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但但但但    陽陽陽陽    信信信信    用用用用    金金金金    庫庫庫庫    

「「「「地域密着型金融地域密着型金融地域密着型金融地域密着型金融」」」」のののの取組取組取組取組みみみみ状況状況状況状況    
（（（（平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月～～～～平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年３３３３月月月月））））                         

� 金融庁金融庁金融庁金融庁のののの「「「「中小中小中小中小・・・・地域金融機関向地域金融機関向地域金融機関向地域金融機関向けのけのけのけの総合的総合的総合的総合的なななな監督指針監督指針監督指針監督指針」」」」においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、地域金融機関地域金融機関地域金融機関地域金融機関にににに求求求求められるめられるめられるめられる恒久的使命恒久的使命恒久的使命恒久的使命としてとしてとしてとして、、、、①ライフサイクルに①ライフサイクルに①ライフサイクルに①ライフサイクルに応応応応じたじたじたじた取引先企業取引先企業取引先企業取引先企業のののの支援強化支援強化支援強化支援強化、、、、②②②②事業価値事業価値事業価値事業価値をををを見見見見

極極極極めるめるめるめる融資融資融資融資をはじめをはじめをはじめをはじめ中小企業中小企業中小企業中小企業にににに適適適適したしたしたした資金供給手法資金供給手法資金供給手法資金供給手法のののの徹底徹底徹底徹底、、、、③③③③地域地域地域地域のののの情報収集情報収集情報収集情報収集をををを活用活用活用活用したしたしたした持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域経済地域経済地域経済地域経済へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献((((以下以下以下以下「「「「主要項目主要項目主要項目主要項目」」」」というというというという。。。。))))にににについてついてついてついて恒久的恒久的恒久的恒久的なななな取組取組取組取組みがみがみがみが求求求求められめられめられめられ

ておりておりておりており、、、、当金庫当金庫当金庫当金庫ではではではでは、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度にににに新新新新たなたなたなたな中期計画中期計画中期計画中期計画（（（（平成平成平成平成 22222222～～～～24242424 年度年度年度年度））））やややや単単単単年度事業計画年度事業計画年度事業計画年度事業計画をををを策定策定策定策定しししし、、、、地域内企業地域内企業地域内企業地域内企業のののの育成育成育成育成・・・・支援支援支援支援やややや地域内全体地域内全体地域内全体地域内全体のののの活性化活性化活性化活性化のためののためののためののための継続的継続的継続的継続的なななな取組取組取組取組みをみをみをみを行行行行ってってってって

まいりましたまいりましたまいりましたまいりました。。。。    

� 「「「「地域密着型金融地域密着型金融地域密着型金融地域密着型金融」」」」のののの取組取組取組取組みとしてはみとしてはみとしてはみとしては、、、、金融業務金融業務金融業務金融業務をををを通通通通じたじたじたじた地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、当金庫当金庫当金庫当金庫のビジネスモデルののビジネスモデルののビジネスモデルののビジネスモデルの高度化高度化高度化高度化とととと収益力収益力収益力収益力のののの向上向上向上向上につながるとのにつながるとのにつながるとのにつながるとの認識認識認識認識にににに立立立立ちちちち、、、、地域内経済地域内経済地域内経済地域内経済のののの活性化活性化活性化活性化にににに注力注力注力注力

しながらしながらしながらしながら実効性実効性実効性実効性のののの確保確保確保確保にににに向向向向けてけてけてけて着実着実着実着実にににに取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

� 当金庫当金庫当金庫当金庫はははは、「、「、「、「よろずよろずよろずよろず相談信用金庫相談信用金庫相談信用金庫相談信用金庫」」」」をををを標榜標榜標榜標榜しておりしておりしておりしており、「、「、「、「取引先企業取引先企業取引先企業取引先企業にににに対対対対するコンサルティングするコンサルティングするコンサルティングするコンサルティング機能機能機能機能のののの発揮発揮発揮発揮」、「」、「」、「」、「地域地域地域地域のののの面的再生面的再生面的再生面的再生へのへのへのへの積極的積極的積極的積極的なななな参画参画参画参画」、「」、「」、「」、「地域地域地域地域やややや利用者利用者利用者利用者にににに対対対対するするするする情報発信情報発信情報発信情報発信」」」」等等等等のののの

取組取組取組取組みをみをみをみを継続継続継続継続的的的的にににに推進推進推進推進しししし、、、、健全経営健全経営健全経営健全経営のののの維持向上維持向上維持向上維持向上にににに努努努努めめめめ、、、、地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様にとってなくてはならないにとってなくてはならないにとってなくてはならないにとってなくてはならない信用金庫信用金庫信用金庫信用金庫をををを目指目指目指目指しししし取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。 

� 企業企業企業企業のののの将来性将来性将来性将来性やややや保有保有保有保有するするするする技術力技術力技術力技術力およびおよびおよびおよび定性的定性的定性的定性的なななな非財務情報非財務情報非財務情報非財務情報をををを適確適確適確適確にににに評価評価評価評価できるできるできるできる能力能力能力能力をもつをもつをもつをもつ職員職員職員職員をををを養成養成養成養成するためするためするためするため、、、、公的機関公的機関公的機関公的機関とのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化やややや各種研修会各種研修会各種研修会各種研修会のののの開催開催開催開催ならびにならびにならびにならびに外部研修会外部研修会外部研修会外部研修会へのへのへのへの

参加等参加等参加等参加等をををを通通通通じてじてじてじて、、、、目利目利目利目利きききき能力向上能力向上能力向上能力向上にににに取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。     

� 今般今般今般今般、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度のののの取組取組取組取組みみみみ状況状況状況状況をををを取取取取りまとめましたのでりまとめましたのでりまとめましたのでりまとめましたので、、、、以下以下以下以下のののの通通通通りりりり公表公表公表公表いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ごごごご覧覧覧覧いただければいただければいただければいただければ、、、、当金庫当金庫当金庫当金庫のののの姿勢姿勢姿勢姿勢やややや取組取組取組取組みのみのみのみの状況状況状況状況がごがごがごがご理解理解理解理解いただけるものといただけるものといただけるものといただけるものと思思思思いますいますいますいます。。。。    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年５５５５月月月月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

主要項目主要項目主要項目主要項目のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況    

ⅠⅠⅠⅠ．．．．ライフサイクルにライフサイクルにライフサイクルにライフサイクルに応応応応じたじたじたじた取引先企業取引先企業取引先企業取引先企業のののの支援強化支援強化支援強化支援強化    

①①①① 取引先取引先取引先取引先のののの実態把握実態把握実態把握実態把握、、、、定性情報定性情報定性情報定性情報のののの収集収集収集収集・・・・蓄積蓄積蓄積蓄積・・・・活用活用活用活用にににに向向向向けたけたけたけた当金庫独自当金庫独自当金庫独自当金庫独自のののの「「「「企業概要企業概要企業概要企業概要カードカードカードカード」、「」、「」、「」、「情報収集履歴情報収集履歴情報収集履歴情報収集履歴」」」」作成作成作成作成のためののためののためののための情報収集力養成情報収集力養成情報収集力養成情報収集力養成によりによりによりにより職員職員職員職員のののの目利目利目利目利きききき力向上力向上力向上力向上にににに取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで

いますいますいますいます。。。。業況悪化先業況悪化先業況悪化先業況悪化先やややや経営改善経営改善経営改善経営改善をををを要要要要するとするとするとすると認認認認められるめられるめられるめられる取引先企業取引先企業取引先企業取引先企業をををを対象対象対象対象にににに、、、、早期早期早期早期にににに改善支援改善支援改善支援改善支援にににに着手着手着手着手しししし、、、、経営者経営者経営者経営者とのとのとのとの間間間間でででで課題課題課題課題・・・・問題点問題点問題点問題点についてについてについてについて共通認識共通認識共通認識共通認識としとしとしとし、、、、定期的定期的定期的定期的ヒアリングやモニヒアリングやモニヒアリングやモニヒアリングやモニ    

タリングをタリングをタリングをタリングを実施実施実施実施するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、外部専門家等外部専門家等外部専門家等外部専門家等とのとのとのとの連携連携連携連携をををを強化強化強化強化しししし、、、、事業再生事業再生事業再生事業再生・・・・支援支援支援支援にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みをみをみをみを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

②②②② 兵庫県信用金庫協会兵庫県信用金庫協会兵庫県信用金庫協会兵庫県信用金庫協会からからからから受託受託受託受託しているしているしているしている（（（（公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人））））神戸市産業振興財団神戸市産業振興財団神戸市産業振興財団神戸市産業振興財団のののの「「「「川上川上川上川上・・・・川下川下川下川下ビジネスネットワークビジネスネットワークビジネスネットワークビジネスネットワーク事業事業事業事業」」」」にににに参画参画参画参画しししし、、、、販路開拓販路開拓販路開拓販路開拓（（（（ビジネスマッチングビジネスマッチングビジネスマッチングビジネスマッチング））））等等等等にににに結結結結びつけるびつけるびつけるびつける取組取組取組取組    

みをみをみをみを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。またまたまたまた、（、（、（、（公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人））））    ひょうごひょうごひょうごひょうご産業活性化産業活性化産業活性化産業活性化センターとセンターとセンターとセンターと共同共同共同共同でででで｢｢｢｢知的資産経営知的資産経営知的資産経営知的資産経営セミナーセミナーセミナーセミナー｣｣｣｣をををを開催開催開催開催しししし、｢、｢、｢、｢知的資産経営報告書知的資産経営報告書知的資産経営報告書知的資産経営報告書｣｣｣｣のののの作成作成作成作成によりによりによりにより、、、、あらためてあらためてあらためてあらためて自社自社自社自社をををを見見見見つめつめつめつめ直直直直

すすすす機会機会機会機会をををを得得得得たことやたことやたことやたことや、、、、従業員従業員従業員従業員のののの経営経営経営経営へのへのへのへの参画意識参画意識参画意識参画意識のののの高揚高揚高揚高揚、、、、販路開拓販路開拓販路開拓販路開拓やややや事業承継事業承継事業承継事業承継へのへのへのへの取組取組取組取組みにもみにもみにもみにも効果効果効果効果があったとがあったとがあったとがあったと評価評価評価評価していただきましたしていただきましたしていただきましたしていただきました。。。。    

③③③③ 多重債多重債多重債多重債務者問題務者問題務者問題務者問題へのへのへのへの取組取組取組取組みについみについみについみについてはてはてはては、、、、金融相談金融相談金融相談金融相談へのへのへのへの対応対応対応対応はははは「「「「地域金融機関地域金融機関地域金融機関地域金融機関としてのとしてのとしてのとしての使命使命使命使命」」」」とととと位置位置位置位置づけておりづけておりづけておりづけており、、、、貸金業法改正貸金業法改正貸金業法改正貸金業法改正によりによりによりにより一層一層一層一層そのそのそのその役割役割役割役割がががが重要重要重要重要となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。多重債務多重債務多重債務多重債務

未然防止未然防止未然防止未然防止のためののためののためののための適切適切適切適切なローンのなローンのなローンのなローンの提供提供提供提供やややや、、、、借入金借入金借入金借入金のののの一本化一本化一本化一本化によるによるによるによる返済負担返済負担返済負担返済負担のののの軽減軽減軽減軽減やややや事後事後事後事後モニタリングによるモニタリングによるモニタリングによるモニタリングによる再生支援再生支援再生支援再生支援をををを実施実施実施実施、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて弁護士弁護士弁護士弁護士やややや司法書士等専門家司法書士等専門家司法書士等専門家司法書士等専門家をををを紹介紹介紹介紹介すすすす

るなどるなどるなどるなど、、、、生活再生支援生活再生支援生活再生支援生活再生支援にににに積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

④④④④ 当金庫当金庫当金庫当金庫のビジネスモデルをのビジネスモデルをのビジネスモデルをのビジネスモデルを “ “ “ “よろずよろずよろずよろず相談信用金庫相談信用金庫相談信用金庫相談信用金庫のののの実践実践実践実践” ” ” ” としてとしてとしてとしておりおりおりおり、、、、取引先経営者取引先経営者取引先経営者取引先経営者のののの高齢化等高齢化等高齢化等高齢化等にににに伴伴伴伴うううう事業承継問題等事業承継問題等事業承継問題等事業承継問題等、、、、取引先取引先取引先取引先のののの「「「「問題解決問題解決問題解決問題解決にににに向向向向けたけたけたけた提案提案提案提案」」」」、、、、「「「「付加価値付加価値付加価値付加価値のののの高高高高いサいサいサいサ

ービスのービスのービスのービスの提供提供提供提供」」」」やややや「「「「課題解決型課題解決型課題解決型課題解決型・・・・提案型提案型提案型提案型ビジネスビジネスビジネスビジネス」」」」をををを目指目指目指目指しししし、、、、非財務情報非財務情報非財務情報非財務情報をををを適確適確適確適確にににに評価評価評価評価できるできるできるできる能力能力能力能力のののの向上向上向上向上にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいますでいますでいますでいます。。。。        
    ⅡⅡⅡⅡ．．．．事業価値事業価値事業価値事業価値をををを見極見極見極見極めるめるめるめる融資融資融資融資をはじめをはじめをはじめをはじめ中小企業中小企業中小企業中小企業にににに適適適適したしたしたした資金供給手法資金供給手法資金供給手法資金供給手法のののの徹底徹底徹底徹底    

①①①①    創業創業創業創業・・・・新事業新事業新事業新事業をををを開始開始開始開始されるされるされるされる創業者等創業者等創業者等創業者等にににに対対対対してしてしてして、、、、政府系金融機関政府系金融機関政府系金融機関政府系金融機関とのとのとのとの協調融資協調融資協調融資協調融資やややや信用保証協会信用保証協会信用保証協会信用保証協会のののの経営革新融資制度等経営革新融資制度等経営革新融資制度等経営革新融資制度等をををを活用活用活用活用しししし、、、、新分野新分野新分野新分野へのへのへのへの進出進出進出進出についてについてについてについて積極的積極的積極的積極的にににに支援支援支援支援していますしていますしていますしています。。。。    

②②②②    政府系金融機関等政府系金融機関等政府系金融機関等政府系金融機関等とのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化によりによりによりにより、、、、長期固定型長期固定型長期固定型長期固定型・・・・低利融資低利融資低利融資低利融資やスコアリングモデルやスコアリングモデルやスコアリングモデルやスコアリングモデル商品商品商品商品によりによりによりにより、、、、過度過度過度過度にににに担保保証担保保証担保保証担保保証にににに依存依存依存依存しないしないしないしない融資等融資等融資等融資等、、、、顧客顧客顧客顧客のののの多様多様多様多様なななな資金資金資金資金ニーズにニーズにニーズにニーズに対応対応対応対応していますしていますしていますしています。。。。    

③③③③    企業企業企業企業がががが保有保有保有保有するするするする技術力技術力技術力技術力やややや定性的定性的定性的定性的なななな非財務情報非財務情報非財務情報非財務情報をををを適正適正適正適正にににに評価評価評価評価しししし、、、、販路開拓販路開拓販路開拓販路開拓、、、、ビジネスマッチングビジネスマッチングビジネスマッチングビジネスマッチング等等等等にににに係係係係るるるる目利目利目利目利きききき力力力力のののの養成養成養成養成のためのためのためのため、、、、各種研修各種研修各種研修各種研修やややや公的機関等公的機関等公的機関等公的機関等とのとのとのとの連携連携連携連携をををを強化強化強化強化してしてしてして取取取取りりりり組組組組    

んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    
    
    ⅢⅢⅢⅢ．．．．地域地域地域地域のののの情報収集情報収集情報収集情報収集をををを活用活用活用活用したしたしたした持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域経済地域経済地域経済地域経済へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献    

①①①①    地域社会地域社会地域社会地域社会のののの活性化活性化活性化活性化にににに向向向向けたけたけたけた「「「「ビジョンビジョンビジョンビジョン策定策定策定策定」」」」やややや「「「「公民連携公民連携公民連携公民連携」」」」によるによるによるによる地域一体地域一体地域一体地域一体となったとなったとなったとなった広域広域広域広域のののの「「「「面的再生面的再生面的再生面的再生」」」」へのへのへのへの取組取組取組取組みによりみによりみによりみにより、、、、地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化がががが図図図図られられられられ、、、、ひいてはひいてはひいてはひいては地域内地域内地域内地域内のののの「「「「資金資金資金資金のののの還流還流還流還流」」」」    

がががが期待期待期待期待できるとできるとできるとできると評価評価評価評価しておりしておりしておりしており、、、、引続引続引続引続きききき「「「「公民連携公民連携公民連携公民連携」」」」のコーディネーターののコーディネーターののコーディネーターののコーディネーターの役割役割役割役割をををを果果果果たしていきますたしていきますたしていきますたしていきます。。。。    

②②②② コミュニティ・ビジネスやコミュニティ・ビジネスやコミュニティ・ビジネスやコミュニティ・ビジネスや NPONPONPONPO 法人法人法人法人がががが行行行行うボランティアうボランティアうボランティアうボランティア活動活動活動活動にににに職員職員職員職員をををを派遣派遣派遣派遣してのボランティアマインドのしてのボランティアマインドのしてのボランティアマインドのしてのボランティアマインドの醸成醸成醸成醸成、、、、高齢高齢高齢高齢者宅者宅者宅者宅へのケアへのケアへのケアへのケア訪問訪問訪問訪問、、、、認知症認知症認知症認知症サポーターサポーターサポーターサポーター養成講座養成講座養成講座養成講座、、、、普通救命講習普通救命講習普通救命講習普通救命講習のののの    

開催開催開催開催、、、、がんがんがんがん検診受診率向上活動検診受診率向上活動検診受診率向上活動検診受診率向上活動、、、、献血献血献血献血サポーターへのサポーターへのサポーターへのサポーターへの登録登録登録登録、、、、優遇金利商品等優遇金利商品等優遇金利商品等優遇金利商品等のののの多様多様多様多様なサービスのなサービスのなサービスのなサービスの提供提供提供提供やややや融資等融資等融資等融資等をををを通通通通じてじてじてじて、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献・・・・還元還元還元還元にににに努努努努めていますめていますめていますめています。。。。    



    2222／／／／１４１４１４１４    

項目毎項目毎項目毎項目毎のののの具体的取組具体的取組具体的取組具体的取組内容内容内容内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況    
【【【【    １１１１．．．．ライフサイクルにライフサイクルにライフサイクルにライフサイクルに応応応応じたじたじたじた取引先企業取引先企業取引先企業取引先企業のののの支援強化支援強化支援強化支援強化    】】】】    

    タイトルタイトルタイトルタイトル    動機動機動機動機（（（（経過経過経過経過））））    取組取組取組取組みみみみ内容内容内容内容    成果成果成果成果（（（（効果効果効果効果））））    
23232323 年年年年 3333 月月月月までのまでのまでのまでの取組取組取組取組みみみみ状況状況状況状況にににに対対対対するするするする評価評価評価評価

及及及及びびびび今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    

（（（（１１１１））））    創業創業創業創業・・・・新事業支援新事業支援新事業支援新事業支援    
    

    

・・・・創業創業創業創業・・・・新事業支援機能新事業支援機能新事業支援機能新事業支援機能のののの強化強化強化強化    ・・・・創業創業創業創業・・・・新事業支援融資新事業支援融資新事業支援融資新事業支援融資（「（「（「（「創業支援特別創業支援特別創業支援特別創業支援特別融資融資融資融資」」」」をををを

含含含含むむむむ））））のののの継続推進継続推進継続推進継続推進    

    

・・・・政府系金融機関等政府系金融機関等政府系金融機関等政府系金融機関等とのとのとのとの情報情報情報情報のののの共有共有共有共有、、、、協調融資協調融資協調融資協調融資

等等等等によるによるによるによる連携強化連携強化連携強化連携強化    

・・・・創業創業創業創業・・・・新事業融資目標新事業融資目標新事業融資目標新事業融資目標    年間年間年間年間    ３０３０３０３０件件件件    

            （（（（うちうちうちうち創業支援特別融資目標創業支援特別融資目標創業支援特別融資目標創業支援特別融資目標    

年間年間年間年間    １０１０１０１０件件件件））））    

創業創業創業創業・・・・新事業融資新事業融資新事業融資新事業融資            

実績実績実績実績    ３５３５３５３５件件件件    ４８４４８４４８４４８４百万円百万円百万円百万円    

（（（（うちうちうちうち創業支援特別融資創業支援特別融資創業支援特別融資創業支援特別融資    

実績実績実績実績３３３３件件件件        １１１１１１１１百万円百万円百万円百万円））））    

    

・・・・政府系金融機関等政府系金融機関等政府系金融機関等政府系金融機関等とのとのとのとの協調融資目標協調融資目標協調融資目標協調融資目標    

年間年間年間年間    １５１５１５１５件件件件    

    

政 府 系 金 融 機 関 等政 府 系 金 融 機 関 等政 府 系 金 融 機 関 等政 府 系 金 融 機 関 等 と のと のと のと の 協 調 融 資協 調 融 資協 調 融 資協 調 融 資            

実績実績実績実績        ７７７７件件件件    ３０４３０４３０４３０４百万円百万円百万円百万円        

（（（（うちうちうちうち開業資金実績開業資金実績開業資金実績開業資金実績    ３３３３件件件件１７１７１７１７百万円百万円百万円百万円））））    

【【【【相手方相手方相手方相手方にとってのにとってのにとってのにとっての成果成果成果成果】】】】    

・・・・創業創業創業創業・・・・新事業新事業新事業新事業についてはについてはについてはについては、、、、業種的業種的業種的業種的にサにサにサにサ

ービスービスービスービス業業業業（（（（飲食飲食飲食飲食・・・・理理理理美容美容美容美容・・・・医療関係医療関係医療関係医療関係））））のののの

独立開業独立開業独立開業独立開業がががが多多多多くくくく、、、、比較的小規模比較的小規模比較的小規模比較的小規模なことなことなことなこと

からからからから、、、、開業資金調達開業資金調達開業資金調達開業資金調達がががが創業時創業時創業時創業時のののの最大最大最大最大のののの

障害障害障害障害となっていとなっていとなっていとなっていますますますます。。。。これらにこれらにこれらにこれらに対応対応対応対応するするするする

ためためためため信用保証協会信用保証協会信用保証協会信用保証協会やややや政府系金融機関政府系金融機関政府系金融機関政府系金融機関

等等等等とととと連携連携連携連携しししし、、、、協調融資等協調融資等協調融資等協調融資等によりによりによりにより資金提資金提資金提資金提

供供供供をををを行行行行うことでうことでうことでうことで資金調達資金調達資金調達資金調達がががが可能可能可能可能となってとなってとなってとなって

いいいいますますますます。。。。    

    

【【【【当金庫当金庫当金庫当金庫にとってのにとってのにとってのにとっての成果成果成果成果】】】】    

・・・・独立開業独立開業独立開業独立開業をををを目指目指目指目指すすすす創業創業創業創業・・・・新事業者新事業者新事業者新事業者でででで、、、、

資金不足資金不足資金不足資金不足からからからから創業創業創業創業・・・・新事業新事業新事業新事業をををを断念断念断念断念せざせざせざせざ

るをるをるをるを得得得得ないないないない創業者創業者創業者創業者にににに対対対対してしてしてして、、、、政府系金政府系金政府系金政府系金

融機関融機関融機関融機関とのとのとのとの協調融資協調融資協調融資協調融資、、、、信用保証協会等信用保証協会等信用保証協会等信用保証協会等

のののの活用活用活用活用でででで当金庫当金庫当金庫当金庫がががが支援支援支援支援できるできるできるできる範囲範囲範囲範囲のののの

拡大拡大拡大拡大とリスクとリスクとリスクとリスク分散分散分散分散がががが図図図図れていれていれていれていますますますます。。。。    

【【【【評価評価評価評価】】】】    

・・・・創業創業創業創業・・・・新事業新事業新事業新事業についてはについてはについてはについては、、、、開業資金調開業資金調開業資金調開業資金調達達達達

がががが創業時創業時創業時創業時のののの最大最大最大最大のののの障害障害障害障害となっていることとなっていることとなっていることとなっていること

からからからから、、、、これらにこれらにこれらにこれらに対応対応対応対応するためするためするためするため信用保証協信用保証協信用保証協信用保証協

会会会会やややや政府系金融機関等政府系金融機関等政府系金融機関等政府系金融機関等とととと連携連携連携連携しししし協調融協調融協調融協調融

資等資等資等資等によりによりによりにより資金提供資金提供資金提供資金提供をををを行行行行うことでうことでうことでうことで一定一定一定一定のののの

成果成果成果成果があったとがあったとがあったとがあったと評価評価評価評価していしていしていしていますますますます。。。。    

なおなおなおなお、、、、日本政策金融公庫日本政策金融公庫日本政策金融公庫日本政策金融公庫とのとのとのとの協調融資協調融資協調融資協調融資

はははは、、、、双方双方双方双方のののの強強強強みをみをみをみを生生生生かしたかしたかしたかした取組取組取組取組みとしてみとしてみとしてみとして

同公庫同公庫同公庫同公庫からもからもからもからも一定一定一定一定のののの評価評価評価評価をををを受受受受けているけているけているけている

がががが、、、、業種的業種的業種的業種的にはサービスにはサービスにはサービスにはサービス業業業業がががが主体主体主体主体でででで、、、、製製製製

造業造業造業造業のののの創業創業創業創業・・・・新事業先新事業先新事業先新事業先はははは低調低調低調低調なななな推移推移推移推移となとなとなとな

っていっていっていっていますますますます。。。。    

    

【【【【今後今後今後今後のののの課題課題課題課題】】】】    

・・・・創業創業創業創業・・・・新事業新事業新事業新事業についてはについてはについてはについては、、、、開業資金開業資金開業資金開業資金のののの相相相相

談談談談をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、人材確保人材確保人材確保人材確保・・・・受注先確保等多受注先確保等多受注先確保等多受注先確保等多

岐岐岐岐にににに亘亘亘亘りりりり、、、、指導指導指導指導・アドバイス・アドバイス・アドバイス・アドバイス等等等等がががが必要必要必要必要であであであであ

りりりり、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて政府系金融機関政府系金融機関政府系金融機関政府系金融機関とのとのとのとの協協協協

調融資調融資調融資調融資やややや商工会議所商工会議所商工会議所商工会議所、、、、県県県県・・・・市市市市のののの産業労産業労産業労産業労

政政政政・ハローワーク・ハローワーク・ハローワーク・ハローワーク等行政等行政等行政等行政・・・・関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの

連携連携連携連携によるによるによるによる総合的総合的総合的総合的なアドバイスやなアドバイスやなアドバイスやなアドバイスや支援態支援態支援態支援態

勢勢勢勢のののの更更更更なるなるなるなる強化強化強化強化がががが課題課題課題課題でででですすすす。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    3333／／／／１４１４１４１４    

    タイトルタイトルタイトルタイトル    動機動機動機動機（（（（経過経過経過経過））））    取組取組取組取組みみみみ内容内容内容内容    成果成果成果成果（（（（効果効果効果効果））））    
23232323 年年年年 3333 月月月月までのまでのまでのまでの取組取組取組取組みみみみ状況状況状況状況にににに対対対対するするするする評価評価評価評価

及及及及びびびび今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    

（（（（２２２２））））    経営改善支援経営改善支援経営改善支援経営改善支援        

・・・・経営改善先経営改善先経営改善先経営改善先にににに対対対対するするするする課題課題課題課題・・・・問題点問題点問題点問題点

等等等等のののの提起及提起及提起及提起及びびびび経営改善経営改善経営改善経営改善のののの必要性必要性必要性必要性

についてのについてのについてのについての共通認識共通認識共通認識共通認識    

・・・・業況悪化先業況悪化先業況悪化先業況悪化先やややや経営改善経営改善経営改善経営改善をををを要要要要するするするする先先先先およびおよびおよびおよび今後今後今後今後

経営悪化経営悪化経営悪化経営悪化がががが予想予想予想予想されるされるされるされる先先先先についてについてについてについて、、、、早期改善早期改善早期改善早期改善

にににに着手着手着手着手するととするととするととするとともにもにもにもに経営者経営者経営者経営者とのとのとのとの間間間間でででで課題課題課題課題・・・・問題問題問題問題

点点点点についてのについてのについてのについての共通認識共通認識共通認識共通認識をををを持持持持つためのつためのつためのつための定期的定期的定期的定期的ヒヒヒヒ

アリングとモニタリングのアリングとモニタリングのアリングとモニタリングのアリングとモニタリングの実施実施実施実施    

    

・・・・経営改善先等経営改善先等経営改善先等経営改善先等にににに対対対対してしてしてして、、、、自社自社自社自社をををを見見見見つめつめつめつめ直直直直すすすす機機機機

会会会会としてのとしてのとしてのとしての「「「「知的資産経営知的資産経営知的資産経営知的資産経営セミナーセミナーセミナーセミナー」」」」のののの開催開催開催開催やややや

「「「「川上川上川上川上・・・・川下川下川下川下ビジネスネットワークビジネスネットワークビジネスネットワークビジネスネットワーク事業事業事業事業」「」「」「」「ビジネビジネビジネビジネ

スマッチングフェアスマッチングフェアスマッチングフェアスマッチングフェア」」」」のののの案内等案内等案内等案内等をををを通通通通じじじじ、、、、取引先取引先取引先取引先のののの

販路開拓等幅広販路開拓等幅広販路開拓等幅広販路開拓等幅広いいいい支援支援支援支援のののの実施実施実施実施    

    

    

    

    

    

    

    

    

経営改善先経営改善先経営改善先経営改善先としてとしてとしてとして    

・・・・要注意要注意要注意要注意・・・・要管理先要管理先要管理先要管理先でさらなるでさらなるでさらなるでさらなる経営悪化経営悪化経営悪化経営悪化

をををを防防防防ぐぐぐぐ先先先先    

    

・・・・正常先正常先正常先正常先であるがであるがであるがであるが、、、、今後業況不振今後業況不振今後業況不振今後業況不振でででで経営経営経営経営

悪化悪化悪化悪化がががが予想予想予想予想されるされるされるされる先先先先    

    

・その・その・その・その他業況等他業況等他業況等他業況等のモニタリングがのモニタリングがのモニタリングがのモニタリングが必要必要必要必要なななな

先等先等先等先等から９７から９７から９７から９７先先先先（（（（改善支援先改善支援先改善支援先改善支援先１０２１０２１０２１０２先先先先、、、、うううう

ちちちち経営改善支援経営改善支援経営改善支援経営改善支援９７９７９７９７先先先先、、、、事業再生事業再生事業再生事業再生５５５５先先先先））））

をををを選定選定選定選定しししし、、、、経営改善支援経営改善支援経営改善支援経営改善支援にににに取組取組取組取組みみみみ、、、、四四四四

半期半期半期半期ごとのモニタリングをごとのモニタリングをごとのモニタリングをごとのモニタリングを実施実施実施実施しししし改善状改善状改善状改善状

況況況況のののの把握把握把握把握をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。    

    

健全化支援健全化支援健全化支援健全化支援としてとしてとしてとして    

・・・・早期発見早期発見早期発見早期発見、、、、早期治療早期治療早期治療早期治療がががが最最最最もももも重要重要重要重要であであであであ

りりりり、、、、融資先表債融資先表債融資先表債融資先表債２０２０２０２０百万円以上百万円以上百万円以上百万円以上のののの先先先先にににに

対対対対するするするする四半期四半期四半期四半期ごとのモニタリングをごとのモニタリングをごとのモニタリングをごとのモニタリングを実施実施実施実施

ししししましましましましたたたた。。。。    

    

・・・・改善支援改善支援改善支援改善支援にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては、（、（、（、（公財公財公財公財））））ひょうごひょうごひょうごひょうご

産業活性化産業活性化産業活性化産業活性化センターセンターセンターセンター、、、、顧問税理士等外顧問税理士等外顧問税理士等外顧問税理士等外

部部部部のののの支援機関支援機関支援機関支援機関もももも活用活用活用活用ししししましましましましたたたた。。。。    

    

・・・・「「「「知的資産経営知的資産経営知的資産経営知的資産経営セミナーセミナーセミナーセミナー」」」」のののの開催開催開催開催    

（（（（公財公財公財公財））））ひょうごひょうごひょうごひょうご産業活性化産業活性化産業活性化産業活性化センターとセンターとセンターとセンターと

共同開催共同開催共同開催共同開催でででで取引先事業所取引先事業所取引先事業所取引先事業所ならびならびならびならびにににに職職職職

員向員向員向員向けにけにけにけに、、、、自社自社自社自社のののの保有保有保有保有するするするする「「「「知的資知的資知的資知的資

産産産産」」」」をををを分析分析分析分析しししし、「、「、「、「強強強強みみみみ」」」」をををを認識認識認識認識しししし、、、、そのそのそのその強強強強

みをみをみをみを経営経営経営経営にににに生生生生かすかすかすかす経営手法経営手法経営手法経営手法をををを習得習得習得習得しししし、、、、

社内社内社内社内・・・・社外社外社外社外のステイクホルダーにのステイクホルダーにのステイクホルダーにのステイクホルダーに情報情報情報情報

発信発信発信発信をすることををすることををすることををすることを目的目的目的目的としたとしたとしたとした「「「「知的資産知的資産知的資産知的資産

経営報告書経営報告書経営報告書経営報告書」」」」作成作成作成作成セミナーを４セミナーを４セミナーを４セミナーを４回開催回開催回開催回開催

ししししましましましましたたたた。。。。またまたまたまた、「、「、「、「知的資産経営報告書知的資産経営報告書知的資産経営報告書知的資産経営報告書

（（（（サマリーサマリーサマリーサマリー版版版版）」）」）」）」をををを作成作成作成作成されたされたされたされた事業所事業所事業所事業所のののの

成果発表会成果発表会成果発表会成果発表会を２を２を２を２回開催回開催回開催回開催ししししましましましましたたたた。。。。    

サマリーサマリーサマリーサマリー版作成版作成版作成版作成セミナーセミナーセミナーセミナー参加事業所参加事業所参加事業所参加事業所

およびおよびおよびおよび金庫職員金庫職員金庫職員金庫職員        

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月開催月開催月開催月開催    

取引先取引先取引先取引先：：：：２０２０２０２０社社社社    ２７２７２７２７名名名名        職員職員職員職員：：：：４８４８４８４８名名名名    

    

【【【【相手方相手方相手方相手方にとってのにとってのにとってのにとっての成果成果成果成果】】】】    

・・・・当金庫当金庫当金庫当金庫からのからのからのからの問題提起問題提起問題提起問題提起をををを受受受受けけけけ経営改経営改経営改経営改

善善善善のののの必要性必要性必要性必要性をををを認識認識認識認識しししし、、、、またまたまたまた当庫当庫当庫当庫のののの支援支援支援支援

をををを受受受受けけけけ改善計画改善計画改善計画改善計画をををを策定策定策定策定しししし経営経営経営経営改善改善改善改善にににに取取取取

りりりり組組組組んだんだんだんだ結果結果結果結果、、、、経営改善経営改善経営改善経営改善がががが進進進進んでいんでいんでいんでいまままま

すすすす。。。。    

・・・・「「「「知的資産経営知的資産経営知的資産経営知的資産経営セミナーセミナーセミナーセミナー」」」」へのへのへのへの参加事参加事参加事参加事

業所業所業所業所においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、経営者経営者経営者経営者とととと社員社員社員社員がががが、、、、自自自自

社社社社についてについてについてについて見見見見つめつめつめつめ直直直直すすすす機会機会機会機会となりとなりとなりとなり、「、「、「、「知知知知

的資産経営報告書的資産経営報告書的資産経営報告書的資産経営報告書」」」」のののの作成作成作成作成にににに取取取取りりりり組組組組んんんん

だことでだことでだことでだことで、、、、改改改改めてめてめてめて自社自社自社自社のののの強強強強みをみをみをみを再認識再認識再認識再認識

するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、社外社外社外社外のステイクホルダーのステイクホルダーのステイクホルダーのステイクホルダー

にににに自社自社自社自社をアピールすることがをアピールすることがをアピールすることがをアピールすることが可能可能可能可能ととととななななりりりり

ましたましたましたました。。。。    

・・・・兵庫県信用金庫協会兵庫県信用金庫協会兵庫県信用金庫協会兵庫県信用金庫協会からからからから受託受託受託受託したしたしたした（（（（公公公公

財財財財））））神戸市産業振興財団神戸市産業振興財団神戸市産業振興財団神戸市産業振興財団がががが行行行行うううう「「「「川上川上川上川上・・・・

川下川下川下川下ビジネスネットワークビジネスネットワークビジネスネットワークビジネスネットワーク事業事業事業事業」」」」にににに参参参参

画画画画、、、、取引先企業取引先企業取引先企業取引先企業２２２２２２２２社社社社をををを選定選定選定選定しししし、、、、同財団同財団同財団同財団

のシニア・アドバイザーとともにのシニア・アドバイザーとともにのシニア・アドバイザーとともにのシニア・アドバイザーとともに、、、、企業企業企業企業

のののの有有有有するするするする技術力調査技術力調査技術力調査技術力調査やややや販路開拓販路開拓販路開拓販路開拓、、、、制制制制

度融資度融資度融資度融資、、、、助成金活用等多岐助成金活用等多岐助成金活用等多岐助成金活用等多岐にににに亘亘亘亘るるるる支援支援支援支援

にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、一定一定一定一定のののの成果成果成果成果がががが得得得得られられられられましましましまし

たたたた。。。。    

    

＜＜＜＜事例事例事例事例＞＞＞＞    

・・・・ラミネートラミネートラミネートラミネートやややや箔押箔押箔押箔押しししし加工加工加工加工をををを得意得意得意得意とするとするとするとする印印印印

刷業者刷業者刷業者刷業者がががが、、、、新商品新商品新商品新商品としてとしてとしてとして和柄和柄和柄和柄クリアファクリアファクリアファクリアファ

イルをイルをイルをイルを開発開発開発開発しししし販路販路販路販路をををを模索模索模索模索するするするする中中中中でででで、、、、当当当当

金庫金庫金庫金庫からからからから百貨店百貨店百貨店百貨店・・・・空港等空港等空港等空港等へのへのへのへの外国人向外国人向外国人向外国人向

けのけのけのけの土産土産土産土産としてのとしてのとしてのとしての販路開拓販路開拓販路開拓販路開拓をををを提案提案提案提案しししし、、、、

大手新聞社大手新聞社大手新聞社大手新聞社にににに同商品同商品同商品同商品のののの掲載掲載掲載掲載をををを紹介紹介紹介紹介しししし、、、、

大手百貨店大手百貨店大手百貨店大手百貨店のののの中元商品中元商品中元商品中元商品のののの粗品粗品粗品粗品ならびならびならびならび

にににに鉄道会社鉄道会社鉄道会社鉄道会社のチラシのチラシのチラシのチラシ入入入入れにれにれにれに採用採用採用採用がががが決決決決

定定定定ししししましましましましたたたた。。。。年商年商年商年商３３３３，，，，００００００００００００万円規模万円規模万円規模万円規模がががが現現現現

状状状状３３３３億円規模億円規模億円規模億円規模にににに拡大拡大拡大拡大しししし、、、、利益利益利益利益も１も１も１も１億円億円億円億円をををを

見込見込見込見込むなどむなどむなどむなど経営体質経営体質経営体質経営体質がががが大大大大きくきくきくきく変化変化変化変化してしてしてして

ききききましましましましたたたた。。。。    

    

【【【【評価評価評価評価】】】】    

・・・・取引先取引先取引先取引先のののの課題課題課題課題・・・・問問問問題点題点題点題点のののの提起提起提起提起やややや経営改経営改経営改経営改

善計画善計画善計画善計画のののの策定支援策定支援策定支援策定支援、、、、各種助言各種助言各種助言各種助言などコンなどコンなどコンなどコン

サルティングサルティングサルティングサルティング機能機能機能機能をををを発揮発揮発揮発揮することですることですることですることで、、、、経経経経

営改善対象先営改善対象先営改善対象先営改善対象先のののの経営改善経営改善経営改善経営改善にににに一定一定一定一定のののの効効効効

果果果果をあげることができをあげることができをあげることができをあげることができましましましましたたたた。。。。    

    

【【【【今後今後今後今後のののの課題課題課題課題】】】】    

・・・・当庫当庫当庫当庫がががが問題提起問題提起問題提起問題提起やややや経営改善提案経営改善提案経営改善提案経営改善提案をををを行行行行うううう

もももも、、、、改善取組改善取組改善取組改善取組みがみがみがみが遅遅遅遅れているれているれているれている先先先先もあるこもあるこもあるこもあるこ

とからとからとからとから、、、、引続引続引続引続きききき経営改善経営改善経営改善経営改善をををを促促促促すとともにすとともにすとともにすとともに

事後事後事後事後モニタリングがモニタリングがモニタリングがモニタリングが必要必要必要必要であるであるであるであるとととと考考考考えてえてえてえて

いますいますいますいます。。。。    

・・・・（（（（公財公財公財公財））））ひょうごひょうごひょうごひょうご産業活性化産業活性化産業活性化産業活性化センターやセンターやセンターやセンターや

（（（（公財公財公財公財））））神戸産業振興財団等公的機関神戸産業振興財団等公的機関神戸産業振興財団等公的機関神戸産業振興財団等公的機関とととと

のののの連携連携連携連携をををを密密密密にしながらにしながらにしながらにしながら、、、、各種事業各種事業各種事業各種事業をををを行行行行っっっっ

てててていますいますいますいますがががが、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度のののの事業仕分事業仕分事業仕分事業仕分けけけけ

にてにてにてにて予算枠予算枠予算枠予算枠のののの制限制限制限制限・・・・受託先受託先受託先受託先のののの変更等変更等変更等変更等もあもあもあもあ

りりりり、、、、新新新新たたたたなななな取組方針取組方針取組方針取組方針・・・・施策施策施策施策がががが課題課題課題課題であるであるであるである

とととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

・・・・経営改善等経営改善等経営改善等経営改善等へのへのへのへの取組取組取組取組みについてはみについてはみについてはみについては、、、、研研研研

修等修等修等修等をををを通通通通じてのじてのじてのじての職員職員職員職員のレベルアップがのレベルアップがのレベルアップがのレベルアップが

重要課題重要課題重要課題重要課題とととと認識認識認識認識していしていしていしていますますますます。。。。    



    4444／／／／１４１４１４１４    

タイトルタイトルタイトルタイトル    動機動機動機動機（（（（経過経過経過経過））））    取組取組取組取組みみみみ内容内容内容内容    成果成果成果成果（（（（効果効果効果効果））））    
23232323年年年年3333月月月月までのまでのまでのまでの取組取組取組取組みみみみ状況状況状況状況にににに対対対対するするするする評価評価評価評価

及及及及びびびび今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    
    

        

平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年２２２２月開催月開催月開催月開催    

取引先取引先取引先取引先：：：：３３３３３３３３社社社社    ４２４２４２４２名名名名        職員職員職員職員：：：：３３３３３３３３名名名名    

        サマリーサマリーサマリーサマリー版作成事業所版作成事業所版作成事業所版作成事業所    ２３２３２３２３社社社社    

    

・・・・「「「「川上川上川上川上・・・・川下川下川下川下ビジネスネットワークビジネスネットワークビジネスネットワークビジネスネットワーク事業事業事業事業」」」」

にににに参画参画参画参画    

兵庫県信用金庫協会兵庫県信用金庫協会兵庫県信用金庫協会兵庫県信用金庫協会からからからから受託受託受託受託したしたしたした（（（（公公公公

財財財財））））神戸市産業振興財団神戸市産業振興財団神戸市産業振興財団神戸市産業振興財団がががが行行行行うううう「「「「川上川上川上川上・・・・

川下川下川下川下ビジネスネットワークビジネスネットワークビジネスネットワークビジネスネットワーク事業事業事業事業」」」」にににに参画参画参画参画

しししし、、、、取引先取引先取引先取引先のののの販路開拓販路開拓販路開拓販路開拓・・・・「「「「ビジネスマッビジネスマッビジネスマッビジネスマッ

チングチングチングチング」」」」にににに活用活用活用活用ししししましましましましたたたた。。。。    

    

・２２・２２・２２・２２年年年年８８８８月月月月    加古川市加古川市加古川市加古川市・・・・東播磨県民局東播磨県民局東播磨県民局東播磨県民局・・・・

加古川商工会議所主催加古川商工会議所主催加古川商工会議所主催加古川商工会議所主催のののの「「「「第第第第２２２２回回回回ビジビジビジビジ

ネスマッチングフェアネスマッチングフェアネスマッチングフェアネスマッチングフェアｉｎｉｎｉｎｉｎ加古川加古川加古川加古川」」」」にににに地元地元地元地元

金融機関金融機関金融機関金融機関としてとしてとしてとして出展出展出展出展ししししましましましましたたたた。。。。    

《《《《事例事例事例事例》》》》    

「「「「蓄光材蓄光材蓄光材蓄光材」」」」のののの用途開発用途開発用途開発用途開発をををを進進進進めているめているめているめている園園園園

芸芸芸芸・エクステリア・エクステリア・エクステリア・エクステリア業者業者業者業者にににに、、、、ビジネスマッチビジネスマッチビジネスマッチビジネスマッチ

ングフェアングフェアングフェアングフェア「「「「ビジネスアリーナビジネスアリーナビジネスアリーナビジネスアリーナｉｎｉｎｉｎｉｎ姫路姫路姫路姫路にににに

出展出展出展出展をををを紹介紹介紹介紹介、ＮＨＫＴＶ、ＮＨＫＴＶ、ＮＨＫＴＶ、ＮＨＫＴＶにてにてにてにて同社同社同社同社のののの商品商品商品商品

がががが放映放映放映放映されされされされ、、、、またまたまたまた、「、「、「、「第第第第２２２２回回回回    ビジネスフビジネスフビジネスフビジネスフ

ェアェアェアェアｉｎｉｎｉｎｉｎ加古川加古川加古川加古川」」」」にににに出展出展出展出展していたガラスしていたガラスしていたガラスしていたガラス工工工工

房業者房業者房業者房業者にににに対対対対してしてしてして当金庫当金庫当金庫当金庫からからからから「「「「蓄光材蓄光材蓄光材蓄光材」」」」とととと

「「「「ガラスガラスガラスガラス加工技術加工技術加工技術加工技術」」」」をををを生生生生かしたかしたかしたかした商品開発商品開発商品開発商品開発

をををを提案提案提案提案したしたしたした結果結果結果結果、、、、業界最大手業界最大手業界最大手業界最大手のエクスのエクスのエクスのエクス

テリアテリアテリアテリア専門卸業者専門卸業者専門卸業者専門卸業者にににに販売販売販売販売がががが決定決定決定決定したほしたほしたほしたほ

かかかか、、、、住宅分譲業者住宅分譲業者住宅分譲業者住宅分譲業者やややや官公庁官公庁官公庁官公庁からのからのからのからの引引引引きききき

合合合合いもいもいもいも多多多多くくくく今後今後今後今後のののの事業展開事業展開事業展開事業展開がががが期待期待期待期待できできできでき

ますますますます。。。。    

なおなおなおなお、、、、新商品開発新商品開発新商品開発新商品開発にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては、、、、蓄光蓄光蓄光蓄光

照度照度照度照度・ガラス・ガラス・ガラス・ガラス強度等強度等強度等強度等のののの品質保証面品質保証面品質保証面品質保証面でのでのでのでの

サポートはサポートはサポートはサポートは兵庫県工業試験場兵庫県工業試験場兵庫県工業試験場兵庫県工業試験場をををを紹介紹介紹介紹介、、、、

金融面金融面金融面金融面ではではではでは、、、、経営革新法経営革新法経営革新法経営革新法・・・・成長期待企成長期待企成長期待企成長期待企

業業業業のののの認定認定認定認定についてはについてはについてはについては、、、、ひょうごひょうごひょうごひょうご産業活産業活産業活産業活

性化性化性化性化センターをセンターをセンターをセンターを紹介紹介紹介紹介ししししましましましましたたたた。。。。    

    

・・・・東播磨県民局東播磨県民局東播磨県民局東播磨県民局・・・・加古川市加古川市加古川市加古川市・・・・加古川商工加古川商工加古川商工加古川商工

会議所主催会議所主催会議所主催会議所主催のののの「「「「第第第第２２２２回回回回    ビジネスマッチビジネスマッチビジネスマッチビジネスマッチ

ングフェアングフェアングフェアングフェアｉｎｉｎｉｎｉｎ加古川加古川加古川加古川」」」」にににに事業所事業所事業所事業所３０３０３０３０社社社社がががが

参加参加参加参加。。。。同同同同フエアーがフエアーがフエアーがフエアーが継続実施継続実施継続実施継続実施されていされていされていされてい

ることでることでることでることで地元事業所間地元事業所間地元事業所間地元事業所間でのでのでのでの交流交流交流交流もももも深深深深まままま

りつつありますりつつありますりつつありますりつつあります。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    5555／／／／１４１４１４１４    

タイトルタイトルタイトルタイトル    動機動機動機動機（（（（経過経過経過経過））））    取組取組取組取組みみみみ内容内容内容内容    成果成果成果成果（（（（効果効果効果効果））））    
23232323年年年年3333月月月月までのまでのまでのまでの取組取組取組取組みみみみ状況状況状況状況にににに対対対対するするするする評価評価評価評価

及及及及びびびび今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    

            

    

    

【【【【当金庫当金庫当金庫当金庫にとってのにとってのにとってのにとっての成果成果成果成果】】】】    

・・・・経営改善支援取組経営改善支援取組経営改善支援取組経営改善支援取組みみみみ先先先先９７９７９７９７先先先先のうち５のうち５のうち５のうち５

先先先先がランクアップしがランクアップしがランクアップしがランクアップしましましましましたたたた。。。。    

    

・ランクアップには・ランクアップには・ランクアップには・ランクアップには至至至至らなかったもののらなかったもののらなかったもののらなかったものの、、、、

着実着実着実着実にににに改善改善改善改善がががが進進進進んでおりんでおりんでおりんでおり、、、、ランクアップランクアップランクアップランクアップ

がががが見込見込見込見込めるめるめるめる先先先先もももも出出出出ててててきていますきていますきていますきています。（。（。（。（要注要注要注要注

意先意先意先意先からからからから正常先正常先正常先正常先へのランクアップへのランクアップへのランクアップへのランクアップ見込見込見込見込

み２み２み２み２先先先先））））    

    

・・・・取引先取引先取引先取引先のののの多岐多岐多岐多岐にににに亘亘亘亘るるるる要望要望要望要望・・・・相談業務相談業務相談業務相談業務にににに

対応対応対応対応するためするためするためするため、、、、本部本部本部本部・・・・営業店営業店営業店営業店がががが一体一体一体一体とととと

なってなってなってなって、、、、公的機公的機公的機公的機関等関等関等関等とのとのとのとの連携協調連携協調連携協調連携協調しししし、、、、各各各各

種種種種セミナーのセミナーのセミナーのセミナーの開催開催開催開催やややや事業事業事業事業へへへへ参画参画参画参画するこするこするこするこ

とでとでとでとで、、、、資金提供資金提供資金提供資金提供とともにとともにとともにとともに取引先事業取引先事業取引先事業取引先事業をををを側側側側

面面面面かかかからららら支援支援支援支援しししし売上売上売上売上・・・・利益利益利益利益にににに寄与寄与寄与寄与するするするする等等等等

のののの効果効果効果効果がががが「「「「おおおお客様客様客様客様のののの声声声声」」」」としてとしてとしてとして具体的具体的具体的具体的にににに

挙挙挙挙がってきておりがってきておりがってきておりがってきており一定一定一定一定のののの成果成果成果成果がありまがありまがありまがありま

したしたしたした。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    6666／／／／１４１４１４１４    

タイトルタイトルタイトルタイトル    動機動機動機動機（（（（経過経過経過経過））））    取組取組取組取組みみみみ内容内容内容内容    成果成果成果成果（（（（効果効果効果効果））））    
23232323年年年年3333月月月月までのまでのまでのまでの取組取組取組取組みみみみ状況状況状況状況にににに対対対対するするするする評価評価評価評価

及及及及びびびび今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    

（（（（３３３３））））    事業再生事業再生事業再生事業再生支援支援支援支援    
    ・・・・再生支援協議会等再生支援協議会等再生支援協議会等再生支援協議会等のののの積極的活用積極的活用積極的活用積極的活用

とととと策定計画策定計画策定計画策定計画のモニタリングのモニタリングのモニタリングのモニタリング    

    

・・・・多重債務者多重債務者多重債務者多重債務者へのへのへのへの対応対応対応対応    

・・・・再生支援協議会等再生支援協議会等再生支援協議会等再生支援協議会等のののの外部機関外部機関外部機関外部機関のののの積極的積極的積極的積極的なななな活活活活

用用用用によりによりによりにより、、、、対象先対象先対象先対象先のののの事業再生事業再生事業再生事業再生をををを効果的効果的効果的効果的にににに推進推進推進推進

するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、経営改善全般経営改善全般経営改善全般経営改善全般におけるノウハウにおけるノウハウにおけるノウハウにおけるノウハウ

をををを吸収吸収吸収吸収しししし、、、、当金庫当金庫当金庫当金庫のののの経営改善支援活動経営改善支援活動経営改善支援活動経営改善支援活動のレベのレベのレベのレベ

ルアップをルアップをルアップをルアップを図図図図りますりますりますります。。。。    

    

・・・・多重債務者多重債務者多重債務者多重債務者へのへのへのへの対応対応対応対応についてはについてはについてはについては、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる相相相相

談談談談にににに応応応応じることがじることがじることがじることが地域金融機関地域金融機関地域金融機関地域金融機関のののの使命使命使命使命とととと位置位置位置位置

付付付付けけけけ取取取取りりりり組組組組んでいんでいんでいんでいますますますます。。。。    

・・・・事業再生支援対象先事業再生支援対象先事業再生支援対象先事業再生支援対象先としてとしてとしてとして 5555 先先先先をををを選定選定選定選定

（（（（うち２うち２うち２うち２先先先先はははは再生支援協議会再生支援協議会再生支援協議会再生支援協議会にてにてにてにて再生再生再生再生

計画策定計画策定計画策定計画策定））））しししし、、、、再生再生再生再生にににに取組取組取組取組みみみみ中中中中ですですですです。。。。    

２２２２２２２２年度新年度新年度新年度新たに１たに１たに１たに１先先先先のののの取組取組取組取組みをみをみをみを再生支再生支再生支再生支

援協議会援協議会援協議会援協議会にににに相談相談相談相談したもののしたもののしたもののしたものの債務超過解債務超過解債務超過解債務超過解

消見込消見込消見込消見込みがみがみがみが長期長期長期長期をををを要要要要するとしてするとしてするとしてするとして対応見対応見対応見対応見

送送送送りとなりとなりとなりとなりましたりましたりましたりました。。。。    

    

・・・・多重債務者多重債務者多重債務者多重債務者へのへのへのへの対応対応対応対応についてはについてはについてはについては、、、、あらあらあらあら

ゆるゆるゆるゆる相談相談相談相談にににに応応応応じる“よろずじる“よろずじる“よろずじる“よろず相談信用金相談信用金相談信用金相談信用金

庫庫庫庫”としての”としての”としての”としての位置位置位置位置づけづけづけづけでででで行行行行っておりっておりっておりっており、、、、通通通通

常常常常のののの融資審査対象外融資審査対象外融資審査対象外融資審査対象外のものについてのものについてのものについてのものについて

もももも、、、、経営相談部経営相談部経営相談部経営相談部個人支援課個人支援課個人支援課個人支援課がががが営業店営業店営業店営業店をををを

サポートしサポートしサポートしサポートし、、、、事案事案事案事案によってはによってはによってはによっては、、、、直接顧客直接顧客直接顧客直接顧客

ヒアリングするなどのヒアリングするなどのヒアリングするなどのヒアリングするなどの対応対応対応対応をしをしをしをしていまていまていまていま

すすすす。。。。    

【【【【相手方相手方相手方相手方にとってのにとってのにとってのにとっての成果成果成果成果】】】】    

・・・・事業再生支援先事業再生支援先事業再生支援先事業再生支援先においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、再生計画再生計画再生計画再生計画

にににに沿沿沿沿ってってってって取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ結果結果結果結果、、、、社内社内社内社内のののの意識意識意識意識

改革改革改革改革がががが図図図図れれれれ、、、、生産性向上生産性向上生産性向上生産性向上やややや経費削減経費削減経費削減経費削減

等等等等のののの成果成果成果成果がありがありがありがあり、、、、結果結果結果結果、、、、事業再生事業再生事業再生事業再生がががが進進進進

みつつあみつつあみつつあみつつありますりますりますります。。。。    

    

・・・・多重債務者多重債務者多重債務者多重債務者についてはについてはについてはについては、、、、債務債務債務債務のののの一本化一本化一本化一本化

によるによるによるによる負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減やややや家族等家族等家族等家族等のののの理解理解理解理解とととと協力協力協力協力

をををを得得得得ながらながらながらながら、、、、取組事案取組事案取組事案取組事案のののの大部分大部分大部分大部分がががが債務債務債務債務

もももも順調順調順調順調にににに減減減減少少少少するなどするなどするなどするなど生活再生生活再生生活再生生活再生にににに向向向向かかかか

っていっていっていっていますますますます。。。。    

    

【【【【当金庫当金庫当金庫当金庫にとってのにとってのにとってのにとっての成果成果成果成果】】】】    

・・・・再生支援協議会再生支援協議会再生支援協議会再生支援協議会によるによるによるによる事業再生先事業再生先事業再生先事業再生先２２２２先先先先

のうち１８のうち１８のうち１８のうち１８年年年年よりよりよりより事業再生事業再生事業再生事業再生にににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ

１１１１先先先先はははは、、、、毎期着実毎期着実毎期着実毎期着実にににに利益利益利益利益をををを計上計上計上計上しししし借入借入借入借入

返済返済返済返済をををを進進進進めためためためた結果結果結果結果、、、、２２２２２２２２年度年度年度年度にににに破綻懸破綻懸破綻懸破綻懸

念先念先念先念先からからからから要注意先要注意先要注意先要注意先にランクアップしにランクアップしにランクアップしにランクアップしましましましまし

たたたた。。。。他他他他の１の１の１の１先先先先はははは、、、、社内組織社内組織社内組織社内組織のののの整備等整備等整備等整備等のののの

計画計画計画計画のののの見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行いいいい、、、、引続引続引続引続きききき取組取組取組取組みみみみ

中中中中。。。。ほかの３ほかの３ほかの３ほかの３先先先先もももも業況業況業況業況はははは回復基調回復基調回復基調回復基調にあにあにあにあ

りますりますりますります。。。。    

    

・・・・多重債務者多重債務者多重債務者多重債務者からのからのからのからの金融相談金融相談金融相談金融相談にににに対応対応対応対応したしたしたした

結果結果結果結果、、、、借入負担借入負担借入負担借入負担のののの軽減等生活再生軽減等生活再生軽減等生活再生軽減等生活再生にににに

一定一定一定一定のののの成果成果成果成果があがあがあがありましりましりましりましたたたた。。。。    

    

・・・・「「「「生活再生生活再生生活再生生活再生ローンローンローンローン」」」」の２２の２２の２２の２２年度取組実績年度取組実績年度取組実績年度取組実績    

１０１０１０１０件件件件    １５２１５２１５２１５２．．．．４４４４百万百万百万百万円円円円    

２３２３２３２３年年年年３３３３月末残高月末残高月末残高月末残高            

４４４４４４４４件件件件            ２５７２５７２５７２５７百万円百万円百万円百万円    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

【【【【評価評価評価評価】】】】    

・・・・再生支援協議会再生支援協議会再生支援協議会再生支援協議会によるによるによるによる事業再生先事業再生先事業再生先事業再生先２２２２先先先先

のうち１のうち１のうち１のうち１先先先先がランクアップがランクアップがランクアップがランクアップ、、、、もう１もう１もう１もう１先先先先もももも再生再生再生再生

途上途上途上途上ながらながらながらながら成果成果成果成果はははは表表表表れつつあれつつあれつつあれつつありますりますりますります。。。。まままま

たたたた、、、、他他他他のののの再生対象先再生対象先再生対象先再生対象先３３３３先先先先についてもについてもについてもについても業況業況業況業況

はははは回復基調回復基調回復基調回復基調にあにあにあにありますりますりますります。。。。    

    

・・・・多重債務者多重債務者多重債務者多重債務者からのからのからのからの金融相談金融相談金融相談金融相談にににに対対対対しししし適切適切適切適切

なアドバイスをなアドバイスをなアドバイスをなアドバイスを行行行行えるえるえるえる体制体制体制体制はははは整整整整っているとっているとっているとっていると

評価評価評価評価していしていしていしていますますますます。。。。    

    

【【【【今後今後今後今後のののの課題課題課題課題】】】】    

・・・・事業再生事業再生事業再生事業再生についてはについてはについてはについては、、、、現状現状現状現状、、、、持持持持込込込込みみみみ実績実績実績実績

はははは少少少少ないもののないもののないもののないものの、、、、今後今後今後今後ともともともとも再生支援協議再生支援協議再生支援協議再生支援協議

会等外部機関会等外部機関会等外部機関会等外部機関のののの積極的積極的積極的積極的なななな活用活用活用活用がががが必要必要必要必要とととと

認識認識認識認識していしていしていしていますますますます。。。。    

    

・・・・多重債務者問題多重債務者問題多重債務者問題多重債務者問題につにつにつについてはいてはいてはいては、、、、改正貸金改正貸金改正貸金改正貸金

業法業法業法業法のののの施行等施行等施行等施行等によりによりによりにより、、、、一層重要一層重要一層重要一層重要なななな課題課題課題課題でででで

あるとあるとあるとあると認識認識認識認識しておりしておりしておりしており、、、、日常業務日常業務日常業務日常業務のののの中中中中でででで顧顧顧顧

客客客客がががが相談相談相談相談しやすいしやすいしやすいしやすい態勢態勢態勢態勢がががが必要必要必要必要とととと考考考考えてえてえてえて

いいいいますますますます。。。。    

    

    

    



    7777／／／／１４１４１４１４    

    タイトルタイトルタイトルタイトル    動機動機動機動機（（（（経過経過経過経過））））    取組取組取組取組みみみみ内容内容内容内容    成果成果成果成果（（（（効果効果効果効果））））    
23232323年年年年3333月月月月までのまでのまでのまでの取組取組取組取組みみみみ状況状況状況状況にににに対対対対するするするする評価評価評価評価

及及及及びびびび今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    

．．．．（（（（４４４４））））    事業事業事業事業継承継承継承継承    

    ・・・・取引先経営者取引先経営者取引先経営者取引先経営者のののの高齢化等高齢化等高齢化等高齢化等にににに伴伴伴伴うううう

事業承継事業承継事業承継事業承継        

・・・・取引先企業経営者取引先企業経営者取引先企業経営者取引先企業経営者のののの高齢化等高齢化等高齢化等高齢化等にににに伴伴伴伴うううう事業承継事業承継事業承継事業承継

のののの必要性必要性必要性必要性    

・・・・「「「「事業承継事業承継事業承継事業承継セミナーセミナーセミナーセミナー」」」」のののの開催開催開催開催        

金庫職員向金庫職員向金庫職員向金庫職員向けけけけ    

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月、、、、外部講師外部講師外部講師外部講師（（（（公認会計士公認会計士公認会計士公認会計士

兼税理士兼税理士兼税理士兼税理士））））をををを招聘招聘招聘招聘しししし、「、「、「、「中小企業経営承中小企業経営承中小企業経営承中小企業経営承

継円滑化法継円滑化法継円滑化法継円滑化法」」」」のののの概要概要概要概要、「、「、「、「相続税相続税相続税相続税のののの仕組仕組仕組仕組

みみみみ」」」」のののの問題点問題点問題点問題点とととと「「「「相続税改正相続税改正相続税改正相続税改正」」」」等等等等についについについについ

てててて勉強会勉強会勉強会勉強会をををを実施実施実施実施    

職員参加人員職員参加人員職員参加人員職員参加人員：：：：６９６９６９６９名名名名    

    

・・・・「「「「知的資産経営知的資産経営知的資産経営知的資産経営セミナーセミナーセミナーセミナー」」」」のののの開催開催開催開催    

（（（（公財公財公財公財））））ひょうごひょうごひょうごひょうご産業活性化産業活性化産業活性化産業活性化センターとセンターとセンターとセンターと

共同開催共同開催共同開催共同開催でででで取引先事業所取引先事業所取引先事業所取引先事業所ならびならびならびならびにににに職職職職

員向員向員向員向けにけにけにけに「「「「知的資産経営知的資産経営知的資産経営知的資産経営セミナーセミナーセミナーセミナー」」」」を４を４を４を４

回開催回開催回開催回開催するとともにするとともにするとともにするとともに、「、「、「、「知的資産経営報知的資産経営報知的資産経営報知的資産経営報

告書告書告書告書（（（（サマリーサマリーサマリーサマリー版版版版）（）（）（）（本格版本格版本格版本格版）」）」）」）」をををを作成作成作成作成ささささ

れたれたれたれた事業所事業所事業所事業所のののの成果発表会成果発表会成果発表会成果発表会を２を２を２を２回開催回開催回開催回開催    

参加人員参加人員参加人員参加人員        

サマリーサマリーサマリーサマリー版版版版        

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月    

取引先取引先取引先取引先：：：：２０２０２０２０社社社社    ２７２７２７２７名名名名            

職員職員職員職員：：：：４８４８４８４８名名名名    

    

平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年２２２２月月月月    

取引先取引先取引先取引先：：：：３３３３３３３３社社社社    ４２４２４２４２名名名名            

職員職員職員職員：：：：３３３３３３３３名名名名    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

【【【【相手相手相手相手方方方方にとってのにとってのにとってのにとっての成果成果成果成果】】】】    

・・・・事業承継事業承継事業承継事業承継はははは、、、、事前準備事前準備事前準備事前準備にににに期間期間期間期間をををを要要要要するするするする

ためためためため、、、、これらのセミナーこれらのセミナーこれらのセミナーこれらのセミナー開催開催開催開催やアドバイやアドバイやアドバイやアドバイ

スはスはスはスは経営者経営者経営者経営者がががが事業承継事業承継事業承継事業承継をををを進進進進めるにあためるにあためるにあためるにあた

ってのってのってのっての経営上経営上経営上経営上のののの問題等問題等問題等問題等をををを提起提起提起提起するするするする機会機会機会機会

となっていとなっていとなっていとなっていますますますます。。。。    

またまたまたまた、「、「、「、「知的資産経営知的資産経営知的資産経営知的資産経営セミナーセミナーセミナーセミナー」」」」をををを通通通通じじじじ

てててて、、、、円滑円滑円滑円滑なななな事業承継事業承継事業承継事業承継をををを行行行行うためにはうためにはうためにはうためには、、、、

法律面法律面法律面法律面・・・・金融面金融面金融面金融面のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、創業者創業者創業者創業者かかかか

らららら後継者後継者後継者後継者へのバトンタッチのへのバトンタッチのへのバトンタッチのへのバトンタッチの時期時期時期時期やややや財財財財

産産産産のののの承継承継承継承継だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、目目目目にににに見見見見えないえないえないえない強強強強

みみみみ（（（（知的資産知的資産知的資産知的資産））））のののの承継承継承継承継がががが重要重要重要重要でありでありでありであり、、、、培培培培

ってきたってきたってきたってきたさまざまさまざまさまざまさまざまなななな財産財産財産財産をををを引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ重要重要重要重要

性性性性をををを認識認識認識認識いただけるいただけるいただけるいただける絶好絶好絶好絶好のののの機会機会機会機会となっとなっとなっとなっ

ていていていていますますますます。。。。    

    

【【【【当金庫当金庫当金庫当金庫にとってのにとってのにとってのにとっての成果成果成果成果】】】】    

・・・・事業承継事業承継事業承継事業承継についについについについてはてはてはては、、、、特特特特にににに中小零細企中小零細企中小零細企中小零細企

業業業業におけるにおけるにおけるにおける最重要課題最重要課題最重要課題最重要課題でありでありでありであり、、、、さまざまさまざまさまざまさまざま

なななな問題点等問題点等問題点等問題点等についてについてについてについて、、、、基本的基本的基本的基本的なアドバなアドバなアドバなアドバ

イスイスイスイス等等等等がががができるできるできるできる知識知識知識知識がががが必要必要必要必要でありでありでありであり、、、、税税税税

理士等理士等理士等理士等のののの連携連携連携連携をををを含含含含めてめてめてめて、、、、これらにこれらにこれらにこれらに対応対応対応対応

できるできるできるできる態勢態勢態勢態勢ができつつあができつつあができつつあができつつありますりますりますります。。。。    

またまたまたまた、「、「、「、「知的資産経営知的資産経営知的資産経営知的資産経営セミナーセミナーセミナーセミナー」」」」をををを通通通通じじじじ

てててて、、、、各事業所各事業所各事業所各事業所のののの抱抱抱抱えるえるえるえる課題課題課題課題・・・・問題問題問題問題がががが明明明明

確確確確となりとなりとなりとなり、、、、多様化多様化多様化多様化するするするする事業承継事業承継事業承継事業承継へのアへのアへのアへのア

ドバイスのドバイスのドバイスのドバイスの一助一助一助一助にもなっていにもなっていにもなっていにもなっていますますますます。。。。    

    

・・・・事業承継実績事業承継実績事業承継実績事業承継実績：：：：４３４３４３４３先先先先    うちうちうちうちＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆Ａ    １１１１先先先先    

    

【【【【評価評価評価評価】】】】    

・・・・平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月、、、、本部関連部署本部関連部署本部関連部署本部関連部署ならびならびならびならびにににに

支店長支店長支店長支店長・・・・事業所担当事業所担当事業所担当事業所担当・・・・渉外役席対象渉外役席対象渉外役席対象渉外役席対象にににに

「「「「中小企業経営承継円滑化法中小企業経営承継円滑化法中小企業経営承継円滑化法中小企業経営承継円滑化法」」」」のののの概要概要概要概要、、、、

「「「「相続税相続税相続税相続税のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ」」」」のののの問題点問題点問題点問題点とととと「「「「相続税相続税相続税相続税

改正改正改正改正」」」」等等等等についてについてについてについて勉強会勉強会勉強会勉強会をををを実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。    

    

・・・・（（（（公財公財公財公財））））ひょうごひょうごひょうごひょうご産業活性化産業活性化産業活性化産業活性化センターとセンターとセンターとセンターと共共共共

同開催同開催同開催同開催でででで取引先事業所取引先事業所取引先事業所取引先事業所ならびならびならびならびにににに職員向職員向職員向職員向

けにけにけにけに「「「「知的資産経営知的資産経営知的資産経営知的資産経営セミナーセミナーセミナーセミナー」」」」を４を４を４を４回開催回開催回開催回開催

するとともにするとともにするとともにするとともに、「、「、「、「知的資産経営報告書知的資産経営報告書知的資産経営報告書知的資産経営報告書（（（（ササササ

マリーマリーマリーマリー版版版版）」）」）」）」をををを作成作成作成作成されたされたされたされた事業所事業所事業所事業所のののの成果成果成果成果

発表会発表会発表会発表会を２を２を２を２回開催回開催回開催回開催しましたしましたしましたしました。。。。        

    

・・・・事業承継事業承継事業承継事業承継についてはについてはについてはについては、、、、各種研修会各種研修会各種研修会各種研修会やややや外外外外

部専門化部専門化部専門化部専門化とのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化によりによりによりにより事業承継事業承継事業承継事業承継

におけるにおけるにおけるにおける問題点等問題点等問題点等問題点等についてについてについてについて、、、、基本的基本的基本的基本的なアなアなアなア

ドバイスドバイスドバイスドバイス等等等等をををを行行行行うううう知識知識知識知識のののの習得習得習得習得ができつつができつつができつつができつつ

あああありますりますりますります。。。。    

    

【【【【今後今後今後今後のののの課題課題課題課題】】】】    

・・・・事業承継事業承継事業承継事業承継はははは課題課題課題課題もももも多様化多様化多様化多様化しておりしておりしておりしており、、、、まままま

たたたた、、、、後継者後継者後継者後継者へのへのへのへの承継時期承継時期承継時期承継時期やややや税税税税制面制面制面制面からからからから

もももも長期的長期的長期的長期的なななな取組取組取組取組みがみがみがみが必要必要必要必要でででですすすす。。。。取引先取引先取引先取引先

のスムーズなのスムーズなのスムーズなのスムーズな事業承継事業承継事業承継事業承継にににに向向向向けてけてけてけて、、、、個社個社個社個社

別別別別にににに事業所事業所事業所事業所のののの現状現状現状現状、、、、後継者後継者後継者後継者のののの状況状況状況状況、、、、承承承承

継時継時継時継時のののの課題課題課題課題をををを分析分析分析分析しししし、、、、承継計画等承継計画等承継計画等承継計画等のののの策策策策

定定定定についてのアドバイスができるについてのアドバイスができるについてのアドバイスができるについてのアドバイスができる知識習知識習知識習知識習

得得得得がががが必要必要必要必要でででですすすす。。。。今後今後今後今後はははは、、、、中小企業基盤中小企業基盤中小企業基盤中小企業基盤

整備機構整備機構整備機構整備機構    近畿支部近畿支部近畿支部近畿支部・・・・（（（（公財公財公財公財））））ひょうごひょうごひょうごひょうご産産産産

業活性化業活性化業活性化業活性化センターセンターセンターセンター等公的機関等公的機関等公的機関等公的機関ならびならびならびならびにににに税税税税

理士等理士等理士等理士等のののの専門家専門家専門家専門家とのとのとのとの連携連携連携連携をををを強化強化強化強化しししし、、、、それそれそれそれ

ぞれのぞれのぞれのぞれの事業所事業所事業所事業所がががが抱抱抱抱えるえるえるえる「「「「課題課題課題課題・テーマ・テーマ・テーマ・テーマ」」」」にににに

対対対対してしてしてして一歩踏一歩踏一歩踏一歩踏みみみみ込込込込んだんだんだんだ事業承継事業承継事業承継事業承継セミナーセミナーセミナーセミナー

（（（（知的資産経営知的資産経営知的資産経営知的資産経営セミナーをセミナーをセミナーをセミナーを含含含含むむむむ））））等等等等のののの開開開開

催催催催がががが必要必要必要必要でででですすすす。。。。    



    8888／／／／１４１４１４１４    

【【【【    ２２２２．．．．事業価値事業価値事業価値事業価値をををを見極見極見極見極めるめるめるめる融資手法融資手法融資手法融資手法をはじめをはじめをはじめをはじめ中小企業中小企業中小企業中小企業にににに適適適適したしたしたした資金供給手法資金供給手法資金供給手法資金供給手法のののの徹底徹底徹底徹底    】】】】    

    タイトルタイトルタイトルタイトル    動機動機動機動機（（（（経過経過経過経過））））    取組取組取組取組みみみみ内容内容内容内容    成果成果成果成果（（（（効果効果効果効果））））    
23232323年年年年3333月月月月までのまでのまでのまでの取組取組取組取組みみみみ状況状況状況状況にににに対対対対するするするする評価評価評価評価

及及及及びびびび今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    

（（（（１１１１））））    不動産不動産不動産不動産担保担保担保担保・・・・個人個人個人個人保証保証保証保証にににに過度過度過度過度にににに依存依存依存依存しないしないしないしない融資等融資等融資等融資等へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ    
    ・・・・政府系金融機関政府系金融機関政府系金融機関政府系金融機関・・・・信用保証協会信用保証協会信用保証協会信用保証協会とととと

のののの連携強化連携強化連携強化連携強化によるによるによるによる協調融資協調融資協調融資協調融資    

    

・スコアリングモデル・・スコアリングモデル・・スコアリングモデル・・スコアリングモデル・格付格付格付格付によるによるによるによる事事事事

業性融資業性融資業性融資業性融資    

・・・・政府系金融機関等政府系金融機関等政府系金融機関等政府系金融機関等とのとのとのとの協調協調協調協調によりによりによりにより、、、、双方双方双方双方のののの強強強強

みをみをみをみを生生生生かしたかしたかしたかした連携強化連携強化連携強化連携強化へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ    

    

・・・・定性情報定性情報定性情報定性情報をををを重視重視重視重視したしたしたした無担保無担保無担保無担保ローンのローンのローンのローンの推進推進推進推進にににに加加加加

ええええ、、、、格付良好先格付良好先格付良好先格付良好先にににに新規貸出枠新規貸出枠新規貸出枠新規貸出枠をををを設定設定設定設定    

・・・・政府系金融機関政府系金融機関政府系金融機関政府系金融機関とのとのとのとの協調協調協調協調によりによりによりにより双方双方双方双方のののの

強強強強みをみをみをみを生生生生かしたかしたかしたかした連携強化連携強化連携強化連携強化へのへのへのへの取取取取組組組組みみみみ    

    政府系金融機関政府系金融機関政府系金融機関政府系金融機関とのとのとのとの協調融資協調融資協調融資協調融資        

実績実績実績実績    ７７７７件件件件    

    信用保証協会保証付融資信用保証協会保証付融資信用保証協会保証付融資信用保証協会保証付融資        

目標目標目標目標            

実行件数実行件数実行件数実行件数    １１１１，，，，４５４４５４４５４４５４件件件件        

実行金額実行金額実行金額実行金額    １１１１１１１１，，，，４８３４８３４８３４８３百万円百万円百万円百万円    

実績実績実績実績            

実行件数実行件数実行件数実行件数            ８６４８６４８６４８６４件件件件            

実行金額実行金額実行金額実行金額            ５５５５，，，，９７９９７９９７９９７９百万円百万円百万円百万円    

    

・・・・担保担保担保担保・・・・保証保証保証保証にににに過度過度過度過度にににに依依依依存存存存しないしないしないしない融資融資融資融資へへへへ

のののの取組取組取組取組みみみみ    

スコアリングモデル・スコアリングモデル・スコアリングモデル・スコアリングモデル・格付良好先格付良好先格付良好先格付良好先にににに対対対対すすすす

るるるる事業性融資商品事業性融資商品事業性融資商品事業性融資商品のののの推進推進推進推進    

        小口無担保融資小口無担保融資小口無担保融資小口無担保融資    

実行目標実行目標実行目標実行目標        ５０５０５０５０件件件件                

実績実績実績実績        ６０６０６０６０件件件件    

実行目標金額実行目標金額実行目標金額実行目標金額    ３５０３５０３５０３５０百万円百万円百万円百万円            

実績実績実績実績    ２６６２６６２６６２６６百万円百万円百万円百万円    

【【【【相手方相手方相手方相手方にとってのにとってのにとってのにとっての成果成果成果成果】】】】    

（（（（事例事例事例事例））））    

遊休土地活用遊休土地活用遊休土地活用遊休土地活用でででで高齢者賃貸型有料老人高齢者賃貸型有料老人高齢者賃貸型有料老人高齢者賃貸型有料老人

ホームをホームをホームをホームを建設建設建設建設、、、、運営運営運営運営はははは他社他社他社他社にににに業務委託業務委託業務委託業務委託しししし

ていていていていましましましましたがたがたがたが、、、、運営会社運営会社運営会社運営会社のののの代表者代表者代表者代表者がががが体調体調体調体調

不良不良不良不良にてにてにてにて運営部門運営部門運営部門運営部門よりよりよりより撤退撤退撤退撤退。。。。営業権買取営業権買取営業権買取営業権買取

費用費用費用費用ならびにならびにならびにならびに新規新規新規新規にディーサービスにディーサービスにディーサービスにディーサービス事業事業事業事業

進出資金進出資金進出資金進出資金をををを政府系金融機関政府系金融機関政府系金融機関政府系金融機関（（（（日本政策日本政策日本政策日本政策

金融公庫金融公庫金融公庫金融公庫））））とのとのとのとの協調融資協調融資協調融資協調融資やややや信用保証協信用保証協信用保証協信用保証協

会会会会のののの制度融資等制度融資等制度融資等制度融資等でででで資金調達資金調達資金調達資金調達しししし、、、、事業閉事業閉事業閉事業閉

鎖鎖鎖鎖によりによりによりにより退室退室退室退室・・・・転居転居転居転居のののの恐恐恐恐れがあったれがあったれがあったれがあった入居入居入居入居

者者者者のののの不安不安不安不安をををを取取取取りりりり除除除除くことができくことができくことができくことができ、、、、以後以後以後以後、、、、運運運運

営営営営もももも順調順調順調順調にににに推移推移推移推移していしていしていしていますますますます。。。。    

    

【【【【当金庫当金庫当金庫当金庫にとってのにとってのにとってのにとっての成果成果成果成果】】】】    

・・・・製造業製造業製造業製造業のののの創業創業創業創業・・・・新事業新事業新事業新事業はははは少少少少なくなくなくなく低調低調低調低調でででですすすす

がががが、、、、資格資格資格資格・・・・経験経験経験経験をををを生生生生かしてのかしてのかしてのかしての飲食飲食飲食飲食・・・・理美理美理美理美

容容容容・・・・医療等非製造業医療等非製造業医療等非製造業医療等非製造業のののの独立開業独立開業独立開業独立開業はははは増加増加増加増加

していしていしていしていまままますすすす。。。。信用保証協会保証付融資信用保証協会保証付融資信用保証協会保証付融資信用保証協会保証付融資：：：：

創業支援制度融資創業支援制度融資創業支援制度融資創業支援制度融資のののの活用活用活用活用・・・・政府系金融政府系金融政府系金融政府系金融

機関機関機関機関（（（（日本政策金融公庫日本政策金融公庫日本政策金融公庫日本政策金融公庫））））等等等等とのとのとのとの協調融協調融協調融協調融

資資資資によりによりによりにより、、、、長期固定型長期固定型長期固定型長期固定型・・・・低利融資等低利融資等低利融資等低利融資等でででで過過過過

度度度度にににに担保担保担保担保にににに依存依存依存依存しないしないしないしない融資融資融資融資にににに向向向向けけけけ、、、、顧客顧客顧客顧客

のののの多様多様多様多様なななな資金資金資金資金ニーズにニーズにニーズにニーズに対応対応対応対応していしていしていしていますますますます。。。。    

    

・・・・スコアリングモデルをスコアリングモデルをスコアリングモデルをスコアリングモデルを活用活用活用活用したしたしたした無担保無担保無担保無担保ロロロロ

ーンはーンはーンはーンは、、、、一定一定一定一定のののの実績実績実績実績をををを確保確保確保確保していしていしていしていますますますます

がががが、、、、２０２０２０２０年度下期年度下期年度下期年度下期からのからのからのからの急激急激急激急激なななな景気後退景気後退景気後退景気後退

によるによるによるによる受注等受注等受注等受注等がががが減少減少減少減少したことでしたことでしたことでしたことで、、、、信用保信用保信用保信用保

証協会証協会証協会証協会のののの「「「「景気対策緊急保証制度景気対策緊急保証制度景気対策緊急保証制度景気対策緊急保証制度」」」」のののの申申申申

込込込込がががが急増急増急増急増しししし借入借入借入借入れの１れの１れの１れの１本化本化本化本化・・・・借換対応借換対応借換対応借換対応とととと

「「「「中小企業等金融円滑化法中小企業等金融円滑化法中小企業等金融円滑化法中小企業等金融円滑化法」」」」のののの施行等施行等施行等施行等でででで

新新新新たなるたなるたなるたなる資金需要資金需要資金需要資金需要のののの減少等減少等減少等減少等でででで無担保無担保無担保無担保ロロロロ

ーンはーンはーンはーンは低調低調低調低調にににに推移推移推移推移しましたしましたしましたしました。。。。    

    

    

    

    

    

    

【【【【評価評価評価評価】】】】    

・ 日本政策金融公庫日本政策金融公庫日本政策金融公庫日本政策金融公庫とのとのとのとの協調融資協調融資協調融資協調融資はははは、、、、

双方双方双方双方のののの強強強強みをみをみをみを生生生生かしたかしたかしたかした取組取組取組取組みとしてみとしてみとしてみとして同同同同

公庫公庫公庫公庫からもからもからもからも一定一定一定一定のののの評価評価評価評価をををを受受受受けていけていけていけていまままま

すすすす。。。。    

またまたまたまた、、、、日本政策金融公庫日本政策金融公庫日本政策金融公庫日本政策金融公庫とはとはとはとは、、、、既既既既にににに

旧農林金融公庫旧農林金融公庫旧農林金融公庫旧農林金融公庫・・・・旧中小企業金融公旧中小企業金融公旧中小企業金融公旧中小企業金融公

庫庫庫庫・・・・旧国民金融公庫旧国民金融公庫旧国民金融公庫旧国民金融公庫のすべてののすべてののすべてののすべての分野分野分野分野

別別別別にににに「「「「業務協力業務協力業務協力業務協力にににに関関関関するするするする覚書覚書覚書覚書」」」」をををを提携提携提携提携

しておりしておりしておりしており、、、、さまざまさまざまさまざまさまざまなななな分野分野分野分野でのでのでのでの独立開独立開独立開独立開

業業業業・・・・新事業進出等新事業進出等新事業進出等新事業進出等のののの支援支援支援支援にににに向向向向けけけけ協調協調協調協調

融資等融資等融資等融資等でででで積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ態勢態勢態勢態勢はではではではで

きていきていきていきていますますますます。。。。    

    

【【【【今後今後今後今後のののの課題課題課題課題】】】】    

・・・・日本政策金融公庫日本政策金融公庫日本政策金融公庫日本政策金融公庫とのとのとのとの協調融資協調融資協調融資協調融資はははは、、、、

継続的継続的継続的継続的にににに取取取取りりりり組組組組んでおりんでおりんでおりんでおり、、、、特特特特にににに創業創業創業創業・・・・新新新新

事業対象取引先事業対象取引先事業対象取引先事業対象取引先へのへのへのへの新規融資新規融資新規融資新規融資についについについについ

てはてはてはては、、、、双方双方双方双方のののの強強強強みをみをみをみを生生生生かしかしかしかし本部本部本部本部・・・・営業営業営業営業

店一体店一体店一体店一体となったとなったとなったとなった取組取組取組取組みがみがみがみが重要重要重要重要とととと考考考考えてえてえてえて

いいいいますますますます。。。。    

    

    



    9999／／／／１４１４１４１４    

    タイトルタイトルタイトルタイトル    動機動機動機動機（（（（経過経過経過経過））））    取組取組取組取組みみみみ内容内容内容内容    成果成果成果成果（（（（効果効果効果効果））））    
23232323年年年年3333月月月月までのまでのまでのまでの取組取組取組取組みみみみ状況状況状況状況にににに対対対対するするするする評評評評

価及価及価及価及びびびび今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    

（（（（２２２２））））    企業企業企業企業のののの将来性将来性将来性将来性、、、、技術力技術力技術力技術力をををを的確的確的確的確にににに評価評価評価評価できるできるできるできる能力等能力等能力等能力等、、、、人材育成人材育成人材育成人材育成へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ    
    ・・・・現場力向上現場力向上現場力向上現場力向上にににに向向向向けたけたけたけた人材育成人材育成人材育成人材育成    ・・・・企業企業企業企業のののの成長性成長性成長性成長性のののの見極見極見極見極めめめめ能力能力能力能力のののの向上向上向上向上    

    

・・・・技術力技術力技術力技術力をををを適確適確適確適確にににに評価評価評価評価できるできるできるできる目利目利目利目利きききき能力能力能力能力のののの向上向上向上向上    

    

・・・・定性的定性的定性的定性的なななな非財務情報非財務情報非財務情報非財務情報のののの適正適正適正適正なななな評価評価評価評価をををを行行行行うためうためうためうため

のののの能力能力能力能力のののの向上向上向上向上    

営業店営業店営業店営業店におけるにおけるにおけるにおける渉外担当渉外担当渉外担当渉外担当のののの「「「「目利目利目利目利きききき能能能能

力力力力」」」」のののの向上向上向上向上をををを図図図図るべくるべくるべくるべく、、、、内部研修内部研修内部研修内部研修とととと外部外部外部外部

研修研修研修研修へのへのへのへの参加参加参加参加をををを実実実実施施施施ししししましましましましたたたた。。。。    

    

・・・・《《《《内部研修実施内部研修実施内部研修実施内部研修実施》》》》    

１１１１．．．．定性的定性的定性的定性的なななな非財務情報非財務情報非財務情報非財務情報のののの適正適正適正適正なななな評価評価評価評価、、、、

目利目利目利目利きききき力向上力向上力向上力向上をををを図図図図るためるためるためるため、、、、営業店長営業店長営業店長営業店長、、、、

法人担当法人担当法人担当法人担当、、、、渉外役席渉外役席渉外役席渉外役席、、、、渉外担当渉外担当渉外担当渉外担当（（（（サブサブサブサブ

チーフクラスチーフクラスチーフクラスチーフクラス））））をををを対象対象対象対象にににに「「「「課題解決型課題解決型課題解決型課題解決型

融資推進研修会融資推進研修会融資推進研修会融資推進研修会」」」」をををを開催開催開催開催ししししましましましましたたたた。。。。    

    ・・・・店長対象店長対象店長対象店長対象（（（（３２３２３２３２名名名名））））    年間年間年間年間２２２２回回回回    

    ・・・・法人担当法人担当法人担当法人担当およびおよびおよびおよび法人担当法人担当法人担当法人担当のいないのいないのいないのいない店店店店

舗舗舗舗のののの渉外役席渉外役席渉外役席渉外役席（（（（３４３４３４３４名名名名））））    年間年間年間年間３３３３回回回回                                        

    ・・・・法人担当法人担当法人担当法人担当のいないのいないのいないのいない店舗店舗店舗店舗のののの渉外役席渉外役席渉外役席渉外役席おおおお

よびよびよびよび渉外担当渉外担当渉外担当渉外担当（（（（２７２７２７２７名名名名））））        年間年間年間年間３３３３回回回回    

                                                

２２２２．．．．渉外役席渉外役席渉外役席渉外役席をををを対象対象対象対象にににに「「「「渉外役席者研修渉外役席者研修渉外役席者研修渉外役席者研修

会会会会」」」」をををを開催開催開催開催ししししましましましましたたたた。。。。    年間年間年間年間１１１１回回回回    

                                                    

３３３３．．．．渉外担当者渉外担当者渉外担当者渉外担当者をををを対象対象対象対象にににに「「「「渉外担当者研渉外担当者研渉外担当者研渉外担当者研

修会修会修会修会」」」」をををを開催開催開催開催ししししましましましましたたたた。。。。    年間年間年間年間３３３３回回回回    

                                                    

・・・・《《《《外部研修派遣外部研修派遣外部研修派遣外部研修派遣》》》》    

「「「「融資審査講座融資審査講座融資審査講座融資審査講座」」」」に２に２に２に２名名名名をををを派遣派遣派遣派遣しまししまししまししまし

たたたた。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

【【【【相手方相手方相手方相手方にとってのにとってのにとってのにとっての成果成果成果成果】】】】    

・ 定性的定性的定性的定性的なななな非財務情報非財務情報非財務情報非財務情報のののの適正適正適正適正なななな評価評価評価評価、、、、目目目目

利利利利きききき力力力力のののの向上向上向上向上によりによりによりにより、、、、取引事業所取引事業所取引事業所取引事業所にににに対対対対すすすす

るるるる適時適時適時適時・・・・適切適切適切適切なななな支援支援支援支援がががが図図図図られたとられたとられたとられたと思思思思われわれわれわれ

ますますますます。。。。    

    

【【【【当金庫当金庫当金庫当金庫にとってのにとってのにとってのにとっての成果成果成果成果】】】】    

・・・・目利目利目利目利きききき力養成等力養成等力養成等力養成等レベルアップにレベルアップにレベルアップにレベルアップに一定一定一定一定のののの効効効効

果果果果があがあがあがありましりましりましりましたたたた。。。。    

    

【【【【評価評価評価評価】】】】    

・・・・外部研修外部研修外部研修外部研修、、、、内部研修内部研修内部研修内部研修においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、目利目利目利目利

きききき力養成力養成力養成力養成にににに一定一定一定一定のののの効果効果効果効果があったとがあったとがあったとがあったと評価評価評価評価

していしていしていしていますますますます。。。。    

    

【【【【今今今今後後後後のののの課題課題課題課題】】】】    

・・・・「「「「リレーションシップバンキングのリレーションシップバンキングのリレーションシップバンキングのリレーションシップバンキングの機能機能機能機能

強化計画強化計画強化計画強化計画」」」」にににに基基基基づきづきづきづき、、、、平成平成平成平成１５１５１５１５年度年度年度年度からからからから

目利目利目利目利きききき力向上力向上力向上力向上をををを目的目的目的目的としてとしてとしてとして外部研修外部研修外部研修外部研修へへへへ

のののの派遣派遣派遣派遣やややや、、、、内部研修内部研修内部研修内部研修をををを開催開催開催開催、、、、今後今後今後今後ともともともとも

能力向上能力向上能力向上能力向上のためののためののためののための継続実施継続実施継続実施継続実施がががが必要必要必要必要でででで

あるとあるとあるとあると認識認識認識認識していますしていますしていますしています。。。。    



    10101010／／／／１４１４１４１４    

【【【【    ３３３３．．．．地域地域地域地域のののの情報集積情報集積情報集積情報集積をををを活用活用活用活用したしたしたした持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域経済地域経済地域経済地域経済へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献】】】】    

    タイトルタイトルタイトルタイトル    動機動機動機動機（（（（経過経過経過経過））））    取組取組取組取組みみみみ内容内容内容内容    成果成果成果成果（（（（効果効果効果効果））））    
23232323年年年年3333月月月月までのまでのまでのまでの取組取組取組取組みみみみ状況状況状況状況にににに対対対対するするするする評評評評

価及価及価及価及びびびび今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    

（（（（１１１１））））    地域全体地域全体地域全体地域全体のののの活性化活性化活性化活性化、、、、持続的持続的持続的持続的なななな成長成長成長成長をををを視野視野視野視野にににに入入入入れたれたれたれた、、、、同時的同時的同時的同時的・・・・一体的一体的一体的一体的なななな「「「「面面面面」」」」的再生的再生的再生的再生へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ    
    ・・・・行政依存行政依存行政依存行政依存のののの体質体質体質体質からのからのからのからの脱却脱却脱却脱却「「「「生生生生

野野野野ひいきのひいきのひいきのひいきの会会会会」」」」等等等等のののの活動活動活動活動    

・・・・「「「「生野銀山開坑生野銀山開坑生野銀山開坑生野銀山開坑１２０１２０１２０１２０００００年年年年」」」」をををを機機機機にににに、、、、そのそのそのその地域地域地域地域のののの

魅力魅力魅力魅力をををを発信発信発信発信しししし価値価値価値価値をををを再認識再認識再認識再認識するためするためするためするため、、、、市民市民市民市民・・・・各各各各

種団体種団体種団体種団体・・・・企業企業企業企業・・・・行政行政行政行政などがなどがなどがなどが一体一体一体一体となったとなったとなったとなった取組取組取組取組みみみみ    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

・・・・平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年１２１２１２１２月月月月、「、「、「、「住民住民住民住民のののの自主的自主的自主的自主的なまなまなまなま

ちづくりちづくりちづくりちづくり」」」」のののの組織作組織作組織作組織作りにりにりにりに金庫経営陣金庫経営陣金庫経営陣金庫経営陣がががが参参参参

画画画画してしてしてして「「「「生野生野生野生野    ひいきのひいきのひいきのひいきの会会会会」」」」をををを創設創設創設創設しししし、、、、基基基基

盤盤盤盤づくりにづくりにづくりにづくりに最最最最もももも重要重要重要重要な３な３な３な３年目年目年目年目をををを迎迎迎迎ええええ、、、、

「「「「自分達自分達自分達自分達のののの町町町町はははは自分達自分達自分達自分達でででで守守守守りりりり、、、、後世後世後世後世にににに

引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ」」」」ことをことをことをことを基本基本基本基本としてとしてとしてとして活動活動活動活動していしていしていしてい

ますますますます。。。。    

    

・・・・支援資金支援資金支援資金支援資金はははは、、、、地元地元地元地元やややや生野生野生野生野にににに関係関係関係関係するするするする個個個個

人人人人・・・・企業企業企業企業・・・・団体団体団体団体からのからのからのからの寄付金寄付金寄付金寄付金でででで賄賄賄賄いいいい、、、、地地地地

元元元元のののの有識者有識者有識者有識者でででで構成構成構成構成するするするする審査会審査会審査会審査会をををを得得得得てててて各各各各

種種種種イベントイベントイベントイベント等等等等にににに支援支援支援支援    

    

・・・・会員数及会員数及会員数及会員数及びびびび支援事業件数支援事業件数支援事業件数支援事業件数    

（（（（２３２３２３２３年年年年３３３３月末現在月末現在月末現在月末現在））））    

会員数会員数会員数会員数        個人会員個人会員個人会員個人会員        ５７３５７３５７３５７３名名名名            

法人会員法人会員法人会員法人会員            ４７４７４７４７社社社社        

寄付総額寄付総額寄付総額寄付総額    ５５５５，，，，１２１１２１１２１１２１千円千円千円千円    

支援事業支援事業支援事業支援事業        

件数件数件数件数                                    ４６４６４６４６件件件件    

支援総額支援総額支援総額支援総額    ４４４４，，，，４４３４４３４４３４４３千円千円千円千円    

御祝御祝御祝御祝いいいい件数件数件数件数                ２２２２件件件件    

金額金額金額金額                            １００１００１００１００千円千円千円千円    

【【【【相手方相手方相手方相手方にとってのにとってのにとってのにとっての成果成果成果成果】】】】    

・・・・年間年間年間年間４８４８４８４８件件件件のののの催事催事催事催事・イベントが・イベントが・イベントが・イベントが支援事業支援事業支援事業支援事業とととと

してしてしてして承認承認承認承認されされされされ、、、、総額総額総額総額４５４４５４４５４４５４万円万円万円万円のののの支援支援支援支援をををを行行行行

いいいい、、、、催事催事催事催事・イベントのなかには・イベントのなかには・イベントのなかには・イベントのなかには、、、、年々規模年々規模年々規模年々規模

がががが拡大拡大拡大拡大しているもありしているもありしているもありしているもあり、、、、またまたまたまた、、、、当地当地当地当地へのへのへのへの来来来来

訪者訪者訪者訪者もももも年々増加年々増加年々増加年々増加していますしていますしていますしています。。。。    

    

・１０・１０・１０・１０月月月月にににに「「「「鉱石鉱石鉱石鉱石のののの道道道道」」」」シンポジュウムシンポジュウムシンポジュウムシンポジュウム、、、、３３３３月月月月

にににに鉱山鉱山鉱山鉱山シンポジュウムがシンポジュウムがシンポジュウムがシンポジュウムが開催開催開催開催されされされされ多多多多くのくのくのくの

聴講者聴講者聴講者聴講者でででで賑賑賑賑わうなどわうなどわうなどわうなど、、、、またまたまたまた隣接隣接隣接隣接するするするする他地他地他地他地

域域域域でもでもでもでも同種同種同種同種のののの支援事業支援事業支援事業支援事業およびおよびおよびおよび活動活動活動活動がががが行行行行

われてわれてわれてわれていますいますいますいます。。。。今後今後今後今後、、、、世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産のののの国宝国宝国宝国宝

「「「「姫路城姫路城姫路城姫路城」」」」をををを有有有有するするするする姫路姫路姫路姫路からからからから「「「「銀銀銀銀のののの馬車馬車馬車馬車

道道道道」」」」をををを経由経由経由経由しししし、、、、神子畑神子畑神子畑神子畑、、、、明延鉱山明延鉱山明延鉱山明延鉱山をををを結結結結ぶぶぶぶ

「「「「鉱石鉱石鉱石鉱石のののの道道道道」」」」をををを産業遺産産業遺産産業遺産産業遺産ツーリズムとしてツーリズムとしてツーリズムとしてツーリズムとして

活用活用活用活用しししし、「、「、「、「面面面面」」」」としてのとしてのとしてのとしての広域観光資源広域観光資源広域観光資源広域観光資源としとしとしとし

てててて発展発展発展発展によりによりによりにより地域内地域内地域内地域内のののの「「「「資金資金資金資金のののの還流還流還流還流」」」」がががが

期待期待期待期待できますできますできますできます。。。。    

    

・・・・「「「「銀銀銀銀のののの馬車道馬車道馬車道馬車道」」」」のののの起点起点起点起点のののの姫路地区姫路地区姫路地区姫路地区からからからから生生生生

野間野間野間野間のののの沿線沿線沿線沿線をををを紹介紹介紹介紹介したしたしたした「「「「リーフレットリーフレットリーフレットリーフレット」「」「」「」「ウウウウ

ォーキングマップォーキングマップォーキングマップォーキングマップ」」」」等等等等をををを作成作成作成作成、、、、９９９９月月月月にツデにツデにツデにツデ

ーウォーキングーウォーキングーウォーキングーウォーキング大会大会大会大会（（（（生野生野生野生野～～～～姫路間姫路間姫路間姫路間））））をををを

開催開催開催開催しししし、、、、多多多多くのくのくのくの参加者参加者参加者参加者でででで賑賑賑賑わいわいわいわい「「「「銀銀銀銀のののの馬馬馬馬

車道車道車道車道」」」」についてのについてのについてのについての理解理解理解理解のののの深深深深まりをまりをまりをまりを感感感感じじじじまままま

すすすす。。。。    

    

【【【【当金庫当金庫当金庫当金庫にとってのにとってのにとってのにとっての成果成果成果成果】】】】    

・・・・「「「「銀銀銀銀にににに馬車道馬車道馬車道馬車道」」」」図案図案図案図案のののの定期預金証書定期預金証書定期預金証書定期預金証書をををを平平平平

成成成成２１２１２１２１年年年年１１１１１１１１月月月月からからからから取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい、、、、年間年間年間年間１６１６１６１６，，，，００００

００００００００枚発行枚発行枚発行枚発行しししし、「、「、「、「銀銀銀銀のののの馬車道馬車道馬車道馬車道」」」」ののののＰＲＰＲＰＲＰＲ活動活動活動活動

がががが図図図図れれれれ、、、、営業地域営業地域営業地域営業地域のののの顧客顧客顧客顧客からからからから支援事業支援事業支援事業支援事業

等等等等にににに関心関心関心関心がががが高高高高まっていますまっていますまっていますまっています。。。。    

    

・・・・中播磨南北交流中播磨南北交流中播磨南北交流中播磨南北交流、、、、但馬地区交流但馬地区交流但馬地区交流但馬地区交流のシンのシンのシンのシン

ボルとしてボルとしてボルとしてボルとして、、、、近隣市町近隣市町近隣市町近隣市町をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県

全域全域全域全域にににに拡大拡大拡大拡大しつつありしつつありしつつありしつつあり、、、、当金庫理事長当金庫理事長当金庫理事長当金庫理事長がががが

各運営委員会各運営委員会各運営委員会各運営委員会のののの中心的存在中心的存在中心的存在中心的存在でありでありでありであり「「「「公民公民公民公民

連携連携連携連携」」」」のコーディネーターののコーディネーターののコーディネーターののコーディネーターの役割役割役割役割をををを担担担担うとうとうとうと

ともにともにともにともに、、、、金庫金庫金庫金庫としてとしてとしてとして地域社会地域社会地域社会地域社会活性化活性化活性化活性化にににに向向向向

けたけたけたけた取組取組取組取組みをみをみをみを推進推進推進推進していますしていますしていますしています。。。。    

【【【【評価評価評価評価】】】】    

・・・・支援事業支援事業支援事業支援事業をををを通通通通じてじてじてじて「「「「生野生野生野生野ひいきのひいきのひいきのひいきの会会会会」」」」のののの

存在価値存在価値存在価値存在価値もももも支援事業支援事業支援事業支援事業をををを通通通通じてじてじてじて年々浸年々浸年々浸年々浸

透透透透しししし、、、、町内外町内外町内外町内外のののの参加者参加者参加者参加者のののの増加増加増加増加にににに伴伴伴伴

いいいい、「、「、「、「面面面面」」」」としてのとしてのとしてのとしての広域観光資源広域観光資源広域観光資源広域観光資源としてとしてとしてとして

発展発展発展発展してきていますしてきていますしてきていますしてきています。。。。    

    

・・・・各種催事等各種催事等各種催事等各種催事等でででで生野町生野町生野町生野町をををを訪問訪問訪問訪問されるされるされるされる多多多多くくくく

のののの方方方方からごからごからごからご要望要望要望要望があったがあったがあったがあった「「「「ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング

マップマップマップマップ」「」「」「」「奥銀谷地区奥銀谷地区奥銀谷地区奥銀谷地区おおおお宝宝宝宝マップマップマップマップ」」」」をををを作成作成作成作成

しししし、、、、約約約約１７１７１７１７万人万人万人万人（（（（平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度））））にににに配布配布配布配布しししし

大変好評大変好評大変好評大変好評をいただいていますをいただいていますをいただいていますをいただいています。。。。        

    

・・・・会員向会員向会員向会員向けにごけにごけにごけにご当地当地当地当地グルメグルメグルメグルメ「「「「生野生野生野生野ハヤシハヤシハヤシハヤシ

ライスライスライスライス」」」」をををを配布配布配布配布しししし当時当時当時当時をををを懐懐懐懐かしんでかしんでかしんでかしんでいたいたいたいた

だきだきだきだき、、、、またまたまたまた会員募集要項会員募集要項会員募集要項会員募集要項をををを再配布再配布再配布再配布しししし、、、、

同会同会同会同会のののの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを再再再再度理解度理解度理解度理解してしてしてしていただくいただくいただくいただくことことことこと

によりによりによりにより継続会員継続会員継続会員継続会員のののの増加増加増加増加につながっていにつながっていにつながっていにつながってい

ますますますます。。。。    

    

【【【【今後今後今後今後のののの課題課題課題課題】】】】    

・・・・同会同会同会同会のののの財政基盤財政基盤財政基盤財政基盤をををを充実維持充実維持充実維持充実維持するにはするにはするにはするには、、、、

既存会員既存会員既存会員既存会員のののの継続継続継続継続とととと新規会員新規会員新規会員新規会員のののの募集募集募集募集がががが

必要必要必要必要でありでありでありであり、、、、そのためにそのためにそのためにそのために会員会員会員会員としてのとしてのとしてのとしての

「「「「魅力向上魅力向上魅力向上魅力向上」」」」とととと同会同会同会同会のののの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを再度理解再度理解再度理解再度理解しししし

ていただくことがていただくことがていただくことがていただくことが重要重要重要重要なななな課題課題課題課題でででですすすす。。。。    

    

・・・・関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連携連携連携連携をををを強化強化強化強化しししし、、、、人的資源人的資源人的資源人的資源

等等等等をををを活用活用活用活用してコーディネーターのしてコーディネーターのしてコーディネーターのしてコーディネーターの役割役割役割役割をををを

引続引続引続引続きききき果果果果たしたしたしたし、「、「、「、「元気元気元気元気なまちなまちなまちなまち」」」」作作作作りにりにりにりに取取取取りりりり

組組組組むむむむ方針方針方針方針でででですすすす。。。。    

    

・・・・支援事業支援事業支援事業支援事業のののの中中中中にはにはにはには、、、、運営運営運営運営グループのグループのグループのグループの高高高高

齢化齢化齢化齢化にににに伴伴伴伴うううう少人数化等少人数化等少人数化等少人数化等によりによりによりにより、、、、後継者後継者後継者後継者

のののの養成養成養成養成とととと他事業他事業他事業他事業とのとのとのとの編成等編成等編成等編成等がががが課題課題課題課題でででで

すすすす。。。。    

    

・・・・「「「「銀銀銀銀にににに馬車道馬車道馬車道馬車道」」」」図図図図案案案案のののの定期預金証書定期預金証書定期預金証書定期預金証書をををを

積極的積極的積極的積極的にににに発行発行発行発行しししし、「、「、「、「銀銀銀銀のののの馬車道馬車道馬車道馬車道」」」」・・・・「「「「鉱石鉱石鉱石鉱石

のののの道道道道」」」」へのへのへのへのＰＲＰＲＰＲＰＲをををを行行行行いいいい、、、、広域観光資源広域観光資源広域観光資源広域観光資源とととと

してしてしてして発展発展発展発展にににに努努努努めめめめますますますます。。。。    



    11111111／／／／１４１４１４１４    

    タイトルタイトルタイトルタイトル    動機動機動機動機（（（（経過経過経過経過））））    取組取組取組取組みみみみ内容内容内容内容    成果成果成果成果（（（（効果効果効果効果））））    
23232323年年年年3333月月月月までのまでのまでのまでの取組取組取組取組みみみみ状況状況状況状況にににに対対対対するするするする評評評評

価及価及価及価及びびびび今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    

（（（（２２２２））））    地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化ににににつながるつながるつながるつながる多様多様多様多様なサービスなサービスなサービスなサービスのののの提供提供提供提供    

    

・・・・兵庫県立松陽高校兵庫県立松陽高校兵庫県立松陽高校兵庫県立松陽高校「「「「アントレプレナアントレプレナアントレプレナアントレプレナ

ーーーー入門入門入門入門」（」（」（」（模擬店模擬店模擬店模擬店））））授業授業授業授業        

        商業科商業科商業科商業科    課題研究課題研究課題研究課題研究「「「「企業経営企業経営企業経営企業経営にににに

ついてついてついてついて実社会実社会実社会実社会のののの中中中中でででで学学学学ぶぶぶぶ」」」」    

            ““““「「「「松松松松のののの子本舗子本舗子本舗子本舗ⅥⅥⅥⅥ」」」」をををを起業起業起業起業””””    

    

・・・・少子化対策少子化対策少子化対策少子化対策としてのとしてのとしてのとしての「「「「子育子育子育子育てててて応援応援応援応援

商品商品商品商品」」」」のののの取扱取扱取扱取扱いいいい    

    

・・・・若手音楽家育成若手音楽家育成若手音楽家育成若手音楽家育成セミナーセミナーセミナーセミナー「「「「生野生野生野生野ムムムム

ジカジカジカジカ」」」」へのへのへのへの開催協力開催協力開催協力開催協力    

    

・ボランティアマインドの・ボランティアマインドの・ボランティアマインドの・ボランティアマインドの醸成醸成醸成醸成    

    

・・・・独居独居独居独居・・・・高齢者宅高齢者宅高齢者宅高齢者宅のケアのケアのケアのケア訪問訪問訪問訪問    

    

・・・・営業地域内営業地域内営業地域内営業地域内のののの事業所事業所事業所事業所にににに対対対対するするするする「「「「普普普普

通救命講習通救命講習通救命講習通救命講習ⅠⅠⅠⅠ」」」」のののの開催開催開催開催    

    

・・・・献血献血献血献血サポーターサポーターサポーターサポーター    

    

・がん・がん・がん・がん検診検診検診検診    受診啓発活動受診啓発活動受診啓発活動受診啓発活動    

    

・・・・認知症認知症認知症認知症サポーターサポーターサポーターサポーター    

（（（（２２２２２２２２年度年度年度年度新規取組新規取組新規取組新規取組みみみみ））））    

・アントレプレナーでの・アントレプレナーでの・アントレプレナーでの・アントレプレナーでの銀行銀行銀行銀行からのからのからのからの資金調達過程資金調達過程資金調達過程資金調達過程

「「「「借入申込借入申込借入申込借入申込～～～～融資審査融資審査融資審査融資審査」」」」授業授業授業授業へのへのへのへの協力協力協力協力    

    

・・・・少子化対策少子化対策少子化対策少子化対策のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして優遇金利優遇金利優遇金利優遇金利のののの定期預定期預定期預定期預

金金金金、、、、住宅住宅住宅住宅ローンのローンのローンのローンの取扱取扱取扱取扱いいいい    

    

・・・・地域医療病院地域医療病院地域医療病院地域医療病院やややや地域社会福祉協議会地域社会福祉協議会地域社会福祉協議会地域社会福祉協議会のののの職員職員職員職員

のののの資質向上資質向上資質向上資質向上とととと活性化活性化活性化活性化にににに向向向向けてのけてのけてのけての研修支援研修支援研修支援研修支援    

    

・・・・若手音楽家育成若手音楽家育成若手音楽家育成若手音楽家育成セミナーセミナーセミナーセミナー「「「「生野生野生野生野ムジカムジカムジカムジカ」」」」事務局事務局事務局事務局

ととととしてしてしてして協力協力協力協力    

    

・・・・ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人「「「「但陽但陽但陽但陽ボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンター」」」」にににに職員職員職員職員をををを

派遣派遣派遣派遣    

    

・・・・営業地域内営業地域内営業地域内営業地域内でででで独居独居独居独居またはまたはまたはまたは高齢者宅高齢者宅高齢者宅高齢者宅へのケアのへのケアのへのケアのへのケアの

ためのためのためのための定期訪問定期訪問定期訪問定期訪問のののの実施実施実施実施    

    

・・・・営業地域内営業地域内営業地域内営業地域内のののの事業所事業所事業所事業所からのからのからのからの要請要請要請要請にににに基基基基づきづきづきづき、、、、当当当当

金庫職員金庫職員金庫職員金庫職員のののの応急手当普及員資格取得者応急手当普及員資格取得者応急手当普及員資格取得者応急手当普及員資格取得者によるによるによるによる

普通救命講習普通救命講習普通救命講習普通救命講習をををを開催開催開催開催    

    

・・・・当金庫管理職会当金庫管理職会当金庫管理職会当金庫管理職会、、、、職員組合共催職員組合共催職員組合共催職員組合共催によるによるによるによる年年年年２２２２回回回回

のののの献血活動献血活動献血活動献血活動のののの実施実施実施実施およびおよびおよびおよび日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社がががが推進推進推進推進

するするするする「「「「献血献血献血献血サポーターサポーターサポーターサポーター」」」」にににに登録登録登録登録    

    

・・・・店内店内店内店内およびおよびおよびおよびＡＴＭＡＴＭＡＴＭＡＴＭコーナーでコーナーでコーナーでコーナーで困困困困っているっているっているっている高齢者高齢者高齢者高齢者

にににに適切適切適切適切なななな対応対応対応対応をををを図図図図ることをることをることをることを目的目的目的目的にににに、、、、全役職員全役職員全役職員全役職員をををを

対象対象対象対象にににに「「「「認知症認知症認知症認知症サポーターサポーターサポーターサポーター養成講座養成講座養成講座養成講座」」」」をををを開催開催開催開催 

・・・・少子化対策少子化対策少子化対策少子化対策としてとしてとしてとして、、、、子供子供子供子供３３３３人以上人以上人以上人以上扶養扶養扶養扶養

されるされるされるされる家庭家庭家庭家庭をををを優遇金利優遇金利優遇金利優遇金利でサポートするでサポートするでサポートするでサポートする

「「「「子育子育子育子育てててて応援定期応援定期応援定期応援定期預金預金預金預金“にぎやか“にぎやか“にぎやか“にぎやか家家家家

族族族族””””」、「」、「」、「」、「子育子育子育子育てててて応援住宅応援住宅応援住宅応援住宅ローン“にぎやローン“にぎやローン“にぎやローン“にぎや

かかかか家族家族家族家族””””」」」」のののの取扱取扱取扱取扱いのいのいのいのＰＲＰＲＰＲＰＲにににに努努努努めましめましめましめまし

たたたた。。。。    

    

・・・・平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月２０２０２０２０日日日日、、、、朝来市社会福祉朝来市社会福祉朝来市社会福祉朝来市社会福祉

協議会協議会協議会協議会のののの新入職員研修新入職員研修新入職員研修新入職員研修でででで接遇接遇接遇接遇・マナー・マナー・マナー・マナー

講座講座講座講座をををを担当担当担当担当しましたしましたしましたしました。。。。    

    

・・・・平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年８８８８月月月月１６１６１６１６日日日日～～～～８８８８月月月月２９２９２９２９日日日日、、、、当金当金当金当金

庫庫庫庫のののの会議会議会議会議・・・・研修施設研修施設研修施設研修施設であるであるであるである「「「「但陽会館但陽会館但陽会館但陽会館」」」」

にてにてにてにて、、、、世界世界世界世界にににに羽羽羽羽ばたくばたくばたくばたく若手音楽家育成若手音楽家育成若手音楽家育成若手音楽家育成

セミナーセミナーセミナーセミナー「「「「第第第第４４４４回生野回生野回生野回生野ムジカムジカムジカムジカ」」」」がががが開催開催開催開催ささささ

れましたれましたれましたれました。。。。事務局事務局事務局事務局としてとしてとしてとして、、、、当金庫当金庫当金庫当金庫がががが運営運営運営運営

にににに全面協力全面協力全面協力全面協力、、、、最終日最終日最終日最終日にはにはにはには修了修了修了修了コンサーコンサーコンサーコンサー

トがトがトがトが開催開催開催開催されされされされ、、、、来場者来場者来場者来場者もももも約約約約１６０１６０１６０１６０名名名名とととと成成成成

功裡功裡功裡功裡にセミナーにセミナーにセミナーにセミナーをををを終了終了終了終了しましたしましたしましたしました。。。。    

    

・・・・ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人「「「「但陽但陽但陽但陽ボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンター」」」」

がががが行行行行うううう身体障害者身体障害者身体障害者身体障害者のためののためののためののための「「「「移送移送移送移送サーサーサーサー

ビスビスビスビス」」」」等等等等のののの活動活動活動活動にににに職員職員職員職員をををを派遣派遣派遣派遣しししし、、、、ボランボランボランボラン

ティアマインドのティアマインドのティアマインドのティアマインドの醸成醸成醸成醸成にににに努努努努めていますめていますめていますめています。。。。    

    

・・・・渉外担当者渉外担当者渉外担当者渉外担当者によるによるによるによる営業地域内営業地域内営業地域内営業地域内のののの独居独居独居独居

老老老老およびおよびおよびおよび高齢者宅高齢者宅高齢者宅高齢者宅へのケアへのケアへのケアへのケア訪問訪問訪問訪問をををを定期定期定期定期

的的的的にににに実施実施実施実施していますしていますしていますしています。（。（。（。（２２２２２２２２年度年度年度年度    約約約約２２２２，，，，

２００２００２００２００先対象先対象先対象先対象））））    

    

・・・・加古川中央加古川中央加古川中央加古川中央ロータリークラブのロータリークラブのロータリークラブのロータリークラブの要請要請要請要請でででで

「「「「普通救命講習普通救命講習普通救命講習普通救命講習ⅠⅠⅠⅠ」」」」をををを開催開催開催開催しししし、、、、会員会員会員会員２３２３２３２３

名名名名がががが参加参加参加参加されましたされましたされましたされました。（。（。（。（２２２２２２２２年度年度年度年度新規取新規取新規取新規取

組組組組みみみみ））））    

    

・・・・日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社がががが推進推進推進推進するするするする「「「「献血献血献血献血サポーサポーサポーサポー

ターターターター」」」」にににに登録登録登録登録しししし、、、、当金庫管理職会当金庫管理職会当金庫管理職会当金庫管理職会、、、、職員職員職員職員

組合共催組合共催組合共催組合共催によるによるによるによる献血献血献血献血キャンペーキャンペーキャンペーキャンペーンを２ンを２ンを２ンを２

回実施回実施回実施回実施しましたしましたしましたしました。。。。    

        夏季夏季夏季夏季のののの献血協力者献血協力者献血協力者献血協力者    １４１４１４１４７７７７名名名名    

冬季冬季冬季冬季のののの献血協力者献血協力者献血協力者献血協力者    １３０１３０１３０１３０名名名名    

【【【【相手方相手方相手方相手方にとってのにとってのにとってのにとっての成果成果成果成果】】】】    

・・・・予算予算予算予算のののの少少少少ないないないない中中中中でのでのでのでの新人研修新人研修新人研修新人研修のののの開催開催開催開催のののの

ためためためため、、、、無料無料無料無料でのでのでのでの講座実施講座実施講座実施講座実施というというというという点点点点とととと一般一般一般一般

的的的的なマナーなマナーなマナーなマナー習得習得習得習得について３について３について３について３時間時間時間時間のののの講座講座講座講座をををを

実施実施実施実施したためしたためしたためしたため、、、、理解理解理解理解しやすかったとのしやすかったとのしやすかったとのしやすかったとの評評評評

価価価価をををを受受受受けけけけましましましましたたたた。。。。    

    

・・・・「「「「生野生野生野生野ムジカムジカムジカムジカ」」」」のレッスンはのレッスンはのレッスンはのレッスンは世界的世界的世界的世界的にもにもにもにも類類類類

をををを見見見見ないないないない内容内容内容内容でありでありでありであり、、、、修了修了修了修了コンサートもコンサートもコンサートもコンサートも盛盛盛盛

況況況況でででで、、、、受講者受講者受講者受講者からはからはからはからは継続的継続的継続的継続的なななな開催開催開催開催をををを強強強強くくくく

望望望望むむむむ声声声声がががが聞聞聞聞かれかれかれかれましましましましたたたた。。。。    

    

・・・・「「「「但陽但陽但陽但陽ボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンター」」」」がががが行行行行うううう身体身体身体身体

障害者障害者障害者障害者のためののためののためののための「「「「移送移送移送移送サービスサービスサービスサービス」」」」によりによりによりにより、、、、

このこのこのこの活動活動活動活動にににに参加参加参加参加していしていしていしているるるる職員職員職員職員のボランテのボランテのボランテのボランテ

ィアマインドもィアマインドもィアマインドもィアマインドも定期的定期的定期的定期的なサイクルでのなサイクルでのなサイクルでのなサイクルでの参加参加参加参加

によりによりによりにより醸成醸成醸成醸成されていされていされていされていますますますます。。。。このこのこのこの「「「「移送移送移送移送サーサーサーサー

ビスビスビスビス」」」」のののの利用者利用者利用者利用者はははは、、、、年々増加年々増加年々増加年々増加しておりしておりしておりしており、、、、外外外外

出手段出手段出手段出手段としてなくなはならないものとなっとしてなくなはならないものとなっとしてなくなはならないものとなっとしてなくなはならないものとなっ

ているているているている。。。。今後今後今後今後もももも継続的継続的継続的継続的にににに職員職員職員職員のののの派遣派遣派遣派遣をををを続続続続

けけけけますますますます。。。。    

    

・・・・渉外担当者渉外担当者渉外担当者渉外担当者によるによるによるによる営業地域内営業地域内営業地域内営業地域内のののの独居独居独居独居老老老老

人人人人やややや高齢者宅高齢者宅高齢者宅高齢者宅へのケアへのケアへのケアへのケア訪問訪問訪問訪問によりによりによりにより、『、『、『、『困困困困

ったときのったときのったときのったときの相談相談相談相談がががが容易容易容易容易にできるのでにできるのでにできるのでにできるので安安安安

心心心心』』』』とのとのとのとの声声声声をいただいておりをいただいておりをいただいておりをいただいており、、、、今後今後今後今後もこのもこのもこのもこの

活動活動活動活動をををを継続継続継続継続ししししていきていきていきていきますますますます。。。。    

    

・・・・献血献血献血献血キャンペーンはキャンペーンはキャンペーンはキャンペーンは、、、、平成平成平成平成７７７７年年年年からからからから夏季夏季夏季夏季

およびおよびおよびおよび冬季冬季冬季冬季のののの輸血用血液輸血用血液輸血用血液輸血用血液のののの不足不足不足不足するするするする時時時時

期期期期にににに継続継続継続継続してしてしてして開催開催開催開催しておりしておりしておりしており、、、、日本赤十字日本赤十字日本赤十字日本赤十字

社社社社をををを通通通通じてじてじてじて血液血液血液血液をををを必要必要必要必要とするとするとするとする方方方方にににに貢献貢献貢献貢献でででで

きているきているきているきているとととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

    

・・・・「「「「認知症認知症認知症認知症サポーターサポーターサポーターサポーター養成講座養成講座養成講座養成講座」」」」はははは認知症認知症認知症認知症

をををを正正正正しくしくしくしく理解理解理解理解しししし、、、、役職員役職員役職員役職員がががが高齢者高齢者高齢者高齢者にににに対対対対しししし

適切適切適切適切かつかつかつかつ親切親切親切親切なななな対応対応対応対応をとるためにをとるためにをとるためにをとるために必要必要必要必要とととと

考考考考えられえられえられえられ、、、、研修講師研修講師研修講師研修講師としてとしてとしてとして招聘招聘招聘招聘したしたしたした各市各市各市各市

町町町町のののの社会福祉協議会等社会福祉協議会等社会福祉協議会等社会福祉協議会等のののの職員職員職員職員からもからもからもからも金金金金

庫全体庫全体庫全体庫全体でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて高高高高いいいい評価評価評価評価をををを

いただいただいただいただいていますいていますいていますいています。。。。    

【【【【評価評価評価評価】】】】    

・・・・地域金融機関地域金融機関地域金融機関地域金融機関としてのとしてのとしてのとしての社会還元社会還元社会還元社会還元であるであるであるである

「「「「子育子育子育子育てててて応援住宅応援住宅応援住宅応援住宅ローン“にぎやかローン“にぎやかローン“にぎやかローン“にぎやか家家家家

族族族族””””」」」」のののの融資残高融資残高融資残高融資残高がががが１０７１０７１０７１０７億億億億２９２９２９２９百万円百万円百万円百万円とととと

順調順調順調順調にににに増加増加増加増加しししし、、、、顧客満足度顧客満足度顧客満足度顧客満足度のののの向上向上向上向上がががが図図図図

れていますれていますれていますれています。。。。    

    

・マナー・マナー・マナー・マナー研修等研修等研修等研修等のののの依頼依頼依頼依頼についてはについてはについてはについては、、、、基本基本基本基本

的内容的内容的内容的内容のことがのことがのことがのことが多多多多くくくく受講者受講者受講者受講者のののの理解理解理解理解もももも概概概概

ねねねね得得得得られられられられましたましたましたました。。。。    

    

・・・・生野生野生野生野ムジカについてムジカについてムジカについてムジカについて、、、、受講者受講者受講者受講者からはからはからはからは

「「「「国内外国内外国内外国内外でもでもでもでも例例例例のないのないのないのない充実充実充実充実したセミナしたセミナしたセミナしたセミナ

ーーーー」」」」であったとであったとであったとであったと評価評価評価評価をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、継続開継続開継続開継続開

催催催催のののの強強強強いいいい要望要望要望要望があがあがあがありましりましりましりましたたたた。。。。    

    

・・・・移送移送移送移送サービスサービスサービスサービス利用者利用者利用者利用者からからからから好評好評好評好評をををを得得得得てててて、、、、

利用者利用者利用者利用者はははは年々増加年々増加年々増加年々増加しておりしておりしておりしており、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年

度度度度のののの年間利用者年間利用者年間利用者年間利用者はははは延延延延べ１べ１べ１べ１，，，，４２６４２６４２６４２６名名名名、、、、平平平平

成成成成１２１２１２１２年年年年からのからのからのからの累計利用者数累計利用者数累計利用者数累計利用者数はははは延延延延べ１べ１べ１べ１

４４４４，，，，３７４３７４３７４３７４名名名名となっていとなっていとなっていとなっていますますますます。。。。    

    

・・・・平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度のののの独居老人独居老人独居老人独居老人、、、、高齢者宅高齢者宅高齢者宅高齢者宅へへへへ    

のケアのケアのケアのケア訪問訪問訪問訪問はははは、、、、約約約約２２２２，，，，２００２００２００２００件件件件のののの対象先対象先対象先対象先    

をををを訪問訪問訪問訪問しししし、「、「、「、「何何何何なりとごなりとごなりとごなりとご相談相談相談相談くださいくださいくださいください」」」」とととと    

のののの声掛声掛声掛声掛けにけにけにけに安心感安心感安心感安心感をををを得得得得てててていただいいただいいただいいただいてててて    

いいいいますますますます。。。。    

    

    

・ 「「「「献血献血献血献血キャキャキャキャンペーンンペーンンペーンンペーン」」」」はははは継続継続継続継続してしてしてして実施実施実施実施しししし    

ているためているためているためているため、、、、役職員役職員役職員役職員のののの認知度認知度認知度認知度もももも高高高高いいいいでででで    

すすすす。。。。    

    

    

    

・・・・認知症認知症認知症認知症をををを正正正正しくしくしくしく理解理解理解理解するためするためするためするため「「「「認知症認知症認知症認知症

サポーターサポーターサポーターサポーター養成講座養成講座養成講座養成講座」」」」はははは高齢者高齢者高齢者高齢者へのへのへのへの対対対対

応応応応にににに大大大大いにいにいにいに効果効果効果効果があがあがあがありましりましりましりましたたたた。。。。    



    12121212／／／／１４１４１４１４    

タイトルタイトルタイトルタイトル    動機動機動機動機（（（（経過経過経過経過））））    取組取組取組取組みみみみ内容内容内容内容    成果成果成果成果（（（（効果効果効果効果））））    
23232323年年年年3333月月月月までのまでのまでのまでの取組取組取組取組みみみみ状況状況状況状況にににに対対対対するするするする評評評評

価及価及価及価及びびびび今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    
    

        ・ 平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年６６６６月月月月、、、、店内店内店内店内でででで困困困困っているっているっているっている高齢高齢高齢高齢

者者者者にににに適切適切適切適切なななな対応対応対応対応をををを図図図図ることをることをることをることを目的目的目的目的にににに、、、、

全職員全職員全職員全職員をををを対象対象対象対象にににに「「「「認知症認知症認知症認知症サポーターサポーターサポーターサポーター養養養養

成講座成講座成講座成講座」」」」をををを開催開催開催開催、、、、計計計計６２０６２０６２０６２０名名名名のののの役職員役職員役職員役職員がががが

受講受講受講受講しましたしましたしましたしました。（。（。（。（２２２２２２２２年度新規取組年度新規取組年度新規取組年度新規取組みみみみ））））    

    

【【【【当金庫当金庫当金庫当金庫にとってのにとってのにとってのにとっての成果成果成果成果】】】】    

・・・・少子化対策商少子化対策商少子化対策商少子化対策商品品品品のののの「「「「子育子育子育子育てててて応援住宅応援住宅応援住宅応援住宅ローローローロー

ン“にぎやかン“にぎやかン“にぎやかン“にぎやか家族家族家族家族””””」」」」    

融資実績融資実績融資実績融資実績    実行件数実行件数実行件数実行件数        ６２９６２９６２９６２９件件件件        

実行金額実行金額実行金額実行金額    １２９１２９１２９１２９億億億億３６３６３６３６百万円百万円百万円百万円    

融資融資融資融資残高残高残高残高        １０７１０７１０７１０７億億億億２９２９２９２９百万円百万円百万円百万円    

（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年３３３３月末現在月末現在月末現在月末現在））））    

・・・・朝来市社会福祉協議会朝来市社会福祉協議会朝来市社会福祉協議会朝来市社会福祉協議会のののの新入職員研修新入職員研修新入職員研修新入職員研修

についてについてについてについて、、、、業種業種業種業種はははは異異異異なるもののなるもののなるもののなるものの「「「「相手相手相手相手をををを

思思思思いいいい遣遣遣遣るるるる」」」」ことをことをことをことを中心中心中心中心にににに講義講義講義講義をををを進進進進めめめめ、、、、同協同協同協同協

議会議会議会議会のホームページにのホームページにのホームページにのホームページに研修研修研修研修のののの様子様子様子様子がががが掲掲掲掲

載載載載されされされされましましましましたたたた。。。。    

・・・・「「「「生野生野生野生野ムジカムジカムジカムジカ」」」」についてはについてはについてはについては、、、、企画企画企画企画・・・・ＰＲＰＲＰＲＰＲ活活活活

動動動動・・・・運営等運営等運営等運営等をををを当金庫当金庫当金庫当金庫がががが担当担当担当担当しししし、、、、オーディシオーディシオーディシオーディシ

ョンにョンにョンにョンに合格合格合格合格した５した５した５した５名名名名がががが受講生受講生受講生受講生としてとしてとしてとして参加参加参加参加

（（（（ほかにほかにほかにほかに今年度今年度今年度今年度はキャンセル３はキャンセル３はキャンセル３はキャンセル３名名名名））））しししし、、、、そそそそ

のののの内容内容内容内容のののの良良良良さからさからさからさから次年度次年度次年度次年度のののの開催開催開催開催をををを強強強強くくくく望望望望

むむむむ声声声声がががが聞聞聞聞かれかれかれかれましましましましたたたた。。。。またまたまたまた、、、、最終日最終日最終日最終日のののの修修修修

了了了了コンサートもコンサートもコンサートもコンサートも好評好評好評好評をををを博博博博しししし、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度

のののの「「「「第第第第５５５５回生野回生野回生野回生野ムジカムジカムジカムジカ」」」」のののの開催開催開催開催がががが決定決定決定決定しししし、、、、

次年度次年度次年度次年度もももも事務局事務局事務局事務局としてとしてとしてとして担当要請担当要請担当要請担当要請があがあがあがありまりまりまりま

すすすす。。。。    

・２２・２２・２２・２２年度年度年度年度ののののＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人「「「「但陽但陽但陽但陽ボランティアセボランティアセボランティアセボランティアセ

ンターンターンターンター」」」」へのへのへのへの派遣派遣派遣派遣はははは、、、、延延延延べ１べ１べ１べ１，，，，１６９１６９１６９１６９名名名名をををを派派派派

遣遣遣遣、、、、身体障害者身体障害者身体障害者身体障害者のためののためののためののための「「「「移送移送移送移送サービサービサービサービ

スススス」」」」等等等等のののの活動活動活動活動にににに参加参加参加参加しししし、、、、ボランティアマイボランティアマイボランティアマイボランティアマイ

ンドのンドのンドのンドの醸成醸成醸成醸成にににに大大大大きくきくきくきく貢献貢献貢献貢献できできできできましましましましたたたた。。。。    

・・・・渉外担当者渉外担当者渉外担当者渉外担当者によるによるによるによる営業地域内営業地域内営業地域内営業地域内のののの独居老独居老独居老独居老

人人人人、、、、高齢者宅高齢者宅高齢者宅高齢者宅へのケアへのケアへのケアへのケア訪問訪問訪問訪問はははは、、、、２２２２２２２２年度年度年度年度

にににに約約約約２２２２，，，，２００２００２００２００件件件件をををを対象対象対象対象にににに実施実施実施実施ししししましましましましたたたた。。。。    

・・・・献血献血献血献血キャンペーンはキャンペーンはキャンペーンはキャンペーンは、、、、平成平成平成平成７７７７年年年年からからからから夏季夏季夏季夏季

およびおよびおよびおよび冬季冬季冬季冬季のののの輸輸輸輸血用血液血用血液血用血液血用血液のののの不足不足不足不足するするするする時時時時

期期期期にににに継続継続継続継続してしてしてして開催開催開催開催しておりしておりしておりしており、、、、日本赤十字日本赤十字日本赤十字日本赤十字

社社社社をををを通通通通じてじてじてじて血液血液血液血液をををを必要必要必要必要とするとするとするとする方方方方にににに貢献貢献貢献貢献すすすす

るだけでなくるだけでなくるだけでなくるだけでなく、、、、職員職員職員職員のののの健康管理健康管理健康管理健康管理にもにもにもにも役立役立役立役立

っていっていっていっていますますますます。。。。    
・・・・「「「「認知症認知症認知症認知症サポーターサポーターサポーターサポーター養成講座養成講座養成講座養成講座」」」」はははは、、、、認認認認

知症知症知症知症をををを正正正正しくしくしくしく理解理解理解理解しししし、、、、役職員役職員役職員役職員がががが高齢者高齢者高齢者高齢者

にににに対対対対しししし適切適切適切適切かつかつかつかつ親切親切親切親切なななな対応対応対応対応をとるためをとるためをとるためをとるため

にににに必要必要必要必要とととと考考考考えられえられえられえられ、、、、金庫内金庫内金庫内金庫内でのでのでのでの統一統一統一統一しししし

たたたた認識認識認識認識をををを有有有有するというするというするというするという点点点点でででで大大大大きなきなきなきな効果効果効果効果

があがあがあがありましりましりましりましたたたた。。。。    

【【【【今後今後今後今後のののの課題課題課題課題】】】】    

    

    

    

    

    

    

・・・・外部外部外部外部からのマナーからのマナーからのマナーからのマナー研修等研修等研修等研修等のののの依頼依頼依頼依頼につにつにつにつ

いてはいてはいてはいては、、、、社内諸行事社内諸行事社内諸行事社内諸行事とのスケジュールとのスケジュールとのスケジュールとのスケジュール

調整調整調整調整をををを行行行行いいいい、、、、可能可能可能可能なななな限限限限りりりり応応応応じたいとじたいとじたいとじたいと考考考考ええええ

ていますていますていますています。。。。    

    

・・・・生野生野生野生野ムジカムジカムジカムジカ事務局事務局事務局事務局のののの「「「「運営運営運営運営マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル」」」」

はははは作成作成作成作成されていされていされていされていますますますますがががが、、、、スタッフへのススタッフへのススタッフへのススタッフへのス

ムーズなムーズなムーズなムーズな引継引継引継引継ぎがぎがぎがぎが課題課題課題課題ですですですです。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

・・・・ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人但陽法人但陽法人但陽法人但陽ボランティアセンターのボランティアセンターのボランティアセンターのボランティアセンターの

「「「「移送移送移送移送サービスサービスサービスサービス」」」」にににに対対対対するニーズがするニーズがするニーズがするニーズが年々年々年々年々

増加増加増加増加しておりしておりしておりしており、、、、またまたまたまた、、、、当金庫内当金庫内当金庫内当金庫内のののの研修研修研修研修、、、、

諸行事等諸行事等諸行事等諸行事等のスケジュールのスケジュールのスケジュールのスケジュール調整調整調整調整がががが課題課題課題課題でででで

すすすす。。。。    

    

    

    

・・・・「「「「献血献血献血献血」」」」協力者協力者協力者協力者のののの安定的安定的安定的安定的なななな確保確保確保確保にににに努努努努めめめめ

ますますますます。。。。    

    

    

    

    

・・・・「「「「認知症認知症認知症認知症サポーターサポーターサポーターサポーター養成講座養成講座養成講座養成講座」」」」のののの未受未受未受未受

講者講者講者講者、、、、新入職員新入職員新入職員新入職員にににに対対対対するするするする定期的定期的定期的定期的なななな開催開催開催開催

をををを予定予定予定予定していますしていますしていますしています。。。。    

    



    13131313／／／／１４１４１４１４    
    

経営改善支援等経営改善支援等経営改善支援等経営改善支援等のののの取組取組取組取組みみみみ実績実績実績実績    
              【【【【２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月～～～～２３２３２３２３年年年年３３３３月月月月】】】】                                 （単：％）                          （単位先数） 

  

期初 

債務者数 うち 

経営改善

支援取組

み先数 

αのうち期

末に債務者

区分がランク

アップした先

数 

αのうち期

末に債務者

区分が変化

しなかった先

数 

αのうち再生

計画を策定

した先数 

 

経営改善

支援取組

み率 

 

ランクアップ率 

 

再生計画 

策定率 

 

Ａ α β γ δ α/Ａ β/α δ/α 

 正常先 ① 5411 4  3 4 0.1％  100.0％ 

うちその他 

要注意先 

② 
874 85 4 74 78 9.7％ 4.7％ 91.8％ 

要
注
意
先 うち 

要管理先 
③ 23 1  1 1 4.3％ 0.0％ 100.0％ 

 破綻懸念先 ④ 109 11 1 10 9 10.1％ 9.1％ 81.8％ 

 実質破綻先 ⑤ 113 1  1 1 0.9％ 0.0％ 100.0％ 

 破綻先 ⑥ 20     0.0％ ― ― 

 小  計 

（②～⑥の計） 
1139 98 5 86 89 8.6％ 5.1％ 90.8％ 

合  計 6550 102 5 89 93 1.6％ 4.9％ 91.2％ 

            （注）            ・期初債務者数及び債務者区分は２２年４月当初時点です。 

・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含みません。 

・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載しています。    

                                                                                    なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めていません。 

・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含めています。 

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が期初の 

                     債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理しています。 

                    ・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めていません。 

・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載しています。 

・みなし正常先については正常先の債務者数に計上しています。 

・「再生計画を策定した先数δ」＝「中小企業再生支援協議会の再生計画策定先」＋「ＲＣＣの支援決定先」＋「金融機関独自の再生計画策定先」    
    

    



    14141414／／／／１４１４１４１４    

    

平成平成平成平成２２２２２２２２年度数値目標年度数値目標年度数値目標年度数値目標のののの達成状況達成状況達成状況達成状況    

            
項項項項            目目目目    ２２２２２２２２年度計画年度計画年度計画年度計画    ２２２２２２２２年度実績年度実績年度実績年度実績    

「「「「企業概要企業概要企業概要企業概要カードカードカードカード」」」」のののの整備先数整備先数整備先数整備先数    ２２２２，，，，４５０４５０４５０４５０先先先先    ２２２２，，，，５３７５３７５３７５３７先先先先    

「「「「ひょうごひょうごひょうごひょうご中小企業技術評価制度中小企業技術評価制度中小企業技術評価制度中小企業技術評価制度」」」」のののの評価取得評価取得評価取得評価取得    ５５５５社社社社    ４４４４社社社社    

政府系金融機関政府系金融機関政府系金融機関政府系金融機関とのとのとのとの協調融資協調融資協調融資協調融資    １５１５１５１５件件件件    ７７７７件件件件    

創業創業創業創業・・・・新事業資金新事業資金新事業資金新事業資金    ３０３０３０３０件件件件    ３５３５３５３５件件件件    

うちうちうちうち「「「「創業支援特別融資創業支援特別融資創業支援特別融資創業支援特別融資」」」」    １０１０１０１０件件件件    ３３３３件件件件    

経営改善計画対象先数経営改善計画対象先数経営改善計画対象先数経営改善計画対象先数    １０２１０２１０２１０２先先先先    １０２１０２１０２１０２先先先先    

債務債務債務債務者区分者区分者区分者区分ランクアップランクアップランクアップランクアップ    １０１０１０１０先先先先    ５５５５先先先先    

スコアリングモデルをスコアリングモデルをスコアリングモデルをスコアリングモデルを活用活用活用活用したしたしたした無担保無担保無担保無担保ローンローンローンローン件数件数件数件数    ５０５０５０５０件件件件    ６０６０６０６０件件件件    

スコアリングモデルをスコアリングモデルをスコアリングモデルをスコアリングモデルを活用活用活用活用したしたしたした無担保無担保無担保無担保ローンローンローンローン金額金額金額金額    ３５０３５０３５０３５０百万円百万円百万円百万円    ２６６２６６２６６２６６百百百百万万万万円円円円    

ＴＫＣＴＫＣＴＫＣＴＫＣ関与先関与先関与先関与先にににに対対対対するするするする融資融資融資融資「「「「ビジネスサポートビジネスサポートビジネスサポートビジネスサポート」」」」    １０１０１０１０先先先先    ５５５５先先先先    

売掛債権担保融資売掛債権担保融資売掛債権担保融資売掛債権担保融資（ＡＢＬ）（ＡＢＬ）（ＡＢＬ）（ＡＢＬ）    １５１５１５１５件件件件    １２１２１２１２件件件件    

販路開拓事業販路開拓事業販路開拓事業販路開拓事業（（（（マッチングマッチングマッチングマッチング事業事業事業事業））））シーズシーズシーズシーズ調査希望先調査希望先調査希望先調査希望先    ２０２０２０２０先先先先    ２２２２２２２２先先先先    

    

    

    

    

    

    

    


