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進捗状況 備考

(23年4月～23年9月) (23年10月～24年3月) (23年4月～24年3月）
推進のための具体的取組

① ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化
(事業再生)
・貸出条件変更先で1年以内に経営改善
計画書を策定するとした先を中心に企業
支援先を選定します。

平成23年度は60先を支援します。

企業支援対象先を当初計
画から1先増加した61先
として支援活動を推進中
です。

企業支援先の内３先が、
支援断念となり５８先に
対し支援推進。

企業支援先の内３先が、支援断念
となり最終的に当初の目標を２先
下回る結果となりました。

(事業再生)
・支援先のランクアップを図ります。 平成23年度のランクアップ先数6先を目

標とします。

ランクアップ先数の目標
を6先として支援活動中
で目標達成に向け推進中
です。

破綻懸念先から要注意先へ
２先、要注意先から正常先
へ２先計４先ランクアップ
しました。

支援先のランクアップ先数を６先
としましたがランクアップ先は４
先に留まりました。

(事業再生)
・事業改善計画書を策定します。

支援先60先の改善計画書策定を目標と
します。

全先に対し事業改善計画
策定に向け支援活動中、
現在30先に対し改善計画
書策定済です。

事業改善計画書策定は１
６先増加して合計４６先
の策定となりました。

６０先の事業改善計画策定を目標
としましたが、４６先の策定とな
り目標未達となりました。

（企業支援先に対するコンサルティング
機能の発揮）
実抜計画策定指導及びモニタリングを強
化し、困難な課題を抱える先に対して
は、「中小企業支援ネットワーク」から
上級アドバイザーの派遣等を依頼すると
共に、愛知県中小企業団体中央会との連
携を強化してコンサルティング機能の発
揮に努めます。

平成２３年6月より企業
支援選定先のうち８先に
対し中小企業支援ネット
ワークのアドバイザーと
同行訪問を実施。アドバ
イザーからのモニタリン
グ報告を踏まえ今後のコ
ンサルティング機能の発
揮に努めます。

７先に対しアドバイザー
と同行訪問を延１２回
し、２先に対して実抜計
画策定支援を行いまし
た。

平成２３年６月より訪問予定先２
６先中１５先を延２０回アドバイ
ザーと同行し２先に対して実抜計
画を作成しました。

取組み 数値目標
進捗状況

　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
社会的課題である環境問題と介護・福祉問題に寄与するため、「環境負荷対策車」や「介護・福祉車両」のローン金利優遇の取組として金額2億10百万円を目標に推進した結果、1億16百
万円実行しました。又、介護施設等への建設資金についても積極的に推進し、2億2百万円を実行しました。当金庫も温暖化対策の一環として電気使用量削減に努め、18年度対比６％の削
減目標に対して２３．５％削減しました。

当金庫の地域密着型金融の推進については、下記の3つの大項目を重点的に推進します。

<当金庫における地域密着型金融の取組みについて>     (２３年４月～２４年３月)

　ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化
事業再生の取組については、23年度は企業支援先を６１先選定し、6先のランクアップと全先に対し事業改善計画書の策定を目標として推進しましたが、期中で3先断念となり58先に対し
て推進した結果、46先に対して事業改善計画書を策定、ランクアップは４先となりました。また23年度においては、中小企業支援ネットワークと連携を強化し、上級アドバイザーの派遣
協力を得て企業支援室長と営業店長の3者により、企業支援先の内15先に対し延20回　同行訪問を実施し、2先に対し実抜計画を作成しました。
創業・新事業等に対する支援については、1億5百万円の目標に対して66百万円を実行しました。

　事業価値を見極める融資をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底
不動産担保、個人保証に過度に依存しない融資の取組みについては、「あいしん企業活性化ローン」「あいしん創業支援特別ローン」「名古屋商工会議所ローン」「商工会会員特別ロー
ン」のほか「特別事業者資金」を推進した結果、「特別事業者資金」で目標2億10百万円に対し79百万円実行しました。



(創業・新事業等支援)
・創業および経営革新に取り組む企業を
支援するため、名古屋商工会議所のアド
バイザーセンターに紹介し、サポートし
ます。

名古屋商工会議所のアド
バイザーへの紹介はあり
ませんでした。

名古屋商工会議所のアド
バイザーセンターへの紹
介はありませんでした
が、平成23年11月17日
に名古屋商工会議所との
共催にて起業支援セミ
ナーを開催しました。33
名が参加され、内8名が
個別相談会に参加されま
した。

名古屋商工会議所のアドバイザー
センターへの紹介はありませんで
したが、平成23年11月17日に
名古屋商工会議所との共催にて起
業支援セミナーを開催しました。
33名が参加され、内8名が個別
相談会に参加されました。

(創業・新事業等支援)
・創業・新事業先開拓を推進するため、
信用保証協会との連携を強化し積極的な
提案を行っていきます。

創業・新事業等関連制度融資目標　1億
5百万円（平成23年4月1日～平成24年
3月31日）

創業・新事業等関連制度
融資を信用保証協会扱に
て、8先36百万円実行し
ました。

創業・新事業等支援とし
て、信用保証協会扱いに
て5先30百万円実行しま
した。

1年間を通じて、創業・新事業等
関連制度融資を信用保証協会扱い
にて、13先66百万円実行しまし
た。

(事業承継への支援)
・中小企業基盤整備機構との連携による
取引先企業を主体とした「中小企業会計
啓発・普及セミナー」又は「事業継承セ
ミナー」を開催します。

「中小企業会計啓発・普
及セミナー」を平成24年
2月に予定しています。

「中小企業会計啓発・普
及セミナー」を平成24年
2月23日に当金庫にて開
催し、26名が参加いたし
ました。

「中小企業会計啓発・普及セミ
ナー」を平成24年2月23日に当
金庫にて開催し、26名が参加い
たしました。

(取組強化のための教育・研修体制)
・年間の研修計画に基づき、金庫内研
修、外部研修（東海地区協・全信協）に
おいて職員に受講させ、「事業再生」
「創業・新事業等支援」「経営改善支
援」をするうえの基礎的な知識の習得及
び実践力の向上を図ります。

上期においては、研修の
実施はできませんでした
が、11月の自主勉強会に
は、役席者を対象に「コ
ンサルティング機能発揮
の基礎」を開講予定であ
ります。

下期において「コンサル
ティング機能発揮の基
礎」として自主勉強会を
2度開催する予定であり
ましたが、都合により延
期となりました。

平成23年度においては、日程上
の都合から研修を実施することが
できませんでしたが、次年度に研
修の開催を予定しております。

②事業価値を見極める融資をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底
(不動産担保、個人保証に過度に依存し
ない融資の徹底)
・無担保・第三者保証人不要である以下
のローンを本年度も継続して取組みま
す。あいしん「企業活性化ローン」「創
業支援特別ローン」「名古屋商工会議所
ローン」「商工会特別ローン」

取組目標額
4種類ローン合計　　　3億15百万円
（期間平成23年4月1日～平成24年3月
31日）

不動産担保・個人保証に
過度に依存しない融資商
品としてあいしん「企業
活性化ローン」「創業支
援特別ローン」「名古屋
商工会議所ローン」「商
工会特別ローン」の実績
はありませんでした。

不動産担保・個人保証に
過度に依存しない融資商
品としてあいしん「企業
活性化ローン」「創業支
援特別ローン」「名古屋
商工会議所ローン」「商
工会特別ローン」の実績
はありませんでした。

不動産担保・個人保証に過度に依
存しない融資商品としてあいしん
「企業活性化ローン」「創業支援
特別ローン」「名古屋商工会議所
ローン」「商工会特別ローン」の
実績はありませんでした。

(不動産担保、個人保証に過度に依存し
ない融資の徹底)
・財務内容良好先について「特別事業者
資金」を推進します。

特別事業者資金　　　　2億1０百万円
（期間平成23年4月1日～平成24年3月
31日）

不動産担保・個人保証に
過度に依存しない融資商
品としての「特別事業者
資金」については、2件
13百万円の実績でありま
した。

下期については、「特別
事業者資金」を4件66百
万円実行しました。

不動産担保・個人保証に過度に依
存しない融資商品としての「特別
事業者資金」を推進し、年間を通
じて6件79百万円の実績であり
ました。

(目利き機能の向上)
・年間の研修計画により、外部研修に職
員を派遣し、事業価値を見極める「目利
き能力」の向上を図ります。また、派遣
した職員を講師として内部研修を実施
し、得意先担当・融資担当職員の目利き
能力の向上を図ります。

外部派遣研修「目利き力
養成講座」に1名派遣し
ました。下期において、
派遣職員による研修の実
施を予定しております。

渉外チーフに対して目利
き力養成講座受講者によ
る研修を実施いたしまし
た。

平成23年度は目利き力養成講座
に1名参加させ、受講者にチーフ
会議前に研修を行いました。



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
(地域の面的再生)
・特色ある企業については、しんきんビ
ジネスマッチングへの参加を積極的に呼
びかけるとともに、取引先企業の「個別
商談会」への参加を奨励します。

平成23年10月28日に開
催されますが、出展参加
企業は6企業の予定で
す。尚今年度から「個別
商談会」は中止になりま
した。

平成23年10月28日にし
んきんビジネスマッチン
グが開催され、当金庫か
らは６社の企業が出展参
加されました。

平成23年10月28日に開催され
た東海地区信用金庫協会主催のし
んきんビジネスマッチングへの当
金庫からの出展参加企業は6企業
先でありました。

(地域活性化につながる多様なサービス
の提供)
・新型カードローン「きゃっする300」
の取扱いを開始し、多重債務者にも対応
できるようにします。又、会員を対象に
多重債務予防策を中心とした法律専門家
への紹介を推進します。
・住宅ローン等の返済額緩和の相談窓口
を継続対応します。

信金ギャランティ保証付
カードローン「あいしん
きゃっする」の取扱いを
平成23年4月18日より
開始し、599件作成のう
ち68件、20百万円のご
利用がありました。多重
債務者の方への貢献とし
て、予防策を中心とした
法律専門家への紹介案件
はありませんでした。

平成24年3月現在獲得数
は729件で内105件38
百万円のご利用がありま
した。又多重債務に対す
る相談等による法律専門
家への紹介案件はありま
せんでした。

信金ギャランティ保証付カード
ローン「あいしんきゃっする」の
取扱を平成23年4月18日より開
始し、口座数729件、貸越極度
額は392百万円となりました。
その内105件でご利用があり貸
越残高は38百万円となりまし
た。昨年に引続いて住宅ローン等
の返済額緩和の相談窓口を設置し
全店で対応しました。

(地域活性化につながる多様なサービス
の提供)
・緑化普及及び支援を行なう金融機関と
して地元への助成と環境への貢献を推進
します。

名古屋市認定「緑化施設
評価認定」住宅に該当す
れば、優遇金利を受けら
れる住宅ローンの実行は
ありませんでした。下期
も継続して取扱っていき
ます。

下期中の具体的な取組の
成果はありませんでし
た。名古屋市認定「緑化
施設評価認定」住宅に該
当すれば、優遇金利を受
けられる住宅ローンを取
扱っていますが実績はあ
りませんでした

1年間を通じて具体的な取組の成
果はありませんでした。

(地域活性化につながる多様なサービス
の提供)
・「環境負荷対策車」の購入資金及び介
護・福祉車両」の購入又は改造資金につ
いてローン金利を優遇する援助をおこな
います。

取組目標額　　　　　　2億10百万円
（期間平成23年4月1日～平成24年3月
31日）

「環境負荷対策車」及び
「介護・福祉車輌」の購
入資金について金利を優
遇するローンを、27件
48百万円実行しました。

「環境負荷対策車」及び
「介護・福祉車輌」の購
入資金について金利を優
遇するローンを、41件
68百万円実行しました。

「環境負荷対策車」及び「介護・
福祉車輌」の購入資金について金
利を優遇するローンを1年間通じ
て取扱い、68件1億16百万円実
行しました。

(地域活性化につながる多様なサービス
の提供)
・地域社会で求められている介護施設等
の建設に対し、積極的に資金提供を行い
ます。

当金庫は、介護施設関係
の取引先が少なく、支店
長を中心に新規開拓活動
を行い取引の増加を図っ
ているが期待するような
成果はあがっていませ
ん。下期も継続して取組
んでいきます。

上期は成果がありません
でしたが、介護施設建築
資金として2件2億2百万
円の資金提供を行いまし
た。1件は総額4億18百
万円の内第1回支払資金
として1億32百万円実行
いたしました。もう1件
は、総額2億28百万円の
内第1回支払資金として
70百万円実行しました。

介護施設等の建設に対し、支店長
が主体となり新規開拓活動を実施
し、介護施設建築資金として2件
2億2百万円の資金提供を実施し
ました。1件は総額4億18百万円
の内第1回支払資金として1億32
百万円実行いたしました。もう1
件は総額2億28百万円の内第1回
支払資金として70百万円実行し
ました。



(地域活性化につながる多様なサービス
の提供)
・利用者満足度アンケート結果を分析
し、改善点にスピーディーに取り組み経
営に反映させます。

平成23年1月に利用者満
足度アンケートを実施し
ました。その結果を営業
店にフィードバックし、
職員の態度、店の雰囲気
等のお客様からの回答を
基に勉強会を開き、直ち
に改善できるものについ
ては対処するよう指導し
ました。ＡＴＭ機の増
設、土日稼動、硬貨の入
出金等のシステム・設備
に関するものについて
は、本部にて検討してい
きます。

平成24年1月に利用者満
足度アンケートを実施し
ました。調査結果を営業
店にフィードバックし、
お客様からの回答を基に
勉強会を開き改善できる
ものについては直ちに対
処するよう指導しまし
た。

利用者満足度アンケートの調査結
果を基に改善できるものについて
は即対応し、設備等に関する要望
については本部にて検討し善処し
ていきます。利用者満足度アン
ケート調査の結果を真摯に受け止
め、地域密着金型融機関として地
元に親しまれ支持される金融機関
を目指します。

(地域活性化につながる多様なサービス
の提供)
・ディスクロージャー誌を読み易く分か
り易いものに改善し、当金庫の経営姿勢
や経営内容だけでなく、地域の話題等も
織り込んだ誌面をつくることにより、地
域と情報を共有し地域との絆を深めてい
きます。

22年度のディスクロー
ジャー誌は、地域の話題
等を織り込んだ読み易く
親しみ易い紙面作りに配
慮しました。同様に上半
期のディスクロージャー
誌も作成中です。

23年度上半期のディスク
ロージャー誌はキャラク
ターや写真を挿入し親し
み易く分かり易い紙面作
りに配慮しました。

通期のディスクロージャー誌、上
半期のディスクロージャー誌とも
地域の話題等を織り込み、地域と
情報を共有し地域との絆を深めら
れる紙面作りに心掛けました。

(地域活性化につながる多様なサービス
の提供)
・社会的課題である環境問題に寄与する
ため、温暖化対策として当金庫の電気使
用量削減に努め、地域社会に貢献しま
す。

本部において、デマンド
契約を締結し、電気使用
量の上限を監視しまし
た。その効果もあり、全
店で平成23年度上期の電
気使用量は、平成22年度
対比10.6％削減しまし
た。

平成23年度下期において
の電気使用料は、前年度
同期比対比4.2%削減い
たしました。

平成23年度の電気使用料は、前
年度対比7.5%の削減となり、平
成24年度までの平成18年度電気
使用料（基準）6%削減を大きく
上回る結果（平成18年度対比
23.5%の削減）となっておりま
す。

(地域活性化につながる多様なサービス
の提供)
・会員及び総代の方々から、日々の営業
活動及び「経営者の会」「文化講演会」
等において意見要望をお聞きし、ガバナ
ンスの強化を図っていきます。

顧客からの意見が多かっ
たＡＴＭ稼働時間の延
長・インターネットバン
キングの利用時間の延長
について、検討しました
が、改善するまでには至
りませんでした。

会員等及びお客様アン
ケートの調査結果で土・
日曜日等にATMが稼動し
ていない営業店の顧客よ
り休日も利用できるよう
にして欲しい、又台数を
増加して欲しい等の要望
があり直ちには対応でき
ませんが、順次検討して
行きます。

平成23年度は、お客様から要望
があったATM稼動時間及びイン
ターネットバンキングの利用時間
の延長について検討しましたが実
施するまでには至りませんでし
た。次年度においては、ご要望に
お答えできるよう前向きに対処し
て行きます。

(地域活性化につながる多様なサービス
の提供)
・地域イベントへの参加により、地域活
性化に協力します。

今年度も名古屋市西区で
行われた「円頓寺七夕祭
り」に参加しました。

今年度も大須観音節分会
の豆まきに西大須支店の
職員が参加しました。

地域活性化に繋がる地域のイベン
トに毎年参加していくことで、地
域とのつながりを深めていきま
す。
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