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地域元気宣言の

預金積金の推移
　京都府北部地域に本店を置く唯一の地域金融機関として、夏と
冬に「『森の京都』『海の京都』応援特別定期預金」を取組むなど、個
人預金増強をメインとした定期預金キャンペーン活動を展開しま
した。また、生活口座となる給与振込や年金口座、事業者の新規
口座獲得にも注力し、取引メイン化推進を積極的に実施したこと
で、預金・積金の期末残高は前期比92億89百万円増加の7,547
億82百万円となりました。

貸出金の推移
　地域のお客さまの多様な資金ニーズや課題等の把握に努めるた
め、「事業性評価」を重要施策として、きめ細やかな訪問活動を展
開しました。事業者向け融資においては、スピード対応が可能と
なる商品「スピーディー !」を主力商品として継続取扱いし、新規
に事業先100先との融資取引が開始できました。また、個人向け
融資においては、住宅ローン残高が、前期比増加となりましたが、
貸出金全体の期末残高は、事業者向け融資の落込みをカバーでき
ず、前期比7億95百万円減少の3,520億50百万円となりました。

損益の状況
　日本銀行によるマイナス金利政策が続く中、貸出金利息などの
資金運用収益は減少しましたが、経費節減等に努めた結果、本業
の利益を示すコア業務純益は12億24百万円となりました。
　また、貸倒実績率が低下してきたことから、予防的に個別貸倒
引当金を積み増したことにより、経常利益は3億56百万円、当期
純利益は3億14百万円となりました。

自己資本比率の状況
　自己資本比率は金融機関の健全性、安全性をはかる重要な指
標のひとつです。平成30年3月末における自己資本比率は前期比
0.19ポイント低下の10.27%となりましたが、国内基準の4%を
大幅に上回っており健全性を確保しています。今後とも経営の健
全性を維持していくために、自己資本の充実に努めてまいります。

◆業績ハイライト（事業成績の推移） 年金友の会

子ども金融教室の開催

年月 行先 日数 参加者数

平成29年
５月

さかい利晶の杜と和歌山～海の幸グル
メと甘夏狩り～

日帰り 140名

平成29年
６月、7月

大阪四季劇場“キャッツ”鑑賞と名門
ホテルブッフェ

日帰り 188名

平成29年
10月、11月

近鉄観光特急“青の交響曲”で楽しむ
奈良・中南和地区の旅

１泊２日 184名

■親睦旅行の開催
　年金友の会の会員さまを対象に、日帰り旅行、宿泊旅行の親睦旅行を開催しています。

■第12回ほくとしんきん理事長杯グラウンドゴルフ大会
　綾部市のスポーツセンター東野にて開催し、各地区で行われた予選により選ばれた190名の会員さまにご参加いただきました。

「地域元気」宣言!
　当金庫は、京都府中部・北部全域と隣接する兵庫県・福井
県の一部を含む13市4郡の広い地域を営業地区とし、地元の
中小企業者や住民が会員となって、お互いに助け合い、お互
いに発展していくことを共通の理念として運営している協同
組織金融機関です。
　地元のお客さまからお預かりした大切な資金（預金積金）は、
地元で資金を必要とされるお客さまにご融資を行って、事業
や生活の繁栄をお手伝いするとともに、地域社会の一員とし
て地元の中小企業者や住民との強い絆とネットワークを形成
し、地域経済の持続的発展に努めています。
　また、金融機能の提供にとどまらず、観光振興、環境保護、
教育支援など、あらゆる面で「地域を元気にする」活動に取組
んでいます。

　当金庫では、地域の小・中学校を対象に次世代を担う子どもたちへの金
融知識の普及を目的とした「子ども金融教室」出前講座を、京都府金融広報
委員会（事務局：日本銀行京都支店）の協力を得て開催しています。
　今年度は綾部地区の２つの学校で開催し、「生きていくために必要なお
金」について、人生シミュレーションゲームを交えて楽しく学んでいただきま
した。

スポーツ大会の主催、協賛

　当金庫では、地域貢献活動の一環として各種
スポーツ大会の主催、協賛を行っております。
青少年の健全育成や地域交流を図ることを目的
として、子どもたちを対象とした軟式野球大会
やバレーボール大会、3世代（学童・社会人・還暦）
にわたるプレーヤーが一斉に集う軟式野球大会
を開催し、たくさんの方々にご参加いただきま
した。

〒626-0041 京都府宮津市字鶴賀2054番地の1
TEL.0772（22）5121

http://www.hokuto-shinkin.co.jp

地域元気宣言の
の実現活性化地域
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預金積金

お客さまへのご融資について
お客さまからお預かりしたご預金
を、地域で資金を必要とされている
お客さまにご融資することで、事業
の繁栄や豊かな暮らしを実現するお
手伝いをしています。

貸出金の構成

お客さま
会員の皆さま

会員数 62,640名
出資金 10,408百万円

京都北都信用金庫
役職員数　710名
店舗数　39店舗

（うち出張所2店舗）

お客さまの
ご預金について
お客さまの目的に応じた各種
預金商品を取り揃えておりま
す。また、新商品の販売やサー
ビスの一層の充実に努め、お
客さまの着実な資産づくりの
お手伝いをしています。

自己資本額の推移

自己資本比率の推移

地域を
元気にする活動
・経営支援サービス
・地域貢献活動など

各計数は平成30年3月末時点のものです

預金積金の構成

公金116億円
金融機関4億円

預金積金
残高

7,547億円

個人6,260億円

一般法人
1,166億円

個人
1,360億円

地方公共団体
393億円

貸出金
残高

3,520億円

事業者
1,766億円

（平成29年度実績）
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地域元気宣言の

預金積金の推移
　京都府北部地域に本店を置く唯一の地域金融機関として、夏と
冬に「『森の京都』『海の京都』応援特別定期預金」を取組むなど、個
人預金増強をメインとした定期預金キャンペーン活動を展開しま
した。また、生活口座となる給与振込や年金口座、事業者の新規
口座獲得にも注力し、取引メイン化推進を積極的に実施したこと
で、預金・積金の期末残高は前期比92億89百万円増加の7,547
億82百万円となりました。

貸出金の推移
　地域のお客さまの多様な資金ニーズや課題等の把握に努めるた
め、「事業性評価」を重要施策として、きめ細やかな訪問活動を展
開しました。事業者向け融資においては、スピード対応が可能と
なる商品「スピーディー !」を主力商品として継続取扱いし、新規
に事業先100先との融資取引が開始できました。また、個人向け
融資においては、住宅ローン残高が、前期比増加となりましたが、
貸出金全体の期末残高は、事業者向け融資の落込みをカバーでき
ず、前期比7億95百万円減少の3,520億50百万円となりました。

損益の状況
　日本銀行によるマイナス金利政策が続く中、貸出金利息などの
資金運用収益は減少しましたが、経費節減等に努めた結果、本業
の利益を示すコア業務純益は12億24百万円となりました。
　また、貸倒実績率が低下してきたことから、予防的に個別貸倒
引当金を積み増したことにより、経常利益は3億56百万円、当期
純利益は3億14百万円となりました。

自己資本比率の状況
　自己資本比率は金融機関の健全性、安全性をはかる重要な指
標のひとつです。平成30年3月末における自己資本比率は前期比
0.19ポイント低下の10.27%となりましたが、国内基準の4%を
大幅に上回っており健全性を確保しています。今後とも経営の健
全性を維持していくために、自己資本の充実に努めてまいります。

◆業績ハイライト（事業成績の推移） 年金友の会

子ども金融教室の開催

年月 行先 日数 参加者数

平成29年
５月

さかい利晶の杜と和歌山～海の幸グル
メと甘夏狩り～

日帰り 140名

平成29年
６月、7月

大阪四季劇場“キャッツ”鑑賞と名門
ホテルブッフェ

日帰り 188名

平成29年
10月、11月

近鉄観光特急“青の交響曲”で楽しむ
奈良・中南和地区の旅

１泊２日 184名

■親睦旅行の開催
　年金友の会の会員さまを対象に、日帰り旅行、宿泊旅行の親睦旅行を開催しています。

■第12回ほくとしんきん理事長杯グラウンドゴルフ大会
　綾部市のスポーツセンター東野にて開催し、各地区で行われた予選により選ばれた190名の会員さまにご参加いただきました。

「地域元気」宣言!
　当金庫は、京都府中部・北部全域と隣接する兵庫県・福井
県の一部を含む13市4郡の広い地域を営業地区とし、地元の
中小企業者や住民が会員となって、お互いに助け合い、お互
いに発展していくことを共通の理念として運営している協同
組織金融機関です。
　地元のお客さまからお預かりした大切な資金（預金積金）は、
地元で資金を必要とされるお客さまにご融資を行って、事業
や生活の繁栄をお手伝いするとともに、地域社会の一員とし
て地元の中小企業者や住民との強い絆とネットワークを形成
し、地域経済の持続的発展に努めています。
　また、金融機能の提供にとどまらず、観光振興、環境保護、
教育支援など、あらゆる面で「地域を元気にする」活動に取組
んでいます。

　当金庫では、地域の小・中学校を対象に次世代を担う子どもたちへの金
融知識の普及を目的とした「子ども金融教室」出前講座を、京都府金融広報
委員会（事務局：日本銀行京都支店）の協力を得て開催しています。
　今年度は綾部地区の２つの学校で開催し、「生きていくために必要なお
金」について、人生シミュレーションゲームを交えて楽しく学んでいただきま
した。

スポーツ大会の主催、協賛

　当金庫では、地域貢献活動の一環として各種
スポーツ大会の主催、協賛を行っております。
青少年の健全育成や地域交流を図ることを目的
として、子どもたちを対象とした軟式野球大会
やバレーボール大会、3世代（学童・社会人・還暦）
にわたるプレーヤーが一斉に集う軟式野球大会
を開催し、たくさんの方々にご参加いただきま
した。

〒626-0041 京都府宮津市字鶴賀2054番地の1
TEL.0772（22）5121

http://www.hokuto-shinkin.co.jp

地域元気宣言の
の実現活性化地域
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　お客さまが抱える専門的な課題の解決を実践するために外部専門家との連携による個別相談会を実施しました。
　また、中小企業・小規模事業者を対象にした支援情報サイト「ミラサポ」を利用した外部専門家の無料派遣や、経営の専門的知
識やノウハウを必要とされるお客さまに、専門家を活用した京都信用保証協会の「京都バリューアップサポート」を活用した外部
専門家の無料派遣を提案するなど、外部機関や外部専門家と連携した支援を行いました。

（平成29年度実績）

来訪金庫数 来訪者数

信用金庫業界のネットワークを活用した
当地域への旅行誘致数

8金庫 748名

　当金庫では、各自治体が推し進める地方創生を後押しするとともに、お客さまの経営課題解決を積極的に支援しています。
お客さまにとって一番身近な金融機関として経営者の良き相談相手となり、地域になくてはならない地元金融機関として

「親しみがあり、何でも相談でき、安心できる」存在として、お客さまのニーズにあった最適なソリューションをご提供し
ています。
　これからも、外部専門機関等とも連携し本部と営業店が一体となってお客さまを支援することで、地域のしごとを創生し、
中小企業の売上を伸ばすことによる地域活性化の実現に向け取組んでまいります。

地域活性化の実現に向けた取組について

地域の雇用を創出する創業・開業を支援！！

売りたい

しんきん「情報共有プラットフォーム」により全国の信用金庫と商材等マッチング情報の共有

売りたい
お客さま

京都北都信用金庫　店舗網
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会
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お客さま

京都北都信用金庫

ビジネスマッチング掲示板を活用した
営業エリア内のビジネスマッチングの推進

買
い
た
い

◉ビジネスマッチングの取組み

お取引先の販路の開拓や事業拡大を積極的に支援！！ ◉外部機関や外部専門家と連携した課題解決への支援

　「外国人技能実習制度セミナー」のオンデマンド配信を利用した視聴の取組みを実施しました。本制度は、開発途上国等からの
外国人実習生の受入れを通じて、技能・技術、知識の母国への移転を図り、開発途上国の経済発展を担う「人づくり」に協力する
ことを目的としています。
　中小企業においては、人手不足の対応策の一つとして、本制度を活用する事業者が増加傾向にあることから、当該セミナーの
オンデマンド配信を下記の方法で視聴する取組みを実施しました。

◉人材育成支援

観光口コミ情報の
アクセス方法

①アドレスを直接入力する
　http://www.hokuto-shinkin.co.jp/kutikomi/
②京都北都信用金庫　観光口コミ情報で検索する

京都北都信用金庫　観光口コミ情報 検索

③QRコードで
　読み取る

交流人口増加への取組み

◉団体旅行の誘致
　他信用金庫にて実施される団体旅行を誘致するなど、
業界のネットワークを活用した当地域への集客促進に努
めています。

◉観光口コミ情報の発信
　当地域の交流人口増加を目指し、『観光口コミ情
報』をホームページにて発信しています。
　『観光口コミ情報』では、当金庫職員が実際に足
を運び集めた地元資源の魅力を「グルメ」「景観」
「歴史文化」「体験」に分類し写真とともに掲載し
ており、順次追加しています。

　当金庫の地域貢献や地域活性化に向けた活動および
観光情報をもっとお客さまに知っていただくために、
Facebookによる情報配信を行っています。
　皆さまからの「いいね！」をお待ちしています。

◉Facebookによる情報配信

ソリューションメニュー
創業・開業

創業・新規事業支援
企業成長

販路拡大支援
ビジネスマッチング
産官学連携
海外ビジネス支援
助成金（補助金）の活用支援
人材育成支援

転換期
経営改善支援
専門家派遣支援

事業承継
事業承継支援

●●●役所

・創業支援
・ビジネスマッチング支援
・補助金申請サポート
・経営セミナーの開催
・経営改善支援
・事業承継支援

ソリューションメニューによる支援
・地方版総合戦略の支援
・各市町、経済団体等と
　連携した地域活性化

地方創生に向けた取組み

・京都府中小企業再生支援協議会
・北近畿中小企業支援連絡会議
・京都再生ネットワーク会議
・その他支援機関

・信金中央金庫
・全国の信用金庫
・日本政策金融公庫
・京都産業２１
・京都府よろず支援拠点
・京都工芸繊維大学、舞鶴工業高等専門学校
　福知山公立大学京都北都信用金庫

お客さま 各市町、
経済団体等

連携・支援

課
題
の
解
決

京都北都信用金庫

連携・活用

外部機関およびネットワーク

　当金庫では、地域社会の発展に貢献し、会員顧客の繁栄に寄与することを経営理念とし、中小企業の再生と地域経済の
活性化を基本とした、持続的発展が可能な地域社会づくりに向けた取組みを推進しています。

地域密着型金融の取組状況
（平成29年4月から平成30年3月までの主な取組み内容と実績）

■主な取組み （平成29年度実績）

開催年月 名称（連携先） 支援内容
平成29年6月～
平成30年3月

スモールビジネス女性起業塾（計10回）
（スモールビジネス女性起業塾実行委員会）

後援、講師派遣
および職員の参加

平成29年
10月～11月

創業スタートアップセミナー（計6回）
（宮津市・京都大学経営管理大学院経営研究センター）

運営協力
および職員の参加

平成29年10月 創業塾（舞鶴商工会議所） 講師派遣

平成29年10月 起業セミナー（亀岡商工会議所） 後援、講師派遣
および職員の参加

平成29年11月 創業セミナー（福知山市商工会） 後援、講師派遣
平成29年11月～ 創業塾inみやづ（宮津商工会議所） 職員の参加
平成30年2月 舞鶴・綾部　創業塾（舞鶴商工会議所） 講師派遣

（平成29年度実績）

取組件数 実行金額
創業支援融資「ドリーム」取組み実績

（日本政策金融公庫との協調融資を含む） 15 件 76 百万円

【連携スキーム図】

◉ほくと創業支援ローン「ドリーム」
　　•事業計画書の作成支援
　　•創業補助金の申請支援

京都北都信用金庫 日本政策金融公庫

◉中小企業経営力強化資金

創業計画書の共有創業計画書の共有
京都北都信用金庫 日本政策金融公庫

•創業支援セミナー
•協調融資

お客さま

　各地域で開催された商工会議所・商工会や行政が主催す
る創業セミナー等の後援、講師派遣等を行いました。
　また、スモールビジネス女性起業塾実行委員会が主催す
る女性のための起業塾「スモールビジネス女性起業塾」では、
講師の派遣に加え、5人の女性職員が受講者として参加し、
創業についての知識習得に努めました。

　平成27年7月1日に日本政策金融公庫と締結した「創業支
援等に係る業務連携・協力に関する覚書」をもとに、創業・
開業を目指すお客さまを積極的に支援するため、創業者の
利便性を考慮した創業支援融資「ドリーム」による資金供給
に努めました。

行政および商工会議所・商工会等と連携した取組み 日本政策金融公庫と連携した開業段階での支援

スモールビジネス起業塾

（平成29年度実績）

申請件数 うち採択件数
平成29年度補正　ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金 32件 20件
きょうと元気な地域づくり応援ファンド 3件 1件
きょうと農商工連携応援ファンド 1件 1件

（平成29年度実績）

申請件数
経営力向上計画 3件

◉補助金・助成金の申請支援

（平成 29 年度実績）

登録件数

当金庫営業エリア内企業間のビジネスマッチング情報登録サイト
ビジネスマッチング掲示板の登録件数 86件

信用金庫業界内のビジネスマッチング情報登録サイト
しんきん情報共有プラットフォームへのマッチング情報登録件数 25先

　狭域・多店舗展開のメリットを生かし、お客さまのマッチングニーズに
関する情報を全職員がリアルタイムに共有できる「ビジネスマッチング掲示
板」を活用し、お取引先企業間のビジネスマッチングに取組んでいます。ま
た、信用金庫業界の情報共有サイト「しんきん情報共有プラットフォーム」
のマッチングサイトを活用し、全国261信用金庫の業界ネットワークによ
るビジネスマッチングに取組んでいます。

◉営業エリア内マッチングの積極推進と全国の信用金庫とのマッチング情報の共有

■主なビジネスフェア・商談会
開催年月 イベント名 主催 出展支援先数

平成29年11月 第7回バイヤーマッチング商談会 京都信用金庫 16社
平成29年11月 2017全国！すぐれもん発掘大商談会 城南信用金庫 2社
平成30年3月 食の商談会2018 信金中央金庫 7社

（平成 29 年度実績）

　信金中央金庫や他信用金庫と連携し、全国のビジネスフェア・商談会等への出展支援を行いまし
た。出展案内だけではなく、商談会への職員同席等により、商材の強み弱みをお客さまと共有し、
課題の発見と解決に向けて取組みました。

◉各地で開催される各種ビジネスフェア・商談会等の出展支援

京信バイヤーマッチング商談会

　平成29年2月28日から公募開始となった「平成29年度補正　ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」では、補助
金の概要を中心とした説明会（綾部・大宮・亀岡地区の3地区）に加えて、事業者の生産性向上と設備投資を面的に促進するため、
舞鶴市・舞鶴商工会議所・丹波市商工会との共催・後援により、申請書の書き方や作成時のポイントを中心とした「ものづくり
補助金セミナー」を開催いたしました。
　説明会・セミナー開催後の公募期間中は、ものづくり補助金の申請書作成にあたり、外部専門家と連携した個別相談会の開催
など、お客さまと一体となった伴走支援に努めました。
　その結果、平成29年度補正の申請件数は32件(前年度比7件増加)、採択件数は20件（前年度比4件増加）、採択率62.5％と全国
平均（55.1％）に比べ高い結果となりました。
　また、地域のさまざまな資源を活用した新しい事業にチャレンジする中小企業者などに対し、その事業の立ち上げ経費の一部
を助成する京都府の「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」や、府内の農林水産業者と中小企業者が密接に連携し、それぞれ
の強みを活かして創業や経営の改善・向上を図る取組に対して助成金を交付し、新たな京都ブランドの創造や地域経済の活性化
を図ろうとする「きょうと農商工連携応援ファンド」においても、お客様と一体となった伴走支援を行いました。

■その他の外部専門家の活用
派遣件数

ミラサポ・京都バリューアップサポートによる専門家派遣 36件

（平成 29 年度実績）■主な個別相談会
相談件数

よろず支援拠点との連携による個別相談会 43件

ものづくり補助金相談会（平成29年度補正） 20件

知的財産「個別相談会」 3件

（平成 29 年度実績）

《配信内容》
① 外国人技能実習制度の概要、実習生受入の実情

② 送出し機関の役割、送出し前の研修等

③
受入企業の実習生受入手続き・体制整備、監
理団体の役割、受入成功事例等

（１）視聴申込事業者による自社での視聴

開催日
配信期間（平成30年2月2日～
28日）内での視聴

申　込 32社・団体　52名

（２）経済団体等を対象とした上映会実施による視聴

開催日 平成30年2月6日（火）

申　込 11団体　24名

場　所 当金庫大宮事務センター

FOOD COLLABO LABO（京都市内） FOOD COLLABO LABO（与謝野町会場）

◉農商ビジネス商談会（FOOD COLLABO LABO）の開催
　地域資源である農業分野と飲食を主とした事業者のマッチングの場として、京都府北部5市2町の広域連携により、与謝野町と京都
市内で開催された農商ビジネス商談会2017「FOOD COLLABO LABO（フードコラボラボ）」の運営に協力しました。

地域の面的再生への積極的な参画！！

（平成 29 年度実績）

参加企業数

FOOD COLLABO LABO（フードコラボラボ）第1回～第3回（与謝野町） 70社

FOOD COLLABO LABO（フードコラボラボ）第4回（京都市内） 16社

地域経済を活性化させるため、当金庫と一般社団法人PLACEが中心となって実行委員会を形成し、京都府北部5市2町の生産者と事業者をマッチングさせ
販路開拓支援を行うこと、また、商品開発に繋がるマッチングを創出することを目的に、平成29年9月から平成30年1月にかけて合計4回の商談会を開催
しました。第4回目については、京都信用金庫の協力を得て、京都市内の飲食事業を主とした事業者との出会いの場を創出しました。

《ファムツアーの概要》
開催日 平成29年10月19日（木）・20日（金）

旅　程 1日目：舞鶴・宮津　2日目：伊根・与謝野・舞鶴

参　加 19金庫・１団体　合計21名

「海の京都（kyoto by the sea）体験ファムツアー１泊2日の旅」の実施
　他信用金庫の旅行企画担当者等を対象に、「海の京都（kyoto by the 
sea）体験ファムツアー1泊2日の旅」を実施しました。

※平成30年度の年金旅行が決
まった金庫もあり、また数金庫
において、次年度以降の旅行実
施について前向きに検討したい
との回答をいただいています。



　お客さまが抱える専門的な課題の解決を実践するために外部専門家との連携による個別相談会を実施しました。
　また、中小企業・小規模事業者を対象にした支援情報サイト「ミラサポ」を利用した外部専門家の無料派遣や、経営の専門的知
識やノウハウを必要とされるお客さまに、専門家を活用した京都信用保証協会の「京都バリューアップサポート」を活用した外部
専門家の無料派遣を提案するなど、外部機関や外部専門家と連携した支援を行いました。

（平成29年度実績）

来訪金庫数 来訪者数

信用金庫業界のネットワークを活用した
当地域への旅行誘致数

8金庫 748名

　当金庫では、各自治体が推し進める地方創生を後押しするとともに、お客さまの経営課題解決を積極的に支援しています。
お客さまにとって一番身近な金融機関として経営者の良き相談相手となり、地域になくてはならない地元金融機関として

「親しみがあり、何でも相談でき、安心できる」存在として、お客さまのニーズにあった最適なソリューションをご提供し
ています。
　これからも、外部専門機関等とも連携し本部と営業店が一体となってお客さまを支援することで、地域のしごとを創生し、
中小企業の売上を伸ばすことによる地域活性化の実現に向け取組んでまいります。

地域活性化の実現に向けた取組について

地域の雇用を創出する創業・開業を支援！！

売りたい

しんきん「情報共有プラットフォーム」により全国の信用金庫と商材等マッチング情報の共有

売りたい
お客さま

京都北都信用金庫　店舗網

商材
商
談
会
、
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ア
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支
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売りたい 買いたい仲
介

買いたい
お客さま

京都北都信用金庫

ビジネスマッチング掲示板を活用した
営業エリア内のビジネスマッチングの推進

買
い
た
い

◉ビジネスマッチングの取組み

お取引先の販路の開拓や事業拡大を積極的に支援！！ ◉外部機関や外部専門家と連携した課題解決への支援

　「外国人技能実習制度セミナー」のオンデマンド配信を利用した視聴の取組みを実施しました。本制度は、開発途上国等からの
外国人実習生の受入れを通じて、技能・技術、知識の母国への移転を図り、開発途上国の経済発展を担う「人づくり」に協力する
ことを目的としています。
　中小企業においては、人手不足の対応策の一つとして、本制度を活用する事業者が増加傾向にあることから、当該セミナーの
オンデマンド配信を下記の方法で視聴する取組みを実施しました。

◉人材育成支援

観光口コミ情報の
アクセス方法

①アドレスを直接入力する
　http://www.hokuto-shinkin.co.jp/kutikomi/
②京都北都信用金庫　観光口コミ情報で検索する

京都北都信用金庫　観光口コミ情報 検索

③QRコードで
　読み取る

交流人口増加への取組み

◉団体旅行の誘致
　他信用金庫にて実施される団体旅行を誘致するなど、
業界のネットワークを活用した当地域への集客促進に努
めています。

◉観光口コミ情報の発信
　当地域の交流人口増加を目指し、『観光口コミ情
報』をホームページにて発信しています。
　『観光口コミ情報』では、当金庫職員が実際に足
を運び集めた地元資源の魅力を「グルメ」「景観」
「歴史文化」「体験」に分類し写真とともに掲載し
ており、順次追加しています。

　当金庫の地域貢献や地域活性化に向けた活動および
観光情報をもっとお客さまに知っていただくために、
Facebookによる情報配信を行っています。
　皆さまからの「いいね！」をお待ちしています。

◉Facebookによる情報配信

ソリューションメニュー
創業・開業

創業・新規事業支援
企業成長

販路拡大支援
ビジネスマッチング
産官学連携
海外ビジネス支援
助成金（補助金）の活用支援
人材育成支援

転換期
経営改善支援
専門家派遣支援

事業承継
事業承継支援

●●●役所

・創業支援
・ビジネスマッチング支援
・補助金申請サポート
・経営セミナーの開催
・経営改善支援
・事業承継支援

ソリューションメニューによる支援
・地方版総合戦略の支援
・各市町、経済団体等と
　連携した地域活性化

地方創生に向けた取組み

・京都府中小企業再生支援協議会
・北近畿中小企業支援連絡会議
・京都再生ネットワーク会議
・その他支援機関

・信金中央金庫
・全国の信用金庫
・日本政策金融公庫
・京都産業２１
・京都府よろず支援拠点
・京都工芸繊維大学、舞鶴工業高等専門学校
　福知山公立大学京都北都信用金庫

お客さま 各市町、
経済団体等

連携・支援

課
題
の
解
決

京都北都信用金庫

連携・活用

外部機関およびネットワーク

　当金庫では、地域社会の発展に貢献し、会員顧客の繁栄に寄与することを経営理念とし、中小企業の再生と地域経済の
活性化を基本とした、持続的発展が可能な地域社会づくりに向けた取組みを推進しています。

地域密着型金融の取組状況
（平成29年4月から平成30年3月までの主な取組み内容と実績）

■主な取組み （平成29年度実績）

開催年月 名称（連携先） 支援内容
平成29年6月～
平成30年3月

スモールビジネス女性起業塾（計10回）
（スモールビジネス女性起業塾実行委員会）

後援、講師派遣
および職員の参加

平成29年
10月～11月

創業スタートアップセミナー（計6回）
（宮津市・京都大学経営管理大学院経営研究センター）

運営協力
および職員の参加

平成29年10月 創業塾（舞鶴商工会議所） 講師派遣

平成29年10月 起業セミナー（亀岡商工会議所） 後援、講師派遣
および職員の参加

平成29年11月 創業セミナー（福知山市商工会） 後援、講師派遣
平成29年11月～ 創業塾inみやづ（宮津商工会議所） 職員の参加
平成30年2月 舞鶴・綾部　創業塾（舞鶴商工会議所） 講師派遣

（平成29年度実績）

取組件数 実行金額
創業支援融資「ドリーム」取組み実績

（日本政策金融公庫との協調融資を含む） 15 件 76 百万円

【連携スキーム図】

◉ほくと創業支援ローン「ドリーム」
　　•事業計画書の作成支援
　　•創業補助金の申請支援

京都北都信用金庫 日本政策金融公庫

◉中小企業経営力強化資金

創業計画書の共有創業計画書の共有
京都北都信用金庫 日本政策金融公庫

•創業支援セミナー
•協調融資

お客さま

　各地域で開催された商工会議所・商工会や行政が主催す
る創業セミナー等の後援、講師派遣等を行いました。
　また、スモールビジネス女性起業塾実行委員会が主催す
る女性のための起業塾「スモールビジネス女性起業塾」では、
講師の派遣に加え、5人の女性職員が受講者として参加し、
創業についての知識習得に努めました。

　平成27年7月1日に日本政策金融公庫と締結した「創業支
援等に係る業務連携・協力に関する覚書」をもとに、創業・
開業を目指すお客さまを積極的に支援するため、創業者の
利便性を考慮した創業支援融資「ドリーム」による資金供給
に努めました。

行政および商工会議所・商工会等と連携した取組み 日本政策金融公庫と連携した開業段階での支援

スモールビジネス起業塾

（平成29年度実績）

申請件数 うち採択件数
平成29年度補正　ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金 32件 20件
きょうと元気な地域づくり応援ファンド 3件 1件
きょうと農商工連携応援ファンド 1件 1件

（平成29年度実績）

申請件数
経営力向上計画 3件

◉補助金・助成金の申請支援

（平成 29 年度実績）

登録件数

当金庫営業エリア内企業間のビジネスマッチング情報登録サイト
ビジネスマッチング掲示板の登録件数 86件

信用金庫業界内のビジネスマッチング情報登録サイト
しんきん情報共有プラットフォームへのマッチング情報登録件数 25先

　狭域・多店舗展開のメリットを生かし、お客さまのマッチングニーズに
関する情報を全職員がリアルタイムに共有できる「ビジネスマッチング掲示
板」を活用し、お取引先企業間のビジネスマッチングに取組んでいます。ま
た、信用金庫業界の情報共有サイト「しんきん情報共有プラットフォーム」
のマッチングサイトを活用し、全国261信用金庫の業界ネットワークによ
るビジネスマッチングに取組んでいます。

◉営業エリア内マッチングの積極推進と全国の信用金庫とのマッチング情報の共有

■主なビジネスフェア・商談会
開催年月 イベント名 主催 出展支援先数

平成29年11月 第7回バイヤーマッチング商談会 京都信用金庫 16社
平成29年11月 2017全国！すぐれもん発掘大商談会 城南信用金庫 2社
平成30年3月 食の商談会2018 信金中央金庫 7社

（平成 29 年度実績）

　信金中央金庫や他信用金庫と連携し、全国のビジネスフェア・商談会等への出展支援を行いまし
た。出展案内だけではなく、商談会への職員同席等により、商材の強み弱みをお客さまと共有し、
課題の発見と解決に向けて取組みました。

◉各地で開催される各種ビジネスフェア・商談会等の出展支援

京信バイヤーマッチング商談会

　平成29年2月28日から公募開始となった「平成29年度補正　ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」では、補助
金の概要を中心とした説明会（綾部・大宮・亀岡地区の3地区）に加えて、事業者の生産性向上と設備投資を面的に促進するため、
舞鶴市・舞鶴商工会議所・丹波市商工会との共催・後援により、申請書の書き方や作成時のポイントを中心とした「ものづくり
補助金セミナー」を開催いたしました。
　説明会・セミナー開催後の公募期間中は、ものづくり補助金の申請書作成にあたり、外部専門家と連携した個別相談会の開催
など、お客さまと一体となった伴走支援に努めました。
　その結果、平成29年度補正の申請件数は32件(前年度比7件増加)、採択件数は20件（前年度比4件増加）、採択率62.5％と全国
平均（55.1％）に比べ高い結果となりました。
　また、地域のさまざまな資源を活用した新しい事業にチャレンジする中小企業者などに対し、その事業の立ち上げ経費の一部
を助成する京都府の「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」や、府内の農林水産業者と中小企業者が密接に連携し、それぞれ
の強みを活かして創業や経営の改善・向上を図る取組に対して助成金を交付し、新たな京都ブランドの創造や地域経済の活性化
を図ろうとする「きょうと農商工連携応援ファンド」においても、お客様と一体となった伴走支援を行いました。

■その他の外部専門家の活用
派遣件数

ミラサポ・京都バリューアップサポートによる専門家派遣 36件

（平成 29 年度実績）■主な個別相談会
相談件数

よろず支援拠点との連携による個別相談会 43件

ものづくり補助金相談会（平成29年度補正） 20件

知的財産「個別相談会」 3件

（平成 29 年度実績）

《配信内容》
① 外国人技能実習制度の概要、実習生受入の実情

② 送出し機関の役割、送出し前の研修等

③
受入企業の実習生受入手続き・体制整備、監
理団体の役割、受入成功事例等

（１）視聴申込事業者による自社での視聴

開催日
配信期間（平成30年2月2日～
28日）内での視聴

申　込 32社・団体　52名

（２）経済団体等を対象とした上映会実施による視聴

開催日 平成30年2月6日（火）

申　込 11団体　24名

場　所 当金庫大宮事務センター

FOOD COLLABO LABO（京都市内） FOOD COLLABO LABO（与謝野町会場）

◉農商ビジネス商談会（FOOD COLLABO LABO）の開催
　地域資源である農業分野と飲食を主とした事業者のマッチングの場として、京都府北部5市2町の広域連携により、与謝野町と京都
市内で開催された農商ビジネス商談会2017「FOOD COLLABO LABO（フードコラボラボ）」の運営に協力しました。

地域の面的再生への積極的な参画！！

（平成 29 年度実績）

参加企業数

FOOD COLLABO LABO（フードコラボラボ）第1回～第3回（与謝野町） 70社

FOOD COLLABO LABO（フードコラボラボ）第4回（京都市内） 16社

地域経済を活性化させるため、当金庫と一般社団法人PLACEが中心となって実行委員会を形成し、京都府北部5市2町の生産者と事業者をマッチングさせ
販路開拓支援を行うこと、また、商品開発に繋がるマッチングを創出することを目的に、平成29年9月から平成30年1月にかけて合計4回の商談会を開催
しました。第4回目については、京都信用金庫の協力を得て、京都市内の飲食事業を主とした事業者との出会いの場を創出しました。

《ファムツアーの概要》
開催日 平成29年10月19日（木）・20日（金）

旅　程 1日目：舞鶴・宮津　2日目：伊根・与謝野・舞鶴

参　加 19金庫・１団体　合計21名

「海の京都（kyoto by the sea）体験ファムツアー１泊2日の旅」の実施
　他信用金庫の旅行企画担当者等を対象に、「海の京都（kyoto by the 
sea）体験ファムツアー1泊2日の旅」を実施しました。

※平成30年度の年金旅行が決
まった金庫もあり、また数金庫
において、次年度以降の旅行実
施について前向きに検討したい
との回答をいただいています。



　お客さまが抱える専門的な課題の解決を実践するために外部専門家との連携による個別相談会を実施しました。
　また、中小企業・小規模事業者を対象にした支援情報サイト「ミラサポ」を利用した外部専門家の無料派遣や、経営の専門的知
識やノウハウを必要とされるお客さまに、専門家を活用した京都信用保証協会の「京都バリューアップサポート」を活用した外部
専門家の無料派遣を提案するなど、外部機関や外部専門家と連携した支援を行いました。

（平成29年度実績）

来訪金庫数 来訪者数

信用金庫業界のネットワークを活用した
当地域への旅行誘致数

8金庫 748名

　当金庫では、各自治体が推し進める地方創生を後押しするとともに、お客さまの経営課題解決を積極的に支援しています。
お客さまにとって一番身近な金融機関として経営者の良き相談相手となり、地域になくてはならない地元金融機関として

「親しみがあり、何でも相談でき、安心できる」存在として、お客さまのニーズにあった最適なソリューションをご提供し
ています。
　これからも、外部専門機関等とも連携し本部と営業店が一体となってお客さまを支援することで、地域のしごとを創生し、
中小企業の売上を伸ばすことによる地域活性化の実現に向け取組んでまいります。

地域活性化の実現に向けた取組について

地域の雇用を創出する創業・開業を支援！！

売りたい

しんきん「情報共有プラットフォーム」により全国の信用金庫と商材等マッチング情報の共有

売りたい
お客さま

京都北都信用金庫　店舗網

商材
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会
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売りたい 買いたい仲
介

買いたい
お客さま

京都北都信用金庫

ビジネスマッチング掲示板を活用した
営業エリア内のビジネスマッチングの推進

買
い
た
い

◉ビジネスマッチングの取組み

お取引先の販路の開拓や事業拡大を積極的に支援！！ ◉外部機関や外部専門家と連携した課題解決への支援

　「外国人技能実習制度セミナー」のオンデマンド配信を利用した視聴の取組みを実施しました。本制度は、開発途上国等からの
外国人実習生の受入れを通じて、技能・技術、知識の母国への移転を図り、開発途上国の経済発展を担う「人づくり」に協力する
ことを目的としています。
　中小企業においては、人手不足の対応策の一つとして、本制度を活用する事業者が増加傾向にあることから、当該セミナーの
オンデマンド配信を下記の方法で視聴する取組みを実施しました。

◉人材育成支援

観光口コミ情報の
アクセス方法

①アドレスを直接入力する
　http://www.hokuto-shinkin.co.jp/kutikomi/
②京都北都信用金庫　観光口コミ情報で検索する

京都北都信用金庫　観光口コミ情報 検索

③QRコードで
　読み取る

交流人口増加への取組み

◉団体旅行の誘致
　他信用金庫にて実施される団体旅行を誘致するなど、
業界のネットワークを活用した当地域への集客促進に努
めています。

◉観光口コミ情報の発信
　当地域の交流人口増加を目指し、『観光口コミ情
報』をホームページにて発信しています。
　『観光口コミ情報』では、当金庫職員が実際に足
を運び集めた地元資源の魅力を「グルメ」「景観」
「歴史文化」「体験」に分類し写真とともに掲載し
ており、順次追加しています。

　当金庫の地域貢献や地域活性化に向けた活動および
観光情報をもっとお客さまに知っていただくために、
Facebookによる情報配信を行っています。
　皆さまからの「いいね！」をお待ちしています。

◉Facebookによる情報配信

ソリューションメニュー
創業・開業

創業・新規事業支援
企業成長

販路拡大支援
ビジネスマッチング
産官学連携
海外ビジネス支援
助成金（補助金）の活用支援
人材育成支援

転換期
経営改善支援
専門家派遣支援

事業承継
事業承継支援

●●●役所

・創業支援
・ビジネスマッチング支援
・補助金申請サポート
・経営セミナーの開催
・経営改善支援
・事業承継支援

ソリューションメニューによる支援
・地方版総合戦略の支援
・各市町、経済団体等と
　連携した地域活性化

地方創生に向けた取組み

・京都府中小企業再生支援協議会
・北近畿中小企業支援連絡会議
・京都再生ネットワーク会議
・その他支援機関

・信金中央金庫
・全国の信用金庫
・日本政策金融公庫
・京都産業２１
・京都府よろず支援拠点
・京都工芸繊維大学、舞鶴工業高等専門学校
　福知山公立大学京都北都信用金庫

お客さま 各市町、
経済団体等

連携・支援

課
題
の
解
決

京都北都信用金庫

連携・活用

外部機関およびネットワーク

　当金庫では、地域社会の発展に貢献し、会員顧客の繁栄に寄与することを経営理念とし、中小企業の再生と地域経済の
活性化を基本とした、持続的発展が可能な地域社会づくりに向けた取組みを推進しています。

地域密着型金融の取組状況
（平成29年4月から平成30年3月までの主な取組み内容と実績）

■主な取組み （平成29年度実績）

開催年月 名称（連携先） 支援内容
平成29年6月～
平成30年3月

スモールビジネス女性起業塾（計10回）
（スモールビジネス女性起業塾実行委員会）

後援、講師派遣
および職員の参加

平成29年
10月～11月

創業スタートアップセミナー（計6回）
（宮津市・京都大学経営管理大学院経営研究センター）

運営協力
および職員の参加

平成29年10月 創業塾（舞鶴商工会議所） 講師派遣

平成29年10月 起業セミナー（亀岡商工会議所） 後援、講師派遣
および職員の参加

平成29年11月 創業セミナー（福知山市商工会） 後援、講師派遣
平成29年11月～ 創業塾inみやづ（宮津商工会議所） 職員の参加
平成30年2月 舞鶴・綾部　創業塾（舞鶴商工会議所） 講師派遣

（平成29年度実績）

取組件数 実行金額
創業支援融資「ドリーム」取組み実績

（日本政策金融公庫との協調融資を含む） 15 件 76 百万円

【連携スキーム図】

◉ほくと創業支援ローン「ドリーム」
　　•事業計画書の作成支援
　　•創業補助金の申請支援

京都北都信用金庫 日本政策金融公庫

◉中小企業経営力強化資金

創業計画書の共有創業計画書の共有
京都北都信用金庫 日本政策金融公庫

•創業支援セミナー
•協調融資

お客さま

　各地域で開催された商工会議所・商工会や行政が主催す
る創業セミナー等の後援、講師派遣等を行いました。
　また、スモールビジネス女性起業塾実行委員会が主催す
る女性のための起業塾「スモールビジネス女性起業塾」では、
講師の派遣に加え、5人の女性職員が受講者として参加し、
創業についての知識習得に努めました。

　平成27年7月1日に日本政策金融公庫と締結した「創業支
援等に係る業務連携・協力に関する覚書」をもとに、創業・
開業を目指すお客さまを積極的に支援するため、創業者の
利便性を考慮した創業支援融資「ドリーム」による資金供給
に努めました。

行政および商工会議所・商工会等と連携した取組み 日本政策金融公庫と連携した開業段階での支援

スモールビジネス起業塾

（平成29年度実績）

申請件数 うち採択件数
平成29年度補正　ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金 32件 20件
きょうと元気な地域づくり応援ファンド 3件 1件
きょうと農商工連携応援ファンド 1件 1件

（平成29年度実績）

申請件数
経営力向上計画 3件

◉補助金・助成金の申請支援

（平成 29 年度実績）

登録件数

当金庫営業エリア内企業間のビジネスマッチング情報登録サイト
ビジネスマッチング掲示板の登録件数 86件

信用金庫業界内のビジネスマッチング情報登録サイト
しんきん情報共有プラットフォームへのマッチング情報登録件数 25先

　狭域・多店舗展開のメリットを生かし、お客さまのマッチングニーズに
関する情報を全職員がリアルタイムに共有できる「ビジネスマッチング掲示
板」を活用し、お取引先企業間のビジネスマッチングに取組んでいます。ま
た、信用金庫業界の情報共有サイト「しんきん情報共有プラットフォーム」
のマッチングサイトを活用し、全国261信用金庫の業界ネットワークによ
るビジネスマッチングに取組んでいます。

◉営業エリア内マッチングの積極推進と全国の信用金庫とのマッチング情報の共有

■主なビジネスフェア・商談会
開催年月 イベント名 主催 出展支援先数

平成29年11月 第7回バイヤーマッチング商談会 京都信用金庫 16社
平成29年11月 2017全国！すぐれもん発掘大商談会 城南信用金庫 2社
平成30年3月 食の商談会2018 信金中央金庫 7社

（平成 29 年度実績）

　信金中央金庫や他信用金庫と連携し、全国のビジネスフェア・商談会等への出展支援を行いまし
た。出展案内だけではなく、商談会への職員同席等により、商材の強み弱みをお客さまと共有し、
課題の発見と解決に向けて取組みました。

◉各地で開催される各種ビジネスフェア・商談会等の出展支援

京信バイヤーマッチング商談会

　平成29年2月28日から公募開始となった「平成29年度補正　ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」では、補助
金の概要を中心とした説明会（綾部・大宮・亀岡地区の3地区）に加えて、事業者の生産性向上と設備投資を面的に促進するため、
舞鶴市・舞鶴商工会議所・丹波市商工会との共催・後援により、申請書の書き方や作成時のポイントを中心とした「ものづくり
補助金セミナー」を開催いたしました。
　説明会・セミナー開催後の公募期間中は、ものづくり補助金の申請書作成にあたり、外部専門家と連携した個別相談会の開催
など、お客さまと一体となった伴走支援に努めました。
　その結果、平成29年度補正の申請件数は32件(前年度比7件増加)、採択件数は20件（前年度比4件増加）、採択率62.5％と全国
平均（55.1％）に比べ高い結果となりました。
　また、地域のさまざまな資源を活用した新しい事業にチャレンジする中小企業者などに対し、その事業の立ち上げ経費の一部
を助成する京都府の「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」や、府内の農林水産業者と中小企業者が密接に連携し、それぞれ
の強みを活かして創業や経営の改善・向上を図る取組に対して助成金を交付し、新たな京都ブランドの創造や地域経済の活性化
を図ろうとする「きょうと農商工連携応援ファンド」においても、お客様と一体となった伴走支援を行いました。

■その他の外部専門家の活用
派遣件数

ミラサポ・京都バリューアップサポートによる専門家派遣 36件

（平成 29 年度実績）■主な個別相談会
相談件数

よろず支援拠点との連携による個別相談会 43件

ものづくり補助金相談会（平成29年度補正） 20件

知的財産「個別相談会」 3件

（平成 29 年度実績）

《配信内容》
① 外国人技能実習制度の概要、実習生受入の実情

② 送出し機関の役割、送出し前の研修等

③
受入企業の実習生受入手続き・体制整備、監
理団体の役割、受入成功事例等

（１）視聴申込事業者による自社での視聴

開催日
配信期間（平成30年2月2日～
28日）内での視聴

申　込 32社・団体　52名

（２）経済団体等を対象とした上映会実施による視聴

開催日 平成30年2月6日（火）

申　込 11団体　24名

場　所 当金庫大宮事務センター

FOOD COLLABO LABO（京都市内） FOOD COLLABO LABO（与謝野町会場）

◉農商ビジネス商談会（FOOD COLLABO LABO）の開催
　地域資源である農業分野と飲食を主とした事業者のマッチングの場として、京都府北部5市2町の広域連携により、与謝野町と京都
市内で開催された農商ビジネス商談会2017「FOOD COLLABO LABO（フードコラボラボ）」の運営に協力しました。

地域の面的再生への積極的な参画！！

（平成 29 年度実績）

参加企業数

FOOD COLLABO LABO（フードコラボラボ）第1回～第3回（与謝野町） 70社

FOOD COLLABO LABO（フードコラボラボ）第4回（京都市内） 16社

地域経済を活性化させるため、当金庫と一般社団法人PLACEが中心となって実行委員会を形成し、京都府北部5市2町の生産者と事業者をマッチングさせ
販路開拓支援を行うこと、また、商品開発に繋がるマッチングを創出することを目的に、平成29年9月から平成30年1月にかけて合計4回の商談会を開催
しました。第4回目については、京都信用金庫の協力を得て、京都市内の飲食事業を主とした事業者との出会いの場を創出しました。

《ファムツアーの概要》
開催日 平成29年10月19日（木）・20日（金）

旅　程 1日目：舞鶴・宮津　2日目：伊根・与謝野・舞鶴

参　加 19金庫・１団体　合計21名

「海の京都（kyoto by the sea）体験ファムツアー１泊2日の旅」の実施
　他信用金庫の旅行企画担当者等を対象に、「海の京都（kyoto by the 
sea）体験ファムツアー1泊2日の旅」を実施しました。

※平成30年度の年金旅行が決
まった金庫もあり、また数金庫
において、次年度以降の旅行実
施について前向きに検討したい
との回答をいただいています。



　お客さまが抱える専門的な課題の解決を実践するために外部専門家との連携による個別相談会を実施しました。
　また、中小企業・小規模事業者を対象にした支援情報サイト「ミラサポ」を利用した外部専門家の無料派遣や、経営の専門的知
識やノウハウを必要とされるお客さまに、専門家を活用した京都信用保証協会の「京都バリューアップサポート」を活用した外部
専門家の無料派遣を提案するなど、外部機関や外部専門家と連携した支援を行いました。

（平成29年度実績）

来訪金庫数 来訪者数

信用金庫業界のネットワークを活用した
当地域への旅行誘致数

8金庫 748名

　当金庫では、各自治体が推し進める地方創生を後押しするとともに、お客さまの経営課題解決を積極的に支援しています。
お客さまにとって一番身近な金融機関として経営者の良き相談相手となり、地域になくてはならない地元金融機関として

「親しみがあり、何でも相談でき、安心できる」存在として、お客さまのニーズにあった最適なソリューションをご提供し
ています。
　これからも、外部専門機関等とも連携し本部と営業店が一体となってお客さまを支援することで、地域のしごとを創生し、
中小企業の売上を伸ばすことによる地域活性化の実現に向け取組んでまいります。

地域活性化の実現に向けた取組について

地域の雇用を創出する創業・開業を支援！！

売りたい

しんきん「情報共有プラットフォーム」により全国の信用金庫と商材等マッチング情報の共有

売りたい
お客さま

京都北都信用金庫　店舗網

商材
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会
、
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売りたい 買いたい仲
介

買いたい
お客さま

京都北都信用金庫

ビジネスマッチング掲示板を活用した
営業エリア内のビジネスマッチングの推進

買
い
た
い

◉ビジネスマッチングの取組み

お取引先の販路の開拓や事業拡大を積極的に支援！！ ◉外部機関や外部専門家と連携した課題解決への支援

　「外国人技能実習制度セミナー」のオンデマンド配信を利用した視聴の取組みを実施しました。本制度は、開発途上国等からの
外国人実習生の受入れを通じて、技能・技術、知識の母国への移転を図り、開発途上国の経済発展を担う「人づくり」に協力する
ことを目的としています。
　中小企業においては、人手不足の対応策の一つとして、本制度を活用する事業者が増加傾向にあることから、当該セミナーの
オンデマンド配信を下記の方法で視聴する取組みを実施しました。

◉人材育成支援

観光口コミ情報の
アクセス方法

①アドレスを直接入力する
　http://www.hokuto-shinkin.co.jp/kutikomi/
②京都北都信用金庫　観光口コミ情報で検索する

京都北都信用金庫　観光口コミ情報 検索

③QRコードで
　読み取る

交流人口増加への取組み

◉団体旅行の誘致
　他信用金庫にて実施される団体旅行を誘致するなど、
業界のネットワークを活用した当地域への集客促進に努
めています。

◉観光口コミ情報の発信
　当地域の交流人口増加を目指し、『観光口コミ情
報』をホームページにて発信しています。
　『観光口コミ情報』では、当金庫職員が実際に足
を運び集めた地元資源の魅力を「グルメ」「景観」
「歴史文化」「体験」に分類し写真とともに掲載し
ており、順次追加しています。

　当金庫の地域貢献や地域活性化に向けた活動および
観光情報をもっとお客さまに知っていただくために、
Facebookによる情報配信を行っています。
　皆さまからの「いいね！」をお待ちしています。

◉Facebookによる情報配信

ソリューションメニュー
創業・開業

創業・新規事業支援
企業成長

販路拡大支援
ビジネスマッチング
産官学連携
海外ビジネス支援
助成金（補助金）の活用支援
人材育成支援

転換期
経営改善支援
専門家派遣支援

事業承継
事業承継支援

●●●役所

・創業支援
・ビジネスマッチング支援
・補助金申請サポート
・経営セミナーの開催
・経営改善支援
・事業承継支援

ソリューションメニューによる支援
・地方版総合戦略の支援
・各市町、経済団体等と
　連携した地域活性化

地方創生に向けた取組み

・京都府中小企業再生支援協議会
・北近畿中小企業支援連絡会議
・京都再生ネットワーク会議
・その他支援機関

・信金中央金庫
・全国の信用金庫
・日本政策金融公庫
・京都産業２１
・京都府よろず支援拠点
・京都工芸繊維大学、舞鶴工業高等専門学校
　福知山公立大学京都北都信用金庫

お客さま 各市町、
経済団体等

連携・支援

課
題
の
解
決

京都北都信用金庫

連携・活用

外部機関およびネットワーク

　当金庫では、地域社会の発展に貢献し、会員顧客の繁栄に寄与することを経営理念とし、中小企業の再生と地域経済の
活性化を基本とした、持続的発展が可能な地域社会づくりに向けた取組みを推進しています。

地域密着型金融の取組状況
（平成29年4月から平成30年3月までの主な取組み内容と実績）

■主な取組み （平成29年度実績）

開催年月 名称（連携先） 支援内容
平成29年6月～
平成30年3月

スモールビジネス女性起業塾（計10回）
（スモールビジネス女性起業塾実行委員会）

後援、講師派遣
および職員の参加

平成29年
10月～11月

創業スタートアップセミナー（計6回）
（宮津市・京都大学経営管理大学院経営研究センター）

運営協力
および職員の参加

平成29年10月 創業塾（舞鶴商工会議所） 講師派遣

平成29年10月 起業セミナー（亀岡商工会議所） 後援、講師派遣
および職員の参加

平成29年11月 創業セミナー（福知山市商工会） 後援、講師派遣
平成29年11月～ 創業塾inみやづ（宮津商工会議所） 職員の参加
平成30年2月 舞鶴・綾部　創業塾（舞鶴商工会議所） 講師派遣

（平成29年度実績）

取組件数 実行金額
創業支援融資「ドリーム」取組み実績

（日本政策金融公庫との協調融資を含む） 15 件 76 百万円

【連携スキーム図】

◉ほくと創業支援ローン「ドリーム」
　　•事業計画書の作成支援
　　•創業補助金の申請支援

京都北都信用金庫 日本政策金融公庫

◉中小企業経営力強化資金

創業計画書の共有創業計画書の共有
京都北都信用金庫 日本政策金融公庫

•創業支援セミナー
•協調融資

お客さま

　各地域で開催された商工会議所・商工会や行政が主催す
る創業セミナー等の後援、講師派遣等を行いました。
　また、スモールビジネス女性起業塾実行委員会が主催す
る女性のための起業塾「スモールビジネス女性起業塾」では、
講師の派遣に加え、5人の女性職員が受講者として参加し、
創業についての知識習得に努めました。

　平成27年7月1日に日本政策金融公庫と締結した「創業支
援等に係る業務連携・協力に関する覚書」をもとに、創業・
開業を目指すお客さまを積極的に支援するため、創業者の
利便性を考慮した創業支援融資「ドリーム」による資金供給
に努めました。

行政および商工会議所・商工会等と連携した取組み 日本政策金融公庫と連携した開業段階での支援

スモールビジネス起業塾

（平成29年度実績）

申請件数 うち採択件数
平成29年度補正　ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金 32件 20件
きょうと元気な地域づくり応援ファンド 3件 1件
きょうと農商工連携応援ファンド 1件 1件

（平成29年度実績）

申請件数
経営力向上計画 3件

◉補助金・助成金の申請支援

（平成 29 年度実績）

登録件数

当金庫営業エリア内企業間のビジネスマッチング情報登録サイト
ビジネスマッチング掲示板の登録件数 86件

信用金庫業界内のビジネスマッチング情報登録サイト
しんきん情報共有プラットフォームへのマッチング情報登録件数 25先

　狭域・多店舗展開のメリットを生かし、お客さまのマッチングニーズに
関する情報を全職員がリアルタイムに共有できる「ビジネスマッチング掲示
板」を活用し、お取引先企業間のビジネスマッチングに取組んでいます。ま
た、信用金庫業界の情報共有サイト「しんきん情報共有プラットフォーム」
のマッチングサイトを活用し、全国261信用金庫の業界ネットワークによ
るビジネスマッチングに取組んでいます。

◉営業エリア内マッチングの積極推進と全国の信用金庫とのマッチング情報の共有

■主なビジネスフェア・商談会
開催年月 イベント名 主催 出展支援先数

平成29年11月 第7回バイヤーマッチング商談会 京都信用金庫 16社
平成29年11月 2017全国！すぐれもん発掘大商談会 城南信用金庫 2社
平成30年3月 食の商談会2018 信金中央金庫 7社

（平成 29 年度実績）

　信金中央金庫や他信用金庫と連携し、全国のビジネスフェア・商談会等への出展支援を行いまし
た。出展案内だけではなく、商談会への職員同席等により、商材の強み弱みをお客さまと共有し、
課題の発見と解決に向けて取組みました。

◉各地で開催される各種ビジネスフェア・商談会等の出展支援

京信バイヤーマッチング商談会

　平成29年2月28日から公募開始となった「平成29年度補正　ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」では、補助
金の概要を中心とした説明会（綾部・大宮・亀岡地区の3地区）に加えて、事業者の生産性向上と設備投資を面的に促進するため、
舞鶴市・舞鶴商工会議所・丹波市商工会との共催・後援により、申請書の書き方や作成時のポイントを中心とした「ものづくり
補助金セミナー」を開催いたしました。
　説明会・セミナー開催後の公募期間中は、ものづくり補助金の申請書作成にあたり、外部専門家と連携した個別相談会の開催
など、お客さまと一体となった伴走支援に努めました。
　その結果、平成29年度補正の申請件数は32件(前年度比7件増加)、採択件数は20件（前年度比4件増加）、採択率62.5％と全国
平均（55.1％）に比べ高い結果となりました。
　また、地域のさまざまな資源を活用した新しい事業にチャレンジする中小企業者などに対し、その事業の立ち上げ経費の一部
を助成する京都府の「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」や、府内の農林水産業者と中小企業者が密接に連携し、それぞれ
の強みを活かして創業や経営の改善・向上を図る取組に対して助成金を交付し、新たな京都ブランドの創造や地域経済の活性化
を図ろうとする「きょうと農商工連携応援ファンド」においても、お客様と一体となった伴走支援を行いました。

■その他の外部専門家の活用
派遣件数

ミラサポ・京都バリューアップサポートによる専門家派遣 36件

（平成 29 年度実績）■主な個別相談会
相談件数

よろず支援拠点との連携による個別相談会 43件

ものづくり補助金相談会（平成29年度補正） 20件

知的財産「個別相談会」 3件

（平成 29 年度実績）

《配信内容》
① 外国人技能実習制度の概要、実習生受入の実情

② 送出し機関の役割、送出し前の研修等

③
受入企業の実習生受入手続き・体制整備、監
理団体の役割、受入成功事例等

（１）視聴申込事業者による自社での視聴

開催日
配信期間（平成30年2月2日～
28日）内での視聴

申　込 32社・団体　52名

（２）経済団体等を対象とした上映会実施による視聴

開催日 平成30年2月6日（火）

申　込 11団体　24名

場　所 当金庫大宮事務センター

FOOD COLLABO LABO（京都市内） FOOD COLLABO LABO（与謝野町会場）

◉農商ビジネス商談会（FOOD COLLABO LABO）の開催
　地域資源である農業分野と飲食を主とした事業者のマッチングの場として、京都府北部5市2町の広域連携により、与謝野町と京都
市内で開催された農商ビジネス商談会2017「FOOD COLLABO LABO（フードコラボラボ）」の運営に協力しました。

地域の面的再生への積極的な参画！！

（平成 29 年度実績）

参加企業数

FOOD COLLABO LABO（フードコラボラボ）第1回～第3回（与謝野町） 70社

FOOD COLLABO LABO（フードコラボラボ）第4回（京都市内） 16社

地域経済を活性化させるため、当金庫と一般社団法人PLACEが中心となって実行委員会を形成し、京都府北部5市2町の生産者と事業者をマッチングさせ
販路開拓支援を行うこと、また、商品開発に繋がるマッチングを創出することを目的に、平成29年9月から平成30年1月にかけて合計4回の商談会を開催
しました。第4回目については、京都信用金庫の協力を得て、京都市内の飲食事業を主とした事業者との出会いの場を創出しました。

《ファムツアーの概要》
開催日 平成29年10月19日（木）・20日（金）

旅　程 1日目：舞鶴・宮津　2日目：伊根・与謝野・舞鶴

参　加 19金庫・１団体　合計21名

「海の京都（kyoto by the sea）体験ファムツアー１泊2日の旅」の実施
　他信用金庫の旅行企画担当者等を対象に、「海の京都（kyoto by the 
sea）体験ファムツアー1泊2日の旅」を実施しました。

※平成30年度の年金旅行が決
まった金庫もあり、また数金庫
において、次年度以降の旅行実
施について前向きに検討したい
との回答をいただいています。
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地域元気宣言の

預金積金の推移
　京都府北部地域に本店を置く唯一の地域金融機関として、夏と
冬に「『森の京都』『海の京都』応援特別定期預金」を取組むなど、個
人預金増強をメインとした定期預金キャンペーン活動を展開しま
した。また、生活口座となる給与振込や年金口座、事業者の新規
口座獲得にも注力し、取引メイン化推進を積極的に実施したこと
で、預金・積金の期末残高は前期比92億89百万円増加の7,547
億82百万円となりました。

貸出金の推移
　地域のお客さまの多様な資金ニーズや課題等の把握に努めるた
め、「事業性評価」を重要施策として、きめ細やかな訪問活動を展
開しました。事業者向け融資においては、スピード対応が可能と
なる商品「スピーディー !」を主力商品として継続取扱いし、新規
に事業先100先との融資取引が開始できました。また、個人向け
融資においては、住宅ローン残高が、前期比増加となりましたが、
貸出金全体の期末残高は、事業者向け融資の落込みをカバーでき
ず、前期比7億95百万円減少の3,520億50百万円となりました。

損益の状況
　日本銀行によるマイナス金利政策が続く中、貸出金利息などの
資金運用収益は減少しましたが、経費節減等に努めた結果、本業
の利益を示すコア業務純益は12億24百万円となりました。
　また、貸倒実績率が低下してきたことから、予防的に個別貸倒
引当金を積み増したことにより、経常利益は3億56百万円、当期
純利益は3億14百万円となりました。

自己資本比率の状況
　自己資本比率は金融機関の健全性、安全性をはかる重要な指
標のひとつです。平成30年3月末における自己資本比率は前期比
0.19ポイント低下の10.27%となりましたが、国内基準の4%を
大幅に上回っており健全性を確保しています。今後とも経営の健
全性を維持していくために、自己資本の充実に努めてまいります。

◆業績ハイライト（事業成績の推移） 年金友の会

子ども金融教室の開催

年月 行先 日数 参加者数

平成29年
５月

さかい利晶の杜と和歌山～海の幸グル
メと甘夏狩り～

日帰り 140名

平成29年
６月、7月

大阪四季劇場“キャッツ”鑑賞と名門
ホテルブッフェ

日帰り 188名

平成29年
10月、11月

近鉄観光特急“青の交響曲”で楽しむ
奈良・中南和地区の旅

１泊２日 184名

■親睦旅行の開催
　年金友の会の会員さまを対象に、日帰り旅行、宿泊旅行の親睦旅行を開催しています。

■第12回ほくとしんきん理事長杯グラウンドゴルフ大会
　綾部市のスポーツセンター東野にて開催し、各地区で行われた予選により選ばれた190名の会員さまにご参加いただきました。

「地域元気」宣言!
　当金庫は、京都府中部・北部全域と隣接する兵庫県・福井
県の一部を含む13市4郡の広い地域を営業地区とし、地元の
中小企業者や住民が会員となって、お互いに助け合い、お互
いに発展していくことを共通の理念として運営している協同
組織金融機関です。
　地元のお客さまからお預かりした大切な資金（預金積金）は、
地元で資金を必要とされるお客さまにご融資を行って、事業
や生活の繁栄をお手伝いするとともに、地域社会の一員とし
て地元の中小企業者や住民との強い絆とネットワークを形成
し、地域経済の持続的発展に努めています。
　また、金融機能の提供にとどまらず、観光振興、環境保護、
教育支援など、あらゆる面で「地域を元気にする」活動に取組
んでいます。

　当金庫では、地域の小・中学校を対象に次世代を担う子どもたちへの金
融知識の普及を目的とした「子ども金融教室」出前講座を、京都府金融広報
委員会（事務局：日本銀行京都支店）の協力を得て開催しています。
　今年度は綾部地区の２つの学校で開催し、「生きていくために必要なお
金」について、人生シミュレーションゲームを交えて楽しく学んでいただきま
した。

スポーツ大会の主催、協賛

　当金庫では、地域貢献活動の一環として各種
スポーツ大会の主催、協賛を行っております。
青少年の健全育成や地域交流を図ることを目的
として、子どもたちを対象とした軟式野球大会
やバレーボール大会、3世代（学童・社会人・還暦）
にわたるプレーヤーが一斉に集う軟式野球大会
を開催し、たくさんの方々にご参加いただきま
した。

〒626-0041 京都府宮津市字鶴賀2054番地の1
TEL.0772（22）5121

http://www.hokuto-shinkin.co.jp

地域元気宣言の
の実現活性化地域
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ご融資

出資金

預金積金

お客さまへのご融資について
お客さまからお預かりしたご預金
を、地域で資金を必要とされている
お客さまにご融資することで、事業
の繁栄や豊かな暮らしを実現するお
手伝いをしています。

貸出金の構成

お客さま
会員の皆さま

会員数 62,640名
出資金 10,408百万円

京都北都信用金庫
役職員数　710名
店舗数　39店舗

（うち出張所2店舗）

お客さまの
ご預金について
お客さまの目的に応じた各種
預金商品を取り揃えておりま
す。また、新商品の販売やサー
ビスの一層の充実に努め、お
客さまの着実な資産づくりの
お手伝いをしています。

自己資本額の推移

自己資本比率の推移

地域を
元気にする活動
・経営支援サービス
・地域貢献活動など

各計数は平成30年3月末時点のものです

預金積金の構成

公金116億円
金融機関4億円

預金積金
残高

7,547億円

個人6,260億円

一般法人
1,166億円

個人
1,360億円

地方公共団体
393億円

貸出金
残高

3,520億円

事業者
1,766億円

（平成29年度実績）

開催年月 対象学年

平成29年5月 綾部市立東綾小学校（東綾小中一貫校） 5、6年（22名）

平成29年10月 綾部市立豊里小学校 5、6年（53名）
綾部市立東綾小学校

綾部市立豊里小学校
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