
地域密着型金融の取組み状況（21年４月～22年３月） 

             （金融機関名 巣鴨信用金庫） 

１．項 目 
１．ライフサイクルに応じた取引企業の支援強化 

（１）創業、新規事業支援 

２．タイトル 外部機関を活用した総合的な創業・新規事業支援の実現 

３．動機（経緯） 

創業及び新規事業においては、事業計画の策定やその計画の評価が非常に大きな

ウエートを占めることから、外部機関のノウハウを活用しながら、お客様の創業

及び新規事業への取り組みに積極的にサポートできる体制作りを目指したい。 

４．取組み内容 

創業及び新規事業においては、創業計画・事業計画・経営革新計画等の各種計画 

書策定サポートを中小企業診断士の職員が携わり、保証協会「アシストプラザ」 

の活用や「板橋区創業ネットワーク」「板橋区立企業活性化センター」「豊島区と 

しまビジネスサポートセンター」等公的機関と連携しながら、総合的なサポート 

を行っています。 

また、外部機関のノウハウを活用し、販路拡大やビジネスマッチング、専門家派 

遣、実務経験者の紹介等を行う部署を新たに新設し、「すがも事業創造センター」 

ができました。今後は、「すがも事業創造センター」中心に活動を展開していくこ 

とになります。 

５．成果（効果） 

【相手方にとっての成果】 

・経営革新計画認定申請 3件（内 2件は認定、1件は申請準備中） 

・「創業アシストプラザ」を活用し事業計画及び資金調達を支援 7件 

・「板橋区立企業活性化センター」を活用し事業計画及び資金アドバイス 2件 

【当行（金庫・組合）にとっての成果】 

・創業関連の取組件数 54件（融資相談、事業計画策定サポート等） 

・創業関連融資取扱件数 19件、実行金額 114百万円 

・新たに「板橋区立企業活性化センター」や「豊島区としまビジネスサポート 

 センター」との連携を案件持ち込むことで構築できました。 

・当庫としては初めて「経営革新計画」認定申請に携わることで、「経営革新」 

 の取組に対するノウハウを構築することができました。 

 

６．22 年 3 月ま

での取組み状

況に対する評

価及び今後の

課題 

【評価】 

平成 20年度より、本格的に外部機関との連携を密にとるようになったことで、平

成 21年度は更に外部機関を活用することができ、新たに「経営革新計画」認定の 

サポートも行うことができました。 

【今後の課題】 

今後は新規部署「すがも事業創造センター」で、更に外部機関との連携を密に取

りながら数多くの案件に取組めるよう努めたい。 

７．新規・継続 
新規取組み  ・  継続取組み （開始年度 平成  年度） 

８．添付資料 
 

９．備 考  

 

(別紙様式) 



地域密着型金融の取組み状況（21年４月～22年３月） 

             （金融機関名 巣鴨信用金庫） 

１．項 目 
１．ライフサイクルに応じた取引企業の支援強化 

（２）経営改善支援 

２．タイトル 「本気共生計画」策定及びモニタリングの強化 

３．動機（経緯） 

当庫では経営改善計画を「お客様と共に本気で悩み、共に改善を考え共に豊かな

将来へ向かって活動していく経営改善のサポート」と位置付け、その呼称を「本

気共生計画」とし改善活動に取組み、改善計画のモニタリングの強化も図ってお

ります。 

４．取組み内容 

・「本気共生計画」の新規策定及び既存策定先の進捗管理 

・取引先の調査、分析、改善策の検討及び提案 

・営業店との連携によるモニタリングの強化 

・既存策定先への本部専門部署の定期訪問、2次提案の検討 

・財務分析診断書の作成による財務改善サポート 

（決算書による財務診断、財務診断から更に突っ込んだ財務改善提案） 

・経営改善提案に地域力連携拠点（専門家派遣、新現役等の施策）を活用する 

・中小企業再生支援協議会への相談や中小企業大学校の改善支援依頼等 

 の外部機関を活用したサポート 

・金融円滑化法施行に伴い、経営改善計画策定研修の実施 

５．成果（効果） 

【相手方にとっての成果】 

・「本気共生計画」策定先に対するモニタリング検証により 55件の既存策定先 

のうち 3件正常化にランクアップ、1件返済確立、1件返済完済により 5件が 

「本気共生計画」卒業となった。 

・中小企業大学校製造業実習を活用し製造現場の改善助言（計画 2次策定）1件 

・県制度パワーアップ資金活用し、2次改善計画先 1件 

・新規「本気共生計画」策定先 1件    等の成果あり 

【当行（金庫・組合）にとっての成果】 

・「本気共生計画」策定先に対するモニタリング態勢の強化を行い、年 2 回（4 月

と 9 月）に本部と営業店との連携強化を図るよう組織的しくみを確立し、担当

者の当事者意識向上が図れた。 

・経営改善計画策定研修を本格的に取組始めたことで、職員 1 人 1 人が取引先の

経営改善にかかわる意識をもつようになってきた。 

６．22 年 3 月ま

での取組み状

況に対する評

価及び今後の

課題 

【評価】 

「本気共生計画」先モニタリング態勢を整備したことで、モニタリングに対する

意識が高まり、更にモニタリング及び経営改善サポートができるよう努めたい。 

【今後の課題】 

経済環境は今だ良くない中、早期に取引先と対応できる取組と現場力向上が、今

後の課題であり、本部と営業店との連携強化も更に進めていく必要がある。 

７．新規・継続 
 

新規取組み  ・  継続取組み （開始年度 平成１４年度） 

８．添付資料  

９．備 考  

 

(別紙様式) 



地域密着型金融の取組み状況（21年４月～22年３月） 

             （金融機関名 巣鴨信用金庫） 

１．項 目 
１．ライフサイクルに応じた取引企業の支援強化 

（３）事業再生 

２．タイトル 外部機関とのネットワーク構築による事業再生サポートの促進 

３．動機（経緯） 

債務者区分が劣化する恐れのある中小企業が多く、経営改善サポートを効果的に

実施するためにも、外部機関のノウハウを活用する必要性が高い。特に中小企業

再生支援協議会や地域連携拠点などの公的機関の積極的活用を考えたい。 

４．取組み内容 

・「本気共生計画」策定先の 2次計画策定として、中小企業再生支援協議会や 

 中小企業大学校診断実習の活用を提案し、複雑多岐にわたる課題や問題点の 

 解決策を探る手助けとしています。 

・東京都や埼玉県の中小企業再生支援協議会担当者との交流を通して、事業再生 

 手法等のノウハウを吸収しています。 

・保証協会等の事業再生支援制度等の活用を積極的に行っています。 

・債務者区分劣化及び条件緩和先に対しては、当庫より積極的に経営改善計画 

 策定にかかわる態勢を整えるよう努めています。 

・本部専門部署と営業店との連携強化、研修の実施等を行うことで、経営改善 

 ならびに事業再生における早期着手を心がけ、人材育成、現場力向上に努めて

います。 

５．成果（効果） 

【相手方にとっての成果】 

・当初「本気共生計画」より中小企業再生支援協議会の案件として取組み、モニ

タリング中で改善に向かっている先 1件 

・中小企業大学校製造診断実習を活用し、製造現場の課題再発見に繋げた先 1件 

・中小企業再生支援協議会 1次対応で助言先 2件（東京 1件、埼玉 1件） 

・保証協会「求償権消滅保証」により新規事業再生取組み 1件 

【当行（金庫・組合）にとっての成果】 

 中小企業再生支援協議会等の活用を積極的に行っていなかったことから。その

ような外部機関との接触も尐ない状況であったが、案件の掘り起こしや再生支

援協議会セミナー等への参加を通して、本部専門部署においては事業再生の新

たなノウハウを認識できた。 

６．22 年 3 月ま

での取組み状

況に対する評

価及び今後の

課題 

【評価】 

 外部機関活用に対するノウハウや取組案件の掘り起こしが進まず、また取扱件

数が尐ないことから、当庫全体に対して外部機関活用に対する効果を具体的に

示すことができず、そのため現場レベルまで波及できなかった。 

【今後の課題】 

 外部機関を活用し、更に取引先の課題解決に繋げる早期取組みへの現場力向上

が課題。外部研修や店内研修を通しながら、ノウハウの構築を図りたい。 

 また、案件の掘り起こしによる実績を数多く共有できるよう努めます。 

７．新規・継続 
新規取組み  ・  継続取組み （開始年度 平成１５年度） 

８．添付資料  

９．備 考  

 

(別紙様式) 



地域密着型金融の取組み状況（21年４月～22年３月） 

             巣鴨信用金庫 

１．項目 
１．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化 

（４）事業承継 

２．タイトル 
当庫ファイナンシャルプランナーや中小企業診断士及び、外部専門

家との連携による事業承継サポート 

３．動機（経緯） 

取引先の中小企業で、近年、経営者の高齢化が進行、後継者の確保

が難しい状況が見受けられ、事業承継問題は今後重要な課題になっ

ていく。 

４．取組み内容 

自社株評価や相続対策のコンサルティングに加え、事業承継資金面 

の対策、Ｍ＆Ａのマッチングサポートを当金庫ファイナンシャルプ 

ランナーや中小企業診断士及び外部専門家との連携を図りながら対 

応実施。 

 

５．成果（効果） 

【相手にとっての成果】 

・経営者は悩みを抱えながらも対応策を先送りにしていたが、ふと

した相談から現状把握が出来た様子で、今後の対応等のアドバイ

ス依頼出来る環境が徐々に整いつつある。 

【当行（金庫・組合）にとっての成果】 

・事業承継の相談（自社株評価等含む）件数５１件。 

・Ｍ＆Ａの相談件数５件。 

・その他、相続がらみの相談等の実績は多数あり。 

６．22 年 3 月まで       

の取組み状況に  

対する評価及び

今後の課題 

【評価】 

・本部専門部署はもちろん現場の事業承継に対する重要性を再認識

し実務研修を通じてコンサルティング能力の向上を図る為の体制

の整備が必要であり、実現されれば、今後成果は生じるものと思

われます。 

【今後の課題】 

・お客様の要望を具体的対策アドバイスの実行に向けて現場の営業

力のスキルアップ向上が課題 

７．新規・継続 
 

  新規取組み ・ 継続取組み（開始年度 平成１７年度） 

８．添付資料 

 

９．備考 

 

 

（別紙様式） 



地域密着型金融の取組み状況（21年４月～22年３月） 

             巣鴨信用金庫 

１．項目 

２．事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供

給手法の徹底 

（１）担保・保証に過度に依存しない融資等への取組み 

２．タイトル 
担保・保証を必要としない、格付によって金利等の条件を設定する

制度の定着化 

３．動機（経緯） 

担保、保証に依存せず､財務内容等の定量要因を始め、定性要因に目

を向けて、真に将来性のある先を地域金融機関として支援したい。 

４．取組み内容 

 ・ 企業の将来性、技術力を的確に評価できる能力等の人材育成。 

・ 実財務を正確に把握できるスキルの維持と向上の為のＯＪＴ

や研修の充実 

 

５．成果（効果） 

【相手にとっての成果】 

 担保の有無よりも実態にそった条件と決済が可能となり、対応が

早くなった。 

 

【当行（金庫・組合）にとっての成果】 

リスクに見合った金利採用の考え方が醸成されてきた。 

６．22 年 3 月まで       

の取組み状況に  

対する評価及び

今後の課題 

【評価】定型商品に依存せず、案件に合わせた提案力が向上してき

たと考えております。 

 

 

【今後の課題】 

採用案件のモニタリングを通し金利採用の適切性を検証していき

ます。 

７．新規・継続 
   

新規取組み ・ 継続取組み（開始年度 平成  １９年度） 

８．添付資料 

 

９．備考 

 

 

（別紙様式） 



地域密着型金融の取組み状況（21年４月～22年３月） 

             巣鴨信用金庫 

１．項目 

２．事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供

給手法の徹底 

（２）企業の将来性、技術力を適格に評価できる能力等、人材育成

への取組み 

２．タイトル 

定量面のみならず、経営者の経営姿勢・計画等に共鳴するなど強く

支援を望む場合に定性面等に重点をおいた審査融資（やってみなは

れ）及び業種に強くなろう法人営業実践セミナーの実施。 

３．動機（経緯） 

お客様の経営に対する熱い気持ちを採り上げ、審査に反映させ、企

業の将来性等を評価する仕組み作りを通して、定量面に表れないも

のを見極める能力を醸成したい。 

４．取組み内容 

 財務内容は芳しくなくても、経営者の経営姿勢や計画等に共鳴し

強く支援を望む場合に稟議申請し審査を行います。申請にあたって

は経営者の経営理念・方針・ビジョン等を必ず記載し、担当者の共

鳴した熱い思いを記入します。審査にあたっては、定量面のみなら

ず定性面を重視して審査することとしております。 

 

・次世代若手営業課員人材育成を図る為、１年間延べ１６６名に同

行訪問ＯＪＴを実施。 

５．成果（効果） 

【相手にとっての成果】 

 定量面に表れない部分を積極的に採り入れるため、お客様の事業

の実績が表面に出ていないケースでも、融資に結びつく場合もあ

る。 

「やってみなはれ」案件１８件実行、金額９８百万円。 

【当行（金庫・組合）にとっての成果】 

・企業の将来性や技術力を評価する為、ヒヤリング能力の向上。 

・次世代の若手営業課員の実践的同行ＯＪＴにより強化すべき内

容が把握出来た。 

６．22 年 3 月まで       

の取組み状況に  

対する評価及び

今後の課題 

【評価】 

営業課員のお客様の業務内容把握に対する意識の向上が図れた。 

 

【今後の課題】担当者のみならず、営業店一体での評価への取組み。 

審査部門も形式にとらわれない評価の採り入れ。 

７．新規・継続 
   

  新規取組み ・ 継続取組み（開始年度 平成  ２０年度） 

８．添付資料 

 

９．備考 

 

 

（別紙様式） 



地域密着型金融の取組み状況（21年４月～22年３月） 

             （金融機関名 巣鴨信用金庫） 

１．項 目 

３．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献 

（１）地域全体の活性化、持続可能な成長を視野に入れた、同時的・一体的な「面」

的な取り組み 

２．タイトル 第二回すがもビジネスフェア「四の市」の開催 

３．動機（経緯） 

１９９２年より１８年間にわたり、巣鴨とげ抜き地蔵尊の縁日「四の日」に開催

してきた「おもてなし処」の一日３０００人の集客力（特に高齢者にセグメント

された）を地域の事業者の情報発信の場として活用するとともに、巣鴨の街に新

たな賑わいを創出したいと考え企画しました。 

４．取組み内容 

ご高齢者の日常生活を快適で便利なものとする商品・製品・サービスを有する当 

金庫取引先や地元自治体である豊島区・警察・消防などの行政機関等２２の事業 

者にご出店いただき 11月４日（水）に開催しました。第一回同様、開場当初は一 

時的に入場制限を行う程のご来場者の数に出店事業者はもちろん役職員一同もお 

客様のご期待の大きさに驚かされました。お陰様で大きなトラブルもなく、最終 

的なご来場者数は４２５０人を数えることができました。 

 

５．成果（効果） 

【相手方にとっての成果】 

ご出店頂いた事業者の皆さまは異口同音に「四の市」の集客力に驚かれるととも 

に、ターゲットを高齢者に限定した「集客力」は事前の想定を上回る成果（販売 

量・情報発信量・相談件数）に結びついたと高い評価を頂戴し、「次回開催時にも 

是非出店したい」とのご要望を多数頂戴致しました。 

【当行（金庫・組合）にとっての成果】 

お客様の本業サポートを経営の最重要課題とする当金庫の姿勢がお客様はもとよ 

り職員にも効果的に発信することができました。 

６．22 年 3 月ま

での取組み状

況に対する評

価及び今後の

課題 

【評価】 

ご来場者・ご出店者双方の皆さまに大変喜んでいただくことができた結果、初期

の目的を達成できたものと考えております。 

【今後の課題】 

現在、当金庫がプロモーションをお手伝いしているお客様にご出店頂くことで、 

トータルなサポート力を向上させたい。本年度は５月２４日及び１１月４日に開

催予定。 

７．新規・継続 新規取組み  ・  継続取組み （開始年度 平成２０年度） 

８．添付資料 
 

９．備 考  

          

(別紙様式) 



 

地域密着型金融の取組み状況（21年４月～22年３月） 

             （金融機関名 巣鴨信用金庫） 

１．項 目 
３．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献 

（２）地域活性化につながる多用なサービスの提供 

２．タイトル すがも事業創造センターの設置 

３．動機（経緯） 

平成１９年末に山口義行立大教授と小出宗昭富士市産業支援センター長（現在）

の講演を聞き、小出氏が中小企業の企画部長・マーケティング部長として果たし

ている機能こそが、現在信用金庫に求められている活動であると確信した。 

４．取組み内容 

全職員からの公募で選抜した１名の職員（トップ営業マン）を、平成２０年８月 

より１年間、富士市産業支援センターへ小出氏の「カバン持ち」として出向させ 

た。１年間で約１２００件の小出氏と地域の事業者との経営相談に同席し、「小出 

流」を体得し、平成２１年８月帰任。同９月体得したノウハウを活用する部署と 

して、新たに「すがも事業創造センター」を設置した。 

９月より活動を開始し、お客様との１６５件の相談を実施。その中から４１件を

公的機関等の実施する様々なサポートメニューを利用することにより、お客様の

課題解決の一助とした。 

５．成果（効果） 

【相手方にとっての成果】 

「経営革新計画」認定２件、「販路拡大」７件、「ＨＰ作成」６件、 

「デザイナー派遣」４件、「マッチング」３件、 

【当行（金庫・組合）にとっての成果】 

お客様の抱える金融以外（本業）面の経営課題の多様性に気づくとともに、お客 

様と共に様々な公的機関が提供しているサポートメニューを活用することで、課 

題解決に一歩近づけることを実感した。 

６．22 年 3 月ま

での取組み状

況に対する評

価及び今後の

課題 

【評価】 

金庫全体に「すがも事業創造センター」への理解が深まるとともに、センターへ

の相談依頼も増加したため、当初２名にてスタートしたが、平成２２年３月の異

動で、６名に増員した。 

 

 

【今後の課題】 

お客様の経営課題解決の具体的成果を積上げること 

７．新規・継続 
新規取組み  ・  継続取組み （開始年度 平成  年度） 

８．添付資料  

９．備 考  

 

 

 

 

 

 

 

(別紙様式) 



地域密着型金融の取組み状況（21年４月～22年３月） 

             （金融機関名 巣鴨信用金庫） 

１．項 目 
協同組織金融機関としての具体的な取り組み 

１．地域密着型金融としての具体的な取り組み 

２．タイトル 

① 目利き能力の向上、人材の育成 

・ 営業店幹部を対象としたＯＪＴ研修の実施 

・ 融資審査研修の充実 

中小企業診断士の養成産業支援機関との連携によるお客様の課題解決に向け

た取り組み 

３．動機（経緯） 

企業の将来性、技術力を的確に評価できる能力等の人材育成の為 

４．取組み内容 

（１） 融資部による「融資事例研修」を営業店長・融資担当役席を対象に実施し

ました。(2回実施。受講者１４４名) 

（２） 営業店融資課職員を対象に「融資部審査トレーニー」を実施しました。（2

回実施。受講者６名） 

（３） 融資部による「融資案件リスクコントロール研修」を営業担当役席を対象

に実施しました。（受講者 40名） 

（４）2010 年 3 月開講中小企業大学校（中小企業診断士養成過程）に職員 1 名を

派遣しました 

５．成果（効果） 

【相手方にとっての成果】 

融資事例研修は回を重ねてきて、店長・役席の案件の見方が細かくなってきま

した。 

営業店の融資課員の審査トレーニーも回を重ね、案件のポイントや稟議書作成

の能力向上に繋がっています。 

【当行（金庫・組合）にとっての成果】 

 同上 

６．22 年 3 月ま

での取組み状

況に対する評

価及び今後の

課題 

【評価】 

 事例研修、トレーニーとも回を重ね、多くの事例に接し、若手の職員もトレー

ニー参加で早くから色々な案件に接しられる良い研修と考えております。 

【今後の課題】 

ＯＪＴとの連動を標準化すること。 

７．新規・継続 
新規取組み  ・  継続取組み （開始年度 平成１８年度） 

８．添付資料 
 

９．備 考  

 

(別紙様式) 



地域密着型金融の取組み状況（21年４月～22年３月） 

             巣鴨信用金庫 

１．項目 
協同組織金融機関としての具体的な取組み 

１．地域密着型金融としての具体的な取組み 

２．タイトル 
②身近な情報提供・経営指導・育成 

３．動機（経緯） 

外部環境の変化が進む中、中小企業の経営者の抱える経営課題を解

決する為に、平成２１年９月にすがも事業創造センターを設立しま

した。 

４．取組み内容 

富士産業支援センターに出向していた職員等をビジネスコーディ

ネーターとし、営業店の職員からの情報を基にお客様と意見交換

を実施し、経営課題（販路拡大）に向けた本業サポートに取り組

みます。 

意見交換の中から、より具体的な改善策に結びつける為に地域力連

携拠点事業・板橋区活性化センター等との連携により専門家を踏ま

えた具体的な活動に取り組みます。 

セミナーの開催・すがもビジネスフェア「四の市」の開催により情

報提供や情報発信のサポートにも取り組んでいます。 

５．成果（効果） 

【相手方にとっての成果】 

「経営革新計画」認定２件、「販路拡大」７件、「ＨＰ作成」６件、 

「デザイナー派遣」４件、「マッチング」３件、 

【当行（金庫・組合）にとっての成果】 

お客様の抱える金融以外（本業）面の経営課題の多様性に気づくとともに、お

客様と共に様々な公的機関が提供しているサポートメニューを活用すること

で、課題解決に一歩近づけることを実感した。 

６．22 年 3 月まで       

の取組み状況に  

対する評価及び

今後の課題 

【評価】 

金庫全体に「すがも事業創造センター」への理解が深まるとともに、センター

への相談依頼も増加したため、当初２名にてスタートしたが、平成２２年３月

の異動で、６名に増員した。 

【今後の課題】 

お客様の経営課題解決の具体的成果を積上げること 

７．添付資料 
 

８．備考 
 

 

（別紙様式） 



地域密着型金融の取組み状況（21年４月～22年３月） 

             巣鴨信用金庫 

１．項目 
協同組織金融機関としての具体的な取組み 

１．地域密着型金融としての具体的な取組み 

２．タイトル 
③商工会議所、商工会、中小企業再生支援協議会等、他機関との 

 連携 

３．動機（経緯） 

平成２０年度において、中小企業基盤整備機構関東支部・東京都中

小企業振興公社・東京商工会議所を業務連携契約を締結したことに

より、各機関の提供するサービスメニューをより身近なものと理解

できたことから、その積極的な利用を計画しました。 

４．取組み内容 

・中小企業基盤整備機構関東支部 

 「中小企業会計啓発・普及セミナー」の開催 ２００９年７月１０日 

  参加者７３名、「窓口経営相談」の利用 ５件 

・東京都中小企業振興公社 

 「ニューマーケット開発事業」の利用 ９件 

・東京商工会議所 

 「専門家派遣」の利用 １４件 

・豊島区 

 「産業振興施策」説明会 豊島区内６店舗で開催 

 「としまものづくりメッセ」への出店（課題を抱えるお客様の発見を目的とした） 

・板橋区 

 「産業振興施策」説明会 板橋区内１０店舗 

 「板橋産業見本市」への出店（課題を抱えるお客様の発見を目的とした） 

 「板橋区立企業活性化センター」の専門家派遣 １２件 

５．成果（効果） 

【相手方にとっての成果】 

様々な公的機関が実施する課題解決メニューの利用により、お客

様が抱える課題解決に向けた具体的な一歩が踏み出せた。 

【当行（金庫・組合）にとっての成果】 

金融面以外のサポートメニューが増加し、お客様の課題解決をサポートできる

分野が広がった。 

６．22 年 3 月まで       

の取組み状況に  

対する評価及び

今後の課題 

【評価】 

外部の経営資源を活用することにより、当金庫だけでは提供できないサポート

を実施することができた。同時に、外部機関とのネットワークが広がり、コミ

ュニケーションも密にすることができた。 

【今後の課題】 

お客様の経営課題解決の具体的成果を積上げること 

７．添付資料 
 

８．備考 
 

 

（別紙様式） 



地域密着型金融の取組み状況（21年４月～22年３月） 

             （金融機関名 巣鴨信用金庫） 

１．項 目 
協同組織金融機関としての具体的な取組み 

１．地域密着型金融としての具体的な取組み 

２．タイトル 
④会員に対する相談機能を活かした予防策を中心に、目的別ローンなど

も活用した、「多重債務者問題」解決への一定の役割の発揮 

３．動機（経緯） 

「賢いローンの使い方」をテーマに地域の方々を対象としたセミナーな

どを開催し、啓蒙を図ることにより多重債務の発生を未然に防ぎたい。 

４．取組み内容 

豊島区、板橋区などの公立中学校生徒を対象に、職場体験の機会を捉え

て、勉強会を実施しました。金融の重要性はもとより、「お金を借りる

ことの怖さ」も具体的な事例を交えてお話し、将来多重債務に陥ること

が無いよう、成長期における啓蒙を図りました。 

 

５．成果（効果） 

【相手方にとっての成果】 

 成長期に金融の重要性とその怖さを知ってもらうことは、将来健全な社会生活

を送るために必ず生きてくると確信しています。 

 

【当行（金庫・組合）にとっての成果】 

 金融に関心を持ってもらえることは、将来の布石でもある。 

６．22 年 3 月ま

での取組み状

況に対する評

価及び今後の

課題 

【評価】 

対象とした生徒数が尐ないので、波及効果の面で弱いと認識しているが、生徒

同士で話題となることは一定の効果が期待でき評価ができる。 

 

【今後の課題】 

 対象生徒数の拡大。（講演方式では効果が薄い） 

７．新規・継続 
新規取組み  ・  継続取組み （開始年度 平成１７年度） 

８．添付資料 
 

９．備 考  

 

(別紙様式) 



地域密着型金融の取組み状況（21年４月～22年３月） 

             （金融機関名 巣鴨信用金庫） 

１．項 目 
協同組織金融機関としての具体的な取組み 

１．地域密着型金融としての具体的な取組み 

２．タイトル ⑤個人・小規模事業者の資金ニーズに対するきめ細やかな対応 

３．動機（経緯） 

「オーダーメイドの融資提案と経営相談」と「出前バンキング」に 

よるきめ細かな対応が求められると認識しています｡ 

４．取組み内容 

・融資部ビジネスパートナーと業務部ビジネスサービスデスクを発展 

統合し、ワンストップ相談窓口とすることで、中小企業診断士と 

ファイナンシャルプランナーによる融資相談、経営相談、FP相談等 

を一ヶ所で対応し、お客様のニーズに幅広くお応えできる体制を整えました｡ 

 

・住宅ローンセンターを中心に、住宅ローン休日、夜間の訪問相談体 

制による出前バンキングを実施し、お客様の相談しやすい体制を構築していま

す｡ 

 

５．成果（効果） 

【相手方にとっての成果】 

 ビジネスサービスデスクへのフリーダイヤル・メールによる簡易相 

談にスピーディに対応し、ビジネスサービスデスク担当者が営業店 

同行訪問（出前バンキング）333件（内訳：経営改善等の相談 27件、 

その他経営相談 53件、相続関係相談 11件、不動産関係 4件、その 

他ＦＰ相談 29件、営業課員との同行訪問 209件）。 

住宅ローンアドバイザーを中心とした出前バンキング住宅ローン取 

扱い件数 1148件、取扱い金額 28,909百万円。 

の実績を上げることができました｡ 

【当行（金庫・組合）にとっての成果】 

  同上  

６．22 年 3 月ま

での取組み状

況に対する評

価及び今後の

課題 

【評価】 

ビジネスサービスデスクの機能拡充により、お客様からの直接の問合わせだけ

でなく、営業店経由の問合せにも積極的に本部部署が動くことができました。 

【今後の課題】 

 お客様との接点である営業課員の現場 

力向上が重要であり、更なるお客様のニーズを掘り起こす必要を感じています。 

 

７．新規・継続 
新規取組み  ・  継続取組み （開始年度 平成１２年度） 

８．添付資料 
 

９．備 考  

 

(別紙様式) 



地域密着型金融の取組み状況（21年４月～22年３月） 

             （金融機関名 巣鴨信用金庫） 

１．項 目 
協同組織金融機関としての具体的な取組み 

１．地域密着型金融としての具体的な取組み 

２．タイトル 
⑥地域・生活に密着した活動を行っているコミュニティビジネスや 

 NPOへの支援・融資、地域社会への貢献・還元 

３．動機（経緯） 

 当金庫が１９９２年から実施している無料休憩所「おもてなし処」の集客力を

生かし、地域の活性化の一助としたい。 

４．取組み内容 

巣鴨のとげ抜き地蔵尊で著名な高岩時様の縁日（四の付く日）に当金庫のホー

ルを無料休憩所「おもてなし処」として開放し、毎回２５００人から３０００

人の参詣客にご来場いただいています。「おもてなし処」の開所日に合わせ当金

庫本店のエレベーターホールに設置している「ちいさな出店」と称するブース

を地元の商店や地域のコミュニティビジネスの事業者にサテライト店として無

料で開放し商品、サービスをモニタリングする場として活用いただいています。 

５．成果（効果） 

【相手方にとっての成果】 

 過去一年間で２０の商店、事業所にご利用いただき、大変喜んでいただきまし

た。 

 

【当行（金庫・組合）にとっての成果】 

 お客様と金融業務によるサービスを超えた信頼関係が構築できました。 

 

 

６．22 年 3 月ま

での取組み状

況に対する評

価及び今後の

課題 

【評価】 

業種によって来店客の反響はまちまちですが､概ね出展者の目的は果たしてい

るものと思われます。 

 

【今後の課題】 

 出展される業種の選別とブースがひとつなので物理的に多くの事業者の要望に

お応えしきれないこと 

７．新規・継続 
新規取組み  ・  継続取組み （開始年度 平成１８年度） 

８．添付資料 
 

９．備 考  

 

(別紙様式) 



地域密着型金融の取組み状況（21年４月～22年３月） 

             （金融機関名 巣鴨信用金庫） 

１．項 目 
協同組織金融機関としての具体的な取組み 

１．地域密着型金融としての具体的な取組み 

２．タイトル 
⑦顧客ニーズを踏まえて創意工夫をこらした多様な融資 

 

３．動機（経緯） 

財務内容だけにとらわれず、お客様の知的資産（本業把握）を評価 

したお客様それぞれのニーズに合わせた金融面でのお手伝いをしていきたい。 

４．取組み内容 

・財務内容や格付けにとらわれることなく、お客様の知的財産（本業把握）を評

価し、お客様をよく知ることで本当に必要な資金であれば資金調達のお手伝い

をしていこうという「やってみなはれ」の風土作り。 

・担保・保証に過度に依存しない考え方が定着しつつある中、案件の迅速化と他

行との金利競争にも対応できる仕組みを推進し、前年度までの格付別に対応で

きる「商品」を廃止しました。 

５．成果（効果） 

【相手方にとっての成果】 

 「やってみなはれ」によるお客様の要望を担当者が熱い想いでお応えした融資

案件件数１８件、実行金額９８百万円。 

 

【当行（金庫・組合）にとっての成果】 

  商品の要件だけに偏ったセールス活動から、お客様一人ひとりの案件に合った

提案力が向上してきたと考えています。 

 

 

６．22 年 3 月ま

での取組み状

況に対する評

価及び今後の

課題 

【評価】 

 低金利での仕組みを利用し融資利用した先のモニタリングを通し 

金利採用の適切性を検証し、仕組みの主旨が営業店の考え方と一致していくの

か評価していきます。 

 

【今後の課題】 

 保証協会付融資をはじめとする制度融資等に対する取組みは評価できる成果を

上げられたと思われるが、お客様の本業把握評価は高いとは言えません。今後

は、お客様を更に理解し、要望を確認し、お客様のご満足頂ける具体的活動を

行なっていく上では、営業課員のスキルアップ等、現場力向上が重要課題と思

われます。 

７．新規・継続 
新規取組み  ・  継続取組み （開始年度 平成１９年度） 

８．添付資料 
 

９．備 考  

 

(別紙様式) 


