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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２２２２５５５５年年年年４４４４月月月月～～～～平成平成平成平成２２２２６６６６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」」」」においてにおいてにおいてにおいて、、、、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、、、、①①①①顧客企業顧客企業顧客企業顧客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、、、、②②②②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、、、、③③③③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積極的積極的積極的積極的なななな情報発信情報発信情報発信情報発信((((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のののの取組取組取組取組みがみがみがみが求求求求められておりめられておりめられておりめられており、、、、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２２２２５５５５年度年度年度年度をををを初年度初年度初年度初年度とするとするとするとする中期中期中期中期３ヵ３ヵ３ヵ３ヵ年年年年計画計画計画計画

（（（（平成平成平成平成２２２２５５５５～～～～２２２２７７７７年度年度年度年度））））やややや単年度事業計画単年度事業計画単年度事業計画単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まいりましたってまいりましたってまいりましたってまいりました。。。。    

� 「「「「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はみはみはみは、、、、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、、、、「「「「自主性自主性自主性自主性・・・・創造性創造性創造性創造性をををを発揮発揮発揮発揮したしたしたした取組取組取組取組みみみみ」」」」

をををを促進促進促進促進しししし、、、、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、、、、金融業務金融業務金融業務金融業務はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、金融以外金融以外金融以外金融以外のあらゆるごのあらゆるごのあらゆるごのあらゆるご相談相談相談相談にもにもにもにもおおおお応応応応えするためにえするためにえするためにえするために、、、、「「「「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してしてしていますいますいますいます。。。。「「「「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

活性化活性化活性化活性化にににに向向向向けけけけたたたた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、、、、活性化活性化活性化活性化へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献」、「」、「」、「」、「地地地地域域域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積極的積極的積極的積極的なななな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的継続的継続的継続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維持維持維持・・・・向上向上向上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ににに

とってなくてはならないとってなくてはならないとってなくてはならない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んでんでんでいますいますいますいます。。。。 

� 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、、、、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２２２２５５５５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いただいただいただければければければければ、、、、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２２２２６６６６年年年年６６６６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．．．．顧客顧客顧客顧客のライフステージにのライフステージにのライフステージにのライフステージに応応応応じたコンサルティングじたコンサルティングじたコンサルティングじた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    

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やややや本業支援本業支援本業支援本業支援のためののためののためののための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・・・・蓄積蓄積蓄積蓄積とととと、、、、そのそのそのその活用活用活用活用にににに向向向向けけけけてててて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」、「」、「」、「」、「情報情報情報情報収集履歴収集履歴収集履歴収集履歴」」」」、「、「、「、「課題把握課題把握課題把握課題把握シートシートシートシート」」」」をををを作成作成作成作成していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた、、、、

このこのこのこの取組取組取組取組みみみみをよりをよりをよりをより高度化高度化高度化高度化するするするするためためためため、、、、職員職員職員職員ののの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やややや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いますんでいますんでいますんでいます。。。。取引先取引先取引先取引先とのとのとのとの日常的日常的日常的日常的・・・・継続的継続的継続的継続的なななな取引関係取引関係取引関係取引関係をををを通通通通じてじてじてじて蓄積蓄積蓄積蓄積されたされたされたされた情報情報情報情報やややや外部外部外部外部のののの専門家専門家専門家専門家・・・・

外部機関等外部機関等外部機関等外部機関等とのネットワークをとのネットワークをとのネットワークをとのネットワークを活用活用活用活用してしてしてして、、、、顧客企業顧客企業顧客企業顧客企業のライフステージにのライフステージにのライフステージにのライフステージに応応応応じたじたじたじた事業拡大事業拡大事業拡大事業拡大等等等等へのへのへのへの提案提案提案提案やややや経営改善経営改善経営改善経営改善・・・・支援支援支援支援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。。。。    

②②②② 創業創業創業創業・・・・新事業新事業新事業新事業・・・・経営革新経営革新経営革新経営革新にににに取取取取りりりり組組組組まれるまれるまれるま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はははは、、、、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経営革新経営革新経営革新経営革新計画策定計画策定計画策定計画策定によるによるによるによる制度制度制度制度融資等融資等融資等融資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につにつにつ

いていていて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。。。。    

③③③③ 平成平成平成平成 21212121 年度年度年度年度からからからから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いるんでいるんでいるんでいる｢｢｢｢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、、、、取引先自身取引先自身取引先自身取引先自身がががが自社自社自社自社のののの強強強強みやみやみやみや課題課題課題課題をををを「「「「見見見見えるえるえるえる化化化化」」」」するためのするためのするためのするための｢｢｢｢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、、、、改改改改めめめめ

てててて「「「「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たたた」」」」ことやことやことやことや、「、「、「、「社員社員社員社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がががが高揚高揚高揚高揚したしたしたした」、「」、「」、「」、「販路開拓販路開拓販路開拓販路開拓やややや事業承継等事業承継等事業承継等事業承継等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があったがあったがあった」」」」とととと評価評価評価評価していただいていますしていただいていますしていただいていますしていただいています。。。。企業企業企業企業がががが有有有有

するするするする経営課題経営課題経営課題経営課題をををを解決解決解決解決するためにするためにするためにするために、、、、一般一般一般一般社団法人社団法人社団法人社団法人    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、、、、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、、、、神戸神戸神戸神戸商工会議所商工会議所商工会議所商工会議所がががが主催主催主催主催するするするする「「「「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」」」」等等等等

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やややや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、、、、専門家派遣専門家派遣専門家派遣専門家派遣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。。。。    

④④④④ 中小企業中小企業中小企業中小企業のののの有有有有するするするする課題課題課題課題のののの抽出抽出抽出抽出・・・・整理等整理等整理等整理等をををを本来業務本来業務本来業務本来業務ととととするするするする「「「「経営革新等支援機関経営革新等支援機関経営革新等支援機関経営革新等支援機関」」」」としてとしてとしてとしてのののの認定認定認定認定（（（（金融庁金融庁金融庁金融庁・・・・経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省））））をををを受受受受けけけけ、、、、取引先取引先取引先取引先のののの経営支援経営支援経営支援経営支援へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみをををを強化強化強化強化していますしていますしていますしています。。。。    

    ⅡⅡⅡⅡ．．．．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、、、、活性化活性化活性化活性化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    

①①①① 地域地域地域地域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地域地域地域とととと一体一体一体一体となったとなったとなったとなった「「「「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、、、、引引引引きききき続続続続きききき「「「「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コーディネーターのコーディネーターのコーディネーターとしてとしてとしてとしてののの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 地域経済地域経済地域経済地域経済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けけけ、、、、中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点にににに立立立立ってってってって、、、、利用者利用者利用者利用者やややや地域地域地域地域のののの関係機関等関係機関等関係機関等関係機関等とのとのとのとの日常的日常的日常的日常的・・・・継続的継続的継続的継続的なななな接触接触接触接触にににによるよるよるよる地域情報地域情報地域情報地域情報のののの収集収集収集収集やややや、、、、ノウハウノウハウノウハウノウハウ、、、、人材人材人材人材のののの蓄積等蓄積等蓄積等蓄積等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。。。。    

③③③③ 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、、、、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のののの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検診受診率検診受診率検診受診率のののの向上活動向上活動向上活動向上活動、、、、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、、、、「「「「こどもこどもこどもこども 110110110110 番番番番」」」」のののの運用運用運用運用、、、、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資金資金資金資金ニーズにニーズにニーズにニーズに合合合合わせたわせたわせたわせた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、、、、地域地域地域地域

社会社会社会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めてめてめていますいますいますいます。。。。    

④④④④ 職員全員職員全員職員全員職員全員がががが、、、、長年多種長年多種長年多種長年多種ののののボランティアなどボランティアなどボランティアなどボランティアなど地域社会貢献活動地域社会貢献活動地域社会貢献活動地域社会貢献活動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ることなどんでいることなどんでいることなどんでいることなど、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会にににに不可欠不可欠不可欠不可欠なななな金融機関金融機関金融機関金融機関のののの存在意義存在意義存在意義存在意義をををを、、、、本業本業本業本業とととと社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献のののの両輪両輪両輪両輪でででで示示示示すすすす気概気概気概気概

とととと努力努力努力努力はははは、、、、高高高高くくくく評価評価評価評価できるとしてできるとしてできるとしてできるとして、、、、公益社団法人公益社団法人公益社団法人公益社団法人    日本日本日本日本フィランソロピーフィランソロピーフィランソロピーフィランソロピー協会協会協会協会がががが主催主催主催主催するするするする第第第第１１１１１１１１回回回回「「「「企業企業企業企業フィランソロピーフィランソロピーフィランソロピーフィランソロピー大賞大賞大賞大賞｣｣｣｣においてにおいてにおいてにおいて『『『『地域地域地域地域のよろずやのよろずやのよろずやのよろずや賞賞賞賞』』』』としてとしてとしてとして顕彰顕彰顕彰顕彰されされされされましたましたましたました。。。。    

ⅢⅢⅢⅢ．．．．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積極的積極的積極的積極的なななな情報発信情報発信情報発信情報発信    

①①①① コンサルティングコンサルティングコンサルティング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やややや地域地域地域地域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取組取組取組取組みみみみ状況状況状況状況・・・・成果等成果等成果等成果等についてについてについてについて、、、、ホホホホ－－－－ムページやディスクロージャームページやディスクロージャームページやディスクロージャームページやディスクロージャー誌誌誌誌にてにてにてにて分分分分かりやすかりやすかりやすかりやすくくくく有益有益有益有益なななな内内内内容容容容のののの公表公表公表公表にににに努努努努めめめめていていていていますますますます。。。。    

    



    2222／／／／9999    

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．．．．顧客企業顧客企業顧客企業顧客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】】】】    
    項目項目項目項目    取組取組取組取組内容内容内容内容    実績実績実績実績    ・・・・成果成果成果成果    

（（（（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    ６５６５６５６５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））））    

    

・・・・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    

    

    

・・・・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    ５０５０５０５０件件件件        ８１５８１５８１５８１５百万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        ２２２２件件件件        ６６６６百万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協調融資協調融資協調融資        実績実績実績実績    ９９９９件件件件        ７５７５７５７５３３３３百万円百万円百万円百万円    

    

・・・・創業創業創業創業・・・・新事業新事業新事業新事業においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、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（（（（医療医療医療医療・・・・介護介護介護介護・・・・理美容理美容理美容理美容・・・・飲食飲食飲食飲食））））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なってくなってくなってくなって

おりおりおりおり、、、、医院開業医院開業医院開業医院開業やややや介護施設開業等医療介護施設開業等医療介護施設開業等医療介護施設開業等医療・・・・介護関係介護関係介護関係介護関係のののの増加増加増加増加がががが顕著顕著顕著顕著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。。。。これらのこれらのこれらのこれらの先先先先をををを支援支援支援支援するするするする

ためにためにためにために、、、、医療医療医療医療・・・・介護事業専担者介護事業専担者介護事業専担者介護事業専担者をををを配置配置配置配置しましたしましたしましたしました。。。。理美容理美容理美容理美容・・・・飲食業飲食業飲食業飲食業はははは比較的事業規模比較的事業規模比較的事業規模比較的事業規模もももも小規模小規模小規模小規模なことからなことからなことからなことから、、、、

開業資開業資開業資開業資金金金金のののの調達調達調達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おりとなっておりとなっておりとなっており、、、、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政府系政府系政府系

金融機関等金融機関等金融機関等金融機関等ととととののの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、、、、協調融資等協調融資等協調融資等協調融資等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。。。。    

    

（（（（２２２２））））    事業拡大事業拡大事業拡大事業拡大、、、、更更更更なるなるなるなる成長成長成長成長にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援        

    

・・・・事業拡大事業拡大事業拡大事業拡大、、、、更更更更なるなるなるなる成長成長成長成長にににに向向向向けたけたけたけた支支支支

援援援援    

    

・ 「「「「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、「、「、「、「ビジネスマッチングフビジネスマッチングフビジネスマッチングフビジネスマッチングフ

ェアェアェアェア」」」」のののの案内案内案内案内やややや専門家派遣専門家派遣専門家派遣専門家派遣等等等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販路開拓等販路開拓等販路開拓等のののの幅広幅広幅広幅広いいいい

支援支援支援支援のののの実施実施実施実施    

    

・ 「「「「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、「、「、「、「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」」」」作成支援作成支援作成支援作成支援    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

・ポータルサイト・ポータルサイト・ポータルサイト・ポータルサイト「「「「ミラサポミラサポミラサポミラサポ」」」」にににに参加参加参加参加、、、、専門家派遣専門家派遣専門家派遣専門家派遣によるによるによるによる販路開拓販路開拓販路開拓販路開拓、、、、経営経営経営経営

改善等改善等改善等改善等のののの支援支援支援支援をををを実施実施実施実施    

    

    

・・・・「「「「ビジネスマッチングフェアビジネスマッチングフェアビジネスマッチングフェアビジネスマッチングフェアｉｎｉｎｉｎｉｎ加古川加古川加古川加古川」」」」にににに出展出展出展出展    

    
    

・・・・認定支援機関認定支援機関認定支援機関認定支援機関としてのとしてのとしてのとしての支援取組支援取組支援取組支援取組みみみみ    

    

・ 一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人    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、、、、公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人    神戸市産業振興神戸市産業振興神戸市産業振興神戸市産業振興財団財団財団財団、、、、神戸商工会議所神戸商工会議所神戸商工会議所神戸商工会議所がががが主催主催主催主催

するするするする「「「「川川川川上上上上・・・・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やややや専門家専門家専門家専門家

派遣等派遣等派遣等派遣等にににに活用活用活用活用していますしていますしていますしています。。。。    

    

・・・・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にならびにならびにならびに職員向職員向職員向職員向けにけにけにけに、「、「、「、「知的資産経営支援知的資産経営支援知的資産経営支援知的資産経営支援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

作成作成作成作成をををを希望希望希望希望されるされるされるされる事業所事業所事業所事業所についてはについてはについてはについては、、、、外部講師外部講師外部講師外部講師をををを招聘招聘招聘招聘しししし金庫職員金庫職員金庫職員金庫職員とともにとともにとともにとともに作成支援作成支援作成支援作成支援をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。    

・・・・「「「「知的資産経営支援知的資産経営支援知的資産経営支援知的資産経営支援セミナーセミナーセミナーセミナー」」」」    

平成平成平成平成２２２２５５５５年年年年    ７７７７月開催月開催月開催月開催    

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        ：：：：        ９１９１９１９１社社社社        １２２１２２１２２１２２名名名名        他他他他２２２２行政機関行政機関行政機関行政機関        ４４４４名名名名    

            「「「「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」」」」作成事業所作成事業所作成事業所作成事業所        ：：：：    ２１２１２１２１社社社社    

・・・・平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度～～～～２５２５２５２５年度累計年度累計年度累計年度累計        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    ３７９３７９３７９３７９社社社社        「「「「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」」」」作成作成作成作成    ９９９９９９９９社社社社        

・・・・平平平平成成成成２５２５２５２５年年年年１１１１１１１１月月月月にににに、、、、近畿経済産近畿経済産近畿経済産近畿経済産業局業局業局業局主催主催主催主催によるによるによるによる「「「「活活活活かせかせかせかせ！！！！企業企業企業企業のののの見見見見えざるえざるえざるえざる価値価値価値価値のののの『『『『知的資産知的資産知的資産知的資産経営経営経営経営』』』』活活活活

用用用用セミナーセミナーセミナーセミナー」、」、」、」、平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年２２２２月月月月にににに、、、、特許庁特許庁特許庁特許庁、、、、九州九州九州九州経済産業局経済産業局経済産業局経済産業局、、、、九州知的財産戦略協議会主催九州知的財産戦略協議会主催九州知的財産戦略協議会主催九州知的財産戦略協議会主催によるによるによるによる「「「「地域地域地域地域

金融機関等金融機関等金融機関等金融機関等のためののためののためののための知的財産知的財産知的財産知的財産セミナーセミナーセミナーセミナー」」」」がががが開催開催開催開催されされされされ、、、、当金庫当金庫当金庫当金庫はははは「「「「知的資産経営知的資産経営知的資産経営知的資産経営」」」」へのへのへのへの取組支援取組支援取組支援取組支援についてについてについてについて

講師講師講師講師としてとしてとしてとして参加参加参加参加しましたしましたしましたしました。。。。    

    

・・・・平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年１０１０１０１０月月月月、、、、中小企業庁中小企業庁中小企業庁中小企業庁がががが運営運営運営運営するポータルサイトするポータルサイトするポータルサイトするポータルサイト「「「「ミラサポミラサポミラサポミラサポ」」」」にににに参加参加参加参加しししし、、、、取引先取引先取引先取引先へのへのへのへの専門家派遣専門家派遣専門家派遣専門家派遣

制制制制度度度度をををを活用活用活用活用しししし、、、、販路開拓販路開拓販路開拓販路開拓・・・・経営改善等経営改善等経営改善等経営改善等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。。。。    

        平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度    派遣実績派遣実績派遣実績派遣実績        ４４４４先先先先        ９９９９件件件件    

    

・・・・平成平成平成平成２２２２５５５５年年年年１０１０１０１０月月月月    加古川市加古川市加古川市加古川市・・・・兵庫県東播磨県民局兵庫県東播磨県民局兵庫県東播磨県民局兵庫県東播磨県民局・・・・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３３３３回回回回    東播磨東播磨東播磨東播磨    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ｉｎｉｎｉｎｉｎ加古川加古川加古川加古川」」」」にににに後援団体後援団体後援団体後援団体・・・・地元金融機関地元金融機関地元金融機関地元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ましたしましたしましたしました。。。。    

    

・・・・補助金申請支援実績補助金申請支援実績補助金申請支援実績補助金申請支援実績（（（（ものづくりものづくりものづくりものづくり補助金補助金補助金補助金、、、、創業補助金他創業補助金他創業補助金他創業補助金他））））    

    総申請支援件数総申請支援件数総申請支援件数総申請支援件数 100100100100 件件件件        採択件数採択件数採択件数採択件数 38383838 件件件件、、、、    補助金採択額補助金採択額補助金採択額補助金採択額 237237237237 百万百万百万百万円円円円    

・・・・補助金補助金補助金補助金・・・・助成金情報助成金情報助成金情報助成金情報をををを取引先取引先取引先取引先にいちにいちにいちにいち早早早早くくくくおおおお知知知知らせするらせするらせするらせするためためためため、、、、情報入手先情報入手先情報入手先情報入手先としてとしてとしてとして（（（（株株株株））））日本情報日本情報日本情報日本情報マートとのマートとのマートとのマートとの

業務提携業務提携業務提携業務提携をしまをしまをしまをしましたしたしたした。。。。    

    



    3333／／／／9999    

（（（（３３３３））））    経営改善経営改善経営改善経営改善・・・・事業再生支援事業再生支援事業再生支援事業再生支援    

・・・・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経営悪化今後経営悪化今後経営悪化今後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もにするとともにするとともにするとともに、、、、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

点点点点についてについてについてについてののの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つためつためつため、、、、定期的定期的定期的定期的ヒアリングとモニタリングヒアリングとモニタリングヒアリングとモニタリングヒアリングとモニタリングをををを

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・・・・要管要管要管要管理先理先理先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やややや、、、、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さささ

れるれるれるれる先先先先、、、、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１４１から１４１から１４１から１４１先先先先をををを選定選定選定選定しししし、、、、経営経営経営経営改善支援改善支援改善支援改善支援にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、四四四四

半期半期半期半期ごとごとごとごとににににモモモモニタリングをニタリングをニタリングをニタリングを実施実施実施実施しししし、、、、改善状況改善状況改善状況改善状況のののの把握把握把握把握ををを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。。。。    

    

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りでありでありであり、、、、融資先融資先融資先融資先でででで表債表債表債表債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ごとのモニタごとのモニタごとのモニタ

リングをリングをリングをリングを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。。。。    

・ 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、、、、顧問税理士等外部顧問税理士等外部顧問税理士等外部顧問税理士等外部のののの支援機関支援機関支援機関支援機関およびおよびおよびおよび中中中中

小企業庁小企業庁小企業庁小企業庁がががが運営運営運営運営するポータルサイトするポータルサイトするポータルサイトするポータルサイト「「「「ミラサポミラサポミラサポミラサポ」」」」によるによるによるによる専門家派遣制度専門家派遣制度専門家派遣制度専門家派遣制度をををを活用活用活用活用していますしていますしていますしています。。。。    

    

    

    

・・・・中小企業再生支援協議会等中小企業再生支援協議会等中小企業再生支援協議会等中小企業再生支援協議会等のののの積積積積

極的活用極的活用極的活用極的活用とととと再生計画再生計画再生計画再生計画のモニタリンのモニタリンのモニタリンのモニタリン

ググググ    

・・・・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用活用活用活用によによによによるるるる効果的事業再効果的事業再効果的事業再効果的事業再

生生生生とととと経営改善支援経営改善支援経営改善支援経営改善支援スキルのスキルのスキルのスキルの向上向上向上向上    

    

    

・・・・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をををを活活活活用用用用ししししてててて、、、、８８８８先先先先のののの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みみみみ、、、、そのうそのうそのうそのうちちちち平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年よりよりよりより再生再生再生再生にににに取取取取りりりり組組組組んだ１んだ１んだ１んだ１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返済借入返済借入返済借入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はははは破綻懸念先破綻懸念先破綻懸念先破綻懸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にランクアにランクアにランクア

ップしましたップしましたップしましたップしました。。。。２３２３２３２３年度年度年度年度から２５から２５から２５から２５年度年度年度年度にににに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計画再生計画再生計画再生計画がががが策定策定策定策定された４された４された４された４先先先先についについについについてはてはてはては、、、、再生再生再生再生

状況状況状況状況をモニタリングしていをモニタリングしていをモニタリングしていをモニタリングしていますますますます。。。。    

・・・・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改革意識改革意識改革意識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

やややや経費削減等経費削減等経費削減等経費削減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、、、、再生再生再生再生がががが進進進進みつつありますみつつありますみつつありますみつつあります。。。。    

                    

    

    

    

    

・・・・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    

・“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”としての”としての”としての”としての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取組取組取組取組みみみみ    

    

    

・・・・経営相談部個人支援課経営相談部個人支援課経営相談部個人支援課経営相談部個人支援課によるによるによるによる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関関関関わりわりわりわり、、、、営業店営業店営業店営業店サポーサポーサポーサポー

トとトとトとトと継続的継続的継続的継続的なななな顧客顧客顧客顧客ヒアリングのヒアリングのヒアリングのヒアリングの実施実施実施実施    

    

・ 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をををを整備整備整備整備ししししててて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、、、、借入負借入負借入負借入負

担担担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りましたがありましたがありましたがありました。。。。    

    

・ 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、、、、取組取組取組取組みみみみ事案事案事案事案のののの大部分大部分大部分大部分でででで債務債務債務債務もももも順調順調順調順調

にににに減少減少減少減少しししし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っていまかっていまかっていまかっていますすすす。。。。    

・・・・「「「「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」」」」のののの取組実績取組実績取組実績取組実績    

２６２６２６２６年年年年３３３３月末残月末残月末残月末残高高高高            

３０３０３０３０件件件件        １２６１２６１２６１２６百万円百万円百万円百万円        （（（（    総実行額総実行額総実行額総実行額    ６８６８６８６８件件件件            ３４２３４２３４２３４２百万円百万円百万円百万円    ））））    

    

    

    

．．．．（（（（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        

・・・・「「「「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「「「「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」」」」作成支援作成支援作成支援作成支援

をををを通通通通じたじたじたじた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取取取組組組組みみみみ    

・・・・「「「「課題把握課題把握課題把握課題把握シートシートシートシート」」」」作成作成作成作成をををを通通通通じたじたじたじた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みみみ    

    

    

    

    

    

・・・・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らからからか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時時時

期期期期やややや財産財産財産財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、、、、培培培培ってきたさまざまなってきたさまざまなってきたさまざまなってきたさまざまな

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性重要性重要性重要性をををを「「「「知的資産経営知的資産経営知的資産経営知的資産経営」」」」やややや「「「「課題把握課題把握課題把握課題把握シートシートシートシート」」」」作成作成作成作成によるによるによるによ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。。。。こうしこうしこうしこうし

たたたた取組取組取組取組みをみをみをみを通通通通じてじてじてじて、、、、取引先取引先取引先取引先とのとのとのとの間間間間でででで事業承継事業承継事業承継事業承継についてについてについてについてのののの共通共通共通共通認識認識認識認識をををを持持持持ちちちち、、、、これこれこれこれらにらにらにらに対対対対するするするする相談業務相談業務相談業務相談業務やややや

専門家派遣専門家派遣専門家派遣専門家派遣へのへのへのへの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。。。。    

                

    

    

    



    4444／／／／9999    

【【【【    ２２２２．．．．コンサルティングコンサルティングコンサルティングコンサルティング機能機能機能機能発揮発揮発揮発揮へへへへのののの強化強化強化強化    】】】】    
    項目項目項目項目    取組取組取組取組みみみみ内容内容内容内容    実績実績実績実績    ・・・・    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    

（（（（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    

・・・・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へへへ

ののの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とのとのとのとの協調融資協調融資協調融資協調融資        

目標件数目標件数目標件数目標件数        １５１５１５１５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        

実行目標実行目標実行目標実行目標    件数件数件数件数    金額金額金額金額    １１１１，，，，０４７０４７０４７０４７件件件件            ７７７７，，，，７５７７５７７５７７５７百万円百万円百万円百万円    

    

・・・・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連携強化連携強化連携強化連携強化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、、、、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間間間間でででで「「「「業務連携業務連携業務連携業務連携・・・・協力協力協力協力にににに関関関関すすすす

るるるる覚書覚書覚書覚書」」」」をををを締結締結締結締結しましたしましたしましたしました。。。。    

    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        

実績件数実績件数実績件数実績件数        ９９９９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        

実行件数実行件数実行件数実行件数        ８０５８０５８０５８０５件件件件        金額金額金額金額        ５５５５，，，，５３２５３２５３２５３２百万円百万円百万円百万円    

    

    

・ ABLABLABLABL によるによるによるによる事業性融資事業性融資事業性融資事業性融資    

・・・・ABLABLABLABL 融資融資融資融資    

                目標目標目標目標    件数件数件数件数    金額金額金額金額        ５５５５件件件件        ５０５０５０５０百万円百万円百万円百万円    

・・・・ABLABLABLABL 融資融資融資融資    

                実行件数実行件数実行件数実行件数    金額金額金額金額        ２２２２件件件件        ４８４８４８４８百万円百万円百万円百万円    

    

    

    

・ 経営者保証経営者保証経営者保証経営者保証にににに関関関関するガイドラインするガイドラインするガイドラインするガイドライン    

・・・・経営者保証経営者保証経営者保証経営者保証にににに関関関関するガイドラインへのするガイドラインへのするガイドラインへのするガイドラインへの体制体制体制体制・・・・整備整備整備整備    ・・・・平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年２２２２月月月月１１１１日日日日からからからから適用適用適用適用がががが開始開始開始開始されたされたされたされた「「「「経営者保証経営者保証経営者保証経営者保証にににに関関関関するガイドラインするガイドラインするガイドラインするガイドライン」」」」のののの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、体制等体制等体制等体制等

をををを整備整備整備整備のうえのうえのうえのうえ適切適切適切適切にににに対応対応対応対応していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

またまたまたまた、、、、取引先事業所取引先事業所取引先事業所取引先事業所およびおよびおよびおよび保証人保証人保証人保証人((((経営者等経営者等経営者等経営者等))))のののの保証契約保証契約保証契約保証契約にににに関関関関するするするする相談等相談等相談等相談等にににに関関関関してもしてもしてもしても、、、、同同同同ガイドラインをガイドラインをガイドラインをガイドラインを

遵守遵守遵守遵守・・・・尊重尊重尊重尊重してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

    

    

（（（（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等等等等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「「「「目利目利目利目利きききき力力力力」」」」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的確的確的確的確なななな評価評価評価評価をををを行行行行うためのうためのうためのうため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のののの支店長支店長支店長支店長・・・・渉外担当渉外担当渉外担当渉外担当をををを対象対象対象対象にににに「「「「目利目利目利目利きききき力力力力」」」」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研修外部研修外部研修外部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

施施施施しましたしましたしましたしました。。。。    

    

《《《《内部研修実施内部研修実施内部研修実施内部研修実施》》》》    

・・・・取引先対象取引先対象取引先対象取引先対象のののの「「「「知的資産経営知的資産経営知的資産経営知的資産経営」」」」のののの推進推進推進推進にににに加加加加ええええ、、、、当金庫職員自当金庫職員自当金庫職員自当金庫職員自らがらがらがらが取引先取引先取引先取引先のののの「「「「知的資産経営知的資産経営知的資産経営知的資産経営」」」」のののの支援支援支援支援

ができるスキルをができるスキルをができるスキルをができるスキルを身身身身につけるにつけるにつけるにつける目的目的目的目的でででで、、、、中小企業庁中小企業庁中小企業庁中小企業庁がががが行行行行ったったったった「「「「高度実践型支援人材育成事業高度実践型支援人材育成事業高度実践型支援人材育成事業高度実践型支援人材育成事業」」」」をををを活用活用活用活用

しししし、「、「、「、「知的資産経営支援知的資産経営支援知的資産経営支援知的資産経営支援のののの実践講座実践講座実践講座実践講座」」」」をををを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ましたしましたしましたしました。。。。取引取引取引取引先先先先へのへのへのへの事業事業事業事業

内容等内容等内容等内容等のヒアリングをのヒアリングをのヒアリングをのヒアリング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力力力力」」」」のののの向上向上向上向上にはにはにはには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。。。。    

・・・・医療医療医療医療・・・・介護事業専担者介護事業専担者介護事業専担者介護事業専担者がががが同事業分野同事業分野同事業分野同事業分野のののの「「「「目利目利目利目利きききき力力力力」」」」のののの向上向上向上向上をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした「「「「医療医療医療医療・・・・介護事業関連勉強介護事業関連勉強介護事業関連勉強介護事業関連勉強

会会会会」」」」をををを営業店対象営業店対象営業店対象営業店対象にににに開催開催開催開催しましたしましたしましたしました。。。。    

・・・・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的確的確的確的確なななな評価評価評価評価やややや「「「「目利目利目利目利きききき力力力力」」」」のののの向上向上向上向上をををを図図図図るためるためるためるため、、、、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・・・・渉外渉外渉外渉外チチチチ

ーフーフーフーフ・・・・渉外渉外渉外渉外ベテランベテランベテランベテラン対象対象対象対象（（（（各階層別各階層別各階層別各階層別））））にににに、、、、外部講師外部講師外部講師外部講師をををを招聘招聘招聘招聘してしてしてして「「「「課題解決型融資推進研修会課題解決型融資推進研修会課題解決型融資推進研修会課題解決型融資推進研修会」」」」をををを２４２４２４２４年年年年

度度度度にににに引引引引きききき続続続続きききき開催開催開催開催しましたしましたしましたしました。。。。    

    

《《《《外部研修派遣外部研修派遣外部研修派遣外部研修派遣》》》》    

・・・・「「「「融資渉外能力講座融資渉外能力講座融資渉外能力講座融資渉外能力講座」（」（」（」（兵信協主催兵信協主催兵信協主催兵信協主催））））に４に４に４に４名派遣名派遣名派遣名派遣    

・・・・「「「「目利目利目利目利きききき力養成力養成力養成力養成・・・・企業再生支援講座企業再生支援講座企業再生支援講座企業再生支援講座」（」（」（」（全信協主催全信協主催全信協主催全信協主催））））に２に２に２に２名派遣名派遣名派遣名派遣    

・・・・「「「「地域金融機関職員研修地域金融機関職員研修地域金融機関職員研修地域金融機関職員研修」（」（」（」（近畿経済産業局近畿経済産業局近畿経済産業局近畿経済産業局・・・・中小企業大学主催中小企業大学主催中小企業大学主催中小企業大学主催））））に１に１に１に１名派遣名派遣名派遣名派遣    

・・・・「「「「医療医療医療医療・・・・介護向介護向介護向介護向けのけのけのけの取引強化研修取引強化研修取引強化研修取引強化研修」（」（」（」（全信協主催全信協主催全信協主催全信協主催））））に２に２に２に２名派遣名派遣名派遣名派遣    

    

    

    



    5555／／／／9999    

【【【【    ３３３３．．．．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】】】】    
    項目項目項目項目    取組取組取組取組みみみみ内容内容内容内容    実績実績実績実績    ・・・・    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    

（（（（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    

    

・・・・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・・・・各種団体各種団体各種団体各種団体・・・・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ちづくりなまちづくりなまちづくりなまちづくり」」」」のののの組織立組織立組織立組織立ちちちち上上上上げにげにげにげ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画参画参画参画してしてしてして「「「「生野生野生野生野    ひいきひいきひいきひいき

のののの会会会会」」」」をををを創設創設創設創設しししし、、、、現在現在現在現在ではではではでは活動基盤活動基盤活動基盤活動基盤もももも確立確立確立確立しししし、「、「、「、「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基基基

本本本本としてとしてとしてとして活動活動活動活動していますしていますしていますしています。。。。    

・ 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人個人個人個人・・・・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、、、、地元地元地元地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

審審審審査会査会査会査会のののの承認承認承認承認をををを得得得得てててて各種各種各種各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対対対対してしてしてして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。。。。    

・・・・会員数会員数会員数会員数およびおよびおよびおよ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        （（（（２６２６２６２６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                            ６１２６１２６１２６１２名名名名                                ・・・・支援事業支援事業支援事業支援事業                    件数件数件数件数                                        ４７４７４７４７件件件件    

法人会員法人会員法人会員法人会員                                ４１４１４１４１社社社社                                                                支援総額支援総額支援総額支援総額            ３３３３，，，，９７３９７３９７３９７３千円千円千円千円    

寄付総額寄付総額寄付総額寄付総額        ４４４４，，，，８７６８７６８７６８７６千円千円千円千円    

・・・・審査会審査会審査会審査会ではではではでは、、、、年間年間年間年間４７４７４７４７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してとしてとしてと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３９７３９７３９７３９７万円万円万円万円のののの助成金助成金助成金助成金がががが支給支給支給支給ささささ

れていまれていまれていまれていますすすす。。。。開催開催開催開催されるされるされるされる催事催事催事催事・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のもありしているものもありしているものもありしているものもあり、、、、これらのこれらのこれらのこれらの効果効果効果効果

もあってもあってもあってもあって、、、、当地当地当地当地へのへのへのへの来訪者数来訪者数来訪者数来訪者数もももも年年年年ごとにごとにごとにごとに増加増加増加増加していますしていますしていますしています。。。。    

・ 平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年にはにはにはには、「、「、「、「銀銀銀銀のののの馬車道馬車道馬車道馬車道」」」」がががが日本日本日本日本ユネスコユネスコユネスコユネスコ協会連盟協会連盟協会連盟協会連盟のののの「「「「プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト未未未未来遺産来遺産来遺産来遺産」」」」にににに登録登録登録登録されましたされましたされましたされました。。。。

またまたまたまた、、、、日本日本日本日本のののの産業近代化産業近代化産業近代化産業近代化にににに貢献貢献貢献貢献したしたしたした工場工場工場工場やややや鉱山跡等鉱山跡等鉱山跡等鉱山跡等のののの建造物建造物建造物建造物、、、、機械装置機械装置機械装置機械装置などがなどがなどがなどが歴史文化的価値歴史文化的価値歴史文化的価値歴史文化的価値をををを有有有有

するとしてするとしてするとしてするとして、、、、経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省よりよりよりより「「「「近代化産業遺産近代化産業遺産近代化産業遺産近代化産業遺産」」」」にににに認定認定認定認定されましたされましたされましたされました。。。。生野生野生野生野からからからから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までのまでのまでのまでの「「「「銀銀銀銀のののの馬車道馬車道馬車道馬車道」、」、」、」、生野生野生野生野からからからから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」、」、」、」、これらをこれらをこれらをこれら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することによりすることによりすることによりすることにより、「、「、「、「面面面面」」」」ののの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されてされてされてされて

いますいますいますいます。。。。    

・ 「「「「銀銀銀銀のののの馬車道馬車道馬車道馬車道」」」」をををを図案図案図案図案にしたにしたにしたにした定期預金証書定期預金証書定期預金証書定期預金証書はははは、、、、平成平成平成平成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１１１１１１１１，，，，００００００００００００枚枚枚枚をををを発行発行発行発行すすすす

ることることることることでででで、「、「、「、「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等支援事業等支援事業等支援事業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。。。。    

・ 「「「「銀銀銀銀のののの馬車道馬車道馬車道馬車道」」」」などのなどのなどのなどの取組取組取組取組みがみがみがみが、、、、中播磨中播磨中播磨中播磨のののの南北交流南北交流南北交流南北交流、、、、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ボルのシンボルのシンボルのシンボル事業事業事業事業としてとしてとしてとして兵庫県全域兵庫県全域兵庫県全域兵庫県全域

にににに拡拡拡拡がっていますがっていますがっていますがっています。。。。これらのこれらのこれらのこれらの各事業各事業各事業各事業についてはについてはについてはについては、、、、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にににに関関関関わりわりわりわり、、、、「「「「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担担担担うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、金庫金庫金庫金庫としてとしてとしてとして地域地域地域地域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。。。。    

    

・・・・「「「「姫路駅前商店街姫路駅前商店街姫路駅前商店街姫路駅前商店街」」」」活性化活性化活性化活性化へのへのへのへの支支支支            

    援援援援    

・・・・地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化をををを目的目的目的目的にににに、「、「、「、「姫路駅前商店街振興組合姫路駅前商店街振興組合姫路駅前商店街振興組合姫路駅前商店街振興組合」」」」がががが行行行行ったったったった商店街商店街商店街商店街アアアア

ーケードーケードーケードーケード新設新設新設新設にににに対対対対するするするする支援支援支援支援へのへのへのへの取取取取組組組組みみみみ    

・ 「「「「国宝姫路城国宝姫路城国宝姫路城国宝姫路城」」」」のののの改修工事完成改修工事完成改修工事完成改修工事完成をををを控控控控えてえてえてえて、ＪＲ、ＪＲ、ＪＲ、ＪＲ姫路駅北口姫路駅北口姫路駅北口姫路駅北口のののの姫路駅前商店街振興組合姫路駅前商店街振興組合姫路駅前商店街振興組合姫路駅前商店街振興組合によるアーケードによるアーケードによるアーケードによるアーケード

のののの新装工事新装工事新装工事新装工事はははは観光観光観光観光のののの玄関口玄関口玄関口玄関口になるになるになるになる公共性公共性公共性公共性のののの高高高高いいいい事案事案事案事案でありでありでありであり、、、、地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化にににに向向向向けてけてけてけて資金面等資金面等資金面等資金面等のののの支援取支援取支援取支援取

組組組組みをみをみをみを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。    

    

・・・・ 《《《《 企 業企 業企 業企 業 フ ィ ラ ン ソ ロ ピ ーフ ィ ラ ン ソ ロ ピ ーフ ィ ラ ン ソ ロ ピ ーフ ィ ラ ン ソ ロ ピ ー 賞賞賞賞 》》》》                    

““““地域地域地域地域のよろずやのよろずやのよろずやのよろずや賞賞賞賞    ”を”を”を”を顕彰顕彰顕彰顕彰    

・・・・当金当金当金当金庫庫庫庫がががが行行行行うううう「「「「よろずよろずよろずよろず相談相談相談相談」」」」やややや地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献((((密着密着密着密着))))活動活動活動活動のののの取組取組取組取組みがみがみがみが評価評価評価評価ささささ

れるれるれるれる。。。。    

・ 当金庫当金庫当金庫当金庫のののの行動綱領行動綱領行動綱領行動綱領ににににはははは、、、、「「「「信用金庫信用金庫信用金庫信用金庫がががが社会社会社会社会のののの中中中中においてこそにおいてこそにおいてこそにおいてこそ存続存続存続存続・・・・発展発展発展発展しししし得得得得るるるる存在存在存在存在であることをであることをであることをであることを自覚自覚自覚自覚

しししし、、、、社会社会社会社会とととと共共共共にににに歩歩歩歩むむむむ““““良良良良きききき企業市民企業市民企業市民企業市民””””としてとしてとしてとして、、、、積極的積極的積極的積極的にににに社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動にににに取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます」」」」とととと明記明記明記明記しておりしておりしておりしており、、、、全全全全

職員職員職員職員がががが「「「「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たしたしたした事業経営活動事業経営活動事業経営活動事業経営活動とともにとともにとともにとともに、、、、職員全員職員全員職員全員職員全員がボランティアなどがボランティアなどがボランティアなどがボランティアなど地域社地域社地域社地域社

会貢献活動会貢献活動会貢献活動会貢献活動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んでいんでいんでいますますますます。。。。こうしたこうしたこうしたこうした取組取組取組取組みにみにみにみに対対対対してしてしてして、、、、「「「「地地地地域社会域社会域社会域社会にににに不可欠不可欠不可欠不可欠なななな金融機関金融機関金融機関金融機関のののの

存在意義存在意義存在意義存在意義をををを、、、、本業本業本業本業とととと社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献のののの両輪両輪両輪両輪でででで示示示示すすすす気概気概気概気概とととと努力努力努力努力はははは高高高高くくくく評価評価評価評価できるできるできるできる。」。」。」。」としてとしてとしてとして、、、、公益社団法人公益社団法人公益社団法人公益社団法人    日本日本日本日本

フィランソロピーフィランソロピーフィランソロピーフィランソロピー協会協会協会協会からからからから顕彰顕彰顕彰顕彰いただきましたいただきましたいただきましたいただきました。。。。    

    

    

・・・・「「「「朝来安心見守朝来安心見守朝来安心見守朝来安心見守りネットワークりネットワークりネットワークりネットワーク事事事事

業業業業」」」」協定調印協定調印協定調印協定調印    

・・・・高齢者高齢者高齢者高齢者がががが地域地域地域地域からからからから孤立孤立孤立孤立しないためのしないためのしないためのしないための防止防止防止防止とととと高齢者等高齢者等高齢者等高齢者等のののの異変異変異変異変をいちをいちをいちをいち早早早早

くくくく発見発見発見発見しししし必要必要必要必要なななな支援支援支援支援をををを行行行行うためのうためのうためのうための態勢態勢態勢態勢整備整備整備整備をををを行行行行なうなうなうなう。。。。    

・・・・朝来市朝来市朝来市朝来市はははは、「、「、「、「朝来安心見守朝来安心見守朝来安心見守朝来安心見守りネットワークりネットワークりネットワークりネットワーク事業事業事業事業」」」」をををを実施実施実施実施しししし、、、、地域地域地域地域のののの高齢者高齢者高齢者高齢者のののの異変異変異変異変をををを早期早期早期早期にににに発見発見発見発見してしてしてして必要必要必要必要なななな

支援支援支援支援をををを行行行行うううう環境環境環境環境づくりにづくりにづくりにづくり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、、、、このこのこのこの事業事業事業事業のののの趣旨趣旨趣旨趣旨にににに賛同賛同賛同賛同しししし、、、、平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年２２２２月月月月、、、、朝来市朝来市朝来市朝来市

とととと協定締結協定締結協定締結協定締結のののの調印調印調印調印をしましたをしましたをしましたをしました。。。。日常業務活動日常業務活動日常業務活動日常業務活動においてにおいてにおいてにおいて、、、、見守見守見守見守りがりがりがりが必要必要必要必要なななな方方方方のののの安否確認安否確認安否確認安否確認をををを行行行行いいいい、、、、異常発見異常発見異常発見異常発見

時時時時にはにはにはには市市市市にににに連絡連絡連絡連絡するなどするなどするなどするなど、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者がががが住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた地域地域地域地域でででで安心安心安心安心してしてしてして生活生活生活生活できるできるできるできる環境環境環境環境づくりにづくりにづくりにづくりに取取取取りりりり組組組組んでいまんでいまんでいまんでいま

すすすす。。。。    

    

・・・・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        

・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～～～～融資審融資審融資審融資審

査査査査」」」」授業授業授業授業へのへのへのへの協力協力協力協力    

・・・・平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年９９９９月開講月開講月開講月開講    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ついてについてについてについて実社会実社会実社会実社会でででで学学学学ぶぶぶぶ」」」」とととと題題題題してしてしてして模擬授業模擬授業模擬授業模擬授業をををを行行行行いましいましいましいまし

たたたた。。。。    

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

                    資金調達方法資金調達方法資金調達方法資金調達方法のののの実践実践実践実践・・・・体験体験体験体験・・・・企業経営企業経営企業経営企業経営    



    6666／／／／9999    

（（（（２２２２））））    地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化につながるにつながるにつながるにつながる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    

項目項目項目項目    取組取組取組取組みみみみ内容内容内容内容    実績実績実績実績    ・・・・    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    

・・・・兵庫県立生野高校兵庫県立生野高校兵庫県立生野高校兵庫県立生野高校「「「「キャリアキャリアキャリアキャリア教育教育教育教育

講演会講演会講演会講演会」」」」へへへへ講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣    

・・・・企業企業企業企業がががが求求求求めるめるめるめる人材人材人材人材、、、、企業企業企業企業がががが求求求求めるめるめるめる学生学生学生学生のののの能力能力能力能力などについてなどについてなどについてなどについて講演講演講演講演    

    

・・・・平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年２２２２月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（水水水水）、）、）、）、兵庫県立生野高等学校兵庫県立生野高等学校兵庫県立生野高等学校兵庫県立生野高等学校にてにてにてにて開催開催開催開催。。。。    

    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としてとしてとして、「、「、「、「事業内容事業内容事業内容事業内容」」」」、、、、「「「「企業企業企業企業がががが求求求求めるめるめるめる人材人材人材人材」」」」、、、、「「「「企業企業企業企業がががが求求求求めるめるめるめる学生学生学生学生のののの能力能力能力能力」」」」などについてなどについてなどについてなどについて講講講講

演演演演しましたしましたしましたしました。。。。    

    

・・・・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    

・・・・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金定期預金定期預金定期預金、、、、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    

    

    

    

    

・ ３３３３人以上人以上人以上人以上のののの子供子供子供子供様様様様をををを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にににに対対対対してしてしてして、、、、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“にぎや“にぎや“にぎや

かかかか家族家族家族家族””””」、「」、「」、「」、「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“にぎやかローン“にぎやかローン“にぎやかローン“にぎやか家族家族家族家族””””」」」」のののの取扱取扱取扱取扱いいいいをををを継続継続継続継続しししし、、、、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。。。。    

・・・・少子化対策商品少子化対策商品少子化対策商品少子化対策商品のののの「「「「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            １１１１３３３３００００件件件件        

実行金額実行金額実行金額実行金額                ２２２２３３３３億億億億    １１１１１１１１百万円百万円百万円百万円                

融資残高融資残高融資残高融資残高    １１１１，，，，１３２１３２１３２１３２件件件件    １１１１６４６４６４６４億億億億    ８２８２８２８２百万円百万円百万円百万円        （（（（平成平成平成平成２２２２６６６６年年年年３３３３月末現在月末現在月末現在月末現在））））    

・・・・定期定期定期定期預金実績預金実績預金実績預金実績    口座数口座数口座数口座数        １１１１，，，，９０８９０８９０８９０８    口口口口                

残高残高残高残高                １１１１５５５５億億億億８４８４８４８４百万円百万円百万円百万円    （（（（平成平成平成平成２２２２６６６６年年年年３３３３月末現在月末現在月末現在月末現在））））    

    

・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    

・・・・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    ・ ２２２２５５５５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」」」」へのへのへのへの職員職員職員職員派遣派遣派遣派遣はははは、、、、延延延延べ１べ１べ１べ１，，，，３８５３８５３８５３８５名名名名となりとなりとなりとなりましたましたましたました。。。。全職員全職員全職員全職員

がががが身体障身体障身体障身体障がいがいがいがい者者者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」」」」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にににに大大大大きなきなきなきな効効効効

果果果果ががががありましたありましたありましたありました。。。。    

・ このこのこのこの「「「「移送移送移送移送サービスサービスサービスサービス」」」」のののの利用者利用者利用者利用者はははは、、、、外出手段外出手段外出手段外出手段としてとしてとしてとして活用活用活用活用されるなどされるなどされるなどされるなど年々増加年々増加年々増加年々増加してしてしてしていますいますいますいます。。。。当金庫当金庫当金庫当金庫ののののボランボランボランボラン

ティアティアティアティア活動活動活動活動はははは、、、、１９１９１９１９年年年年をををを経過経過経過経過しししし延延延延べ２べ２べ２べ２万人万人万人万人がががが参加参加参加参加、「、「、「、「してあげるしてあげるしてあげるしてあげる」」」」からからからから「「「「させていただくさせていただくさせていただくさせていただく」」」」というというというという精神精神精神精神でででで、、、、地域地域地域地域

金融機関金融機関金融機関金融機関のののの使命使命使命使命としてとしてとしてと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。。。。    

    

・・・・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ためのへのケアのためのへのケアのためのへのケア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実実実

施施施施    

    

・・・・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・・・・高齢者宅約高齢者宅約高齢者宅約高齢者宅約２２２２，，，，３００３００３００３００先先先先をををを対象対象対象対象にケアにケアにケアにケア訪問訪問訪問訪問をををを実施実施実施実施してしてしてしていますいますいますいます。。。。『『『『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しやすいしやすいしやすいしやすいのでのでのでので安心安心安心安心』』』』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ていきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

・・・・朝来市朝来市朝来市朝来市とととと協定締結協定締結協定締結協定締結しししし、、、、日常業務活動日常業務活動日常業務活動日常業務活動においてにおいてにおいてにおいて、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者のののの異常異常異常異常をををを察知察知察知察知したときにしたときにしたときにしたときに、、、、市市市市にににに連絡連絡連絡連絡するなどするなどするなどするなど、、、、安安安安

心心心心してしてしてして生活生活生活生活できるできるできるできる環境環境環境環境づくりにづくりにづくりにづくりに協力協力協力協力してしてしてしていますいますいますいます。。。。    

    

・・・・「「「「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」」」」のののの開催開催開催開催    

・・・・当金庫職員当金庫職員当金庫職員当金庫職員のののの応急手当普及員応急手当普及員応急手当普及員応急手当普及員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    

    

・ 複数名複数名複数名複数名のののの職員職員職員職員がががが、、、、姫路市消防局姫路市消防局姫路市消防局姫路市消防局、、、、加古川市消防本部加古川市消防本部加古川市消防本部加古川市消防本部よりよりよりより「「「「応急手当普及員応急手当普及員応急手当普及員応急手当普及員」」」」のののの認定認定認定認定をををを受受受受けけけけ、、、、定期的定期的定期的定期的にににに

「「「「普通救命講習会普通救命講習会普通救命講習会普通救命講習会ⅠⅠⅠⅠ」」」」をををを開催開催開催開催ししししていますていますていますています。。。。よりよりよりより多多多多くのくのくのくの知識知識知識知識・・・・技能講習者技能講習者技能講習者技能講習者のののの養成養成養成養成と２と２と２と２年毎年毎年毎年毎のののの更新講習更新講習更新講習更新講習をををを行行行行

いいいい、、、、２５２５２５２５年度年度年度年度はははは２５７２５７２５７２５７名名名名のののの職員職員職員職員がががが受講受講受講受講、、、、２６２６２６２６年年年年３３３３月末現在月末現在月末現在月末現在６７７６７７６７７６７７名名名名のののの職員職員職員職員がががが修了修了修了修了ししししましたましたましたました。。。。修了者修了者修了者修了者についてについてについてについて

もももも、、、、いざというときにいざというときにいざというときにいざというときに救命救命救命救命にににに必要必要必要必要なななな行動行動行動行動がががが取取取取れるようれるようれるようれるよう定期的定期的定期的定期的なななな受講受講受講受講をををを勧奨勧奨勧奨勧奨していますしていますしていますしています。。。。    

またまたまたまた、、、、地域地域地域地域のののの各種施設各種施設各種施設各種施設・・・・団体団体団体団体のののの中中中中にはにはにはには、ＡＥＤ、ＡＥＤ、ＡＥＤ、ＡＥＤがががが設置設置設置設置されているもののされているもののされているもののされているものの取扱者取扱者取扱者取扱者ががががいいいいなななないいいい、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは少少少少ないないないない

先先先先もももも多多多多くくくく、、、、これらのこれらのこれらのこれらの先先先先からのからのからのからの要請要請要請要請によりによりによりにより「「「「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、、、、心肺蘇生法心肺蘇生法心肺蘇生法心肺蘇生法のののの基礎知識基礎知識基礎知識基礎知識のののの習得者習得者習得者習得者

養成養成養成養成にににに協力協力協力協力していますしていますしていますしています。。。。    

    

    

・・・・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    

・ 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    

・ 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    

    

    

    

・・・・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しししし、、、、当金庫当金庫当金庫当金庫のののの管理管理管理管理職会職会職会職会、、、、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献血献血献血献血

キャンペーンを２キャンペーンを２キャンペーンを２キャンペーンを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。。。。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期時期時期時期にににに継続継続継続継続しししし

ててて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、、、、日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字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るだけでなくするだけでなくするだけでなくするだけでなく、、、、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ににに

もももも役立役立役立役立っていますっていますっていますっています。。。。    

        ２２２２５５５５年度年度年度年度        ・・・・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        １４５１４５１４５１４５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        １４１４１４１４９９９９名名名名    

    



    7777／／／／9999    

・・・・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    

・・・・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    ・ 平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年６６６６月月月月以降以降以降以降、、、、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「「「「認認認認

知症知症知症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しししし、、、、現在現在現在現在６７８６７８６７８６７８名名名名（（（（受講者累計受講者累計受講者累計受講者累計７７７７７３７３７３７３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。。。。認知認知認知認知

症症症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ことですることですることですることで、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者にににに対対対対ししししてはてはてはては、「、「、「、「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をとるをとるをとることがことがことがことが必要必要必要必要であるであるであるである。」。」。」。」というというというという

金庫内金庫内金庫内金庫内でのでのでのでの共通共通共通共通認識認識認識認識をををを持持持持つつつつというというという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りましたがありましたがありましたがありました。。。。    

・・・・複数名複数名複数名複数名のののの職員職員職員職員がががが、、、、全国全国全国全国キャラバン・メイトキャラバン・メイトキャラバン・メイトキャラバン・メイト連絡協議会連絡協議会連絡協議会連絡協議会よよよよりりりり「「「「キャラバン・メイトキャラバン・メイトキャラバン・メイトキャラバン・メイト」」」」((((講師役講師役講師役講師役))))のののの認定認定認定認定をををを受受受受けけけけ、、、、加加加加

古川市古川市古川市古川市キャラバン・メイトキャラバン・メイトキャラバン・メイトキャラバン・メイト連合会連合会連合会連合会とともにとともにとともにとともに、、、、営業地区内営業地区内営業地区内営業地区内においてにおいてにおいてにおいて、、、、定期的定期的定期的定期的にににに「「「「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しししし、、、、認知症認知症認知症認知症のののの人人人人やややや家族家族家族家族がががが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らしらしらしらし続続続続けることけることけることけることのできるのできるのできるのできる地域地域地域地域づくりにづくりにづくりにづくりに取取取取りりりり組組組組んでいまんでいまんでいまんでいますすすす。。。。    

    

【【【【    ４４４４．．．．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積極的積極的積極的積極的なななな情報発信情報発信情報発信情報発信】】】】    

項目項目項目項目    取組取組取組取組みみみみ内容内容内容内容    実績実績実績実績    ・・・・    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    

・・・・施策施策施策施策のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況のののの公表公表公表公表        

・・・・コンサルティングコンサルティングコンサルティング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等等等等やややや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

てのてのてのての成果等成果等成果等成果等をホをホをホをホ－－－－ムページやディスクロージャームページやディスクロージャームページやディスクロージャームページやディスクロージャー誌誌誌誌にににに具体的具体的具体的具体的でででで見見見見やすやすやすやす

いいいい一覧一覧一覧一覧形式形式形式形式でででで公表公表公表公表    

 

 

・ 平成平成平成平成２２２２４４４４年年年年度度度度のののの「「「「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」」」」はははは、、、、２５２５２５２５年年年年６６６６月月月月にホにホにホにホ－－－－ムページムページムページムページにににに掲載掲載掲載掲載、、、、7777 月月月月ににににははははディスディスディスディス

クロージャークロージャークロージャークロージャー誌誌誌誌ででででよりよりよりより見見見見やすいやすいやすいやすい形式形式形式形式でででで公表公表公表公表しましたしましたしましたしました。。。。    

・ 平成平成平成平成２２２２５５５５年年年年度度度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はははは、、、、平成平成平成平成２２２２６６６６年年年年６６６６月月月月にホにホにホにホ－－－－ムページムページムページムページにににに掲載掲載掲載掲載、、、、７７７７月月月月ににににははははディスディスディスディスクロージャークロージャークロージャークロージャー誌誌誌誌でででで

図表図表図表図表をををを増増増増やしてやしてやしてやして具体的具体的具体的具体的でででで分分分分かりやすかりやすかりやすかりやすくくくく有益有益有益有益なななな内容内容内容内容でででで公表公表公表公表にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    
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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    
              【【【【２２２２５５５５年年年年４４４４月月月月～～～～２２２２６６６６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 5,161 4   2  4 0.1  100.0 

うちその他 

要注意先 

② 
848 115   4 99  115 13.6 3.5 100.0 

要
注
意
先 うち 

要管理先 
③ 23 1 0  0   1 4.3 0.0 100.0 

 破綻懸念先 ④ 124 20 0  17   20 16.1 0.0 100.0 

 実質破綻先 ⑤ 138 1 0  0    1 0.7 0.0 100.0 

 破綻先 ⑥ 23 0 0  0 0 0.0 ― ― 

 小  計 

（②～⑥の計） 
1,156 137   4 116 137 11.9 2.9 100.0 

合  計 6,317 141   4 118 141 2.2 2.8 100.0 

            （注）            ・期初債務者数及び債務者区分は２５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」    
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平成平成平成平成２２２２５５５５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    計計計計    画画画画    実実実実    績績績績    

「「「「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，，，，６６６６５５５５００００先先先先    ２２２２，，，，７１０７１０７１０７１０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    ３３３３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    ９９９９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    ６５６５６５６５件件件件    ５０５０５０５０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    ２２２２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    １４１１４１１４１１４１先先先先    １４１１４１１４１１４１先先先先    

債務者区分債務者区分債務者区分債務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    ４４４４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）    ５５５５件件件件    ２２２２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    １５１５１５１５先先先先    ９９９９先先先先    

    

    

    

    

    

    

    


