
　大阪信用金庫は「地域金融機関として中小金融の円滑をはかり地区内産業経済の発展に寄与」することを基本方針として掲げ、地方公共団体や

商工会議所等の地域の諸団体との連携強化を図りながら、積極的かつ継続的に地域密着型金融を推進しております。

　本計画に対しまして平成29年度の主な実施内容を公表いたします。
平成３０年７月　大阪信用金庫

1.　ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化

地域密着型金融推進計画の進捗状況

（１）ビジネスマッチング支援 （２）産学官連携 

平成29年6月14日（水）～15日（木）  
「大阪府内7信金合同ビジネスマッチングフェア2017」を
開催いたしました。 

平成29年11月9日（水） 
大阪商工会議所主催「第21
回買いまっせ！売れ筋商
品発掘市」が開催され、当
金庫も協力機関として参加
しました。 

 大阪芸術大学との産学連携では、学生にデザイン発表の場を提供し、当金庫の通
帳やポスターに数多くのデザインを採用しております。 
 平成29年度は通帳型スケジュール帳の表紙に5作品を採用いたしました。 

 大阪府立大学と産学官連携協定を結び、当金庫職員を産学連携コーディネーターと
して常駐派遣することで、実効性の高い産学官連携を実現しております。 

優秀賞 最優秀賞 努力賞 

◆平成29年度の実績 

 
  技術相談  3件 
  ビジネスマッチング  3件 
  産技研等紹介  8件 

ビジネスマッチングフェアやＷＥＢビジネスマッチングサイトなどを通じて、中小企業
の販路拡大を積極的に支援しております。 

ＳＮＳを活用したビジネス
マッチングサイト「だいし
んなんでもネット」 

◆平成29年度の実績 

 
成約件数  43件 

 平成29年度は大阪産業技術研究所へ
の「大阪技術研ラボツアー」を6回実施い
たしました。 

フラッティ・もずやん賞 

先数

会員企業数 863



（４）創業・新事業支援＆事業再生支援 （３）海外展開支援 

（５）相談業務 

 日本政策金融公庫、フューチャーベン
チャーキャピタル(株)と連携して運営してい
る「だいしん創業支援ファンド“この街の
ホームドクター”」では創業者を資金面・経
営面からサポートしております。 

 「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業」による専門家派遣を
活用して、中小企業の経営力向上を積極的に支援いたしました。 

 平成29年7月、お取引先企業のベトナ
ム進出にあたり、中小機構の「海外ビジ
ネス戦略推進支援事業」の応募を支援
し、無事に採択されました。 

 お客さまの海外進出をご支援するた
め、近畿経済産業局や中小機構、ジェ
トロ、信金中金、日本興亜損保等との
連携体制を整えております。 

 お客さまのあらゆるご相談にお応えする
ため、さまざまな相談業務を行っておりま
す。 

平日のご来店が難しいお客さまのご要望
にお応えして、全店で住宅ローンの休日
相談会を開催しております。 

◆平成29年度の投資実績 

 
8先  70百万円 

累計 39件  354百万円  

 近畿経済産業局主催「女性起業
家応援プロジェクト『ＬＥＤ関西』」に
協賛。４社にサポーター賞を贈りま
した。 
 また、サポーター４５機関のうち、
民間金融機関では唯一「グッドサ
ポーター賞」を受賞しました。 

◆平成29年度の実績 

 
専門家派遣  81件 

◆平成29年度の受付実績 ◆平成29年度の受付実績 

◆平成29年度の実績 

 
経営改善相談   441件      
創業相談       47件 

 お客さまに海外企業との個別商談会
を随時ご案内しております。 
 また、海外進出に関する相談を受け
た場合は、内容に応じて紹介する連携
機関を変えることで、的確な対応に努
めております。 

 各種相談の日程等につきましては、当金庫
ホームページをご覧ください。 

だいしん 検索 

 創業や事業再生に関する相談窓口を設け
ております。ご連絡いただきますと、地域産
業振興部の専門スタッフがお客さまを訪問
してご相談を受け付けいたします。 

相談内容 件数 相談内容 件数

経営改善 9 知的財産 1

ものづくり 1 海外展開 3

創業 3 地域資源 1

事業承継 24 労務関係 12

販路開拓 10 ＩＴ 6

契約取引 10 助成金 1

件数

経営相談 310

税務相談 128

法律相談 110

年金相談 1,547

金融相談 10

遺言・相続 52

その他 54

合　　計 2,211

相談件数

住宅ローン 641件

連携機関 件数 連携機関 件数

大阪府 8件 　ＨＩＳ 2件

中小機構 2件 専門家派遣 3件

信金中央金庫 9件 商談会その他 14件



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

地域密着型金融推進計画の進捗状況

（２）人材の育成 （１）担保・保証に依存しない融資 

 お客さまの多様化するご相談に対し、金融のプロとして的確な対応ができるよう研
修を充実するとともに、公的資格等の取得を支援しております。 

 無担保の融資
商品としまして
「ビジネスローン
『じんそく』」を発
売しております。 

 売掛債権担保融資など新しい資金調
達手法を活用した融資を推進しており
ます。 

◆平成29年度の取り組み実績 
 

15件  850百万円 

◆平成29年度の取り組み実績 
 

423件  3,061百万円 

 経営者保証に依存しない融資に 
取り組んでおります。 

◆平成29年度の取り組み実績 
 

  新規融資 214件 

  経営者保証の解除 53件 
 

 研修や休日の自主勉強会等を通じて業務知識の向上に努めております。 
 平成29年度は事業性評価や目利きに関する研修を実施したほか、助成金・補助
金の提案力を高めるため、大阪労働局より講師を招いて助成金セミナーを開催しま
した。 

 法人取引推進班は、新規取引先の開拓を
目的に配置しておりますが、一方では将来の
支店長候補となる職員と若手職員がペアと
なって営業活動を行うことで、ＯＪＴにより若
手職員の目利き力向上を図るという目的を
併せもっております。 

◆法人取引推進班の配置状況 
 

8ヵ店 16名 
 

 経営相談会等を通じて外部の意見を
取入れようとする前向きな企業を応援
する、無担保の融資として「大阪応援融
資」を推進しております。 

公的資格・認定資格 取得者数 公的資格・認定資格 取得者数

中小企業診断士 37名 ＭＢＡ（経営学修士） 2名

社会保険労務士 13名 メンタルヘルス（1種～3種） 965名

行政書士 2名 個人情報オフィサー 1,242名

宅地建物取引士 67名 コンプライアンス・オフィサー 1,119名

公認内部監査人（ＣＩＡ） 5名 金融窓口サービス 61名

ＣＦＰ 3名 ビジネス会計３級 456名

ＡＦＰ 25名 ＩＴコーディネータ 3名

 担保や保証に過度に依存しない事業
性評価に基づく融資を積極的に取り組
んでおります。 

◆平成29年度の取り組み実績 
 

1,451社  853億円 

 経済産業省が平成28年6月に事業性
評価の入口として公表した「ローカルベ
ンチマーク」を活用し、お客さまとの対話
に努めております。 

◆平成29年度の実績 
 

活用先  576社 



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

地域密着型金融推進計画の進捗状況

（１）地域貢献活動 

（４）金融教育 （３）環境保全活動 

（２）情報提供活動 

 「エコアクション21」の普及活動として、
セミナーを開催し、続く「ＥＡ21スクール」
にて認証取得を支援しています。 

清掃活動 

平成29年4月8日、4月22日、 
     10月28日、11月23日       
 大阪府のアドプトフォレスト制度に
基づき、岸和田市の竹林でボラン
ティアによる里山保全活動「大阪信
用金庫の森」を行いました。 

 お客さまに助成金・補助金を有効に活
用していただくため、「だいしん助成金エク
スプレス」を発行しております。 

 定期的に景気動向調査を実施して中小
企業に情報提供を行うとともに、ミニ情報
誌「だいしんNOW」を隔月で発行しており
ます。  

 小中学生の職場体験学習や大学
生のインターンシップなどの受け入れ
を積極的に実施しております。 
 また、大阪教育センターの依頼によ
り、教員の民間企業体験研修を受け
入れました。 

だいしんみこし 

平成29年6月26日 大阪芸術大学で寄付講義
を開講いたしました。経済学の講義の一つとし
て信用金庫の役割等を分かりやすく解説しま
した。 

平成30年1月18日、金融機関で初めて、大阪府立環
境農林水産総合研究所と包括連携協定を提携しまし
た。これまでも「ラボツアー」と題して施設の見学会を
開催するなど、協力関係にありましたが、協定締結に
より更なる関係強化に取り組んでまいります。 

平成30年3月2日 
 大阪市・なにわエコ会議共催「平成29
年度CO2削減コンペ」において、CO2削
減優秀賞をいただきました。  


