
地域の活性化に関する取組状況

西尾信用金庫は、愛知県の西三河地域

及び名古屋市南東部以東の尾張地域を

主な事業地域として、地元の中小企業

者や住民の皆さまが会員となり、ともに

助け合い、ともに発展していくことを共通

の理念として運営している金融機関です。

地元のお客さまからお預かりした大切

な預金積金は、地元で資金を必要とされる

お客さまにご融資させていただき、事業

の発展や生活の充実のお手伝いをさせて

いただくとともに、地域経済の持続的な

成長・発展に努めています。また、金融

機能の提供に止まらず、文化・環境・教育

面も視野に入れ、広く地域社会の活性化に取り組んでいます。

は地域貢献活動を
このように行っております。

お客さま／会員
会員数 65,681人

西尾信用金庫
店舗数 49 店舗

預金積金

出資金

貸出金

  文化的・
社会的

貢献活動
取引先への

ご支援
地域経済活性化

への取組み

地域社会を
つなぐ力

西尾信用金庫は

SDGsに取り組ん

でいます

平成31年4月4日、8日

●お取引先の新入社員向けビジネスマナー研修の
開催
お取引先事業所の新入社員の皆さまを対象として、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月にはフォローアップ研修も開催しました。

平成31年4月12日

●地方創生に資する金融機関等の「特徴的な取組
事例」に当金庫の取組が認定され表彰

「にししんハイスクール・ものづくりコンテスト」の取組みが評価
され、内閣官房から平成30年度の地方創生に資する金融機関
等の「特徴的な取組事例」に認定され表彰されました。

令和元年5月28日

●地域未来牽引企業、はばたく中小企業・小規模
事業者300社等との企業交流会を開催
財務省東海財務局長、経済産業省中部経済産業局長、日本銀行
名古屋支店長をお招きして企業交流会を開催しました。

令和元年7月2日

●総代定数を増員し新たに110名の総代を選任
総代定数を110名に増員しお客さまとの繋がりの強化を図り、
令和元年8月3日に総代および総代選考委員との感謝の集いを
開催いたしました。「ザ・レジェンド」の公演は大好評をいただ
きました。
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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
●「地域活性化資金プラスワン」「にししん創業支援資金
　プラスワン」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およ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
●「新型コロナウイルス感染症(COVID19)対策特別融資」の取扱い
●「危機対応特別私募債」の取扱い

…■にししん経営者倶楽部の活動

令和元年12月15日

●「にししんハイスクール・ものづくりコンテスト
2019」審査発表会の開催
愛知県の機械系学科、電気・電子・情報系学科を有する専門
高校を対象に「ものづくりと情報技術(IoT)の融合 生活に役立
つものづくり」を製作テーマに取組み、その成果を発表していた
だきました。

令和元年6月4日

●第7回通常総会の開催
にししん経営者倶楽部の第７回通常総会を開催しました。平成
３０年度の活動報告、会計報告並びに令和元年度の活動計画案
について承認され
ました。
総会後、ライザッ
プグループ取締役
の松本晃氏による
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。

令和元年11月26日～令和2年3月3日

●第2回にししん若手経営塾の開講
会員企業の次世代経営者、後継者、経営幹部を対象に、経営者と
して成功するためのマインド・スキルについて、ワークやグループ
ディスカッションを通じて学んでいただきました。

令和2年3月～

●企業経営の総合的な相談拠点ビジネスコミュニ
ケーションセンターBCC240の開設
事業承継と人材支援の相談を始めとして、生産性向上・販路開拓
やSDGs、BCP策定支援、海外展開支援など、企業経営に係
る総合的な相談
拠点としてビジ
ネスコミュニケー
ションセンター
BCC240として
開設いたしました。

令和元年11月28日

●講演会および異業種交流会・懇親会の開催
講演会及び異業種交流会・懇親会を開催しました。
プロゴルファーの丸山茂樹氏を講師に迎え、元ＣＢＣアナウンサー
の平野裕加里氏とトークセッションを行いました。その後、懇親会
を行い、会員間で親睦をはかりました。

令和元年12月21日、令和2年1月18日、2月15日

●にししん次世代リーダー育成塾の開講
会員企業の幹部候補者、改善推進者を対象に、タイムマネジメント
や生産性向上のための具体的な手法等について、座学・グループ
ワークを通じて学んでいただきました。
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当金庫では、お客さまの健康・安全を最優先に新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に取り組むとともに、お客さまの

事業資金や生活資金の安定供給のためのご支援や助成金・補助金等の申請支援など各種サービスの提供を続けてまいります。

新型コロナウイルス感染症に係る対応について
●感染防止、予防等の取組み

弊庫の業務基本計画に基
づき、店内及びATM消毒
の開始、全職員による交代
勤務やテレワークの実施、
営業店カウンターへの飛沫
防止用フィルムの設置、得
意先活動の一部自粛、窓口
業務の昼休業を8店舗で実
施など各種感染予防策を
実施してまいりました。

令和2年2月17日～

●「新型コロナウイルス感染症融資相談窓口」の設置
全店に相談窓口を設置すると同時に金庫独自の「新型コロナウイ
ルス感染症（COVID19）対策特別融資」の取扱いを開始し、新
規融資や貸付条件の変更など事業資金のみならず住宅ローンや
個人ローンに関する資金繰りご相談も承っております。
4月13日より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い事
業活動に支障を生じている企業等を応援するため、一般私募債
と比較して手数料を優遇し償還年数を延長した「危機対応特別
私募債」の取扱いを開始しました。

【コロナウイルス感染症対策融資等の状況】（令和2年5月末現在）

（単位：件、百万円）
コロナウイルス感染症対策融資 危機対応特別私募債

実行件数 実行金額 取扱件数 取扱金額
1,120 20,983 2 150

（注）1．金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
　　2．融資実績には、金庫独自融資のほか保証協会の制度融資も含みます。

令和2年3月3日

●西尾市民病院へマスク1万枚を寄贈
新型コロナウイルス感染
症が拡大する中、西尾
市民病院でもマスクが
不足していることから、
災害用として備蓄して
いるマスク1万枚を寄贈
しました。

令和2年4月11日～

●「雇用調整助成金」の説明会および個別相談会の開催
新型コロナウイルス感染
症の影響を受けて事業
活動が縮小している取引
先事業所に対して、社会
保険労務士による説明
会および個別相談会を
開催しております。

令和2年6月1日～

●医療従事者の方々を応援するため
　「応援定期預金」の発売

新型コロナ感染症患者を
受け入れた医療従事者の
方々を応援するために「新型
コロナ感染症対策応援定期
預金」を発売しました。
本定期預金でお預かりした
令和2年9月30日までの発売
総額の0.01%を当金庫の
負担で「あいち医療応援基金」
に寄付いたします。

令和2年4月1日、3日、30日

●給食用牛乳を購入
新型コロナウイルス感染症拡大による学校の一斉休校に伴い、
給食用牛乳の供給停止を余儀なくされた酪農家への支援として
給食用牛乳を購入し職員に配布しました。

令和2年6月15日

●西尾市へ「検温アラームシステム」2台を寄贈
西尾市の新型コロナウイルス感染症拡大防止策の一助として「検温
アラームシステム」
を寄贈。寄贈した

「検温アラームシ
ステム」はホワイト
ウェイブ21と西尾
市文化会館に設置
されております。

令和2年5月8日～

●「コロナ対応サポートデスク」の開設
西尾市との連携により、新型コロナウイルス感染症の影響を受け
ている事業者を対象に資金繰り相談、雇用調整助成金、持続化
給付金等についての
相談窓口（コロナ対応
サポートデスク）」を
開設しました。
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お客さまのいちばん身近な存在として、この地域にあることを誇りに思い、その環境・文化

の保全に努めるとともに、地域とのつながりを強化し、地域の持続的発展に取り組んでいます。

地域貢献・環境保全に関する取組状況

西尾信用金庫は

SDGsに取り組ん

でいます

平成31年4月～

●寺津支店の会議室を「まちの体操教室」の会場と
して提供
西尾市が取組む健康寿命延伸策（運動機能維持・介護予防）の趣旨
に賛同し「まちの体操教室」の会場として当金庫寺津支店会議室
を毎週水曜日に提供。延べ517名の方が利用されました。

令和元年7月23日

●たなばた茶会
西尾市内の小学校・中学校・高校に声をかけ、茶道に興味をもって
いる子ら188名を招待し本格的な茶席を体験してもらい心休ま
るひと時を過ごしました。

令和元年7月25日、26日

●夏休み親子金融教室
金融リテラシーの一環とし
て西尾市・碧南市・幸田町
内の小学5年生とその保護
者を対象に88組176名が
参加し、お金の大切さや
働くことの大切さを考える
きっかけとしました。

令和元年9月7日

●金庫創立記念文化講演会
講師に生島ヒロシ氏を招き、
東日本大震災に関わる体験
を交え、生島氏がいつも心
がけている、ご機嫌な「老活」
を目指し、人生をより充実
させるためのテーマである、

「心」と「体」と「お金」の健康
について講演いただきま
した。

令和元年9月21日、22日

●第14回にししんカップ少年サッカー大会
サッカーの普及・技術向上とスポーツを通じた青少年の健全な
育成を目的に
開催し、県外3
チームを合わ
せ24チームが
参加しました。

令和元年11月16日・17日

●第9回にしお産業物産フェアへの協賛
当金庫ボランティア部が、北海道から九州まで全国の信用金庫
取引先の銘産品の販売を実施しました。11月17日（日）には、

「くまモン」が熊本県産品のPRのためにブースに登場しました。
なお、売上金は被災地復興支援資金として寄付しました。

令和元年8月25日

●「キッズ・トライアスロンin西尾一色」への特別協賛
西尾市のトライアスロン
協会などが初めて開催した

「2019キッズトライアス
ロンin西尾一色」に当金庫
は特別協賛しました。小学
1年生から高校3年生までの
学生が125名参加しました。

※その他清掃ボランティア活動および地域イベント
に積極的に参加しております。
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