
《公表資料》

さがみ信用金庫

地域密着型金融推進計画の進捗状況（平成 17年 4月～平成 19年 3月）



１．地域密着型金融推進計画の全体的な進捗状況及びそれに対する評価

　【全体的な進捗状況】

　平成 15・16 年度の 2 年間における「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」への取組み実績を踏まえ、その基本的取組み方針や姿勢を継承し

つつ、「事業再生・中小企業金融の円滑化」「経営力の強化」「地域の利用者の利便性向上」の 3つを柱とし、2年間にわたって地域密着型金融を推進してまいりました。

また、平成 18年 4月からスタートした新・中期 3ヵ年経営計画の根底に地域密着型金融の推進を置き、「この推進なくして新・中期 3ヵ年経営計画の達成はない」ことを確認しな

がら、役職員が一丸となって深度ある取組みを進めてまいりました。

この結果、特に創業・新事業支援、経営相談、経営改善支援や地域利用者の利便性向上のための体制では、従来以上にその整備、充実が図れたことなどもあり、掲げた数値目標に

対しては、相応の成果を収めることができました。

なお、具体的な数値目標に対する達成状況は下表のとおりです。

《数値目標と実績》

目標設定項目 平成 17年度目標
実績

平成 18年度目標
実績

預 貸 率      50 ％程度 51％ 53 ％程度 51％
業 務 純 益      29 億円 30億円 37 億円 32億円 ※

Ｏ Ｈ Ｒ      73 ％程度 70％ 68 ％程度 68％
自己資本比率      7.5 ％以上 7.6％ 8.0 ％以上 8.4％
不良債権比率      14 ％以下 12.3％ 10 ％程度 9.9％

※18年 3月期はコア業務純益（本来業務の利益）は 37億円で、この指標では目標を達成しました。

【進捗状況に対する評価・課題】

2年間の計画期間内における取組みは、総じて着実に進捗したものと評価しております。

しかしながら、掲げた数値目標の一部については達成できていないものもあり、こうした点を踏まえ、今後は一段と地域密着型金融の機能を強化していくとともに、これまでに構

築してきた機能や体制を継続的に見直しながら、より深度ある取組みへと発展させていくことが重要であると認識しております。

なお、これらの取組みの実効性を確保していく観点から、引き続き人材の育成にも注力してまいります。

「地域密着型金融推進計画」の進捗状況及び評価（平成 17 年 4 月～平成 19 年 3 月）
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２．主要項目の推進状況

（１）事業再生・中小企業金融の円滑化

・ 創業・新事業支援機能等の強化に向け、政府系金融機関や地元商工団体等との提携を積極化するとともに、創業支援融資商品（提携ビジネスローン）の取扱いを継続して資金支援

体制の強化を図りました。また、取引先の資金調達ニーズに応えるべく、シンジケートローン（他金融機関の組成案件への参画を含め）の活用に加え、ABLなどの新しい手法の研

究にも取り組んでまいりました。さらに、融資審査態勢の強化を図るべく、経営支援ツールとしての「債務者の業況把握」の実効性を一段と高めました。

・ 取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化では、引き続き営業店と経営相談特別班（中小企業診断士）が一体となって、経営支援及び経営助言先に対する健全債権化に取組み

ました。一方で、営業店の経営相談・支援活動のサポートを目的に、経営計画作成支援ソフト「MAP－Ⅱ」の導入（19年 5月）を決定しました。

・ 担保・保証に過度に依存しない融資の推進等の取組みにおいては、本格稼動した総合信用リスク管理システムの活用によるプライシングの実施（新商品の開発等も含め）に向け、

取組みを進めました。

・ 目利き力の向上を図るとともに、コンサルティング能力の向上を目指し、各種庫内研修や業界団体等が主催する外部研修等に積極的に参加しました。

（２）経営力の強化

・ リスク管理態勢の充実では、バーゼルⅡに対応した統合的なリスク管理態勢の構築を目指し、機構改正（19年 4月に「リスク管理統括部」を新設）の準備や各種リスク管理方針の

制定及び規定等の整備を進めました。また、バーゼルⅡの適用に備え、自己資本比率算出の精緻化やリスク管理手法の高度化に向けた検討に取り組みました。

・ 収益管理態勢の整備と収益力の向上では、総合信用リスク管理システムの本格稼動をもって、信用リスクデータの蓄積やこれに基づく適正プライシングの実施に向けた検討を行い

ました。

・ 法令等遵守（コンプライアンス）態勢の強化に向けては、不祥事件の未然防止や職員の意識向上、顧客情報管理の強化のため、マニュアルの整備や各種研修を実施したほか、コン

プライアンス統括部や監査部等の臨店検証並びに指導といった取組みを進めました。

（３）地域の利用者の利便性向上

・ ディスクロージャー誌やホームページを活用し、地域貢献等に関する情報開示を積極的に行いました。

・ 地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立に向けた取組みとして、2回にわたって「利用者満足度合同調査（関東信用金庫協会の主催）」を実施したほか、この結果をホ

ームページで公表（1回目の調査結果）するとともに、これらに基づく経営改善の取組み内容について公表の準備を進めました。

・ 地域の活性化への取組みとして、特定業種（観光関連産業）向けの長期固定金利型ローン（「湯のまち　応援団！」）の取扱いを決定〈19年 4月から発売〉したほか、利子補給制度

の導入に向けた仕組みづくり等を進めました。
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３．アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況

項　目 計画（取組方針・目標） 進捗状況（17年 4月～19年 3月） 18年 10月～19年 3月
Ⅰ．事業再生・中小企業金融の円滑化

１．創業・新事業支援機能等の強化

（１）創業・新事業支援機能等の強化 産学官の連携の推進や政府系金融機関との

連携を通じた創業支援体制の強化など、創

業・新事業支援に対する仕組みをより実践

的なものへと再構築することにより、創

業・新事業に対する実効性のある情報提供

や資金支援体制を強化していく。

当然にして、人材の育成に努め、独自性の

ある取組みにしていく方針です。

・ 本部（事業所開拓支援班を含む）及び営業店

が神奈川県産業技術総合研究所を視察し、同

所との業務連携を提案しましたが、実現まで

に至っていません。

・ 独）福祉医療機構と「社会福祉事業施設に対

する貸付けに係る覚書」を締結しました。

・ 地元商工団体等と提携し、ビジネスローンの

取扱いを開始し、これを継続しました。

　　①小田原商工会議所〈17年 08月 22日〉
　　②小田原法人会　　〈17年 09月 01日〉
　　③南足柄市商工会　〈17年 10月 03日〉
　　④足柄上商工会　　〈17年 10月 03日〉
・ 国民生活金融公庫（小田原支店）と業務提携

に関する「覚書」を締結しました。

・ 産学官ネットワーク（「かながわコンソーシア

ム事業」）に参加しました。

・ 財）神奈川中小企業センターの経営相談総合

事業及び経営アドバイザー派遣事業を活用

し、経営指導（製造・販売）を行いました。

・ コンサルタントグループ立上げに向けた検討

を進めましたが、人材育成の遅れ等から、具

体的な進捗はありませんでした。この間、既

にある「お客様相談室（税務・法律・税務）」

の運用や経営相談特別班（中小企業診断士）

の活動により、コンサルティング機能を補完

しました。

・ 国民生活金融公庫（小田原支店）との業務提

携により、創業支援融資に関する勉強会を開

催しました。〈18年 12月 14日：営業推進責
任者及び本部事業開拓専担者を対象に 34 名
が出席〉

・ 営業推進部の経営相談特別班と審査部（いず

れも中小企業診断士の有資格者）が連携して

新規創業の支援に関った 18 年度下期の実績
は、先数で 8 先、金額で 52,000 千円（手形
割引除く）となった。

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

（１）取引先企業に対する経営相談・支

援機能の強化

外部機関との連携により経営相談の充実、

強化を図り、顧客のニーズに応えた情報を

提供できる態勢を整えるなど、中小企業の

成長機会を促すため、取引先に対する経営

相談や支援機能の強化に積極的に取り組ん

でいく方針です。

・ ビジネスマッチングに向けた取組みとして、

地元温泉旅館組合員（足柄下郡湯河原地区）

の販路拡大に向けた情報を提供すべく、イン

ターネットサイト運営会社（クーコム株式会

社）との情報交換を行いました。

・ マッチング成功事例の内容を検証し、今後の

展開に反映できるよう情報の整理を行いまし

た。
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項　目 計画（取組方針・目標） 進捗状況（17年 4月～19年 3月） 18年 10月～19年 3月
Ⅰ．事業再生・中小企業金融の円滑化

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

（１）取引先企業に対する経営相談・支援

機能の強化

《前項から続く》 ・ 事業承継に関する相談態勢の整備に向け、日

本 M&A センター等が主催するセミナーに積
極的に参加し、情報収集に努めました。

・ 経営相談・支援機能の強化を図るべく、営業

店支援ツールとして、経営計画作成支援ソフ

ト「MAP－Ⅱ」の導入を検討しました。
・ 未来塾会員を対象に、独）中小企業基盤整備

機構の主管で「経営力を強化する会計実務セ

ミナー」を開催しました。

・ 経営情報提供の仕組みとして、会員向けメー

ルマガジンの配信準備を進めました。

・ 年間を通じ、専門家による無料相談会（法律・

経営・税務）を継続して開催したほか、経営

相談特別班（中小企業診断士）が取引先企業

への経営相談や経営改善指導に取り組みまし

た。

・ 経営情報を提供する仕組みとして、第１回目

のメールマガジンを配信（希望する 20 先）
しました。〈19年 3月 16日〉

・ 未来塾会員を対象に、独）中小企業基盤整備

機構の主管で「会計啓発セミナー」を開催、

合わせて異業種交流会を開催しました。

〈19年 2月 15日　122名受講〉
・ 営業店支援ツールとする経営計画作成支援ソ

フト「MAP－Ⅱ」については、19 年 5 月か
らの導入を決定し、活用に向けた研修を実施

しました。

・ 事業承継に関する相談態勢を構築すべく、

「信金キャピタル（株）」と基本契約を締結し

ました。〈19年 3月 28日〉

（２）要注意先債権等の健全債権化等に向

けた取組みの強化

本部、審査部主導により、経営相談特別班、

営業店、顧客が一体となって改善に取組む

態勢の継続、及び早期健全化に向けた新し

い手法を準備していくと同時に業績評価に

組み入れていく方針です。

・ 「債務者の業況把握」を債務者との情報共有

及び経営改善支援ツールとして活用し、以下

のとおりヒアリングシート及び経営計画書を

作成しました。

17年度　314先（一定条件のもとに抽出し
た 343 先中）についてヒアリン
グシートを作成し、うち 210 先
について経営計画書を作成。

18年度　288先（一定条件のもとに抽出し
た 368 先中）についてヒアリン
グシートを作成し、うち 189 先
について経営計画書を作成。

・ 健全債権化に向けて、以下のとおりの取組み

を実施しました。

①経営相談特別班が主体となって取り組む

経営支援先 25 先及び営業店が主体とな
って取り組む経営助言先 138 先を抽出
し、健全債権化に取り組みました。

②「債務者の業況把握」により上記の全対

象先をカバーし、一歩踏込んで経営実態

を把握して健全債権化に取り組みまし

た。

・ 経営支援先 25 先及び経営助言先 138 先を対
象に、健全債権化の取組みを継続し、計画期

間を通じ、以下の実績となりました。

4

対象先
ランク

アップ先
経営相談特別班が主体
となって取組む経営支
援先

25先 7先

営業店が主体となって

取組む経営助言先
138先 161先

19年 3月末の進捗状況 163先 168先



項　目 計画（取組方針・目標） 進捗状況（17年 4月～19年 3月） 18年 10月～19年 3月
Ⅰ．事業再生・中小企業金融の円滑化

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

（３）健全債権化等の強化に関する実績の

公表

当金庫は健全債権化の強化については重く

受けとめています。旧アクションプログラ

ムで実施しましたが、これまでの計数公表

だけではなく、「健全化についての理解を

深める」ために、取引先とランクアップ手

法・知識の共有化に向け積極的に対応して

いく方針です。

・ 16 年度及び 17 年度の経営改善支援の取組み
実績を、公表しました。

16年度⇒17年 6月 10日公表
17年度⇒18年 6月 12日公表

・ 17年度の経営改善支援によるランクアップ事
例の収集、整理に努めましたが、公表に相応

しい事例はありませんでした。

・18 年度上期（4 月～9 月）におけるランクア
ップ事例の収集、整理を進めました。

・ 18年度下期（18年 10月～19年 3月）のラ
ンクアップ事例の収集、整理に努めたほか、

職員及び取引先の健全化に対する理解を深め

ていく考えで、18年度の経営改善支援の取組
み実績、事例の公表に向けた検討・準備を進

めました。

３．事業再生に向けた積極的取組み

（１）事業再生に向けた積極的な取組み 再生ノウハウを早急に蓄積するため、信金

中央金庫等外部機関との連携を深め、協力

体制を強化するほか、中小企業再生支援協

議会との連携を活かし、整理回収機構先へ

の取組みなどを含めて経営支援先の状況に

応じた先進的手法を検討・活用していく方

針です。

・ サービサーとの情報交換を行い、事案毎の事

業再生への取組みの可能性が見出せました。

・ ㈱整理回収機構に債権譲渡された先で、県中

小企業再生支援協議会から肩代り要請（紹介）

を受けた 2 つの融資案件について、協議会等
による検討（債権放棄を柱とする再生支援策）

を踏まえ、肩代りに向け取組みを進めました。

・ この結果、1件については協議会が策定した経
営改善計画に基づいてエグジットファイナン

スを実行しました。残る 1 件については、協
議会の協議経緯を注視している状況です。

・ 中小企業再生支援手法として、神奈川県中小

企業再生支援協議会との取組みを行うため

に、包括的な「秘密保持契約書」の締結を行

いました。〈10月〉
・ サービサーとの情報交換を継続しました。な

お、再生手法の一つとして、個別案件におい

て、グループ企業の事業再生を目的とした債

権譲渡を行いました。具体的には、関連企業

１社をサービサーに売却し、関連会社の金融

負担を大幅に軽減することで、グループ全体

の再生の方向が見出せました。

（２）再生支援実績に関する情報開示の拡

充、再生ノウハウ共有化の一層の推

進

事業再生の取組み事例を整理し、可能な限

り再生支援実績やノウハウの共有化に向

け、分かりやすい形で公表してまいります。

当金庫は「健全債権化等の強化に関する実

績の公表」と同様、事業再生についても急

務であると認識しており、成果が早期に現

れる様、取引先等とのノウハウ共有化のた

め開示していく方針です。

・ 公表に相応しい事例ではないと判断していま

すが、再生ノウハウの共有化を一層推進する

観点から、いくつかの事例について、信用金

庫業界内の研修の場で発表する機会が与えら

れ、対応することとしました。

〈19年 4月発表予定〉
この事例発表（審査部所属の中小企業診断士

が担当）に際し、事例毎の整理及び分析を進

めました。
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項　目 計画（取組方針・目標） 進捗状況（17年 4月～19年 3月） 18年 10月～19年 3月
Ⅰ．事業再生・中小企業金融の円滑化

４．担保・保証に過度に依存しない融資の推進等

（１）担保・保証に依存しない融資の推進

等

現在当金庫が構築中の新しいシステム（不

動産担保評価、企業信用格付、自己査定等）

を、17年度中に完成させます。
新システムの稼動により信用リスクデータ

ベースの整備を行い、スコアリングモデル

に基づいた担保・保証に依存しない融資手

法の拡充を図り、スコアリングモデルを充

実し適正プライシングによる商品の開発・

提供を行い、各種団体との連携によるビジ

ネスローンの拡充を図っていくほか、融資

審査面において定性情報（将来性、技術力）

の価値・ウェイトを高めるなど、改善に取

り組む方針です。

・ 無担保・無保証の地域再生・企業支援ローン

「きずな」の販売を継続して推進しました。

・ 新しいシステムによる信用格付（内部格付を

先行）を開始しました。

・ 以下の商工団体等と提携し、ビジネスローン

取扱いを継続しました。

〔提携先〕

　小田原商工会議所　：17年 08月 22日提携
　小田原法人会　　　：17年 09月 01日提携
　南足柄市商工会　　：17年 10月 03日提携
足柄上商工会　　　：17年 10月 03日提携
・ 18 年 7 月から総合信用リスク管理システム
（不動産担保評価、企業信用格付、自己査定）

を本格的に稼動し、このデータにより信用リ

スク量の計測結果に基づくプライシング（案）

を作成して、総合リスク管理委員会及び信用

リスク管理委員会で現行の適用金利との比較

検討を行いました。

・ 担保・保証に過度に依存しない融資推進の観

点も含め、中小企業の資金調達手法の多様化

等に向けた取組みとして経済産業省主催の

ABL説明会に参加し、情報収集に努めました。
〈18年 9月〉

・ 信用貸出限度額の拡大を図り、過度に担保・

保証に依存せず、取引先の資金需要に迅速に

対応できるよう営業店決裁権限を拡大しま

した。〈18年 10月〉
・ 担保・保証に過度に依存しない融資を推進す

る観点から、売掛債権担保融資を積極的に推

進したほか、無担保・無保証の地域再生・企

業支援ローン「きずな」の販売を継続しまし

た。

・ 国民生活金融公庫（小田原支店）との業務提

携による取組みとして、営業推進責任者及び

本部の事業所開拓専担者を対象に、創業支援

融資に関する勉強会を開催しました。〈18年
12月 14日：34名出席〉

・ 信金中金主催のABL説明会に出席し、担保・
保証に過度に依存しない融資の推進を検討

しました。〈19年 1月 19日〉

（２）中小企業の資金調達手法の多様化等 地域に根ざした金融機関として、地域各種

団体との提携を充実させるとともに、顧客

のニーズに応えた資金調達手法の整備を行

い、中小企業の資金調達手法の多様化を図

るための新たな手法を検討し、地域への金

融支援を充実させていく方針です。

・ 資金調達手法の多様化を図る観点から、地元

税理士会（東京地方税理士会）との協定内容

（「税理士当座貸越制度資金」）について、限

度額の増額や連帯保証人を不要とする等の改

定を行いました。〈18年 6月〉
・ 三浦藤沢信用金庫（業務提携先）が組成する

シンジケートローンに参画しました。

〈18年 8月〉
・ みずほコーポレート銀行が組成するシンジケ

ートローンに参画しました。〈18年 9月〉

・経済産業省主催の「ABL説明会」に参加しま
した。〈18年 10月〉

・ みずほコーポレート銀行が組成するシンジ

ケートローンに参画しました。〈19年 3月〉
・ CLOについて、中小企業金融公庫による説明
会を実施しました。〈19年 3月〉

・ 改定内容による「税理士当座貸越制度資金」

の取扱いを継続しました。
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項　目 計画（取組方針・目標） 進捗状況（17年 4月～19年 3月） 18年 10月～19年 3月
Ⅰ．事業再生・中小企業金融の円滑化

４．担保・保証に過度に依存しない融資の推進等

（２）中小企業の資金調達手法の多様化等 《前項から続く》 ・ 中小企業の資金調達手法の多様化等に向けた

取組みとして、経済産業省が主催する「ABL
説明会」に参加し、これについての理解を一

段と深めた。〈18年 9月 28日〉
・ CLOに関し、中小企業金融公庫との情報交換
会を行いました。〈18年 9月〉

・ 神奈川県信用保証協会との提携商品（チャレ

ンジ保証制度）の内容を改定すべく、同協会

との意見交換を継続しました。

・ 信金中金の ABL制度説明会への参加（19年
1月 19日）を受け、中小企業の資金調達方法
について検討しました。

５．顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化

（１）顧客説明マニュアル等の内部規定の

整備、営業店における実効性の確保、

苦情等実例の分析・還元

新規業務の取扱いも含め、契約内容につい
ての顧客に対する明確性の確保・相互理解
の向上、顧客への説明義務の徹底を図り、
与信取引説明態勢についてのコンプライア
ンス統括部、監査部、審査部との重層管理
を徹底し、営業店の実効性を確保すると同
時に、相談苦情事例の営業店へのフィード
バックと再発防止の徹底を図っていく方針
です。

・ 融資説明チェックリストを改定しました。

〈17年 5月〉
・ 「不動産担保付消費者ローン契約書」を改定

し、契約内容を明確にしました。〈17年 9月〉
・ 顧客に対する説明態勢の充実を図る観点か

ら、預金担保の取扱事務を変更しました。

〈17年 10月〉
・コンプライアンス・オフィサー連絡協議会を活

用し、苦情情報の共有化（事例のフィードバ

ック）を図る一方で、説明責任（与信取引を

含む）の徹底を図りました。

・ コンプライアンス統括部による臨店指導（「事

務処理の検証」）において、営業店の融資説明

チェックリスト（自己チェック）の実施状況

を検証しました。

・ 年間スケジュールに基づいて監査部による臨

店監査を実施しました。

・ 地域金融円滑化会議への参加を継続しまし

た。

・ 金庫内 LANを活用し、融資関連の苦情等を取
りまとめた事例（情報等）を共有化しました。

・ 顧客への説明態勢整備とその一層の充実を図

る目的で、以下の取組みを進めました。

①クレジットポリシーの改定〈18年 4月〉
②融資取引における顧客への説明態勢に係る

規定並びに説明基準の改定 〈18年 4月〉

・ 貸出事務処理規定の改定（18年 10月）を行
った一方で、貸出事務取扱要領の改定準備を

進めました。

・ 内部規定の整備に向けた情報収集のため、

「融資担当者のための金融法務セミナー」

（全国信用金庫協会）に参加しました。

〈19年 1月〉
・ 信用リスク管理規定の制定に向け、準備を進

めました。〈19年 4月制定予定〉
・ コンプライアンス統括部による臨店指導（「事

務処理の検証」）において、営業店の融資説明

チェックリスト（自己チェック）の活用状況

を 13店舗について検証しました。
「苦情処理体制」や「本人確認法施行令改正」

にかかる対応について、他行庫との情報交換を

行った。
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項　目 計画（取組方針・目標） 進捗状況（17年 4月～19年 3月） 18年 10月～19年 3月
Ⅰ．事業再生・中小企業金融の円滑化

５．顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化

（１）顧客説明マニュアル等の内部規定の

整備、営業店における実効性の確保、

苦情等実例の分析・還元

《前項から続く》 ③不動産登記事務に係る説明会の開催

〈18年 7月〉
（講師：審査部、オブザーバー：司法書士）

④コンプライアンス研修（確認テストの実施

を含む）の開催〈18年 9月〉
⑤貸出事務処理規定の改定準備

⑥保証意思・担保提供意思確認書の改定作業

（保証人、物上保証人に係る責任の一層の明

確化）に着手

６．人材の育成

（１）人材育成 地域の特性や利用者ニーズに基づき、当金

庫が取組むビジネスモデルや地域・顧客へ

のサービス提供に向け、対応できる人材育

成に取組みます。

特に、地域の事業・企業への金融の円滑化

を実現していくために、企業の将来性や技

術力を的確に評価できる実践的な職員の育

成を図ります。このためにも従来からの定

量面に加え、さらに踏込んだ定性面の「目

利き力」の充実を図ることとします。また、

職員の審査スキルに係わるフォローアップ

体制については、本部関連部署による臨店

指導と営業店での OJTを強化し、体制の充
実を図る方針です。

〔本部研修〕

・ 新入職員を中心とした「初級簿記講座」を開

催しました。

・ 研修受講者によるフィードバック研修とし

て、「目利き力養成講座」「企業再生支援講

座」を開催しました。

・ 外部講師を招き、「目利き力養成講座」、「事

業所開拓実践講座」、「管理者研修」「企業診

断講座」を開催しました。

・ 「貸出審査能力養成講座」（講師：審査部所属

の社会経済生産性本部認定コンサルタント）

を開催しました。

〔外部研修〕

・ 全信協主催による「目利き力養成・定性分析

編講座」、「目利き力養成・計数活用編講座」、

「目利き力養成基礎及び上級講座」、「企業再

生実践講座」に加え、「地域支援推進セミナ

ー」に参加しました。

・ 信金中金主催の「地域振興支援に係る集合研

修」に参加しました。

・ 県信用保証協会主催「信用保証業務実務基礎

講座」に参加しました。

・ ㈱実践クオリティシステムズ主催の「中小企

業診断士更新研修」に参加しました。

・ 日本M&Aセンター主催の「セミナー」に参加
しました。

引き続き、以下の取組みを進めました。

〔本部研修〕

・ 貸出審査能力養成講座を開催しました。

（18 年 10 月 11～12 日、参加者：融資・渉外
担当者 20名）

・ 企業診断講座を開催しました。

（18年 10月 28日、11月 18日、12月 2日、
平成 19年 1月 20日、2月 24日　参加者：
融資・渉外担当者 8名）

〔外部研修派遣〕

・ 全信協主催「企業再生支援実践講座」に参加

しました。

（18年 10月 2～6日、11月 13～17日　参加
者：営業店、次長各 1名）

・全信協主催「目利き力養成講座（基礎編）」に

参加しました。

（18年 11月 20～24日　参加者：営業店代理 2
名）

・ 全信協主催「目利き力養成講座（上級編）」

に参加しました。

（18年 11月 27～12月 1日　参加者：営業店
次長 2名）

・全信協主催「地域支援推進セミナー」に参加

しました。

（参加者：総合企画部、営業企画部各 1名）
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項　目 計画（取組方針・目標） 進捗状況（17年 4月～19年 3月） 18年 10月～19年 3月
Ⅰ．事業再生・中小企業金融の円滑化

６．人材の育成

（１）人材育成 《前項から続く》 ・中小企業大学校主催の「金融機関職員研修」に

参加しました。

〔各種資格の取得推進〕

・ 資格取得の推奨により、職員が銀行業務検定

協会主催の検定試験を積極的に受験するな

ど、財務、法務、税務、法人融資等の各分野

における資格取得者が増加しました。

〔専任スタッフによる営業店支援〕

・ 経営相談特別班（中小企業診断士有資格者）

が企業再生支援活動をバックアップしまし

た。

・ 製造業に対する理解を深めるため、取引先企

業に対して「工場見学」を実施しました。

〈講師：審査部所属中小企業診断士〉

・ 窓販専担部署が臨店により研修会を実施する

とともに、帯同訪問により OJTを実施しまし
た。

〔関連部署のフォローアップ体制充実〕

・ 審査部及び資産査定部による臨店指導を実施

しました。

〔中小企業診断士の養成〕

・ 17 年度に中小企業診断士養成職員の認定を受
けた 2名が、17年 10月から 18年 7月まで専
門学校の講座（「中小企業診断士講座」）を受

講し、18年度国家試験第 1次試験に合格しま
した。

・ 信金中金主催「中小企業経営改善支援実務研

修」に参加しました。

（19年 1月 29～31日　参加者：営業店係長 1
名）

・ 中小企業大学校主催「事業承継関連実務家向

けセミナー」に参加しました。

（19年 1月 29日　参加者：営業推進部 2名）
・ 信金中金主催「地域振興支援実務研修」に参

加しました。

（19年 2月 21～23日　参加者：営業推進部 1
名）

〔中小企業診断士の養成〕

・ 社会経済生産性本部主催の「経営コンサルタ

ント養成講座・中小企業診断士養成コース」

を受講しました。

（19年 3月 30日～9月 20日、参加者：人事部
2名）

〔窓販研修及びＯＪＴの実施〕

・ 窓口販売トレーニー制度を設け、研修を実施

しました。

（19年 2月 13日～平成 19年 2月 16日：第 1
班）

（19年 3月 13日～平成 19年 3月 16日：第 2
班）

〔各種資格取得〕

・ 銀行業務検定協会主催の検定試験を受験し、

法務 2級 1名、法務 3級 2名、財務 3級 2名、
税務 3級 2名、融資管理 3級 3名が合格しま
した。
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項　目 計画（取組方針・目標） 進捗状況（17年 4月～19年 3月） 18年 10月～19年 3月
Ⅱ．経営力の強化

１．リスク管理態勢の充実

（１）リスク管理態勢の充実 統合リスク管理への取組みの一環として、

バーゼルⅡへの対応にも踏込んでまいりま

す。現在はバーゼルⅡへの対応（総合企画

部が統括）、自己資本比率の算出の精緻化

（審査部、資金運用部）、リスク管理の高度

化（総合リスク管理委員会、総合企画部、

審査部、資金運用部、事務部）に向けて情

報収集、内容確認を始めています。多様化

する各種リスク管理に対する人材育成に取

組み、18年度は現在の総合リスク管理委員
会の下部組織を含め見直し、リスク管理部

等の設置も検討していくほか、信用リスク

の統合的な把握管理と情報の一元管理を行

うとともに、全債務者に対し信用格付を行

い、リアルタイムでの信用リスク量の計量

化（大口先別、業種別、地域別）を実施し

ていく方針です。

・ 総合信用リスク管理システムによる企業格付

（内部格付を先行）を開始しました。

〈17年 7月〉
・ 関信協主催「評定制度・リスク管理勉強会」

に参加しました。

〈17年 12月 2日　参加者：審査部〉
・ 信金中金主催の「新 BIS規制及び統合リスク
管理にかかる情報交換会」に参加しました。

〈18年 3月 10日　参加者：総合企画部、審査部、
資金運用部〉

・ 信用リスク管理委員会において、テストシミ

ュレーションではありますが、予想損失額・

非予想損失額を算出しました。〈18年 3月〉
・ 市場リスク管理システム（オンライン）を追

加導入し、証券会社 2 社による市場リスク管
理面の強化は十分であると判断し、計画した

システム（野村ボンドミス）のバージョンア

ップを見送ることとしました。

・ 統合リスク管理体制の準備として、総合リス

ク管理委員会の下部組織である ALM委員会、
信用リスク管理委員会、事務・システムリス

ク管理委員会の構成を変更（委員長を専務理

事、構成員は部長クラス）し、各リスク委員

会に決定権限を付与し、ALM管理の強化と委
員会の戦略的運営、信用リスク管理態勢の強

化及び徹底を図りました。また、19年 4月に
「リスク管理統括部」の新設を考え、それま

での人材育成を待つ間、信金中央金庫に職員

（1名）を派遣してノウハウの吸収に努めまし
た。

・ 信用金庫業界の外部格付である SDB 活用の
ため、信金中央金庫主催の「SDB地区別説明
会」に参加しました。〈18年 7月〉

・ 「総合信用リスク管理システム（不動産担保

評価、信用格付、自己査定）」の稼働により、

同システムで 18年 9月末時点の自己査定を実
施しました。

・ リスク管理態勢の充実を図るべく、統合的な
リスク管理の実践を目指し、本部組織の改正
（「リスク管理統括部」の新設）や、役員が関
与しながらリスク管理にかかる体制整備（各
種規定を制定・改正等を含む）に取り組みま
した。（19年 4月からスタート）。

〔バーゼルⅡ関連〕
・ 18年 12月末時点で、総合信用リスク管理シ
ステムを利用した数値に基づくバーゼルⅡに
おける新しい自己資本比率の算出を実施しま
した。
その後、19 年 2 月末時点の算出を実施し、
19 年 3 月末で抵当権付住宅ローンの経過措
置やしんきん保証基金のリスク削減手法を

加味した新しい自己資本比率の算出を実施

しました。
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項　目 計画（取組方針・目標） 進捗状況（17年 4月～19年 3月） 18年 10月～19年 3月
Ⅱ．経営力の強化

１．リスク管理態勢の充実

（１）リスク管理態勢の充実 《前項から続く》 ・ リスク管理態勢の充実に向けた取組みとし
て、業界団体等が主催する各種研修やセミナ
ーに積極的に参加して関連情報の収集に努
め、信用リスク、市場リスク、オペレーショ
ナルリスクに関するリスク管理の高度化につ
いての研究を進めながら「バーゼルⅡ」や「統
合的リスク管理」に対する理解を一段と深め
ました。

・ 各種リスク管理能力の向上を図るため、役員
をはじめ、契約職員及びパートに至るまで、
各階層毎の本部研修や外部研修派遣など計画
どおり実施しました。

〔バーゼルⅡ関連〕

・ バーゼルⅡにおける自己資本比率算出につい

ては、関連情報の収集を進める一方で、シス

テムベンダーの説明会や信金東京共同事務セ

ンター連絡担当役職員会議等に出席しまし

た。

オペレーショナルリスクについては、当面は

基礎的手法を前提とし、引き続き共同事務セ

ンター（オンラインシステムの委託先）の計

量化に係るシステムの提示を待つこととしま

した。

２．収益管理態勢の整備と収益力の向上

（１）収益管理態勢の整備と収益力の向上 課題である店別収益管理システムの試行を

17年度に始め、18年度上期に本格的稼動を
目指します。リスク管理と同軸である収益

管理も総合リスク管理委員会（ＡＬＭ・信

用・事務リスク）の見直し強化で対応し、

収益力は預貸併進の金融仲介業務の深耕、

拡大を目指す一方、預り資産営業の分野の

拡大を目指す方針です。

・新しい企業信用格付並びに自己査定システム

を導入しました。

・店別収益管理システム（経費配賦と収益配賦の

システム）について具体的な検討を行った結

果、現行システムを一部変更（経費配賦の精

緻化）し、18年 4月から運用を開始するとと
もに、この定着化を図りました。

・共同事務センターの新ALMシステムについて
は、基礎データの入力作業等を進め、早期活

用を目指して取り組みました。

・ レーダーチャートによる店質調査を継続しま

した。

・ 共同事務センターの新 ALMシステムは、基
礎データの入力作業等が進んだことから、19
年度予算策定時では、ALM シナリオ分析機

能を活用して資金計画に基づく損益シミュ

レーションを行いました。

・ 「総合信用リスク管理システム（不動産担保

評価、信用格付、自己査定）」については、

18年 12月の不動産担保評価の自動洗替によ
り、検証作業が一巡し、格付・自己査定につ

いて随時実施する態勢を整備しました。
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項　目 計画（取組方針・目標） 進捗状況（17年 4月～19年 3月） 18年 10月～19年 3月
Ⅱ．経営力の強化

３．ガバナンスの強化

（１）協同組織金融機関におけるガバナン

スの強化

会員や顧客の声は大切な経営資源との認識

に基づき、意見・要望を広く取り入れる施

策に取組んでいく方針です。

・ 17年 9月末時点における半期経営内容の開示
において、従来の開示内容を見直し、経常利

益段階（利益ベース）まで開示しました。ま

た、開示方法については、半期開示ディスク

ロージャー誌（店頭備付、配布等）に加え、

新たな手段としてホームページを活用しまし

た。〈17年 11月 7日〉
・ ガバナンスの強化を図る観点から、当金庫の

経営に対し、広く会員からの意見・要望等を

汲み上げる仕組みとして、「現況報告会（年１

回）」の入場券に意見・要望等記載欄を設けた。

これについては、18年 7月の現況報告会から
取り扱いを始め、、広く会員の声を募りまし

た。

・ 関信協が主催する「顧客満足度合同調査（お

客様満足度アンケート）」に参加し、調査を実

施（17 年 12 月）するとももに、この調査結
果をホームページで公表しました。

〈18年 7月 3日〉
・ 理事長ダイレクトアンケート用紙について

は、関信協が主催する「顧客満足度合同調査

（お客様満足度アンケート）」への参加によ

り、この対応としました。

・ 関信協が主催する第 2回「顧客満足度合同調
査（法人先主体の満足度アンケート）」に参加

し、満足度の観点をより細分化（当金庫の「強

み弱み」を探る等）した調査を実施しました。

〈18年 12月〉

４．法令等遵守態勢の強化

（１）営業店に対する法令等遵守状況の点

検強化等

17年度当金庫はコンプライアンス統括部門
に事務部、監査部から人員を補強しました。

目的は、不祥事未然防止のための「検証」

機能の強化です。現在の経営環境で特筆す

べきはそのスピードの速さにあるのは言を

まちませんが、とりわけ規制緩和による業

際の拡大に対してはコンプライアンス態勢

の強化が必定と認識していることから、金

庫職員に格段の配意を求めていくと同時

に、不祥事等に対し、厳然とした姿勢で対

応していくほか、今後の新業務への対応や

新商品対応時のリスク管理の徹底を図って

いく方針です。

・ 「個人情報保護法」施行（17年 4月）に対応
し、本部関連部署が「個人情報保護法」に係

るテーマを中心に研修を開催しました。

・ 個人年金保険契約者に対する『サンキューコ

ール』を実施しました。〈17年 8月〉
・ コンプライアンス・オフィサー連絡協議会を

開催し、法令等遵守の徹底を図りました。   
・ コンプライアンス統括部による臨店指導にお

いて、営業店の融資説明チェックリストの活

用（実施）状況を検証しました。

・ 公益通報者保護に関する取扱要領を制定しま

した。

・ 審査部門における「融資相談シート」の拝辞

理由等を継続して検証しました。

・ テラー日誌の様式を改定し、苦情、顧客申し

出事項等については、全て報告するよう義務

化しました。
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項　目 計画（取組方針・目標） 進捗状況（17年 4月～19年 3月） 18年 10月～19年 3月
Ⅱ．経営力の強化

４．法令等遵守態勢の強化

（１）営業店に対する法令等遵守状況の点

検強化等

《前項から続く》 ・不祥事の未然防止を目的とし、コンプライアン

ス統括部が全店舗への臨店を実施した他、各

集金センターにおける現金の取扱いや事務セ

ンター（事務部）及び子会社（さがみサプラ

イ）における事務の取扱いを検証すべく、臨

店を実施しました。

・説明責任等を果すことを目的に、投信販売に係

るコンプライアンス･チェック表を制定しま

した。〈18年 1月〉
・ 内部通報制度の導入（18年度）に向け、内部
通報制度要領等の制定準備に着手しました。

・ コンプライアンス統括部と事務部が合同で、

階層別に名寄せフォローアップ研修を実施し

ました。

・ 預金者保護法施行に伴い、偽造・盗難カード

被害への迅速な対応を図るべく規定等を制定

しました。

・ 年間スケジュールに基づいて監査部による臨

店監査を実施しました。
・ コンプライアンス統括部が関係部と協力し、
研修や臨店による事務検証を実施して、法令
等遵守態勢の強化を図りました。
①階層別の研修を実施（コンプライアンス理

解度テストを含む）

②コンプライアンス・オフィサー連絡協議会

を実施

③部店内の自主勉強会の実施状況を引き続き

モニタリング

④コンプライアンス統括部による臨店検証に

おいて、融資説明責任、保険窓販取扱の各

チェックリストの活用状況を検証  
⑤全職員に対し、法令等遵守状況の自己チェ

ックを継続して実施し、その結果を取りま

とめて実施状況をモニタリング
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項　目 計画（取組方針・目標） 進捗状況（17年 4月～19年 3月） 18年 10月～19年 3月
Ⅱ．経営力の強化

４．法令等遵守態勢の強化

（１）営業店に対する法令等遵守状況の点

検強化等

《前項から続く》 ⑥17年度通期のコンプライアンスプログラム
への取組状況を理事会に報告

⑦投信販売コンプライアンス・チェックリス

トを制定し、チェックリストの活用状況を

検証

・ 監査部がコンプライアンスに関する研修の実

施状況や苦情に対する対応状況について検証

しました。

（２）適切な顧客情報の管理・取扱いの確

保

顧客保護の観点を最重要視して、顧客情報

管理の徹底と紛失等事故発生ゼロを目指す

ほか、金融犯罪防止の強化に努めていく方

針です。

・ 「個人情報保護法」施行（17年 4月）への対
応、準備に向けて設置した『個人情報保護法

対応委員会』において、「個人情報保護法」に

係る基本規定並びに各種要領等を制定し、17
年 4月から運用を開始しました。

・ 『個人情報保護法対応委員会』は、「個人情報

保護法」施行に伴って解散し、新たに設置し

た『個人情報保護対応委員会』が「個人情報

保護法」に係る業務上の問題点についての対

応方法等を協議することとしました。

・ 「個人情報保護法」に係るテーマを中心に本

部関連部が研修を開催しました。

・ 顧客情報については、コンプライアンス･オフ

ィサー連絡協議会を通じ、その管理徹底を図

りました。                   
・ 年間スケジュールに基づいて監査部による臨

店監査を実施し、情報資産チェック表に基づ

く管理状況の検証を行いました。

・ 個人データについては「個人情報基本台帳」

を作成し、その管理を徹底した。さらに、個

人データの管理、点検、監査等に関する要領

を作成し、個人データ管理の強化に向けた取

組みを進めました。

・ 個人情報保護対応委員会の主導により、以下

の対策を実施し個人データ管理等の一層の強

化に取り組みました。

①規定等の評価・見直しを実施し、要領の制

定及び改定を実施

・ コンプライアンス統括部がパート・契約職員

に対し、個人情報をテーマとする研修を実施

しました。〈19年 1月 16日、2月 1日〉
・ コンプライアンス・オフィサー連絡協議会を

開催し、苦情や顧客申し出事項を踏まえ、個

人情報管理について指導を行いました。

〈19年 11月、1月、3月〉
・ コンプライアンス統括部による臨店検証にお

いて、営業店の情報資産管理状況を検証しま

した。

・ 監査部において、個人情報保護対応委員会並

びに事務部からの営業店並びに各部に対する

指導状況の監査を実施しました。
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項　目 計画（取組方針・目標） 進捗状況（17年 4月～19年 3月） 18年 10月～19年 3月
Ⅱ．経営力の強化

４．法令等遵守態勢の強化

（２）適切な顧客情報の管理・取扱いの確

保

《前項から続く》 ②個人データを取扱う全部店を対象に、18 年
度個人データ点検計画を策定し、同計画に

基づく点検実施を開始

③金庫全体の個人情報基本台帳（17年 12月作
成）に基づき、各部店単位の個人情報台帳

を作成し、部店毎の管理を強化

④個人情報保護法Ｑ＆Ａの各項目に対し、該当

する内部規定名等を盛り込むことにより、

より分かりやすく改定

⑤事務部事務連絡会議において、内務担当役席

者を対象として、個人情報保護法の目的、

遵守事項の更なる徹底を図るための研修を

実施

⑥職員等による私物鞄、私物携帯電話等の事

務室（営業室）への持込みを規制

・ 事務部が個人情報の取扱状況を実地検証し、

その状況に応じて事務指導を実施しました。

・ 17 年度上期から、「個人情報管理態勢に係わ
るチェック」をスケジュールに基づいて継続

しました。

５．ＩＴの戦略的活用

（１）ＩＴの戦略的活用 インターネット利用による各種届出を可能
とするようシステム対応の導入に取組むと
ともに、インターネット利用による事務処
理の効率化（経費削減）を図るほか、ＩＴ
を活用した「経営改善計画書」の作成など
コンサルティング機能の強化を推進してい
く方針です。

・ Web 仮審査申込の保証会社との契約・システ
ムを導入し、取扱いを開始〈17年 11月〉し、
システムの定着化に努める一方で、利用拡充

に向けた告知を積極的に進めました。

・ 顧客利便性向上のため、信用金庫業界では全

国初の試みとなったテレビ電話相談システム

（ワープビジョン）については、計画期間内

に営業店 14店舗（うち無人端末 5店舗）、本
部 3部署（4端末）まで設置箇所の拡充を図り
ました。

・ ITを活用した「経営改善計画書」の作成によ
り、コンサルティング機能の強化を図るため、

経営計画作成支援ソフト「MAP－Ⅱ」を 19
年 5月から導入することとしました。

・ テレビ電話相談システムの利用拡大を図るた

め、積極的なＰＲを展開しました。

・ Web バンキングシステムによる諸届出業務
の導入については、要領改定作業等の遅延に

より、19年度にズレ込むこととなりました。
・ ＩＴを活用した取組みとして、経営計画作成

支援ソフト「ＭＡＰ－Ⅱ」の導入については、

コンサルティング機能の強化を図る観点か

ら、営業店に先駆けて本部に導入（5台導入）
し、操作研修を実施しました。

これにより、19年度における「ＭＡＰ－Ⅱ」
の営業店展開については、10店舗への導入を
決定しました。
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項　目 計画（取組方針・目標） 進捗状況（17年 4月～19年 3月） 18年 10月～19年 3月
Ⅱ．経営力の強化

５．ＩＴの戦略的活用

（１）ＩＴの戦略的活用 《前項から続く》 ・ 総合信用リスク管理システム（不動産担保評

価、企業信用格付及び自己査定システムが連

動）については、18年 7月から本格的に全面
稼動しました。

６．協同組織中央機関の機能強化

（１）個別金融機関の市場リスク管理態勢

等の強化

統合リスク管理、バーゼルⅡに向けて、信
金中央金庫や取引先証券会社等外部の専門
家との連携を深め、より精緻な市場リスク
の把握、管理の研究を行うなど市場リスク
計量化の精緻化による管理の強化に取り組
む方針です。

・ 全信協主催の「総合リスク管理講座」に参加

しました。

〈17年 7月 25日～29日　総合企画部 1名が参
加〉

・ 監査部により、計画どおり各種証券類の残高

照合等の特別監査を実施しました。

〈17年 8月 30日〉
・ 信金中金主催の「市場業務入門コース」に参

加しました。

〈17年 9月 12日～15日　資金運用部 1名が参
加〉

・ 関信協主催の「評価制度・リスク管理講座」

に参加しました。

〈17年 12月 2日　審査部 2名が参加〉
・ 全信協主催の「収益管理講座」に参加しまし

た。

〈18年 1月 16日～20日　総合企画部 1名が参
加〉

・ 信金中金主催の「新 BIS規制及び統合リスク
管理にかかる情報交換会（県下の信用金庫が

対象）」に参加しました。

〈18年 3月 10日　資金運用部、審査部、総合企
画部が出席〉

・ 信金中央金庫による有価証券ポートフォリオ

分析を受け、有価証券の収益性、リスク量等

の中立的分析やリスク管理の考え方について

意見交換を行うとともに、助言を受けました。

〈19年 1月 17日〉
・ CDO(合同債務担保証券)についての勉強会を
開催しました。〈19年 2月 15日〉

・ 証券会社の経済研究所による勉強会（経済情

勢、株式動向、国際資本移動情勢と為替レー

ト等）を開催し、関連知識を深めました。

〈19年 1月～3月〉
・ バーゼルⅡの適用開始を踏まえ、統合的なリ

スク管理体制の整備では、その実現を目指し、

「リスク管理統括部」の新設（19年 4月）を
決定したほか、役員が関与しながら庫内横断

的なリスク管理体制を整備（方針及び諸規定

の整備を含む）しました。

・ 監査部がスケジュールに基づいて、各種証券
類の残高照合等の特別監査（3 ヶ月毎）を実
施しました。なお、19年 1月分については、
現物監査に替えてバックテスティングを実施
しました。
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項　目 計画（取組方針・目標） 進捗状況（17年 4月～19年 3月） 18年 10月～19年 3月
Ⅱ．経営力の強化

６．協同組織中央機関の機能強化

（１）個別金融機関の市場リスク管理態勢

等の強化

《前項から続く》 ・ 市場リスク管理態勢を一層強化する取組みと

して、システム（オンライン）の追加導入に

より証券会社 2 社体制とし、これをもって十
分とする判断から、システム（ボンド MIS）
のバージョンアップは見送りました。

このほか、「その他有価証券の外国証券」の評

価を月次から週次に改善し、「その他有価証

券」の評価損益把握の迅速化を図りました。

・ 統合的なリスク管理の体制整備に向けて、総

合リスク管理委員会の下部組織である ALM
委員会、信用リスク管理委員会、事務・シス

テムリスク管理委員会の構成員を変更（委員

長を専務理事、構成を部長クラス）し、委員

会のレベルアップを図りました。一方で、19
年 4月にリスク管理統括部の創設を目指し、
これに係る人材育成を待つ間、信金中央金庫

のトレーニー研修に職員 1名を派遣してリス
ク管理に係るノウハウの吸収に努めました。

〈18年 8月～10月〉
Ⅲ．地域の利用者の利便性向上

１．地域貢献等に関する情報開示

（１）地域貢献に関する情報開示 地域貢献活動の本来的意義を充分認識し、
経営の透明性と地域やお客様とのコミュニ
ケーションを高めるために、情報開示を積
極的に推進していく方針です。

・ 17年度及び 18年度発行のディスクロージャ
ー誌に加え、ホームページで、当金庫の「経

済的貢献活動」「文化的・社会的貢献活動」

「イベント・交流等」「中小企業支援（創業支

援含む）」に関して、詳しく、分かりやすく情

報開示しました。

〈17年度⇒17年 7月、18年度⇒18年 7月〉
・ 17年 9月末時点及び 18年 9月末時点の半期
経営情報の開示（半期ディスクロージャー誌

及びホームページ）においては、地域貢献活

動にかかる情報をトピックスとして掲載し

て、これらを開示しました。

17年度上期⇒17年 11月
18年度上期⇒18年 11月

・ 従来の開示内容や開示方法についての検証を

進めた一方で、開示にかかる情報収集に努め

ました。

この結果を 19 年度発行予定のディスクロー
ジャー誌に反映し、当金庫の地域貢献活動に
ついて、利用者からの理解をより深められる
ような開示に向けて検討を進めました。
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項　目 計画（取組方針・目標） 進捗状況（17年 4月～19年 3月） 18年 10月～19年 3月
Ⅲ．地域の利用者の利便性向上

１．地域貢献等に関する情報開示

（２）充実した分かりやすい情報開示の推

進

当金庫と取引するすべての顧客に対し、当
金庫の評価が適正に判断されることに資す
るため、分かりやすいホームページへの全
面改定を行うなど、積極的な情報開示を行
っていく方針です。

・ 充実した分かりやすい情報開示を目指し、ホ
ームページを全面改定（デザイン変更等も含
め）するとともに、当金庫の経営内容や地域
への貢献活動を分かりやすく開示しました。
なお、情報開示にあたっては、今まで以上に
積極的に取組みを進めました。

〈18年 4月〉

・ 充実した分かりやすい情報開示の推進を主眼
に置き、利用者の目線に立って、金利情報を
はじめとして、各種商品（預金や融資）及び
これにかかるキャンペーン情報等をきめ細か
く、積極的に開示しました。

２．地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立

（１）地域の利用者の満足度を重視した金

融機関経営の確立

当金庫の評価がお客様に委ねられているこ
とを全役職員が再確認するとともに、約束
を守り、可能な限りスピード豊かに、期待
通りに行動し、改善することについて必要
があれば「即、行動」を掲げて取組む方針
です。

・ 休日営業のローンセンターについては、拠点

数は減少（4ヵ所→3ヵ所）、となったものの、
より一層の利便性向上を図る観点から、コー

ルセンター（商品、事務処理等の電話相談）

の設置を前提とするテレビ電話サービス（ワ

ープビジョン）を導入し、これを補完しまし

た。

なお、コールセンター設置に向け、専門部署

による体制整備として本部機構を改正（営業

統括部を営業企画部・営業推進部に分割）し

ました。〈18年 4月〉
・ （社）関東信用金庫協会が主催する「2005年
信用金庫顧客満足度合同調査」に参加し、利
用者満足度アンケート調査を実施し、この結
果をとりまとめ、ホームページで公表しまし
た。〈18年 7月 3日〉

・ 地域の利用者の満足度を高める取組みの一つ
として、教育事業の一端を担う目的で、小田
原市の市民講座「パソコン教室（無料：職員
が講師）」の開催を継続しました。

・ モニター制度に基づき、第２回モニタリング

を実施しました。〈18年 11月〉
・ 前回アンケート調査内容の改善を踏まえ、よ

り細分化された利用者の意見を汲み取るべ

く、（社）関東信用金庫協会主催の「2006 年
信用金庫顧客満足度合同調査」への参加によ

る利用者満足度アンケート調査を実施しまし

た。〈18年 12月〉
なお、これに基づく経営改善への取組み結果

等については、19年 6月中旬頃に公表を予定
し、準備を進めました。
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項　目 計画（取組方針・目標） 進捗状況（17年 4月～19年 3月） 18年 10月～19年 3月
Ⅲ．地域の利用者の利便性向上

３．地域再生推進のための各種施策と連携等

（１）地域再生推進のための各種施策と連

携等

当金庫が地域に存続することを最大の地域

貢献と考え、必要で求められる役割につい

て、一番に相談を受ける姿勢で取組む方針

です。

・ 小田原商工会議所 TMO 事業推進室への職員
派遣（1名）及び小田原市市民推進活動委員会
への職員の参画（1名）を継続しました。

〈17年 7月～〉
・ 18 年 4 月の信用金庫法改正を受け、「会員以
外の者に対する資金の貸付等を行うことがで

きる先」として、「PFI実施に係り選定された
民間事業者」を追加しました。

・ 2市 8町の合併推進協議会（青色申告会主催）
に理事長が参画し、情報収集に努めました。

・ 当地（箱根町、湯河原町）の観光産業再生及

び活性化に向けた取組みとして、特定業種（観

光関連産業）向けの長期固定金利型ローン

（「湯のまち　応援団！」）の取扱いを決定〈取

扱開始は 4月〉したほか、利子補給制度の導
入（箱根町は 7月頃、湯河原町は交渉中）に
向けた仕組みづくりにも取り組みました。

・ 小田原市の新事業であるコミュニティ FM放
送局（「小田原 FM」：通常時には商業や観光
情報を放送）の開局（3月）に関与しました。

Ⅳ．進捗状況の公表

進捗状況の公表 今までと同様にホームページを活用し、地

域密着型金融における当金庫の推進計画、

具体的取組策及び施策の進捗状況をより分

かりやすく公表していくことにより、会員

や地域の利用者における当金庫への理解や

評価を一層高めていく方針です。

・ 本計画（『地域密着型金融推進計画』）に掲げ

たスケジュールに基づき、17年度（17年 4月
～18年 3月）までに取り組んだ各種施策の具
体的な進捗状況（公表数値目標に対する達成

状況を含む）について、これらを取りまとめ

て、ホームページで公表しました。

〈18年 6月 12日〉

・18年度上期（18年 4月～18年 9月）までに
取り組んだ各種施策の進捗状況（公表数値目

標に対する達成状況を含む）について、これ

らを取りまとめて、ホームページで公表しま

いた。〈18年 11月 30日〉
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