
地域密着型金融推進計画 

平成２４年度 具体的な取り組み実績 平成２４年度 具体的な取り組み実績 平成２４年度 具体的な取り組み実績 平成２４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２４三島信用金庫が「地域のホームドクター」を目指すために実施した、平成２４三島信用金庫が「地域のホームドクター」を目指すために実施した、平成２４三島信用金庫が「地域のホームドクター」を目指すために実施した、平成２４

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。 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。 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。 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 地域密着型金融の具体的な取り組み実績について 地域密着型金融の具体的な取り組み実績について 地域密着型金融の具体的な取り組み実績について 

１．１．１．１．    顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮 顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮 顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮 顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮 

中小企業診断士など専門的な知識を持った職員を配置した本部のサポート営業部と本支店の連

携により経営相談・支援を行っております。 

    

◆ 創業・新事業支援 ◆ 創業・新事業支援 ◆ 創業・新事業支援 ◆ 創業・新事業支援 

 新規事業分野の育成支援、創業・新事業から事業承継(M&A)までの企業のライフステージ

に応じた支援、企業再生に向けた取り組み、経営改善先等に対するコンサルティング、モニ

タリングの実施などに積極的に取組んでいます。 

 また、地域の商工会議所、静岡県産業振興財団などに職員を派遣し、専門家派遣制度を利

用した支援を行っています。 

平成２４年度の創業融資は６３件３７２百万円の実績となりました。また、平成２４年度

に静岡県から承認および承認後融資実行につながった経営革新計画は２５件となりました。 

  

◆ 事業再生と経営改善に向けた取り組み ◆ 事業再生と経営改善に向けた取り組み ◆ 事業再生と経営改善に向けた取り組み ◆ 事業再生と経営改善に向けた取り組み 

「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２４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

【２４年４月～２５年３月】【２４年４月～２５年３月】【２４年４月～２５年３月】【２４年４月～２５年３月】

（単位：先数） （単位：％）

α/Ａ β/α δ/α

 正常先 ① 0.0% 100.0%

うちその他

要注意先

② 3.8% 3.6% 98.2%

うち

要管理先

③ 11.1% 100.0% 100.0%

 破綻懸念先 ④ 3.9% 17.4% 91.3%

 実質破綻先 ⑤ - - -

 破綻先 ⑥ - - -
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0.9% 9.9% 96.3%
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２．２．２．２．    地域の面的再生への積極的な参画 地域の面的再生への積極的な参画 地域の面的再生への積極的な参画 地域の面的再生への積極的な参画 

◆ 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 

ネットワークを活かし、地域経済の活性化、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の開催・出展支

援を行っています。ビジネスマッチングでの商談をきっかけに販路開拓や新たな商品開発も進んでいま

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２０１２ ◇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２０１２ ◇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２０１２ ◇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２０１２ 

平成２４年１１月に開催されたビジネスマッチングでは、「食と農」をテーマに東部地区を中心に県

内の農業生産者や食材加工業者 59 社と十勝・帯広の農業生産者や食品関連会社 14 社が出展しま

した。静岡県東部地区４信金主催で、遠州信金および業務提携をしている帯広信金が特別協賛しま

した。来場者数は 1,000 人を超え、商談件数は 300 件以上となりました。来場者との商談にとどまら

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個別商談会も行われ

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。 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。 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。 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。 

◇第３回富士山麓ビジネス商談会 ◇第３回富士山麓ビジネス商談会 ◇第３回富士山麓ビジネス商談会 ◇第３回富士山麓ビジネス商談会 

◇北洋銀行 ものづくりテクノフェア２０１２ ◇北洋銀行 ものづくりテクノフェア２０１２ ◇北洋銀行 ものづくりテクノフェア２０１２ ◇北洋銀行 ものづくりテクノフェア２０１２ 

◇しんきんビジネスマッチング「第８回ビジネスフェア２０１２」 ◇しんきんビジネスマッチング「第８回ビジネスフェア２０１２」 ◇しんきんビジネスマッチング「第８回ビジネスフェア２０１２」 ◇しんきんビジネスマッチング「第８回ビジネスフェア２０１２」 

東海地区信用金庫協会主催のビジネスフェアに、さんしんの取引先５社が出展しました。 

◇インフォメーションバザールｉｎＴｏｋｙｏ２０１２ ◇インフォメーションバザールｉｎＴｏｋｙｏ２０１２ ◇インフォメーションバザールｉｎＴｏｋｙｏ２０１２ ◇インフォメーションバザールｉｎＴｏｋｙｏ２０１２ 

◇しんきんビジネスマッチング静岡 第４回つなぐチカラ ◇しんきんビジネスマッチング静岡 第４回つなぐチカラ ◇しんきんビジネスマッチング静岡 第４回つなぐチカラ ◇しんきんビジネスマッチング静岡 第４回つなぐチカラ 

◇東京ビジネス・サミット２０１２ （当庫取引先が大賞を受賞） ◇東京ビジネス・サミット２０１２ （当庫取引先が大賞を受賞） ◇東京ビジネス・サミット２０１２ （当庫取引先が大賞を受賞） ◇東京ビジネス・サミット２０１２ （当庫取引先が大賞を受賞） 

  第２６回東京ビジネス･サミット実行委員会主催の東京ビジネス･サミット２０１２に当金庫取引先７

社、さんしんの取引先７社が出展し、出展品のオリジナリティー、新規性などが高く評価され、株式

会社ビー様が東京ビジネス・サミット大賞を受賞されました。 

 

 

 

 



◆ 担保・保証に過度に依存しない融資等の推進 ◆ 担保・保証に過度に依存しない融資等の推進 ◆ 担保・保証に過度に依存しない融資等の推進 ◆ 担保・保証に過度に依存しない融資等の推進 

円滑な資金供給によりお客さまの事業を支援するため、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２５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 新成長分野への積極的な支援 新成長分野への積極的な支援 新成長分野への積極的な支援 

◇医療経営を支援 ビジネススクール開講◇医療経営を支援 ビジネススクール開講◇医療経営を支援 ビジネススクール開講◇医療経営を支援 ビジネススクール開講 

平成２５年３月に静岡医療経営研究会と業務提携を行いました。４月からは、「医療経営ビジネ

ススクール」を開講し、マーケティングや財務戦略などの講義を行っています。 

また、静岡県中小企業診断士協会と協力し、病院・診療所などの経営相談に積極的に対応し

ています。    

◇ファルマバレープロジェクトに積極的に協力◇ファルマバレープロジェクトに積極的に協力◇ファルマバレープロジェクトに積極的に協力◇ファルマバレープロジェクトに積極的に協力 

静岡県ファルマバレーセンターに職員を派遣し、また、金融支援措置の利子補給制度を取り扱

うなど、県と企業とのパイプ役として積極的に協力を行っています。 

平成２５年２月には、ファルマバレープロジェクトについて最新情報を提供し、産学官金連携を

促進するために当金庫主催のセミナーを開催しました。 

◇先進医療を支援する商品◇先進医療を支援する商品◇先進医療を支援する商品◇先進医療を支援する商品 

がんをはじめとする保険適用外の治療には高額な費用を必要とします。そのため、静岡県立

静岡がんセンターでの陽子線治療と先進医療治療にかかる費用を資金使途とするローンの取り

扱いを開始しました。 

◇農商工連携支援 ◇農商工連携支援 ◇農商工連携支援 ◇農商工連携支援 

農業者と商工業者との連携による商品・サービスの開発、市場展開事業への支援（６次産業

化）を行っています。 

◇再生エネルギー事業への協力 ◇再生エネルギー事業への協力 ◇再生エネルギー事業への協力 ◇再生エネルギー事業への協力 

                    風力発電等の再生エネルギーの開発に対し、融資等を通じて支援しています。 

    

◆ ◆ ◆ ◆ 地域との連携強化 地域との連携強化 地域との連携強化 地域との連携強化 

        ◇行政とのパートナーシップ協定で連携強化 ◇行政とのパートナーシップ協定で連携強化 ◇行政とのパートナーシップ協定で連携強化 ◇行政とのパートナーシップ協定で連携強化 

行政と連携し、地域ブランドや地域の事業者の方々の 

販路開拓支援などに取組んでいます。今後も地域活性 

化支援のため連携を強化していきます。 

 

（単位：件、百万円）

実行件数 実行金額

　スーパーウエーブ 59 948

　スーパーウエーブ・プレミアム 72 767

　アシスト・inc．シリーズ 372 7,354

平成２５年３月３１日現在

商品名



◇がん検診受診率向上に関する覚書締結で協力 ◇がん検診受診率向上に関する覚書締結で協力 ◇がん検診受診率向上に関する覚書締結で協力 ◇がん検診受診率向上に関する覚書締結で協力 

店頭でのパンフレットの配布やイベントへの協力等、 

市民のがん検診受診率向上へ協力しています。 

 ◇外部機関との覚書・業務協力協定締結 ◇外部機関との覚書・業務協力協定締結 ◇外部機関との覚書・業務協力協定締結 ◇外部機関との覚書・業務協力協定締結 

・静岡大学と産学連携協定 

・ＴＫＣ静岡会と経営改善計画策定支援について覚書締結 

・静岡医療経営研究会と業務提携等 

３．３．３．３．    地域の利用者への積極的な情報発信 地域の利用者への積極的な情報発信 地域の利用者への積極的な情報発信 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 ◆ 各種経営セミナー、イベント、相談会を開催 ◆ 各種経営セミナー、イベント、相談会を開催 ◆ 各種経営セミナー、イベント、相談会を開催 

◇社会保険労務士による無料年金相談会 ◇社会保険労務士による無料年金相談会 ◇社会保険労務士による無料年金相談会 ◇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」を開催しています。お客さまから

年金に関する疑問・不明な点など、さまざまな相談を受けています。 

◇日曜日住宅ローン相談会 ◇日曜日住宅ローン相談会 ◇日曜日住宅ローン相談会 ◇日曜日住宅ローン相談会 

お客さまのニーズにお応えするため、「さんしん日曜日住宅ローン 

相談会」を開催しています。平成２４年度は本支店・ローンセンター・ 

ショッピングセンターを会場に計４回開催しました。 

◇各種情報の提供 ◇各種情報の提供 ◇各種情報の提供 ◇各種情報の提供 

先進的な取り組みをしている企業の紹介、タイムリーな新商品や 

各種制度の紹介、トピックス等の情報誌「さんしんニュース」を定期 

的に編集・発行しています。 

  また、事業者向けに「みゅうくんのさんしんビジネスメール」の 

配信を開始しました。 

◇第３回「夢企業大賞 ◇第３回「夢企業大賞 ◇第３回「夢企業大賞 ◇第３回「夢企業大賞 

       ビジネスプランコンテスト「夢企業大賞」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。第３回は、６２件の応募がありました。 

    

◆ ◆ ◆ ◆ 大学の金融講座に講師を派遣 大学の金融講座に講師を派遣 大学の金融講座に講師を派遣 大学の金融講座に講師を派遣 

日本大学短期大学部商経学科の「金融ビジネス論」講座に職員を講師として派遣し、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。  

    

◆ 地元高校生に企業研究の場を提供 ◆ 地元高校生に企業研究の場を提供 ◆ 地元高校生に企業研究の場を提供 ◆ 地元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。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 ◆ 中学生の職場体験学習 ◆ 中学生の職場体験学習 ◆ 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ました。 

 

 



４．４．４．４．    具体的な数値目標実績 具体的な数値目標実績 具体的な数値目標実績 具体的な数値目標実績 

項    目 ２４年度 数値目標 ２４年度 実績 項    目 ２４年度 数値目標 ２４年度 実績 項    目 ２４年度 数値目標 ２４年度 実績 項    目 ２４年度 数値目標 ２４年度 実績 

中小企業新事業活動促進法承認件数中小企業新事業活動促進法承認件数中小企業新事業活動促進法承認件数中小企業新事業活動促進法承認件数    

及び融資実行件数及び融資実行件数及び融資実行件数及び融資実行件数 

年間   ２０件年間   ２０件年間   ２０件年間   ２０件 年間   ２５件年間   ２５件年間   ２５件年間   ２５件 

ビジネスマッチング件数ビジネスマッチング件数ビジネスマッチング件数ビジネスマッチング件数 年間   ５０件年間   ５０件年間   ５０件年間   ５０件 年間  ３１３件年間  ３１３件年間  ３１３件年間  ３１３件 

事業承継計画書策定、Ｍ＆Ａ支援件数事業承継計画書策定、Ｍ＆Ａ支援件数事業承継計画書策定、Ｍ＆Ａ支援件数事業承継計画書策定、Ｍ＆Ａ支援件数    年間   ３０件年間   ３０件年間   ３０件年間   ３０件 年間   ６０件年間   ６０件年間   ６０件年間   ６０件 

専門家派遣件数（中小企業支援強化ネット専門家派遣件数（中小企業支援強化ネット専門家派遣件数（中小企業支援強化ネット専門家派遣件数（中小企業支援強化ネット

ワーク事業等活用）ワーク事業等活用）ワーク事業等活用）ワーク事業等活用） 

年間   ８０件年間   ８０件年間   ８０件年間   ８０件 年間   ７７件年間   ７７件年間   ７７件年間   ７７件 

成長分野（医療・介護、環境）、農業分野成長分野（医療・介護、環境）、農業分野成長分野（医療・介護、環境）、農業分野成長分野（医療・介護、環境）、農業分野

融資実行件数融資実行件数融資実行件数融資実行件数    

年間   ４０件 年間  １８０件 年間   ４０件 年間  １８０件 年間   ４０件 年間  １８０件 年間   ４０件 年間  １８０件 

不良債権削減（再生支援含む）不良債権削減（再生支援含む）不良債権削減（再生支援含む）不良債権削減（再生支援含む） 不良債権７０億円削減不良債権７０億円削減不良債権７０億円削減不良債権７０億円削減 不良債権９４億円削減 不良債権９４億円削減 不良債権９４億円削減 不良債権９４億円削減 

 

 

 


