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（平成 28年 4月～平成 29年 3月） 

青木信用金庫 



 

 

1 

 

１．顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮 

■企業のライフステージに応じた支援体制の強化 

（１）目的 

地元の中小企業・小規模事業者のそれぞれのライフステージにおける課

題に対して、適時に最適なソリューションを提案、実行支援することによ

り、企業の成長、経営改善を図り、地域経済の活性化に寄与してまいりま

す。 

（２）取組み内容と成果 

①経営改善支援への取組み 

営業店とのヒアリングの実施等により支援活動に関する行動目標を設

定の上、経営者との話し合いから企業の抱える課題、問題点を把握し、改

善策の立案、経営改善計画の策定支援を行っています。 

②企業診断サービスを実施 

法人取引先の貸借対照表・損益計算書の分析資料をフィードバックし、

収益増強のための改善策・財務内容改善のためのポイントをお伝えする

「企業診断サービス」を実施しております。平成 28 年度は 1,032 社にご

利用いただきました。 

③外部支援機関等との連携 

中小企業・小規模事業者の様々な経営課題に対応するため、外部支援機

関等との連携を積極的に行っています。主な連携機関は、以下の通りです。 

・（公財）埼玉県産業振興公社 

・（独法）中小企業基盤整備機構 

・川口商工会議所 

・（公社）川口法人会 

・（公財）さいたま市産業創造財団 

・日本公認会計士協会 

 

・ものつくり大学 

・埼玉県中小企業再生支援協議会 

・㈱日本政策金融公庫 

また、特に支援ニーズの高い事業承継問題に対応するため、以下の機関

と連携しています。 

・埼玉県事業引継ぎ支援センター 

・㈱日本Ｍ＆Ａセンター 

・信金キャピタル㈱ 

 

 

 

 

 

 

 

⑤新現役交流会の開催 

大手企業の OB 等で、現役時代に培った高度な知識や豊富な経験、ネッ

トワークを持つ「新現役」の方々と経営課題解決に意欲的なお取引先企業

とのマッチングの機会として、平成 28年 

8月 24日に、第 5回目の「新現役交流会」 

を開催しました。参加 25社のお取引先と、 

支援に名乗りをいただいた新現役の方の 

間で延べ 154件の一次面談が実現し、内 

18 社が二次面談を実施されました。今後もお取引先の課題解決のニーズ

にお応えするため定期的に実施してまいります。 

④第 2期あおしん次世代経営塾を開講 

平成 28 年 5 月 18 日に「あおしん次世

代経営塾」を開講しました。実務に直結

した勉強会の開催、定期的な情報サービ

スの提供、個別対応の経営相談を通じて、

次世代を担う後継者、若手経営者の皆さ

まを総合的に支援してまいります。 
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■各種相談会の実施 

（１）目的 

 お客さまが直面する問題、課題について個別に対応する機会を設け、皆

さまのニーズや期待にお応えしたいと考えております。 

（２）取組み内容 

 ①年金相談会の実施 

専門知識を持つ金庫職員による「年金相談サービス」を営業店単位で年

1回行っております。年金の受給漏れ、新規受給手続きなど年金に関する

ご相談にお応えしました。 

②税務相談会の実施 

税理士による「税務相談サービス」を毎月 2回行っております。相続税、

贈与税、所得税等、税金に関する諸事項についてのご相談にお応えしまし

た。 

 ③事業承継個別相談会の実施 

  中小企業基盤整備機構の事業承継コーディネーターをお招きし、個別相

談会を実施しました。 

（３）成果 

  平成 28年度は以下のとおり開催し、ご相談をお受けしました。 

各種相談会 回数 件数 

年金相談会 37 回 123 件 

税務相談会 24 回 57 件 

事業承継個別相談会 2 回 6 件 

 

 

 

 

⑦経済講演会の開催 

平成 28年 11月 15日に明治大学政

治経済学部准教授の飯田泰之氏をお

招きして第 23回「経済講演会」を開

催し、200 名の方にご参加いただき

ました。 

⑨新春経済セミナーの開催 

平成 29 年 2 月 7 日に税理士法人

PLUS-ONEの三星剛氏、インクグロウ

株式会社の川本裕華氏をお招きし

て「新春経済セミナー」を開催し、

46名の方にご参加いただきました。 

⑧彩の国ビジネスアリーナの開催 

平成 29年 2月 1日、2日開催の「彩

の国ビジネスアリーナ 2017」に当金

庫取引先 15社が出展しました。新た

な取引先や商品・新技術等の発見の

機会として活用していただきまし

た。 

 

⑥事業承継セミナーの開催 

平成 28年 10月 17日に独立行政法

人中小企業基盤整備機構の富永治

氏、税理士法人 PLUS-ONEの三星剛氏

をお招きし、「事業承継セミナー」を

開催し、38名のお取引先にご参加い

ただきました。 
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２．地域の面的再生への積極的な参画 

■地域の活性化 

（１）目的 

当金庫がコンプライアンスの基本方針として制定している「青木信用金

庫行動綱領」においては「地域社会が金庫の存続基盤であることを自覚し、

積極的に社会貢献活動に取組む」と定めております。これを具体的に実践

することにより、地域の皆さまのご期待に応え、地域経済全体の活性化に

寄与するとともに、金庫の経営基盤の維持、拡大を図ることができると考

えております。 

（２） 取組み内容と成果 

①地方創生グループの設置 

 地方公共団体が行う「地方版総合戦略」の推進に協力するため、「地方

創生グループ」を設置しております。各種施策の円滑な実施に積極的に参

画することにより、地域経済の発展に貢献してまいります。 

 

②戸田市と「地方創生に係る連携と協働に関する包括協定」を締結 

平成 28年 4月 27日に、戸田市と当金庫は包括協定を締結しました。戸

田市が策定した「戸田市総合戦略」に基づき、市民サービスの向上と地域

の活性化に資する様々な取組みを連携と協働により推進してまいります。 

 

 ③「平成 28年度 地域の未来を考える政策プロジェクト会議」に参加 

  本会議は、埼玉県南部地域振興センター・川口市・戸田市・蕨市におけ

る地方創生に関する意見交換を目的としており、当金庫もアドバイザーと

して参加しました。引続き、埼玉県南部地域（川口市、戸田市、蕨市）の

地方創生に関する取組みについて、協力してまいります。 

 

 

  

④川口市産品フェア 2016に出展 

 

 

 

 

 

 

 

⑤第 35回川口マラソン大会への協賛 

 

 

 

 

 

 

 

⑥大学生インターンシップの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 10月 21日から 23日に

開催された「川口市産品フェア

2016」において、実行委員会構成団

体を務めるとともに、市産品展示会

コーナーにブースを出展し、各種ロ

ーンの紹介等を行いました。 

 

平成 28年 12月 4日に開催された

「第 35 回川口マラソン大会」に協

賛しました。当日は澄み渡った青空

のもと約 7,500人のランナーが参加

し、活気あふれる大会となりまし

た。 

 

職業体験を通じての社会参加を

目的として、平成 29年 2月 20日～

2月 24日に大東文化大学、駒澤大学

の 3年生合計 8名を対象にインター

ンシップ（企業実習体験）を実施い

たしました。学生の勤労観・職業観

の育成、金融経済教育を実践しまし

た。 
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■環境保全活動 

（１）目的 

地域の将来的な活性化のためには、環境づくりが重要であることから、

環境保全活動について、金融商品等を通じて積極的に取組んでいます。 

（２）取組み内容 

 ①環境に配慮した取組みを支援 

  自動車購入資金を利用される方のうち、エコカーをご購入されるお客さ

まには別途適用金利を設けました。またリフォームローンを利用される方

のうち、太陽光発電システム等の設備をされるお客さまは別途の適用金利

とし、CO2削減を支援しました。 

■金利（平成 29年 3月 31日現在） 

商品名 適用金利（割引金利） 

カーライフプラン 2.50％ 

カーライフプラン・エコ 1.90％ 

リフォームローン 2.50％ 

リフォームローン・エコ 1.90％ 

■適用条件 

（イ）カーライフプラン・エコ～対象となるエコカー（新車） 

電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、低燃費かつ低排出ガ

ス認定自動車等、自動車重量税・自動車取得税が減免される自家用車

（新車） 

 

  （ロ）リフォームローン・エコ～対象となるエコ関連設備 

太陽光発電システム、潜熱回収型ガス給湯器、潜熱回収型石油給湯

器、CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器等 

 

 

 ②川口市「エコライフ DAY 2016」に参加 

  1 日を通じてあらゆる人が CO2 削減に取り組む「エコライフ DAY 

2016」（川口市主催）に金庫役職員が参加しました。 

 

（３）成果 

【平成 28年度実績】                   

商品名 実行件数 実行額 

カーライフプラン・エコ 203 件 468 百万円 

リフォームローン・エコ 18 件 42 百万円 

 

 「エコライフ DAY 2016」には金庫職員 569 名が参加し、普段の生活よ

り 571,741ｇの CO2削減となり、川口市より「CO2削減認定証」をいただき

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

３．地域や利用者に対する積極的な情報発信 

■ディスクロージャー誌、ホームページからの情報発信 

（１）目的 

  単なる金融仲介機能を果たすだけにとどまらず、コンサルティング機能

を発揮するとともに、地域社会への貢献活動に取組んでいることを、地域

と地域の皆さまに知っていただくことが重要であることから、常に情報発

信に努めております。 

（２）取組み内容 

  「あおしんレポート」（法定および半期開示ディスクロージャー誌）を

それぞれ発行する一方、ホームページをタイムリーに更新し、金庫の取組

みについてお知らせいたしました。 

（３）成果 

  金庫の地域金融機関としての取組みについて、より多くの方々に知って

いただく機会ができました。 

 

■「あおしん景況レポート」の刊行 

（１）目的 

  川口市を中心とした最近の中小企業の動向を把握するため、調査し、取

りまとめを行っております。 

（２）取組み内容 

  平成 28年度も 3ヶ月ごと、年 4回刊行しました。 

（３）成果 

  地域の景気動向や経営上の問題点等に関する情報をご提供することが

できました。 

 

 

 

【ディスクロージャー誌のイメージ】 【あおしんホームページのイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【あおしん景況レポート】 

 

 

 


