
地 域 の 活 性 化 に関する取 組 状 況
当金庫は、お取引先中小企業の皆さまだけでなく、個人のお客さま向けにも融資商品のキャンペーン実施など、次のとおり様々な

取組みを実施しています。

●「がんばる中小企業応援ローン」の取扱い
●「成長事業応援特別資金」の取扱い
●「にししん事業再生（廃業・転業）支援金」の取扱い
●「地域活性化資金」の取扱い
●「西尾市企業立地応援ローン」の取扱い

当金庫は、上記の金融機能の提供にとどまらず、文化・環境・教育といった面も視野にいれ、広く地域社会の活性化及び社会貢献

活動等に取り組んでいます。

●「にししん補助金チャレンジ資金」の取扱い
●「しんきん保証基金保証付職域サポートローン」の取扱い
●「しんきん保証基金保証付消費者ローン（来店不要型　郵送・WEB

完結）」の取扱い
●「にししん事業承継応援ローン」の取扱い

にししん経営者倶楽部の第５回
通常総会を開催しました。平成
2８年度の事業報告、会計報告
並びに平成2９年度の事業計画
案について承認されました。
総会後、元キリンビール株式会社
副社長の田村潤氏による基調
講演、その後、懇親会を行い、
会員間で親睦をはかりました。

会員企業の次世代経営者、後継者を
対象に、経営やリーダーシップ等に
ついて学んでいただく「にししん若手
経営塾」を開講しました。
経験豊富な専門家による、経営に必
要な知識やノウハウの解説、各種課
題への支援施策の情報を交えなが
ら、経営スキルや情報を習得してい
ただきました。

講演会及び異業種交流会・懇親会を
開催しました。読売新聞特別編集委
員の橋本五郎氏を講師に迎え、「ど
うなる日本の政治と経済〜中小企業
が歩む道とは〜」をテーマに講演い
ただきました。その後、懇親会を行
い、会員間で親睦をはかりました。

にししん経営者倶楽部と西尾信用金庫の
主催にて、合同講演会を開催しました。
3度のオリンピックに出場された元陸
上競技選手の為末大氏を講師に迎え、

「ハードルを越える」をテーマに講演い
ただきました。

石川県の企業視察ミッションを
実施しました。ＩｏＴの先進企業、
高品質の医薬品の製造業企業、
伝統工芸に新しい発想を積み
重ねている企業等を視察し、
今後の経営に役立てていただ
くため意見交換を行いました。

中部経済産業局から講師を迎え、経営力向上計画の認定申請方法等や、
認定事業者が受けることができる支援措置について解説する説明会を開
催しました。

お取引先事業所の新入社員の皆さまを対象として、挨拶・名刺交換等社
会人としての基本的なビジネスマナーに関する研修を開催しました。
10月にその後の実務経験を踏まえ、更なるビジネスマナーの向上をサ
ポートするため、「新入社員ビジネスマナーフォローアップ研修」を開催し
ました。

にししん経営者倶楽部「にししん若手経営塾」の開講
（平成29年7月20日〜平成30年3月8日）

にししん経営者倶楽部…講演会及び異業種交流会・懇親会の開催…
（平成29年12月14日）

にししん経営者倶楽部…第５回通常総会の開催
（平成29年5月12日）

にししん経営者倶楽部・西尾信用金庫…合同講演会の開催…（平成29年8月4日） 

にししん経営者倶楽部…県外視察ミッションの開催
（平成30年2月21日〜 22日）

「経営力向上計画及び中小企業経営強化税制」に
関する説明会の開催…（平成29年5月17日）

新入社員ビジネスマナー研修の開催（平成29年4月5日、4月6日）

  ■にししん経営者倶楽部の活動■

  各種セミナー・講演会・ものづくり支援 等
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経費削減・生産性の向上のために積極的に省エネ
に取組むお取引先への情報提供として、省エネ補
助金の概要、必要な準備及び申請のポイント等を
わかりやすくご説明するセミナーを開催しました。

相続に不安な点をお持ちの方に対して、相続税
の仕組みを理解して早めの相続対策を考える
ことをわかりやすく説明する相続セミナーを3回
開催しました。

創業をご予定の方や創業間もない方を対象と
して、創業に関する基礎知識や資金調達方法、
ビジネスプランの作り方等をわかりやすくご
説明する創業支援セミナーを2回開催しました。

販路拡大や品質管理・経営改善などの経営課題を解決したいとお考えの
中小企業の皆さまと、豊富な知識や経験をお持ちの大手企業のＯＢ（シニア
人材）とのマッチングの機会を提供しました。

経済産業省・中小企業庁が全国でITサービス導入や経営資源の有効活用などの生産性向上など
に取り組む「はばたく中小企業・小規模事業者300社」を選定。うち当金庫推薦企業6社が
選ばれました。

経済産業省が全国で地域経済牽引事業の担い手の候補となる地域の中核企業として「地域未来
牽引企業」を2,148社選定。うち当金庫推薦企業14社を含む取引先16社が選ばれました。

創業の心がまえから販売促進、ビジネスプラン
の作り方まで、創業に必要な基礎知識やノウハウ
を体系的に学ぶことができる4日間の創業キホ
ン塾を2回開催しました。創業をご予定の方の
ニーズに応え、前年度までの土曜日開催に加え、
平日夜間にも開催しました。

愛知県立愛知総合工科高校専攻科１年生を対象に、ものづくり企業の
中核、スペシャリスト人財を育成するための金融講座「にししんものづくり
人財養成課程」を全７回開講しました。

「省エネ補助金セミナー」の開催
（平成29年6月1日、平成30年3月19日）

「相続セミナー」の開催
（平成29年8月5日・9月9日、平成30年2月3日）

創業支援セミナーの開催…
（平成29年7月8日、10月12日）

にししんシニア人材交流会の開催…（平成29年9月15日）

はばたく中小企業・小規模事業者300社に選定されました

地域未来牽引企業に選定されました

台湾最新事情視察ミッションの実施…（平成29年7月4日〜 7日）

創業キホン塾の開催
（平成29年8月26日〜 9月16日、11月17日〜 12月8日）

愛知県立愛知総合工科高校専攻科での「にししんものづくり…
人財養成課程」の開講…（平成29年9月28日〜平成30年1月23日）

お取引先の経営者の
方を対象に、台湾の
現状把握と現地企業
の視察及び情報交換
を行う「台湾最新事情
視察ミッション」を実
施しました。
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1会員に対する取組み

・上記の通り会員のみなさまに「お客さまアンケート」を実施し、アンケート結果を営業店にも伝達し、毎日の営業活動に反映させるようにしております。
・「会員限定金利優遇定期預金」の取扱い

企業の社会的責任（CSR）への取組み
CSRとは、「企業は、経済的利益を追求するだけではなく、社会に存在する組織として、同じ社会に存在し事業活動により

影響を受ける様々な利害関係者（ステークホルダー）の要請に対し、事業活動のあらゆる段階で配慮し、本業を通じて応えること」

とされており、西尾信用金庫の利害関係者（ステークホルダー）に対するCSRへの主な取組み状況は次のとおりです。

好意的なご意見 31人（ 16.6%）

問合せ・ご相談 24人（ 12.8%）

ご要望等 5人（ 2.7%）

批判的なご意見・苦情 21人（ 11.2%）

ご意見・要望等なし 106人（ 56.7%）

合計 187人（ 100%）
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③金融商品の品揃え

④融資姿勢

⑤経営支援・創業支援

⑥文化的・社会的貢献
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■平成29年度の職員の対応、事業活動に関するアンケート結果
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愛知県立愛知総合工科高
校専攻科が作製した電気
自動車コラプスに関わる
ビジネスプランの発表会を
当金庫にて開催しました。

当金庫は、平成30年
1月12日、愛知県労
働局との「働き方改革
にかかる包括協定」
の連携協定第一弾と
して「働き方改革セミ
ナー」を開催し、雇用関
係助成金制度と活用事
例について講師より紹
介していただきました。

「ものづくり補助金（もの
づくり・商業・サービス
経営力向上支援補助金）」
について、補助金申請書
の記入方法、通るための
コツやポイント等をわか
りやすくご説明するセミ
ナーを3回開催しました。

愛知県の専門高等学校の機械系学科に学ぶ生徒を対象とした「にししんハ
イスクール・ものづくりコンテスト2017」を開催しました。

中京大学と互いの保有する情報や知的資源を用いて産学連携を推進し、
学術研究の振興及び地域経済の発展を図るため、「産学連携・協力に関
する基本協定書」を締結しました。

講師に中京大学経済
学部 客員教授の内田
俊宏氏をお迎えし、平
成30年の日本経済・
世界経済を予想してい
だたきました。

愛知県立愛知総合工科高校専攻科「寄贈式及び…
ビジネスプラン発表会」の開催（平成29年10月13日）

にししんハイスクール・ものづくりコンテスト
審査発表会開催…（平成29年11月4日）

中京大学と「産学連携・協力に関する基本協定書」締結
（平成29年12月26日）

新春経済講演会の開催…（平成30年1月17日）

愛知県下全15信用金庫と愛知労働局との働き方改革にかかる包括連携
協定を締結しました。

「働き方改革にかかる包括連携協定」の締結
（平成29年11月17日）

「働き方改革セミナー」の開催…（平成30年1月12日）

ものづくり補助金セミナーの開催
（平成30年2月9日、2月13日、2月16日）
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