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コンプライアンス(法令等遵守)を経営の最重要課題の一つとして位置付け、地域の皆様から信頼さ
れる金融機関であり続けるために、年度毎の具体的なコンプライアンス実践計画である「コンプライ
アンス・プログラム」を策定し、コンプライアンスの実践に取り組んでおります。

コンプライアンス運営体制として、「コンプライアンス・プログラム」の実施状況やコンプライアン
スに関する各種施策・課題等を検討するため、コンプライアンス委員会を定期的に開催しております。

また、コンプライアンス遵守態勢の適切性を確保するための管理部署として、コンプライアンス課
を設置するとともに、営業店・本部各部室にコンプライアンス担当者を任命し、双方が連携してコン
プライアンス研修やＯＪＴ指導等を通じて、コンプライアンス意識の高揚に取り組んでおります。

なお、コンプライアンスの重要性を理解させるための「コンプライアンス・マニュアル」を全職員
に配付し、コンプライアンス重視の企業風土の確立に努めております。

法令等遵守（コンプライアンス）への取り組み

コンプライアンスとは、法令をはじめ、当金庫の諸規程や確立された社会規範にいたるまでのあら
ゆるルールを遵守することにとどまらず、ステークホルダー（お客様・会員・地域社会）の期待に応
えることができるよう、ステークホルダーの視点に立った業務遂行に努めることであると認識し、当
金庫では協同組織金融機関としての社会的責任や公共的使命を全うし、地域における信頼性を高める
ために、次のとおり「法令等遵守方針」を制定し、コンプライアンスに取り組んでおります。

（信用金庫の社会的使命と公共性の自覚と責任）
１．信用金庫のもつ社会的責任と公共的使命を常に自覚し、責任ある健全な業務運営の遂行に努めます。

（質の高い金融等サービスの提供と地域社会発展への貢献）
２．経済活動を支えるインフラとしての機能はもとより、創意と工夫を活かし、お客様のニーズに

応えるとともに、セキュリティレベルの向上や災害時の業務継続確保などお客様の利益の適切
な保護にも十分配慮した質の高い金融及び非金融サービスの提供等を通じて、地域経済・地域
社会の発展に貢献します。

（法令やルールの厳格な遵守）
３．あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範に決してもとることのない、誠実かつ公正

な業務運営を遂行します。
（地域社会とのコミュニケーション）

４．経営等の情報の積極的かつ公正な開示をはじめとして、広く地域社会とのコミュニケーション
の充実を図ります。

（職員の人権の尊重等）
５．職員の人権を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保します。

（環境問題への取組み）
６．資源の効率的な利用や廃棄物の削減を実践するとともに、環境保全に寄与する金融サービスを

提供するなど、環境問題に積極的に取り組みます。
（社会貢献活動への取組み）

７．信用金庫が社会の中においてこそ存続・発展し得る存在であることを自覚し、社会とともに歩
む「良き企業市民」として、積極的に社会貢献活動に取り組みます。

（反社会的勢力との関係遮断）
８．社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は、これを断固として排除し、関係遮断を徹底

します。

法令等遵守方針

コンプライアンス（法令等遵守）体制について
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当金庫は、お客様の正当な利益を保護し、利便性の向上を図るため、以下の事項について誠実に取り組
み、お客様の視点に立った業務運営が確保できるよう、たゆまぬ改善活動に努めてまいります。

１．お客様への説明を要するすべての取引や商品について、お客様のご理解やご経験、財産の状況等に応
じた適正な情報提供及び商品説明を行います。

２．お客様からのお問合わせ、ご相談・ご要望及び苦情並びに紛争等について、真摯な姿勢で適切かつ十
分に対応し、お客様のご理解と信頼を得られるよう努めるとともに、お客様の正当な利益が保護され
るように努めます。

３．お客様に関する情報は、法令等にしたがって適切に取得するとともに、不正なアクセスや流出等を防
止するため、適切な措置を講じることにより安全な管理を行います。

４．当金庫が行う業務を外部業者に委託する場合、お客様の情報管理やその他の利益を守るため、適切に
外部委託先を管理します。

５．お客様の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のある取引を適切に管理します。
６．その他お客様の利益の保護や利便の向上を図るため、当金庫が必要と判断した業務について、適切か

つ十分な措置を講じます。

当金庫は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に関しては、次の事項を遵
守し、勧誘の適正の確保を図ることとします。

１．当金庫は、お客様の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照
らして、適正な情報の提供と商品の説明をいたします。

２．金融商品の選択・購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お
客様に適正な判断をしていただくために、当該金融商品の重要事項について説明をいたします。

３．当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことの
ないよう、研修等を通じて役職員の知識の向上に努めます。

４．当金庫は、お客様にとりまして不都合な時間帯やご迷惑な場所での勧誘は行いません。
５．金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの点などがございましたら、窓口までお問

い合わせください。

顧客保護等への対応
顧客保護等管理方針

金融商品に係る勧誘方針
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当金庫は、お客様からの苦情等のお申し出に迅速・公平かつ適切に対応するため、以下のとおり金
融ＡＤＲ制度も踏まえ、内部管理態勢を整備して苦情等の解決を図り、お客様の信頼性の向上に努め
ております。

苦情等は、営業店又は次の担当部署にお申し出ください。

当金庫は、紛争解決のために当金庫営業日に当金庫総合企画部又は全国しんきん相談所等にお申し
出があれば、東京三弁護士会が運営する次の仲裁センター等にお取り次ぎいたします。また、お客様
から仲裁センター等に直接お申し出いただくことも可能です。

なお、東京三弁護士会が運営する仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客様もご利用いただけ
ます。

その際には、お客様の利便に配慮して、山口県弁護士会の仲裁センター等で、東京三弁護士会の仲
裁センター等とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決にあたる方法（現地調停）もありま
す。

詳しくは、当金庫総合企画部又は全国しんきん相談所、東京三弁護士会にお尋ねください。

また、当金庫のほかに、一般社団法人全国信用金庫協会が運営する「全国しんきん相談所」をはじ
め、次の機関でも苦情等のお申し出を受け付けております。

※金融ADR制度への対応の内容につきましては、店頭ポスター、ホームページで公
表しています。

金融ADR制度への対応について

担 当 部 署 総合企画部

住 所

電 話 番 号

受 付 時 間

〒753−0047　山口市道場門前一丁目５番１号

083−922−2700

9：00～17：00（当金庫営業日）

名 称

住 所

電 話 番 号

受 付 日
受 付 時 間

東京弁護士会
紛争解決センター

〒100−0013
東京都千代田区霞が関1−１−3

03−3581−0031

月～金（祝日、年末年始除く）
9：30～12：00

13：00～15：00

第一東京弁護士会
仲裁センター

〒100−0013
東京都千代田区霞が関1−１−3

03−3595−8588

月～金（祝日、年末年始除く）
10：00～12：00
13：00～16：00

第二東京弁護士会
仲裁センター

〒100−0013
東京都千代田区霞が関1−１−3

03−3581−2249

月～金（祝日、年末年始除く）
9：30～12：00

13：00～17：00

名 称

住 所

電 話 番 号

受 付 日
受 付 時 間

全国しんきん相談所
(一般社団法人全国信用金庫協会)

〒103-0028
東京都中央区八重洲１−３−７

03−3517−5825

月～金
（祝日、12月31日～1月3日を除く）

9：00～17：00

地区しんきん相談所
(中国地区信用金庫協会)

〒730-0026
広島市中区田中町６−５

082−243−4857

月～金
（祝日、12月31日～1月3日を除く）

9：00～17：00

苦情処理措置

紛争解決措置
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環 境 問 題 へ の 取 り 組 み

蓄 熱 式 空 調 シ ス テ ム

世界的な自然環境の変化の中で、自然環境の維持及び改善に努めることは、
企業市民として社会的責任であり、環境への負荷の軽減に努力することは資
源を消費する企業としての責務であると認識し、地球温暖化対策や環境型社
会の構築に向けた取り組みを積極的に推進しております。

また、「信用金庫業界の環境自主行動計画にかかる数値目標」に基づく、
地球温暖化対策として「電力使用量の削減」に、信用金庫業界の一員として
取り組んでおります。

具体的な取り組みとしては、空調機の温度管理徹底、蓄熱式空調システム
“エコ・アイス”導入（萩支店）などによる電力使用量の削減に努めており
ます。

このほかに、山口市の公共交通機関の利用促進の取り組みとして、毎月第
３金曜日に実施される「山口市ノーマイカーデー」にも参加しております。

蓄熱エネルギーを利用する
ため、熱源機容量が小さくな
ります。また、夜間の割安な
電気を使うため、電気代もお
得になります。

利用者にとって蓄熱式
空調システム
導入の
メリット

経費節減 省エネルギー
省エネルギーでCO2の発生

も少ない夜間電力を利用する
ため、エネルギー資源の節約、
環境にやさしいシステムとい
えます。

社会にとって

環境にやさしい
電力需要のピークが夜間に

シフトすることにより、発電
設備の建設先送りが出来るた
め、電気料金の低減と安定供
給がはかれます。

供給先会社にとっては

電力負荷の平準化

※当金庫の個人情報保護宣言の詳細につきましては、店頭掲示のポスター、ホームページを
ご覧ください。

【個人情報等に関する相談窓口】
萩山口信用金庫　総務部

住　　所：〒753−0047
山口市道場門前一丁目５番１号

電話番号：083−922−2700　
F A X：083−921−0758

お客様情報の管理について

当金庫は、お客様からの信頼を第一と考え、お客様の個人情報及び個人番号（以下「個人情報等」
といいます。）の適切な保護と利用を図るために、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57
号）、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27
号）及び金融分野における個人情報保護に関するガイドライン、その他個人情報等保護に関する関係
諸法令等を遵守するとともに、その継続的な改善に努めます。また、個人情報等の機密性・正確性の
確保に努めます。

個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）抜粋
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金融円滑化・経営者保証への取り組みについて
■金融円滑化への取組状況

中小企業のお客様

貸付債権数 貸付債権金額 貸付債権数 貸付債権金額

住宅ローンをご利用のお客様

2,536

2,452

31

11

42

74,454

72,515

472

653

814

157

128

8

3

18

1,717

1,458

66

19

174

貸付の条件の変更等の申込を受けた貸付債権

うち実行に係る貸付債権

うち謝絶に係る貸付債権

うち審査中の貸付債権

うち取り下げに係る貸付債権

※金融円滑化への取組状況の詳細につきましては、ホームページをご覧ください。

平成21年12月に施行された「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する
法律」は平成25年３月末をもちまして期限を迎えましたが、当金庫では、「金融円滑化のための基本
方針」を定め、地域の中小企業及び個人のお客様に必要な資金を安定的に供給するとともに、資金繰
りや返済条件変更などの相談にも積極的に応じております。

平成29年３月末現在における中小企業・小規模事業者及び住宅ローンご利用者のお客様に対する貸
付条件の変更等への取組状況をとりまとめましたので、お知らせいたします。

■地域金融円滑化のための基本方針

● 平成21年12月から平成29年３月末までの取組状況の累計

萩山口信用金庫は、地域の中小企業及び個人のお客様に必要な資金を安定的に供給し、地域経済の
発展に寄与することが、事業地域が限定された協同組織金融機関である信用金庫にとって、最も重要
な社会的使命であるとの認識のもと、以下のとおり「地域金融円滑化のための基本方針」を定め、営
業店及び本部一丸となりこれに取り組んでまいります。

１．お客様の経営実態や所得状況等を踏まえて、新規ご融資やご融資条件の変更等を適切に行って
まいります。

２．お客様の経営実態等を踏まえて、経営相談・経営指導及び経営改善に関する支援を行ってまい
ります。

３．与信取引（ご融資の契約及びこれに伴う担保・保証契約）に関し、お客様に対する説明を適切
かつ十分に行ってまいります。

４．お客様からの与信取引に関するお問い合わせ、ご相談、ご要望及び苦情への対応を適切に行っ
てまいります。

５．その他地域経済の活性化及び地域における金融の円滑化に資するよう、他業態及び他の金融機
関等と相互の連携を図ってまいります。

■経営者保証に関するガイドラインへの取り組みについて
当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を十分に踏まえ、お客様からのお借入れや

保証債務整理の相談を受けた際に真摯に対応するための態勢を整備しております。また、経営者保証
の必要性については、お客様との丁寧な対話により、法人と経営者の関係性や財務状況等の状況を把
握し、同ガイドラインの記載内容を踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努めております。

なお、同ガイドラインを踏まえた取組状況は、以下のとおりとなっております。

（単位：件、百万円）

新規に無保証で融資した件数
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合
保証契約を解除した件数

平成27年度 平成28年度

0件経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数
（当金庫をメイン金融機関として実施したものに限ります。）

104件
7.02％

19件

0件

208件
13.87％

4件


