
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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■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
（単位:%）
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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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2お客さまに対する取組み
・電子記帳台の導入　（平成30年3月現在で46店舗47台導入）

・キャッシュカード不正利用防止への取組　（平成28年12月1日〜）

・来店不要型ローン取扱スタート

・預金キャンペーンの実施

・西尾信用金庫スマートフォン向けアプリ「西尾信用金庫アプリ」の取扱い

・LINE@の取扱い

・金融円滑化への対応

・ローンの電話・ＦＡＸ・インターネット受付の導入

・振り込め詐欺撲滅強化運動の実施

・「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

・「にししん事業承継応援ローン」の取扱い

・「にししん補助金チャレンジ資金」の取扱い
・企業支援活動

○西尾市、西尾商工会議所、一色町商工会、西尾みなみ商工会、西尾信用

金庫の５者による、西尾市の認定創業支援事業計画に基づく創業支援

事業の実施（創業キホン塾、創業支援セミナー）

○お取引先を対象にした会員組織「にししん経営者倶楽部」での各種活動

の実施

○「企業支援部」によるお取引先の経営改善策のアドバイス

○お取引先の経営相談、情報提供のための講演会、研修会の開催

○「お取引先事業所の新入社員」に対するビジネスマナー研修の開催

○経営指標分析等を活用したお取引先への財務面のアドバイス

○お取引先の紹介・ビジネスマッチング支援の実施

○中小企業支援施策や補助金・助成金など、お取引先の経営に有用な情報

のご提供、ご紹介

○海外（台湾）最新事情視察ミッションの開催

○新事業進出、事業承継支援の一環としてのＭ＆Ａのご提案と専門家の

ご紹介

○省エネ補助金セミナーの開催

○ものづくり補助金セミナーの開催

○新春経済講演会の開催

○「働き方改革セミナー」の開催

○にししんシニア人材交流会の開催
・「あいち・じもと農林漁業成長応援ファンド」、「愛知中小企業再生2号ファンド」「愛知中小企業再生3号ファンド」への出資

・「お客さま相談係」を設置

・「みなさまの声カード」の取扱い

・ハンディキャップのある方への対応
○バリアフリー対応のＡＴＭ設置、携帯助聴器・簡易筆談器の設置

○日本語・英語・中国語・ポルトガル語のコミュニケーションボードの設置

○スロープ、点字ブロック、多目的トイレ、昇降機等設置

○身障者専用駐車スペースの設置
・「にししん年金友の会」の年金ツアーの協賛

・金融教育、職場体験学習、インターンシップの実施

・「金融機関取引に関するアンケート」を実施し、お客さまの当金庫に対する評価やご要望をお伺いし、お客さまのご期待に応えるため日々の活動に役立て

るようにしております。
○ロビーの照明、ＡＴＭコーナー、喫煙コーナー等の改善

○年金・住宅ローン・資産運用・事業資金の休日無料相談会の実施店舗を拡大

○窓口受付システムの導入

・ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置（現在16店舗に設置）　　　・営業店に雨傘、防災用ヘルメットの備え置き　　　・相続税制セミナー

3従業員に対する取組み
・障害者雇用の促進

・定年退職後の再雇用制度の推進

・福利厚生施設の充実

・各種クラブ活動

・親睦会支援制度

・女性活躍推進法における行動計画の策定・公表

・メンタルヘルスケアを中心とした 

　外部専門機関との提携（セーフティネット）

・パート職員等の正社員への登用制度導入

・にしお駅伝大会

・家族ふれあいデー（レクリエーション大会）

・新入職員自衛隊研修

4環境に対する取組み

・ハイブリッド車等環境適合車を購入するための「ECOカーローン」を発売 ・住宅に環境配慮型設備の導入を実施するための「リフォームプラン・エコ」を発売

・消費電力削減への取組（LED照明の導入） ・文房具等事務用品の一部にエコ商品を使用

・電気自動車・電動バイク・電動自転車の使用 ・全店より回収した紙類の溶解処理業者、リサイクル業者への持込

・地球温暖化対策への取組み（電気・ガス・水道・紙の節約） ・新築店舗への太陽光発電設備の設置

・クールビズ、ウォームビズの実施　　　　　　・エコ通勤デーの実施 ・エコキャップ推進運動の実施

5地域社会・地方公共団体、国等への取組み

・地方公共団体の指定金融機関の受託　　・災害時の業務継続態勢の確立

・反社会的勢力への対応　　　　　　　　・マネーローンダリングの防止

・「金融教育」講座　　　　　　　　　　　・認知症サポーターの養成

・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）

・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材養成課程」

　の開講（平成29年9月28日〜平成30年1月23日）

・「西尾市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく事業の実施

・振り込め詐欺撲滅

○下町支店表彰　（平成29年12月7日）

○東刈谷支店表彰　（平成30年2月8日）

○振り込め詐欺撲滅活動　（平成29年10月8日）

○特殊詐欺被害防止キャンペーン　（平成29年12月15日）

○特殊詐欺セミナー　（平成30年2月26日）　

電子記帳台の導入

▲️東刈谷支店表彰▲️下町支店表彰

◀振り込め詐欺撲滅活動

▲新入職員自衛隊研修
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・社会貢献活動

献血　（平成29年5月9日）
AED講習　（平成29年4月18日）
金庫創立記念文化講演　（平成29年10月12日）

・寄付活動
日本赤十字社 愛知支部 熊本地震義援金寄付
西尾市 和太鼓一式寄贈 西尾市 市民病院 市民公開講座
西尾市 総合運動場整備資金
西尾市 西尾高校100周年記念事業協賛
西尾市医師会 西尾市歯科医師会
鉢の木会 西信緑茶会
オイスカ西尾推進協議会
愛知こどもの国里山保護推進プロジェクト
愛知こどもの国B21復活プロジェクト
愛知県緑化推進委員会
日本ユニセフ
(社)愛知県共同募金会
公益財団法人 暴力追放愛知県民会議
西尾市少年少女発明クラブ
西尾市北部発展会へ米津川まつり協賛金
吉良花火大会協賛金
国宝公園の桜を守る会維持管理
熊本県上益城郡益城町
宮城県石巻市
宮城県気仙沼市
福島県いわき市

・清掃活動などボランティア活動
こどもの国竹伐採及び筍掘り等　（平成29年4月16日）
亀崎潮干祭り　（平成29年5月3日・4日）
桶狭間古戦場まつり甲冑隊　（平成29年5月14日）
碧南市臨海公園清掃(春) 　（平成29年5月28日）
宮崎海岸・恵比寿海岸・寺部海岸清掃　（平成29年6月24日）
西尾祇園祭大名行列警備　（平成29年7月15日）
油が淵周辺清掃　（平成29年7月23日）
吉良ぎおん祭り鯛みこし参加　（平成29年7月22日）
米津の川まつり参加及び清掃　（平成29年8月15日）
こどもの国、家族ふれあいデー　（平成29年10月28日）
半田山車まつり清掃（平成29年10月7日・8日）
にしお産業物産フェア銘産品販売活動　（平成29年１０月7日・8日）
ナゴヤアドベンチャーマラソン　（平成29年10月29日）
花岳寺・華蔵寺清掃　（平成29年11月12日）
碧南市臨海公園清掃(秋)　（平成29年11月19日）
西尾市環境イベント　（平成29年12月3日）
亀崎海浜緑地公園清掃　（平成30年3月4日）
ナゴヤマラソンボランティア　（平成30年3月11日）

・地域イベントへの参加
にししんカップ少年サッカー大会　（平成29年9月2日・3日）
西尾祇園祭・踊ろっ茶・西尾！　（平成29年7月15日・16日）
七夕茶会 　（平成29年7月25日）
夏休み親子金融教室　（平成29年7月27日・28日）
はずストーンカップチャレンジレース　（平成29年7月30日）

6社会貢献活動への取組み

西尾市への寄贈 
当庫より西尾市へ教育文化

振興を目的として和太鼓一式

を寄贈。

太鼓は西尾（にしお）の語呂

に合わせて、台座からの高さが

２４０センチ、打面の直径１２０

センチ。演奏用の太鼓として

は県内でも最大級で、胴には

京都市徳禅寺住職橘宗義揮毫

の「夢」という文字を「西尾市が

元気でいつまでも夢を持てる

街であってほしい」と期待を込

めて彫り込んだ。

献血協力

桶狭間甲冑隊

熊本県上益城郡益城町 復興支援のため寄付

環境Wave21

名古屋ウィメンズマラソン2018

清掃活動（宮崎 恵比寿寺部海岸）

にししんカップ少年サッカー大会

夏休み親子金融教室
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