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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、生活
口座となる給与振込や年金振込口座の獲得に注力し、取引メイン
化を積極的に推進することで、普通預金などの流動性預金が順調
に増加し、預金・積金の期末残高は前期比61億52百万円増加の
7,609億35百万円となりました。

貸出金の推移
　地域のお客さまへの細かな訪問活動を展開し、様々なニーズの
把握に努めるとともに、課題解決に向けた提案を行いました。事
業者向け融資では、スピード対応が可能となる無担保小口融資「ス
ピーディー！」を主力商品として取扱い、事業先93先と新たな融
資取引が始まりました。個人向け融資については、消費者ローン
や住宅ローンを積極的に推進し、住宅ローン残高は前期末比で増
加となりました。しかし、事業者向け融資が減少し、貸出金全体
の期末残高は、前期比3億87百万円減少の3,516億62百万円とな
りました。

損益の状況
　貸出金および有価証券の利回り低下等により資金運用収益は減
少しましたが、経費削減等に努めた結果、本業の利益を示すコア
業務純益は8億82百万円となりました。
　また、当期純利益は、貸倒引当金繰入額が前期比大幅に減少し
たことから、前期比1億15百万円増加の4億29百万円となりまし
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31年3月末における自己資本比率は、信金中
央金庫の優先出資を一部返済したことなどから、前期比0.94ポイ
ント低下の9.33％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） 職場体験学習の受け入れ

「地域元気」宣言!
　当金庫は、京都府中部・北部と隣接する兵庫県・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」活動に取り
組んでいます。

〒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

京都北都信用金庫
役職員数　695名
店舗数　39店舗

（うち出張所2店舗）

お客さま
会員の皆さま

会員数 62,105名
出資金 10,413百万円

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31年3月末時点のものです

預金積金
の構成 公金100億円
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1,198億円

預金積金

ご融資

事業者
1,803億円

個人
1,338億円

地方公共団体
374億円

貸出金
残高

3,516億円

【自己資本比率の推移】

【預金積金残高の推移】

【貸出金残高の推移】

【個人ローン残高の推移】

0
平成29年3月末 平成30年3月末

4,000

6,000

8,000
（単位：億円）

7,5477,454

0
平成29年3月末 平成30年3月末

2,000

3,000

4,000 （単位：億円）

3,5203,528

0
平成29年3月末 平成30年3月末

10,000

20,000

30,000

（単位：百万円）

29,53129,372 27,748

0
平成29年3月末 平成30年3月末

国内基準
4.00

8.00

（単位：％）10.46 10.27

平成31年3月末

平成31年3月末

平成31年3月末

平成31年3月末

預金積金残高 7,609億円

貸出金残高 3,516 億円

自己資本比率 9.33％

0
平成29年3月末 平成30年3月末

500

1,000

1,500
（単位：億円）

205

1,124

平成31年3月末

消費者ローン 住宅ローン

202

1,158

168

1,170

出資金

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

京都北都信用金庫
役職員数　695名
店舗数　39店舗

（うち出張所2店舗）

お客さま
会員の皆さま

会員数 62,105名
出資金 10,413百万円

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31年3月末時点のものです

預金積金
の構成 公金100億円

金融機関4億円

預金積金
残高

7,609億円

個人6,305億円

一般法人
1,198億円

預金積金

ご融資

事業者
1,803億円

個人
1,338億円

地方公共団体
374億円

貸出金
残高

3,516億円

　平成30年度は、宮津市立宮津中学校、舞鶴市立城北中学校、舞鶴市立城南中学校、舞鶴市立青葉中学校、舞鶴市立白糸
中学校の5つの中学校の生徒の職場体験学習を受け入れ、お札の勘定やATM等の機械の操作などの信用金庫業務を体験し
ていただきました。

宮津市立宮津中学校 舞鶴市立白糸中学校 舞鶴市立城南中学校

ほくとしんきんは、「地域元気
宣言」を掲げ、「地域活性化の
実現」を最重要課題として取り
組んでいます。

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。 第8回ほくとしんきん杯京都北部小学生バレー

ボール新人大会　平成31年2月
第13回ほくとしんきん杯両丹軟式野球選手権大
会（三世代野球大会）　平成30年10月

年金友の会

■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。

30年5月「東北応援！スパリゾートハワイアンズと会津の城下町
を望む東山温泉」の様子

年月 行先 日数 参加者数

平成30年5月、6月
スパリゾートハワイアンズと会津の城下
町を望む東山温泉～裏磐梯・猪苗代湖と
白虎隊ゆかりの地を訪ねて～

2泊3日 126

平成30年10月
比 叡 山ドライブウェイ（琵 琶 湖 展 望）と

「おちょぼさん」～近江牛・松茸鉄板焼
きグルメ～

日帰り 159

平成30年11月 大阪新歌舞伎座“坂本冬美 特別公演”観劇
ツアー 日帰り 117

■第13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。
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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
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元気にする活動
・経営支援サービス
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　平成30年度は、宮津市立宮津中学校、舞鶴市立城北中学校、舞鶴市立城南中学校、舞鶴市立青葉中学校、舞鶴市立白糸
中学校の5つの中学校の生徒の職場体験学習を受け入れ、お札の勘定やATM等の機械の操作などの信用金庫業務を体験し
ていただきました。

宮津市立宮津中学校 舞鶴市立白糸中学校 舞鶴市立城南中学校

ほくとしんきんは、「地域元気
宣言」を掲げ、「地域活性化の
実現」を最重要課題として取り
組んでいます。

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。 第8回ほくとしんきん杯京都北部小学生バレー

ボール新人大会　平成31年2月
第13回ほくとしんきん杯両丹軟式野球選手権大
会（三世代野球大会）　平成30年10月

年金友の会

■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。

30年5月「東北応援！スパリゾートハワイアンズと会津の城下町
を望む東山温泉」の様子

年月 行先 日数 参加者数

平成30年5月、6月
スパリゾートハワイアンズと会津の城下
町を望む東山温泉～裏磐梯・猪苗代湖と
白虎隊ゆかりの地を訪ねて～
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平成30年10月
比 叡 山ドライブウェイ（琵 琶 湖 展 望）と

「おちょぼさん」～近江牛・松茸鉄板焼
きグルメ～
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平成30年11月 大阪新歌舞伎座“坂本冬美 特別公演”観劇
ツアー 日帰り 117

■第13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。
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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、生活
口座となる給与振込や年金振込口座の獲得に注力し、取引メイン
化を積極的に推進することで、普通預金などの流動性預金が順調
に増加し、預金・積金の期末残高は前期比61億52百万円増加の
7,609億35百万円となりました。

貸出金の推移
　地域のお客さまへの細かな訪問活動を展開し、様々なニーズの
把握に努めるとともに、課題解決に向けた提案を行いました。事
業者向け融資では、スピード対応が可能となる無担保小口融資「ス
ピーディー！」を主力商品として取扱い、事業先93先と新たな融
資取引が始まりました。個人向け融資については、消費者ローン
や住宅ローンを積極的に推進し、住宅ローン残高は前期末比で増
加となりました。しかし、事業者向け融資が減少し、貸出金全体
の期末残高は、前期比3億87百万円減少の3,516億62百万円とな
りました。

損益の状況
　貸出金および有価証券の利回り低下等により資金運用収益は減
少しましたが、経費削減等に努めた結果、本業の利益を示すコア
業務純益は8億82百万円となりました。
　また、当期純利益は、貸倒引当金繰入額が前期比大幅に減少し
たことから、前期比1億15百万円増加の4億29百万円となりまし
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31年3月末における自己資本比率は、信金中
央金庫の優先出資を一部返済したことなどから、前期比0.94ポイ
ント低下の9.33％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） 職場体験学習の受け入れ

「地域元気」宣言!
　当金庫は、京都府中部・北部と隣接する兵庫県・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」活動に取り
組んでいます。

〒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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宣言」を掲げ、「地域活性化の
実現」を最重要課題として取り
組んでいます。

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。 第8回ほくとしんきん杯京都北部小学生バレー

ボール新人大会　平成31年2月
第13回ほくとしんきん杯両丹軟式野球選手権大
会（三世代野球大会）　平成30年10月

年金友の会

■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。

30年5月「東北応援！スパリゾートハワイアンズと会津の城下町
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■第13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。



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

　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
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お客さま
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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！！ お客さまへの積極的な情報発信

交流人口増加への取組み

　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30年4月から平成31年3月までの主な取組み内容と実績）

　外部専門家・行政等との連携により、各地区で開催され
る創業セミナー等の後援、職員の参加と講師の派遣等を行
いました。

　日本政策金融公庫との「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。

外部専門家・行政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

　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。
　信金中央金庫が優先出資者向け優待制度として、全国の信用金庫取引先
が取り扱う商品を掲載したグルメカタログ「信金中金優待カタログ」や、全
国の信用金庫取引先のみを掲載したギフトカタログ「旬彩カタログ　しん
きんのつなぐ力」への掲載支援を実施しました。
　効果的にビジネスマッチングを行うためのツール「京都丹後・丹波 うま
いもんＢＯＯＫ２」の作成に向け、当金庫お取引先からＦＣＰシートを募集しました。

◉営業エリア内マッチングの積極推進と全国の信用金庫取引先とのマッチング支援

　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

◉補助金・助成金の申請支援
　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を開催するなど、お客さまと一体となった伴走支
援に努めています。
　平成30年2月28日から公募開始となった「平成29年度補正　ものづくり補正・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を綾部・大宮・亀岡・福知山・舞鶴・丹波市の6地区で各地区の商工会・商工会議所の後援に
より行ったほか、説明会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、よろず支援拠点やコンサルタント会
社による個別相談会を開催し、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年度補正の申請支援件数は38件（前年比6件増加）、採択件数は24件（前年比4件増加）、採択率は63.1%と全
国平均（50.7%）に比べ高い結果となりました。
　また、平成30年7月より、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じ
て労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画（生産性向上特別措
置法）」の策定支援を行ったほか、「中小企業等経営強化法」に基づき、人材
育成、コスト管理のマネジメント向上等、事業者の経営力を向上させる取
組みとして「経営力向上計画」の策定にも積極的な支援を行っています。

　地域資源を活かした農商工連携や６次産業化に取組む農林漁業者・
食品製造加工業者等への販路開拓支援を行うべく、京都府が主催する

「きょうと農業ビジネス商談会２０１８」を活用した、販路開拓支援を
行いました。
　また、舞鶴市との「地域振興に関する連携協定」に基づき、舞鶴市・
舞鶴商工会議所と連携し、商品開発から販路開拓支援まで一貫して事
業者に対して経営支援を行う『まいづる「逸品」促進事業』に協力し、事
業者の伴走支援を行いました。

◉農商工連携や6次産業化の支援

　「地域経済に関する調査研究活動に資する知識・技能の習得」を目的
として、当金庫の職員と福知山公立大学の学生・教員との共同研修会

（計５回）と京都府北部５市２町の事業者を対象とした「社会人の学び直
しニーズに関する調査」を実施しました。共同研修においては、京都府
北部５市２町の地域内のつながり（地域経済循環）の現状を見える化し、
地域産業の構造的特徴や政策・イベント等による雇用創出や税収への
影響を推測できる統計データである「産業連関表」を作成しました。

◉大学と連携した地域活性化策の実施

◉農商ビジネス商談会（ＦＯＯＤ ＣＯＬＬＡＢＯ ＬＡＢＯ）の開催
　京都府北部５市２町の１次産品の生産者と飲食業者等の事業者が一堂に会す場を提供し、地域経済を活性化させることを目的として、
農商ビジネス商談会「ＦＯＯＤ ＣＯＬＬＡＢＯ ＬＡＢＯ 」を開催しました。
　「ＦＯＯＤ ＣＯＬＬＡＢＯ ＬＡＢＯ ２０１８ in 舞鶴」は、舞鶴赤レンガパーク特有のレトロな雰囲気に加え、一般社団法人PLACEによる演出
が会場内にいる人々の会話しやすい雰囲気を作り出し、生産者３１社と事業者３０社による商談や情報交換、また、生産者同士の交流が
活発に行われ、関係者や行政関係のスタッフ、当金庫のスタッフを含め１５０名の方々が一堂に会す盛大なビジネスマッチングイベントと
なりました。

　また、京都信用金庫と共催した「ＦＯＯＤ ＣＯＬＬＡＢＯ ＬＡＢＯ ２０１９ in KYOTO」では、京都市のフォーチュ
ンガーデン京都にて、出展された生産者４８社（うち、当金庫お取引先企業３０社）と事前参加申込があった京
都市内を中心とした飲食業者等の事業者２０９社による商談や情報交換が行われ、当金庫職員もスタッフとし
て運営に協力し、京都市内の飲食業を主とした事業者との出会いの場を創出しました。

地域資源を活かした農水産業の育成支援

●●●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

■主な取組み （平成30年度実績）

開催年月 名称（連携先） 支援内容
平成30年6月〜
平成31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

平成30年9月 創業塾（舞鶴商工会議所） 後援、講師の派遣

平成30年
10月・11月 創業スタートアップセミナー（計6回） 後援、職員の参加

平成31年2月 クラウドファンディングセミナー
（京都府よろず支援拠点） 後援、職員の参加

クラウドファンディングセミナー（京都府よろず支援拠点）

（平成30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）
※プロパー対応 4 件 32 百万円を含む。

11 件 57 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

うまいもん市
食のバイヤー商談会

関西ハイウェイ大商談会

（平成30年度実績）
支援（申請）件数 うち採択件数

ものづくり補助金策定支援 ３８件 24件
先端設備等導入策定支援 ２５件 25件
経営力向上計画策定支援 １４件 14件

（平成 30年度実績）
参加企業数

ＦＯＯＤ ＣＯＬＬＡＢＯ ＬＡＢＯ ２０１８ in 舞鶴 ６１社
ＦＯＯＤ ＣＯＬＬＡＢＯ ＬＡＢＯ ２０１９ in KYOTO ３０社

◉Facebookによる情報発信
　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による情報発信を行っています。
　皆さまからの「いいね！」をお待ちしています。

◉LINE＠による事業者に向けた有益な情報発信
　ものづくり補助金のほか各種補助金申請のためのセミナーのご案内など、事
業者の皆さまにとって有益な情報や、当金庫のおすすめ情報の配信を開始しま
した。是非、「友だち」登録をお願いします。

（平成30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 10金庫 3,667名

◉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、しんきん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、Facebook および北近畿経済新聞にて発信して
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。

「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」を海
の京都ＤＭＯの協力のもと実施しました。令和元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前向きに検討したいとの回答を頂いています。

《ファムツアーの概要》
開催日 平成３０年１０月１１日（木）・１２日（金）

旅　程 １日目：綾部・宮津・伊根　２日目：京丹後

参　加 １３金庫・１団体　合計１４名

（平成 30年度実績）

先（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」の登録活用件数 174件

「信金中金優待カタログ」への掲載（信金中央金庫） 2先
「旬彩カタログ　しんきんのつなぐ力」への掲載（信金中央金庫） 4先
FCP シートの募集 57先
ビジネスマッチングによる販路拡大支援　成約件数 147件

■主なビジネスフェア・商談会
開催年月 イベント名 主催 参加先数

平成30年5月 うまいもん市　食のバイヤー商談会 北おおさか信用金庫 11先
平成30年8月・9月 食品海外販路開拓商談会 信金中央金庫 2先
平成30年9月 よい仕事おこしフェア 城南信用金庫 1先
平成30年11月 バイヤーマッチング商談会 京都信用金庫 10先
平成31年2月 関西ハイウェイ大商談会 近畿財務局、NEXCO西日本 13先
平成31年2月 インバウンド商談会 信金中央金庫 1先
平成31年3月 インバウンド&全国逸品商談会 城南信用金庫 2先

（平成 30年度実績）

地方公共団体、商工会議所、商工会等と連携した地域活性化策の実施

きょうと農業ビジネス商談会2018

（平成 30年度実績）

参加企業数

きょうと農業ビジネス商談会2018 7社

まいづる「逸品」促進事業 4社

共同研修会

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



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

　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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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！！ お客さまへの積極的な情報発信

交流人口増加への取組み

　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30年4月から平成31年3月までの主な取組み内容と実績）

　外部専門家・行政等との連携により、各地区で開催され
る創業セミナー等の後援、職員の参加と講師の派遣等を行
いました。

　日本政策金融公庫との「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。

外部専門家・行政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

　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。
　信金中央金庫が優先出資者向け優待制度として、全国の信用金庫取引先
が取り扱う商品を掲載したグルメカタログ「信金中金優待カタログ」や、全
国の信用金庫取引先のみを掲載したギフトカタログ「旬彩カタログ　しん
きんのつなぐ力」への掲載支援を実施しました。
　効果的にビジネスマッチングを行うためのツール「京都丹後・丹波 うま
いもんＢＯＯＫ２」の作成に向け、当金庫お取引先からＦＣＰシートを募集しました。

◉営業エリア内マッチングの積極推進と全国の信用金庫取引先とのマッチング支援

　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

◉補助金・助成金の申請支援
　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を開催するなど、お客さまと一体となった伴走支
援に努めています。
　平成30年2月28日から公募開始となった「平成29年度補正　ものづくり補正・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を綾部・大宮・亀岡・福知山・舞鶴・丹波市の6地区で各地区の商工会・商工会議所の後援に
より行ったほか、説明会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、よろず支援拠点やコンサルタント会
社による個別相談会を開催し、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年度補正の申請支援件数は38件（前年比6件増加）、採択件数は24件（前年比4件増加）、採択率は63.1%と全
国平均（50.7%）に比べ高い結果となりました。
　また、平成30年7月より、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じ
て労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画（生産性向上特別措
置法）」の策定支援を行ったほか、「中小企業等経営強化法」に基づき、人材
育成、コスト管理のマネジメント向上等、事業者の経営力を向上させる取
組みとして「経営力向上計画」の策定にも積極的な支援を行っています。

　地域資源を活かした農商工連携や６次産業化に取組む農林漁業者・
食品製造加工業者等への販路開拓支援を行うべく、京都府が主催する

「きょうと農業ビジネス商談会２０１８」を活用した、販路開拓支援を
行いました。
　また、舞鶴市との「地域振興に関する連携協定」に基づき、舞鶴市・
舞鶴商工会議所と連携し、商品開発から販路開拓支援まで一貫して事
業者に対して経営支援を行う『まいづる「逸品」促進事業』に協力し、事
業者の伴走支援を行いました。

◉農商工連携や6次産業化の支援

　「地域経済に関する調査研究活動に資する知識・技能の習得」を目的
として、当金庫の職員と福知山公立大学の学生・教員との共同研修会

（計５回）と京都府北部５市２町の事業者を対象とした「社会人の学び直
しニーズに関する調査」を実施しました。共同研修においては、京都府
北部５市２町の地域内のつながり（地域経済循環）の現状を見える化し、
地域産業の構造的特徴や政策・イベント等による雇用創出や税収への
影響を推測できる統計データである「産業連関表」を作成しました。

◉大学と連携した地域活性化策の実施

◉農商ビジネス商談会（ＦＯＯＤ ＣＯＬＬＡＢＯ ＬＡＢＯ）の開催
　京都府北部５市２町の１次産品の生産者と飲食業者等の事業者が一堂に会す場を提供し、地域経済を活性化させることを目的として、
農商ビジネス商談会「ＦＯＯＤ ＣＯＬＬＡＢＯ ＬＡＢＯ 」を開催しました。
　「ＦＯＯＤ ＣＯＬＬＡＢＯ ＬＡＢＯ ２０１８ in 舞鶴」は、舞鶴赤レンガパーク特有のレトロな雰囲気に加え、一般社団法人PLACEによる演出
が会場内にいる人々の会話しやすい雰囲気を作り出し、生産者３１社と事業者３０社による商談や情報交換、また、生産者同士の交流が
活発に行われ、関係者や行政関係のスタッフ、当金庫のスタッフを含め１５０名の方々が一堂に会す盛大なビジネスマッチングイベントと
なりました。

　また、京都信用金庫と共催した「ＦＯＯＤ ＣＯＬＬＡＢＯ ＬＡＢＯ ２０１９ in KYOTO」では、京都市のフォーチュ
ンガーデン京都にて、出展された生産者４８社（うち、当金庫お取引先企業３０社）と事前参加申込があった京
都市内を中心とした飲食業者等の事業者２０９社による商談や情報交換が行われ、当金庫職員もスタッフとし
て運営に協力し、京都市内の飲食業を主とした事業者との出会いの場を創出しました。

地域資源を活かした農水産業の育成支援

●●●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

■主な取組み （平成30年度実績）

開催年月 名称（連携先） 支援内容
平成30年6月〜
平成31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

平成30年9月 創業塾（舞鶴商工会議所） 後援、講師の派遣

平成30年
10月・11月 創業スタートアップセミナー（計6回） 後援、職員の参加

平成31年2月 クラウドファンディングセミナー
（京都府よろず支援拠点） 後援、職員の参加

クラウドファンディングセミナー（京都府よろず支援拠点）

（平成30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）
※プロパー対応 4 件 32 百万円を含む。

11 件 57 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

うまいもん市
食のバイヤー商談会

関西ハイウェイ大商談会

（平成30年度実績）
支援（申請）件数 うち採択件数

ものづくり補助金策定支援 ３８件 24件
先端設備等導入策定支援 ２５件 25件
経営力向上計画策定支援 １４件 14件

（平成 30年度実績）
参加企業数

ＦＯＯＤ ＣＯＬＬＡＢＯ ＬＡＢＯ ２０１８ in 舞鶴 ６１社
ＦＯＯＤ ＣＯＬＬＡＢＯ ＬＡＢＯ ２０１９ in KYOTO ３０社

◉Facebookによる情報発信
　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による情報発信を行っています。
　皆さまからの「いいね！」をお待ちしています。

◉LINE＠による事業者に向けた有益な情報発信
　ものづくり補助金のほか各種補助金申請のためのセミナーのご案内など、事
業者の皆さまにとって有益な情報や、当金庫のおすすめ情報の配信を開始しま
した。是非、「友だち」登録をお願いします。

（平成30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 10金庫 3,667名

◉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、しんきん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、Facebook および北近畿経済新聞にて発信して
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。

「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」を海
の京都ＤＭＯの協力のもと実施しました。令和元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前向きに検討したいとの回答を頂いています。

《ファムツアーの概要》
開催日 平成３０年１０月１１日（木）・１２日（金）

旅　程 １日目：綾部・宮津・伊根　２日目：京丹後

参　加 １３金庫・１団体　合計１４名

（平成 30年度実績）

先（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」の登録活用件数 174件

「信金中金優待カタログ」への掲載（信金中央金庫） 2先
「旬彩カタログ　しんきんのつなぐ力」への掲載（信金中央金庫） 4先
FCP シートの募集 57先
ビジネスマッチングによる販路拡大支援　成約件数 147件

■主なビジネスフェア・商談会
開催年月 イベント名 主催 参加先数

平成30年5月 うまいもん市　食のバイヤー商談会 北おおさか信用金庫 11先
平成30年8月・9月 食品海外販路開拓商談会 信金中央金庫 2先
平成30年9月 よい仕事おこしフェア 城南信用金庫 1先
平成30年11月 バイヤーマッチング商談会 京都信用金庫 10先
平成31年2月 関西ハイウェイ大商談会 近畿財務局、NEXCO西日本 13先
平成31年2月 インバウンド商談会 信金中央金庫 1先
平成31年3月 インバウンド&全国逸品商談会 城南信用金庫 2先

（平成 30年度実績）

地方公共団体、商工会議所、商工会等と連携した地域活性化策の実施

きょうと農業ビジネス商談会2018

（平成 30年度実績）

参加企業数

きょうと農業ビジネス商談会2018 7社

まいづる「逸品」促進事業 4社

共同研修会

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



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

　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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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！！ お客さまへの積極的な情報発信

交流人口増加への取組み

　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30年4月から平成31年3月までの主な取組み内容と実績）

　外部専門家・行政等との連携により、各地区で開催され
る創業セミナー等の後援、職員の参加と講師の派遣等を行
いました。

　日本政策金融公庫との「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。

外部専門家・行政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

　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。
　信金中央金庫が優先出資者向け優待制度として、全国の信用金庫取引先
が取り扱う商品を掲載したグルメカタログ「信金中金優待カタログ」や、全
国の信用金庫取引先のみを掲載したギフトカタログ「旬彩カタログ　しん
きんのつなぐ力」への掲載支援を実施しました。
　効果的にビジネスマッチングを行うためのツール「京都丹後・丹波 うま
いもんＢＯＯＫ２」の作成に向け、当金庫お取引先からＦＣＰシートを募集しました。

◉営業エリア内マッチングの積極推進と全国の信用金庫取引先とのマッチング支援

　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

◉補助金・助成金の申請支援
　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を開催するなど、お客さまと一体となった伴走支
援に努めています。
　平成30年2月28日から公募開始となった「平成29年度補正　ものづくり補正・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を綾部・大宮・亀岡・福知山・舞鶴・丹波市の6地区で各地区の商工会・商工会議所の後援に
より行ったほか、説明会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、よろず支援拠点やコンサルタント会
社による個別相談会を開催し、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年度補正の申請支援件数は38件（前年比6件増加）、採択件数は24件（前年比4件増加）、採択率は63.1%と全
国平均（50.7%）に比べ高い結果となりました。
　また、平成30年7月より、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じ
て労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画（生産性向上特別措
置法）」の策定支援を行ったほか、「中小企業等経営強化法」に基づき、人材
育成、コスト管理のマネジメント向上等、事業者の経営力を向上させる取
組みとして「経営力向上計画」の策定にも積極的な支援を行っています。

　地域資源を活かした農商工連携や６次産業化に取組む農林漁業者・
食品製造加工業者等への販路開拓支援を行うべく、京都府が主催する

「きょうと農業ビジネス商談会２０１８」を活用した、販路開拓支援を
行いました。
　また、舞鶴市との「地域振興に関する連携協定」に基づき、舞鶴市・
舞鶴商工会議所と連携し、商品開発から販路開拓支援まで一貫して事
業者に対して経営支援を行う『まいづる「逸品」促進事業』に協力し、事
業者の伴走支援を行いました。

◉農商工連携や6次産業化の支援

　「地域経済に関する調査研究活動に資する知識・技能の習得」を目的
として、当金庫の職員と福知山公立大学の学生・教員との共同研修会

（計５回）と京都府北部５市２町の事業者を対象とした「社会人の学び直
しニーズに関する調査」を実施しました。共同研修においては、京都府
北部５市２町の地域内のつながり（地域経済循環）の現状を見える化し、
地域産業の構造的特徴や政策・イベント等による雇用創出や税収への
影響を推測できる統計データである「産業連関表」を作成しました。

◉大学と連携した地域活性化策の実施

◉農商ビジネス商談会（ＦＯＯＤ ＣＯＬＬＡＢＯ ＬＡＢＯ）の開催
　京都府北部５市２町の１次産品の生産者と飲食業者等の事業者が一堂に会す場を提供し、地域経済を活性化させることを目的として、
農商ビジネス商談会「ＦＯＯＤ ＣＯＬＬＡＢＯ ＬＡＢＯ 」を開催しました。
　「ＦＯＯＤ ＣＯＬＬＡＢＯ ＬＡＢＯ ２０１８ in 舞鶴」は、舞鶴赤レンガパーク特有のレトロな雰囲気に加え、一般社団法人PLACEによる演出
が会場内にいる人々の会話しやすい雰囲気を作り出し、生産者３１社と事業者３０社による商談や情報交換、また、生産者同士の交流が
活発に行われ、関係者や行政関係のスタッフ、当金庫のスタッフを含め１５０名の方々が一堂に会す盛大なビジネスマッチングイベントと
なりました。

　また、京都信用金庫と共催した「ＦＯＯＤ ＣＯＬＬＡＢＯ ＬＡＢＯ ２０１９ in KYOTO」では、京都市のフォーチュ
ンガーデン京都にて、出展された生産者４８社（うち、当金庫お取引先企業３０社）と事前参加申込があった京
都市内を中心とした飲食業者等の事業者２０９社による商談や情報交換が行われ、当金庫職員もスタッフとし
て運営に協力し、京都市内の飲食業を主とした事業者との出会いの場を創出しました。

地域資源を活かした農水産業の育成支援

●●●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

■主な取組み （平成30年度実績）

開催年月 名称（連携先） 支援内容
平成30年6月〜
平成31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

平成30年9月 創業塾（舞鶴商工会議所） 後援、講師の派遣

平成30年
10月・11月 創業スタートアップセミナー（計6回） 後援、職員の参加

平成31年2月 クラウドファンディングセミナー
（京都府よろず支援拠点） 後援、職員の参加

クラウドファンディングセミナー（京都府よろず支援拠点）

（平成30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）
※プロパー対応 4 件 32 百万円を含む。

11 件 57 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

うまいもん市
食のバイヤー商談会

関西ハイウェイ大商談会

（平成30年度実績）
支援（申請）件数 うち採択件数

ものづくり補助金策定支援 ３８件 24件
先端設備等導入策定支援 ２５件 25件
経営力向上計画策定支援 １４件 14件

（平成 30年度実績）
参加企業数

ＦＯＯＤ ＣＯＬＬＡＢＯ ＬＡＢＯ ２０１８ in 舞鶴 ６１社
ＦＯＯＤ ＣＯＬＬＡＢＯ ＬＡＢＯ ２０１９ in KYOTO ３０社

◉Facebookによる情報発信
　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による情報発信を行っています。
　皆さまからの「いいね！」をお待ちしています。

◉LINE＠による事業者に向けた有益な情報発信
　ものづくり補助金のほか各種補助金申請のためのセミナーのご案内など、事
業者の皆さまにとって有益な情報や、当金庫のおすすめ情報の配信を開始しま
した。是非、「友だち」登録をお願いします。

（平成30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 10金庫 3,667名

◉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、しんきん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、Facebook および北近畿経済新聞にて発信して
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。

「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」を海
の京都ＤＭＯの協力のもと実施しました。令和元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前向きに検討したいとの回答を頂いています。

《ファムツアーの概要》
開催日 平成３０年１０月１１日（木）・１２日（金）

旅　程 １日目：綾部・宮津・伊根　２日目：京丹後

参　加 １３金庫・１団体　合計１４名

（平成 30年度実績）

先（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」の登録活用件数 174件

「信金中金優待カタログ」への掲載（信金中央金庫） 2先
「旬彩カタログ　しんきんのつなぐ力」への掲載（信金中央金庫） 4先
FCP シートの募集 57先
ビジネスマッチングによる販路拡大支援　成約件数 147件

■主なビジネスフェア・商談会
開催年月 イベント名 主催 参加先数

平成30年5月 うまいもん市　食のバイヤー商談会 北おおさか信用金庫 11先
平成30年8月・9月 食品海外販路開拓商談会 信金中央金庫 2先
平成30年9月 よい仕事おこしフェア 城南信用金庫 1先
平成30年11月 バイヤーマッチング商談会 京都信用金庫 10先
平成31年2月 関西ハイウェイ大商談会 近畿財務局、NEXCO西日本 13先
平成31年2月 インバウンド商談会 信金中央金庫 1先
平成31年3月 インバウンド&全国逸品商談会 城南信用金庫 2先

（平成 30年度実績）

地方公共団体、商工会議所、商工会等と連携した地域活性化策の実施

きょうと農業ビジネス商談会2018

（平成 30年度実績）

参加企業数

きょうと農業ビジネス商談会2018 7社

まいづる「逸品」促進事業 4社

共同研修会

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



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

　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
、
ビ
ジ
ネ
ス
フ
ェ
ア

へ
の
出
展
支
援売

り
た
い

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！！ お客さまへの積極的な情報発信

交流人口増加への取組み

　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30年4月から平成31年3月までの主な取組み内容と実績）

　外部専門家・行政等との連携により、各地区で開催され
る創業セミナー等の後援、職員の参加と講師の派遣等を行
いました。

　日本政策金融公庫との「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。

外部専門家・行政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

　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。
　信金中央金庫が優先出資者向け優待制度として、全国の信用金庫取引先
が取り扱う商品を掲載したグルメカタログ「信金中金優待カタログ」や、全
国の信用金庫取引先のみを掲載したギフトカタログ「旬彩カタログ　しん
きんのつなぐ力」への掲載支援を実施しました。
　効果的にビジネスマッチングを行うためのツール「京都丹後・丹波 うま
いもんＢＯＯＫ２」の作成に向け、当金庫お取引先からＦＣＰシートを募集しました。

◉営業エリア内マッチングの積極推進と全国の信用金庫取引先とのマッチング支援

　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

◉補助金・助成金の申請支援
　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を開催するなど、お客さまと一体となった伴走支
援に努めています。
　平成30年2月28日から公募開始となった「平成29年度補正　ものづくり補正・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を綾部・大宮・亀岡・福知山・舞鶴・丹波市の6地区で各地区の商工会・商工会議所の後援に
より行ったほか、説明会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、よろず支援拠点やコンサルタント会
社による個別相談会を開催し、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年度補正の申請支援件数は38件（前年比6件増加）、採択件数は24件（前年比4件増加）、採択率は63.1%と全
国平均（50.7%）に比べ高い結果となりました。
　また、平成30年7月より、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じ
て労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画（生産性向上特別措
置法）」の策定支援を行ったほか、「中小企業等経営強化法」に基づき、人材
育成、コスト管理のマネジメント向上等、事業者の経営力を向上させる取
組みとして「経営力向上計画」の策定にも積極的な支援を行っています。

　地域資源を活かした農商工連携や６次産業化に取組む農林漁業者・
食品製造加工業者等への販路開拓支援を行うべく、京都府が主催する

「きょうと農業ビジネス商談会２０１８」を活用した、販路開拓支援を
行いました。
　また、舞鶴市との「地域振興に関する連携協定」に基づき、舞鶴市・
舞鶴商工会議所と連携し、商品開発から販路開拓支援まで一貫して事
業者に対して経営支援を行う『まいづる「逸品」促進事業』に協力し、事
業者の伴走支援を行いました。

◉農商工連携や6次産業化の支援

　「地域経済に関する調査研究活動に資する知識・技能の習得」を目的
として、当金庫の職員と福知山公立大学の学生・教員との共同研修会

（計５回）と京都府北部５市２町の事業者を対象とした「社会人の学び直
しニーズに関する調査」を実施しました。共同研修においては、京都府
北部５市２町の地域内のつながり（地域経済循環）の現状を見える化し、
地域産業の構造的特徴や政策・イベント等による雇用創出や税収への
影響を推測できる統計データである「産業連関表」を作成しました。

◉大学と連携した地域活性化策の実施

◉農商ビジネス商談会（ＦＯＯＤ ＣＯＬＬＡＢＯ ＬＡＢＯ）の開催
　京都府北部５市２町の１次産品の生産者と飲食業者等の事業者が一堂に会す場を提供し、地域経済を活性化させることを目的として、
農商ビジネス商談会「ＦＯＯＤ ＣＯＬＬＡＢＯ ＬＡＢＯ 」を開催しました。
　「ＦＯＯＤ ＣＯＬＬＡＢＯ ＬＡＢＯ ２０１８ in 舞鶴」は、舞鶴赤レンガパーク特有のレトロな雰囲気に加え、一般社団法人PLACEによる演出
が会場内にいる人々の会話しやすい雰囲気を作り出し、生産者３１社と事業者３０社による商談や情報交換、また、生産者同士の交流が
活発に行われ、関係者や行政関係のスタッフ、当金庫のスタッフを含め１５０名の方々が一堂に会す盛大なビジネスマッチングイベントと
なりました。

　また、京都信用金庫と共催した「ＦＯＯＤ ＣＯＬＬＡＢＯ ＬＡＢＯ ２０１９ in KYOTO」では、京都市のフォーチュ
ンガーデン京都にて、出展された生産者４８社（うち、当金庫お取引先企業３０社）と事前参加申込があった京
都市内を中心とした飲食業者等の事業者２０９社による商談や情報交換が行われ、当金庫職員もスタッフとし
て運営に協力し、京都市内の飲食業を主とした事業者との出会いの場を創出しました。

地域資源を活かした農水産業の育成支援

●●●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

■主な取組み （平成30年度実績）

開催年月 名称（連携先） 支援内容
平成30年6月〜
平成31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

平成30年9月 創業塾（舞鶴商工会議所） 後援、講師の派遣

平成30年
10月・11月 創業スタートアップセミナー（計6回） 後援、職員の参加

平成31年2月 クラウドファンディングセミナー
（京都府よろず支援拠点） 後援、職員の参加

クラウドファンディングセミナー（京都府よろず支援拠点）

（平成30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）
※プロパー対応 4 件 32 百万円を含む。

11 件 57 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

うまいもん市
食のバイヤー商談会

関西ハイウェイ大商談会

（平成30年度実績）
支援（申請）件数 うち採択件数

ものづくり補助金策定支援 ３８件 24件
先端設備等導入策定支援 ２５件 25件
経営力向上計画策定支援 １４件 14件

（平成 30年度実績）
参加企業数

ＦＯＯＤ ＣＯＬＬＡＢＯ ＬＡＢＯ ２０１８ in 舞鶴 ６１社
ＦＯＯＤ ＣＯＬＬＡＢＯ ＬＡＢＯ ２０１９ in KYOTO ３０社

◉Facebookによる情報発信
　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による情報発信を行っています。
　皆さまからの「いいね！」をお待ちしています。

◉LINE＠による事業者に向けた有益な情報発信
　ものづくり補助金のほか各種補助金申請のためのセミナーのご案内など、事
業者の皆さまにとって有益な情報や、当金庫のおすすめ情報の配信を開始しま
した。是非、「友だち」登録をお願いします。

（平成30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 10金庫 3,667名

◉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、しんきん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、Facebook および北近畿経済新聞にて発信して
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。

「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」を海
の京都ＤＭＯの協力のもと実施しました。令和元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前向きに検討したいとの回答を頂いています。

《ファムツアーの概要》
開催日 平成３０年１０月１１日（木）・１２日（金）

旅　程 １日目：綾部・宮津・伊根　２日目：京丹後

参　加 １３金庫・１団体　合計１４名

（平成 30年度実績）

先（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」の登録活用件数 174件

「信金中金優待カタログ」への掲載（信金中央金庫） 2先
「旬彩カタログ　しんきんのつなぐ力」への掲載（信金中央金庫） 4先
FCP シートの募集 57先
ビジネスマッチングによる販路拡大支援　成約件数 147件

■主なビジネスフェア・商談会
開催年月 イベント名 主催 参加先数

平成30年5月 うまいもん市　食のバイヤー商談会 北おおさか信用金庫 11先
平成30年8月・9月 食品海外販路開拓商談会 信金中央金庫 2先
平成30年9月 よい仕事おこしフェア 城南信用金庫 1先
平成30年11月 バイヤーマッチング商談会 京都信用金庫 10先
平成31年2月 関西ハイウェイ大商談会 近畿財務局、NEXCO西日本 13先
平成31年2月 インバウンド商談会 信金中央金庫 1先
平成31年3月 インバウンド&全国逸品商談会 城南信用金庫 2先

（平成 30年度実績）

地方公共団体、商工会議所、商工会等と連携した地域活性化策の実施

きょうと農業ビジネス商談会2018

（平成 30年度実績）

参加企業数

きょうと農業ビジネス商談会2018 7社

まいづる「逸品」促進事業 4社

共同研修会

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



京都北都信用金庫
ミニディスクロージャー 2019

ミニディスクロージャー
2019

KYOTO HOKUTO SHINKIN BANK

ミニディスクロージャーミニディスクロージャーミニディスクロージャー
201920192019

KYOTO HOKUTO SHINKIN BANKKYOTO HOKUTO SHINKIN BANKKYOTO HOKUTO SHINKIN BANK

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、生活
口座となる給与振込や年金振込口座の獲得に注力し、取引メイン
化を積極的に推進することで、普通預金などの流動性預金が順調
に増加し、預金・積金の期末残高は前期比61億52百万円増加の
7,609億35百万円となりました。

貸出金の推移
　地域のお客さまへの細かな訪問活動を展開し、様々なニーズの
把握に努めるとともに、課題解決に向けた提案を行いました。事
業者向け融資では、スピード対応が可能となる無担保小口融資「ス
ピーディー！」を主力商品として取扱い、事業先93先と新たな融
資取引が始まりました。個人向け融資については、消費者ローン
や住宅ローンを積極的に推進し、住宅ローン残高は前期末比で増
加となりました。しかし、事業者向け融資が減少し、貸出金全体
の期末残高は、前期比3億87百万円減少の3,516億62百万円とな
りました。

損益の状況
　貸出金および有価証券の利回り低下等により資金運用収益は減
少しましたが、経費削減等に努めた結果、本業の利益を示すコア
業務純益は8億82百万円となりました。
　また、当期純利益は、貸倒引当金繰入額が前期比大幅に減少し
たことから、前期比1億15百万円増加の4億29百万円となりまし
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31年3月末における自己資本比率は、信金中
央金庫の優先出資を一部返済したことなどから、前期比0.94ポイ
ント低下の9.33％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） 職場体験学習の受け入れ

「地域元気」宣言!
　当金庫は、京都府中部・北部と隣接する兵庫県・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」活動に取り
組んでいます。

〒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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出資金

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

京都北都信用金庫
役職員数　695名
店舗数　39店舗

（うち出張所2店舗）

お客さま
会員の皆さま

会員数 62,105名
出資金 10,413百万円

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31年3月末時点のものです

預金積金
の構成 公金100億円

金融機関4億円

預金積金
残高

7,609億円

個人6,305億円

一般法人
1,198億円

預金積金

ご融資

事業者
1,803億円

個人
1,338億円

地方公共団体
374億円

貸出金
残高

3,516億円
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　平成30年度は、宮津市立宮津中学校、舞鶴市立城北中学校、舞鶴市立城南中学校、舞鶴市立青葉中学校、舞鶴市立白糸
中学校の5つの中学校の生徒の職場体験学習を受け入れ、お札の勘定やATM等の機械の操作などの信用金庫業務を体験し
ていただきました。

宮津市立宮津中学校 舞鶴市立白糸中学校 舞鶴市立城南中学校

ほくとしんきんは、「地域元気
宣言」を掲げ、「地域活性化の
実現」を最重要課題として取り
組んでいます。

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。 第8回ほくとしんきん杯京都北部小学生バレー

ボール新人大会　平成31年2月
第13回ほくとしんきん杯両丹軟式野球選手権大
会（三世代野球大会）　平成30年10月

年金友の会

■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。

30年5月「東北応援！スパリゾートハワイアンズと会津の城下町
を望む東山温泉」の様子

年月 行先 日数 参加者数

平成30年5月、6月
スパリゾートハワイアンズと会津の城下
町を望む東山温泉～裏磐梯・猪苗代湖と
白虎隊ゆかりの地を訪ねて～

2泊3日 126

平成30年10月
比 叡 山ドライブウェイ（琵 琶 湖 展 望）と

「おちょぼさん」～近江牛・松茸鉄板焼
きグルメ～

日帰り 159

平成30年11月 大阪新歌舞伎座“坂本冬美 特別公演”観劇
ツアー 日帰り 117

■第13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。


