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地域密着型金融推進計画の進捗状況表（平成19年3月末現在） 東奥信用金庫

⒈　大項目毎の進捗状況及び進捗状況に対する分析・評価、今後の課題

⒉　アクションプログラムに基づく個別項目の進捗状況

① ・業界団体主催「目利き力」等審査能力向上
研修参加。

・業界団体主催「目利き力」等審査能力向上
研修参加。

・東北地区信用金庫協会主催「目利き養成講
座」（17/8/22～24、9/5～7）。

・「コラボ産学官」あおもり支部1周年記念総会
開催（18/10/25）。

・信金中央金庫主催「地域振興支援研修」
（18/3/9～10）。

・青森県主催「あおもり農工ベストミックス構想
推進協議会」設立総会（18/11/22）。

・青森県土整備部主催「18年度建設産業支援
施策説明会」。

・青森県主催「県工業会と金融機関との意見
交換会」（19/2/8）。

・中小企業金融公庫と業務連携情報交換
（18/4/27、9/14）。

・青森県主催「あおもり農工ベストミックス」セミ
ナー（19/2/22）。

・中小企業再生支援協議会情報交換
（18/5/18）。

・経済産業省東北ＩＴ経営応援隊主催「東北ＩＴ
経営オブ・ザ・イヤー」（18/5/26）。

・弘前商工会議所主催「経営者のためのＩＴセ
ミナー」（18/8/9）。

・東北地区信用金庫協会主催「目利き養成講
座」（18/9/2～7、/9/11～14）。

・青森県商工労働部主催「青森県経営革新セ
ミナー」。

・18年度ひろさき産学官連携フォーラム「講演
会並びに定時総会」（18/4/27）。

・「コラボ産学官」青森支部主催研修会
（18/5/24、8/23）

・「ひろさき産学官連携フォーラム｣主催研修
会

・「コラボ産学官」青森支部主催講演会
（18/7/25）。

・弘前大学主催「産学官連携フェア」
（18/9/9）。

・「コラボ産学官」あおもり支部1周年記念総会
開催（18/10/25）。

・青森県主催「あおもり農工ベストミックス構想
推進協議会」設立総会（18/11/22）。

・青森県主催「県工業会と金融機関との意見
交換会」（19/2/8）。

・青森県主催「あおもり農工ベストミックス」セミ
ナー（19/2/22）。

備　　考
スケジュール

進捗状況（17年4月～19年3月）
17年度 18年度 （18年10月～19年3月）

進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

⑴　事業再生・中小企業金融の円滑
　化

概ね計画どおり進捗した。
①　「コラボ産学官」、青森県等関係団体との連携により中小企業に対する支援強化を継続推進する。
　　 また、企業支援グループによる事業再生支援、ＣＬＯ等資金調達手法の多様化により、中小企業金融円滑化
　　に努める。
②　公認会計士によるセミナー等コンサルティングにより中小企業への支援を継続する。
③　各種研修、情報交換等の継続により、職員の一層の能力向上、体制強化に努める。

大項目
①　各種セミナー、情報交換会参加による関係団体との連携強化および外部研修受講、金庫内研修実施による
　職員の能力向上等体制整備に努めた。
②　取引先に対する「経営相談室」、異業種交流会である「東奥会」、「コラボ産学官青森支部」主催の講演会
　および研修会等により地域企業への支援拡充に努めた。
③　「東奥会」主催の講演会、公認会計士による「中小企業財務セミナー」を開催した。
④　中小企業金融公庫との連携によりＣＬＯを実行した。

①　バーゼルⅡ基準による試算を実施した。
②　法人信用格付に加え個人事業主信用格付を導入し、信用リスクデータベースの蓄積を進めた。
③　不動産担保システム導入により、デフォルト確率、保全情報に基づく金利設定に向けた体制整備を実施した。
④　役員渉外・「総代交友会」等により会員との意見交換を行った。
⑤　コンプライアンス活動により法令等遵守態勢の強化に努めた。また、個人情報管理態勢の向上を図った。

①　地域貢献に関する情報開示充実のため、開示項目等の見直しを行い18年度上期分の開示を実施した。
②　利用者満足度アンケート調査を実施した。

進捗状況

　融資審査態勢の強化等

項　　　　　目

⒈　事業再生・中小企業金融の円滑化

⑴　創業・新事業支援機能等の強化

概ね計画どおり進捗した。
①　自己資本比率算出の精緻化を図るとともに、リスク管理の高度化等、リスク管理態勢の一層の充実に努める。
②　信用リスクデータベース、不動産担保システムの活用により。信用格付の精度向上、格付けと自己査定結果の
　検証、債務者区分に基づく金利設定等信用リスク管理の高度化に向けた検討を進める。
③　情報開示を進めるとともに、会員の意見を総代会に反映させる仕組を検討する。
④　コンプライアンス活動の継続により、法令等遵守（コンプライアンス）態勢、個人情報管理体制の一層の強化に
　努める。

概ね計画どおり進捗した。
①　より見やすく、分かりやすい情報開示を行うため開示項目、説明方法の見直しを継続する。
②　「Ｑ＆Ａ」を随時見直し、顧客利便性の向上に努める。
③　アンケート結果に基づき利用者満足度向上に努める。

⑵　経営力の強化

⑶　地域の利用者の利便性向上
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地域密着型金融推進計画の進捗状況表（平成19年3月末現在） 東奥信用金庫

備　　考
スケジュール

進捗状況（17年4月～19年3月）
17年度 18年度 （18年10月～19年3月）

項　　　　　目

② ・政府系金融機関との連携強化。 ・政府系金融機関との連携強化、提携金融機
関拡充。

・国民生活金融公庫（17/6/14）、中小企業金
融公庫（17/8/2）と業務連携協議会。中小企
業金融公庫代理店会議（17/9/2）。

・（財）あおもり産業総合支援センター主催「中
小企業支援セミナー」（19/2/23）。

・「津軽地域支援センター」、「㈶21あおもり産
業総合センター」との情報交換、支援セン

・「津軽地域支援センター」、「㈶21あおもり産
業総合センター」との情報交換、支援セン

・「㈶21あおもり産業総合センター」との情報
交換（17/9/6、18/2/17）。

・

・弘前商工会議所主催「新規創業・再生支援
講座」（17/10/15、22、29）。

・弘前観光フォーラム主催「海外観光客誘致
フォーラム」（韓国編18/1/26、台湾編
18/2/28）。

・日本政策投資銀行主催「地域活性化セミ
ナー」（17/11/28）。

・農林漁業金融公庫主催「青森県アグリ・フー
ド・ルネッサンス（異業種交流会）」
（18/2/8）。

・中小企業金融公庫（業務連携先）と協調融
資成立（1件・60百万円）。

・中小企業金融公庫と業務連携情報交換
（18/4/27、9/14）。

・中小企業再生支援協議会情報交換
（18/5/18）。

・（財）あおもり産業総合支援センター主催「中
小企業支援セミナー」（19/2/23）。

・

③ ・

・

「ひろさき産学官連携フォーラム」総会、各種
セミナー参加。
「コラボ産学官青森支部」設立打合せ会議。

・「ひろさき産学官連携フォーラム」総会、各種
セミナー参加。

・

・

「ひろさき産学官連携フォーラム」総会
（17/6/8）。
同フォーラム主催「りんご加工大学」
（17/8/24）。

・

・

「コラボ産学官」あおもり支部1周年記念総会
開催（18/10/25）。
青森県主催「あおもり農工ベストミックス構想
推進協議会」設立総会（18/11/22）。

・
・
「コラボ産学官」と支部認定調印。
「コラボ産学官青森支部」設立。

・産学官連携と各種セミナー参加、会員企業
へ情報提供。

・「コラボ産学官青森支部」設立打合せ会議
（17/6/9）。

・青森県主催「県工業会と金融機関との意見
交換会」（19/2/8）。

・産学官連携と各種セミナー参加、会員企業
へ情報提供。

・
・
「同支部」認定調印（17/6/20）。
「同支部」設立承認（17/8/23）。

・青森県主催「あおもり農工ベストミックス」セミ
ナー（19/2/22）。

・
・
「同支部」設立趣旨等説明会（17/9/9）。
コラボ産学官青森支部設立総会
（17/10/20）。

・（財）あおもり産業総合支援センター主催「中
小企業支援セミナー」（19/2/23）。

・コラボ産学官技術相談システム説明会
（17/12/15）。

・

・ひろさき産学官フォーラム主催セミナー
（18/1/26）。

・コラボ産学官青森支部主催講演会
（18/3/15）。

・18年度ひろさき産学官連携フォーラム「講演
会並びに定時総会」（18/4/27）。

・「コラボ産学官」青森支部主催研修会
（18/5/24、8/23）。

・「ひろさき産学官連携フォーラム｣主催研修
会（18/6/6）。

・「コラボ産学官」青森支部主催講演会開催
（18/7/25）。

・弘前大学主催「産学官連携フェア」
（18/9/9）。

（財）あおもり産業総合支援センター主催「中
小企業再生支援協議会との情報交換会」
（19/3/16）。

（財）あおもり産業総合支援センター主催「中
小企業再生支援協議会との情報連絡会」
（19/3/16）。

（財）あおもり産業総合支援センター主催「中
小企業再生支援協議会との情報交換会」
（19/3/16）。

　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

　産学官の更なる連携強化等
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地域密着型金融推進計画の進捗状況表（平成19年3月末現在） 東奥信用金庫

備　　考
スケジュール

進捗状況（17年4月～19年3月）
17年度 18年度 （18年10月～19年3月）

項　　　　　目

・「コラボ産学官」あおもり支部1周年記念総会
開催（18/10/25）。

・青森県主催「あおもり農工ベストミックス構想
推進協議会」設立総会（18/11/22）。

・青森県主催「県工業会と金融機関との意見
交換会」（19/2/8）。

・青森県主催「あおもり農工ベストミックス」セミ
ナー（19/2/22）。

・（財）あおもり産業総合支援センター主催「中
小企業支援セミナー」（19/2/23）。

・

①

・
・
経営相談室開催（年8回）。
再生支援先に対する経営指導・相談。

・経営相談室開催（年8回）。
再生支援先に対する経営指導・相談。

・公認会計士による経営相談室（17/5/24、
6/23、7/21、9/21）延べ11先。

・公認会計士による経営相談室（18/10/24、
18/11/21、19/1/25、19/2/22）延べ9先。

・
・
しんきんビジネス・マッチング情報配信。
東奥会異業種交流会、講演会開催。

・しんきんビジネス・マッチング情報配信。
東奥会異業種交流会、講演会開催。

・しんきんビジネス・マッチング情報を毎月20
日営業店へ配信。

・しんきんビジネス・マッチング情報を毎月20
日営業店へ配信。

・当金庫後援団体「東奥会」異業種交流会
（17/7/22､193先）。

・当金庫後援団体「東奥会」主催講演会
（18/10/4、270名出席）。

・公認会計士による経営相談室（17/10/25、
11/25、18/1/24、2/23）延べ10先。

・当金庫後援団体「東奥会」主催講演会
（17/10/6､269名出席）。

・公認会計士による経営相談室（18/5/23、
6/22,7/25,9/21）延べ11先。

・当金庫後援団体「東奥会」異業種交流会
（18/7/19、159先）。

・公認会計士による経営相談室（18/10/24、
18/11/21、19/1/25、19/2/22）延べ9先。

・しんきんビジネス・マッチング情報を毎月20
日営業店へ配信。

・当金庫後援団体「東奥会」主催講演会
（18/10/4、270名出席）。

・研修・各セミナー開催。 ・研修・各セミナー開催。 ・中小企業基盤整備機構主催「中小企業会計
啓発普及セミナー」17/11開催決定。

・中小企業基盤整備機構主催「会計啓発普及
セミナー」（17/11/17、84名受講）。

・公認会計士による「中小企業財務セミナー」
（18/9/27、24名受講）。

ロ　中小企業支援スキルの向上を目的とした取組
　み強化

（財）あおもり産業総合支援センター主催「中
小企業再生支援協議会との情報交換会」
（19/3/16）。

⑵　取引先企業に対する経営相談･支援機能の強化

　取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

イ　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
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地域密着型金融推進計画の進捗状況表（平成19年3月末現在） 東奥信用金庫

備　　考
スケジュール

進捗状況（17年4月～19年3月）
17年度 18年度 （18年10月～19年3月）

項　　　　　目

② ・
・
経営相談室開催（年8回）。
企業支援と支援対象者ヒアリング実施。

・
・
経営相談室開催（年8回）。
企業支援と支援対象者ヒアリング実施。

・公認会計士による経営相談室（17/5/24、
6/23、7/21、9/21）延べ11先。

・公認会計士による経営相談室（18/10/24、
18/11/21、19/1/25、19/2/22）延べ9先。

・「要注意先」等に対するモニタリング実施。 ・「要注意先」等に対するモニタリング実施。 ・40先の個別管理方針ヒアリング
(17/5/24～27)｡

・青森県信用金庫協会主催「再生支援とリ
レーションシップバンキング」講座
（18/12/13）。

・東北地区信用金庫協会主催「企業再生支援
講座」参加。

・業界団体主催「企業再生支援講座」参加。 ・要注意先、大口先等78先に対しモニタリング
実施、常勤会へ報告（17/5/27）。

・企業支援の実施と支援対象先に対するヒア
リングの実施（毎月実施7先、四半期毎実施
33先）。

・
・
企業再生支援研修（本部集合）実施。
取組み実績等公表。

・「再生支援スキルを持った職員」の底辺拡大
を目的とした庫内研修実施。

・企業支援グループによる「経営改善支援研
修」（17/9/7～27、延べ10日間）。

・取組み実績等公表。 ・公認会計士による経営相談室（17/10/25、
11/25、18/1/24、2/23）延べ10先。

・企業支援グループによる「経営改善支援研
修」（17/10/5、6、14延べ3日間）。

・東北地区信用金庫協会主催「企業再生支援
講座」。

・「大口与信先」等43先のモニタリング実施
（17/11/16）。

・企業支援の実施と支援対象先に対するヒア
リングの実施（毎月実施7先、四半期毎実施
33先）。

・公認会計士による経営相談室（18/5/23、
6/22、7/25、9/21）延べ11先。

・要注意先、大口先等78先に対しモニタリング
実施、常勤会へ報告（18/5/26）。

・（社）金融財政事情主催「融資再生実務セミ
ナー」（18/9/7、8）。

・公認会計士による経営相談室（18/10/24、
18/11/21、19/1/25、19/2/22）延べ9先。

・青森県信用金庫協会主催「再生支援とリ
レーションシップバンキング」講座
（18/12/13）。

・企業支援の実施と支援対象先に対するヒア
リングの実施（毎月実施7先、四半期毎実施
33先）。

③ ・経営支援活動強化とランクアップ成功事例、
特徴ある経営支援活動の集積。

・経営支援活動強化とランクアップ成功事例、
特徴ある経営支援活動の集積。

・経営改善支援先に対するヒアリングと経営改
善計画策定。

・

・体制整備状況、経営改善支援取組み先数、
ランクアップ先数等成功事例、特徴ある経営

・企業支援グループによる特徴ある経営支援
活動内容集積。

・経営改善支援活動の実施（公認会計士によ
る経営相談、経営支援研修、企業再生支援
講座、支援対象先に対するヒアリング）。

・17年度の取組み実績等をホームページおよ
び店頭において公表。

・経営支援活動の取組実績2事例を業界団体
へ報告。

・ヒアリングの継続実施等による支援活動の
強化。

①

・情報収集と研修の受講。 ・
・
情報収集と研修の受講。
対象先の抽出。

・企業支援対象先からDDS等の取組み可能
性研究。

・企業支援対象先からDDS等の取組み可能
性研究。

・青森県信用金庫協会、中小企業金融公庫共
催による再生支援研修（ＤＤＳ等再生支援の
取組み事例）（17/11/10）。

・信金中央金庫主催「地域振興支援研修」（Ｄ
ＤＳ等活用による地域再生支援他）
（18/3/9～10）。

　事業再生に向けた積極的取組み

イ　多様な事業再生手法の一層の活用

　要注意先債権等の健全債権化等に向けた取組
みの強化

　健全債権化等の強化に関する実績の公表等

⑶　事業再生に向けた積極的取組み

　業界団体等で主催す
る研修が開催されな
かったため研修は未実
施となった。

経営改善支援活動の実施（公認会計士によ
る経営相談、経営支援研修、企業再生支援
講座、支援対象先に対するヒアリング）。
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地域密着型金融推進計画の進捗状況表（平成19年3月末現在） 東奥信用金庫

備　　考
スケジュール

進捗状況（17年4月～19年3月）
17年度 18年度 （18年10月～19年3月）

項　　　　　目

・中小企業再生支援協議会、政府系金融機関
と情報交換、連携強化。

・中小企業再生支援協議会、政府系金融機関
と情報交換、連携強化。

・国民生活金融公庫（17/6/14）、中小企業金
融公庫（17/8/2）と業務連携協議会。中小企
業金融公庫代理店会議（17/9/2）。

・（財）あおもり産業総合支援センター主催「中
小企業支援セミナー」（19/2/23）。

・中小企業再生支援協議会主催「中小企業支
援セミナー」（17/9/29）。

・

・中小企業金融公庫と業務連携協議会
（18/4/27、9/14）。

・中小企業再生支援協議会と情報交換会
（18/5/18）。

・中小企業再生支援協議会の具体的活用検
討。

・中小企業再生支援協議会の具体的活用検
討。

・青森県商工労働部経営支援課主催「青森県
経営革新セミナー」（18/9/26）。

・（財）あおもり産業総合支援センター主催「中
小企業支援セミナー」（19/2/23）。

・

・企業支援グループによる営業店フォロー。 ・企業支援グループによる営業店フォロー。 ・企業支援グループによる「経営改善支援研
修」（17/9/7～27延べ10日間・17/10/5、6、
14延べ3日間）。

・企業支援の実施と支援対象先に対するヒア
リングの実施（毎月実施7先、四半期毎実施
33先）。

・40先の個別管理方針ヒアリング(17/5/24～
27)｡

・支援対象先のヒアリング報告に対する支援
グループによるフィードバック。

・弘前商工会議所主催「新規創業・再生支援
講座」（17/10/15、22、29）。

・「㈶21あおもり産業総合センター」との情報
交換（18/2/17）。

・東北地区信用金庫協会主催「企業再生支援
講座」（17/10/24～26）。

・信金中金主催「地域振興支援研修」（18/3/9
～10）。

・40先の個別管理方針ヒアリング(18/6/7、
6/14、6/20、7/5、7/12、7/19)｡

・支援対象先のヒアリング報告に対する支援
グループによるフィードバック。

・企業支援の実施と支援対象先に対するヒア
リングの実施（毎月実施7先、四半期毎実施
33先）。

② ・公表内容検討と情報開示。 ・公表内容検討と情報開示。 ・公表時に備え、成功事例、特徴的な事案等
の集積。

・公表時に備え、成功事例、特徴的な事案等
の集積。

・17年度の取組み実績等をホームページおよ
び店頭において公表。

・経営支援活動の取組実績2事例を業界団体
へ報告。

③ 　業界団体による「人材
プール」が設置された場
合は照会等に活用。

④ 　業界団体主催研修へ
積極的に参加、事業再
生の支援融資拡充のた
めの環境整備を図る。

　再生企業に対する支援融資の拡充のための環
境整備

ロ　外部機関の事業再生機能の一層の活用

　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

　人材プールの設置

ハ　金融実務に係る専門的人材・ノウハウの活用

（財）あおもり産業総合支援センター主催「中
小企業再生支援協議会との情報連絡会」
（19/3/16）。

（財）あおもり産業総合支援センター主催「中
小企業再生支援協議会との情報連絡会」
（19/3/16）。
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地域密着型金融推進計画の進捗状況表（平成19年3月末現在） 東奥信用金庫

備　　考
スケジュール

進捗状況（17年4月～19年3月）
17年度 18年度 （18年10月～19年3月）

項　　　　　目

① ・業界団体主催「目利き力」研修参加。 ・業界団体主催「目利き力」研修参加。 ・東北地区信用金庫協会主催「目利き養成講
座」（17/8/22～24、9/5～7）。

・企業格付結果（法人）と自己査定結果の検
証・分析実施、格付データベースの蓄積。

◎　再チャレンジ支援 ・SIS、SSCシステム企業格付による信用リスク
データベース蓄積、SDB活用による格付け検
証。

・SIS、SSCシステム企業格付による信用リスク
データベース蓄積、SDB活用による格付け検
証。

・信金中央金庫主催「SDB信用リスクデータ
ベース」活用説明会（17/7/25）、SIS主催「信
用リスク計量化」セミナー（17/8/26）。信用リ
スクデータベース蓄積（法人企業394社登
録）、個人事業者財務登録開始。

・
・
ローンレビュー継続実施。
ＣＬＯ13先、150百万円実行（中小企業金融
公庫）。

・企業格付結果と自己査定結果の検証実施。 ・企業格付結果と自己査定結果の検証実施。 ・企業格付結果（法人）と自己査定結果の検
証・分析実施。

・ローンレビュー実施。 ・ローンレビュー実施。 ・ローンレビュー継続実施。

・㈱情報企画主催「信用リスク管理の高度化
研修」（17/11/22）。

・日本銀行、東北地区信用金庫協会共催「金
融高度化セミナー」（18/2/16）。

・企業信用格付システム（法人企業）機能追加
（18/3/15）。

・信用リスクデータベースの蓄積。法人企業・
個人事業主データ整備継続実施。

・企業格付結果（法人）と自己査定結果の検
証・分析実施、格付データベースの蓄積。

・

・

東北地区信用金庫協会主催「目利き養成講
座」（18/9/2～7、9/11～14）。
信金中央金庫主催「ＳＤＢ信用リスクデータ
ベース」地区別説明会（18/7/24）。

・ＣＬＯの検討(中小企業金融公庫による説明
会）。

・
・
ローンレビュー継続実施。
ＣＬＯ13先、150百万円実行（中小企業金融
公庫）。

②

・売掛債権担保融資実施。 ・売掛債権担保融資実施。 ・売掛債権担保融資実行。 ・

◎　再チャレンジ支援 ・融資手法多様化に向けた研修へ参加。 ・融資手法多様化に向けた研修へ参加。 ・日本政策投資銀行主催「地域活性化セミ
ナー」（17/11/28）。

・青森県信用金庫協会、中小企業金融公庫共
催「ローン担保証券（ＣＬＯ）研修」（18/3/9）。

・信金中央金庫と「設備担保信用補完制度」
協定書締結（19/3/29）。

・中小企業金融公庫証券化支援部による
「ローン担保証券（ＣＬＯ）」説明会（本部職員
対象、18/8/22）。

・全国信用金庫協会主催「ＡＢＬ推進説明会」
（19/2/14）。

・信金中央金庫主催「設備担保信用補完制
度」説明会（19/1/22）。

・中小企業金融公庫証券化支援部との連携
によりＣＬＯ150百万円実行（19/3/23）。

・信金中央金庫と「設備担保信用補完制度」
協定書締結（19/3/29）。

・全国信用金庫協会主催「ＡＢＬ推進説明会」
（19/2/14）。

・融資手法多様化に向けた取引先ニーズ情報
収集。

・融資手法多様化に向けた取引先ニーズ情報
収集。

・中小企業金融公庫証券化支援部との連携
によりＣＬＯ150百万円実行（19/3/23）。

　業界団体主催研修等
に積極的に参加し、将
来取引先が活用する場
合に備え取り組む。

ロ　中小企業の資金調達手法の多様化に向けた
　環境整備

⑷　担保・保証に過度に依存しない融資の推進等

　担保・保証に過度に依存しない融資の推進

　中小企業の資金調達手法の多様化等

信金中央金庫主催「設備担保信用補完制
度」説明会（19/1/22）。

イ　中小企業の資金調達手法の多様化等
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地域密着型金融推進計画の進捗状況表（平成19年3月末現在） 東奥信用金庫

備　　考
スケジュール

進捗状況（17年4月～19年3月）
17年度 18年度 （18年10月～19年3月）

項　　　　　目

・営業店臨店で説明態勢に係るモニタリング
継続と実効性確保。

・営業店臨店で説明態勢に係るモニタリング
継続と実効性確保。

・説明態勢、実効性確保のモニタリング実施
（17/9/13～21、5店舗対象）。

・苦情処理責任者連絡会（18/10/13）。

・苦情等実例の分析・還元。 ・苦情等実例の分析・還元。 ・苦情処理状況確認（17/5/16～20、全店対
象）。苦情処理実例分析等のため、取りまと
め様式変更を検討。

・与信に対する説明態勢の実効性確保のため
のモニタリング実施（18/10/4、11、18、
11/8、15、22、計10店舗）。

・苦情処理責任者連絡会（17/10/13）。

・17年10月より「苦情処理月例報告書」とりま
とめについて原因分析・再発防止等の参考
となるように様式変更実施。

・苦情処理責任者連絡会（18/4/13）。

・与信に対する説明態勢の実効性確保のため
のモニタリング実施（18/6/7、14、20、7/5、
12、19、計11店舗）。

・苦情処理責任者連絡会（18/10/13）。

・与信に対する説明態勢の実効性確保のため
のモニタリング実施（18/10/4、11、18、
11/8、15、22、計10店舗）。

・東北地区信用金庫協会主催「目利き養成講
座」参加。

・東北地区信用金庫協会主催「目利き養成講
座」参加。

・東北地区信用金庫協会主催「目利き養成講
座」（17/8/22～24、9/5～7）。

・青森県信用金庫協会主催「再生支援とリ
レーションシップバンキング」（18/12/13）。

・次長対象「経営改善支援研修」実施。 ・「再生支援スキルを持った職員」の底辺拡大
を目的とした庫内研修実施。

・企業支援グループによる「経営改善支援研
修」（17/9/7～27、延べ10日間）。

・融資部による再生支援研修。

・東北地区信用金庫協会主催「企業再生支援
講座」参加。

・東北地区信用金庫協会主催「企業再生支援
講座」参加。

・東北地区信用金庫協会主催「企業再生支援
講座」（17/10/24～26）。

・青森県信用金庫協会主催「再生支援とリ
レーションシップバンキング」（17/11/10）。

・東北地区信用金庫協会主催「目利き養成講
座」（18/9/2～7、9/11～14）。

・青森県信用金庫協会主催「再生支援とリ
レーションシップバンキング」（18/12/13）。

・融資部による再生支援研修。

⒉　経営力の強化

・バーゼルⅡに関する情報収集、研究。 ・バーゼルⅡ基準の試算（18/3期）。 ・バーゼルⅡ基準での試算実施（17/6期、
17/9期、17/12期）。

・バーゼルⅡ基準での試算実施（18/9期、
18/12期）。

・バーゼルⅡに関する情報収集、研究。 ・アウトライヤー基準の試算実施（18/9期、以
降、毎月実施）。

・バーゼルⅡ基準での試算実施（18/3期、
18/6期）。

・バーゼルⅡ連絡会をバーゼルⅡ委員会に
変更し詳細検討（18/11）。

・
・
アウトライヤー基準の試算実施（18/8期）。
関連各部による連絡会開催（18/6～）。

・バーゼルⅡ「第1の柱」における各手法等を
決定。

・バーゼルⅡ基準での試算実施（18/9期、
18/12期）。

・バーゼルⅡ「第2の柱」来往基準、「第3の柱」
における開示項目、開示方法検討。

・アウトライヤー基準の試算実施（18/9期、以
降、毎月実施）。

・バーゼルⅡ連絡会をバーゼルⅡ委員会に
変更し詳細検討（18/11）。

・バーゼルⅡ「第1の柱」における各手法等を
決定。

・バーゼルⅡ基準での試算（17/6期）。 ・自己資本比率算出方法研究。 ・バーゼルⅡ「第2の柱」来往基準、「第3の柱」
における開示項目、開示方法検討。

⑴　リスク管理態勢の充実

⑸　顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の
　強化

⑹　人材育成
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地域密着型金融推進計画の進捗状況表（平成19年3月末現在） 東奥信用金庫

備　　考
スケジュール

進捗状況（17年4月～19年3月）
17年度 18年度 （18年10月～19年3月）

項　　　　　目

・個人事業主の信用格付導入。 ・信用格付継続。 ・個人事業者財務登録開始。 ・

・
・
法人企業の信用格付け継続。
信用リスクデータ蓄積。

・
・
信用リスクデータ蓄積。
債務者区分との整合性チェク。

・信用リスクデータベース蓄積（法人企業394
社登録）。

・債務者区分との整合性チェク。 ・
・
SDB活用による内部格付検証。
内部格付制度の格付区分、債務者区分に基

・信金中央金庫主催「SDB信用リスクデータ
ベース」説明会（17/7/25）。

・信用リスクデータベースの蓄積（法人企業
474社、個人事業主302先）。

づく金利設定検討。 SIS主催「信用リスク計量化」セミナー
（17/8/26）。

・法人企業格付結果と自己査定結果の検証・
分析実施。

・㈱情報企画主催「信用リスク管理の高度化
研修」（17/11/22）。

・日本銀行、東北地区信用金庫協会共催「金
融高度化セミナー」（18/2/16）。

・企業信用格付システム（法人企業）機能追加
（18/3/27）。

・企業信用格付システム(法人）機能追加。

・法人企業格付結果と自己査定結果の検証・
分析実施。

・信用リスクデータベース蓄積（法人企業426
社、個人事業主220先）。

・信金中央金庫主催「ＳＤＢ信用リスクデータ
ベース」地区別説明会出席（18/7/24）。

・不動産担保システム導入によりデフォルト確
率、保全情報に基づく金利設定に向けた体
制整備実施。

・信用リスクデータベースの蓄積（法人企業
474社、個人事業主302先）。

②

・開示項目、説明方法見直し。 ・半期開示充実に向けた見直し。 ・開示項目、説明方法の見直し実施。 ・18年度下期分の開示項目等検討。

・業界団体の検討結果に基づく見直し。 ・18年度上期分の半期開示。 ・17年度上期分の半期開示実施。

・18年度上期分の開示項目等検討。

・17年度上期分の半期開示。 ・18年度下期分の開示項目等検討。

・役員外交の継続的実施。 ・役員外交の継続的実施。 ・役員外交実施（17/4/4～27）。 ・役員外交実施（18/10/6～31）。

・後援団体を通じた情報収集。 ・後援団体を通じた情報収集。 ・東奥会総会実施（17/7/22）。 ・総代交友会実施（18/10/24）。

・総代交友会実施（17/10/17）。

・役員外交実施（18/4/3～19）。

・東奥会総会実施（18/4/19）。

・役員外交実施（18/10/6～31）。

・総代交友会実施（18/10/24）。

　協同組織金融機関におけるガバナンスの向上

イ　半期開示の内容充実

ロ　総代会の機能強化に向けた取組み

不動産担保システム導入によりデフォルト確
率、保全情報に基づく金利設定に向けた体
制整備実施。

⑵　収益管理態勢の整備と収益力の向上

⑶　ガバナンスの強化
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地域密着型金融推進計画の進捗状況表（平成19年3月末現在） 東奥信用金庫

備　　考
スケジュール

進捗状況（17年4月～19年3月）
17年度 18年度 （18年10月～19年3月）

項　　　　　目

① ・常勤会へコンプライアンス活動報告。 ・常勤会へコンプライアンス活動報告。 ・常勤会へ毎月コンプライアンス活動報告。 ・常勤会へ毎月コンプライアンス活動報告。

・コンプライアンス責任者連絡会開催。 ・コンプライアンス責任者連絡会開催。 ・コンプライアンス責任者連絡会（17/4/14）。 ・コンプライアンス責任者連絡会（18/10/13）。

・
・
コンプライアンスプログラム進捗報告。
コンプライアンス通信講座実施。

・
・
コンプライアンスプログラム進捗報告。
コンプライアンス通信講座実施。

・コンプライアンスプログラム16年度下期分を
常勤会（17/5/6）、理事会（17/5/20）へ報
告。

・コンプライアンスプログラム18年度上期分を
常勤会（18/10/10）、理事会（18/10/24）へ報
告。

・コンプライアンス検定試験実施。 ・コンプライアンス検定試験実施。 ・コンプライアンス通信講座、検定試験。 ・コンプライアンス通信講座、検定試験。

・実地監査実施。 ・実地監査実施。 ・実地監査13店舗（17年度上期）。 ・臨店指導（19/1/15～1/23）。

・コンプライアンス上疑義ある事例分析検討。 ・コンプライアンス上疑義ある事例分析検討。 ・コンプライアンス責任者連絡会（17/10/13）。 ・実地監査（本部、2店舗）。

・
・
マネーローンダリング疑わしい取引の合議。
リーガルチェック実施。

・
・
マネーローンダリング疑わしい取引の合議。
リーガルチェック実施。

・コンプライアンスプログラム17年度上期分を
常勤会（17/10/7）、理事会（17/10/18）へ報

・
・
リーガルチェック実施。
疑義ある事例の分析検討。

・コンプライアンス意識アンケート実施
（17/10/19）。

・コンプライアンス意識アンケート実施
（18/10/23）。

・18年度コンプライアンスプログラム策定常勤
会（18/3/4）、理事会（18/3/10）。

・
・
疑わしい取引の届出の合議。
コンプライアンス委員会（毎月開催）。

・
・
実地監査8店舗（17年度下期）。
疑義ある事例の分析検討。

・19年度コンプライアンスプログラム策定常勤
会（19/3/8）、理事会（19/3/23）。

・
・
リーガルチェック実施。
疑わしい取引の届出の合議。

・コンプライアンス責任者連絡会（18/4/13）。

・コンプライアンスプログラム17年度下期分を
常勤会（18/4/7）、理事会（18/5/19）へ報

・コンプライアンス通信講座、検定試験。

・臨店指導（18/8/14～17）。

・実地監査19店舗（18年度上期）。

・コンプライアンス規程等改正施行（18/7/1、
9/19）。

・コンプライアンス責任者連絡会（18/10/13）。

・コンプライアンスプログラム18年度上期分を
常勤会（18/10/10）、理事会（18/10/24）へ報
告。

・コンプライアンス通信講座、検定試験。

・臨店指導（19/1/15～1/23）。

・実地監査（本部、2店舗）。

・
・
リーガルチェック実施。
疑義ある事例の分析検討。

・コンプライアンス意識アンケート実施
（18/10/23）。

・
・
疑わしい取引の届出の合議。
コンプライアンス委員会（毎月開催）。

・19年度コンプライアンスプログラム策定常勤
会（19/3/8）、理事会（19/3/23）。

　営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等

⑷　法令等遵守（コンプライアンス）態勢の強化
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地域密着型金融推進計画の進捗状況表（平成19年3月末現在） 東奥信用金庫

備　　考
スケジュール

進捗状況（17年4月～19年3月）
17年度 18年度 （18年10月～19年3月）

項　　　　　目

② ・機密保持契約書締結。 ・規程等の見直し検討。 ・秘密保持契約書締結（17/6/28、12/2）。 ・店内検査（18/11）。

・安全管理措置対策決定。 ・店内検査実施。 ・安全管理措置対策決定17/（6/28）。 ・実地監査（18年度下期、本部、2店舗）。

・
・
規程等の見直し検討。
規程等改正説明会。

・実地監査実施。 ・規程等の見直し検討（部長会17/7/1～22、
打合せ会17/8月～11月）。

・外部委託先の個人情報管理体制調査
（18/10）。

・店内検査実施。 ・規程等改正説明会開催（17/8/22、12/6）。 ・秘密保持契約諸締結（18/10/1）。

・実地監査実施。 ・店内検査実施（17/5月、11月）。

・実地監査（17年度上期、本部・13店舗）。

・臨店指導（18/1/16～25）。

・実地監査（17年度下期、本部・8店舗）。

・規程等改正（18/8/14）。

・臨店指導（18/8/14～17）。

・
・
店内検査（18/5）
実地監査19店舗（18年度上期）。

・実地監査（18年度上期、本部・8店舗）。

・店内検査（18/11）。

・実地監査（18年度下期、本部、2店舗）。

・外部委託先の個人情報管理体制調査
（18/10）。

・秘密保持契約諸締結（18/10/1）。

・現行ホストマシンからサーバへ資産移行（人
事給与システム含む）。

・現行ホストマシンからサーバへ資産移行（人
事給与システム含む）。

・広域LAN化対応のため、営業店オンライン端
末更新（TM2005導入）。

・
・
現行ホストマシンよりサーバへ資産移行。
現行ホストマシンの廃棄処理。

・個人情報保護法施行に伴うセキュリティ強
化。

・現行ホストマシン廃棄処理。 ・
・
現行ホストマシンよりサーバへ資産移行中。
個人情報保護法完全施行に伴うセキュリティ
システム強化検討。

・
・
人事給与システムの一部移行実施。
事務部室への入退室時に生体認証システム
を導入。

・現行ホストマシンよりサーバへ資産移行中。

・人事給与システムの移行および再構築。

・
・
人事給与システムの一部移行実施。
事務部室への入退室時に生体認証システム

・
・
現行ホストマシンよりサーバへ資産移行。
現行ホストマシンの廃棄処理。

① ・アクションプログラム要請事項に基づく開示
項目、説明方法等検討。

・
・
一層の充実のため、随時見直し。
17年度分の開示実施。

・アクションプログラム要請事項に基づく開示
項目、説明方法等見直し。

・18年度上期分の開示実施。

・業界団体の検討結果に基づく見直し。 ・上期分の半期開示実施。 ・17年度上期分の半期開示実施。

・17年度分の開示実施。

・上期分の半期開示実施。 ・18年度上期分の開示実施。

② ・質問、相談事例の取りまとめ、公表方法、レ
イアウト等検討。

・
・
回答事例メンテナンス、レイアウト等見直し。
ホームページへ掲載。

・
・
質問、相談事例等を取りまとめ。
公表、レイアウト等を検討。

・レイアウトの検討。

・質問・相談事例について取りまとめ、「Ｑ＆
Ａ」としてホームページに掲載

・回答事例作成、ホームページへ掲載。 ・レイアウトの検討。

　適切な顧客情報の管理・取扱の確保

⑸　ITの戦略的活用

⒊　地域の利用者の利便性向上

⑴　地域貢献等に関する情報開示

　地域貢献に関する情報開示

　充実した分かりやすい情報開示の推進
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地域密着型金融推進計画の進捗状況表（平成19年3月末現在） 東奥信用金庫

備　　考
スケジュール

進捗状況（17年4月～19年3月）
17年度 18年度 （18年10月～19年3月）

項　　　　　目

・利用者満足度向上のための定期的調査検
討、実施。

・アンケート調査結果の分析、公表および施
策検討。

・利用者満足度調査実施の計画策定（18年1
月実施予定）。

・利用者満足度アンケート調査実施
（18/11/13～11/30）。

・

・
・

利用者満足度アンケート調査実施
（18/1/4～20）。
調査結果を常勤会へ報告（18/2/24）。
調査結果の分析・検討および公表準備。

・
・
調査結果を常勤会へ報告（19/2/9）。
調査結果の分析・検討および公表準備。

・利用者満足度アンケート調査の結果公表
（18/5/30）。

・18年度利用者満足度アンケート調査実施項
目等の検討準備。

・利用者満足度アンケート調査実施
（18/11/13～11/30）。

・
・
調査結果を常勤会へ報告（19/2/9）。
調査結果の分析・検討および公表準備。

・信金中央金庫および日本政策投資銀行等と
の情報交換、情報収集。

・信金中央金庫および日本政策投資銀行等と
の情報交換、情報収集。

・信金中央金庫、政府系金融機関との情報交
換。

・信金中央金庫、政府系金融機関との情報交
換。

・項目、レイアウト等検討し半期毎に公表。 ・項目、レイアウト等検討し半期毎に公表。 ・項目、レイアウト等を検討。 ・18年度上期の進捗状況公表。

・17年度上期の進捗状況公表

・17年度の進捗状況公表。

・18年度上期の進捗状況公表。

⒋　進捗状況の公表

⑷　地域再生推進のための各種施策との連携等

⑶　地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営
　の確立
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東奥信用金庫

公表数値目標 評　価

業務純利益 700百万円程度 986百万円 286百万円 ○

経常利益 350百万円程度 383百万円 33百万円 ○

自己資本比率 10.50％程度 10.40％ △0.10％ △

不良債権比率 6.50％程度 6.43％ 0.07％ ○

公表数値目標の達成状況（17年4月～19年3月）

公表数値目標の内容 19年3月末
（17～18年度中）

目　標

備　　考19年3月末
（17～18年度中）

実　績

19年3月末時点での目
標に対する達成状況

の評価
（注）

（注）　19年3月末時点での目標に対する達成状況の評価
　　　○：目標を上回り達成
　　　△：目標を概ね達成
　　　×：目標の達成には至らなかった

実　績

計画対比
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