
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「地域密着型金融推進計画」推進状況 
 

平成１８年３月末現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気 仙 沼 信 用 金 庫 



１７年度 １８年度

・業種別研修会の実施（各業種取引先企業）
・国民生活金融公庫との定期的な研修会実施の
　検討
・「パワーアップ２１」商品内容と推進手法の
　見直し
・ＳＤＢによる還元資料の分析を基に「パワー
　アップ２１」の見直し

・業種別研修会の実施
・国民生活金融公庫との情報交
　換会の実施
・個人別業績評価の検討

・「パワーアップ２１」の見直
　し
・ＮＰＯローン創設の検討

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

・当金庫エリア内の税理士等との情報交流会
・中小企業支援スキルの向上を目的としたエリ
  ア内税理士を講師とした研修会実施
・業界における経営改善をテーマとした研修会
  への積極的参加
・企業支援グループと営業店長との定期情報交
  換
・ディスクロ誌・ホームページに態勢整備状況
  等の公表
・信金中金の中小企業経営改善コンサルティン
  グの具体的取組手法の検討

・債権健全化対象企業毎の税理
　士への企業再生への協力要請
・業界開催の「経営改善支援実
　務研修会」への参加

・ディスクロ誌、ホームページ
  への態勢整備状況の公表
・税理士を講師とした研修会の
　実施
・信金中金の中小企業経営改善
  コンサルティングの具体的取
  組手法の検討

③健全債権化等の強化に関する実
　績の公表等

・公表内容についての検討
・ホームページフォーマットについての検討
・関連部署間での具体的公表事項の検討会の
  開催

・公表内容について検討会を実
  施

・公表内容の検討及び取組状況
  の公表

（２）取引先企業に対する経営相
　　　談・支援機能の強化

スケジュール

 「地域密着型金融推進計画」進捗状況について（平成１8年3月現在）

・イントラネットを通じた相談業務（税・財・
　労務）システムの取扱開始
・商工会議所が実施しているエキスパートバン
　クの斡旋
・信金中金、業界が開催する経営改善セミナー
　や「目利き」研修への参加
・情報収集型・相談へのホームページ構成の見
　直しの検討

・イントラネット相談業務の取
　扱開始
・信金中金、業界主催の「企業
　再生支援講座」「中小企業経
　営改善支援講座」「目利き力
　養成講座」へ受講者参加
・商工会議所との情報交換会の
　実施

・商工会議所会員への特別融資
　制度の検討
・ホームページの情報収集型・
　相談機能の検討
・ホームページへの郷土(企業)
　情報掲載の検討

具体的取組策

・イントラネット相談業務の取扱開始　17.10
　…「相談業務システム」導入
     「相談業務サポートサービス」（通称：ネット相談集）の取扱開
　   始メニュー構成は相続・不動産・税務・財務・労務等であり、
     相談業務における態勢整備の一環
・商工会議所及び商工会会員への特別融資制度
　…商工会議所との協議（特別融資制度の創設について）  17.9
　　 商工会会員への特別融資説明会、庫内検討、合意書締結  17.10
　　 気仙沼しんきん商工会メンバーズローン創設、取扱開始  17.12
・県協主催「中小企業経営改善支援実務研修会」の受講（2名）
  17.8.8～10
・地区協主催「目利き力養成講座」の受講（1名）17.8.22～24
・地区協主催「企業再生支援講座」の受講（2名）17.10.24～26

項　　　　　　　　目

①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

（１）創業・新事業支援機能
      等の強化

進捗状況

（17年4月～18年3月）

・「営業店業績評価基準」の見直し
　…創業・ＮＰＯ資金開拓先数の新規評価項目追加
　　その他評価項目及び評価点一部修正（追加・削除等）
・国民生活金融公庫との勉強会実施   17.10.27
  …起業支援融資及び企業再生事例等
・「ＮＰＯローン」の創設検討及び取扱開始
  …「気仙沼しんきんＮＰＯ支援ローン事務取扱要領」の制定、取扱
    開始
・業種別研修会実施  18.3.10

・税理士（3名）への協力要請（取引企業・税理士・当庫の三位一体
　での企業再生協議等要請）
・県協主催「中小企業経営改善支援実務研修」の受講（2名）
  17.8.8～10
・税理士（1名）への研修会実施要請（日程調整中）
・企業支援グループ検討会
　…企業格付システム出力データの利活用及び支援先該当店舗臨店の
　　検討等
    支援先該当店舗臨店（6店）実施

・取引先企業に対する経営相談や支援は、これまでも個別に逐次対応
　してきたが、公表までの内容に至らず、現状での公表案件はない。



１７年度 １８年度

スケジュール

 「地域密着型金融推進計画」進捗状況について（平成１8年3月現在）
具体的取組策項　　　　　　　　目

進捗状況

（17年4月～18年3月）

①事業再生に向けた積極的取組み ○多様な事業再生手法の一層の活用
・ＤＥＳ、ＤＤＳの取組みの検討
・中小企業再生支援協議会への相談案件につい
  ての基準の検討
○外部機関の事業再生機能の一層の活用
・営業店長を中心に信金中金が行う経営改善支
  援セミナーに積極的に参加し、中小企業者の
  経営改善を促進
・営業店との該当取引先選定会議の開催を検討
○金融実務に係る専門的人材・ノウハウの活用
・信金中金と役員等との情報交換会の開催
・経営改善支援コンサルティングの活用におけ
  る具体的な取組方針の検討

・信金中金の「中小企業経営改
  善支援実務研修会」への参加
  と研修受講者による研修報告
  会の実施
・信金中金と役員及び関連部署
  等との情報交換会の開催

・ＤＥＳ、ＤＤＳの取組みの検
  討
・中小企業再生支援協議会への
  相談案件についての基準の検
  討
・経営改善支援コンサルティン
  グの活用における具体的な取
  組方針の検討

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

・中小企業再生支援協議会の公表事例の検証
・開示フォーマットについての検討
・事業再生先に係る営業店との個別案件のヒア
  リングの実施を検討

・事業再生先に係る営業店との
  個別案件のヒアリングの実施
  を検討

・中小企業再生支援協議会の公
  表事例の検証

（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

①担保・保証に過度に依存しない
　融資の推進

・スコアリングモデルを活用し
  た商品開発
・リスクデータベースを活用し
  た金利設定の検討
・自己査定と企業信用格付の整
  合性の検討

・企業信用格付の導入
・リスクデータベースの活用の
  検討
・限定根保証における保証人の
  見直し

・企業信用格付導入
・リスクデータベースの活用の検討
・スコアリングモデルを活用した商品の開発
・自己査定と企業信用格付の整合性の検討
・限定根保証における保証人の見直し
・リスクデータベースを活用した適正金利の設
  定を検討

・県協主催「中小企業経営改善支援実務研修」の受講（2名）
  17.8.8～10
・信金中金への個別の取組み対する協力要請等
 

・17.1に企業支援先14先をピックアップし内2先を選定、然しながら2
  先との交渉進展せず、再度6先を追加（8先に対する営業店長との打
  合せ）
・企業支援グループ検討会 開催
・企業支援先該当店舗臨店

・「ＩＴ推進協議会」発足 17.9.22
　…協議会開催
　　　企業格付概要と進捗状況及び新営業店端末クライアントＴＹＰ
      ＥⅡ導入等について検討
　　クライアントＴＹＰＥⅡ導入承認（18.6頃導入予定）
　・企業信用格付システム導入
　…格付・信用リスク計量化セミナー参加（2名）17.8.26
　　　㈱情報企画・㈱しんきん総合サービスとの打合せ
　　　システム導入承認
　　　システム研修（2名）17.10.13～14
　　　「共同利用型企業信用格付システム」及び「業務委託契約書、
      個人情報に関する覚書」締結 17.12.1
　　　抽出先選定（暫定）、定性・取引情報の登録等承認
　　　各店臨店による概要及び作業説明
・リスクデータベースの活用
　…岩手県信用保証協会保証制度「セレクトファンドＱ」覚書締結
　 　岩手県地域活性化企業支援「ふるさと・いわてサポート」の取
   　扱開始 17.8.1



１７年度 １８年度

スケジュール

 「地域密着型金融推進計画」進捗状況について（平成１8年3月現在）
具体的取組策項　　　　　　　　目

進捗状況

（17年4月～18年3月）

・目利き力養成講座への参加
 （8月2名）
・中小企業経営改善支援実務研
  修への参加（8月2名）
・中小企業再生支援講座への参
  加（10月2名）
・相談業務支援基礎講座への参
  加（11月2名）
・受講した職員による研修会の
  実施

・地区協が実施する「中小企業
  再生支援講座」等研修への継
  続参加
・取組み実績等をディスクロ誌
  で公表
・受講した職員による研修会の
  実施

（６）人材の育成

・宮城県信用保証協会との情報交換会、勉強会の実施
　…保証協会付融資実務担当者勉強会
　 （売掛債権担保の概要・具体的取扱事例等）
・都市ＢＫよりのシ団組成要請を受け、信用リスクの回避及び資金調
  達の多様化をにらみ、関連部署、営業店との協議 17.8
   (シ団組成17.9)
・ＴＫＣ経営者ローンの取扱い
　…ＴＫＣ全国会拡大経営革新会議参加（1名）17.8.3
　　ＴＫＣ経営者ローン協定締結 17.8.30
　　同ローンの取扱規程策定及び取扱開始 17.9
　　ＴＫＣ経営革新セミナー及び交流会参加（2名）17.11.18
・「営業店業績評価基準」の見直し
　…売掛債権担保融資開拓口数の新規評価項目追加
　　その他評価項目及び評価点一部修正（追加・削除等）

・ＴＫＣ会員との情報交流会の
　実施

・保証協会との情報交換会、勉
　強会の実施
・ＴＫＣ経営者ローン取扱開始

○中小企業の資金調達手法の多様化等
・保証協会との定期的な売掛債権担保融資につ
　いての勉強会開催
・業界団体開催の研修に参加
・資金支援手法の検討
○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
・ＴＫＣ経営者ローンの取扱開始
・ＴＫＣ会員との情報交流会の開催

・営業店における説明態勢実態
　調査
・苦情処理における簡易な報告
  書作成
・課店長会議、臨店を通じて
 「苦情･トラブル」報告の重要
  性周知
・業績評価基準への苦情、トラ
  ブル受付項目を追加設定

・人材の育成強化を図る観点から業界が実施す
  る「目利き力養成講座」等に参加するほか、
  職員にＦＰ技能士等の資格取得を奨励する
・講座受講者と役員のヒアリング、本部担当課
  を交えた懇談会の実施による研修成果の利活
  用に努める

（５）顧客への説明態勢の整備、相
      談苦情処理機能の強化

○顧客への説明態勢の整備
・定期的な営業店実態調査の実施
・解説書等の見直し
・説明ポイントマニュアル策定の検討
・「貸付説明事務取扱要領」の勉強会実施
○相談苦情処理機能の強化
・課店長会議を通じて、苦情・トラブル等の状
　況を報告し、意識付の強化
・全店からの情報を集計し分析、その結果を全
　店にフィードバック
・これらの結果を基に苦情・トラブル等を未然
　防止するためのケーススタディーとして勉強
  会の開催
・些細な苦情トラブル等については、簡易な報
  告書等の作成

②中小企業の資金調達手法の多様
　化等

・「貸付説明事務取扱要領」の
  勉強会開催
・説明態勢の解説書等の見直し
  とマニュアル策定の検討

・自署確認・保証意思確認メモ活用の実態調査実施
・民法改正に伴う各種約定書の臨店による説明会実施
・自署確認・保証意思確認メモ、保証協会付融資実行顧客リストの検
  証
・検証結果の営業店フィードバック
　…自署確認・保証意思確認メモ：検証数11店舗、抽出件数111先
　　保証協会付融資実行顧客リスト：抽出件数123先
・苦情・トラブル等件数集計による営業店への集計結果報告
・苦情処理における簡易な報告書作成
　…「苦情・トラブル受付兼処理記録簿」様式追加及び取扱要領一部
    変更
　　追加様式分の取扱説明、報告の重要性周知徹底の臨店指導
　　コンプライアンス研修会開催
・｢営業店業績評価基準｣の見直し
　…苦情・トラブル受付の新規評価項目追加
　　その他評価項目及び評価点一部修正（追加・削除等）

・県協主催の研修参加
　…「中小企業経営改善支援実務研修」の受講（2名）17.8.8～10
・地区協主催の研修参加
　…「目利き力養成講座」の受講（1名）17.8.22～24
　　「企業再生支援講座」の受講（2名）17.10.24～26
　　「相談業務支援基礎講座」の受講（2名）17.11.7～9
・役員と講座受講者とのヒアリング実施



１７年度 １８年度

スケジュール

 「地域密着型金融推進計画」進捗状況について（平成１8年3月現在）
具体的取組策項　　　　　　　　目

進捗状況

（17年4月～18年3月）

（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

２．経営力の強化

・リスクデータベースを活用し
  た金利設定の検討
・不動産担保基準の見直しの検
  討

・企業信用格付の導入
・リスクデータベースの活用の
  検討

・企業信用格付の導入を目指す
・ＳＤＢしんきんリスクデータベ―スを活用し
  た適正金利設定の検討
・デフォルト先担保不動産の処分価格の検証に
  よる不動産担保基準の見直しの検討

・「大口貸出先管理表」のヒアリング（検証）に基づく本部指導コメ
　ントに対する遂行状況調査実施（臨店）
・大口貸出先検証内容等の営業店フィードバック
・大口貸出先管理表に基づくヒアリング（臨店）
・延滞融資金回収方針についてヒアリング（臨店）
・企業格付システム導入
　…格付・信用リスク計量化セミナー参加（2名）17.8.26
　　㈱情報企画・㈱しんきん総合サービスとの打合せ 17.9.1・9.7
　  システム研修（2名）17.10.13～14
　　「共同利用型企業信用格付システム」及び「業務委託契約書、
    個人情報に関する覚書」締結 17.12.1
　　抽出先選定（暫定）、定性・取引情報の登録承認
　　臨店による概要及び作業説明
・リスクデータベースの活用
　…岩手県信用保証協会保証制度「セレクトファンドＱ」覚書締結
　 　岩手県地域活性化企業支援「ふるさと・いわてサポート」の取
   　扱開始 17.8.1

・リスクデータベースを活用し
  た金利設定の検討
・スコアリングモデルを活用し
  たミドルリスク商品の検討
・コスト計量化のためのシステ
  ム導入の検討
・金利規程の策定の検討

・リスクデータベースの活用の
  検討

・コスト計量化の初歩的手法の検討及びシステ
  ム導入の検討
・ＳＤＢと企業信用格付により、細分化された
  金利設定の検討
・金利規程の策定の検討
・スコアリングモデルを活用した独自性を活か
  したミドルリスク商品開発の検討

・「ＩＴ推進協議会」発足 17.9.22
　…協議会開催 17.10.・12・18.2
　　　企業格付概要と進捗状況及び新営業店端末クライアントＴＹＰ
      ＥⅡ導入等について検討
　　クライアントＴＹＰＥⅡ導入承認 18.2.28（18．6頃導入予定）
・リスクデータベースの活用
　…岩手県信用保証協会保証制度「セレクトファンドＱ」覚書締結
　 　岩手県地域活性化企業支援「ふるさと・いわてサポート」の取
   　扱開始 17.8.1



１７年度 １８年度

スケジュール

 「地域密着型金融推進計画」進捗状況について（平成１8年3月現在）
具体的取組策項　　　　　　　　目

進捗状況

（17年4月～18年3月）

　 ①協同組織金融機関におけるガバ
　   ナンスの向上

・当庫に対する忌憚のない意見を求めるため、
  広く会員（サラリーマン等）から総代に選任
  する方策や定年制、重任制限の検討
・総代会に一般会員からの意見を取入れる仕組
  み、又、それらの意見を経営に反映させるた
  めの検討
・ディスクロ誌、ホームページ等への積極的な
  開示

・利用者アンケート調査と合わ
  せて一般会員からの意見を吸
  上げる手法等の検討

（３）ガバナンスの強化

○本部統括部署による情報の一元管理
・「コンプライアンス・マニュアル」の定期的
　な見直しの実施
・「コンプライアンス・プログラム」の推進と
  管理
・「コンプライアンス・チェックリスト」項目
  への加除修正の実施
・コンプライアンス・オフィサー認定資格の取
  得への支援
○営業店におけるコンプライアンスの実践
・「コンプライアンス・チェックリスト」に基
  づくセルフチェックの実施（自主点検）
・内部出向制度の見直しの検討
・コンプライアンス担当者による継続的ＯＪＴ
  の実施
・「コンプライアンス・チェックリスト」に基
  づく店内点検の実施
○内部検査部門による検査の実施（組織・内部
  報告体制・研修・問題対応体制）

・コンプライアンス・マニュア
  ル等の定期的な見直し
・コンプライアンス・チェック
  リストに基づくセルフチェッ
  ク及び店内点検の実施
・内部検査部門による検査の実
  施

・内部出向制度の見直しの検討

・ディスクロ誌の更なる内容充
  実の検討
・総代の定年制、重任制限の検
  討

・個人データの安全管理に係る
  取扱規程の見直し
・職員の個人情報保護オフィサ
  ー認定資格取得への資金支援
  等の検討

②適切な顧客情報の管理・取扱い
   の確保

・定款一部変更（総代の任期短縮　3年を2年に変更）
・総代の定年制、重任制限の検討
　…サラリーマン等からの総代選任、定年制・重任制限検討
 　　理事会において総代上限年齢の協議
・利用者満足度アンケート調査（「地域利用者の利便性向上」のアン
  ケート参考）
　…利用者満足度アンケート調査 17.11.10～11.18

・コンプライアンス・セルフチェック実施
・コンプライアンス・セルフチェック、担当者チェック実施
　…セルフチェックリスト、担当者チェックリストの本部検証
・コンプライアンス・マニュアル、プログラムの見直し18.1.30・3.31
　…一部改訂、理事会にて承認（コンプライアンス・プログラム及び
    実施計画書策定）
・コンプライアンス研修会開催
　…コンプライアンス・担当者チェックリスト及びコンプライアン
    ス・セルフチェックリストの集計結果に基づく勉強会
・内部検査部門による検査の実施、課長会議等
　…内部検査の検証
　　法令遵守状況及び有効性の検証実施（10店舗）
・地区協主催「コンプライアンス講座」の受講（2名）17.4.18・4.19
・個人情報保護法等の勉強会の実施（階層別・店別に実施　計14回）

・地区協主催「コンプライアンス講座」の受講（2名）17.4.18～19
・個人情報保護法等の勉強会の実施（階層別・店別に実施　計14回）
・コンプライアンス・マニュアルに基づくＯＪＴ継続の実施(～18.3)
・個人情報管理態勢にかかる一斉検査実施 17.5.26～6.15
・個人情報管理チェックシート（検査用）の17.9から使用開始
・入退館システムの導入(本店建物指紋登録による施錠・開錠)17.4.11
・アクセス管理の実効性を高めるための専用ソフト導入
　…メーカー1社選定による採用
　　（パワーシフト「パーフェクトレジュメ」）
　　　｢パソコンログ管理要領」制定 18.3.1
・オフィサー認定資格試験受験料の補助金制度導入

①営業店に対する法令遵守状況
　の点検強化等

・個人データの安全管理に係わる取扱規程に従っ
　た運用の整理
・個人データへのアクセス管理（記録と分析）の実
  効性を高めるため、専用ソフト導入を検討し、そ
  れに基づく対応を確立（セキュリティ対策）
・個人情報保護オフィサー認定資格の取得への支
  援検討
・職員に対する計画的な教育・訓練の実施
・個人データの管理・取扱いに関する定期的な点
  検、検査の実施

・計画的な教育、訓練の検討
・個人データの管理取扱いに関
  する定期的な点検、検査の実
  施
・アクセス管理の実効性を高め
  るための専用ソフト導入の検
  討

（４）法令遵守（コンプライアン
　　　ス）態勢の強化



１７年度 １８年度

スケジュール

 「地域密着型金融推進計画」進捗状況について（平成１8年3月現在）
具体的取組策項　　　　　　　　目

進捗状況

（17年4月～18年3月）
・リスクデータベースを活用し
  た適正金利の設定を検討
・情報系システム導入の検討
・総合リスク管理に係るシステ
  ム導入の検討
・相談シートＮｅＴ配信システ
  ムの有効活用の検討

・企業信用格付の導入を目指す
・情報系システム導入の検討
・リスクデータベース（ＳＤＢ）の活用の検討
・イントラネットの相談業務ソフト（「相談
　シートＮｅＴ配信システム」）導入

（５）ＩＴの戦略的活用 ・企業信用格付の導入
・リスクデータベースの活用の
  検討
・イントラネットの相談業務ソ
  フトの導入

・「ＩＴ推進協議会」発足 17.9.22
　…協議会開催
　　　企業格付概要と進捗状況及び新営業店端末クライアントＴＹＰ
      ＥⅡ導入等について検討
　　クライアントＴＹＰＥⅡ導入（18.6頃予定）
    （18.6頃導入予定）
・イントラネット相談業務の取扱開始 　17.10.3
　…「相談業務システム」導入
　  「相談業務サポートサービス」（通称：ネット相談集）の取扱
　　開始
　・企業信用格付システム導入
　…格付・信用リスク計量化セミナー参加（2名）17.8.26
　　㈱情報企画・㈱しんきん総合サービスとの打合せ
　　システム研修（2名）17.10.13～14
　　ＩＴ推進協議会でのシステム概要説明
　　「共同利用型企業信用格付システム」及び「業務委託契約書、個
　　人情報に関する覚書」　締結 17.12.1
　　抽出先選定（暫定）、定性・取引情報の登録
・リスクデータベースの活用
　…岩手県信用保証協会保証制度「セレクトファンドＱ」覚書締結
　 　岩手県地域活性化企業支援「ふるさと・いわてサポート」の取
   　扱開始 17.8.1
　



１７年度 １８年度

スケジュール

 「地域密着型金融推進計画」進捗状況について（平成１8年3月現在）
具体的取組策項　　　　　　　　目

進捗状況

（17年4月～18年3月）
・気仙沼コンベンションビューロー協議会への参加 17.4.25・5.17
　…小冊子等市内6店舗に掲出 17.12.12
・商工会議所の「魅力ある地域作り事業」
　…商工会議所主催の地域経済再生計画説明会参加（2名）17.10.5
・利用者アンケート調査
　…利用者満足度アンケート調査項目等検討及び策定（～17.9）
　　課店長会議、勉強会において利用者アンケートレポート結果報告
・｢営業店業績評価基準｣の見直し
　…苦情・トラブル受付の新規評価項目追加
　　その他評価項目及び評価点一部修正（追加・削除等）18.3.29
・「ＮＰＯローン」創設検討及び取扱開始　17.9.8・11.7
　…「気仙沼しんきんＮＰＯ支援ローン事務取扱要領」の制定、取扱
    開始

・商工会議所の「魅力ある地域
　作り事業」へ参画
・ＮＰＯローン創設の検討
・ディスクロ誌等の掲載方法、
　内容等の見直し

・気仙沼市民活動センター、コ
　ンベンションビューローとの
　情報交換会
・業績評価基準への苦情、トラ
　ブル受付項目の追加設定
・利用者アンケート調査

・計数だけでなく、グラフ等を利用し、表現に
　工夫を加える
・地域顧客への利便性提供の取組状況や地公体
　事業への関わりを項目に追加
・利用者アンケートの調査実施（分析・検証）
・気仙沼市民活動センター、コンベンション
　ビューローとの情報交換会の実施検討
・商工会議所の「魅力ある地域作り事業」への
　参画
・ＮＰＯローンの創設
・業績評価基準への苦情、相談処理の受付項目
　の追加設定

３．地域の利用者の利便性向上




