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　当金庫は飯田下伊那を主な営業区域として金融サービスを提供しており、地域のみなさまから
お預けいただいたご預金は、地元企業の事業活動のための資金や当地域にお住まいの方が住宅
や自動車をご購入される際の資金などへのご融資としてご利用いただいております。
　また、金融機能の提供にとどまらず企業経営・人材育成・文化活動などを支援しているほか、
環境に対しても積極的な取り組みを行っております。

飯田信用金庫と地域社会

●創作活動の支援
　本支店のギャラリーやロビーを展示会場として無料
でご利用いただいております。

●地域行事への参加
　飯田りんごんをはじめとした地域のお祭りなど地元
の行事に、役職員が積極的に参加しています。

飯田りんごんヘの参加

美博「小・中・高校生写真賞」（当金庫協賛）

調査報告会 （平成28年3月9日㈬）

「チョークアート」 T.Misaki

■文化・交流支援

●リニア中央新幹線開通に係る調査と報告書の公表
　11年後の2027年、リニア中央新幹線が開通し飯田下伊那
地区にリニア駅建設が予定されていることから、当金庫では平
成26年度、総合企画部内にリニア対策室を設置しております。
　今年度は、系統中央機関の信金中央金庫、および当金庫シン
クタンク（しんきん南信州地域研究所）と共同で調査・研究に取
り組み、その結果を報告書に取りまとめました。当日は行政、経
済団体、報道機関等から約50名のご出席をいただいて報告会
を開催し、その内容を報告いたしました。

■地域社会支援
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■協賛一覧

飯田お練りまつり

飯田信用金庫 協賛一覧

　当金庫は地域社会の文化、芸術、スポーツ
活動などに関して積極的に協賛させていた
だいております。

南信州・飯田の地における七年に一度
の心意気。
　「格式百万石」の大名行列、飯田お
練りまつりの華、「東野（ひがしの）大獅
子」など47団体が参加する南信州最
大の祭りです。
平成28年3月25日～27日開催

国内外から集まった人形劇団
が、飯田市内120会場で400
ステージを上演します。

いいだ人形劇フェスタ2015

長野県信用金庫協会が公式
スポンサーとして応援していま
す。

信濃グランセローズ

長野県に拠点を置くプロバレー
ボールチーム。2014年より飯田
にてプレシーズンマッチを開催。

VC長野トライデンツ

国内最大の自転車ロードレー
ス。日本版ツール・ド・フランス。

第19回 ツアーオブジャパン 南信州ステージ

飯田にてプレシーズンマッチと
前日には地元学生へのクリニッ
クを行っています。

信州ブレイブウォリアーズ

30回記念大会は14ものコー
スが設定され、4,700人以上の
方が参加されました。

第30回 やまびこマーチ

名古屋フィルハーモニー交響
楽団による指導と演奏会を
行っています。

オーケストラと友に音楽祭 2016

2,400本以上の竹宵が並び、
幻想的な風景を作り出します。

第7回 竹宵まつり 100万人のキャンドルナイトin南信州

プレシーズンマッチ＆学生向けクリニック

いいだ人形劇フェスタ実行委員会

信濃グランセローズ

オーケストラと友に音楽祭実行委員会

百万人のキャンドルナイト in 南信州実行委員会

VC長野トライデンツ

TOJ南信州ステージ実行委員会

©SHINSHU BRAVE WARRIORS/bj-league

飯田やまびこマーチ実行委員会
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「起業・創業予定者の伴走型支援」
と「成功率向上のためのフォロー
アップ」をパッケージ化した起業・創
業者向け低利融資商品の取り扱い
を開始しました。併せて創業サポー
ト応援窓口を全店に開設し、創業計
画から創業間もない方までをワン
ストップでサポートできる体制を
整えました。

企業支援・人材育成企業支援・人材育成

地域社会の一員として
お役に立ちたいと考えています。

しんきん経済講演会

平成27年11月24日㈫

　「地域活性化に向けた幅広い分
野における連携の強化」を図るた
めに、日本政策金融公庫と覚書を
締結しました。飯田商工会議所の
連携スキーム「経営発達支援事
業」をプラットフォームとして活用し、起業・創業を予定されている方も
含めた、地域の事業者の方々を、「伴走型」でご支援してまいります。

　「地域を盛りあげたい」という熱
い想いから初開催となった当イベ
ントに協賛し、当日は職員２８名が
ボランティアスタッフとして参加し
ました。

■企業支援

江上　剛 氏

須田　寛 氏

　第47回となる本年は、作家の江上剛先生を講師に迎え、「起死回
生～時代を生きぬく経営力～」と題して開催いたしました。金融機関
時代の様々なご経験を踏まえ、大変わかりやすくご講演をいただき
ました。

リニアを見据えた観光フォーラム

平成27年9月2日㈬

　創立90周年の記念講演会として開催、リニア開通後の観光のあり
方や開通までの準備について、初代観光庁長官の本保芳明氏、JR東
海相談役の須田寛氏を講師に迎え講演いただきました。約190名の
みなさまに熱心にご聴講いただきました。

日本政策金融公庫との
業務連携・協力に関する
覚書を締結

「焼來肉ロックフェス２０１５」
への協賛と
ボランティア参加

平成２７年９月１日㈫

平成２７年９月１９日㈯

創業応援資金
「未来STORY」取扱開始

平成２７年10月1日㈭～
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◆インターンシップの受け入れ実績
中学生
2
3
7
8
5
5
3

高校生
4
4
4
4
4
4
4

合　計
6
7
11
12
9
9
7

33 28 61

平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度

TOTAL

（人）

しんきん若手経営者の会（SYMS）

平成２7年度　SYMS＆同友会経営者大会２０１５
講師　瀬戸川　礼子氏

米百俵研修会（新潟県長岡市にて）

シームス

　山本有三著戯曲「米百俵」を発想の原点に、若手経営者の研修・育
成を目的として昭和５１年に発足しました。会員は４５歳までの経営
者またはその候補者で、現在の会員数は約４００名です。
　経営に即した実践的なセミナーの実施、地元ボランティア事業へ
の参加、飯田下伊那地区内外の若手経営者との交流等、様々な活動
を行っております。
　飯田信用金庫はこれからもSYMSを支援することで、地域の繁栄
に貢献したいと考えております。

《 山本有三著「米百俵」》の概要
　明治維新、新潟の長岡藩は官軍の攻めに、藩・住民生活ともに窮乏して
いた。そこへ三根山藩から「米百俵」が届く。藩の
重鎮小林虎三郎は、この米を藩士で分けようとす
る考えに身を挺して反対し、「百俵の米を基にし
て子弟たちの教育に使うのだ」と学校を建てた。
藩は非常に教育が盛んとなり、後に山本五十六
など日本の各方面で活躍する人材を生んだ。

職場体験（インターンシップ）の受け入れ

　就業的な体験を通じて勤労
の尊さや職業観の育成を目的
として、インターンシップを毎年
実施し、地元の中学生及び高校
生が当金庫の業務を体験して
おります。

■人材育成
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お客さま相互の親睦を図る
サークル活動を大切にしています。
■サークル活動

●飯田信用金庫年金友の会
　当金庫で公的年金をお受け取りになっているみな
さまによる親睦会で、平成28年5月現在の会員は
28,712名となっております。
　お誕生日プレゼントやコンサートご優待などの特典
を提供させていただいております。

●各店親睦会
　各店別に組織するお客さまの親睦団体です。
　会員相互の親睦、会員と金庫職員との親睦を目的に
総会・統一旅行などを行っております。

●各店ゴルフクラブ
　愛好者の多いゴルフを通じて親睦を図る会で、各店別
に組織されたクラブごとにコンペを開催しています。
　また、毎年10月には、全店のゴルフクラブによる各店
対抗ゴルフ大会を実施し、200名余りの参加をいただい
ております。

◆各店「年金友の会」のイベント
　各店の「年金友の会」ではマレットゴルフ大会等、様々な催しを行っ
ております。
　年1回の全店統一企画として、昨年は「北島三郎コンサート」に、多
くのみなさまをご優待し、ご好評をいただきました。
　平成28年度には「石川さゆりコンサート」を企画しております。

◆年金受取予約サービス
　将来の年金振込のご指定を当金庫にお約束いただいた方などを対
象にしたサービスです。サービス内容は、上記の「会員のみなさまへ
の特典」とほぼ同じです。（②、⑥、⑦の特典はありません）

平成27年度「三ツ足丸小鉢5客揃」

平成27年度　特別公演「北島三郎コンサート」

会員のみなさまへの特典
① 定期預金の金利上乗せ
 年金感謝定期預金「大吉」
 取扱期間：平成29年1月31日まで

② 全店統一企画後援団体旅行のご案内
③ 特別公演のご案内
④ お誕生日プレゼント
⑤ 旅行割引サービス
⑥ 傷害保険「シニアクラブ」のご案内
⑦ 「ホームセキュリティ」サービスのご案内

サークル活動
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地域密着型金融の推進への取り組み

申し込みを受付けた期間：平成21年12月4日～平成28年3月31日累積

◆中小企業向け貸付
件　数 （単位：件）

申し込みを受けた
債権数

6,837

平成28年3月末時点での対応状況

※「謝絶」には、条件変更の受付から3ヶ月を経過しても実行・取下げに至っていない債権を含めております。当金庫ではこれらの「見做し謝絶」となった債権についても引き続
き、きめ細かな相談に応じており、条件変更の実行に向けた取り組みを強化しております。

実行 謝絶 審査中 取下げ

6,400 227 10 200

金　額 （単位：百万円）

申し込みを受けた
債権額

168,246

平成28年3月末時点での対応状況
実行 謝絶 審査中 取下げ

163,521 3,014 183 1,498

◆住宅資金貸付
件　数 （単位：件）

申し込みを受けた
債権数

356

平成28年3月末時点での対応状況
実行 謝絶 審査中 取下げ

232 71 1 52

金　額 （単位：百万円）

申し込みを受けた
債権額

4,541

平成28年3月末時点での対応状況
実行 謝絶 審査中 取下げ

3,125 775 0 633

■条件変更等の実施状況

　当金庫は、地元企業の育成や経営改善支援などにより、地域経済の活性化と金融の円滑化に資する地域金融機関として、地方
創生にも貢献することを目指し、以下のことに取り組んでいます。
①お取引先企業の事業の内容、強み、弱み及びその業界の状況等の把握（事業性評価）を実施。
②その事業性評価に基づいたお取引先企業の生産性向上につながる成長支援に取り組みつつ、再生支援と創業支援による地元
　企業の財務内容改善・育成の取り組みも推進。
③さらに、個人と経営の分離（家業から企業へ）の提案により、M&Aや後継者問題への対応に取り組む。また、経営者保証ガイド
　ラインを活用した円滑な事業承継支援にも取り組む。
　これらの推進にあたり、当金庫は、中小企業経営力強化法による中小企業の経営力の強化を図ることを支援する経営革新等
支援機関（通称、認定支援機関）やよろず支援拠点などの外部の専門家と連携して取り組んでまいります。

　飯田下伊那を主な営業エリアとする当金庫は、もともと地域の企業のみなさまとの日頃のコミュニケーションを通じて、いわゆ
る「地域密着型金融」と呼ばれる形態での金融サービスの提供を行ってきております。具体的な経営支援や地域貢献などの取り組
みを預金者のみなさまにもお伝えし、より多くの方に当金庫をご利用いただくことを通じて、今後も地域の発展に貢献していきた
いと考えております。

■地域密着型金融の機能強化

三遠南信しんきんサミット［しんきん物産展］
平成27年9月5日

　三遠南信地域の８信金が主催する本サミットも第８回目を迎え、本
年は豊橋市を会場に、南信州、遠州、東三河の各地域の特色ある食や
特産品を販売しました。また、東国原英夫氏による基調講演、三遠南
信ご当地のゆるキャラの登場で会場は大変に盛り上がり、多くのお
客様にご来場いただきました。

「食の縁結び！南信州うまいものフェスティバル」
商談会・物産展

平成28年2月28、29日
　飯田信用金庫と下伊那地方事務所等との共催により、名古屋国際
センターで、首都圏、中京圏のバイヤーを招いた商談会を開催しまし
た。名古屋の金山総合駅コンコースでは、飯伊地域の特産品を紹介・
販売し南信州をＰＲしました。
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