
地域密着型金融の取り組み状況

平成25年度

地域密着型金融推進計画につきまして、
平成25年度の取り組み状況を地域の皆さまにご報告いたします。

平成26年7月

●お客さまへのコンサルティング機能の発揮

●地域の面的再生への積極的な参画

●地域やお客さまへの積極的な情報発信



お客さまへのコンサルティング機能の発揮

創業・新事業支援
創業・新事業支援のための融資に積極的に取り組んでいます

◆創業・新事業支援融資の取り扱い目標・実績
（単位：百万円）

平成25年度目標 平成25年度実績

新たな事業の創出や起業を目指すお客さまを支援しています

1,000 369創業・新事業支援融資

●かながわ産業Navi大賞を後援

財団法人神奈川県経営者福祉振興財団が
主催する「かながわ産業Navi大賞」を後援して
います。

●湘南ビジネスコンテストに協賛

財団法人藤沢市産業振興財団が主催する「第14回 湘南ビジネスコ
ンテスト」に協賛しました。

湘南ビジネスコンテストとは、藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町において事業を
営む・活躍する中小企業や起業家等の事業プランを発表する場です。

●創業セミナーを後援

○平成25年9月6日～27日

横須賀市、神奈川県、横須賀商工会議所、公益財団法人横須賀市

産業振興財団主催の創業セミナーに協賛しました。

○平成25年11月30日・12月7日
藤沢商工会議所主催の創業スタートアップセミナーの後援をしました。



外部機関との連携

外部専門家の派遣等を通じお客さまの経営課題解決を支援しています

◆外部機関・外部専門家の活用結果

平成25年度
国土交通省　経営戦略アドバイザリー事業 7先

6先
神奈川県中小企業再生支援協議会 9先
株式会社コンサラート 1先
公益社団法人　横須賀市産業振興財団 8先
神奈川県経営改善支援センター事業 4先
横浜市経済局 2先

2先
NPOあつぎみらい２１ 4先

43先

新事業展開や創業・事業再生、事業承継等についてお客さま向けセミナーを開催しています

合計

外部専門家

中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業

神奈川産業振興センター経営アドバイザー派遣事業

●新規事業展開・経営革新セミナーin横須賀を開催

平成25年11月13日 産業交流プラザ

神奈川県中小企業団体中央会などと共催で、新たなビジネス創造や経営革新に関心のある
中小企業の皆さまを対象に、『新規事業展開・経営革新セミナーin横須賀』を開催しました。

国の中小企業・小規模事業者ビジネス創造等制度の紹介や、経営革新計画承認企業の事例
紹介などを行い、14名のお客さまにご参加いただきました。

●平成25年度補正予算等における中小企業支援補助金セミナーを共催

平成26年2月24日
平成26年3月11日 神奈川産業振興センター

神奈川県中小企業団体中央会と共催で『平成25年度
補正予算等における中小企業支援補助金セミナー』を
開催しました。

国の中小事業者向け補助事業等の支援施策や、中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・
サービス革新事業の申請ポイント等を説明する内容となり、当日は活発な質問等がなされ、関
心の高さをうかがうことができました。両日合わせて77社にご参加いただきました。



経営改善・事業再生

中小企業経営診断システム(MSS)を活用してお客さまの経営課題に関する情報提供およびソリュー
ション（経営課題解決策）の提案を行っています

◆中小企業経営診断システムの活用結果

経営改善支援計画書の策定支援を行っています

◆経営改善支援の取り組み目標・実績

平成25年度目標 平成25年度実績

(単位：先数）

α β γ δ

正常先 5,861 0 0 0

要注意先 うちその他要注意先 1,615 54 0 45 49

うち要管理先 60 4 0 4 4

破綻懸念先 314 17 2 15 16

実質破綻先 110 0 0 0 0

破綻先 15 0 0 0 0

合計 7,975 75 2 64 69

30件 43件

期初
債務者数

うち経営改善支援取り組み先数
αのうち期末に債
務者区分がランク

アップした先数

αのうち期末に債
務者区分が変化し

なかった先数

αのうち再生計画
を策定した先数

　　487先(法人）平成25年度

2回 4回

外部専門家、外部機関等活用件数

コンサルティング機能の発揮に関す
る情報発信回数

74先30先経営改善計画書策定支援先数

（注）
・期初債務者数および債務者区分は、平成25年4月当初時点で整理しています。
・債務者数および経営改善支援取り組み先は、取引先企業（個人事業主を含む）であり、個人ローン、住宅
ローンのみの先を含みません。
・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載しています。なお、経営改善支援取
り組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含みません。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランク
アップした場合はβに含みます。

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取り組み先」に選定した債務者については（仮に

選定時の債務者区分が期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理して

います。
・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含みません。

・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載しています。

・みなし正常先については正常先の債務者数に計上しています。
・「再生計画を策定した先数δ」＝「中小企業再生支援協議会の再生計画策定先」＋「ＲＣＣの支援決定
先」＋「金融機関独自の再生計画策定先」

中小企業経営診断システムによる経営診断を、487先(法人）に交付しました。交付、説明により
経営者の方々と共に経営課題の把握に努め、経営計画書の策定を支援しています。



業種に応じた外部専門家や外部機関との連携を強化し、お客さまの経営課題の解決に努めてい

ます

● 株式会社日本政策金融公庫横浜支店農林水産事業と業務協力に関する覚書を締結

平成25年5月30日、株式会社日本政策金融公庫横浜支店農林水産事業と、農林水産業及
び関連産業における情報の共有化や融資活動等を通じて相互の連携を強化し、農林水産業
の育成に寄与することを目的として、「業務協力に関する覚書」を神奈川県の信用金庫ではじ
めて締結しました。

【平成25年度：総合化事業計画の認定 2先】

● 農林漁業者の6次産業化事業の支援

国（農林水産省）は、1次産業者の活性化を図
る施策として6次産業総合推進委託事業を実施
しています。当金庫は、農林水産資源の活用に
よる地域の活性化に向け、関東農政局から事
業を受託・運営している神奈川サポートセンター
と連携し、6次産業化を目指すお客さまを応援し
ています。

● 国土交通省及び一般社団法人環境不動産普及促進機構とパートナー協定を締結

平成25年10月1日、国土交通省及び一般社団法人環境不動産普及促進機構（Re-Seed 機
構）と、老朽・低未利用不動産の再生促進を目的として、パートナー協定を締結しました。

● 東京地方税理士会とパートナー契約を締結

平成25年10月28日、東京地方税理士会と、中
小企業等に対するコンサルティング機能を強化し、
専門性の高い経営改善支援を実現するため、
「中小企業への経営改善支援に関するパート
ナー契約」を締結しました。

● 一般社団法人東京都中小企業診断士協会と業務協力に関する覚書を締結

平成25年12月18日、一般社団法人東京都中小企業診断士協会と、中小企業等へのコンサ
ルティング機能を発揮し、地域経済の活性化を図ることを目的として覚書を締結しました。
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地域の面的再生への積極的な参画

地域活性化
定期的にバイヤー企業との個別商談会を開催し、お客さまの販路拡大を支援しています

公益財団法人神奈川産業振興センターが主催する「受・発注商談会」に共催し、お客さまの事業
発展を支援しています

●東京地方税理士会との商談会を開催

●受・発注商談会を開催

平成25年7月4日 ヨコスカ・ベイサイド・ポケット

当金庫および公益財団法人神奈川産業振興センター等が、地元中小企業の販路拡大を
支援することを目的として「受・発注商談会」を開催しました。

【発注企業30社・受注企業300社】

平成25年9月6日、第3回目となる商談会を当金庫藤沢

営業部にて開催しました。
この商談会は、税理士会と当金庫が仲介をして、双方の

お客さまが直接面談できる場を提供するもので、当日は
22社にご参加いただきました。

●「ビジネスマッチングwithかながわ８信金」を開催

神奈川県内全８信用金庫（横浜、かながわ、湘南、川崎、平塚、さがみ、中栄、中南）は、平

成25年6月11日、関内新井ホールにおいて「ビジネスマッチングwithかながわ８信金～Face to 

Faceから始まる新たなストーリー～」を初めて合同開催しました。

当日は、発注・バイヤー企業58社、受注・サプライヤー企業242社に

ご参加いただき、合計655件の商談が実施されました。

本商談会は、神奈川県で活動される中小企業を中

心に、販路拡大に向け全県単位でのビジネスマッチン

グの機会を提供したものです。製造業に加え、食品、

物販等の幅広い業種を対象として実施しました。

東京地方税理士会と当金庫は、地域経済の活性化を目的として平成24年7月2日にビジネ

スマッチングに関する業務提携の契約を締結しました。



横浜市立大学との産学連携を推進し、地域経済・地域社会の持続的発展を目指しています

地元企業の若手経営者および後継者の育成を目的とした「ビジネススクール」を継続的に
開催しています

地方公共団体の進める地域経済活性化策に積極的に協力し、サービスの提供を行っています

●公立大学法人横浜市立大学との連携

平成23年12月より公立大学法人横浜市立大学と産学連携基本協定書を締結しています。

【平成25年度の取り組み】
共同研究の実施 「三浦市の観光振興について」

平成25年7月5日 三浦半島の視察を実施
城ヶ島を中心として三浦市内を視察し、今後の共同研究の進め方について検討しました。

シンポジウム開催に向けて活動中。

●ビジネススクールを開催

当金庫ではお取り引きをいただいている若手・後
継経営者の方々に、経営を体系的に学んでいただ
くために「ビジネススクール」を開催しています。

第5期は、『「増販増客・増益増収」～厳しい時代に活路を！難しくない中小企業の売上増～』
をメインテーマとして開催しました。最終回となる第14回は平成25年9月11日、当金庫本部にて
行われました。

●こども金融教室を開催

平成25年8月9日 当金庫本部

【小学3～6年生の親子15組30名が参加】

小学生にお金の役割や賢い使い方を伝授する「こ
ども金融教室」を、当金庫本部にて開催しました。
小学3年生から6年生までの親子にご参加いただき、

お金の大切さをゲーム感覚で楽しみながら学んでい
ただきました。

子育て世代向けにさまざまなサービスを提供することで定住を図る、横須賀市の「まちぐる

み定住応援事業～すかりぶ～」事業に、当金庫も協力しています。



金融経済教育

小学校・養護学校等を対象とした「金融経済教室」を開催し、金融経済知識の普及に協力してい
ます

「よこすかキャリア教育推進事業」の一環として、横須賀商工会議所が提唱する「ＭＴＴ（マイタウン
ティーチャー）」に賛同し、横須賀市内の中学校を対象とした金融経済教育の普及に協力してい
ます

●よこすかキャリア教育推進事業に協力

「横須賀市の若い人材を横須賀で育てる」ことを目的とし、
企業人を講師として派遣し、職業や産業の実態、働く事の意
義、職業生活等に関して市内の中学校の生徒に理解させて
いこうという活動に、当金庫も協力しています。

●金融経済教室を開催

地元の小学校および養護学校で、お金の大切さを知ってもらうために、当金庫職員による
「出前授業」を実施しています。
お店を経営したり、お小遣い帳をつけたり、実践さながらの授業で子どもたちはお金の大

切さを学んでいます。

平成25年
9月18日
10月11日

10月21・24日

12月10・12日

平成26年

1月29日
1月31日
2月5日

2月7日
2月18・19日
2月28日

3月11日

平成25年
6月7日
12月6日

平成26年
1月22日
2月14日

横須賀市内 中学校 2年生 12名
横須賀市内 中学校 2年生 12名

横須賀市内 中学校 2年生 12名
横須賀市内 中学校 2年生 12名

生徒からの感想

○人の役に立つことは大切だと思った。
○今から仕事について考えてみるのは、自分にとっては有利なんだなと思いました。
○実際仕事をしている人に話を聞いて、どんなことも全力でやっていきたい。
○自分は今のうちから、やりたいことを見つけて努力し、そのことを仕事にしたいと思いました。
○営業マンの方は話がうまくて、仕事をする上でいろいろ技術もついてくるんだと思いました。

【感想カードより】

神奈川県内 養護学校高等部 2年生 15名
神奈川県内 養護学校高等部 1.2年生 23名

横浜市内 小学校 6年1組 35名・2.3組 70名

横浜市内 小学校 6年1組 35名 ・2組 34名

神奈川県内 養護学校高等部 2年生 10名
神奈川県内 養護学校高等部 1.2年生 29名
神奈川県内 養護学校高等部 2年 15名

神奈川県内 養護学校高等部 3年生 10名
横須賀市内 小学校 6年1.2組 66名・3組 33名
神奈川県内 養護学校高等部 3年生 11名

神奈川県内 養護学校高等部 3年生 11名



地域やお客さまへの積極的な情報発信

情報の発信

●景況レポートの発行

当金庫では、地域の景況感を四半期ごとに集
計した「景況レポート」を発行しています。景況
レポートには、D.I.による業況判断のほか、地域
の情報源としてお客さまの生の声も掲載してい
ます。平成25年度も4回発行し、1,500部をお取
引先等に配布しました。

●ホームページやディスクロージャー誌での
情報発信

当金庫の事業支援活動やコンサルティング機能
の発揮に対する取り組み、地域貢献活動などの具
体的な目標や成果について、ホームページやディス
クロージャー誌を通じて積極的に情報発信していま
す。
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