
1.創業期・新規事業開拓の支援
①創業期・新事業展開期においては、営業店と企業支援グループが一体となって事業計画の策定支援や販路拡大支援などを行っ
ているほか、株式会社日本政策金融公庫と連携し、創業計画書の共有化や合同面談などのワンストップ対応に努めています。

②新事業展開時における各種補助事業等の申請支援や、公的機関の支援コーディネートにも積極的に取り組んでおります。

4.事業承継の支援
　一般社団法人しんきん事業承継支援ネットワーク（旧名称：
一般社団法人北海道事業承継センター）や中小企業基盤整
備機構との連携により、事業承継個別相談会を21日間開催
し、延べ43先の経営者の相談に対応いたしました。

【創業期・新事業展開期における支援実績】

創業・新事業支援融資実績

ものづくり補助金申請支援実績

日本政策金融公庫との協調融資

平成29年度

59件／640百万円

7件

23件／370百万円

平成30年度

57件／934百万円

2件

28件／380百万円

令和元年度

36件／531百万円

1件

19件／238百万円

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

保証契約を変更・解除した件数

令和元年度

45件

3.32%

8件

平成30年度

34件

2.39%

8件

　地域の中小企業および個人のお客さまへの安定した資金の供給は、事業地域が限定された協同組合組織である当金庫にとって
重要な社会的使命ですが、加えて経営課題を抱えたお客さまへの経営支援についても、信用金庫にとって重要な役割であると考え
ております。
　この経営支援に関する取組み方針の詳細につきましては14ページをご覧ください。

　当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客さまから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います。また、経営者保証の必要性については、お客さま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い
ます。

3.経営改善・事業再生等の支援
　金融円滑化への適切な対応を行うため、営業店と企業支援グループが連携してお客さまの経営状況の把握を行うと共に、必要に
応じて経営相談・経営指導等の経営支援活動に取り組みました。

　当金庫は、中小企業のライフステージに応じて外部機関等との連携を図りながら、以下の経営支援に取り組んでいます。

1.当金庫の支援体制
　当金庫は、地域金融円滑化のための基本方針を定め、お客さまからの資金需要や貸付条件の変更のお申込み、経営相談等が
あった場合には、お客さまの抱えている課題を十分に把握した上で、その解決に向けて真摯に取り組んでいます。
　平成24年11月5日付で中小企業経営力強化支援法に係る経営革新等支援機関の認定を受け、経営診断業務、事業計画策定・実
行支援、経営改善計画策定・実行支援、国の認定制度（中小企業による地域資源を活用した事業活動の促進に関する法律等）の認定
支援、販路拡大・マーケティング支援、創業支援、事業承継支援などの経営支援について、本部業務部企業支援グループを統括部署
として、全ての本支店で相談を受付けております。
　また、より実効性のあるコンサルティング機能発揮のため、中小企業診断士4名、農業経営アドバイザー15名、ファイナンシャル
プランナー1名、FP2級取得者13名を営業店・本部に配置しております。

2.地域課題である事業承継に対応した体制整備
　事業承継支援体制を拡充し、地域課題である事業承継に対応するため、平成30年4月に一般社団法人しんきん事業承継支援ネッ
トワークと業務提携契約を締結し、本部業務部企業支援グループ内に「一般社団法人しんきん事業承継支援ネットワーク 釧路オフィ
ス」を設置いたしました。

　当金庫では、平成29年度から、日本財団「わがまち基金」を活用した地方創生支援スキームに係る助成金を活用し、アイヌ文化
のブランド価値向上を通じたくしろ地域の商業・観光関連産業の活性化事業を継続しております。
　本事業はNPO法人阿寒観光協会まちづくり推進機構と釧路信用金庫とが連携し、地域の独自性であるアイヌ文化やアイヌ文
様のデザインを活かした新たな商品を企画・開発し、地元だけでなく首都圏でも販売していくことで、地域のブランド力の向上、
地元土産品事業者の売上増加、新しいニーズに基づく観光客の増加等を図り、くしろ地域の商業・観光関連産業を活性化させる
ことを目指しております。
　令和元年度は、全国的な人気を誇るブランド「BEAMS」とアイヌ民族の若手工芸家とのコラボ商品が完成し、令和元年10月
12日から27日の間「新宿BEAMS」にて販売会や各種イベントを実施し、商品は全て完売となりました。本件事業は令和元年度
で終了となりますが、今後も地域活性化に向けた取組みを継続してまいります。

2.成長段階における支援
　販路拡大支援（商談会等）や新商品開発支援の取組みとして、昨年度は以下の取組みを行いました。

①独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）北海道センター、帯広信用金庫主催のビジネスマッチングイベント「翔け海外へ in
帯広Part2 食の海外展開個別商談会」に参加し、当金庫お取引先の農家3社の商品についてビジネスマッチングを実施しまし
た。

②釧路管内の事業者支援のため2016年度に発足した「販路拡大・商品磨き上げ研究会」（当金庫、釧路市、釧路商工会議所連携）
事業の一環として、令和2年1月21日（火）・22日(水)に東京において首都圏への販路拡大支援商談会を実施しました。21日
（火）は首都圏バイヤーへの釧路産地場食品のプレゼン、22日（水）は「クイーンズ伊勢丹」との専属商談会を実施し、参加企業の
皆さまは担当バイヤーから採用に必要な商品の改良点や消費者へのセールスポイント等についてのアドバイスも受けておりま
した。
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釧路信用金庫と地域社会釧路信用金庫と地域社会釧路信用金庫と地域社会釧路信用金庫と地域社会釧路信用金庫と地域社会釧路信用金庫と地域社会釧路信用金庫と地域社会釧路信用金庫と地域社会釧路信用金庫と地域社会釧路信用金庫と地域社会中小企業の経営支援および地域の活性化のための取組みの状況中小企業の経営支援および地域の活性化のための取組みの状況中小企業の経営支援および地域の活性化のための取組みの状況中小企業の経営支援および地域の活性化のための取組みの状況中小企業の経営支援および地域の活性化のための取組みの状況中小企業の経営支援および地域の活性化のための取組みの状況中小企業の経営支援および地域の活性化のための取組みの状況中小企業の経営支援および地域の活性化のための取組みの状況中小企業の経営支援および地域の活性化のための取組みの状況

中小企業（小規模事業者を含む。以下同じ）の経営支援に関する取組み方針中小企業（小規模事業者を含む。以下同じ）の経営支援に関する取組み方針中小企業（小規模事業者を含む。以下同じ）の経営支援に関する取組み方針中小企業（小規模事業者を含む。以下同じ）の経営支援に関する取組み方針

中小企業の経営支援に関する態勢整備の状況中小企業の経営支援に関する態勢整備の状況中小企業の経営支援に関する態勢整備の状況中小企業の経営支援に関する態勢整備の状況

地域の活性化に関する取組み状況地域の活性化に関する取組み状況地域の活性化に関する取組み状況地域の活性化に関する取組み状況

「経営者保証に関するガイドライン」への取組み「経営者保証に関するガイドライン」への取組み「経営者保証に関するガイドライン」への取組み「経営者保証に関するガイドライン」への取組み

中小企業の経営支援に関する取組み状況中小企業の経営支援に関する取組み状況中小企業の経営支援に関する取組み状況中小企業の経営支援に関する取組み状況



　「金融仲介機能のベンチマーク」とは、金融機関における金融仲介機能の発揮状況を客観的に評価できる多様な指標のことで、
平成28年9月に金融庁が策定・公表しました。
　釧路信用金庫では金融仲介機能の発揮に向けた取組みの進捗状況や課題等を客観的に評価できる「共通ベンチマーク」と、事業
戦略やビジネスモデル等を踏まえて選択した「選択ベンチマーク」、そして当金庫が自主的に策定したベンチマークを加えて「釧路
信用金庫の金融仲介機能のベンチマーク」としております。
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1. 共通ベンチマーク

指標項目

メイン先数

メイン先の融資額

経営指標が改善した先数

条件変更先の総数

うち好調先

うち順調先

うち不調先

創業

第二創業

全与信先

創業期

成長期

安定期

低迷期

再生期

与信先数 融資残高 与信先数 融資残高

本業支援先数

全取引先数

全取引先数に占める割合

経営改善先数

研修実施回数

参加者数

資格取得者数

指標の説明

当金庫がメインバンク（融資残高1位）として
取引を行っている企業のうち、経営指標（売
上・営業利益率・労働生産性等）の改善や就
業者数の増加が見られた先数、および、同先
に対する融資額の推移

貸付条件の変更を行っている中小企業の
経営改善計画の進捗状況

金融機関が関与した創業、第二創業の件数

ライフステージ別の与信先数、および、融資額

事業性評価に基づく融資を行っている与信
先数および融資額、および、全与信先数およ
び融資額に占める割合

事業性評価に基づく融資を
行っている与信先数および
融資残高

上記計数の全与信先数およ
び当該与信先の融資残高に
占める割合

経営指標が改善した先に係
る３年間の事業年度末の融
資残高の推移

与信先数 融資残高 与信先数 融資残高

２．選択ベンチマーク「金融仲介機能のベンチマーク」について

令和2年3月末指標項目指標の説明

メイン取引先（融資残高1位）先数の推移、および、
全取引先数に占める割合（先数単体ベース）

事業性評価の結果やローカルベンチマーク
を示して対話を行っている取引先数

本業（企業価値の向上）支援先数、および、
全取引先数に占める割合

販路開拓支援を行った先数
（平成30年3月期より集計開始）

取引先の本業支援に関連する研修等の実施
回数、同研修等への参加者数、および同趣旨
の取組みに資する資格取得者数

本業支援先のうち、経営改善が見られた先数

事業承継支援先数

メイン取引先数
（融資残高1位）の推移

地元内への販路開拓支援を
行った先数
地元外への販路開拓支援を
行った先数
海外への販路開拓支援を
行った先数

支援先数

支援先数

事業数

外部専門家を活用して本業支援を行った先数

取引先の本業支援に関連する
中小企業支援策の活用を支援した先数 支援先数

本業支援等に関連して行政や支援機関と
連携して実施した事業数

事業性評価の結果や
ローカルベンチマークを示して
対話を行っている取引先数

上記の内、労働生産性の
向上に資する対話を
行っている取引先数

全取引先数

4

３．独自ベンチマーク

令和2年3月末

8

平成31年3月末指標項目指標の説明

全取引先数に占める割合

751

1,929

38.9%

27

1,929

1.4%

11

17

0

0

35

6

63

4

60

104

104

5

817

1,944

42.0％

93

1,944

4.8％

39

25

12

0

57

7

120

4

88

100

100

7

平成31年3月末

令和2年3月末

552億円

51億円

67億円

337億円

65億円

31億円

92

1

10

81

36

0

７５１

２５３億円

５０２

1,929

185

150

1,048

413

133

22億円

4.1％

66

3.4％

2/3

171億円

31/3

175億円

30/3

141億円

平成31年3月末

506億円

30億円

46億円

338億円

58億円

32億円

98

7

13

78

57

0

817

247億円

486

1,944

174

122

1,024

509

115

17億円

3.5％

58

3.0％

31/3

164億円

30/3

162億円

29/3

155億円
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　当金庫では「質の高い金融サービスの提供に努め、地域社会の繁栄に貢献します。」を基本方針の一つに掲げており、永年培われ
てきた当金庫の姿勢は、地域密着型金融の趣旨と相通じております。今後におきましても地域の特性や利用者のニーズ等を踏まえ
た地域密着型金融の諸施策を積極的に展開し、地域社会の繁栄に貢献してまいります。
※具体的な取組み内容はP10～11をご覧下さい。
※「地域密着型金融推進計画」の令和2年3月末現在における進捗状況はホームページ上に掲載しております。
　釧路しんきんホームページＵＲＬ http://www.shinkin.co.jp/kushiro/

地域密着型金融に関する取組みについて

1.取組み方針
　地域の中小企業および個人のお客さまへの安定した資金の供給は、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す。
　当金庫は、お客さまからの資金需要や貸付条件の変更等のお申込みがあった場合には、これまでと同様、お客さまの抱えている
問題を十分に把握したうえで、その解決に向けて真摯に取り組みます。

3.他の金融機関等との緊密な連携
　当金庫は、複数の金融機関から借入れを行っているお客さまから貸付条件の変更等の申し出があった場合など、他の金融機関や
信用保証協会等と緊密な連携を図る必要性が生じたときは、守秘義務に留意しつつ、お客さまの同意を得たうえで、これらの関係
機関と情報の確認・照会を行うなど、緊密な連携を図りながら地域金融の円滑化に努めてまいります。

２.金融円滑化措置の円滑な実施に向けた態勢整備
　当金庫は、上記取組み方針を適切に実施するため、以下のとおり、必要な態勢整備を図っております。
（１）態勢整備を図るため、本基本方針および金融円滑化管理方針を理事会において決議し、金融円滑化管理規程、金融円滑化マニュ

アルを定めるとともに、金融円滑化管理責任者・金融円滑化管理担当者の任命および苦情相談窓口の設置を行っております。
（２）お客さまへのきめ細かな金融サービスの提供を目的に平成14年度に

本部審査部内に「企業支援グループ」を立上げ、平成30年度からは、企
業支援グループを本部業務部内に移行し、経営改善支援や事業計画策
定等の支援機能のより一層の向上を図っています。

（３）本部総務部においては、お客さまの事業価値を見極める能力を向上さ
せる研修や勉強会を実施しております。

　当金庫は、地域の中小企業および個人のお客さま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ため、以下の方針
に基づき、地域金融の円滑化に全力を傾注して取り組んでまいります。

kushiro.eisui@kushiroshinkin.co.jp

　この事業は昭和60年度から続いている助成制度で、優れた技術やサービス等を事業化させた企業を表彰する「新技術奨励賞」、ま
ちづくりや教育・文化の振興、自然環境の保護、社会福祉向上活動を表彰する「地域貢献奨励賞」、地域のブランド化に貢献している活
動を表彰する「地域のブランド化推進奨励賞」、地域の大学、高専に在学中の学生が取り組む「当地ならでは」や「学生ならでは」の発想
による研究・開発を助成する「学生研究奨励賞」の4部門となっております。
　令和元年度は以下の2企業、5団体、2名の方々が受賞されました。

●釧路地域の子育てを支援する会 様 
●くしろロコサイクルプロジェクト 様
●一般社団法人スキルチャレンジ 様

●株式会社アクト 様
　「酪農家における収入減3大要素の一つである蹄病の全
　自動防除装置の開発」
●株式会社カイトー商会 様
　「パッシブ換気システムと自然対流を応用した、床下最小
　熱源による全室自然換気・暖房の快適住宅の普及」

地域貢献奨励賞

新技術奨励賞 地域のブランド化推進奨励賞

●釧路工業高等専門学校 本田 瑛暉 様
　研究テーマ「野生動物との衝突防止システム」
●釧路工業高等専門学校 杉目 育太 様
　研究テーマ
　「熱画像と建物の断熱、気密欠損状況の関係に関する研究」 
●釧路短期大学 臨床栄養学ゼミ 様
　研究テーマ
　「地域食堂『コア大空食堂』における健康メニューの提供」
　「減塩レシピのリーフレット作成と活用」

●特定非営利活動法人阿寒観光協会まちづくり推進機構 様

学生研究奨励賞

釧路信用金庫　ご相談窓口（業務部）

　児童の絵画作品（テーマ「私が住むまちの風景」）を掲載したカ
レンダーを製作し、釧路市、釧路町、弟子屈町、白糠町、鶴居村の
全児童に配布しました。文部科学省や釧路管内の教育委員会が
推進する「早寝 早起き 朝ごはん運動」を後押しています。

　北海道コカ・コーラボトリング（株）が主催した職業体験イベン
ト「くしろキッズタウン2019」に「釧路しんきんキッズタウン支店」
として参加いたしました。小学3・4年生を対象に、仮想の街で
様々な仕事を体験して健全な職業観や金銭感覚を身に付けるこ
とを目的としたイベントです。

　釧路しんきんでは、少しでも多くの地域の方々に札幌交響楽団
による演奏を聴いていただき、釧路の音楽文化の向上にお役にた
てるよう、毎年継続的に演奏会の実施に協賛・参画しております。

　２４回目を迎えた新春文化講演会では、釧路市生涯学習セン
ターにてフリーアナウンサーの河野景子さんを講師にお招きし、
「晴れのち曇りときどき雨」をテーマにご講演いただき、多くの
方々にご来場いただきました。

札幌交響楽団釧路定期演奏会への協賛札幌交響楽団釧路定期演奏会への協賛札幌交響楽団釧路定期演奏会への協賛札幌交響楽団釧路定期演奏会への協賛

くしろキッズタウンへの参加くしろキッズタウンへの参加くしろキッズタウンへの参加くしろキッズタウンへの参加

新春文化講演会の開催新春文化講演会の開催新春文化講演会の開催新春文化講演会の開催

「早寝 早起き 朝ごはん」カレンダー事業の実施「早寝 早起き 朝ごはん」カレンダー事業の実施「早寝 早起き 朝ごはん」カレンダー事業の実施「早寝 早起き 朝ごはん」カレンダー事業の実施
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地域金融円滑化のための基本方針について地域金融円滑化のための基本方針について地域金融円滑化のための基本方針について地域金融円滑化のための基本方針について 釧路しんきん地域貢献表彰制度釧路しんきん地域貢献表彰制度釧路しんきん地域貢献表彰制度釧路しんきん地域貢献表彰制度
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