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 平成３１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３１年度は、前年度に引き続き次に掲げる３項目の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 

 

令和２年７月 

飯能信用金庫 
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（1）ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化    

事業フェーズ 

事
業
規
模
等 

創業期 成長・成熟期 経営改善期 

・個別相談会 

・創業資金 

・クラウド 

 ファンディング 

・補助金、助成金支援 

・ビジネスマッチング（ヒト、モノ、情報等） 

・外部専門家派遣制度 

・成長資金（資金繰り円滑化） 

・個別相談（親族承継、Ｍ＆Ａ） 

・自社株評価 

・事業承継資金 

承継期 

・中小企業再生支援協議会 

・専門家派遣制度 
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お取引先企業への支援強化の取組み① 

 創業支援 
    日本政策金融公庫との連携による協調融資商品

や信用保証協会との連携により、単独では取り扱い
が難しいご融資の案件についても幅広く対応し、平
成3１年度は100件支援させていただきました。個別
創業相談会は6回開催し、相談を28件受付しました。 

 

 創業後ジャンプＵＰ交流会 
    令和元年10月、創業5年以内の事業者を対象とし   

た「創業後ジャンプＵＰ交流会」を開催しました。日本
政策金融公庫との共催による企画で、埼玉県および
県内13商工団体の後援を得て講演会と交流会を実
施しました。 

 

 クラウドファンディング    
    地域性を重視した創業予定の方や新たな商品・

サービスを検討する方をサポートしております。新
型コロナウイルス感染拡大を受け事業者を支援す
るため「飯能エールプロジェクト」を開始しました。 
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お取引先企業への支援強化の取組み② 

 はんしんビジネスカレッジ「竹林舎」 
    竹林舎は、立教大学大学院の講師陣のもとで、実

践的な経営を学ぶとともに、経営者同士のネットワー
ク創出機会の場となっています。開講以来、約４００
名が卒塾。当金庫研修所（飯能市）で13期、さいたま
中央支店で3期を開催しました。 

    竹林舎ＯＢ会では、令和元年6月に海外企業視察
研究会としてマレーシア企業3社を訪問しました。 

 

 はんしん新現役交流会 
    「第７回はんしん新現役交流会」を10月に開催しま

した。 経営課題解決のために、豊富な知識・経験・
ネットワークを持つ新現役人材（大手企業ＯＢ）をマッ
チングし、参加企業19社のうち12社が成約しました。 

 

 インターンシップ 
 当金庫では連携協定を結ぶ大学の学生とお取引
先企業とをつなげるインターンシップを実施しており
ます。 平成３１年度は29社の企業が58名の学生を
受け入れ、就職を考える学生との貴重な接点となっ
ています。 

 

   

    

【平成31年度実績】 
・受入企業数：29社 
・参加学生数：58名 
 
【連携大学】 
駿河台大学、城西大学、東京国際大学 
武蔵野学院大学、西武文理大学 

http://hanshin-web02/hanshin/portal/写真/２０１９年０６月　竹林舎OB会マレーシア企業視察研修旅行/html/imggazo.asp?imgfileno=5


お取引先企業への支援強化の取組み③ 

 事業承継支援 
    埼玉県事業引継ぎ支援センターと「埼玉県

事業引継ぎ支援センター巡回個別相談会inは
んしん」を毎月共催し34社の参加をいただきま
した。 

    令和2年2月には当金庫と川口信金と事業引
継支援センターの連携による事業承継支援を
行い、M&Aが成約しました。 

 

 事業再生支援 
   中小企業再生支援協議会・株式会社地域経

済活性化支援機構・信用保証協会・経営改善
支援センター・よろず支援拠点など外部支援機
関と連携し、お客様の事業再生を積極的にサ
ポートしています。 
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【外部支援機関連携実績】 
（平成２６年度～平成３１年度累計） 

中小企業再生支援協議会     ２１先 
株式会社地域経済活性化支援機構    １先  
信用保証協会（専門家派遣事業） ７２先 
経営改善支援センター       １０先 
よろず支援拠点           ６先 
その他             ４７先 
合計             １５７先 
 



お取引先企業への支援強化の取組み④ 

 経営支援室による支援 
   ライフステージに適した相談、提案をご用意して

おります。特に「事業承継」は企業経営者にとって重
要課題と認識しており、新たに経営アドバイザーを
配置し、個別訪問を実施しています。 

 

 商工団体・地公体との連携 
   平成31年度は、地域の中小企業・小規模事業者

への支援強化を進めました。15商工団体（所沢商工
会議所・飯能商工会議所・狭山商工会議所・入間市
商工会・日高市商工会・川越商工会議所・富士見市
商工会・坂戸市商工会・鶴ヶ島市商工会・毛呂山町
商工会・越生町商工会・三芳町商工会・ふじみ野市
商工会・清瀬商工会・西東京商工会）と「業務連携・
協力に関する連携協定書」を締結しました。 

   また、3月には入間市と包括連携に関する協定を
締結し、地公体との連携は、飯能市・日高市･ふじみ
野市を含め4市になりました。 
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はんしんの外部連携先 

創業支援 

日本政策金融公庫（国民生活事業）、信用保証協会、(独)中小企業基盤整備機構、 

(公財)埼玉県産業振興公社（創業・ベンチャー支援センター埼玉）、各自治体（大学、行政）、 

各商工会議所・商工会、公的事業受託事業者（創業セミナー等）、ＲＥＡＤＹＦＯＲ(株)、 

(株)ＣＡＭＰＦＩＲＥ 

専門家派遣 

関東経済産業局、ミラサポ（中小企業庁）、埼玉県産業技術総合センター、信用保証協会、 

よろず支援拠点、さいたま市産業創造財団、埼玉県情報サービス産業協会、 

プロフェッショナル人材戦略拠点、各商工会議所・商工会、(一社)埼玉県中小企業診断協会、 

各種士業の専門家（商工会・会議所からの紹介含む）、ＴＫＣ関東信越会（埼玉西支部）  

企業診断 
（独）中小企業基盤整備機構（中小企業大学校診断実習）、 

(特非)埼玉ＩＴコーディネータ、(一財)省エネルギーセンター（省エネ診断 ） 

海外展開 信金中央金庫、(独)中小企業基盤整備機構、(独)日本貿易振興機構  

Ｍ＆Ａ 
事業引継ぎ支援センター、信金キャピタル(株)、（株）日本Ｍ＆Ａセンター、（株）バトンズ、 

（株）トランビ 

事業承継 
事業引継ぎ支援センター、（独）中小企業基盤整備機構、(株)青山財産ネットワークス、 

フロンティア・マネジメント(株)  

事業再生 
㈱地域経済活性化支援機構、中小企業再生支援協議会、経営改善支援センター、信用保証
協会、よろず支援拠点、日本公認会計士協会、信金中央金庫、埼玉県産業振興公社 
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(2)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 

 地域貢献ローン「ＣＳＲ」 
    地域貢献ローン「ＣＳＲ」では、地域活性化に

つながる「少子高齢化」「環境」「地域貢献」「経
営の高度化」「農業」の５つの事業を地域活性
化する事業としてバックアップしています。 

 

 創業支援融資「ソウエン」 

 創業支援融資「ソウエン」「ソウエンPLUS+｣を、
平成3１年度は 34件95百万円支援しました。 

  

 事業承継ローン「架け橋」 
    はんしん事業承継ローン「架け橋」「架け橋プ

ラス+」を、平成3１年度は10件489百万円支援し
ました。 

 
 

 

中小企業への資金供給の取組み① 



10 

中小企業への資金供給の取組み② 

 はんしん緊急支援融資 
 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた事業者に
対し、「はんしん緊急支援融資」の取扱いを始めました。
営業店では相談窓口を設置し、資金繰りに関するご相談
など、お客様のご事情に応じて柔軟に対応させていただ
いております。 

 

 新型コロナウイルス感染症対応資金 
  当初3年間実質無利子である埼玉県制度融資「新型コ
ロナウイルス感染症対応資金」、東京都制度融資「感染
症対応融資」のほか、各種埼玉県制度、東京都制度、市
区町村制度の取扱いにより、新型コロナウイルスの影響
を受けている事業者の資金繰り支援を行なっております。 
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地域経済貢献の取組み① 

（3）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    

   

 飯能プランニングコンテスト 
    「第13回 輝け！飯能プランニングコンテスト」におい

て令和2年1月に受賞発表会を行いました。 飯能市の
活性化のための実現性のあるプランやアイデアを毎年9
月に募集し、翌年1月に最終審査会において一般および
学生の部門別に優秀作品を表彰しています。 

 

 地域活性化講演会 
    令和元年11月に駿河台大学と当金庫主催による「第

13回 地域活性化講演会」を開催しました。NPO法人共
存の森ネットワーク理事長 澁澤寿一氏より、「里山から
見える未来社会」と題して講演をいただきました。 

 

 地域活性化助成金              
    営業区域内において地域を構成する自然・歴史・風

土・文化・知恵を活かし、またはスポーツ等を通して地域
の活性化に資する事業を応援しております。 
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地域経済貢献の取組み② 

 被災者支援 
    令和元年10月の台風第19号は、当金庫のエリ

アにも甚大な被害をもたらしました。当金庫では
被災されたお客様向けの相談窓口を設置すると
ともに、「災害復旧ローン」の取扱開始のほか、
企業向け各種補助金の相談等の支援を行ない
ました。 

 

 ボランティア支援 
    台風第19号の被災直後から、現地の社会福祉

協議会と連携し、復旧・復興支援のためのボラン
ティア活動を実施し、延べ294名の役職員が参加
しました。 

 

 義援金の寄託 
    令和元年12月、台風第19号の被災者への支

援協力として、埼玉県と日本赤十字社へ義援金
100万円を寄託しました。 
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地域経済貢献の取組み③ 

 環境 
  令和元年6月、紙資源節約と環境保全の観点から、定期預
金等の満期案内の一部を発送終了させていただきました。削
減費用の一部は、「彩の国みどりの基金」に寄附させていただ
きました。 

また、当金庫が参画している地域新電力会社「株式会社とこ
ろざわ未来電力」では、地域の廃棄物発電や太陽光発電等の
再生可能エネルギー発電による電力供給を行なっております。  

 

 スポーツ振興活動 
    スポーツ振興支援として、「埼玉西武ライオンズ」とオフィ

シャルスポンサー契約を締結しております。また、「埼玉県西
部エリア少年野球大会」を主催しているほか、「埼玉県スポー
ツ少年団ミニバスケットボール交流西部地区大会」を冠協賛
をしております。 

 

 スポンサー 
    地域の繁栄・地域経済の活性化に向け、飯能市にオープン

した「メッツｱビレッジ」「ムーミンバレーパーク」とオフィシャル
スポンサー契約を平成31年3月に締結しました。 
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はんしんのお客様支援 

 「ファイナンスセンター」では、お客さまの多様なニーズに対し、個々のラ
イフサイクルに応じた金融商品やサービスを提供しております。 ご活用
ください。 

 

 

 

 

 

 「ファイナンスセンター」は10箇所に設置しております。 

   

 

 

 

資産運用 投資信託／国債等公共債／一時払い終身保険 

各種ローン 
住宅ローン／住宅ローンの借換／リフォームローン／マイカーローン／教育ローン／
カードローン／その他 暮らしのローン 

年金･保険 年金お受取り手続き／年金お受取り口座開設／医療・がん保険／傷害保険  

資産承継 相続信託／暦年贈与信託／遺言信託／遺産整理  

飯能ファイナンスセンター （飯能中央支店内） 川越ファイナンスセンター  （南大塚支店内）  

所沢ファイナンスセンター （所沢支店内）  所沢西ファイナンスセンター （狭山ヶ丘支店内）  

入間ファイナンスセンター （入間支店内）  狭山ファイナンスセンター  （入曽支店内）   

日高ファイナンスセンター （日高支店内） さいたまファイナンスセンター（さいたま中央支店内） 

鶴ヶ島ファイナンスセンター（鶴ヶ島支店内） 東京ファイナンスセンター（西東京支店内） 


