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1年の歩み

❹ お楽しみ年金観劇会

❶ 新入職員入庫式❶ 新入職員入庫式

❸ 親子体験日帰り旅行

❺ ラッキーチャンス抽選会

平成29年

4月2日 ‥‥‥‥‥‥‥新入職員入庫式

4月4日～25日 ‥‥‥  さわやか会らくらく倶楽部　
第15回「お楽しみ年金旅行」（かみのやま温泉）

5月18日 ‥‥‥‥‥ 内外情勢調査会さわやか支部講演会活動　以降５回

5月24日 ‥‥‥‥‥ 第6期「さわやか塾」開講　　以降6回

7月3日 ‥‥‥‥‥‥ 東京都行政書士会との包括的連携調印式

7月25日 ‥‥‥‥‥  第2回さわやか信用金庫さわやか会
「親子で楽しむミュージカル鑑賞会」

7月27日 ‥‥‥‥‥  主催　品川区　共催　さわやか信用金庫　
事業承継セミナー開催　以降1回

8月10日 ‥‥‥‥‥  懸賞付お楽しみ定期預金ラッキーチャンス抽選会
（プラザ・アペア）

8月17日～9月14日 ‥  聖心女子大学インターンシップ
　参加者12名　受入企業4社

8月20日 ‥‥‥‥‥  第4回さわやか信用金庫さわやか会
「親子体験日帰り旅行」（静岡県）

9月8日、22日 ‥‥‥  さわやか会らくらく倶楽部　
第15回「お楽しみ年金観劇会」（明治座）

9月8日 ‥‥‥‥‥‥ 第6回海外ビジネス相談会

10月19日 ‥‥‥‥  第13回ビジネスフェア・第8回さわやか信用金庫物産展
（大田区産業プラザＰｉｏ）

11月1日～11日 ‥‥ さわやか会海外旅行　5泊7日（ニュージーランド）

11月15日 ‥‥‥‥ 新宿西支店開店50周年

11月21日 ‥‥‥‥  第9回大田区ビジネスプランコンテストで、
さわやか信用金庫賞（特別賞）決定。

11月24日 ‥‥‥‥  主催　さわやか信用金庫他3金融機関による
大田区・川崎市連携セミナー開催

1月15日～18日 ‥‥‥  さわやか会らくらく倶楽部　第15回「お楽しみ年金寄席」
（国立演芸場）

2月9日 ‥‥‥‥‥‥‥  懸賞付お楽しみ定期預金ラッキーチャンス抽選会
（プラザ・アペア）

2月13日 ‥‥‥‥‥‥  第9回大田区ビジネスプランコンテストに協賛し表彰式で
さわやか信用金庫賞（特別賞）決定。

2月19日 ‥‥‥‥‥‥  主催　品川区　（財）品川ビジネスクラブの第8回ビジネス創
造コンテストに協賛し、さわやか信用金庫賞（特別賞）決定。

2月24日～3月4日 ‥‥  第4回さわやか会「さわやかゴルフツアー」1泊2日
（鹿児島）

2月25日 ‥‥‥‥‥‥  品川区の第7回ウーマンビジネスグランプリに協賛し、
さわやか信用金庫賞（特別賞）決定　

3月9日 ‥‥‥‥‥‥‥第7回海外ビジネス無料相談会

平成30年

❶

❷

❸

❹

❺

❷ 親子ミュージカル鑑賞会
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大田まちづくり芸術支援協会への協力支援
　特定非営利活動法人大田まちづくり芸術支
援協会は、地域の人々の自主的な文化芸術活
動の支援・促進やまちの魅力を演出する事業を
行い、うるおいと魅力ある街づくりに寄与する
ための活動を行っております。
　当金庫は、本協会が支援している「大田ジュ
ニアストリングス」の活動を支援しております。

「大田ジュニアストリングス」は、子どもたちが
優れた芸術に親しみ、自らの努力で芸術表現
の力を身につけることができるように、弦楽合
奏の場を整え指導を行うとともに、演奏する機
会をつくる活動を行っている団体です。

大田ジュニアストリングス

港区｢東京２０２０パラリンピック｣開幕１０００日前イベント｢お笑い寄席｣
　平成２９年１２月３日(日)に港区｢東京２０２０パラリンピック１０００日前イベン
ト｣として台場区民センターで、当金庫との共催による｢お笑い寄席｣を実施い
たしました。
　本イベントは港区の広報に掲載され、当日約２５０名のお客様がお越しにな
りました。
　笑福亭鶴光さん、ウクレレ漫談のぴろきさんら４名の出場で会場内は笑い
の渦に包まれ、終始和やかな雰囲気の中で行われました。
　最後に篠理事長、港区田中副区長、笑福亭鶴光さん、ぴろきさんの４名による

「さわやか信用金庫オリジナル」の撒き手ぬぐいを行い、大いに盛り上がった中
で終了いたしました。

お笑い寄席

ＭＩＮＡＴＯシティプロモーションクルー

　当金庫は港区から「ＭＩＮＡＴＯシティプロモーションクルー認定事業」に認
定され、港区内８店舗にカタログスタンドを置き、区の魅力を国内外に発信す
る取組みを実施しました。
　さらに、この取組み内容を広く区民に周知するため、平成３０年２月２３日
～平成３０年３月７日の期間、港区役所ロビーにて展示しました。
　また、当金庫は平成３０年１２月２日（日）に開催されます「ＭＩＮＡＴＯシ
ティハーフマラソン」を特別協賛として支援しています。

「ＭＩＮＡＴＯシティプロモーションクルー認定事業」

地域貢献･社会貢献活動
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さわやかお笑い寄席
　当金庫では、地元のお客さまに、より身近に、より気軽に楽しんでいただけるように、各地域で寄席を開催いたしました。

●  第４回多摩地区さわやかお笑い寄席（平成２９年１０月２４日：稲城市iプラザ：出演者；林家　三平他３名）
●  第６回大田区さわやかお笑い寄席（平成２９年１１月２１日：大田区民プラザ：出演者　笑福亭　鶴光他３名）
●  第４回品川区さわやかお笑い寄席(平成２９年１２月１２日：品川区立総合区民会館きゅりあん小ホール：出演者　林家　三

平他３名)

一般社団法人「しんきん成年後見サポート」
　「しんきん成年後見サポート」は、品川区に営業店を持つ５つの信用金庫と品川区社会福祉協議会などの協力により、
平成２７年１月に発足し、当金庫のＯＢ・ＯＧが成年後見人として活動している組織です。
　当金庫では、「しんきん成年後見サポート」と協力しながら、高齢者や障がい者の方が安心して暮らせる地域づくりに貢献
しております。

地域貢献･社会貢献活動

第４回多摩地区さわやかお笑い寄席 第４回品川区さわやかお笑い寄席第６回大田区さわやかお笑い寄席

「全国少年少女チャレンジ創造コンテスト大田地区大会」に理事長が審査員として出席

　「おおた少年少女発明クラブ」は、｢将来の大田区のモノづくりを支える人材育成に寄与すること」を目的として活動してお
り、当金庫は同クラブに対して積極的に支援・協力をしております。
　平成２９年８月２３日には、第８回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト大田地区大会が大田区産業プラザＰｉｏにて開催
され、当金庫の篠理事長が審査員として出席しました。

第8回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト大田地区大会
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「さわやか信用金庫 女性活躍推進行動計画」の策定
　女性が就業継続し、活躍できる雇用環境の整備を行うため、同計画を推進しております。
● 計画期間：平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日
● 定量的目標：管理職（課長級以上）に占める女性割合を平成２7年3月末比２倍以上とする
● 女性の活躍の現状に関する情報公表
　 管理職に占める女性労働者の割合： 4.3％（平成２7年３月末現在）　5.8％（平成30年３月末現在）

当金庫の地域貢献・社会貢献活動に対し、各方面からの感謝状をいただいています。
●  平成２９年１０月４日　六本木支店
六本木６丁目出張所ＡＴＭに都内初となる「振り込め詐欺防止装置」を設置したこ
とへの協力に対し、「麻布警察署」より感謝状をいただきました。お客様の大切な
財産をお守りする様々な活動に当金庫は今後も取組んでまいります。

●  平成３０年３月２３日　青山支店
青山表参道町会祝賀会に於いて、感謝状を贈呈されました。
街と共に歩んだ60有余年、これからも顧客目線によるＣＳＲに
職員一丸で取り組みます。

六本木支店

　学生の職業・勤労意欲の醸成やインタビューを通じて社会性を
育む郊外学習の場を、地元の金融機関として提供しました。

小・中学校の体験学習の場を提供（6店舗）

●  麻布支店　
● 稲城支店　

地域清掃ボランティア活動
　各支店では、地元の環境保護を積極的に
推進しております。
　営業店では、地域の清掃活動に参加して
おります。

●  大井支店
●  本店営業部　

●  平間支店　
●  高田支店

東日本橋支店　ウィンドウディスプレイ　リニューアル
　平成２９年１０月１８日、東日本橋支店のウィンドー
ディスプレーをリニューアルしました。
　「江戸へタイムスリップ」というコンセプトのもとに、
本部や支店及び地元の方々を含む街ぐるみで企画し
ました。
　当支店周辺の構図とされる歌川広重の「名所江戸
百景」「東都大伝馬街繁栄之図」等の絵や、この街の
名所旧跡を紹介するマップも展示しました。
　また、お客様からの要望により地元で開催された
お祭りの様子も展示し、この街のＰＲを兼ねたウィン
ドーディスプレーとなりました。
　これからも、地域に愛される店舗を目指してまいり
ます。

東日本橋支店

青山支店
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課題解決型営業への取組み

　お客様と一緒に考えサポートしてゆきます。
さまざななアイディアなどを専門家などを含め
ながら考え、進めてゆきます。

1 経営サポート

　当金庫はお客様のさまざまな課題の解決に積極的に取り組んでいます。

　創業前のお悩みのご相談もさることながら、
創業後の様々な経営課題に対してフォローアッ
プさせていただく態勢を強化しております。

2 創業

　当金庫主催の『ビジネスフェア』『さわやか信
用金庫物産展』を通じて、販路開拓のお手伝い
をさせていただいております。

■3 販路開拓、マーケティング

　『海外に進出してビジネスを展開したい』、
『外国企業と貿易取引をしたい』などのニーズ
にお応えするために、定期的に『海外ビジネス
相談会』を開催しております。

4 海外進出

■5 事業承継、Ｍ＆Ａ

　高齢化社会が本格化するなかで、相続に関
するご相談は飛躍的に増加しております。当金
庫が業務提携している専門家からのアドバイス
や、コンサルティングニュースを通じた情報提供
を行っております。

■6 相続

　後継者問題でお悩みの事業者に対して、個別
相談会・セミナー・後継者育成塾（さわやか塾）を
随時開催しております。

お問い合わせ先
さわやか信用金庫　コンサルティングセンター
〒１５０－００１２　東京都渋谷区広尾５-１９-８
☎０３-５７８９-６１５１
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①Ｍ＆Ａ（事業譲渡）支援事例 …………………従業員の雇用確保・社長の退職金確保のお手伝い

高齢の社長からのご相談。身内や社内に後継者候補がい
ないが、取引先や従業員に迷惑をかけるので廃業したく
ない。どうしたら良いだろうか？

お客様のご要望

Ｍ＆Ａという手段がございます。事業を引き継いでくださ
る会社をお探ししたり、Ｍ＆Ａの契約手続きをサポートす
る専門家の『信金キャピタル㈱』をご紹介いたします。

当金庫からのご提案

●自社の企業価値がどのくらいになるのか（いくらで売
れるのか）を把握するために、企業価値を算出しまし
た。

●『信金キャピタル㈱』を通じて全国の信用金庫へ広く
情報提供を募り（匿名にて）、お相手探しを始めました。

●なかなかお相手が見つからない場合には、『東京都事
業引継ぎ支援センター』など、他の手段があることもご
案内いたしました。

具体的アクション

その後、ご相談企業を買いたいとおっしゃる会社が見つ
かり、株式譲渡によるＭ＆Ａが成立しました。これにより、
①従業員の雇用が継続でき、②取引先との関係も維持さ
れ、③高齢の社長も、株式売却代金と退職金を貰ってハッ
ピーリタイヤすることができました。

課題解決方法

②法人役員退職に係る支援事例 …………………………………共同経営者の円満退職のお手伝い

会社の社長からのご相談。創業時からの共同経営者が役
員を退任するにあたり、いままでの功績に報いるために
はどのようにしたら良いだろうか？

お客様のご要望

御社の役員退職金規程に基づき、適正な退職金を支払い
ましょう。当金庫では役員退職金の支払い資金を法人に
ご融資することも検討させていただきます。また、退職さ
れる役員が法人に貸付しているお金の清算や、保有株式
の買い取り資金も調達する必要があると思われます。

当金庫からのご提案

社長に自社の役員退職金規程を確認して頂き、顧問税理
士の確認のもとに退職金を算定して頂きました。また、自
社の株価を算出し、退任役員が保有する株式の買取額も
算出して頂きました。

具体的アクション

法人に対し、①役員退職金支払い資金、②退任役員の法
人への貸付金の清算資金についてご融資いたしました。
退任役員の保有株式については社長が個人で買取し、社
長が株式を全部所有する法人となりました。

課題解決方法

社長が悩まれていたことに対し、①役員
退職金の算出、②法人貸付金の清算、
③保有株式の買取といった課題を整理
でき、ご融資を通じて解決策を導いたこ
とにたいへん喜んでいただくことがで
きました。

社長が一代で築いた大切な会社を何と
か残したいとの思いを当金庫職員が共
有し、専門家や顧問税理士の支援を仰
ぎながらＭ＆Ａの成約に至りました。一
時は廃業も検討した社長でしたが、廃業
して会社を清算するよりも、Ｍ＆Ａによ
り多くのメリットを享受することができ
ました。

成功のポイント

成功のポイント
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③海外取引支援事例………………………………………………………………………… 海外取引のお手伝い

課題解決型営業への取組み

自社製品製造を海外の業者に製造委託したいが契約書
作成方法が分からず、専門家に相談したい。また委託開
始に伴う資金調達を実施したい。

お客様のご要望

当金庫では定期的に『海外ビジネス相談会』を開催して
おります。近々に開催予定がありますので、信金中央金
庫海外業務支援部の専門家をお招きするので、ご相談し
たらいかがでしょうか？

当金庫からのご提案

『海外ビジネス相談会』に相談企業の社長にご参加いた
だき、専門家から貿易取引の注意点や事業計画書作成の
ポイントをアドバイスいただき、アドバイスをもとに営業
店の担当者とともに事業計画を作成いたしました。

具体的アクション

作成した事業計画書をもとに東京信用保証協会へ保証
申請を行った結果、ご融資ができ、海外からの商品を仕入
れることができました。結果として仕入原価を低減させる
ことにより利益が増加し、企業の財務内容が大幅に改善
されました。

課題解決方法

信金中央金庫海外業務支援部の専門
家からの助言をいただき、営業店担当
者とお客様が協力して事業計画書を作
成することができました。その結果とし
て、企業の財務内容が大幅に改善する
ことができました。

④Ｍ＆Ａ（事業譲受）支援事例 ………………………………………取引先からの事業引受のお手伝い

自社の取引先から『事業の一部を譲り受けて欲しい』と頼
まれており前向きに検討したいが、初めての経験でどの
ように進めたら良いのかわからない。

お客様のご要望

① 取引先から提示されている金額の妥当性を検証しま
しょう。

② 事業譲渡（譲受）契約書を誰がどのようにいつまでに
作成するのか決めましょう。

③ 契約に関して注意すべき点などを専門家に助言してい
ただきましょう。

当金庫からのご提案

営業店担当者と本部コンサルティングセンター担当者で
課題を整理し、提示金額の妥当性の検証や契約書作成
に向けた解決策の選定を行いました。具体的には、当金
庫が契約している『ＪＲＳ経営情報サービス』の情報提供
や、公的支援機関の『東京都よろず支援拠点』『ミラサポ

（専門家派遣）』をご紹介しました。

具体的アクション

情報提供により自社で事業譲渡（譲受）契約書のドラフト
を作成し、『ミラサポ』を通じて弁護士を派遣し、弁護士に
契約書ドラフトに対する意見や事業譲渡（譲受）に関する
注意点などを助言いただきました。結果として契約書が
完成し、無事に事業譲受することができました。

課題解決方法

当金庫からの情報提供を的確に行い、
専門家（弁護士）のチェックにより円滑
に事業譲渡（譲受）をすることができま
した。問題点の抽出や解決すべき課題
を明確にして、短期間に抵コストで課題
を解決したことが成功ポイントとなりま
した。

成功のポイント

成功のポイント
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⑥不動産賃貸業への転換支援事例 ………………… 地域特性を加味した計画作成のお手伝い

お客様が所有する不動産（土地・建物）で長年に亘り飲食
店を経営していたが、事業の後継者が不在のために廃業
することになりました。建物も老朽化しており、飲食店を
廃業した後にどのように不動産を有効活用したら良いで
しょうか？

お客様のご要望

お客様は不動産を複数所有しており、今後の相続の観点
からも不動産活用の方向性を検討する必要があるので
はないでしょうか？また、賃貸不動産を建築するとしたら、
どのような地域特性を踏まえてどのようなニーズがある
のか調査する必要があるのではないでしょうか？賃貸物
件を建築しても入居者が決まらなかったらたいへんです
ものね。

当金庫からのご提案

当金庫業務提携先の専門家（税理士）を通じて相続税の
概算算出し、建物を建築した場合の相続税がどのように
なるのかという情報を共有いたしました。続いて、当金庫
業務提携先の建築会社をご紹介し、近隣の市場調査を実
施し、建築費の見積もりを算出していただきました。結果
として、地域特性を勘案しファミリータイプの居住用賃貸
住宅を建築することが良いとの結論に至りました。

具体的アクション

当金庫がご紹介した建築会社にて居住用賃貸住宅を建
築し、建築資金をご融資させていただきました。また、不
動産管理の業務委託や賃料収入の安定を図りたいとの
お客様の意向からサブリースもご紹介し、たいへんに喜
ばれました。

課題解決方法

賃貸住宅の建築を検討されているお客
様は近年増加傾向にあります。人口減
少社会の中で、地域特性を踏まえた市
場調査を綿密に行うことで空室リスク
等を低減させ、建築の専門家と協力し
ながら計画を進めたことが成功のポイ
ントとなりました。

⑤地域貢献を目的とした不動産活用支援事例 ………福祉事業者への提供による地域社会貢献のお手伝い

親から相続した不動産を建替えて福祉サービスを提供す
る事業者に賃借したいのですが、事業者の選定や不動産
賃貸借契約をどのようにしたら良いのでしょうか？

お客様のご要望

不動産や相続対策に強みを持つ当金庫業務提携先『㈱
青山財産ネットワークス』の専門家紹介をご提案いたしま
した。解決すべき課題を整理して、専門家におつなぎい
たしました。

当金庫からのご提案

福祉サービス事業提供希望の2社について、株式会社青
山財産ネットワークスの支援のもと、お客様と営業担当
者が協力しながら何度も契約内容の交渉を重ねて事業
者を決定しました。不動産賃貸借契約書の作成を専門家
に支援いただき、無事に契約に至りました。

具体的アクション

福祉サービス提供事業者の選定、不動産賃貸借契約の
作成を専門家に支援いただき、当金庫では建物建築費の
ご融資を実行してお客様の課題を解決いたしました。

課題解決方法

地域貢献の観点からも、福祉サービス
を提供する事業者に賃借したいとのお
客様の思いを実現するために、専門家
とともに粘り強く一つずつ課題を解決
していったことが成功のポイントとなり
ました。

成功のポイント

成功のポイント
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大規模災害などによる不測の事態においても、事業継続のために様々な取り組みを実施しております。

参集訓練の
実施

平成２9年１0月21日（土）、緊急時対応訓練として、参集要員136名
に指定された職員が、予め定められた店舗に、一斉に参集する訓練を
実施いたしました。

帰宅訓練の
実施

平成２9年１0月～11月、全職員1,027名を対象に徒歩にて帰宅する
帰宅訓練を実施いたしました。

緊急対策本部
総合訓練

平成30年3月7日（水）、大規模災害時における事業継続のため、緊急
対策本部総合訓練を実施いたしました。 緊急対策本部総合訓練

危機管理態勢の高度化への取組み

　「電力使用量を基準年度（平成21年度）に対して、平成32年度までに10.5％減、平成42年度までに19.0％減」を
目標に、日々の業務活動において省エネルギー・ＣＯ2削減に努めております。

　当金庫では、ＬＥＤ照明へ
の切り替えを進めています。
平成２９年度までにＡＴＭ
コーナーなど５６支店・出張所
の切り替えを実施しました。

LED照明の設置

　「クールビズ」（平成29年5月～9
月）、「ウォームビズ」（平成29年11月
～平成30年3月）を実施しました。
平成30年度も「クールビズ」（平成
30年5月～9月）を実施しております。

環境問題への取組み

クールビズ、ウォームビズの実施

　 　 　 　 　

お客さまの利便性向上への取組み

美原支店　AED設置

　当金庫では、ＡＥＤ
（自動体外式除細動
器）の設置を進めてお
ります。平成２９年度
までに延べ４7店舗に
設置しております。

AEDの設置

　平成２８年４月１日より、「障害を理由とす
る差別の解消の推進に関する法律（障害者
差別解消法）」が施行されました。当金庫は
従来から「人にやさしい店舗づくり」に取り
組んでおりますが、その一環として店頭で
は、簡易筆談器、コミュニケーションボード、
音声拡聴器（助聴器）、耳マーク表示板、杖ホ
ルダーを備え置きしてご利用いただいております。今後も、より一層すべての
お客さまが安心してご利用いただける、快適な店舗を目指してまいります。

福祉用具の備え置き

福祉用具

お客さまの利便性・満足度向上

お客さま満足度向上に向けた取組み

●店頭（顧客満足度）アンケートについて
調査方法 ： 窓口ご来店のお客さまにご回答いただいたア

ンケート用紙をお客さま自身が封筒に入れて
封緘、本部において開封・集計しております。

調査期間 ： 平成２9年１２月4日～１２月１5日
調査店舗 ： 出張所を含む全店舗
調査概要 ： 1，951枚　うちご意見・ご要望コメント３88件

●郵送（顧客満足度）アンケートについて
調査方法 ： 無作為に抽出して、お客さまにアンケート用紙

を郵送、本部宛にご回答・ご送信いただき、本
部において開封・集計しております。

調査期間 ： 平成２9年１０月１日～１０月３１日
調査概要 ： 発送先2，5００先、ご回答先519先

うちご意見・ご要望コメント215件

　当金庫では、「地域密着型金融」の実効性ある推進の一環として、店頭ならびに郵送による「お客さまアンケート」を実施しております。


