
稚内信用金庫

具体的な取組策 進捗状況

　　融資審査態勢の強化等

○毎年度策定する人事教育研修計画に従い、融資審査能力
（所謂「目利き」能力）のさらなるレベルアップを図りま
す｡
○各営業店の所在する地域特性に応じた融資審査態勢を強化
するため、全営業店を対象に、審査部と営業店による地区別
意見交換会・業務説明会の開催を実施いたします｡
○サハリン州との経済交流拡大に取組む地元関係団体が主催
するサハリン訪問事業に積極的に参加し、現地の稚内市サハ
リン事務所とも連携した情報収集に努めます｡

○全信協等主催「目利き力」養成基礎講座に派遣（5講座6名）、他
各種関連研修に派遣（12講座40名）。
○ロシア・サハリン州視察に派遣（4月・9月に各1名）。
○審査部と営業店による地区別意見交換会・業務説明会を開催（14
回 延247名出席）。

　　産学官の更なる連携強化等

○「わっかない産業クラスター研究会」の一員としての活動
を継続する他、「北海道地区産業クラスターサポート金融会
議」に適宜参加し、具体的な取組事業に係る投融資の機会を
模索していきます。
○取引先が、技術課題・新商品開発ニーズにより、公設試験
研究機関の利用を必要とする場合は、北海道経済産業局が主
導する産学官・金融機関の連携の取組みを活用いたします。

○17年5月23日:わっかない産業クラスタ－研究会平成17年度総会出
席。以後、各プロジェクト会議・セミナ－等に随時参加。
○17年7月6日:リレーションシップバンキング連携研修会(産学官・
金融機関連携および新連携について)出席。
○17年8月25日: 産学官・金融機関の連携による第1回「企業ニーズ
集約・対応機能強化の取組」に関する説明会出席。以後、同会議に
随時参加。

　　地域におけるベンチャー企業向け業務に係る外部機関等との連携強化等

○日本政策投資銀行が主催する北海道リレ－ションシップバ
ンキング推進会議に参加し、新規創業支援等に係る情報を有
効に活用いたします。
○当地域の中小企業支援センター事務局である稚内商工会議
所との連携を更に強化し、協力関係の充実を図ります｡
○稚内商工会議所等と連携した融資制度(稚内しんきんビジ
ネスサポート「飛躍」)については、ベンチャー企業に対し
ても積極的に推進いたします｡

○中小企業支援センター主催による創業・経営革新等の相談会開催
の周知に係る協力(ポスター・チラシの店頭備置)。
○稚内商工会議所等と連携した融資制度(稚内しんきんビジネスサ
ポート「飛躍」)の実績は141件、560百万円となった。

その１.取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化
　　中小企業に対するコンサルティング機能、情報提供機能の一層の強化

○各種情報媒体の提供により経営支援を行います｡
○提携先であるベンチャーリンク主催事業への参加、本年10
月に開催される北海道信用金庫協会及び道内信用金庫共催に
よるビジネスマッチング事業等への参加機会を提供いたしま
す。
○当金庫発行の雑誌「ジャスト・ナウ」に取引先企業を紹介
し、ビジネスマッチングの機会を提供いたします｡
○稚内しんきんビジネスクラブ主催による新入社員研修会を
開催し、取引先企業の人材育成のための支援を図ります｡

○17年4月11・12日、稚内しんきんビジネスクラブ主催による新入
社員研修会の開催。(参加者／6名)
○ビジネスマッチング事業「しんきんいいものフェア」(17年10月
開催)及び「東京ビジネスサミット」(17年11月開催)への出展業者
選定。
○当金庫発行の雑誌「ジャスト・ナウ60・61号」において、取引先
企業及び取扱商品を紹介。
○各種情報媒体の提供による、支援機能の一層の強化。
○(独)中小企業基盤整備機構との連携により、中小企業経営者及び
経理担当者を対象とした「中小企業会計啓発・普及セミナー」の開
催を計画。

その１.取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化
　　中小企業支援スキルの向上を目的とした取組みの強化

○毎年度策定する人事教育研修計画の実践を通して、財務指
導等、取引先企業に対する経営コンサルティング能力のレベ
ルアップを図ります｡
○随時開催される審査部と営業店による地区別意見交換会・
業務説明会を通じて、各融資担当者個々の指導を強化し、資
質の向上を図ります｡

○全信協等主催「目利き力」養成基礎講座に派遣（5講座6名）、他
各種関連研修に派遣（12講座40名）。
○審査部と営業店による地区別意見交換会・業務説明会を開催（14
回 延247名出席）。

その２.要注意先債権等の健全債権化等に向けた取組みの強化

○16年度自己査定の結果、要注意先・破綻懸念先となった一
般査定先の中から、審査部においてランクアップ見込み先を
リストアップし、営業店および債務者と十分な協議のうえ経
営改善計画書を策定し、18年度自己査定時での債務者区分ラ
ンクアップ実現に取組みます。

○ランクアップ取組みの主管部署となる審査部内において、具体的
な推進方法等について検討を開始。

その３.健全債権化等の強化に関する実績の公表等
○17年度・18年度ランクアップ等を公表いたします。 ○16年度のランクアップの実績を、ディスクロージャー誌(17年7月

発行)及びホームページで公表。

[地域密着型金融推進計画]進捗状況一覧
　(平成１７年４月～９月末)

項　　　目

(１)創業・新事業支援機能等の強化

(２)取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

１．事業再生・中小企業金融の円滑化



具体的な取組策 進捗状況項　　　目

その１.事業再生に向けた積極的取組み
　　外部機関の事業再生機能の一層の活用

○｢中小企業再生支援協議会｣および｢北海道地区しんきん企
業支援研究会｣の機能を有効に活用するため、両主催のセミ
ナーおよび関連会議等に参加いたします。

○17年6月15日:｢中小企業チャレンジセミナ－in旭川｣に出席。
○17年9月29日:｢北海道地区しんきん企業支援研究会｣に出席。

その１.事業再生に向けた積極的取組み
　　金融実務に係る専門的人材・ノウハウの活用

○今後も業界対応(全信協)の研修プログラム(｢目利き研修・
企業再生支援講座｣等)に積極的に参加いたします。

○全信協主催「目利き力」養成基礎講座に派遣（5講座6名）、他各
種関連研修に派遣（12講座40名）。

その２.再生支援実績に関する情報開示の拡充、再生ノウハウ共有化の一層の推進
○再生支援実績、再生ノウハウについては、具体的事例が発
生した場合にホームページ等で情報を開示いたします。

○当金庫が主導する再生支援事例は該当なし。

その３.人材プールの設置

○[地域密着型金融推進計画]における業界団体への要請事項
である「人材プール」の設置計画に伴い、取引先企業の事業
再生等の取組みを支援する手段のひとつとして、必要に応じ
「人材プール」の活用を検討していきます｡

○17年8月に、金融庁より「人材ネットワーク」の構築が公表され
たことに伴い、その基本スキームを把握。

①　担保・保証に過度に依存しない融資の推進
　　不動産担保・保証に過度に依存しない融資を促進するための手法の拡充

○企業信用格付、融資方針書、事業計画・実績比較表等を有
効に活用し、早期チェックが可能な事後モニタリングを適切
に実施いたします。

○融資方針書提出52先、企業信用格付更新424先。
○営業店より提出された事業計画・実績比較表23先の事後モニタリ
ング実施。

②　中小企業の資金調達手法の多様化等
その１.中小企業の資金調達手法の多様化等

○売掛債権担保保証制度、ノンリコースローン、プロジェク
トファイナンスの取扱はありませんが、ノウハウ取得のた
め、北海道信用保証協会、信金中央金庫等の研修会等に参加
いたします。

○17年5月12日：北海道信用保証協会旭川支所1日研修参加。
○17年6月6日：北海道信用保証協会本所1日研修参加。
○17年6月7日：信金中央金庫北海道支店｢融資担当者会議｣出席。

②　中小企業の資金調達手法の多様化等
その１.中小企業の資金調達手法の多様化等
　　財務諸表の精度が相対的に高い中小企業に対する融資の推進

○定性面も考慮した総合的判断に基づく、融資審査を継続い
たします。
○事業用資金に対しては、スコアリングモデルを使用する予
定はありません。

○現在の融資審査態勢での審査を継続中。

○顧客への説明態勢の整備
規程等の改正、ブロック・部店内勉強会実施により職員の質
の向上を図り、「改正事務ガイドライン」、「改正中小地域
金融機関向けの総合的な監督指針」に適合した説明態勢の整
備を継続いたします。
○相談苦情処理機能の強化
相談苦情があった場合の即時対応、再発防止のための他部店
への情報伝達、営業店長会議における実例報告、「融資申込
謝絶記録票」作成の継続により、相談苦情処理機能の強化に
努めます。

○17年4月:ブロック別に「与信取引に関する顧客への説明規程」の
改正点に関して勉強会を開催(8回 131名出席)。
○17年度上期は与信に関する相談苦情の事例は無し。

○毎年度策定する人事教育研修計画の実効性を高めるため、
各講座毎に最適な職員を人選し、派遣いたします。
○地域特性に応じた「目利き能力」育成のため、教育研修を
補完する目的で、審査部と営業店との地区別意見交換会・業
務説明会を実施いたします。

○全信協等主催「目利き力」養成基礎講座に派遣（5講座6名）、他
各種関連研修に派遣（12講座40名）。
○審査部と営業店による地区別意見交換会・業務説明会を開催（14
回 延247名出席）。

(３)事業再生に向けた積極的取組み

(４)担保・保証に過度に依存しない融資の推進等

(５)顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化

(６)人材の育成



具体的な取組策 進捗状況項　　　目

○「新しい自己資本比率規制の概要」が確定次第、「第1の
柱」から「第3の柱」の検証に努めます。

○実施スケジュール通りに進捗。

収益管理態勢の整備と収益力の向上のための取組み

○管理会計に関しては今後も導入予定はありません。
○現状の自己査定及び信用格付のデータの蓄積を図ると伴
に、中小企業信用リスクデータベース（略称ＳＤＢ）等の活
用も図っていきます。

○17年7月29日:信金中央金庫主催、中小企業信用リスクデ－タべ－
ス(略称SDB)地区別説明会に出席。各企業の決算書分析入力を行
い、信用格付を決定させデ－タの蓄積を図り、中小企業信用リスク
デ－タべ－スにも反映させた。

その２.協同組織金融機関におけるガバナンスの向上

○全信協から示される情報開示例を参考に、必要と判断する
事項についての情報開示を進めます｡
○日常業務や地域活動を通じて、総代及び役職員が一般会員
の意見を集約し、総代会に反映していきます。

○17年8月:旭川地区総代懇談会開催。
○一般会員の意見を集約するため、17年11月にアンケート調査の実
施を予定。

その１.営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等

○検査規程に「個人情報の保護・管理」に関する項目を追加
し、定例検査時にその実効性について検証いたします。
○年度毎に策定する検査方針の重点項目に「法令等遵守態勢
の徹底」、「リスク管理状況」、「事務リスク管理」「ペイ
オフ対策（相談・苦情処理状況等）」の各項目を盛り込み、
説明義務の徹底、不祥事件の未然防止、苦情処理への適切な
対応等について検証いたします。
○検査結果については、報告書等をもって経営陣に報告のう
え、当該営業店には不備事項の改善を要請し、更に主な不備
事項等に関しては営業店長会議等において役職員に周知徹底
いたします。

○17年5月14日開催の第121回営業店長会議において、17年度の検査
方針について周知徹底。
○17年度上期における営業店検査は13店舗実施。実施後の検査結果
は、都度常務会において口頭報告すると共に、また経営陣には検査
報告書をもって報告している。なお、当該営業店には、不備事項の
改善を要請。

その２.適切な顧客情報の管理・取扱いの確保

○一斉点検、自店内検査、検査部検査の実施により、適切な
管理がなされているか実効性の検証をいたします。
○金庫内情報システムにおける、顧客情報データに対する役
職員個々人のアクセス権限の管理、使用する端末の履歴管
理、外部記憶媒体の使用制限を行うために、ＩＣカードを利
用した「情報セキュリティシステム」の導入を行います。

○営業店長会議(5月14日)、得意先担当者会議(9月7日)、本部によ
る勉強会(4月2日)、本部役職員と営業店による情報交換会(25回 延
408名)、各部店による勉強会等(38回 延371名)の実施。
○一斉点検（6月）、自店内検査（毎月）、検査部検査の実施。

その１.ITの戦略的活用
　　ビジネスモデル等の状況に応じたITの戦略的活用

○金庫内情報システムにおける、顧客情報データに対する役
職員個々人のアクセス権限の管理、使用する端末の履歴管
理、外部記憶媒体の使用制限を行うために、ＩＣカードを利
用した「情報セキュリティシステム」の導入を行うと共に入
退室管理、社員証等ＩＣカードの戦略的な活用を図ります。
○北海道信金共同事務センターにおけるシステム企画委員
会、システム専門委員会へ参加し、積極的に改善・機能追加
要望を行います。

○ＩＣカードを利用した情報セキュリティシステムの比較検討。
○営業店に対するインターネットバンキング勉強会の開催(1回)。

○信金中央金庫による分析結果等の定期的な報告や、お互い
の意見交換、また、信金中央金庫の子会社（しんきん信託銀
行、しんきん証券、しんきんアセットマネジメント投信等）
との情報交換等を実施いたします。

○17年5月26日:しんきん証券との情報交換
○17年7月21日:しんきんアセットマネジメントとの情報交換
○17年8月19日:信金中央金庫北海道支店の経営分析報告
○17年9月15日:信金中金旭川分室との情報交換

(４)法令等遵守(コンプライアンス)態勢の強化

(３)ガバナンスの強化

２．経営力の強化

(１)リスク管理態勢の充実

(２)収益管理態勢の整備と収益力の向上

(５)ITの戦略的活用

(６)協同組織中央機関の機能強化



具体的な取組策 進捗状況項　　　目

その１.地域貢献に関する情報開示

○全信協から示される地域貢献ディスクロージャー開示例必
須項目に加え、任意項目等で必要と判断するものは開示項目
として順次追加いたします｡
○地域で受け入れた預金が、地域のなかでどのように活用さ
れているのかを開示いたします｡

○17年7月:16年度ディスクロージャー誌において、当金庫が実施し
た地域貢献活動を開示。

その２.充実した分かりやすい情報開示の推進

○日々の窓口業務や得意先活動において、お客様から寄せら
れる質問や相談等のうち、頻度の高いものについては、Q&A
の作成やホームページ等での公表を検討いたします。

○17年7月:16年度ディスクロージャー誌において、お客様に分かり
やすく、「自己資本のポイント」「不良債権のポイント」を掲載。
また、同内容をホームページへも掲載。

○お客様の満足度を重視した金融機関経営を確立するため
に、17年度中に「お客様満足度アンケート調査」を実施いた
します。また、その結果を踏まえ、改善すべき点があれば18
年度の経営方針等に反映させ、お客様満足度の更なる向上に
努めます。

○17年9月: 「お客様満足度アンケート調査」の実施について、質
問項目、調査方法等を検討、また実施時期を17年11月とする実施案
を固める。

○ビジネスサポート「飛躍」を積極的に推進いたします。
○旭川商工会議所との連携により、中小企業対策の充実と、
地域経済の活性化を図る目的から、新たな融資制度を創設い
たします。
○稚内市が計画している、中心市街地の活性化計画を含む
「稚内市都市再生ビジョン」に積極的に参画するとともに、
これらのまちづくり政策に関連する創業・事業多角化等を支
援するため、新たな融資制度の創設を検討いたします。
○PFI方式による公共事業計画の際には、その取組みに関し
て積極的な参画を図ります｡
○風力発電事業等の大型民間事業に係るプロジェクトファイ
ナンスについては、積極的な参画を検討いたします｡

○17年4月:稚内商工会議所及び主営業地区内の商工会と連携し、中
小企業者への支援を目的とした融資制度、ビジネスサポート「飛
躍」を創設。また、旭川地区・札幌地区においても非提携のビジネ
スサポート「飛躍」を創設。
○17年9月:旭川商工会議所との連携により、中小企業対策の充実と
地域経済の活性化を図る目的から、「旭川商工会議所メンバーズ融
資」を創設。

(１)地域貢献等に関する情報開示

(３)地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立

(４)地域再生推進のための各種施策との連携等

３．地域の利用者の利便性向上


