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地域密着型金融推進計画の進捗状況 
（平成１７年４月～９月） 

 
 湘南信用金庫は、地元の中小企業者や住民の皆さまに支えられ、創業８０周年を迎えることができまし 
た。地域に根ざした金融機関として、「街にいい風 あなたにいい風」を永遠のテーマとし、皆さまととも 
に発展していくことを基本理念に、これからも地域密着型金融を推進します。 
 
 平成１７～１８年度を「重点強化期間」として新たな「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアク

ションプログラム」を策定し公表していますが、平成１７年上期（１７年４月～９月）までの進捗状況に

ついて公表します。 
これに際しては、お客様が理解しやすいよう、できる限り具体的かつ分かりやすい内容とするよう努力

しました。公表した内容・成果をお客様に評価していただき、お客様の声に耳を傾け、これを当金庫の経 
営に反映して経営改善の一助とします。 
 
 「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム」は、以下に記載する大項目に分類 
し、計画を実施しました。進捗状況の報告につきましては各小項目の下部に記載しています。 
 
１．事業再生・中小企業金融の円滑化 
２．経営力の強化 
３．地域の利用者の利便性向上 
 
１．事業再生・中小企業金融の円滑化について 
   長引く不況による大企業の納入単価切り下げや工場撤退、あるいは公共投資の削減など、中小企 
  業・個人事業者にとって厳しい経営環境が続いてきましたが、当金庫は地域経済の活性化への支援こ 
そ、地域密着型金融機関の存在意義であるとの信念に基づき、地元の中小企業や個人事業者の方々の 
再生支援に文字通り全力を尽くしてきました。 
地域住民の雇用確保、納入業者や下請け企業等の取引継続を維持するといった地域経済へのダメー 

ジ回避を最優先として支援しました。 
   この基本理念を維持・継続して、今後も地域密着型金融の機能強化を積極的に推進し事業再生・中 
  小企業金融の円滑化に取組みます。 
 
（１）創業・新事業支援機能を強化します。 
  ①融資審査能力（「目利き」能力）の向上を図るため、外部研修会への職員派遣、内部研修の充実、通 
   信講座・資格取得の斡旋・奨励等人材の育成を積極的におこなっていきます。              

    中小企業融資相談センターは、各種経営相談の専担部署として、公的資格保有者が多数在籍して 
   います。営業店舗との定期的な人員交流をおこない、業務を通じた人材教育（ＯＪＴ：On the Job 
   Training）により、融資審査能力の向上を図っています。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 

    営業店の得意先係については、その全員を対象として「得意先実践融資研修会」および監査法人 
出身の公認会計士を講師に招き、取引先支援を目的とした「融資実務研修会」を開催。従来の研修 
にはない観点・手法を身に付けた。 
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 中小企業融資相談センターは、国民生活金融公庫と勉強会・情報交換会を開催し、創業・新事業 
に関するノウハウ吸収をおこなった。 

  ②各種政府系金融機関、信用保証協会、神奈川中小企業センターとの連携を強化し、創業に関する支 
   援や情報提供を積極的におこないます。 
    政府系金融機関が持つ豊富なノウハウを生かし、保証協会の創業支援融資制度を積極的に利用し、 
   神奈川中小企業センターのコンサルティング機能と外部情報を活用します。 
        少子高齢化の進展により福祉・医療分野に対する充実が望まれる状況にあります。従前より積極 
   的に取組んできた分野でありますが、（独）福祉医療機構との協調融資契約締結を機会に更に地域の 
   福祉・医療充実の為、新たな施設の開設等を支援します。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 
   創業に関する上期の相談件数は、目標の４０％と不調でした。国民生活金融公庫との勉強会等に

よるスキルアップの段階にあることから、実績としては不満な結果となってしまっており、１７年

度通期もしくは１８年度にかけて、なお一層の努力をいたします。 
   医療福祉分野進出への支援機能は、相談件数８０％、融資実績１００％と、ほぼ達成することが

できました。高齢者層の増大、三浦・湘南地区の気候風土など、医療福祉分野は当金庫の営業地区

に特有の成長産業として、下期は更なる積上げを目指します。 
 ③創業・新事業の成長段階に応じた適切な支援として、当金庫ではベンチャーファンドによる投資と 
  中小企業融資相談センターによるアドバイザー機能を活用しています。 
    ベンチャーファンドは「しょうなん産学連携ファンド」と「しょうなん産学連携事業化支援ファ 
   ンド」の２種類があり、独自の優れた技術、経営や営業に関するノウハウ等、様々な切り口から将 
   来性の高い企業へ投資します。 
    「しょうなん産学連携ファンド」は原則として上場を目標とし、アーリーステージとミドルステ 
   ージにある企業が対象です。（アーリーステージとは、起業後一定期間を経過した立ち上げ段階に位 
   置する状態を指します。ミドルステージとは、順調な成長途上段階に位置する状態を指します。） 
    「しょうなん産学連携事業化支援ファンド」は必ずしも上場を条件としないインキュベーション 
   ファンドです。（インキュベーションとは「孵化」という意味ですが、設立後間もない生まれたての 
   段階を指します。）これらのファンドは過去の決算内容を問わず、担保や連帯保証人も必要ありませ 
   ん。企業の将来性を審査し、地域から世界に飛躍する企業を発掘、育成することを目的とします。 
   また、東海大学と連携し、技術指導や共同研究をする仕組みを備えており、具体的成果として、通 
   常よりも身の大きな養殖アサリの開発に成功しました。 
    起業後しばらくはファンドからの投資による資金調達が中心となりますが、本格的に営業活動を 
   開始した時期には融資取引を中心とすることとなりますので、中小企業融資相談センターが起業当 
   初からの育成支援を引継ぎ、融資取引の推進・深耕を図ります。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 

    １７年度上期はソフト開発会社１社へ投資実施したほか、５社を投資見込み先としてリストアッ 
プし、提案・調査ならびに経営指導等をおこないました。ソフト開発会社に対しては、その旺盛な 
成長力に合わせて、融資による資金応需にも着手しました。創業から一定期間経過すると訪れる活 
発な資金需要期に対し、機動的な資金供給態勢を示すことができました。 

 
（２）取引先企業に対する経営相談・支援機能を強化します。 
  ①コンサルティング機能および情報提供機能として、「湘南経営応援隊」と「しょうなん服部塾」を開 
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      催します。 
    お客様のＩＴ化支援策として「湘南経営応援隊」事業を展開し相談・支援機能を強化していま    
   す。業務運営に対するＩＴ化は、競争が激化する経営環境下において避けることはできませんが、 
   単にパソコンを購入しただけに止まってしまう例が多々見られます。お客様がＩＴ化を図るに際し 
   て、経営の効率化に結びつくよう、ソフト面からも支援することが「湘南経営応援隊」の目的です。 
   中小企業融資相談センターと二人三脚でコンサルティングすることにより、設備を導入しただけに 
   終わらない、真のＩＴ化が図れます。 
    テーマ別に専門家を招聘し四半期毎で研修会を実施し、若手経営者育成により地域経済の活性化 
   を目指す「しょうなん服部塾」を開講します。経営改革に直結する実学のみを講義し、当金庫と取 
   引の無い方も参加いただくことで、地域の活性化を図ります。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 

    「湘南経営応援隊」は８月２日に発足式を開催しましたが、６８社ものご参加をいただき、この 
中からまず４社に対して IT成熟度診断を実施しました。この４社について、現在は個別具体的な計 
画を進捗させているところです。 
 「しょうなん服部塾」は、９月１３日に開講式を開催、１０３名の方が入塾されました。第１組 
については９月１７日から集中講義を開始、順次第２組・３組と進みながら、実践的で厳しい講義 
を積み重ねています。塾生の方々からは、「今まで経験してきた中で、もっとも厳しく、しかしもっ 
とも経営の役に立つ講義である」との評価をいただています。 

②取引先の経営の健全化に向けた取り組みを強化するべく、お取引先との密接な連携を図っています。 
    店舗長経験者など、融資実務に精通した部長級職員を中心とした「企業再生チーム」が主管とな 
   り、要注意先債権等の健全債権化に向けた取り組みを強化しています。対象取引先を絞り込み、完 
   全専門担当者となり、一人当たり５社～１０社を受け持ちます。原則として毎月１回経営会議を開 
   催し、月次の財務状況を中心に不良債権の新規発生防止と健全債権化の推進を図っています。 

○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 
    債務者区分のランクアップを目的とする「再生先」を２７先、ランクダウンの防止を目的とする 

「管理先」を２７先選定し、企業再生チームから８名が専担者となり、実態把握と経営改善指導を 
実施しています。この中の１７先に対しては、毎月経営会議を開催し、経営全般にわたる改善指導 
をおこなっています。 

  ③お取引先の経営改善の一助となることを目的として、健全債権化の実績を公表します。 
    過去２年間の公表は改善実績の数値のみでしたが、今後はお取引先各位の経営改善の参考となる 
   よう、一部具体的施策を含めて公表します。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 
   当金庫の資産査定は年度末基準の年１回であるため、正式な公表は１７年度決算終了後となりま 
すが、現在の進捗状況は、ランクアップ率１０％目標のところ見込としては１５％を超えるランク 
アップ率を予定しています。 

 
（３）事業再生に向けて積極的に取組みます。 
  ①事業再生に向けた積極的取り組みは、平成１３年度から着手しており、引続き推進します。 
    過去２年間の取り組み成果は、ＭＢＯ（マネジメント バイ アウトの略称。経営者や従業員が 
   所属する企業の事業部門を買収して独立すること）や会社分割によりコア事業へ集中特化すること 
   で経営再建を図る手法や、優良取引先とのビジネスマッチングによる収益力の強化、不動産ビジネ 
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   スへの展開等への支援によるものが中心でした。この方針を継続するとともに、外部コンサルタン 
   トとの提携も含めて実施し、先進的手法が可能である場合は積極的に取組みます。 
  ○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 
   企業再生チーム担当企業１社に対し、顧問契約を締結している外部コンサルタントを導入し、共 
同で再生支援を開始しました。 
②再生支援実績に関する情報の開示を充実し、再生ノウハウの共有化を図ります。 

    ホームページおよびディスクロージャー誌に、再生支援の成功事例についてできる限り具体的に 
   掲載し、公表します。公表事例は一般化が可能である汎用性のある手法に限定し、企業名や個人名 
   が特定されないようプライバシ－保護に留意します。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 

    前記（２）③に記載しましたが、半期での債務者区分は仮の状態であるため公表には適しません。 
ただし、ランクアップ見込先を中心に成功事例の作成は開始していますので、今後の公表において 
は個人情報に配慮しながら、再生ノウハウの共有化が図れるような対応も含めて検討しているとこ 
ろです。 

 
（４）担保・保証に過度に依存しない融資を推進します。 
  ①担保・保証に過度に依存しない融資の取組として、無担保・第三者保証人不要の「スーパーサポ 
   ートローン湘南」および「セレクトサポートローン湘南」を商品化しました。 
    企業の将来性や技術力等を的確に評価し、内部格付制度の早期導入、融資実行後の業況把握（ロ 
   ーンレビュー）の徹底等により、融資審査態勢の強化を図っていきます。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 
   「スーパーサポートローン湘南」および「セレクトサポートローン湘南」の１７年度上期実績は、 
年度間目標に対して、件数で５０％、金額で７２％に達しており、順調な進捗を果たすことができ 
ました。 
 また、融資審査態勢の強化については、企業信用格付の理解度向上に努め、企業本来の信用力を 
中心に判断する体制整備をおこないました。 

  ②既存の根保証契約を見直し、第三者保証の適切な利用を心掛けます。 
    融資の取扱いに関する基本規定となる「融資事務取扱要領」において、担保・保証に過度に依存 
   してはならない旨を明記し徹底しています。また、改正民法に対応して全店舗へ説明会を開催し、 
   根保証契約の変更を周知徹底しています。 
    具体的取り組みとして、「与信取引に関する顧客への説明態勢に係る規則」および「債務者及び保 
   証人等への説明マニュアル」を１６年度末に制定し、融資取引時に適切な説明が行われるように指 
   導するとともに、より簡明なマニュアルにすべく、適宜見直しを実施していきます。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 

    個人の根保証契約にかかる取扱変更について、１７年３月に全体説明会を開催し、同年４月には 
数店舗単位で開催する集合ミーティングにて再度説明し指示徹底を図りました。この中で取組方針 
の理解と周知がなされていることを確認しています。 
また、詳細な説明マニュアルを制定し、お客様への十分な説明とご理解の上で契約していただく 
体制の整備を進捗させました。 

  ③中小企業の資金調達手法の多様化に取組んでいます。 
    売掛債権担保融資（信用保証協会保証付）を積極的に推進した結果、神奈川県信用保証協会にお 
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   ける同融資の平成１６年度金融機関別実績において、当金庫の取扱件数が第一位となりました。今 
   後も様々な融資手法を検討し、担保・保証が無い場合にも、中小企業の皆さまに資金提供ができる 
   よう努力していきます。 
    財務諸表の精度が総体的に高い中小企業向けの「エグゼクティブローン」は、平成１６年度から 
   取扱いを開始していますが、引続き積極的に推進します。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 

    売掛債権担保融資について、１７年度上期実績は、年度間目標に対して件数で８５％、金額で７ 
７％を達成と順調に推移しています。一方「エグゼクティブローン」については、年度間目標に対 
して件数で２０％、金額で２５％と低調であることから、引き続き推進を図っていきます。 

 
（５）顧客への説明態勢を整備し、相談苦情処理機能を強化します。 
  ①「説明責任ガイドライン」を踏まえて、平成１６年３月に「顧客への説明責任マニュアル」を制定 
   し、お客様への説明態勢を整備しました。 
    融資の契約締結時に適切かつ十分な説明をすることで、当金庫の融資方針ならびに手続き上の説 
   明義務を履行し、事後の紛争に至らないよう指示、徹底し、内部的な検査体制も構築しています。 
   これにより契約締結時の説明不足による、苦情発生の根絶を目指しています。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 

    当金庫では、融資実行時における詳細な説明マニュアルを制定しており、お客様に対する説明義 
務の履行は十分な体制整備が出来ていると考えています。また、内部牽制の立場から検査部による 
全店検査を実施し、説明責任の履行とその実効性を確認しました。その一方で、お客様への過大な 
負担を生じさせているとの指摘もあることから、必要にして十分な内容への簡略化を計画していま 
す。これにより、なお一層お客様が理解しやすく、運用も容易となるマニュアルとすべく改定を予 
定しています。 

  ②「説明責任ガイドライン」を踏まえた相談苦情処理機能を強化すべく、「苦情処理規程」を制定し、 
   苦情処理手順の明確化による機能強化の充実を図っています。 
    相談・苦情は金庫の経営改革への助言であると認識し、金庫内部の連絡を密にするとともに、専 
   門担当部署の設置も含めて積極的な対応を推進します。苦情等の事例の蓄積と、分類整理、分析、 
   フィードバックを通じて、金庫経営の改革に役立つものへと活用していきます。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 

    平成１７年４月に「苦情処理規程」を制定、８月には苦情処理打ち合わせ会議を開催し、全店で 
苦情に対する態勢の整備を推進しています。また、お客様への専門窓口となる「お客様相談室」 
を新規に開設するよう、準備を進めています。 

 
（６）企業の将来性、技術力を的確に評価できる能力（「目利き」能力）ならびに経営支援の能力を向上さ 
   せ、もって事業再生・中小企業の金融の円滑化に向けた人材を育成します。 
    目利き能力の向上や経営支援をテーマとした外部講師や内部職員による研修会の継続的な開 
   催や、全国信用金庫研修所など各種業界団体が主催する外部研修会への積極的な参加、および 
   ファイナンシャル・プランニング技能検定をはじめとする公的資格取得の斡旋・奨励により職 
   員の能力向上を推進します。また若手支店長を本部審査部門へ、若手職員を中小企業融資相談 
   センターやローンセンターへ定期的に配置転換をすることにより、人材の育成を図ります。 
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○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 
    外部講師をお招きした研修会を中心として、審査研修会・財務分析研修会・実務研修会等を開 

催しました。このほかファイナンシャルプランニング技能検定等、金庫職員の専門資格取得も積極 
的に支援しています。 

 
２．経営力の強化について 
   当金庫は地域密着型金融機関として、長期的で定期的な取引関係により得られた情報を活用し、対 
  面交渉を含む質の高いコミュニケーションを通じて融資先企業の経営状況等を的確に把握し、これに 
  より中小企業等への金融仲介機能を発揮するとともに、当金庫自身の収益向上を図ります。これに際 
  し、当金庫はお客様との協力態勢による経営内容改善を主眼としたリスクの共同管理と、コストの共 
  同負担をすることで、相互信頼の下に相互の情報共有を図り、双方の経営の強化と発展を推進します。 
 
（１）リスク管理態勢を充実させます。客観的かつ合理性の高いリスク管理態勢を構築することにより、 
   経営の安全性を高めます。 
  ①自己資本比率の算出方法の精緻化を図ります。 
    平成１８年度末から実施となるバーゼルⅡ（新しい自己資本比率規制）に対応すべく、同規制の 
   導入時における当金庫への影響を早期に把握するとともに、検証態勢の構築に向けて取組みます。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 
   バーゼルⅡ（新しい自己資本比率規制）実施により、自己資本比率の算出に影響を及ぼしうるリ

スク項目は信用リスクとオペレーショナルリスクです。バーゼルⅡの正式告示により、早急な対応

が図れるよう体制整備の準備を進めました。 
      
  ②リスク管理の高度化を図ります。 
    バーゼルⅡにおいては、統合リスク管理として、市場リスク・信用リスク・オペレーショナルリ 
   スク、の３種のリスクを管理するよう掲げられています。各リスクの管理手法については、当金庫 
   として適切な手法を選択する予定です。リスクの厳格な管理により金庫経営の高度化と安全性の確 
   保を図りつつ、収益性の確保も同時に図ります。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 

    １７年度上期には、市場リスク自体を測定する方法について、リスク額をより厳しく計測し、確 
実性の高いものへと変更しました。また、測定区分の細分化や個別数値の採用により、リスク測定 
の精緻化も進めています。 

 
  ③情報開示の拡充に向け適切な態勢を整備します。 
    バーゼルⅡにおいては、情報開示の拡充により市場規律を導入し、お取引先から当金庫の経営内 
   容へご意見をいただくことで、経営の改善を推進することが求められています。当金庫では法制化 
   以前の昭和５４年より自ら情報開示をしてきました。ディスクロージャー誌やホームページによる 
   情報開示は、お客様に理解しやすいことに留意して掲載し、またお客様からのご意見も積極的に受 
   付ける態勢を整備していきます。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 

    理解しやすく見やすいディスクロージャーについては、１７年度上期から着手しましたが、これ

からも一層の工夫と努力をいたします。 
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（２）収益の管理態勢を整備し、収益力を向上させます。 
    企業の財務内容に応じてランク付けを行う内部格付制度を構築中であり、平成１８年度中に内部 
   格付制度として立ち上げ、信用リスク計量化の推進と、合理的な金利設定のための内部基準の整備 
   に向け、積極的に取組みます。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 
   １７年度上期における信用格付のデータ整備は、８５％進捗とほぼ計画どおりとなりましたが、 
下期を含めて年度間計画の１００％達成を果たすべく進捗中です。 
 また信用格付の普及により、企業の信用力判断を迅速かつ客観的に把握できることから、融資審 
査の支援効果も発揮しつつあります。 

 
（３）ガバナンス（透明性の高い経営体制）の強化に努めます。 
  ①半期開示の内容を充実させ、継続的に実行します。 
    半期ディスクロージャー誌を今後も継続的に発行し、開示内容の表現方法も理解しやすいことを 
   旨とします。グラフの活用等による視覚的ツールを平成１７年度から盛り込む予定とし、また発行 
   時期もできる限り早期化するよう努め、当金庫の経営への理解度を高めます。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉   
   １７年度上期の業績を公表した「半期ディスクロージャー」にグラフを挿入し、同時にカラー 

印刷化しました。ご覧いただいたお客様からも、見やすく理解しやすい形式になったと、ご好評 
をいただいています。 
また、一括大量印刷するのではなく、各店舗へデータ配信し、各店舗にあるカラープリンターで 
必要に応じた数量を適宜印刷する方式へ変更しました。これにより、作りすぎによる無駄、廃棄物 
の発生を抑えつつ、即時に公表できる態勢も同時に整えることができました。 

 
②総代会に一般会員の意見を反映させる仕組み等、総代会の機能の強化を図ります。 

    会員の代表による総代会が当金庫における最高の意思決定機関となっています。会員の方々は当 
   金庫にとって最重要となる構成員であることから、総代会へ意見を反映させる仕組みを構築し、経 
   営の透明性を高めるよう努力します。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 

    来年度開催予定の総代会に向けて、鋭意準備しています。 
 
（４）法令等遵守（コンプライアンス）態勢を強化します。 
  ①営業店に対する法令等遵守状況の点検を強化しています。 
    不祥事件防止のための「コンプライアンス臨店指導要領」を制定しており、同要領で指示してい 
   る事項を店舗が忠実に履行することにより法令等遵守態勢を確保しています。専担部署は全店舗へ 
   足を運び、この実施状況を確認し指導しています。これとは別に、法令等遵守に関する検査と監査 
   を実施しており、監視機能ならびに牽制機能を果たしています。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 

    取扱業務・商品の拡大に伴い、順次コンプライアンスマニュアルの改訂と拡充を進めています。 
これと併せて、担当部署は全営業店を訪問し、現場の一線職員との面談を通じて、コンプライアン 
ス意識の向上を啓蒙指導しています。 
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  ②適切な顧客情報の管理および取扱いを確保していきます。 
    個人情報保護法等の法令ならびに諸規程を遵守し、顧客情報をより一層適切に管理し取扱うため 
   に、役職員への教育を徹底しています。また専担部署は「個人情報の保護と利用に関する規程」を 
   始めとする当金庫内部で制定した諸規程に基づき、業務運営上の管理・監督をおこなっています。 
   預貸金等の本業で使用するシステムはもとより、業務で使用するパソコンも含め、ハード・ソフト 
   両面で安全管理措置を構築しており、個人情報ならびに個人データの機密性の保持・正確性の確保 
   に努めています。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 

    １７年４月の個人情報保護法の全面施行にともない、各種金庫内規程を制定し運用を開始しまし 
た。担当部署では、全営業店を訪問し、規程の遵守状況ならびに法令の理解度を確認しました。そ 
の一方で本部を含めて、全部室店舗の長と全店舗に配置されているコンプライアンス委員は、個人 
情報に関する通信講座の受講とオフィサー検定試験の受検および資格の取得をおこなっています。 

 
（５）ＩＴを戦略的に活用していきます。 
    預貸金等の本業で使用するコンピューターシステム（勘定系システムといいます）は、今後２年 
   内に全面的に更改します。同系統の機種を使用している他の自営信金と共同利用するシステムに参 
   加し、費用の低減とシステムの高度化が同時に果たせる方式としています。また、お客様毎の詳細 
   なデータベースを整備し、顧客情報システムの機能拡充を図り、適正な金利設定や手数料体系の適 
   用を可能とします。将来的にはお客様一人一人の状況に応じたコンサルティング機能を発揮するこ 
   とも可能となります。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 

    勘定系システムの更改作業はスケジュールに沿って進捗しており、更改時のシステムトラブル等 
を発生させないよう万全の準備を平行して進めています。 

 
（６）収益性を確保しつつ、市場リスク管理態勢を強化します。 
    価格の変動や金利の変動によって予期せぬ損失を被るリスク（市場リスク）を統計学的手法によ 
   って計算し、それに対する備えを充実させていきます。また、リスク自体を計測する方法について 
   も常に見直しを行ない、さらに確実性の高いものへと進化させます。これにより予期せぬ損失を被 
   るリスクを的確に把握しながら、より収益性の高い事業運営とのバランスをとった経営を推進して 
   いきます。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 

    １７年度上期には、リスク自体を測定する方法について、リスク額をより厳しく計測し、確実性 
の高いものへと変更しました。また、測定区分の細分化や個別数値の採用により、リスク測定の精 
緻化も進めています。 

 
３．地域の利用者の利便性向上について 
   当金庫は地域密着型金融機関であり、地域にとって無くてはならない存在として、地域の皆さまと 
  ともに歩んでいきます。このためには、地域の皆さまに当金庫の内容を開示し、評価していただき、 
  当金庫への要望をいただくことにより、当金庫の経営を改善していくサイクルの確立が重要であると 
  認識しています。 
   情報開示については、ディスクロージャー誌やホームページ等を更に充実させ、当金庫の経営内容 
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  をより一層分かりやすくお示しするよう努力します。 
   経営に対する評価については、お客様からの声を募集するアンケート実施を予定し、質問の多い事 

項等はホームページ内にご案内するページを新設しました。これらの施策結果を経営の改善に反映さ 
せるよう努力します。 

   激化する競争を乗り越え、地域繁栄への奉仕がおこなえる地域密着型金融機関として、お客様から 
  高い評価を得られるよう、たゆまぬ努力を継続します。 
 
（１）地域貢献に対する情報開示をこれからも継続しておこないます。 
  ①地域貢献ディスクロージャーをこれからも継続します。 
    当金庫では法制化以前の昭和５４年より自ら情報開示をしてきました。さらに平成１４年から地 
   域貢献ディスクロージャーも加えて開示してきました。これからも当金庫の地域における役割を分 
   かりやすい形で公表していきます。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 

    ７月に出版した１６年度ディスクロージャー誌では、地域貢献に関するページを倍増させ、図式 
化やグラフの挿入など、見やすく理解しやすい内容となるよう心がけて作成しました。これからも 
より一層見やすく理解しやすくなるよう努力していきます。 

 
  ②充実した分かりやすい情報開示を推進します。 
    お客様の目線に立ち、充実した分かりやすい情報開示をおこないます。アンケート調査を実施す 
   るとともに、質問・要望事項等はホームページに「Ｑ＆Ａ」等の専用ページを設定し公表、ご案内 
   します。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 

    お客様からの声をお聞きするアンケートを、１７年度下期に第１回として実施いたします。アン 
ケート対象として選ばれたお客様におかれましては、ご多忙中とは存じますがご協力いただきたく 
お願いいたします。 

    また、ホームページでは、１７年９月に「よくあるご質問（Q&A）」として、電子メールで寄せ 
られるご質問の中から頻度の高い内容を基準に掲載を開始しました。 

 
（２）地域の利用者の方々の満足度を重視した経営を確立します。 
    当金庫では、働く女性の要望をくみ上げた駅前保育への積極的支援に取組む等、地域の皆さまの 
   利便性を向上させることに、心掛けてきました。 
    これからの施策としては、これまで以上にお客様の要望をくみ上げ、当金庫の経営に反映させる 
   べく、「利用者満足度アンケート」を実施します。お客様から忌憚の無いご意見を募集し、ホームペ 
   ージ等で広く公表し、経営の改善に役立てます。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 

    お客様からの声をお聞きするアンケートの準備を進め、１７年度下期を第１回として実施いたし 
ます。アンケート対象として選ばれたお客様におかれましては、ご多忙中とは存じますがご協力い 
ただきたくお願いいたします。 
 アンケート結果については、ホームページ等により公表し、経営の改善に役立てていきます。 
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（３）地域再生支援を推進するため各種施策と連携します。 
    地域全体の活性化を計画的に実施する「まちづくり」の視点を踏まえて、地方公共団体、商工会 
   議所、ＮＰＯ団体等と連携して、金融の円滑化を中心とした地域再生支援を推進します。具体的に 
   は各商工会議所との提携ローンを一層推進し、金融の円滑化を図ります。また、地域のＰＦＩ事業 
   にも積極的に参加していきます。 
    金融面以外にも、安全で安心できる地域とするために、近々とも想定される大震災に対応すべく、 
   神奈川県・横須賀市・横浜市・川崎市・自衛隊・米海軍の連携による神奈川防災懇談会のコーディ 
   ネーターを務めています。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 

    １７年度上期は、地方公共団体等との連携を鋭意進捗させる時期と捉え、当金庫から積極的なア 
プローチと、人脈形成をおこなっています。 

 
４．地域密着型金融推進計画の公表について 
    本計画は平成１７～１８年度の２年間を推進期間としており、この期間中の推進状況は、原則と 
   して半期ごと（３月末、９月末基準）に、ホームページならびにディスクロージャー誌により公表 
   します。 
○〈平成１７年４月～９月の進捗状況〉 

    本件は１７年度上期に関する第１回目の公表となります。半期ごとの公表は、引続き継続的にお 
こなっていきます。 


