
地域密着型金融の取組み状況（20年４月～21年３月） 

             巣鴨信用金庫 

１．項目 
１．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化 

（１）創業、新規事業支援 

２．タイトル 
外部機関を活用した総合的な創業・新規事業支援の実現 

３．動機（経緯） 

創業及び新規事業においては、事業計画の策定やその計画の評価が 

非常に大きなウエートを占めることから、外部機関のノウハウを活 

用することで、当庫で判断しきれない融資案件をお手伝いできるよ

うにしたい。 

４．取組み内容 

創業及び新規事業においては、創業計画・事業計画・経営革新計画 

等の各種計画書策定サポートを中小企業診断士の職員が携わり、保 

証協会「アシストプラザ」の活用や「板橋区創業ネットワーク」「 

板橋区立企業活性化センター」等公的機関を活用し、総合的なサポ 

―トを行いました。 

また、外部機関のノウハウを活用し、販路拡大やビジネスマッチン 

グ、専門家派遣、実務経験者の紹介等を行う窓口部署を業務部ビジ 

ネスサービスデスクとして体制を整備しました。 

５．成果（効果） 

創業関連の取組み件数 57件（融資相談、事業計画策定サポート等） 

創業関連の融資取扱件数 22件、実行金額 195百万円。 

創業アシストプラザ紹介件数６件 

中小企業基盤整備機構関東支部、東京都中小企業振興公社、板橋区 

立企業活性化センターとそれぞれ業務提携を締結し、中小企業施策 

等を活用したサポートを行う体制ができました。 

６．21 年 3 月まで       

の取組み状況に  

対する評価及び

今後の課題 

外部機関との連携窓口の部署を今年度より新たに業務部ビジネス 
サービスデスクに一本化したことで、組織力の増加が図られます｡ 
今後は、更に外部機関を積極的に活用できるように、営業店（現場） 
に対して、中小企業支援施策等の啓蒙を図っていく必要性を感じて

います。 

７．添付資料 
 

８．備考 
 

 

（別紙様式） 



地域密着型金融の取組み状況（20年４月～21年３月） 

             巣鴨信用金庫 

１．項目 
１．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化 

（２）経営改善支援 

２．タイトル 
「本気共生計画」策定及びモニタリングの強化 

３．動機（経緯） 

当庫では経営改善計画を「お客様と共に本気で悩み、共に改善を考

え共に豊かな将来へ向かって活動していく経営改善のサポート」と 

位置付け、その呼称を「本気共生計画」とし改善活動を行い、改善

計画のモニタリングの強化も図って行きたいと考えます。 

４．取組み内容 

「本気共生計画」の新規策定及び既策定先の進捗管理 

・取引先の調査、分析、改善策の検討及び提案 

・営業店との連携によるモニタリングの強化 

・策定先への定期訪問の実施、2次提案の検討 

財務分析診断書の作成による財務改善サポート 

・決算書による財務診断 

・財務診断から更に突っ込んだ財務改善提案 

５．成果（効果） 

中小企業診断士による「本気共生計画」策定の取組み 

新規策定件数 2件（債務額 206百万円） 

営業店とのモニタリング強化 

モニタリング対象先 106先のうち 51先を見直し 

債務者区分正常先にランクアップ 11件 

ランクアップはできないが、返済計画確立先 5件 

改善見込みがないと判断した先 11件 

企業診断のみ 8件、計画策定できない先 5件 

借入金完済先 11件          合計 51件 

 

６．21 年 3 月まで       

の取組み状況に  

対する評価及び

今後の課題 

「本気共生計画」モニタリングの管理が不十分であったことから、 
「本気共生計画」終了先を見直したことで、106件の管理先を 55件 
に整理し、改善計画モニタリングを徹底する先を明確にすることが

できました。今後は、営業店との連携を密にモニタリングを強化し

ていきたいと考えます。また、悪化する経済環境のなか、経営改善

を行う企業は増加すると思われるため、営業店と一体になり取引企

業の債権健全化を早期にお手伝いできる現場力の向上が課題と認識

しています｡ 

７．添付資料 
 

８．備考  

 

（別紙様式） 



地域密着型金融の取組み状況（20年４月～21年３月） 

             巣鴨信用金庫 

１．項目 
１．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化 

（３）事業再生 

２．タイトル 
外部機関とのネットワーク構築による事業再生サポートの促進 

３．動機（経緯） 

債務者区分が劣化する恐れのある中小企業が多く、経営改善サポー

トを効果的に実施するためにも、外部機関のノウハウを活用する必

要性は高い。特に中小企業再生支援協議会や東京都中小企業支援セ

ンター等の公的機関の積極的活用を考えたい。 

４．取組み内容 

「本気共生計画」策定先に対して、中小企業再生支援協議会を活用 

することで、複雑多岐にわたる課題や問題点の解決策を探る手助け 

となります。現在、東京都中小企業再生支援協議会との改善計画進

行中の案件は 2件。 

また、東京都、埼玉県の中小企業再生支援協議会の担当者との交流 

を通して、事業再生手法等のノウハウを身につけます。 

保証協会等の事業再生支援制度も併せて活用します。 

５．成果（効果） 

新規案件で、埼玉県中小企業再生支援協議会に 1件案件を持ち込み 

１次対応まで受理された案件あり。埼玉県は初めての利用であり、 

再生支援協議会の担当者との意見交換を活発に行うことができまし

た。 

東京都保証協会の「求償権消滅保証」の案件を３件（実行額 39百 

万円）取扱いました。 

埼玉県信用保証協会の事業再生資金制度融資「パワーアップ資金」 

を 6件計画承認いただき、486百万円を実行しました。 

６．21 年 3 月まで       

の取組み状況に  

対する評価及び

今後の課題 

外部機関を積極的に活用するノウハウを構築することができ、特に 
埼玉県中小企業再生支援協議会とのパイプを太くすることができた

ことは、今後の事業再生サポートにおいて役立つと思います。 

今後の課題としては、取引企業からご相談を受けるのに、お客様と 
の接点を太くしグリップしていないと、双方の意思統一が難しく事

業再生計画が頓挫する確率が高いことから、現場力の向上が課題と

認識しています｡ 

７．添付資料 
 

８．備考  

 

（別紙様式） 



地域密着型金融の取組み状況（20年４月～21年３月） 

             巣鴨信用金庫 

１．項目 
１．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化 

（４）事業承継 

２．タイトル 
当庫ファイナンシャルプランナーや中小企業診断士及び、外部専門

家との連携による事業承継サポート 

３．動機（経緯） 

取引先の中小企業で、近年、経営者の高齢化が進行、後継者の確保

が難しい状況が見受けられ、事業承継問題は今後重要な課題になっ

ていく。 

４．取組み内容 

自社株評価や相続対策のコンサルティリングに加え、事業承継資金 

面の対策、M&Aのマッチングサポートを、当庫ファイナンシャルプ 

ランナーや中小企業診断士及び、外部専門家との連携を図りながら 

対応していきます。 

５．成果（効果） 

 

事業承継の相談（自社株評価等含む）件数３９件 

M&Aの相談件数 ８件 

その他、相続がらみの相談等の相談実績は多数あり。 

６．21 年 3 月まで       

の取組み状況に  

対する評価及び

今後の課題 

事業承継問題に関しては、経営者が悩みを抱えながらも対応策を先 
送りしていたり、どこにどのように相談してよいかわからないとい

うケースが考えられます。長期スタンスで対応していくことが大切

であることを啓蒙していくセミナー等、外部機関を活用し行ってい

きたいと考えています。また、お客様接点で相談ニーズを的確に捉

えられる現場力向上が課題と認識しています。 

７．添付資料 
 

８．備考 
 

 

（別紙様式） 



地域密着型金融の取組み状況（20年４月～21年３月） 

             巣鴨信用金庫 

１．項目 

２．事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供

給手法の徹底 

（１）担保・保証に過度に依存しない融資等への取組み 

２．タイトル 
格付を限定した無担保融資（タントクプラス） 

３．動機（経緯） 

格付中位レンジのお客様への融資開拓商品として、通常商品より低

利でかつ迅速に対応できる商品の取扱いを継続したい。 

４．取組み内容 

2007年 9月 3日より取扱い開始し、継続実施。 

信用格付が「A-」「B+」「B」の先 

融資利率は固定金利及び変動金利を用意 

決裁権限は原則営業店長 

担保・保証に依存せず、財務内容のほか、経営姿勢・将来性・取引 

発展見込み・過去の返済実績などを総合的に判断し取組む商品。 

 

数値目標は設定せず。 

５．成果（効果） 

2008年 4月 1日から 2009年 3月 31日までの 

実行件数 418件、実行金額 3,230百万円 

2007年 9月 3日発売より累計 

実行件数 1,068件、実行金額 9,032百万円 

６．21 年 3 月まで       

の取組み状況に  

対する評価及び

今後の課題 

決裁権限を原則営業店長としたことで、案件の迅速化が図れ、権限

の委譲ができましたが、発売年度に比べると取扱件数の増加率は鈍

っています。（景気後退による業況悪化に伴い、緊急保証制度の活用

に動いた要因が大きいと考えます。） 
担保・保証に依存せず、お客様の知的資産評価をどう判断し、融資 

審査につなげていくかが、今後の課題と認識しています｡ 

７．添付資料 
 

８．備考 
 

 

（別紙様式） 



地域密着型金融の取組み状況（20年４月～21年３月） 

             巣鴨信用金庫 

１．項目 

２．事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供

給手法の徹底 

（２）企業の将来性、技術力を適格に評価できる能力等、人材育成

への取組み 

２．タイトル 

定量面のみならず、経営者の経営姿勢・計画等に共鳴するなど強く

支援を望む場合に定性面等に重点をおいた審査融資（やってみなは

れ）及び業種に強くなろう法人営業実践セミナーの実施。 

３．動機（経緯） 

お客様の経営に対する熱い気持ちを採り上げ、審査に反映させ、企

業の将来性等を評価する仕組み作りを通して、定量面に表れないも

のを見極める能力を醸成したい。 

４．取組み内容 

財務内容は芳しくなくとも、経営者の経営姿勢・計画等に共鳴し強 

く支援を望む場合に稟議申請し審査を行います。申請にあたっては

経営者の経営理念・方針・ビジョン等を必ず記載し、担当者の共鳴

した熱い思いを記入します。審査にあたっては、定量面のみならず、

定性面も重視して審査することとしています。 

営業課員の本業把握（知的資産評価）能力向上を図るため、「業種 

に強くなろう！法人営業実践セミナー」を半年間かけて集合研修 

3回、中小企業診断士の職員との同行訪問を行い、１つの業種に絞 

り現場実践の中で研修を実施しています。 

５．成果（効果） 

「やってみなはれ」案件 38件実行（実行金額1,305百万円） 

若手営業課員を中心に研修を行い、当庫主力取引業種である建設業 

、ソフト開発業、印刷業、卸売業、運送業、金属加工及び機械部品 

製造業を中心に、お客様の本業把握のためのコミュニケーション能 

力を高めることができました。 

６．21 年 3 月まで       

の取組み状況に  

対する評価及び

今後の課題 

営業課員のコミュニケーション能力向上による本業把握（知的資産 
評価）に対する意識付けを行うことができました。今後も継続して

人材育成に努めるなかで、現場力を上げていく予定です。 

また、「やってみなはれ」の企業風土を定着させていきたいと考えて

います｡ 

７．添付資料 
 

８．備考  

 

（別紙様式） 



地域密着型金融の取組み状況（20年４月～21年３月） 

             巣鴨信用金庫 

１．項目 

３．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献 

（１）地域全体の活性化、持続的な成長を視野に入れた、同時的・ 

   一体的な「面」的な取組み 

２．タイトル 
第一回すがもビジネスフェア「四の市」の開催 

３．動機（経緯） 

１９９２年より１７年間にわたり、巣鴨とげ抜き地蔵尊の縁日「四

の日」に開催してきた「おもてなし処」の一日３０００人の集客力

（特にご高齢者にセグメントされた）を地域の事業者の情報発信の

場として活用するとともに、巣鴨の街に新たな賑わいを創出したい

と考え計画しました。 

４．取組み内容 

杖、補聴器、リフォーム等ご高齢者の日常生活を快適で便利なもの 

にする商品・サービスを有する当金庫取引先や、地元自治体（板橋 

区・北区・荒川区）が主導する産学官クラスターの構成メンバー、 

豊島区・警察・消防の行政機関等２１の事業者にご出店いただき、 

本年２月２４日（火）に開催しました。開場当初は、一時的に入場 

制限を行う程のご来場者に出店事業者や役職員一同は、戸惑いを覚 

えると同時に、お客様のご期待の大きさに驚かされました。午前中 

に完売のブースも出る程の盛況ぶりで、最終的なご来場者数は４ 

４００人を数えました。 

５．成果（効果） 

ご出店いただいた事業者の皆様は異口同音に「四の市」の集客力に

驚かれるとともに、事前のご期待を上回る成果（販売量・情報発信

量・相談件数）にご満足され、「次回開催時にも是非出店したい」と

のご要望を多数頂戴致しました。 

６．21 年 3 月まで       

の取組み状況に  

対する評価及び

今後の課題 

 
ご来場者・ご出店者の皆様に大変喜んで頂くことが出来た結果、所

期の目的を達することができたものと考えております。当日の模様

は４月２８日（火）午後１０時より、テレビ東京「ガイアの夜明け」

で「地域活性化に取り組む信用金庫」として放映されました。 

【今後の課題】本年１１月４日に第二回を開催予定です。 

７．添付資料 
 

８．備考 
 

 

（別紙様式） 



 

地域密着型金融の取組み状況（20年４月～21年３月） 

             巣鴨信用金庫 

１．項目 
３．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献 

（２）地域活性化につながる多様なサービスの提供 

２．タイトル 
外部機関のノウハウを活用し、多彩なサービスを提供する 

３．動機（経緯） 

融資部ビジネスパートナーと業務部ビジネスサービスデスクを発展

統合させ、業務部ビジネスサービスデスクに集約し、ワンストップ

相談窓口を強化。産学金連携、外部機関・各種公的団体とのネット

ワークを構築し、情報発信・経営サポートを実施する。 

４．取組み内容 

融資部ビジネスパートナーと業務部ビジネスサービスデスクを発展 

統合させ、業務部お客様サポートセンタービジネスサービスデスク 

に集約し、ワンストップ相談窓口を強化しました。 

立教大学とビジネスクリエーター養成プログラム（新しいビジネス 

の提案）、としま公開ビジネス講座（全６講座）開催。各種公的団体 

主催のコンサルティング事業・セミナーの共催、後援（IT経営応援 

隊・いたばし産業見本市・豊島ものづくりメッセ等）。外部機関との 

ネットワーク構築による中小企業施策の積極的活用のご提案。すが 

もビジネスレポートによる経営全般の情報提供。税理士法人からの 

情報提供。 

５．成果（効果） 

ビジネスクリエーター養成プログラム（2期生 30名最終報告・３期 

目へ）。としま公開ビジネス講座（一般区民、取引先、学生等の参加 

220名：前期３回実施計 93名・後期３回実施計 127名）。IT経営応 

援隊１コース実施（１３名参加）。いたばし産業見本市（３日間相談 

ブ―ス出展）、豊島ものづくりメッセ（３日間相談ブース出展）。 

中小企業基盤整備機構・東京都中小企業振興公社・板橋区企業活性 

化センターと業務提携を締結し、外部機関ネットワークを構築し中 

小企業施策活用の体制を構築しました。 

６．21 年 3 月まで       

の取組み状況に  

対する評価及び

今後の課題 

外部機関とのネットワークを活用した幅広い情報提供、経営指導を 

行う体制を今まで以上に広げることができました。今後は、構築し

た外部機関とのネットワークを効果的に活用できる仕組みを営業店 
も含め考えていきたいと考えます。 
本部主導よりお客様や地域に近い現場（営業店）主導で活用できる 

ように外部機関との連携を啓蒙していくことが、今後の課題と認識

しています｡ 

７．添付資料 
 

８．備考  

（別紙様式） 



地域密着型金融の取組み状況（２０年４月～２１年３月） 

             （巣鴨信用金庫） 

１．項目 
協同組織金融機関としての具体的な取り組み 

１．地域密着型金融としての具体的な取組み 

２．タイトル 

① 目利き能力の向上、人材の育成 

・ 営業店幹部を対象としたＯＪＴ研修の実施 

・ 融資審査研修の充実 

・ 中小企業診断士の養成 

３．動機（経緯） 

企業の将来性、技術力を的確に評価できる能力等の人材育成の為 

４．取組み内容 

（１）融資部審査担当者による融資課役席者に対する「臨店指導研

修」を実施しました。（３５店舗に対して４回実施） 

（２）融資部による「融資事例研修」を営業店長・融資課役席者を

対象に実施しました。（２回実施、受講者１４０名） 

（３）営業店融資課職員を対象に「融資部審査トレーニー」を実施

しました。（３回実施、受講者６名） 

（４）融資課職員、営業課職員を対象に「融資力アップ出前研修」

を実施しました。（３２回実施、受講者３９３名） 

（５）支店長を対象に「外為取引の重要性講座」、外為担当者を対象

に「外為取引先の発掘講座」を実施しました。（２回実施、受

講者７４名） 

（６）営業店職員を対象に「融資審査、財務分析等研修」を実施し

ました。（３回実施、受講者６１名） 

（７）部・店長を対象に「地域活性化セミナー」を実施しました。 

（１回実施、受講者５７名） 

（８）２００９年３月開講中小企業大学校（中小企業診断士養成課

程）に職員１名を派遣しました。 

５．成果（効果） 

融資部審査担当者による臨店指導研修は、定期的に実施したこと

で成果がありました。 

営業店長・役席者を対象にした研修は、営業店の幹部に対する研

修であり営業店の職員に影響を与える効果がありました。 

営業店の営業課員・融資課員に対する「融資力アップ出前研修」

は対象者も多く、全体のレベル向上に大きな成果がありました。 

（別紙様式） 



６．２１年３月まで       

の取組み状況に  

対する評価及び

今後の課題 

 融資事例研修、トレーニー、融資審査、財務研修、出前研修等計

４３回実施、延べ受講者７３１名となり、研修回数、受講者数で

評価できます。 

 

７．添付資料 
 

８．備考 
 

 



地域密着型金融の取組み状況（20年４月～21年３月） 

             巣鴨信用金庫 

１．項目 
協同組織金融機関としての具体的な取組み 

１．地域密着型金融としての具体的な取組み 

２．タイトル 
②身近な情報提供・経営指導・育成 

３．動機（経緯） 

融資部ビジネスパートナーと業務部ビジネスサービスデスクを発展

統合させ、業務部ビジネスサービスデスクに集約し、ワンストップ

相談窓口を強化。産学金連携、外部機関・各種公的団体とのネット

ワークを構築し、情報発信・経営サポートを実施しました。 

４．取組み内容 

融資部ビジネスパートナーと業務部ビジネスサービスデスクを発展 

統合させ、業務部お客様サポートセンタービジネスサービスデスク 

に集約し、ワンストップ相談窓口を強化しました。 

立教大学とビジネスクリエーター養成プログラム（新しいビジネス 

の提案）、としま公開ビジネス講座（全６講座）開催。各種公的団体 

主催のコンサルティング事業・セミナーの共催、後援（IT経営応援 

隊・いたばし産業見本市・豊島ものづくりメッセ等）。外部機関との 

ネットワーク構築による中小企業施策の積極的活用のご提案。すが 

もビジネスレポートによる経営全般の情報提供。税理士法人からの 

情報提供。 

５．成果（効果） 

ビジネスクリエーター養成プログラム（2期生 30名最終報告・３期 

目へ）。としま公開ビジネス講座（一般区民、取引先、学生等の参加 

220名：前期３回実施計 93名・後期３回実施計 127名）。IT経営応 

援隊１コース実施（１３名参加）。いたばし産業見本市（３日間相談 

ブ―ス出展）、豊島ものづくりメッセ（３日間相談ブース出展）。 

中小企業基盤整備機構・東京都中小企業振興公社・板橋区企業活性 

化センターと業務提携を締結し、外部機関ネットワークを構築し中 

小企業施策活用の体制を構築しました。 

６．21 年 3 月まで       

の取組み状況に  

対する評価及び

今後の課題 

外部機関とのネットワークを活用した幅広い情報提供、経営指導を 
行う体制を今まで以上に広げることができました。今後は、構築し

た外部機関とのネットワークを効果的に活用できる仕組みを営業店 
も含め考えていきたい。 

７．添付資料 
 

８．備考  

 

（別紙様式） 



地域密着型金融の取組み状況（20年４月～21年３月） 

             巣鴨信用金庫 

１．項目 
協同組織金融機関としての具体的な取組み 

１．地域密着型金融としての具体的な取組み 

２．タイトル 
③商工会議所、商工会、中小企業再生支援協議会等、他機関との 

 連携 

３．動機（経緯） 

地域の企業に対して経営サポート活動を効果的に実施するために

も、外部機関とのネットワークを構築し、そのノウハウを活用する 

必要性は高いと認識しております｡ 

４．取組み内容 

外部機関との連携強化を図るため、創合企画部に地域活性化担当の 

窓口を設け、業務部ビジネスサービスデスクとともに積極的に外部 

機関との業務提携締結に努め、ネットワークの強化を図りました。 

また、埼玉県の各外部機関にも積極的に本部サイドから足を運び、 

外部機関の担当者との交流を通して、連携強化に努めました。 

５．成果（効果） 

中小企業基盤整備機構関東支部・中小企業大学校東京校・東京都 

中小企業振興公社・板橋区立企業活性化センターと業務提携を締結 

した。また、東京商工会議所・埼玉県中小企業振興公社・川口商工 

会議所とは、本部ビジネスサービスデスク職員が訪問を重ねる中、 

担当者レベルでの連携強化を図ることができました。 

東京都、埼玉県の中小企業再生支援協議会とは、「本気共生計画（経 

営改善計画書）」策定の過程で、担当者レベルでのノウハウ提供に 

協力していただいています。 

６．21 年 3 月まで       

の取組み状況に  

対する評価及び

今後の課題 

今までの属人的な外部機関との関わりから、組織としての連携強化 
を図ることができました。 
今後は、構築したネットワークを効果的に活用できるような仕組み 
作りが必要であり、営業店（現場）からも積極的に活用できるよう 

な組織を構築していきたいと考えます｡ 

７．添付資料 
 

８．備考 
 

 

（別紙様式） 



地域密着型金融の取組み状況（20年４月～21年３月） 

             巣鴨信用金庫 

１．項目 
協同組織金融機関としての具体的な取組み 

１．地域密着型金融としての具体的な取組み 

２．タイトル 
④会員に対する相談機能を活かした予防策を中心に、目的別ローン

なども活用した、「多重債務者問題」解決への一定の役割の発揮 

３．動機（経緯） 

「賢いローンの使い方」をテーマに地域の方々を対象としたセミナ

ーなどを開催し、啓蒙を図ることにより多重債務の発生を未然に防

ぎたい。 

４．取組み内容 

豊島区の外郭団体である「豊島区未来財団」とタイアップし、豊島

区民を対象としたカルチャーセミナーにおいて、「賢いローンの使い

方」をテーマに当金庫のファイナンシャルプランナーが講師となっ

て実施 

 

５．成果（効果） 

２００８年５月に２回開催 

区民参加人数 ３８名 

受講後の感想では、ローンの借入額と家計の収支の関係がわかりや

すく、自分自身の借入限度額が認識できたとの評。 

６．21 年 3 月まで       

の取組み状況に  

対する評価及び

今後の課題 

開催頻度、対象の拡大により、啓蒙の効果を広げていく必要がある｡ 

７．添付資料 
 

８．備考 
 

 

 



地域密着型金融の取組み状況（20年４月～21年３月） 

             巣鴨信用金庫 

１．項目 
協同組織金融機関としての具体的な取組み 

１．地域密着型金融としての具体的な取組み 

２．タイトル 
⑤個人・小規模事業者の資金ニーズに対するきめ細やかな対応 

３．動機（経緯） 

「オーダーメイドの融資提案と経営相談」と「出前バンキング」に 

よるきめ細かな対応が求められると認識しています｡ 

４．取組み内容 

融資部ビジネスパートナーと業務部ビジネスサービスデスクを発展 

統合し、ワンストップ相談窓口とすることで、中小企業診断士と 

ファイナンシャルプランナーによる融資相談、経営相談、FP相談等 

を一ヶ所で対応し、お客様のニーズに幅広くお応えできる体制を整

えました｡ 

住宅ローンセンターを中心に、住宅ローン休日、夜間の訪問相談体 

制による出前バンキングを実施し、お客様の相談しやすい体制を構

築しています｡ 

 

５．成果（効果） 

ビジネスサービスデスクへのフリーダイヤル・メールによる簡易相 

談にスピーディに対応し、ビジネスサービスデスク担当者が営業店 

同行訪問（出前バンキング）333件（内訳：経営改善等の相談 27件、 

その他経営相談 53件、相続関係相談 11件、不動産関係 4件、その 

他ＦＰ相談 29件、営業課員との同行訪問 209件）。 

住宅ローンアドバイザーを中心とした出前バンキング住宅ローン取 

扱い件数 992件、取扱い金額 25,110百万円。 

の実績を上げることができました｡ 

６．21 年 3 月まで       

の取組み状況に  

対する評価及び

今後の課題 

ビジネスサービスデスクの機能拡充により、お客様からの直接の問

合わせだけでなく、営業店経由の問合せにも積極的に本部部署が動

くことができました。但し、お客様との接点である営業課員の現場 
力向上が重要であり、更なるお客様のニーズを掘り起こす必要を感

じています。 

 

７．添付資料 
 

８．備考  

 

（別紙様式） 



地域密着型金融の取組み状況（20年４月～21年３月） 

             巣鴨信用金庫 

１．項目 
協同組織金融機関としての具体的な取組み 

１．地域密着型金融としての具体的な取組み 

２．タイトル 
⑥地域・生活に密着した活動を行っているコミュニティビジネスや 

 NPOへの支援・融資、地域社会への貢献・還元 

３．動機（経緯） 

にしすがも創造舎(豊島区文化芸術創造支援事業)を運営するＮＰＯ法人

アートネットワーク・ジャパンと当金庫による産官連携の街おこし企画（内

閣府の「地域再生計画」として認可）を２００８年１２月４日と２００９年２月

４日に実施。 

４．取組み内容 

当金庫は、「巣鴨とげ抜き地蔵尊」の縁日にあたる「四の日」に、本店３ 
階ホールを無料休憩所として開放し、「お煎餅とお茶」をサービスする「お 

もてなし処」を１９９２年より開催し、現在では毎回３０００人以上のご来場 
者を数えています。この集客力を「街おこし」に活用できないか、というＮ 

ＰＯ法人アートネットワーク・ジャパンの申し出を受け、「おもてなし処」 
で、同法人プロデュースによる人形劇を開催しました。 

５．成果（効果） 

「おばあちゃんの原宿」とよばれる巣鴨らしく、「おもてなし処」は 

普段はご高齢者一色に染まりますが、当日は、多数の子育て世代が 

来場され、幅広い年代層にお楽しみ頂くことができました。 

当日の模様は、朝日新聞にも大きく取上げられ、産官連携 

の街おこしに一役買うことができました。 

６．21 年 3 月まで       

の取組み状況に  

対する評価及び

今後の課題 

 
今回の取組みは、ご来場者やＮＰＯ法人から高い評価を頂戴しました。 

今回は単発的な取組みでしたが、今後はＮＰＯ法人アートネットワ 

ーク・ジャパンとの調整を踏まえ、継続的なイベント化の可能性を検討し

たいと考えています｡ 

７．添付資料 
 

８．備考  

 

（別紙様式） 



地域密着型金融の取組み状況（20年４月～21年３月） 

             巣鴨信用金庫 

１．項目 
協同組織金融機関としての具体的な取組み 

１．地域密着型金融としての具体的な取組み 

２．タイトル 
⑦顧客ニーズを踏まえて創意工夫をこらした多様な融資 

 

３．動機（経緯） 

財務内容だけにとらわれず、お客様の知的資産（本業把握）を評価 

したお客様それぞれのニーズに合わせた金融面でのお手伝いをして

いきたい。 

４．取組み内容 

財務内容や格付けにとらわれることなく、お客様の知的資産（本業 

把握）を評価し、お客様をよく知ることで本当に必要な資金であれ 

ば、資金調達のお手伝いをしていこうという「やってみなはれ」の 

風土作り。 

担保に頼らないプロパー融資商品の販売促進を図り、財務安定先に

対して「スーパータントク」（１億円以内、５年以内）「タントク」

（５千万円以内、５年以内）を、一般的なお取引先に対しては「タ

ントクプラス」（２千万円以内、５年以内）を推進しました。 

段階的金利優遇融資「指きりゲンマン」等の融資実行後の取引振り 

により、取引条件（金利）を優遇していく商品も提供しています。 

５．成果（効果） 

「やってみなはれ」によるお客様と担当者の熱い想いにお応えした 

融資案件件数３８件、実行金額 1,305百万円。 

「スーパータントク」取扱件数 591件、実行金額 11,675百万円 

「タントク」取扱件数 125件、実行金額 2,281百万円 

「タントクプラス」取扱件数 418件、実行金額 3,230百万円 

「指きりゲンマン」取扱件数 3件、実行金額 12百万円 

 

６．21 年 3 月まで       

の取組み状況に  

対する評価及び

今後の課題 

保証協会付融資をはじめとする制度融資や当庫のプロパー商品に対 

する営業力は評価できる成果を上げることができましたが、お客様

の知的資産（本業把握）評価力は高いとはいえません。 
今後は営業課員の現場力向上が重要課題と考えます。 

７．添付資料 
 

８．備考  

 

（別紙様式） 


