
地域密着型金融の取組み状況について 
 

（平成２６年度） 
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 ＜基本方針＞ 

 ① お客さま・地域のニーズを十分に把握し、応える取組みとします。 

 ② お客さま・地域の成長とともにさいしんも成長できる、持続可能な取組みとします。 

 ③ 専門性の高い金融機関として、お客さまを支える取組みとします。 

 

地域密着型金融の推進に関する基本方針 

 さいしんではこれまで、「リレーションシップバンキングの機能強化計画」、「地域密着型金融推進 
計画」に基づいて、さまざまな施策を積極的に実践してまいりました。 
 平成26年度の新たな「地域密着型金融推進計画」では、お客さまのことをよく知り、お客さまによく 
知っていただくための「質」の高い取組みの実現を目指し、その取組みをさいしんの本業と位置づけ、 
深化・発展に努めてまいりました。 
 これからも、「地域密着型金融」の深化・発展を経営の基本方針とし、「まち・ひと・しごと総合 
戦略」に関連した地方創生への参画、地域・お客さまの課題解決、および経済活性化へ能動的に関与し、 
貢献してまいります。 
 課題解決へ向けた営業態勢とお客さまとの信頼関係を磨き上げ、「さいしんにしかできないこと」を 
増やしてまいります。 
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  ○クラウドファンディングの活用提案 

  ○平成２６年度補正予算に基づく各種補助金への支援 

  ○「合同企業面接会」の実施 

  ○『経営力向上セミナー』の後援 

  ○メディカルレポート・デンタルレポートの配信   

     ○経営改善支援対象先への支援 

  ○埼玉県中小企業再生支援協議会の積極的活用 

      ○第二会社方式によるスポンサースキームの活用 

  ○「認定支援機関による経営改善計画策定支援」の活用 

１．お客さまに対するコンサルティング機能の発揮 

重点項目の具体的取組み 

 創業・新事業開拓を目指すお客さまへ                  

  ○「さいしん創業サポートデスク」の活用 

  ○県内行政・商工団体等との連携によるワンストップ支援体制 

  ○創業補助金申請支援 

 成長段階における更なる飛躍をお考えのお客さまへ 

 経営改善・事業承継等お考えのお客さまへ 

   

  ○ものづくり補助金申請支援 

  ○コラボ産学官埼玉支部の活用 

  ○「太陽光発電システム」導入支援 

  ○「環境経営推進モデル事業」への参画 

  ○海外ビジネスニーズ支援 

    

  ○「彩の国中小企業支援ネットワーク」への参画 

  ○財務診断表の提供 

  ○Ｍ＆Ａ情報の提供 

  ○自社株評価の提供 

１－１．ライフステージ等に応じたお客さまへの支援 
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１－２．コンサルティング機能の強化（日常的・継続的な関係強化のための取組み） 

  ○課題把握シートの作成 

  ○「貿易取引情報カード」による情報収集 

  ○『さいしん若手経営塾』の実施 

  ○『新現役交流会』の開催 

  ○海外事業展開の促進支援および貿易保険契約の取次ぎ開始 

  ○中小企業庁「ビジネス創造等支援事業（ミサラポ）」の活用 

  ○職員研修・外部研修等による金庫職員の育成 

   

  ○「アクション５０」の体制整備 

  ○「さいしんメディカル相談デスク」の開設 

  ○県内商工団体と連携協定締結 

  ○海外投資セミナー等への職員派遣 

  ○経営支援グループによる経営改善訪問支援   

  ○ものつくり大学との産学連携協定の締結 

   

 

 

１．お客さまに対するコンサルティング機能の発揮 

重点項目の具体的取組み 

２．地域の面的再生への積極的な参画 

３．地域やお客さまに対する積極的な情報発信 

  ○ビジネスマッチングイベントの開催 

  ○全国信用金庫との連携 

  ○「埼玉スマイルウーマンフェスタ」への参画 

  ○埼玉県との包括連携協定 

   

  ○「さいしんコミュニティサポートローン」の取扱開

始 

  ○「寄附講座」の取組み   

  ○インターンシップの実施 

  ○『キッズスクール』・『ロボット教室』の開催  

  ○ホームページの拡充   ○さいしん景況レポートの発刊   ○ディスクロージャー誌の発行 
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 平成２６年３月開設以降、 

７０件のご相談を受付。 

 事業計画作成から資金調達、 

モニタリングの他、創業補助 

金申請等の支援を本支店一体 

となって行っております。 

１．お客さまに対するコンサルティング機能の発揮 

 さいしんは、公的機関や外部専門家と連携し、適切なソリュー

ションの提案を行っております。 

平成２６年度の具体的な取組み事例 

創業・新事業開拓を目指すお客さまへ 

１－１．ライフステージ等に 

    応じたお客さまへの支援 

  日本政策金融公庫・埼玉県

信用保証協会、および県内行

政・商工団体等と連携し、 

 ワンストップ支援の体制を敷

いております。 

  創業のご相談は是非さいし

んにお話ください。 

○創業補助金の申請支援 
 平成2５年度補正予算に基づく 
創業補助金申請支援は５３先。 
 採択企業17先は認定支援機関 
として県内最多の実績です。 
 平成２６年度補正予算に基づく 
創業・第二創業促進補助金につい 
ても採択企業9先と積極的な支援 
を行っております。 

○県内行政・商工団体との創業支援連携 

ワンストップ支援 
連携強化 

事前照会・事前協議 

埼
玉
県
信
用
保
証
協
会 

相談・申込 

創業（予定）者 

日
本
政
策
金
融
公
庫 

県内行政 商工団体等 

 

 連携 連携 創業サポートデスク 
事前相談 

モニタリング 
専門家派遣事業 

創業サポート 
サービス 
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○クラウドファンディングの活用提案 
 創業・成長企業に対する多様な資金調達手段を提供するため、ミュージックセキュリティーズ社との間で 
業務提携を締結。平成２６年度は当金庫の紹介で２件のファンド組成が成立しました。 

成長段階における更なる飛躍が見込まれるお客さまへ 
 さいしんは、行政機関や外部専門家と連携し、

適切なソリューションの提案を行っております。 

クラウドファンディングとは？ 

不特定多数の個人投資家から 
インターネット経由で 

出資を募集する 

企業の資金調達の手法です。  

第１号『つばさグリーンファーム深谷ねぎファンド』 

第２号『秩父ルージュワインファンド』 

内閣官房地域活性化統合事務局が、平成26年10月に設立した「ふるさと投資」 
連絡会議は、地方創生等の地域活性化を図ることを目的に、 
「ふるさと投資」の手引きを作成しました。 
その手引きのなかで、当金庫のクラウドファンディングに対する取組みが 
地域金融機関の先進事例として紹介されております。 
 「ふるさと投資」連絡会議とは、地方公共団体・地域金融機関・支援団体等の 
関係者が、ふるさと投資の普及・促進を行うことを目的として設立されたものです。 
 当金庫は連絡会議構成員として参画しており、本件活用を含めた「地方創生」へ 
積極的な取組みを行っております。 
 「ふるさと投資」とは、地域資源の活用やブランド化など、地方創生に資する 
取組みを支えるさまざまな事業に対するクラウドファンディング等の手法を用いた 
小口投資であって、地域の自治体や地域づくり団体の活動と調和が図られたもののことです。 
 首相官邸ＨＰ参照:「ふるさと投資」手引き http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/furusato/kaigi/ 

出典：内閣官房「ふるさと投資」手引き 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/furusato/kaigi/
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 さいしんは、行政機関や外部専門家と連携し、

適切なソリューションの提案を行っております。 

○ものづくり補助金の申請支援 
 平成25年度補正予算に基づく補助金申請支援は102件。 
認定支援機関としての採択企業は53件の実績です。 

成長段階における更なる飛躍が見込まれるお客さまへ 

○平成26年度補正予算に基づく各種補助金の申請支援 
 『補助金活用セミナー』を平成27年2月に3回実施。 
 ものづくり補助金や創業補助金、ふるさと名物応援事業の概要説明を実施しました。 

 

 

 

○コラボ産学官埼玉支部の活用 

 『技術課題相談会』 5回開催。参加企業87社。 

 お取引先企業の技術的な課題を解決するために、外部機関と連携して 

各機関から専門家を派遣し、専門的なアドバイスを実施しております。 

 『経営課題相談会』 5回開催。参加企業64社。 

 中小企業診断士、社会保険労務士をはじめとした各分野の専門家が、 

お取引先企業のさまざまな経営相談に対応しております。 

 『産学交流セミナー』３回開催。参加者308名。 

 お取引先企業に対し、大学の研究成果や人材をマッチングし、新事業 

のシーズ発掘・技術移転等の機会を提供しております。 

 『特別講演会』の開催。参加者187名。 

 「他社知財を活用したビジネスの創生」 富士通株式会社 広瀬勇一氏 

 「野球界におけるリーダー論～野村・長嶋・星野に学ぶ」 広澤克実氏 

 『第1回ビジネス視察ツアー』の開催。  

  明治と現代の最先端の製造技術に触れる

バスツアーを開催しました。参加者58名。 

   

富岡製糸場 

富士重工株式会社 

     矢島工場 
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 さいしんは、行政機関や外部専門家と連携し、

適切なソリューションの提案を行っております。 

○メディカルレポート・デンタルレポートの配信 

 医療機関への情報提供を行っております。 

○埼玉県との連携による「合同企業面接会」の実施 
 県が展開する「夢ある埼玉・就活プロジェクト」に協働し、新卒採用予定のある当金庫お取引先企業と、 
県内での就職を希望する学生の皆さまとの橋渡しを行っております。平成26年度参加企業12社。 

成長段階における更なる飛躍が見込まれるお客さまへ 

○「環境経営推進モデル事業」への参画 

 関東経済産業局と連携し、さいたま市内の企業4社に対し、 

省エネを通じた経営力強化を支援を行いました。 

○「太陽光発電システム」 

          導入支援 

 既にオリックス株式会社様との間で 

業務提携を行っており、お取引先企業 

への導入支援を行っております。 

累計支援実績6社。 

○『経営力向上セミナー』の後援 

 公益財団法人埼玉県産業振興公社および県内金融機関と 

連携し、経営に役立つ情報を提供しております。 

○海外ビジネスニーズ支援 
 現地情報の提供や外部機関の活用、補助金や専門家派遣等の公的支援 

サービスの紹介等、専門的なニーズに柔軟に対応する為、本部専担者が 

営業店担当者と同行し、お取引先企業への支援を行っております。 

 平成26年度訪問支援企業43社。 
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○「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」の活用 

 外部専門機関のＭ＆Ａ情報をイントラネットに掲示。また、信金キャピタル株式会社や、 

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター等外部専門家との同行訪問を実施しております。 

 さいしんは、外部専門家・外部機関等の第三者的な視点や 

専門的な知見・機能を積極的に活用しております。 
経営改善・事業承継等お考えのお客さまへ 

○経営改善支援対象先への支援 
 企業訪問を重ね、経営実態の充分な把握や企業再生等 

への積極的な関与を目的とし、200先の対象先を選定。 

事業計画策定やリファイナンスの支援を行っております。 

 埼玉県信用保証協会が幹事となっている同ネットワークに 

主要メンバーとして参画。「ネットワーク会議」、「経営サ 

ポート会議」を通じて県内における事業再生支援の環境整備 

を行っております。 

○「彩の国中小企業支援ネットワーク」への参画 

○埼玉県中小企業再生支援協議会の積極的活用 

 45件 18件 10件 

平成26年度 平成25年度 平成24年度 再生支援 
協議会 
持込件数 

177先 
（88.5%） 

179先 
（89.5%） 

204先 
（81.6%） 

計画策定先数 
    （％） 

14先 
（7.0%） 

16先 
（8.0%） 

22先 
（8.8%） 

ランクアップ先数
（％） 

200先 200先 250先 経営支援対象先数 

平成26年度 平成25年度 平成24年度 
・県内各エリア26店舗の営業店職員を対象に、中小企業 

再生支援全国本部による経営改善計画策定研修を実施。 

・支援協持込件数 

     平成26年度までの計画策定支援実績は57件。埼玉県の受理件数は251件であり、当金庫の 

    関与したものは県全体の22.7％。埼玉県受理件数のうち、金融機関が代表認定支援機関となっ 

    ている36件は、全て当金庫の実績です。 

○Ｍ＆Ａ情報の提供（平成26年度訪問先数 26先） 

○財務診断表の無料提供 ○自社株評価の提供 
 平成26年度384先 
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 若手経営者や事業承継予定者を対象に実施しております。 

 第5期生（50名）が、平成2６年9月に修了。 

 11月からは新たに第6期生が入塾しました。 

○『さいしん若手経営塾』の開講 

１．お客さまに対するコンサルティング機能の発揮 
１－２．コンサルティング機能の          

    強化 

課題把握シートの作成を通じ、個別企業の課題を把握するとともに課題解決のための具体的な取組みを提案しております。 

○課題把握シートの作成（平成26年度作成先 1,143先、平成24年度からの累計作成先 5,677先） 

 個別企業の課題に対し、50項目の中から最適且つ具体的な解決策を提案・実行する体制を敷いております。 

○アクション50の体制整備（平成25年度からの累計取組み件数 13,957件） 

○新現役交流会の取組み 

 多様な経験を持つ人材（新現役）と、お取引先企業との面談の機会 

を創出しております。平成26年度参加企業12社のうち、５社におい 

て新現役人材を採用されました。 

   

 収集した情報をもとに、本支店の連携による海外進出・販路開拓・貿易業務の相談に対応しております。 

○「貿易取引情報カード」による営業店からの情報収集（情報件数113件、訪問件数94件） 

○「さいしんメディカル相談デスク」の開設 

○海外事業展開の促進支援および 
 信金業界初の取次ぎによる貿易保険 
              契約成立 

 輸出取引に伴う代金回収リスクをカバーし、 

企業の海外事業展開を促進するため、独立行政 

法人日本貿易保険（ＮＥＸＩ）と業務連携し、 

中小企業向け貿易保険をご提案しております。 

 平成26年11月の『海外展開セミナー』にお 

いて、貿易保険の活用に 

ついてご提案し、信金業 

界初の貿易保険契約にい 

たる取次ぎを行いました。 
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○経営支援グループによる経営改善訪問支援 
 本部専門部署による事業改善計画策定支援から、 
各種バンクミーティングへの参加、知見者・専門家の 
派遣支援を行っております。 
 平成26年度 訪問回数263回 

○海外投資セミナー等への職員派遣とお取引先企業の斡旋 

○中小企業庁「ビジネス創造等支援事業（ミラサポ）」の活用提案 

○県内商工団体との連携協定締結（熊谷・上尾・本庄・春日部・深谷商工会議所、幸手市商工会） 

○ものづくり大学との産学連携協定締結 （平成27年2月） 
 産学連携協定締結大学：東洋大学、埼玉工業大学、日本工業大学、埼玉大学、埼玉県立大学、芝浦工業大学、 
            埼玉医科大学、ものつくり大学の8大学 

○職員研修・外部研修等による金庫職員の育成 
 ＜職員向け施策＞ 

 ・スキルアップスクール 

  ソリューション営業実践講座、貿易為替推進基礎講座 

  ＥＳＣＯ補助金説明会、クラウドファンディング説明会等 

 ・休日オープンゼミナール：融資基礎業務から、分野別与信判断等の勉強会 

 ・「ＡＢＬ取引推進事典」をイントラネットに公開。 

 ＜外部機関研修等＞ 

 ・関東経済産業局主催の「地域金融機関情報共有会」等への参加を通じ、 

  行政機関との連携強化、他行庫との情報交換行っております。 

『ミラサポ』とは？ 

公的機関の支援情報・施策の 

情報提供や、経営の悩みに対 

する先輩経営者や専門家との 

情報交換の場を提供する、中 

小企業・小規模事業者の未来 

を支援するサイトです。 
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２．地域の面的再生への積極的な参画（地域経済の活性化への貢献） 

○ビジネスマッチングイベントの開催 
 平成27年1月28日、29日、さいたまスーパーアリーナ 
において『彩の国ビジネスアリーナ201５』を県内金融 
機関とともに主催者として開催しました。 
平成27年6月には当金庫初の単独主催となる『さいしんビ 
ジネスフェア2015』を実施します。 

○インターンシップの実施 
 県内の大学生を受入れて 

さいしんの仕事を体験し、 

金融業の基礎知識やビジネス 

マナー等を習得してもらいました。 

                ○さいしん夏休みキッズスクールの開催 
 埼玉県「青少年夢のかけはし事業」と連携し、学生や児童の社会体験事業に協力して、 
地域における金融経済教育のお手伝いをしております。平成26年度は地元の小学生100 
名が参加し、お金に関する知識を楽しく学びました。 

○「埼玉スマイルウーマンフェスタ」への参画 

○「さいしんコミュニティサポートローン」の取扱い開始 
 平成2６年８月よりＮＰＯ法人向けローンの取扱いを開始。 

○全国信用金庫との連携 
 鶴岡信用金庫の年金旅行を誘致。当金庫 
職員等がお出迎えによるおもてなしを実施。 

○埼玉県と包括連携協定 

  県民サービスの向上および 

地域社会の活性化への取組み 

強化を図るため、平成27年 
3月24日に包括的連携協定を 
締結しました。 

○「ロボット教室」の開催 

○「寄附講座」の取組み 

  金融経済教育への取組みとして講師を派遣。 

平成26年度：城西大学・東京国際大学・十文字女子大学 
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○ ホームページの拡充 

○ディスクロージャー誌の発行 

３．地域やお客さまに対する積極的な情報発信 

○ さいしん景況レポートの発刊 


