地域密着型金融に関する取組み状況
平 成 23 年 10 月
西中国信用金庫

当金庫は、「地域社会発展への貢献」を経営理念としており、また協同組織金融機関としての役割を
果たすべく、平成 17 年 4 月より継続して地域密着型金融の推進を図り、中小企業の支援と地域経済の
活性化に積極的に取組んでいます。
今般、地域密着型金融の取組み状況を取りまとめましたので、お知らせいたします。
今後も、地域密着金融を推進する担い手として、お取引先の事業再生や経営改善支援の強化、中小
企業金融の円滑化等への取組みを積極的に推進するとともに、地域経済の活性化に寄与し、地域の再
生・繁栄に貢献してまいります。

記
地域密着型金融の取組み状況
１．地域密着型金融の取組みを推進するための態勢整備の状況
２．顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮
３．地域の面的再生への積極的な参画
４．地域や利用者に対する積極的な情報発信
以 上
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（１） 本部による
本部による営業店支援態勢
による営業店支援態勢の
営業店支援態勢の構築
■取組み内容
お取引先企業の経営改善計画書の策定支援・進捗管理を通じて一層の経営支援強化に取組む
ため、本部による営業店支援態勢の構築として、以下の取組みを実施し、営業店と本部が情報
を共有し、一体となってお取引先企業の経営改善に向けた取組みを行うこととしています。
○経営改善計画書の取扱方法・管理方法の周知徹底
＜本部関与案件の場合＞
○融資管理部経営相談グループによる経営改善計画書の検証
○本部および営業店の双方向による経営改善計画書策定後の進捗状況管理
■成果・実績
お取引先企業の経営改善計画書の策定を支援することにより、早期に経営者の意識変革の醸
成と経営改善の目標設定が明確となり、経営改善に向けた取組みへのスピード化が図られてい
ます。
■評価および今後の課題
お取引先企業と経営改善で向き合うことができ、一定の成果が上がっているものと評価して
おります。
今後も、取引先企業へ適切なアドバイスが行えるよう職員のレベルアップを図ってまいりま
す。
（２） 専門知識・
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人材育成・情報共有態勢
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■取組み内容
若手職員・中堅職員を中心としたキャリア形成の一環として、毎年初に研修計画を立案し、
「目利き力」「コンサルティング力」の養成を目的に下記講座への派遣を実施しました。
○中国地区信用金庫協会主催
ＦＰ養成講座、企業再生支援講座、目利き研修講座
○山口県信用金庫協会
融資審査能力養成講座、渉外担当者訓練講座
■成果・実績
・ＦＰ養成講座

受講者 ６名

・企業再生支援講座

受講者

６名

・目利き研修講座

受講者 ９名

・融資審査能力養成講座 受講者

７名

・渉外担当者訓練講座 受講者 ６名
■評価および今後の課題
研修派遣職員は、研修終了後に研修報告および受講報告会を実施しており、その内容から「目利
き力」「コンサルティング力」の重要性と知識の習得が窺え、中小企業支援のための能力向上に繋が
ったと評価しております。
今後も継続して「目利き力」「コンサルティング力」の養成を推進し、職員全体のレベルアップを図っ
てまいります。

顧客企業に
するコンサルティング
コンサルティング機能
機能の
２．顧客企業
に対する
コンサルティング
機能
の発揮
（１）関係機関と
関係機関と連携した
連携した経営改善
した経営改善につながる
経営改善につながるサービス
につながるサービスの
サービスの提供
■取組み内容
中小企業に対する新たなビジネスチャンスの提供と経営相談会による経営課題の克服に向け、昨
年に引き続き、第４回山口県しんきん合同ビジネスフェアを山口県下４信用金庫合同で開催しまし
た。
【開 催 名】

第４回山口県しんきん合同ビジネスフェア２０１１

【開 催 日】

平成２３年３月１６日（水）

【開催場所】

山口県スポーツ文化センター

【開催内容】
○山口県内２１８社による企業展示コーナーへの出展
○バイヤー企業４４社による個別商談会の実施
○中小企業経営支援機関・団体・企業８社による経営相談会の実施
○高校生を対象とした「金融に関する勉強会」の実施
■成果・実績
一般来場者数 約２，８００人
①企業展示コーナー

商談件数 ２８４件
⇒当日商談成約数 １８件（成約率 ６．３％）

②個別商談会

商談件数 ２２２件
⇒当日商談成約数

③経営なんでも相談会 相談件数

８件（成約率 ３．６％）

１９件

■評価および今後の課題
参加者を対象としたアンケートでは、５８％から９４％の方々より好評価をいただき、一定の成果を
上げたものと評価しております。
今後も、開催内容についてマンネリ化することのないよう、新しい試み等を検討していくこ
とにより参加者の満足度の向上を図ってまいります。

（２） 創業・
創業・新事業支援
■取組み内容
創業・新事業支援に対応するため、お客さまに関する情報の収集および情報の蓄積に努め、資金
面での支援を含めた金融サービスの提供を行いました。
■成果・実績
創業・新事業支援策として、山口県起業化支援資金、島根県創業者支援資金、下関市起業資金、
山口県新事業展開資金の制度融資を利用し、１９先へ１３４．５百万円の支援を行いました。
【実

績】

○山口県起業化支援資金

１１件

８６百万円

○下関市起業資金

３件

６百万円

○山口県新事業展開資金

２件

６百万円

○島根県創業者支援資金

３件

３５百万円

計１９件 １３４百万円
■評価および今後の課題
創業・新事業支援への取組みにつきましては、毎期着実に新規実績を計上しており、一定の成果
が上がっているものと評価しております。
今後もお取引先の支援強化を継続、拡大していくために、お客さまのニーズの発掘と、きめ細かな
情報収集に努め、更に充実した金融サービスのご提供に努めてまいります。
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■取組み内容
担保・個人保証に過度に依存しない融資商品として、スコアリングモデルを利用した簡易か
つ迅速な「にししん事業者スピードローン」等の推進に取組んできましたが、平成２３年度か
らは新商品「にししん事業者スピードローンネクスト」の推進により、継続的な対応を行って
います。
■成果・実績
「にししん事業者スピードローンネクスト」は担保・個人保証に過度に依存しない、スコア
リングモデルを利用した簡易・迅速な融資商品として利便性の高いものであると考えていま
す。
■評価および今後の課題
既存商品の取扱実績が低調なこと等にも鑑み、平成２３年度より新商品「にししん事業者ス
ピードローンネクスト」の推進に取組んでいます。
今後も、お客さまのニーズの発掘と情報収集に努め、不動産担保・個人保証に過度に依存し
ない融資を継続的に推進していくとともに、企業の事業価値を見極め、経営課題を把握し、解
決していく職員の目利き能力の向上に努めてまいります。
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■取組み内容
融資管理部内に、企業支援の専門部門として経営相談グループを配置し、対象先企業４０社
に対して経営改善に向けた支援業務を行いました。
■成果・実績
経営改善支援を行った結果、対象先企業のうち６先がランクアップいたしました。
■評価および今後の課題
対象先企業の指導状況のチェックおよび経営改善計画書の策定支援等を通じて経営相談・支
援に取り組んだ結果、６先がランクアップとなり、成果は上がっているものと評価しておりま
す。
今後は、財務面だけではなく事業全体の再生手法が重要であることから、山口県中小企業再
生支援協議会等の外部機関との連携を図ってまいります。また、専担者は、対象先企業へ直接
訪問することにより、支援の機会を増やすとともに、専門知識の習得に努め、更なるスキルア
ップを図ってまいります。
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■取組み内容
医療・福祉をはじめとした社会生活の様々な分野においてＮＰＯ法人の活動が注目され、地
域貢献への期待が高まっています。当金庫も地域全体の活性化を図るため、資金面での支援を
推進しています。
■成果・実績
当金庫のＮＰＯ法人に対する与信先のすべてが介護支援事業を営んでおり、今後もその需要
は高まっていくものと想定されることから、積極的な支援を推進しています。
２２年度融資実績 合計１件

８百万円

２３年３月末残高 合計４件 ８４百万円
■評価および今後の課題
毎期実績を計上しており、ＮＰＯ法人へ対する資金面も含めた支援が図られているものと評
価しています。
今後も新規事業者および既存のお取引先の業容拡大に関する情報収集も含め、事業計画の実現
の可能性について、詳細な検証を行ってまいります。
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■取組み内容
利用者満足度を重視した経営体制を確立するため、お客さまの意見や要望を把握し、これに
適切に対応することを目的として「お客さまアンケート」を実施しました。
【調査対象】全６２店舗 ３，８３３名のお客さまを対象に実施
【調査機関】平成２２年１１月１日（月）から平成２２年１１月１２日（金）までの９日間
【調査方法】「来店されたお客さまに協力を依頼する方式」と「得意先係がお客さまを訪問し
た際に協力を依頼する方式」に分けて実施
【調査内容】（下記１０項目について調査を実施）
①店舗全体の雰囲気、②職員の挨拶、③窓口係の応対、④来店時の待ち時間
⑤商品・リスク等の説明、⑥渉外担当者訪問時の印象、⑦渉外担当者の約束・時間の厳守
⑧相談・質問に対しての対応、⑨ＡＴＭの利用時間、⑩当金庫に期待すること
■成果・実績
各営業店が「笑顔の挨拶運動」の継続的な実施や、アンケート調査結果を踏まえた改善策を
実施し、お客さま満足度（ＣＳ）の向上が図られています。
■評価および今後の課題
前回のアンケート調査結果を踏まえ各営業店が改善策を実施した結果、今回のアンケート調
査において９割以上のお客さまから支持を頂いていることから、お客さま満足度の向上が図ら
れているものと評価しています。
また、アンケートのその他ご要望等につきましては、お客さま満足度向上を基本として検討
していく予定としております。

