
地域密着型金融の取り組み状況

平成26年度

地域密着型金融推進計画につきまして、
平成26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27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26年度目標 平成26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

1,000 503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15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。

●創業支援向けセミナーの開催

外部機関と連携して、創業・独立開業を目指している方や、創業後間もない方を対象としたセミ
ナーの後援をしています。

・平成26年5月15日 創業補助金セミナー (公益財団法人横須賀市産業振興財団）
・平成26年9月6日～12月13日かながわ地域創業スクール

（特定非営利活動法人横浜中小企業診断士会）
・平成26年11月14日 創業支援セミナー （神奈川県、かながわ中小企業支援プラットホーム）
・平成26年11月11日～12月11日 女性が起業するための創業スクールinYOKOSUKA!

(横須賀商工会議所）
・平成26年11月29日～ 創業スタートアップセミナー （藤沢商工会議所）
・平成27年2月26日～ 創業者成長支援セミナー（公益財団法人横須賀市産業振興財団）



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

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

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

一般社団法人　建設業経営支援協会
株式会社　コンサラート                          　等

国土交通省　
東京地方税理士会
公益財団法人　神奈川産業振興センター
神奈川県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
一般社団法人　東京都中小企業診断士協会
特定非営利活動法人　横浜中小企業診断士会
特定非営利活動法人　NPOあつぎみらい21

　　   59先(法人）平成26年度

平成26年度 　　 52 先

●事業承継セミナーの開催

平成26年 9 月18日
平成26年10月 9日
平成26年11月13日 横浜市経済局経営・創業支援課

平成26年 9月18日、平成26年10月 9日、平成26年11月13日と3回にわたり横浜市経済局経
営・創業支援課（委託先：事業承継センター株式会社）との共催により事業承継セミナーを開催
しました。事業承継センター株式会社より経験豊富な講師をお招きし、たくさんの事例を基に、
「何をするべきか」「どうしたらよいのか」といった実践的なお話をしていただきました。

中小企業経営診断システムによる経営診断を、 59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。



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26年度目標 平成26年度実績

(単位：先数）

α β γ δ

正常先 5,991 0 0 0

要注意先 うちその他要注意先 1,597 42 0 39 40

うち要管理先 64 7 2 5 6

破綻懸念先 260 21 0 21 19

実質破綻先 115 0 0 0 0

破綻先 13 0 0 0 0

合計 8,040 70 2 65 65

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

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

4回 24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

30件 52件

期初
債務者数

63先50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26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。
・「αのうち再生計画を策定している全ての先数δ」には、金融機関独自の再生計画策定先のほか、
中小企業再生支援協議会、ＲＣＣ、地域経済活性化支援機構、産業復興機構、東日本大震災事業者
再生支援機構などと連携した再生計画策定先を含みます。

●株式会社国土工営と業務提携を締結

平成27年1月19日、株式会社国土工営と支援業務の提携に関する覚書を締結しました。
当金庫と株式会社国土工営が相互に協力、連携することにより、円滑かつ有効な資産管理
等をご支援します。



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業務提携による商談会を開催

●受・発注商談会を開催

平成26年7月3日 ヨコスカ・ベイサイド・ポケット

公益財団法人神奈川産業振興センター、横須賀市な
ど6つの団体と共催で「平成26年度 受・発注商談会」を
開催しました。
地元中小企業の新たな取引先の開拓を目的として開

催され、県内外から製造業者が一堂に集まり、合計で
約800件の商談が行われました。

平成26年10月30日 横浜市の関内新井ホール

東京地方税理士会との業務提携に係る 「中小企業支援
のためのマッチング商談会」を開催しました。

4回目となる商談会は『食』をテーマに、食品関連の多くの

企業さまにご参加いただき、約130件 の商談が実施され

ました。

●「第2回 ビジネスマッチングwithかながわ8信金」を開催

平成26年5月22日 大さん橋ホール

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、昨年に引
き続き「第2回 ビジネスマッチングwithかながわ8信金」を合同開催しました。

本商談会は、神奈川県で活動する中小企業を中

心に、販路拡大に向けたビジネスマッチングの機

会を提供したものです。発注・バイヤー企業80社、

受注・サプライヤー企業248社にご参加いただき、

昨年の商談件数を大幅に上回る合計881件の商

談が実施されました。

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。

【発注企業45社・受注企業235社】



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「産学連携に関する基本協定書」を締結して

います。

●ビジネススクールを開催

当金庫ではお取引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6期は、「見直そう自社経営～中小企業経営に生かそうトヨタ生産方式～」と題して、トヨタ
自動車東日本株式会社名誉顧問の内川晋氏をメイン講師にお招きして、全11回の勉強会を
開催しています。今回のビジネススクールには41名の方々が受講生として登録いただきました。

●こども金融教室を開催

平成26年8月8日 当金庫本部

【小学5・6年生の親子 20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5年生、6年生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。

横浜市立大学国際総合科学部の学生が中心
となり約2年間にわたり研究をしてきた「三浦市
の観光振興」についての成果報告会を兼ねたシ
ンポジウムであり、当日は約400名の方にご来
場いただきました。

【平成26年度の取り組み】
平成26年10月26日
三浦市民ホールにて横浜市立大学との産学連携による研究成果の発表「地域活性化
シンポジウムin 三浦～観光振興による産業間連携と地域活性化～」を開催しました。



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」ことを目的に、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してもらお
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26年
5月 9 日
10月10日

10月20・21日

12月 9 ・11日

12月 11日

平成27年

1月23日
1月28日
2月10日

2月17・18日

横須賀市内 中学校
横須賀市内 中学校
横須賀市内 中学校
横須賀市内 中学校

生徒からの感想
○教え方にすごい情熱を感じた。自分がやって楽しいこと、面白いことを生かした職業に就き

たい。
○中学校生活は将来とは接点がないと思っていた。でもキャリアは幼稚園から始まっていると

聞いて、中学校でだらだらと過ごしていてはいけないなと反省しました。
【感想カードより】

神奈川県内 養護学校高等部
神奈川県内 養護学校高等部

横浜市内 小学校

横浜市内 小学校
神奈川県内 養護学校高等部

横須賀市内 中学校
横須賀市内 中学校

神奈川県内 養護学校高等部
神奈川県内 養護学校高等部
神奈川県内 養護学校高等部
横須賀市内 小学校

平成26年

6 月20日
9 月19日
12月11日

12月12日

平成27年

2 月 6 日
2 月13日



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26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。


