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平成２８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２８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２９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。 

     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。  

   また、平成２８年１２月５日よりクラウドファンディング事業者２社と提
携をしたことで、新たな事業に挑戦する意欲を持つ創業予定のお客様等に対
し、ご融資による資金調達に加え、クラウドファンディングによる資金調達
も提案できるようになりました。 
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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(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
対して適切な提案ができるよう活動しています。主な内容は下記の通りです。 

 ビジネスマッチング、イベント開催による販路開拓支援  
 公的補助金等の活用を通じた、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  
 中小企業大学校企業診断実習や立教大学寄附講座を利用した事業性評価実施 
    平成２８年度は、ビジネスマッチングの成約や公的施策活用等について 
  ２３８件のご相談をいただき、当金庫にて対応しました。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。 

 



 「彩の国ビジネスアリーナ２０１７」主催 
    
     平成２９年２月１・２日の「彩の国ビジネスアリーナ

２０１７」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ともに主催しました。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６５３社の企業・団体に出展していただき、
来場者数は、１万７，１４２人を数えました。 

     当金庫からは２２社の企業に出展していただき、ご好
評をいただいています。  
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成長段階における支援事例（１） 



6 

成長段階における支援事例（２） 

●ファンドを活用して成長資金調達を支援した事例 
 
【取組の経緯】 

 埼玉県内で事業拡大を図っているお客様企業が、更なる顧客獲得のための成長資金を
必要としており、資本強化の観点等から当金庫を通じて信金キャピタル（株）の中小企
業向け創業・育成＆成長ファンド『しんきんの翼』を紹介しました。 

 

【内容と成果】 

 当金庫経営支援室から信金キャピタル（株）に取次ぎを行い、取引店舗と連携してお
客様企業の事業実態を把握しました。把握した内容に基づいて成長性を検討し、『しん
きんの翼』ファンドの投資先に選定されました。 
 選定されたことで、お客様企業はファンドから資金を調達し、新事業の計画着手にス
ムーズにあたることができました。また、当金庫も事業内容を今まで以上に把握できた
ことにより、ファンド組成に合わせて融資をご利用いただくことができました。 
 本件取組みにより、お客様企業と当金庫との信頼関係が強化されました。 
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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Ｍ＆Ａ支援の取組みは、公的機関や外部連携先と連携し、

案件の相談や、ご希望の譲渡先、買収先の提案の取次ぎ、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の相談会や、
公的機関や外部連携先と連携して、税務上の自社株評価のアドバイスや事業承
継対策提案への仲介業務を行っています。 

   平成２８年度の支援実施件数は、Ｍ＆Ａは１１件、事業承継は３４件でした。
特に事業承継については、平成２７年度の支援実施件数１４件から大きく増加
しており、経営者の高齢化といった地域の重要な経営課題に対して積極的に関
与しています。 

    



 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２９年２月に第１１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、約３００名の若手経営者・後継者が修了
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。 

    また、平成２８月９月には竹林舎ＯＢ会で山形 

  への企業視察が実施され、２０名が参加、現地 

  工場の視察等が行われました。 
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成熟段階における支援事例 
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新規事業に対する支援事例 

●地域資源を活用した新規事業計画の作成を支援した事例 
 
【取組の経緯】 

 営業店担当者が、地域資源を活用した新商品の事業化というお客様企業の課題を把
握し、当金庫経営支援室に相談しました。経営支援室から、地域産業資源を活かして
販売拡大を図る「地域産業資源活用事業」を案内しました。 

 

【内容と成果】 

 当金庫経営支援室から（独）中小企業基盤整備機構に取次ぎ、地域産業資源活用事
業の認定を目指してお客様企業・アドバイザー・当金庫で定期的に面談を実施しまし
た。商品コンセプトや販売促進策の見直しなどの支援を行い、ブラッシュアップを繰
り返して事業計画を作成しました。 
 作成した計画が国の「地域産業資源活用事業計画」に認定され、地元商工団体との
関係強化や地域ブランドの発信につながり、お客様企業と当金庫との関係が強化され
ました。 



外部機関と連携した取引先企業の支援事例 
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●「第4回はんしん新現役交流会」の開催 
  

 関東経済産業局・信金中央金庫・埼玉県産業振興公社（埼玉県よろず支援拠点）と
連携し、平成２８年１０月６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１８社と６９名の新現役人材にご参
加いただき、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。 
 お客様企業の『事業計画策定』『販路拡大』『人材育成』『生産管理』等多様な課
題に対して、多くの新現役人材が大手企業で培った自身のノウハウをフル活用し、課
題解決へのアプローチを図っています。 
 

●「第4回はんしん新現役交流会」の開催 
  

 関東経済産業局・信金中央金庫・埼玉県産業振興公社（埼玉県よろず支援拠点）と
連携し、平成２８年１０月６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６９名の新現役人材にご参
加いただき、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。 
 お客様企業の『事業計画策定』『販路拡大』『人材育成』『生産管理』等多様な課
題に対して、多くの新現役人材が大手企業で培った自身のノウハウをフル活用し、課
題解決へのアプローチを図っています。 
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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 (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」の作成 

   

 
   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「課題 
 解決シート」を作成しています。 
  企業の事業内容や技術を把握したうえで、企業の経営課題に対して必要な支 
 援を検討し、お客様に提案しています。 
 
  現在、各営業店が「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
スを提供しています。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います。  

★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
２９年３月現在で有資格者は２１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い
ます。 

★ＦＰ養成コースへの外部派遣研修 
 ＦＰ１級取得者の育成に取組み、外部研修へ３名派遣
しました。平成２８年度は４名の合格者を輩出し、平成
２９年３月現在で有資格者は９名となりました。 
 

★通信教育講座の受講「取引先支援のための事業性評価」 

 事業性評価に基づく適切な提案に必要なスキルを養成
するため、２０８名が通信教育講座を受講し、修了しま
した。財務面からだけでなく企業の技術力・営業力・業
界動向など総合的に判断できる人材を育成し、金融サー
ビスの提供につなげています。 
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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 (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います。 

■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月から取扱っています。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２８年度は１６件で１５９百万
円の融資をご利用いただいています。 

■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い
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
情受付窓口をコンプライアンスグループお客様相談担当に設置しています。 



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、様々なプロジェクトを実施しています。 
 

    平成２８年度は、以下の取組みを実施しました。 
 ①第１０回「輝け！飯能プランニングコンテスト」開催 
 ②第１０回「地域活性化講演会」開催 
 ③第９回寄附講座「金融ＴＯＤＡＹ」へ講師派遣 
  ④平成２８年度 入間市地域消費動向調査報告書の作成 
 ⑤インターンシップの促進（２８企業・団体へ４３名の  
  学生を取次ぎ） 
 ⑥当金庫へ２名のインターンシップ学生の受入れ 
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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） 
  

【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２８年度は以下の取組みをしました。 
 

 ①第７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（１１企業・団体へ１４名の学生を 
  取次ぎ） 
 ③当金庫に２名のインターンシップ学生を受入れ 
 
【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２８年度は以下の取組みをしました。 
 

 ①第４回「子ども大学さやま」へ平成２８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(３企業・団体へ５名の学生を取次ぎ) 
 ③同大学の学園祭「なでしこ祭」に当金庫がブースを出店 
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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） 
 

【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２８年度は以下の取組みをし

ました。 
 ①第６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（４企業・団体へ５名学生を取次ぎ） 
 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、お取引先企業からの

技術に関する相談の取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７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」講演会を開催
し、１１８名の参加者がありました。 

【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２８年１０月から１２

月にかけて「金融研究会」(ゼミ形式・５回）に講師を派遣し、学生７５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
います。また、平成２８年度は７件のお取引先企業から、技術相談の取次ぎを行いました。 

【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

取組んでいます。平成２８年度には、寄附講座「業界研究会」に講師を派遣しました。 
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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(４)  

 「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 
  開催しています。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４６回となり、 
  延べ２，０００名を超えるご参加をいただいています。 
 

    平成２８年度は、 
 

    ・第４２回「新入社員教育研修」 
  ・第４３回「財務分析研修」 
  ・第４４回「ＩＳＯ９００１内部監査員２０１５年版移行研修」 
  ・第４５回「幹部候補育成研修」 
  ・第４６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(５)  

 地域活性化助成金制度による支援  
  当金庫創立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。  
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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)  

 各種スポーツ振興事業への支援 
 

  ○当金庫は、地域の子どもたちの健やかな成長を願い、少年野球 
   を通じて地域活性化に貢献したいと考えています。 
   ・第５回埼玉県西部エリア飯能信用金庫理事長杯少年野球大会 
    の開催 
   ・飯能市スポーツ少年団野球部会第４３回秋季野球大会兼第８ 
    回飯能信用金庫理事長杯への特別協賛 
  ○奥むさし駅伝競走大会への後援 
 

 地域の活性化イベントへの協力 
 

  ○はんのう路地グルメ 
   ・飯能駅周辺等の路地や商店街を散策しながら食べ歩きをする     
    イベントで、平成２３年から毎年開催しており、当金庫はチ   
    ケットの精算業務に協力しています。 
  ○震災復興元気市 
   ・震災復興元気市実行委員会が主催する「震災復興元気市」に 
    当金庫は駿大・飯信産学連携事業協議会として、平成２４年 
    ３月の第１回から毎年参加し、義援金募集などで協力してい 
    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(７)  

 「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２８年度は２回(第２０回、第２１回)の合同説明
会が実施され、第２０回には７２社の企業と１７８名の
学生、第２１回には４３社の企業と４３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(８)  

 「はんしん景況レポート」発刊 
   
   当金庫では、営業地区の埼玉県及び東京都の一部地域 
  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。 
   当レポートは発刊から７８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４，１００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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