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　当金庫は、地域における金融の円滑化を図ること
を使命として、地域社会の発展に貢献しています。小
口多数取引を貸出運営の原則とし、中小企業・個人事
業者と地元住民の金融機関として、良質な資金を安定
的に供給することが当金庫のもっとも重要な役割です。
　中小企業・個人事業者および個人のお客さまに必
要な資金を安定的に供給するため、「金融円滑化の
ための基本方針」と「金融円滑化管理規程」等を定め
るなど、金融仲介機能の発揮に向けて態勢を整備し
ています。
　また、経営課題の解決に向けた提案等のコンサル
ティング機能を通じ、地域金融の円滑化に全力で取
り組んでいます。
　資金需要や貸出条件の変更等についての相談に対
しては、お客さまが直面している課題を十分に把握
した上で、その解決に向けてきめ細かな対応をとっ
ています。

地域・お客さまの課題解決に向けて 
　当金庫は平成29年度までの3ヵ年の中期経営計
画において、信用金庫本来の社会的役割としての原
点に回帰し、事業性融資への取組みを強化すること
により、地域経済の活性化と安定的な収益確保を実
現することを計画の理念とし、一定の成果を上げて
まいりました。
　平成30年度からの中期経営計画においては、
「Action! 徹底的に『重点地区政策』する。」を掲げ、当
金庫本支店周辺地区の全てのお客さまの全ての課題
を、あらゆるアドバイス・商品・サービスを総動員して、感
謝される水準で解決することに取り組んでまいります。 

金融円滑化への取組み

　昭和信用金庫は設立以来、事業と暮らしの資金を安
定的に供給し、地域金融の円滑化に努めることにより、
信用金庫としての社会的役割を果たしてまいりました。
　創業・新事業を展開される際や事業の成長段階にお
ける支援をはじめ、経営改善や事業再生、業種の転換や
事業承継等の経営課題の解決に向けて取り組み、また
個人のお客さまの生活向上など、それぞれのライフス
テージにおいてお客さまを支援しています。
　さらに地域社会の一員として、さまざまな分野に参画
して地域の課題解決に積極的に取り組み、昭和信用金
庫は「大好きな街」を応援しています。
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　当金庫は、初めて起業される方や新事業展開を計
画する事業者への支援を積極的に行っています。ま
た、創業支援、ベンチャー企業支援、経営革新推進な
どの分野において外部機関との連携を強化して取り
組んでいます。
▶  平成29年度の創業・新事業支援融資の実行件数
は71件、実行金額は3億88百万円となりました。
この中には、「しょうわ女性・若者・シニア創業支援
融資」と平成29年1月から取扱いを開始した「三
ツ星創業サポート融資」も含まれています。 

▶  当金庫は、中小企業・小規模事業者が生産性や経
営力向上に資する革新的サービス開発・試作品開
発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等
を支援する「（通称）ものづくり補助金」制度により、
認定支援機関※として取引先企業の補助事業計画
書の作成・申請支援を行っています。採択数は平
成25年度からの累計で36件となりました。

※ 認定支援機関：経営革新等支援機関（認定支援機関）は、中小企業・小
規模事業者が安心して経営相談等を受けられるように、専門知識や、実
務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関
です。

▶  当金庫は創業期の取引先を継続して支援するた
め、「しょうわ創業応援団」と名付けた取組みを平
成29年7月から開始しました。

　　この活動は、お客さまへの毎月の定期訪問を通
して、事業の状況を適切に把握してお客さまとの
相互理解を深め、当金庫が“お客さまの一番の理
解者・相談相手”として事業運営や経営に必要とす
る適切な支援を行うものです。

創業・新事業支援への取組み

◆創業希望者および創業5年以内の取引先等を対象に、
当金庫と日本政策金融公庫、東京商工会議所の共催で、
平成29年10月20日に開催しました。「ズバリ解説 !　起
業成功の秘訣とは」と題した講演に13名が出席しました。
◆創業予定者や創業後間もない方、ブランディングに
興味がある方を対象に、当金庫、IID世田谷ものづくり
学校および日本政策金融公庫の3者の共催で、平成30

年2月16日に開催しました。「戦略とブランディングで
商品の価値を高める
ノウハウ」をテーマと
したセミナーに22名
が出席しました。

創業支援セミナー
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経営改善支援 
　当金庫は、取引先企業の業績向上、経営安定化お
よび事業継続に資することを目的に、本部と営業店
が連携して経営改善支援活動に取り組んでいます。
　平成29年度は36先の経営改善を支援しました。 

新現役マッチング交流会  
　専門的な知識や豊富な経験をもつ新現役人材（企
業OB）と企業経営者が一堂に会して、販路開拓、海
外展開の支援、人材・後継者の育成など企業が抱え
るさまざまな経営課題の解決を図ることを目的に、
新現役マッチング交流会を開催しています。
　今年度で6回目を迎えた当交流会は当金庫、関東
経済産業局および東京都信用金庫協会との共催によ
り平成29年6月12日に、取引先企業12社と新現
役延べ78名が参加して開催しました。

お客さまの経営課題解決の支援 専門家派遣事業
　当金庫は、売上拡大や販路開拓、経営改善など、中
小企業・個人事業者のさまざまな経営課題の解決を
図ることを目的に、中小企業支援の経験豊富な専門
家が無料で助言・支援を行う派遣事業を積極的に活
用しています。中小企業庁が運営する「ミラサポ専門
家派遣制度」を活用し、平成29年度は延べ36社の
取引先に派遣しています。

経営個別相談会 
　取引先企業の販路拡大、事業承継などの経営課題
解決を図ることを目的に外部機関と連携し、「経営個
別相談会」を開催しています。平成30年2月9日に
東京商工会議所（ビジネスサポートデスク東京西）と
共催した相談会には取引先11社が参加し、販路拡大、
人材確保・育成、事業承継など、さまざまな経営課題
について相談員と面談しました。

取引先の従業員を支援
　従業員の定着と生活の安定化に寄与する制度を
平成28年4月から実施しています。取引先と交わ
される「職域サポート契約書」に基づき、役員・従業
員が融資商品の金利面の優遇や、旅行で割引など
が受けられる特典があります。平成30年3月までで、
854先のお取引先に導入されています。
 世田谷区商店街連合会と協定
　世田谷区内の商店街の振興、世田谷区内の商店
街と商業者等に対する支援など、地域の活性化を図

経営者セミナー
　人材に関する助成金に関心がある、または生産性・付
加価値の向上を目指す経営者等を対象としたセミナー
を、当金庫と日本政策金融公庫の共催で平成29年11
月2日に行いました。

事業承継セミナー
　団塊世代の中小企業経営者が引退期を迎え、後継者
難などの問題が顕在化しています。経営者と後継者候
補を対象としたセミナーは、東京商工会議所（ビジネス
サポートデスク東京西）と連携して平成30年3月13日
に開催しました。

人材採用支援セミナー
　人材不足の課題解決を支援するセミナーを平成29
年11月22日に開催しました。「採用活動に関する情報

提供」の講演に引き続いて、自社の採用ホームページを
作成するワークショップを行いました。当金庫はセミナー
後も参加取引先をフォローし、事業計画を支援しました。

補助金活用セミナー
　通称「ものづくり補助金」の概要、その活用方法、申
請書の書き方等、小規模事業者補助金の概要について
のセミナーを平成30年3月7日に開催しました。

各種セミナー
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る業務を連携して実施することを目的に、同連合会
と包括的連携・協力に関する協定を平成29年12月
26日に締結しました。商店街のイベント事業の支援
等に取り組んでまいります。
　また、平成29年4月からは同連合会の加盟店向け
に金利優遇の取扱いもある専用融資商品を提供して
います。

これまでの世田谷区等との連携
・世田谷区と防災協定（平成25年）
・ 世田谷区と認知症高齢者等の在宅支援における相
互協力協定（平成26年）
・ 一般財団法人世田谷トラストまちづくりと市民まち
づくり支援協定（平成26年）
・ 世田谷区と産業振興と中小企業者等に対する支援
の連携協力協定（平成27年）
・ せたがやソーシャルビジネス支援ネットワークに参画
（平成28年）

産学連携による地域の活性化
　当金庫は、世田谷地域の活性化を図ることを目的
に、駒澤大学および昭和女子大学と平成25年に産
学連携協定を締結しています。地元の企業が学生の
発想を経営に活かす機会や学生がビジネスを学ぶ
機会を創出し、また、創業・中小企業支援、商店街の
活性化、人材育成など多岐にわたり地域の活性化に
取り組んでいます。
　また、平成27年に締結した東京都立産業技術高等
専門学校との連携協定では、2年後の東京オリンピッ
ク・パラリンピックに向けて、人材の育成、教育支援、
中小企業支援の活動を両者が連携して実施し、東京
都の発展を図ることを目的にしています。 

　富士通が保有する特許を使用して、新製品のアイデ
アを考える学生と、そのアイデアを商品化する当金庫
の取引先とのマッチングを目的とする発表会を平成29
年11月22日に開催しました。今年度で第4回を迎え、
学生・関係者・取引先から64名が参加し、駒澤大学か
ら3チーム、日本大学から3チーム、昭和女子大学から
1チームと東京都立産業技術高等専門学校から1チー
ム、計8チームがプレゼンテーションを行いました。

当発表会は、当金庫と富士通が主催し、世田谷区が後
援、東京都中小
企業振興公社が
協力しています。

「知的財産を活用したビジネス創出」発表会
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 ◆ビジネスマッチング交流会’17 
開催日： 平成29年7月14日 
場所： 新宿NSビル　NSイベントホール 
内容： 取引先企業の販路拡大、商品・技術・サービスの

PR、新たな連携先の発見など、ビジネスチャンス
創造の場を提供するための交流会 

主催： 昭和信用金庫 
共催： 東京商工会議所世田谷支部 
出展社数： 89社 
来場者数： 1,007名 
商談件数： 1,223件 
成約(および成約見込み)：
 32(160)件 

◆“イチオシ商品”商談会 in 新宿 
開催日：平成30年2月8日
場所： 新宿区立産業会館（BIZ新宿） 
内容： 新宿区内で展開する取引先企業（信用金庫取引

先は新宿区外も対象）の販路拡大の機会創出の
場を提供する商談会

主催： 新宿区内に店舗のある当金庫を含む１１信用金
庫・日本政策金融公庫・新宿区

後援： 信金中央金庫、東京商工会議所新宿支部
バイヤー数：11社
参加社数： 58社（当金庫から1社） 
商談件数：76件 

◆第6回TOKYO三ツ星バザール  
開催日：平成29年11月8日、9日 
場所： 新宿駅西口広場イベントコーナー 
内容： 食品・非食品の事業者を中心に出展。都内地域産

品の発掘・PRを行う機会を提供するための物産展 
主催： 昭和信用金庫 
特別参加： 亀有信用金庫、東京三協信用金庫、

西京信用金庫、興産信用金庫、芝信用金庫、
コザ信用金庫、銚子信用金庫、沼津信用金庫

出展社数：74社（79ブース）
来場者数：24,645名   

ビジネスマッチング
　当金庫は、お客さまの販路拡大と売上の増加に貢献できるよう、お客さまにビジネスマッチングの機会を提供
しています。平成29年度は3つの交流会を主催、来場者数はいずれも毎年増加しています。

平成２9年度優良企業表彰
　第31回目を迎えた「優良企業表彰」に、当金庫の取
引先企業3社が、最優秀賞『しんきんゆめづくり大賞』、
優秀賞、特別奨励賞を受賞しました。
　社団法人東京都信
用金庫協会等が主催
し、中小企業の優れた
技術や経営をたたえ
るものです。

新宿区優良企業表彰
　この制度は、他の企業の模範となり、地域産業の発
展に貢献している中小企業を表彰するもので、新宿区
と東京商工会議所が共催しています。今年度は25社
が応募、当金庫の取引先が経営大賞（新宿区長賞）を
受賞しました。

優良企業表彰
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