更等のお
申込みがあった場合には、これまでと同様、お客様の抱えている問題を十分に把握したうえで、その解決に向
けて真摯に取り組みます。●スポーツ大会等の開催

●文化的活動を支援するための展示会等の開催
●フレッシュマンセミナーの開催
●ボランティア活動等の地域貢献活動の実施
●インターンシップの受入による実践的な職場体験の機会提供

本店営業部ロビー展 野点

※その他の取り組み等については、41頁・43頁を参照ください。

相談業務のご案内
　当金庫では、お客様の様々な疑問やご相談にお応えできるよう各相談窓口の設置や無料相談会を実施し、皆
様の良きパートナーでありたいと考えております。

＊相談会日程につきましては、変更となる
　場合がありますので、当金庫の窓口・
　ホームページ等でご確認ください。

http://www.shinkin.co.jp/ookawa/

お客様満足度アンケートの実施と結果
積極的な情報発信と提供情報の充実

　2019年12月、利用者満足度向上のためのアンケートを実施し、1,710名の皆様からご回答をいただきまし
た。この貴重なご意見をもとに、お客様にご満足いただけるよう、より一層の改善を続けてまいります。

◇調査期間 2019年12月2日㈪～2019年12月30日㈪
◇実施店舗 全10店舗
◇調査方法 営業店窓口および渉外係による訪問回収
◇有効回答数 1,710枚
◇調査項目 ８項目
◇特別調査項目 15項目

●当金庫の総合的満足度はいかがですか？

69.7％
28.1％

1.2％
　0.1％

0.9％

2019年度

アンケート結果の詳細については、当金庫ホームページをご覧下さい。http://www.shinkin.co.jp/ookawa/　

開催場所 本店営業部（1階） ミヅマ支店
酒見支店

ご 予 約 予約が必要です 必要ありません

開催日時 毎月第2火曜日
13：00～15：00

毎月第2日曜日　9：00～15：00
ミヅマ支店：奇数月
（1、3、5、7、9、11月）
酒見支店：偶数月

（2、4、6、8、10、12月）

お問合せ先 営業推進部
TEL:0944-86-6923

ミヅマ支店
TEL:0942-65-1001

酒見支店
TEL:0944-86-5900

法律相談会 日曜相談会

相続、ご近所トラブル等、身のまわり
の法律やお金に関すること等、弁護士
がお応えします。

ご融資、資産運用、年金、創業に関す
ること等のご相談に専門の担当者が
お応えします。

無料
ご相談は

です。

ご 回 答
満 　 　 足
や や 満 足
や や 不 満
不 　 　 満
未 記 入

新型コロナウイルスに関する緊急休日相談窓口
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地域貢献ディスクロージャー

「お客様の声」からの実現
＊店舗・イメージ・その他に対するご要望
・バラエティーショーのチケットを夫婦一組で当選になればよいのですが・・・
　⇒ペアチケットのご要望もありますが、対象のお客様が約1万7千名様であり、より多くの年金を受給して頂いて
　　いるお客様に観覧して頂くためにも、現状のままとさせて頂きます。
・12月は寒いのでバラエティーショーを早めてほしい。（暖かい時に開催してほしい）
　⇒開催時期は、大川市文化センターの空き日程を考慮して決定しておりますが、当金庫としても、もう少し早い
　　時期に開催できないか検討している状況にあります。
・バラエティーショーに当選できず残念、またお願いします。楽しみにしています。
　⇒バラエティーショーの抽選につきましては、当金庫総代2名を審査員にお迎えし、ご来店されたお客様に参加
　　していただき公開抽選を行っております。抽選会の模様につきましては、当金庫ホームページに掲載しており
　　ます。
・筑後川流域や道路市内清掃の時は協力してありますか？
　⇒当金庫では、地域社会の一員として定期的な地域行事への参加をはじめ、ボランティア団体「地域に参画する
　　会」を結成し、全役職員が地域貢献に役立ちたいと活動しております。清掃活動においては、年2回の店舗エ
　　リア内のボランティア活動を行っております。また、これらの活動の功績として、国土交通省より「九州地方
　　整備局国土交通行政功労表彰」を受賞しております。
・ものづくり補助金ではお世話になりました。ありがとうございます。
　⇒当金庫では、地域企業の皆様の「悩み」や「課題」解決のための取組みとして独自に専門家派遣を行う「地域
　　活性化のための地域貢献事業」を実施しております。今後も、地域企業の皆様のお役に立てる金融機関を目指
　　していきたいと考えております。

＊お客様の利便性に関する対応
・2020年5月1日（金）より投資信託お申込み手数料を、窓口申込1.1％（税込）
　インターネット申込0.55％（税込）へ引下げました。
・お客様の安心・安全を配慮し、コロナウイルス感染症対策として、窓口カウンターに飛沫防止シートと消毒液を
　設置しました。
・コロナウイルス感染症対策として、各ATMにソーシャルディスタンスステッカーを取り付けました。

＊商品・金利に対する要望
・金利2倍の定期積金「夢航路」をキャンペーンとして取扱っております。
・教育・カーライフプランの特別金利キャンペーン〔最優遇1.75％（保証料込み）〕を実施しました。

■年金バラエティーショー ■特別金利定期積金「夢航路」 ■教育・カーライフプラン ■農業支援ローン「アグリキャップ」

CSRディスクロージャー（文化的・社会的貢献について）

　当金庫は、地元の中小企業者や住民の皆様に会員となっていただき、お互いに助け合い、お互いに発展していく
ことを共通の理念として運営されている相互扶助型の金融機関です。地元のお客様からお預りした大切な資金（預
金・積金）は、地元で資金を必要とされている事業所・個人のお客様へのご融資を行い、地域経済の発展や豊かな
暮らしの実現に向けたお手伝いをすることはもちろん、地域社会の一員として地域社会の活性化と発展に向けて、
文化支援活動を含め、広く地域社会の活性化に向けた活動を積極的に推進しています。

●地域活性化に向けた取り組み

　当金庫は、公益信託おおかわしんきん地域振興基金を1993年（平成５年）に設立し、地域産業の振興、社会福
祉の向上等、地域活性化のために現在まで、延べ381団体、１億1,031万円を助成し社会貢献を行なっています。
2019年度は8団体に対し、200万円の助成を行いました。

地域活性化に向けた取り組みを行う団体への助成活動

「公益信託おおかわしんきん地域振興基金」について
　地域産業の振興、社会福祉の向上、環境保全等を目的とした活動を行う団体や個人に対し、事業助成を
行っております。なお、申込受付は、年1回（５月）としております。
助成の対象
１．街並み及び景観の形成、公共施設の充実整備
２．街づくりのための調査研究及び情報提供
３．家具を中心とした産業技術、デザイン開発等
４．産業、文化、教育、スポーツ等の振興
５．その他信託契約の目的を達成するために必要な事業

申込受付
５月末まで ７月末までに書面にて通知６月

採否通知運営委員会選考
※助成に対しましては、運営委員会での審議がございますので、選考の結果、助成が見送られる場合もあります。

振込め詐欺撲滅推進活動国際医療福祉大学にて金融セミナー
テーマ：「身近なお金の話」を開催

認知症サポーターの資格取得

［お問合せ］大川信用金庫　総務部　　TEL0944-86-6930

普通救命Ⅰの資格取得貿易セミナーの開催 インターンシップの受入
　当金庫では、役職員全員が「Smile65　
おもてなし宣言」バッチを掲げ、お客様に
満足していただける金融機関を目指して
「しんきんおもてなし宣言」を実施してお
ります。おもてなしの気持ちを大切に、お
客様にご満足いただける接客に努めてまい
ります。

＊お客様への接客応対の向上に向けて



Ohkawa Shinkin Bank

2020 この街と生きていく…40 41

地域貢献ディスクロージャー

「お客様の声」からの実現
＊店舗・イメージ・その他に対するご要望
・バラエティーショーのチケットを夫婦一組で当選になればよいのですが・・・
　⇒ペアチケットのご要望もありますが、対象のお客様が約1万7千名様であり、より多くの年金を受給して頂いて
　　いるお客様に観覧して頂くためにも、現状のままとさせて頂きます。
・12月は寒いのでバラエティーショーを早めてほしい。（暖かい時に開催してほしい）
　⇒開催時期は、大川市文化センターの空き日程を考慮して決定しておりますが、当金庫としても、もう少し早い
　　時期に開催できないか検討している状況にあります。
・バラエティーショーに当選できず残念、またお願いします。楽しみにしています。
　⇒バラエティーショーの抽選につきましては、当金庫総代2名を審査員にお迎えし、ご来店されたお客様に参加
　　していただき公開抽選を行っております。抽選会の模様につきましては、当金庫ホームページに掲載しており
　　ます。
・筑後川流域や道路市内清掃の時は協力してありますか？
　⇒当金庫では、地域社会の一員として定期的な地域行事への参加をはじめ、ボランティア団体「地域に参画する
　　会」を結成し、全役職員が地域貢献に役立ちたいと活動しております。清掃活動においては、年2回の店舗エ
　　リア内のボランティア活動を行っております。また、これらの活動の功績として、国土交通省より「九州地方
　　整備局国土交通行政功労表彰」を受賞しております。
・ものづくり補助金ではお世話になりました。ありがとうございます。
　⇒当金庫では、地域企業の皆様の「悩み」や「課題」解決のための取組みとして独自に専門家派遣を行う「地域
　　活性化のための地域貢献事業」を実施しております。今後も、地域企業の皆様のお役に立てる金融機関を目指
　　していきたいと考えております。

＊お客様の利便性に関する対応
・2020年5月1日（金）より投資信託お申込み手数料を、窓口申込1.1％（税込）
　インターネット申込0.55％（税込）へ引下げました。
・お客様の安心・安全を配慮し、コロナウイルス感染症対策として、窓口カウンターに飛沫防止シートと消毒液を
　設置しました。
・コロナウイルス感染症対策として、各ATMにソーシャルディスタンスステッカーを取り付けました。

＊商品・金利に対する要望
・金利2倍の定期積金「夢航路」をキャンペーンとして取扱っております。
・教育・カーライフプランの特別金利キャンペーン〔最優遇1.75％（保証料込み）〕を実施しました。

■年金バラエティーショー ■特別金利定期積金「夢航路」 ■教育・カーライフプラン ■農業支援ローン「アグリキャップ」

CSRディスクロージャー（文化的・社会的貢献について）

　当金庫は、地元の中小企業者や住民の皆様に会員となっていただき、お互いに助け合い、お互いに発展していく
ことを共通の理念として運営されている相互扶助型の金融機関です。地元のお客様からお預りした大切な資金（預
金・積金）は、地元で資金を必要とされている事業所・個人のお客様へのご融資を行い、地域経済の発展や豊かな
暮らしの実現に向けたお手伝いをすることはもちろん、地域社会の一員として地域社会の活性化と発展に向けて、
文化支援活動を含め、広く地域社会の活性化に向けた活動を積極的に推進しています。

●地域活性化に向けた取り組み

　当金庫は、公益信託おおかわしんきん地域振興基金を1993年（平成５年）に設立し、地域産業の振興、社会福
祉の向上等、地域活性化のために現在まで、延べ381団体、１億1,031万円を助成し社会貢献を行なっています。
2019年度は8団体に対し、200万円の助成を行いました。

地域活性化に向けた取り組みを行う団体への助成活動

「公益信託おおかわしんきん地域振興基金」について
　地域産業の振興、社会福祉の向上、環境保全等を目的とした活動を行う団体や個人に対し、事業助成を
行っております。なお、申込受付は、年1回（５月）としております。
助成の対象
１．街並み及び景観の形成、公共施設の充実整備
２．街づくりのための調査研究及び情報提供
３．家具を中心とした産業技術、デザイン開発等
４．産業、文化、教育、スポーツ等の振興
５．その他信託契約の目的を達成するために必要な事業

申込受付
５月末まで ７月末までに書面にて通知６月

採否通知運営委員会選考
※助成に対しましては、運営委員会での審議がございますので、選考の結果、助成が見送られる場合もあります。

振込め詐欺撲滅推進活動国際医療福祉大学にて金融セミナー
テーマ：「身近なお金の話」を開催

認知症サポーターの資格取得

［お問合せ］大川信用金庫　総務部　　TEL0944-86-6930

普通救命Ⅰの資格取得貿易セミナーの開催 インターンシップの受入
　当金庫では、役職員全員が「Smile65　
おもてなし宣言」バッチを掲げ、お客様に
満足していただける金融機関を目指して
「しんきんおもてなし宣言」を実施してお
ります。おもてなしの気持ちを大切に、お
客様にご満足いただける接客に努めてまい
ります。

＊お客様への接客応対の向上に向けて
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地域貢献ディスクロージャー

会員数　48名
幹事会　16名
企業数　44社
2020年６月30日現在

●WAN TEAM委員会
●大吉委員会
●ハッピーユース委員会

　当金庫では、「地元と共に」をモットーに、地域社会の一員として地域のお客さまとのネットワークづくりや親
睦の場の提供を行っています。若手経営者向けの会「しんきんニューリーダーズ・クラブ」や「年金バラエティー
ショー」等、様々なお客さまの交流の場としてサークル活動を行っています。

　1991年（平成3年）11月に設立された若手経営者の会「しんきんニ
ューリーダーズ・クラブ」は、各種勉強会、講演会、交流会、視察研修等
を通じて得た知識と情報を自企業発展の源とし、地域の繁栄に寄与す
ることを目的として活動している若手経営者の会であり、若手経営者
間の情報交換の場としても積極的な活動を行っています。当クラブは3
つの委員会から構成されており、当金庫は事務局およびオブザーバー
として側面よりサポートしています。

●地域のネットワークづくりに向けた取り組み

しんきんニューリーダーズ・クラブ

　2019年１２月７日（土）８日（日）の２日間、石原詢子さん・野村美菜さん・ささぐり演芸さんを招いて「年金感謝デー！歌
と笑いで綴る『バラエティーショー２０１９』」を開催し、抽選により６,６００名様をご招待しました。更に出演者のご好意に
より介護施設への慰問が実現しました。

年金バラエティーショー

11月公開例会 森本稀哲氏講演会6月短期視察研修（福岡県北九州市） 9月長期視察研修（岐阜県関市・三重県松阪市）

5月家族親睦会（グラウンドゴルフ）2月裸ん行

慰　問石原詢子さん 野村美菜さん お笑い舞踊 ささぐり演芸さん

　当金庫では、地域社会の一員として定期的な地域行事への参加をはじめ、ボランティア団体「地域に参画する
会」を結成し、「スポーツ振興活動」、「地域社会への参画活動」を通して、理事長をはじめ全役職員が様々なジ
ャンルで地域貢献に役立ちたいと活動しています。

青少年の健全な育成とスポーツ振興を目的としてスポーツ大会を毎年実施しています。

●地域社会の一員としての取り組み

スポーツ振興活動

　地域社会の一員として、役職員一同地域行事への積極的な参加を心掛けています。
　大川の一番の祭り「大川木工まつり」では、当金庫役職員もパレードや催し事に参加し祭りを盛り上げて
います。また、アンパンマンを呼んで、子供達から大人まで喜んで頂いています。

　「おおき堀んぴっく」と「ふるさとみづま祭」では露店を出展しました。「城島ふるさと夢祭り」では山車
の引き手としても参加しました。「城島酒蔵びらき」ではボランティアとして参加しました。

地域社会への参画

2019年７月13日（土）、14日（日）、15日（月）
会場／筑後川総合運動公園野球場

第19回おおかわ信用金庫旗少年野球大会

2019年11月2日（土）　会場／大川中央公園
第22回グラウンド・ゴルフ大会

2019年９月28日（土）
会場／筑後川総合運動公園サッカー場

第26回おおかわ信用金庫少年サッカー大会

1月定時総会
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