
地域密着型金融推進計画 

平成２３年度 具体的な取り組み実績 

三島信用金庫が「地域のホームドクター」を目指すために実施した、平成２３年度

における地域密着型金融の具体的取組み事例を公表します。 

 

◎ 地域密着型金融の具体的な取り組み実績について 

１． 顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮 

中小企業診断士の資格をもつ職員が配置されている本部のサポート営業部と営業店の連携協力に

より、各種経営相談・支援を行っております。 

 

◆ 創業・新事業支援 

 さんしんは、中小企業新事業活動促進法の申請をするお取引先のお手伝いを行い、平成２３年度の

承認件数は３１件となりました。また、新事業支援融資は３件、４０百万円の実績となりました。 

 経営革新・農商工連携・地域資源活用・新連携に対して専門家派遣制度を取り入れ、効果的な支援

を目指しています。 

 
◆ 事業再生と経営改善に向けた取り組み 

さんしんは、「地域のホームドクター」としてのコンサルティング機能を十分に発揮させ、お客さまと一

体となった事業再生および経営改善支援活動を行っています。平成２３年度取組み実績は下記となっ

ています。 

 

経営改善支援の取組み実績
【２３年４月～２４年３月】
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２． 地域の面的再生への積極的な参画 

◆ ビジネスマッチング 

さんしんでは、ネットワークを活かし、地域経済の再生・活性化、お客さまの取引拡大の支援に積極的に

取り組んでいます。その中でも、お客さまの販路開拓や自社製品のＰＲの場として「ビジネスマッチング・イ

ベント」の開催・出展支援を行っています。 

 ◇静岡県東部・十勝帯広ビジネスマッチング「食＆農」こだわりの逸品展示会２０１１ 

平成２３年１１月１０日、当金庫主催によるビジネスマッチングを沼津卸売商社センター展示場で開催

しました。今回は、さんしんと業務提携している帯広信用金庫も特別協賛し、県内東部の４信用金庫、４

商工会議所が連携して、「食と農」をテーマに静岡県東部地区から５１事業所・団体の５５ブースが、十

勝・帯広地区からは１９事業所・団体が出展しました。 

来場者との商談に留まらず、出展者同士の商談も活発に行われたほか、出展者とバイヤー企業によ

る事前予約の個別商談会も行われました。 

◇ビジネスマッチングミニ商談会 

当金庫主催の「ビジネスマッチングミニ商談会」をサポートセンター夢で開催しました。 

農業生産者と食品加工業者を対象に、平成２３年７月２２日を第１回として計３回、平成２４年３月２２

日に工業系事業者を対象に行われました。 

 

全国各地で開催されるビジネスマッチングへのお客さまの出展支援を行っています。 

◇東北海道「食のビジネスマッチング・商談会」２０１２（平成２４年１月３０、３１日） 

さんしんが業務提携している帯広信用金庫など東北海道の６信金が共催し、北海道帯広市内で開催

されました。出展した５５社のうち、さんしんの取引先４社が出展しました。 

◇しんきんビジネスマッチング静岡 第３回商談会「つなぐチカラ」（平成２３年１０月１８日） 

しずおか信用金庫等４信金の主催でツインメッセ静岡で開催され、さんしん取引先１社が参加しまし

た。 

◇しんきんビジネスマッチング「第７回ビジネスフェア２０１１」（平成２３年１０月２８日） 

東海地区信用金庫協会の主催でポートメッセなごやで開催されました。さんしんの取引先４社が出展

しました。 

◇第２５回東京ビジネスサミット２０１１in 神戸（平成２３年１２月１日、２日） 

 神戸国際展示場で開催され、さんしんの取引先２社が出展しました。 



◆ 担保・保証に過度に依存しない融資等の推進 

さんしんでは、円滑な資金供給によりお客さまの再生・活性化を図るために、担保・第３者保証が不要

な融資商品を取り扱っています。平成２４年３月末の主な商品・取扱状況は下記のとおりです。 

 

◆ 新成長分野への積極的な支援 

◇ファルマバレープロジェクトに積極的に協力 

    平成２３年１２月に静岡県東部１２市町村が「ふじのくに先端医療総合特区」として指定されました。

富士山麓に医薬の健康先端都市づくりを目指して企業や研究所の誘致を進める計画（ファルマバレー

プロジェクト）で、三島市、沼津市などの周辺１２市町村が関わっています。 

さんしんはファルマバレーセンターに職員を派遣するなど積極的に協力を行っています。 

◇中小企業の農商工連携支援 

    農林漁業者と商工業者が共同で新たな商品・サービスの開発・販売等を行う「農商工連携」の支援も

積極的に行っています。 

    「農商工等連携促進法」の事業計画づくりのための相談会を平成２３年１０月４日に開催しました。 

   ◇農業者の支援 

    農業者向け融資商品として平成２３年５月から｢アグリスーパー《タイプ１》｣、続いて平成２３年１０月

から県内金融機関の先陣を切って、県農業信用基金協会との提携商品である「アグリスーパー《タイ

プ 2》｣の取り扱いを開始しました。 

 

◆ 地域との連携強化 

  ◇熱海市とパートナーシップ協定締結 

平成２４年２月２３日に熱海市と連携体制を構築し、効率的な事業展開と新規事業の開発など地域

経済活性化を図ることを目的にパートナーシップ協定を結びました。 

 ◇静岡大学と業務協力協定を締結 

静岡大学と地域経済の発展に寄与することを目的として「産学連 

   携に関する業務協力協定」を平成２４年３月２９日に締結しました。 

さんしんは「地域のホームドクター」の実現に向けて、新分野進出・ 

新事業展開に関する情報交換や技術支援を連携により強化し、企業 

を支援します。 

（単位：件、百万円）

実行件数 実行金額

スプラッシュ１００ 312 4,680

スーパースプラッシュ 173 4,912

スプラッシュプラス 149 2,547

スーパーウェーブ 288 4,911

すいせん５００ 21 69

商品名
平成２４年３月３１日現在



３． 地域の利用者への積極的な情報発信 

◆ 各種経営セミナー、イベント、相談会を開催 

さんしんではサポートセンター「夢」を中心に、地域経済の活性化

のための各種セミナー、イベント、相談会を開催しています。 

◇雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金説明会 

 平成２３年４月８日に静岡労働局の担当者を講師に招き、東日

本大震災の被害に伴う雇用調整助成金の説明会を開催しまし

た。 

◇海外進出セミナー 

平成２４年２月２２日に外部から講師を招き、海外ビジネスでのアドバイスや海外進出の成功事例

などについての講演を行いました。 

◇社会保険労務士による「無料年金相談会」 

本支店を会場に、社会保険労務士による「無料年金相談会」を計１５回開催しました。 

◇「さんしん日曜日住宅ローン相談会」の開催 

平成２３年１２月１１日、「さんしん日曜日住宅ローン相談会」を３会場（下土狩支店・沼津北支店・

サポートセンター夢）で開催し、中心に多くのお客さまがご来場されました。 

◇「さんしんドリームフェスタ」 

     三島南支店新築移転とサポートセンター夢の開設１周年を記念し 

て平成２３年７月１２日、に「さんしんドリームフェスタ」をサポートセン 

ター夢で開催しました。年金相談やＡＥＤ体験など４つのイベントを開 

催、また小学生の絵画・新聞も展示しました。 

◇第２回「夢企業大賞」 

      ビジネスプランコンテスト「夢企業大賞」は、５３件の応募がありまし

た。同大賞は中小企業の発展と地域経済の活性化を目的とし、新た

なビジネスプランを奨励、顕彰するものです。 

 
◆ 大学の金融講座に講師を派遣 

 平成２３年９月から翌年２月にわたり、日本大学短期大学部商経学科の「金融ビジネス論」講座に職

員８名を講師として派遣し、短大生に最新の情報を交えた金融ビジネスについての講義を行いました。  

 

◆ 地元高校生と連携、高校生に企業研究の場を提供 

 地元高校生が見聞を広めることを目的に地元企業への訪問を斡旋しています。平成２３年度は４回

行われ、２４７名の地元高校の生徒が企業を訪問、仕事と働くことの意義について学びました。 

 

◆ 中学生の職場体験学習 

   近年、中学校ではキャリア教育の一環として職場体験学習を実施しており、さんしんもその受入れに

協力しています。営業店や本部で金融機関の業務を体験しています。 

 



４． 具体的な数値目標実績 

項    目 ２３年度 数値目標 ２３年度 実績 

中小企業新事業活動促進法承認件数 年間  １５先 年間  ３１先 

中小企業再生支援協議会への持込み 年間   １件 年間   -件 

事業継承計画書策定 年間  ３０件 年間  ２５件 

経営改善によるランクアップ 年間  １０先 年間   ３先 

不良債権削減（再生支援含む） 不良債権１０億円削減 不良債権 

 １．８億円削減 

ビジネスマッチング商談会の開催 商談会  １回 

ミニ商談会 ４回 

商談会  １回 

ミニ商談会 ４回 

 

 

 


