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平成 28 年度（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）の地域密着型金融推進計画の取組状況

について、以下のように公表いたします。

Ⅰ．お取引先（中小企業）の経営支援に関する取組状況について 

地域密着型金融の推進項目のうち、お取引先（中小企業）の経営支援に関する取組状況につい

て、事例を紹介しながら具体的にご紹介いたします。 

Ⅱ．平成 28 年度 地域密着型金融推進計画の取組状況について

平成 28 年度の地域密着型金融推進計画の取組状況を一覧表にまとめてあります。

（１）創業・新規事業開拓の支援 

創業支援ローン「飛翔」をはじめ創業支援向けの融資の取扱い 

平成 28 年度実績   54 件  572 百万円

■「がまごおり創業支援ネットワーク」を活用した創業支援事例 

きっかけ

創業支援ネットワークの一員である蒲郡商工会議所が、創業塾等のセミナー

や個別相談を通じて事業計画策定を支援、起業に向けて資金調達をすべく、

当金庫に事業者様と相談にお見えになりました。

支援内容（苦心

談も含めて）

開業希望場所は、賃貸はしない（施設老朽化の為）との情報がありましたが、

事業者様の熱意に圧倒され、当金庫と取引のありましたオーナー様を紹介、

事業者様と帯同し交渉をしたところ承諾が得られました。

ネットワークに参画している機関がそれぞれその業務を担うことで、開業ま

でに至った、まさに、ネットワーク事業の醍醐味を実感したプロジェクトで

した。

具体的な

実績・成果

蒲郡商工会議所の経営支援により、蒲郡市から「特定創業支援事業者」の認

定を受け、「創業資金利子補給補助金制度」を始め、日本政策金融公庫及び当

金庫との協調支援体制の構築で資金支援が実現、開業の運びとなりました。

活用した態勢
「がまごおり創業支援ネットワーク」活用

日本政策金融公庫・蒲郡商工会議所・蒲郡市との連携

経営者の

コメント

開業場所は、私が是が非でも出店したい場所であったので、がましんさんに

は大変ご無理を申し上げました。創業支援ネットワークに参加している機関

の皆様が、本当に親身に相談に乗って頂き、開業する事ができました。起業

を考えている方は、是非「創業支援ネットワーク」を活用してほしいと思い

ます。

Ⅰ．お取引先（中小企業）の経営支援に関する取組状況について 

平成 28年度 地域密着型金融推進計画の取組状況 
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（２）成長段階における支援 

①海外事業展開を希望する企業への情報提供及び相談対応 

 海外進出先への支援、外部機関との連携強化

・商談会の参加企業募集「しんきん ASEAN ビジネス支援協議会・ジャカルタ会」5 社参加

「蒲郡市・食の商談会 IN 香港」8 社参加

・外部専門家や外部機関等との連携による支援  9 件

②インターネットを活用したビジネスマッチング等 

ａ.新たな販路や調達先を求める企業ニーズに応えるため、B to B ビジネスマッチングサイ

トとして平成 21 年 10 月に開設。現在では「愛知ビジネスパーク いざ検索！」として愛知

県内の 9 商工会議所と 5 信用金庫の共同運営サイトへ発展し、平成 29 年 3 月末現在、参加

企業数は 666 社（内、当金庫取引先 247 社）。

ｂ.事業者が個別にファンドを組成し、インターネット等を通じて多数の個人投資家から小口

で資金を調達できる仕組みである「クラウドファンディング」を活用した企業の成長支援に

取組んだ結果、お取引先 3社がファンドを組成。 

■

■ クラウドファンディングを活用して企業の成長支援を行った事例

きっかけ

自動車用高性能クッションを製造している事業者様ですが、製品におけ

るファン作りをしたいことや、ダイレクトに消費者の意見を吸い上げる

ことによって、更なる商品開発をしたいとの情報を得て、クラウドファ

ンディングの活用を提案しました。

支援内容（苦心

談も含めて）

業務提携先であるミュージックセキュリティーズ株式会社の営業担当と

同行訪問を実施し、ファンド組成に向けての橋渡し役を担いました。

具体的な

実績・成果

「第１号ファンド」の組成が実現、募集金額を３日間で集める事ができ、

クラウドファンディングの可能性が把握できた。

活用した態勢 ミュージックセキュリティーズ株式会社との連携

経営者の

コメント

知識としてクラウドファンディングは知ってはいましたが、募集金額が

短期間で集まった事には、正直非常に驚いています。今後も、新たなる

資金調達手段として利用していきたいと思います。

（３）経営改善・事業再生・業種転換等の支援

①経営支援に関するセミナー・コンサルティングを開催 

ａ.各種補助金申請のための事業計画策定支援 支援先 74 先 

ｂ.経営者向けセミナー

「若手経営者育成講座」 （主催：がましんニュービジネスクラブ）

「補助金活用セミナー」 講師：㈱エフアンドエム

「中小企業・小規模事業者支援施策説明会」 講師：中部経済産業局

「愛知ビジネスパーク いざ検索！」 講師：㈲アイ・リンク・コンサルタント
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②経営改善に向けた最適なソリューションの提案（平成 28 年度実績） 

お取引先企業のライフステージに応じて、中小企業再生支援協議会等の外部機関の活用や外

部専門家の派遣を積極的に実施し、最適なソリューションを提案 

a.中小企業再生支援協議会の活用 1 件 

b.経営サポート会議の活用 3 件

c.愛知県信用保証協会の経営診断制度活用 16 件 

■ 金融円滑化法の出口戦略に「経営サポート会議」を活用して返済正常化を図った事例  

きっかけ

経営コンサルタント関与のもと、メインバンクの当金庫が毎月の経営会

議に参加し、経営陣とともに経営改善に取り組んできました。近年は業

績が安定したことで、返済正常化に向けた出口戦略の実行に着手しまし

た。

支援内容（苦心

談も含めて）

毎月の経営会議で最新の受注状況、財務の管理を行ってきたことで経営

改善に対する意識が変わり、それが事業活動に迅速に移せるようになり

ました。

具体的な

実績・成果

従来は多数の金融機関と取引していましたが、当金庫と A 信用金庫が協

調して支援する態勢を築きました。取引を 2 金融機関に集約して借り換

えによる返済正常化を図ることができました。

活用した態勢
信用保証協会と連携して経営診断を利用した他、経営サポート会議を活

用し「経営サポート保証」の導入を図りました。

経営者の

コメント

当社のことを深く理解してもらい、将来を考えた支援を受けることがで

きました。大変感謝しています。

■ 営業店・本部・外部機関が連携して経営改善を支援した事例

きっかけ

「地域のお客様に喜んでいただく」ことを経営理念とする小売業。約 3 年

前に事業承継した若手経営者は経営改善意欲が強く、将来への事業成長へ

の道筋を明確にするため支援に着手しました。

支援内容（苦心

談も含めて）

当金庫の中小企業診断士チーム、外部専門家による経営診断を活用し経営

課題を明確するとともに具体的な改善を進めるための行動計画を立案し

ました。これに基づき、他行および信用保証協会にも連携支援を呼びかけ

ました。

具体的な

実績・成果

借入金の返済が正常化できたことに加え、経営改善のための新規資金調達

ができました。

活用した態勢
当金庫の中小企業診断士チーム、外部専門家、信用保証協会、日本政策金

融公庫との連携

経営者の

コメント

経営診断を受けたことで経営改善への優先課題が明確になり、特に緻密な

予算管理を行うことの重要性が認識できました。また、毎月の資金繰りに

余裕を持った金融支援が受けられ、将来を見据えて仕事に取り組めるよう

になりました。
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③政府系金融機関等との連携 

日本政策金融公庫と四半期毎に情報交換を実施 

④本部の営業店支援 

a.研修の実施

・審査部にて営業店次長クラス以下を対象とした経営支援トレーニー制度 2 名実施

  ・全国信用金庫研修所における目利き力関連の専門講座に職員を 5 名派遣

 b.経営支援活動を実施

  ・本部経営支援先を 28 先選定し経営支援活動を実施

  ・営業店支援先にも積極的に訪問

 c. 経営改善計画書策定支援

  ・中小企業庁の「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」 5 件

（４）地域の活性化に関する取組状況 

①地域自治体との連携 

・蒲郡市と「地域包括連携に関する協定書」及び「大規模災害時の帰宅困難者・高潮災害時

の一時避難所に関する協定書」を締結

・新城市と「包括連携協力に関する協定書」を締結

②「三遠南信しんきんサミット」及び同「物産展」へ参加 

三遠南信地域（愛知県東三河地域、静岡県遠州地域、長

野県南信州地域からなる 3 県の県境地域）の 8 信用金庫

でシンポジウムと物産展を開催し、当金庫からも 7 社の

取引先企業が出展いたしました。

開催日：平成 28 年 11 月 3 日

③「第６回全国ご当地うどんサミット２０１６in 蒲郡」への参画 

全国各地の『ご当地うどん』の魅力を広くＰＲし、地域

振興を図ることを目的に開催されました。（「全国ご当地う

どんサミット開催委員会」主催）。開催期間中は、当金庫

職員もチケットの販売等に協力し積極的に参加いたしま

した。  

開催期間：平成 28 年 11 月 5 日～11 月 6 日 

以 上

三遠南信物産展の様子

開催会場入口



平成28年度 地域密着型金融推進計画の取組状況について

１．お取引先企業に対するコンサルティング機能の発揮

項目 内容 具体的な取組 平成28年度　数値目標 及び 実施時期　等
平成28年度の取組状況

（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

海外事業展開を希望する企業への情報提供及び相談
対応

（１）セミナー・相談会・商談会等の実施
（２）外部専門家や外部機関等との連携による支援

（１）　2回
（２）　5件

（１）2回の商談会実施に向けて参加企業を募集
     　①ジャカルタ会　5社
       ②蒲郡市・食の商談会　IN 香港　8社
（２）9件

販路拡大等のためビジネスマッチングを開催
（１）しんきんビジネスフェア2016（名古屋）への参画
（２）ビジネスポータルサイト（いざ！検索）会員向けセミナーの開催
（３）GNBCの活性化（会員企業向け各種セミナーの充実）

（１）15社参加目標（平成28年9月21日開催）
（２）豊橋・蒲郡の2会場にて開催
（３）新入・若手社員戦力化研修及び若手経営者育成
     講座(5回）開催

（１）14社参加
（２）10月3回（本店）・11月2回（豊橋支店）開催
（３） 新入・若手社員戦力化研修開催（4月）
　　  若手経営者育成講座(全5回）開催（5月～9月）
　　　若手経営者育成フォローアップ講座開催(2月）

事業価値を見極める融資手法の活用 ＡＢＬ（動産・売掛金担保融資）の推進 30先
平成28年度の実績は8先（過年度からの累計実績は58先）
※従来実績の大半を占める太陽光（パネル・売電）譲渡担保が大幅減少した
　 ため、重点を売掛債権譲渡担保へ切り替えて推進活動

経営改善が必要な取引
先企業

経営改善に向けた最適なソリューションの提案
取引先企業のライフステージに応じて、中小企業再生支援協議会
等の外部機関の活用や外部専門家の派遣を積極的に実施し、最
適なソリューションを提案

継続的に実施する
中小企業再生支援協議会を活用しＤＤＳの実施先1件
保証協会の経営診断の活用16件
経営サポート会議の活用3件

外部機関との連携 政府系金融機関との連携強化（日本政策公庫）
担当者間での情報交換を3ヶ月に1回実施
支店長・次長クラスの公庫との勉強会を年2回開催

政策公庫の支店長・課長･担当者と毎四半期の情報交換を実施
勉強会については未実施。29年度以降渉外担当者等向けに研修を開催予定

本部の営業店支援

（１）経営改善支援トレーニー制度の活用（営業店担当者の企業を
     見る目利き能力やコンサルティング能力の向上に取組む)
（２）本部経営支援先を選定して、営業店と一体となった経営支援
      活動を実施
（３）経営改善計画書（修正計画含む）策定に向けた支援活動や同
      計画の進捗管理を積極的に実施。特に「認定支援機関による
      経営改善計画策定事業」を積極的に活用

（１）年間5名

（２）継続的に実施する

（３）継続的に実施する

（１）経営改善支援トレーニー制度の活用人数2名
　　 全国信用金庫研修所の目利き力関連の専門講座に5名派遣
（２）本部支援先を28先選定し、営業店と連携の上、訪問支援活動を積極的に
     実施
（３）取引先企業の経営課題に応じて経営改善計画書の策定及びモニタリ ング
     を積極的に実施
    「認定支援機関による経営改善計画策定事業」は5件活用

２．地域の面的再生への積極的な参画

項目 内容 具体的な取組 数値目標 及び 実施時期　等
平成28年度の取組状況

（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

成長事業応援ファンドの推進 平成28年度末までに取扱総額160億円目標
平成28年度の新規実行は１件 20百万円 （累計では226件 10,730百万円）
※12月に適用金利引下げにより商品内容を改定

愛知県の農林漁業成長産業化ファンドへＬＰ（Limited Partner）とし
て参画

名古屋銀行及びＬＰ地域金融機関と連携し案件創出に
向け推進

有望１案件につきファンド担当者と同行訪問し推進するも、最終事業計画がファ
ンド条件と合わず取り下げ

地域金融機関との連携 三遠南信しんきんサミットへの参画 企業招致を推進（飯田市にて開催） 11月飯田市にて開催　(取引先企業7社出展)

商工会議所、商工会、大学、地方自治体等との連携
（１）がまごおり産学官ネットワーク会議への参画
（２）蒲郡市の産業振興施策検討会議への参画

（１）継続して参画する
（２）継続して参画する

（１）ネットワーク会議参画（9月・1月）及び産学官交流セミナー参画 （2月）
（２）「蒲郡市産業振興協議会」における施策検討に参画 (11月・1月・3月)

地方版総合戦略の策定・推進に向けた協力

（１）蒲郡市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会への参画

（２）がまごおり創業支援ネットワークを蒲郡市・蒲郡商工会議所等
      と共同運営し、地域内での創業ニーズに対応

（３）豊橋市・豊川市・幸田町・田原市・湖西市・新城市においても同
      様の創業支援ネットワークへに参画し地域内での創業ニーズ
      に対応

（１）継続して参画する

（２)顧客向け研修開催及び個別相談会を実施

（３）周知活動を徹底

（１）蒲郡市地域包括連携協定締結（5月)
    　地方創生加速化交付金事業（香港商談会）の推進に協力
　  　蒲郡市公共施設マネジメント計画推進に協力しＰＦＩ勉強会を企画開催
　　　若者まちづくりミーティングに職員1名派遣
（２）支援実績　5件　30百万円実行
　　　内１件は蒲郡商工会議所と連携し特定創業支援事業者１名認定、及び
　　　日本 政策公庫と連携し協調融資実行（支援5百万円）
（３）・支援実績
　　　　　豊橋市：13件 56百万円、豊川市：4件 23百万円、幸田町：2件 6百万円
           湖西市： 2件 0.8百万円、新城市：2件 15百万円
　　　・特定創業支援事業者1名認定支援(豊橋市内店)
      ・創業支援セミナー開催情報（蒲郡商工会議所・よろず支援拠点） の周知
      ・創業支援ネットワーク会議出席：豊橋市9月、田原市10月
　　　・しずおか夢創業支援セミナー参加　6月

地域事業への参画 うどんサミット2016in蒲郡への参画 チケットの前売り券店頭販売と当日販売に協力 11月開催、チケット前売り・当日販売に協力

成長分野の育成 成長分野の資金ニーズに対応する

地域活性化プランに参
加

地方創生事業への積極
的な参画

成長段階における更な
る飛躍が見込まれる取
引先企業

事業再生や業種転換が
必要な取引先企業
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３．地域や利用者に対する積極的な情報発信

項目 内容 具体的な取組 数値目標 及び 実施時期　等
平成28年度の取組状況

（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

地域経済の実態調査
景気動向調査の実施に加え個別企業の取り組みや地域情報を発
信

年4回発行 年4回発行（4月・7月・11月・1月）

金融経済教育 インターンシップや職場体験の積極導入 8月に継続的に実施する
8月に5日間開催
11大学23名のインターンシップ大学生を受入

相談業務の充実
（１）休日年金相談会の開催
（２）休日相談プラザの開催（豊橋地区）
（３）休日相談プラザを蒲郡・豊川地区で開催

（１）継続的に実施する
（２）継続的に実施する
（３）継続的に実施する

（１）来客数  154名
（２）来客数  １00名
（３）本店営業部 26名 、豊川北支店 31名

出資会員加入時に適切な説明の実施
出資会員加入に際し、新たな説明書（通常の金融商品とは異なる
出資の特性などを記載）を作成し、加入手続き時に説明及び確認

継続的に実施する
出資会員加入の説明のため、顧客に理解して頂きやすいように説明用リーフ
レットを新たに作成し、4月に全店へ配布。

総代以外の会員からの意見の反映
現在実施している「蒲郡信用金庫経営モニター制度」の継続実施と
経営への反映を強化

年1回実施
・前年度分のモニターからの意見に対する改善対応策を、7月に全職員
　に周知の上、各モニターへ資料を還元
・第17回経営モニターアンケートを1月に実施、3月理事会に結果報告

情報開示の充実 利用者に分かりやすい情報開示
（１）四半期毎（年度・第1四半期・上半期・第3四半期）にディスク
　　 ロージャー誌発行
（２）ホームページリニューアルによる情報発信の充実

（１）四半期毎（年度・第1四半期・上半期・第3四半期）
     にディスクロージャー誌を発行
（２）前年度より進めているホームページリニューアル
     の完成

（１）年度、上半期版のディスクロージャー誌を発行、第１・第3四半期のディスク
　　 ロージャー誌をホームページに掲載
（２）10月にホームページリニューアル公開

態勢整備

項目 内容 具体的な取組 数値目標 及び 実施時期　等
平成28年度の取組状況

（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

（１）中小企業診断士をさらに育成するため、引き続き職員を中小
     企業大学校へ派遣
（２）「業種別審査能力向上」のための内部集合研修を実施
（３）「目利き」能力養成並びに「経営支援」能力向上のため、外部
      研修へ職員を派遣
（４）FP技能士資格取得のため、通信講座ならびに検定 試験の受
     験を推進

（１）大学校へ１名派遣し、中小企業診断士を輩出する
（２）渉外担当者を対象に１０月に実施する
（３）継続的に実施する
（４）継続的に実施する

（１） 4月1名派遣し中小企業診断士資格取得
（２） １０月実施（44名参加）
（３） 目利き力養成講座2名派遣
　　  目利き力実践講座2名派遣
（４） ＦＰ通信講座受講21名
　　　検定試験２級合格6名

（１）ＡＢＬ運用力強化のための職員向け研修制度を導入
（２）目利き能力トレーニー研修を継続実施し、担保や保証に頼らな
      い貸出を推進

（１）マンツーマンによる教育指導を強化する
（２）年間７名

（１）原則、全ての案件に本部が営業店のサポートを実施
   　「ＡＢＬ金融業務能力検定試験」25合格（合格者累計171名）
（２）目利き能力トレーニー研修7名実施

中小企業に対する各種施策に対応できる職員の育成
補助金セミナー（ものづくり、創業他）の職員向けセミナーの実施
(休日勉強会を含む）

継続的に実施する

・12月に「中小企業・小規模事業者 2大セミナー」開催
　※補正予算中小企業支援策＆ものづくり補助金・中小企業等経営強化法
・3月に「中小企業・小規模事業者支援施策セミナー」開催
　※平成29年度予算概要・経済産業省施策

海外進出支援を行う人材の育成
（１）海外支援機関等へのトレーニーの派遣
（２）勉強会の実施

（１）１名派遣
（２）継続的に実施する

（１）ジェトロ・ベトナムのホーチミン事務所に職員１名派遣
（２）若手職員に対し研修を実施(2月2回)

リスク管理 信用リスクの管理強化 （１）業種別ポートフォリオ管理の強化 継続的に実施する
四半期毎に業種別ポートフォリオの分析・検証、信用リスク小委員会を経て、
リスク管理委員会で経営陣に報告

会員・会員以外への説
明と意見の反映

人材の育成

企業の将来性・技術力を的確に評価できる能力（「目利
き」能力）、経営支援の能力の向上

地域や利用者へのサー
ビス提供
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