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金融円滑化に向けた取り組み 

　平成21年12月に施行された「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」（以下、

「中小企業金融円滑化法」という）は、平成25年3月末で期限を迎えました。しかしながら、期限到来後も取り組み

スタンスにつきましては変わることなく、経営課題に応じた最適な解決策をご提案するなど支援して参ります。

　詳細は当金庫のホームページ（http://www.gamashin.co.jp/）におきまして、取組状況を公表いたしております。

【1】地域金融円滑化のための基本方針

　

　蒲郡信用金庫は、地域の中小企業および個人のお客様に必要な資金を安定的に供給し、地域経済の発展に寄与するた

め、以下の方針に基づき、地域金融の円滑化に全力を傾注して取り組んでまいります。

１．取組み方針

　　当金庫は、地元中小企業の皆様、および個人のお客様に必要な資金を安定的に供給し、サポートが必要なお客様には

　経営改善支援を行うことなどが自らの社会的使命と考え、現下の政策課題である中小企業者等の金融の円滑化に真摯

　に取組んでまいりました。

　　お客様からの資金需要や貸付条件の変更等のお申込みがあった場合には、これまで以上に、お客様の抱えている経

　営課題等について、十分に把握したうえで、その解決に向けて、コンサルティング機能を発揮し真摯に取組んでまいり

　ます。

　　また、経営者保証に関する取組みについて、「経営者保証に関するガイドライン」に基づく適切な対応に真摯に取組

　んでまいります。

２．他の金融機関等との緊密な連携

　　当金庫は、複数の金融機関から借入を行っているお客さまから貸付条件の変更等の申し出があった場合など、他の

　金融機関や信用保証協会等と緊密な連携を図る必要が生じたときは、守秘義務に留意しつつ、お客さまの同意を得た

　うえで、これらの関係機関と情報の確認・照会を行うなど、緊密な連携を図りながら地域金融の円滑化に努めてまいり

　ます。

※ なお、お客様からの貸付条件の変更等に関する相談や苦情は、次の相談窓口をご利用下さい。

　　

　　　　がましん経営相談センター  電話番号 0120-691751 （フリーダイヤル）

【2】貸付条件変更の申込みを受付けた債権の状況　（平成30年3月31日までの累計）

17,823 

541 

中小企業のお客さま向けの貸付債権   

住宅資金をお借入のお客さま向けの
貸付債権   

17,487 

475 

実行 謝絶 審査中 取下げ

164 

18 

43 

1 

129 

47 

（単位：件）

（注）受付件数の12ヵ月毎の推移など詳細は当金庫ホームページ（http ://www.gamash in .co . jp/）に公表いたしております。            
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「経営者保証に関するガイドライン」への対応について 
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【1】「経営者保証に関するガイドライン」

【2】「経営者保証に関するガイドライン」への取組み方針

【3】「経営者保証に関するガイドライン」への対応実績

　中小企業・小規模事業者等（以下「中小企業」という）の経営者の方々による個人保証（経営者保証）の課題解決を目的に、

日本商工会議所と全国銀行協会を共同事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」では、中小企業（債務者）

や経営者（保証人）、金融機関（債権者）の自主的なルールとして「経営者保証に関するガイドライン」を策定しました。平

成26年2月1日以降、当金庫と中小企業の経営者の皆さまとの間で、新たに保証契約を締結する場合、既存の保証契約の

見直しや保証債務の整理をする場合等にこのガイドラインが適用されることとなります。

　当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」の主旨や内容を十分に踏まえ、お客様からお借入や保証債務整理の

相談を受けた際に真摯に対応するための態勢を整備しております。また、経営者保証の必要性については、お客さまとの

丁寧な対話により、法人と経営者の関係性や財務状況等の状況を把握し、同ガイドラインの記載内容を踏まえて十分に

検討するなど、適切な対応に努めております。

当金庫では、経営者の方からの「経営者保証に関するガイドライン」に関する

相談窓口を以下のとおりご用意しております。

がましん経営相談センター（審査部内）

フリーダイヤル：0120-691751（平日 9：00〜17：00）

新規に無保証で融資をした件数

保証契約を解除した件数

ガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数

新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合

276件

80件

5件

7.49％

平成29年度実績



　地域密着型金融として地域活性化につながる様々な取り組みを展開しております。

地域活性化につながる支援活動と地域貢献活動

◆「がましん三河湾浄化運動」の実施

　平成4年より毎年1回、役職員による清掃活動を蒲郡の竹島海

岸・竹島公園周辺で実施しております。

　この他、「環境清掃美化の日」を毎月1回定め、店舗周辺の清掃

活動を始業前に実施しております。

　平成29年11月には、この清掃活動が認められ、緑綬褒状を受賞

しました。

ボランティア活動

◆「みかわdeオンパク」への協賛

　三河の魅力を多くの人に知ってもらうことを目的に開催されて

いる「みかわdeオンパク」に協賛しております。

　開催期間中は各部店で、のぼり旗、ポスターを掲示するなど積

極的にＰＲ活動をするとともに、当金庫職員も休日を利用して各種

イベントに参加しました。　

地域の取り組みに参加

◆「第5回がましん杯争奪  少年軟式野球選手権大会」
　を開催

　スポーツを通して、地域の将来を担う児童の健全な心身の育

成を目指し、東三河の少年軟式野球大会を支援しております。

地域の将来を担う「子どもたち」のために　

◆蒲信育英会
　昭和39年10月、優秀な地元の学生に対して奨学金を支給する

公益財団法人蒲信育英会を設立しました。以来、583名（平成30

年4月末現在）の学生を援助し有為な人材の育成に貢献してお

ります。

◆地元のプロバスケットボールチームを支援
　バスケットボールを通じてコミュニティ社会の創造とその

拡大による社会への貢献を目指して、三遠を基盤とするプロバ

スケットボールチーム「三遠ネオフェニックス」を地元企業と

ともに支援しております。

※三遠とは、豊橋市を中心とした愛知県東三河地域と、浜松市を中心と

　した静岡県遠州地域を指します。

教育・スポーツ活動の支援
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◆GNBC主催の若手経営者育成講座（第6期）の開催

　中小企業を取り巻く環境が年々厳しさを増す状況の中、若手経営者及

び後継者の方を対象として、経営者としてのノウハウの習得を目指すセミ

ナーを開催しております。

　また、「若手経営者育成講座」卒業生を対象に、「若手経営者育成フォロ

ーアップ講座」を開催し、業種の垣根を越えて交流を深めております。

　GNBCでは、社会人としての基本的なマナーを学ぶ「新入・若手社員ビ

ジネスマナー研修」も開催しております。

◆ 各種情報提供

◎がましんの最新情報はもちろん、楽しいイベント情報などをお届けいたします。

◎一般向けとシルバー層向けの2種類を用意しております。

　がましんニュービジネスクラブ（GNBC）は、当金庫が運営する経

営者の会であり、若手後継者の育成を始めとして、企業経営者への

情報提供・ビジネスマッチング等の支援を行っている組織です。

がましんLINE＠

　地域の景気動向アンケートの結果を取りまとめた

「がましん景況レポート」、広報誌「蒲伸」を四半期毎に

作成して配布しております。

「がましん景況レポート」

広報誌「蒲伸」

　QRコードからお友だち登録をしてください。

シルバー層の方は
こちらから

一般の方は
こちらから
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経営モニター制度

　がましんでは、出資会員の皆さまの中から「経営モニター」を選定して当金庫の経営に関し、定期的にご意見を頂き、

これを総代会及び当金庫の経営に反映させております。この制度は平成17年からスタートしました。

　以下に、平成29年度に頂戴したご意見の一部をご紹介いたします。

　がましんでは、出資会員の皆さまの中から「経営モニター」を選定して当金庫の経営に関し、定期的にご意見を頂き、

これを総代会及び当金庫の経営に反映させております。この制度は平成17年からスタートしました。

　以下に、平成29年度に頂戴したご意見の一部をご紹介いたします。

頂戴したご意見

窓口でのお客さま応対について

　店頭でウロウロしていた時は、即座に対応をして欲し
いです。また、待ち時間が少々長い気がします。

　書類や伝票等への押印のチェックが、厳しいと思います。

　

　貴重なご意見をありがとうございます。当金庫は、「Ｃ
ＩＳマイスター」の認定資格の取得を奨励しており、お客
様に喜んでいただける窓口作りに取り組んで参ります。ま
た、迅速かつ親切丁寧な窓口対応力を向上できるように、
指導を行って参ります。

　貴重なご意見をありがとうございます。書類や伝票等
は、お客様から頂く重要書類でありますので、お客様には
お手間をお掛けすることになり申し訳ございませんが、何
卒ご理解をお願い致します。

渉外活動について

　取引先や商品とのマッチング等の協力をして欲しいです。 　貴重なご意見をありがとうございます。当金庫は、ビジ
ネスポータルサイト「愛知ビジネスパークいざ検索！」の
運営や、各種ビジネスフェア･商談会への参画等、お取引
先企業の販路拡大を目的としたビジネスマッチングに取
り組んでおります。職員には、お客様に積極的にご案内し
ていくよう、指導を行って参ります。

店舗の設備・機能・サービスについて

　駐車場の出入口が狭く、危ないと思うことがあります。
　
　
　
　
　ATMでの振込時に、同時に通帳記入もできるようにし
て欲しいです。
　
　
　ATMコーナーに、荷物を置く事ができる台があると便
利かと思います。

　貴重なご意見をありがとうございます。店舗敷地の形
状の関係で、十分な出入口のスペースを確保できない店
舗もございますが、改善可能な店舗につきましては、検討
をして参ります。
　
　貴重なご意見をありがとうございます。平成30年度に
ATMの設定変更を行い、通帳記入をできるように対応し
て参ります。
　
　貴重なご意見をありがとうございます。一部のＡＴＭ
には小型の荷物置きを設置しておりますが、車椅子をご
利用のお客様へ配慮し、現状ではあまり設置をしており
ません。頂戴したご意見を参考に、今後の対応を検討して
参ります。

当金庫の対応

その他について

　企業のビジョン、事業計画等に対し、前向きな助言をし
続ける金融機関であって欲しいと思います。

　貴重なご意見をありがとうございます。今後とも、お取
引先企業のビジョンや事業計画等を把握し、経営の目標
や課題をお取引先経営者と共に考え、前向きな助言を行
っていくように努めて参ります。
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人材マネジメント

　コンプライアンス問題や各種リスクに対する万全の対応が求められるなど金融機関の業務は、ますます高度化・専門化し
ており、加えてお客様からのニーズも多様化しています。これらに対応するため、活気ある職場づくりの醸成と、各種の金融
業務研修に加え自己啓発を積極的にサポートしながら人材の育成に組織をあげて取り組んでおります。

　お客さまにご満足いただける金融サービスの提供を目指して、各種公的資格の積極的な取得や研修制度の充実に
努めております。内容は平成30年3月末現在の状況です。

働きがいのある職場環境づくりへの取組み

職員の能力アップを目指した各種の取組み

●主な業務関連資格等保有者数
●長期外部派遣研修実績（累計）

●平成29年度の土曜勉強会の開催内容 

中小企業診断士

社会保険労務士

行政書士

宅地建物取引士

１級ファイナンシャル・プランニング技能士

２級ファイナンシャル・プランニング技能士

１級金融窓口サービス技能士

２級金融窓口サービス技能士

AFP（日本FP協会）

CFP（日本FP協会）

コンプライアンスオフィサー１級

コンプライアンスオフィサー２級

個人情報保護オフィサー１級

個人情報保護オフィサー２級

衛生管理者

農業経営アドバイザー

14

4

4

47

10

203

1

13

15

2

9

169

2

106

6

4

資格等 人数

９月２日

10月14日

11月11日

１月27日

２月17日

JETROサービスの活用とベトナム経済概況

事業性評価と目利きのポイント

上級コンプライアンス研修

国内経済展望について

事業性評価ガイドブック

月　日 講座名

中小企業診断士養成

外国為替（海外）

外国為替（国内）

FP養成

信託業務

信金経営研究

余資運用力強化トレーニー

信用金庫調査実務研修

企業調査講習会

中小企業大学校

Union Bank of California他

三菱ＵＦＪ銀行他

きんざいFPｽｸｰﾙ他

三菱ＵＦＪ信託銀行他

信金中金総合研究所

信金中金証券業務部他

信金中金総合研究所

みずほコーポレート銀行

17

4

27

14

3

1

2

1

11

研修内容 人数 派遣先等

1級ファイナンシャル・プランニング技能士　取得　　　　　

東田支店　 山本　有貴子

日本貿易振興機構（JETRO）　出向　

国際部　 柴田　知賢

　普段の業務で直接携わる事柄以外にも、
幅広い分野の金融知識を身に着けたいと
思い受験しました。今後も様々な事に興
味を持ち知識を習得し続けるとともに、
お客様のお役に立つ情報を提供できるよ
う業務に活かして参ります。

　平成29年度より日本貿易振興機構
（JETRO）に出向し、平成30年度よりベ
トナムのハノイに駐在となりました。当
地では現地の経済概況や日系企業の調査
を担当し、勉強の毎日です。今後も海外展
開をされるお取引先企業のお役に立てる
よう、精進して参ります。

資格取得者等

紹　介

　顧客感動満足（Customer Impressive Satisfaction）向上
を目指して、職員を支援する「CISマイスター認定制度」
を導入し、女性職員のスキルを磨き、女性マネージャー
の育成や快適なワーク・ライフ・バランスの実現を目指
しています。144名の職員が認定を取得しております。
この内11名は講師の認定も取得し、活躍しております。

●CISマイスター認定制度

　育児や介護などの家族的責任の配慮から職員一人ひとりが、多様な働き方を選択できるよう仕事と家庭生活との
調和ができるようなワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭生活との調和）を意識した取り組みを致しております。


