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平成２６年度の取組みについて

当金庫では、地域密着型金融（リレーションシップバンキング）の推進にあた
り、平成１５年から２度のアクションプログラムを掲げ、平成１９年３月末の
「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」終了後も、
地域の活性化を恒久的な経営課題として位置付け、その取組みを強化し成果をあ
げてまいりました。
平成２６年度は、前年度に引き続き次に挙げる３項目の各種施策に取組みました。

Ⅰ．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化
Ⅱ．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方法の徹底
Ⅲ．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

平成２７年７月
飯能信用金庫
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Ⅰ.ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化(１)

創業支援

創業ベンチャー事業者に対する取組みとして、埼玉県産業振興公社や信用
保証協会、外部専門家（税理士、中小企業診断士等）と連携を図っています。
支援内容としては、事業計画策定や事業化支援、資金面での相談対応、ま
た、創業補助金活用支援や産学官連携によるプランニングコンテストの運営
を行う等、地域内の新たな事業・産業の創出、開業率の向上に努めています。
また、支援後も創業者に対する継続的な接点を持つことで、継続的な事業
展開に対する助言や、経営課題の解決に向けた各種施策の提案、資金供給が
行えるよう、外部機関と連携しながら地域の創業者を支援していく態勢を強
化しています。
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創業支援事例

●第２創業を予定する企業への新事業展開支援

【取組の経緯】

営業店と本部が連携し創業補助金（第２創業）の事業計画策定支援を実施

【内容と成果】

食品製造小売業Ａ社が大手チェーン店の台頭による売上減少という課題に対し、食
品製造体験のできる飲食店を新たに展開することを計画。この計画に対し営業店担当
者と本部関連部署が、創業補助金の事業計画策定支援を行いました。
本件取組みにより同社の経営に対する考えや想い、将来的なビジョンが共有でき、

当金庫との関係性強化が図れました。また、補助金採択によりその後の与信取引に繫
がっています。
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Ⅰ.ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化(２)

成長段階における支援

成長段階における経営支援の取組みは、お客様の抱える様々な経営課題に

対して適切な支援を提案しています。主な内容は下記の通りです。

ビジネスマッチングによる販路開拓支援

公的補助金事業の活用を通じた、技術開発、設備投資、販路拡大支援

専門家派遣制度による課題解決策の提供

各種公的施策の活用による支援

新現役交流会実施による課題解決支援

平成26年度は、新規事業展開・専門家派遣・海外展開・新現役交流会で138
件の支援を実施しました。また、公的機関が実施する支援策やセミナー等の
案内や職員向け勉強会の開催による支援スキルの向上を図りました。
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成長段階における支援事例

●事業拡大を目指す小売業者に対する各種支援

【取組の経緯】
小売業者Ｂ社が事業拡大を目指して新規出店を希望し、メインバンクの当金庫に対

し市場調査や事業計画の検証、資金面での支援要請がありました。

【内容と成果】

営業店と連携し、中小企業整備基盤機構中小企業大学校の企業診断実習を紹介し、

市場調査および事業計画に対する提案を行いました。また、専門家派遣制度を利用し
、計画実行に対する支援が可能な専門家を紹介しました。当金庫においても、事業計
画の検証・物件紹介・金融面での支援を実施し、計画の実行に向けて全面的な協力を
行いました。
本件では、外部機関や外部専門家との連携により、多面的かつ的確な支援を実施で

き、Ｂ社からの要請に応えることができました。
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Ⅰ.ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化（３）

成熟段階における支援

成熟段階における経営支援の取組みは、信金キャピタル㈱と㈱日本Ｍ＆Ａセン

ターと連携し、Ｍ＆Ａ案件の相談や譲渡先の検索、買収先の検索および職員向け
Ｍ＆Ａ勉強会の開催を行っています。

また、事業承継については当金庫の税務相談員である税理士と連携して、税務
上の自社株評価のアドバイスの実施や事業承継税制の説明を行っています。

平成26年度の支援実施件数は、Ｍ＆Ａは14件、事業承継は14件でした。



8

成熟段階における支援事例

●円滑な事業承継を希望するＣ製造業

【取組の経緯】
５年後以降を目処に事業承継を進める予定の製造業Ｃ社が、事業承継の具体的な対
策や税務上のポイントについて助言を希望されていました。

【内容と成果】
Ｃ社において、顧問税理士から株価対策などはまだ必要ないとの助言を受けていま

したが、金融機関としての意見を聴いてみたいという意向がありました。
ここ数年の業況改善で財務状態が良好となり、内部留保も高まっていたことから、

当金庫の税務相談員を紹介し、簡易な税務上の自社株評価を実施しました。その上で
、事業承継の際ネックになると予想されるポイントについて助言を行いました。
また、すでにＣ社は後継者への権限委譲を除々に進めていましたが、より円滑に事

業を承継するために、計画書を作成し実行することも有益であると助言しました。
今後も、事業承継の準備にあたって、営業店と本部が連携してサポートしていくこ

とになりました。
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Ⅰ.ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化(４)

経営改善支援

平成26年度においても、埼玉県中小企業再生支援協議会、経営改
善支援センター等外部機関を活用し、経営改善計画の策定支援を行
いました。
中小企業が抱える高度で専門性の高い経営課題に対し、公認会計

士・税理士・中小企業診断士等の専門家と当金庫職員、企業の代表
者で議論を重ね、より実効性の高い計画の策定を支援しています。
また、地域経済活性化支援機構との連携による経営改善支援にも
取組んでいます。



10

外部機関との連携した取引先企業の支援事例

●「第2回はんしん新現役交流会」の開催

経済産業局・信金中央金庫・埼玉県産業振興公社と連携し、平成27年１月22日に経
営課題を抱えるお客様企業と大手企業ＯＢ人材のマッチングイベントを開催しました。
お客様企業20社と75名の新現役人材にご参加頂き、面談を実施した結果、半数以上の
お客様企業が継続的な支援を受けることとなりました。

参加されたお客様企業からは、「新しい観点が開けた」「様々な分野で活躍された
方々の多様な視点からの意見が良かった」「色々な視点からの分析提案が聞けた」な
どの感想が寄せられました。当金庫においても参加されたお客様企業への理解が深ま
りました。
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Ⅱ．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
資金供給方法の徹底 (1)

取引先の経営課題を見極め必要な支援策を検討する
「課題解決シート」の導入

企業が抱える経営課題は、ライフステージによって様々なものがあります。
当金庫では基本方針のひとつである「質の高い金融サービスの提供」を目指
して、「付加価値サービスやコンサルティング機能の提供」を行うために
「課題解決シート」を導入し、企業の事業内容や技術を把握した上で企業の
経営課題を掘り起こし、必要な支援が何かを検討しています。

現在、全営業係が課題解決シートの作成に取組み、お客様企業との長期的
な関係性を強化する取組みを実施しています。
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Ⅱ．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
資金供給方法の徹底 (2)

企業の将来性・技術力を的確に評価できる能力等の育成

お客様との密接な関係を維持していくなかで、お客様の経営状況や、事業の将
来性などの情報を蓄積し、ニーズを的確に把握することで、貸出などの金融サー
ビスを提供しております。そのため融資実務に強い人材育成と中小企業診断士の

育成に力を入れ、お客様へのアドバイザー能力の向上を図っております。

★夜間勉強会と土曜セミナーの開講
お客様のニーズの的確な把握と判断能力の向

上やケーススタディーによる提案･アドバイス
技術の修得を行い、貸出などの金融サービス提
供につなげております。

★中小企業診断士育成
中小企業診断士は、毎年1～2名程

度の合格者を輩出しており、平成27
年6月現在で有資格者は18名となりま
した。
地域密着型の金融機関として、お

客様に対するコンサルティング機能
を発揮できる人材育成に取組んでお
ります。
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Ⅱ．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
資金供給方法の徹底 (3)

地域金融円滑化への取組み

飯能信用金庫は「地域金融円滑化のための基本方針」を定め、必要な資金の安
定的な供給と地域経済の発展に取組んでおります。

★地域貢献資金「ＣＳＲ」による融資
「地域社会の活性化に繋がる事業」を金融面から支援し、社会的責任を果たす
ことを目的として、地域貢献資金「ＣＳＲ」を平成19年4月から販売していま
す。平成21年11月には「緑化や農業振興、介護事業等」の分野にも資金活用で
きるよう対象範囲を拡大し、社会的事業や地域貢献事業をさらに強力にバック
アップできるようになりました。平成26年度は17件で214百万円の融資を実行
しています。

★お客様からの貸付条件の変更等に関する相談・苦情の受付窓口
当金庫では中小企業金融円滑化の取組みについて同円滑化法期限到来後も以前と同様に対応してお

ります。お客様からの貸付条件の変更等に関する相談受付窓口を審査グループ・審査企画グループ、
苦情受付窓口を営業推進部お客様相談担当に設置しております。
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Ⅲ．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献(１)

地元大学との連携（その１）

【駿河台大学】

平成19年3月に「産学連携に関する協定書」を締結し、
さまざまなプロジェクトを実施しております。

平成26年度は、以下の取組みをしました。

①第8回「輝け！飯能プランニング・コンテスト」開催

②第8回「地域活性化講演会」開催

③第7回寄付講座「金融ＴＯＤＡＹ」へ講師派遣

④インターンシップの促進（16企業・団体へ20名の学生を
取り次ぎ）

⑤当金庫へ2名のインターンシップ学生の受入れ

⑥事業化支援活動および商店街振興活動への支援
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Ⅲ．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献(２)

地元大学との連携（その２）
【東京国際大学】
平成22年9月に「相互協力･連携に関する包括協定書」

を締結し、平成26年度は以下の取組みをしました。
①第4回寄附講座「地域金融最前線」へ講師派遣
②インターンシップの促進（3企業・団体へ5名の学生を
取り次ぎ）
③当金庫に2名のインターンシップ学生を受入れ

【東洋大学】
平成18年7月に「産学連携にかかる業務連携・協力に関
する協定書」を締結し、お客様からの技術に関する相談
の取り次ぎを行っています。また、同大学が開講してい
る「中核人材育成講座」を取引先に案内しているほか、
「第5回はんしん産学連携セミナーin東洋大学工業技術
研究所」において「はやぶさ・はやぶさ２」プロジェク
トに関する講演会を開催し、115名の参加者がありまし
た。
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Ⅲ．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献(３)

地元大学との連携（その３）
【城西大学】

平成22年6月に「産学連携に関する協定書」を締結し、平成26年度は以下の取組みをしました。
①第5回寄附講座「地域金融機関のトゥディ＆フューチャー」へ講師派遣
②インターンシップの促進（19企業・団体へ34名学生を取り次ぎ）
③当金庫に2名のインターンシップ学生を受入れ

【文京学院大学】
平成23年3月に「相互協力・連携に関する包括協定書」を締結しました。平成26年10月から11月
にかけて「金融研究会」(5回）に講師を派遣し、学生50名が参加しました。

【埼玉大学】
埼玉大学総合研究機構地域オープンイノベーションセンターと平成23年9月に「産学連携の協力
推進に関する覚書」を締結し、同大学が開講している「テクノカフェ」や各種セミナーを取引先
に案内しております。平成26年10月には「産学連携セミナー」を当金庫研修所で開催しました。

【西武文理大学】
平成23年10月に「産学連携の協力推進に関する覚書」を締結しました。インターンシップに関し
て取組んでいきます。平成27年度には「金融論」をスポット的に実施する予定です。

【武蔵野学院大学】
平成24年6月に「産学連携に関する協定書」を締結し、平成26年度は以下の取組みをしました。
①第2回「子ども大学さやま」へ平成26年10月に講師派遣（同大学、狭山市、当金庫連携）
②インターンシップの促進（4企業・団体へ8名の学生を取り次ぎ）
③同大学の学園祭「なでしこ祭」に当金庫がブースを出展
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Ⅲ．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献(４)

地元大学との連携（その４）

【飯能信用金庫ものつくり大学】

平成27年2月から4月にかけて、ものつくり大学（行田市）との共催により、「第1回飯能信用金
庫ものつくり講座『塑性加工の基礎』」（全5回）を開催し、お客様企業を中心に40名の参加者が
ありました。

塑性加工の基礎を大学の授業に沿ってわかりやすく解説し、塑性を知ることにより、加工技術
の経営課題を解決し、加工技術の向上に取り組むお客様を支援する講座となりました。
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Ⅲ．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献(５)

「はんしん地域貢献セミナー」開催

お客様企業の人材育成のお手伝いとして、「はんしん地域貢献セミナー」を開
催しております。埼玉県産業振興公社と協力した本セミナーは好評をいただいて
おり、平成20年7月の開催以来、セミナーの実施回数は36回となり、延べ1,646名
の参加をいただいております。

平成26年度は、

・第32回「新入社員教育研修」
・第33回「アサーティブ研修」
・第34回「女性キャリアアップ研修」
・第35回「幹部候補育成研修」
・第36回「クレーム対応研修」

をテーマに5回開催しました。
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Ⅲ．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献(６)

地域活性化助成金制度による支援

創立60周年を記念して、平成23年7月に「はんしん地域活性化助成金」を
創設しました。助成対象は、営業地区内で文化事業やまちづくりの振興、商
店街の活性化、里山の再生活動、青少年のスポーツ振興など、地域活性化に
資する事業です。
平成27年1月に、「飯能桜の森委員会」、「ゆきちゃん納豆本舗」、「名
栗湖国際野外美術展実行委員会」への助成金交付式を行いました。
助成金は、今回の認定で6事例目となりました。
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Ⅲ．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献(７)

「まちづくり“飯能”協議会」を通じた支援

当金庫は、飯能商工会議所と「まちづくり“飯能”協議会」を平成20年4月
に立ち上げ、地域活性化に関する具体策の検討・協議を行っています。
当金庫は次の事業に関する来街者のアンケート調査を継続して実施し、効果

測定に協力しています。
①飯能銀座商店街 「１００円商店街」平成22年5月～27年3月（32回）
②飯能中央通り商店街「飯能軽トラ市」 平成23年5月～27年3月（10回）
また、飯能商工会議所青年部が平成23年10月に開始した「はんのう路地グル

メ」のチケット代金の清算業務を平成24年から協力しています。（所沢市にお
ける「所沢ソラバル」の清算業務も平成25年11月から協力しています。）
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Ⅲ．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献(８)

「埼玉県西部地域雇用促進協議会」への参加

当金庫は「地域で若者が働き、暮らしていくことこそが、
地域が元気になる」をコンセプトに、近隣の大学等で組
織する埼玉県西部地域雇用促進協議会に参加しています。
同協議会では年2回、埼玉県西部地域企業合同説明会を開
催しており、当金庫も地域のお客様に向けて合同企業説
明会への出展を呼びかけています。

平成26年度は2回(第16回、第17回)の合同説明会が実施
され、第16回には58社の企業と170名の学生、第17回には
46社の企業と63名の学生が参加しました。
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Ⅲ．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献(９)

「はんしん景況レポート」発刊

当金庫では、営業地区の埼玉県南西部
(17市10町)・東京都三多摩の一部地域(13
市1町)における中小企業の景気動向調査を
実施し、その結果を「はんしん景況レポー
ト」に取りまとめています。
本レポートは発刊から70号を数える情報
誌であり､特別調査､主要業種の実態調査､
成長企業の実例紹介など中小企業をめぐる
情報提供をしており、年4回発刊し、各号
4,200部を取引先等に配布しています。
また、レポートの概要は、発刊に合わせ
飯能日高ＣＡＴＶにおいて収録・放映され
ており、番組内で掲載する地域の成長企業
へのインタビューにより、代表者の声によ
る企業情報を視聴することができます。さ
らに、この放送は入間・狭山の両ＣＡＴＶ
においても広く放映されています。
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Ⅲ．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献(10)

「彩の国ビジネスアリーナ２０１５」主催

平成27年1月28・29日の「彩の国ビジネスアリーナ2015」について、公益財団
法人埼玉県産業振興公社および県内金融機関と共に主催しました。お客様企業
の新たな取引先や新技術との出会いの場として、有効に活用いただき技術交流
や販路拡大につながるよう出展をバックアップしました。
埼玉県内の619社の企業・団体に技術や製品を展示していただき、来場者数は、
1万7,000人を数えました。
当金庫のお客様企業は18社が出展し、好評を得ています。
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Ⅲ．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献(11)

若手経営者・後継者向け経営塾「竹林舎」開講

若手経営者・後継者を対象とした経営塾である「はんしんビジネスカレッジ
竹林舎」は、平成27年2月に第9期が開講し、立教大学大学院の講師陣のもと塾生
30名が実践的な経営を学んでいます。

平成18年9月の開講以来延べ233名の若手経営者･後継者が卒塾し、平成20年4月
には「竹林舎ＯＢ会」が発足、期を越えた交流のなかで会員企業間でのビジネス
マッチングも行われています。

平成26月9月には「竹林舎ＯＢ会 企業視察（熊本県）」が実施され16名が参加、
工場(養鶏業）視察が行われました。
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Ⅲ．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献(12)

「地方創生委員会」の設置
平成26年12月27日に政府が公表した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」およ
び「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」の具体的施策は多岐にわたるこ
とから、当金庫は組織横断的な委員会である「地方創生委員会」を設置し、自治
体等の要請に効果的に対応していくこととしました。

「地方創生責任者」の任命
「地方創生委員会」の設置に合わせて、営業店長を「地方創生責任者」に任命し
ました。地方創生責任者は、自治体等の具体的施策を支援してまいります。

「地方創生」の概要

政府が公表した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、日本の人口の現状と将来の姿を示し、今後目指すべき将来の方向
を提示した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」を踏まえ、今後5ヵ年の政策目標や施策の基本的な方向や具体的な施策を
とりまとめたものです。自治体等は、住民代表からなる産官学金労をメンバーに加え、総合戦略推進組織を整備したうえで、
平成27年度中に「地方版総合戦略」を策定・実施することとなっています。
また、「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」は、経済の脆弱な部分に的を絞り、スピード感を持って経済の好循
環を確かなものとするため、総額3.5兆円を地方に広くいきわたらせる経済対策であり、「プレミアム付き商品券」は、当経済
対策の「地域消費喚起・生活支援」としての交付金となっています。




