地域密着型金融の取組み

解説

本業支援等

お取引先の売上向上、製品開発等企業価
値向上に資する支援だけでなく、お取引先
の課題解決に資する取組み全般のこと。

地域密着型金融の取組み

地域密着型金融の取組み

帯広しんきんでは、地域経済の担い手である生産者や事業者の皆さまの真のニーズや課題を把握し、課題解
決のための本業支援等を組織的・継続的に実施しております。また、安定した金融仲介機能を発揮できるよう、
事業性評価やコンサルティング機能の強化に努め、地元・十勝の経済活性化に取り組んでおります。
「金融仲介機能のベンチマーク」は、金融機関が金融仲介の質をより一層高めて行くために、自らの取組みの
進捗状況や課題等を客観的に自己評価できるように定めた指標です。
帯広しんきんの１年間の取組みを、ベンチマークに基づいてご紹介いたします。

2. お取引先のライフステージに応じた支援

1. 事業性評価の取組み
解説

帯広しんきんは、事業者の皆さまの財務面のみならず事業面の情報
も活用して、皆さまの「強み」や「課題」を見極め、ご融資のほか本業支援
を通じて、事業者の皆さまの成長をバックアップしております。

帯広しんきんでは、お取引先企業のライフステージに応じ、きめ細かな支援を外部専門家や外部専門機関と連携し、最寄

事業性評価

財務データ、担保・保証に必要以上に依存
することなく、取引先企業の事業内容や成
長可能性などを適切に評価すること。

■事業性評価に基づく支援先数・残高・割合
先

数

融資残高

47先
1.0%

事業性評価に基づく支援先数、残高
それぞれの全融資先数、融資残高に占める割合

83億円
4.6%

解説

74先
このうち、生産性向上に資する対話を行った先

7先

りの本支店において行っております。本部には経営コンサルティング室、地域経済振興部を設置し、生産者・事業者の皆さ
まを様々な形でバックアップしております。

事業者さまのライフステージに応じた支援メニュー
創業期

ローカルベンチマーク

金融機関等が、企業の経営状
態を把握し、双方向の対話を行
うツールとして用いるもの。

事業承継期

経営改善計画書作成支援
モニタリング

クラウドファンディング
事業再生支援

各種補助金・公的計画申請支援

事業承継相談対応
実行支援
Ｍ＆Ａ支援（譲渡）

Ｍ＆Ａ支援（買収）
人材マッチングサービス（ミイダス）
公的支援制度等を活用した専門家派遣

中小企業向け融資残高

13.7%

経営改善期

創業計画書作成支援
フォローアップ

■中小企業向け融資のうちの信用保証協会保証付融資の割合

1,735億円

成長・発展期

〈経営コンサルティング室がバックアップ〉

■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た先

信用保証協会保証付融資額の割合

503先

■本業支援等を行ったお取引先数

〈地域経済振興部がバックアップ〉
商品開発・高付加価値化支援

オフィス内田相談会、ものづくりワンストップ相談会、大学・公設試験機関等との共同研究

238億円

■経営者保証に関するガイドラインを活用した融資件数

販路開拓・拡大支援

展示・個別商談会の主催や出展支援、その他国内外のビジネスマッチング

1,516件

人材育成

おびしん地域経営塾（経営幹部、後継者育成）

帯広しんきんでは「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨や内容を十分踏まえ、お借り入れ、保証債務整理等のご相
談をお受けした際には、真摯に、十分で適切な対応をいたします。
2018年度

1,401件
109件
6件

新規に無保証で融資した件数
保証契約を変更または解除した件数
経営者保証の代替的な融資手法としてＡＢＬを活用した件数
また、中小企業金融円滑化法の期限到来後も「地域金融円滑化のための基本方針」を
継続し、これまでと同様に、金融円滑化に向けた取組みを積極的に行っております。金
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融円滑化の取組み実績等につきましては、当金庫ホームページをご覧ください。

帯広しんきん

お問い合わせ

経営コンサルティング室

0155-21-5353

地域経済振興部

0155-23-7590

E-mail consul@obihiro.shinkin.jp

E-mail rep@obihiro.shinkin.jp
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■ライフステージ別の融資額、お取引先数
1,200

新規創業等支援

1,829先

1,050

帯広しんきんでは、新規に創業を計画している起業家、新事業・新分野進出、事業転換をお考えの事業者の皆さまの成功

2,000

900

融資額

1,750

ライフステージ別の
お取引先数

1,500

可能性を高めるため、資金支援のみならず事業計画策定段階から、経営戦略、マーケティング、仕入れ・販売計画など多面的
なサポートを行っております。

600

1,000

1,121億円

■創業支援の内訳

450

750

300

500

創業計画の策定支援

76件

250

創業期のお取引先への融資（保証協会保証付以外）

56件

150
億円

0

331先
27億円

114億円

創業期

成長・安定期

86先

97先
79億円

低迷期

0

再生期

創業期のお取引先への融資（保証協会保証付）

先

■帯広しんきんをメインバンクとしてご利用いただいている
お取引先数、全てのお取引先に占める割合

3,000
2,000
1,000

先

0

107件

政府系金融機関や創業支援機関の紹介

6件

創業期のお取引先への助成金・投資・ファンドの紹介

2件

（注）重複支援あり

100

5,000
4,000

162先
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■帯広しんきんがサポートした創業・第二創業の先数

1,250

750

80.7％

81.0％

80.6％

3,687 先

3,743 先

3,754 先

融資残高

融資残高

融資残高

1,129 億円

1,200 億円

1,233 億円

2017年3月

2018年3月

2019年3月

販路開拓・拡大支援、各種相談会の実施等

80

帯広しんきんでは、生産者や事業者の皆さまの「販路開拓・拡大」をお手伝いするため、ビジネスマッチング・商談会等を
実施しております。また、外部専門家を活用して、
「売れる商品づくり」、
「儲かる商品づくり」などに関する無料相談会を実

60

施しているほか、国・自治体の制度（補助金等）を活用した支援を行っております。

40
20

当金庫をメインバン
クとしてご利用頂い
ているお取引先数
全てのお取引先に占
める割合

0
％

販路開拓・拡大支援
帯広しんきんは、十勝の生産者や事業者の皆さまの販路開拓・拡大をお手伝い
しています。
2018年度も、道内外の信用金庫や地方銀行、政府系金融機関等と連携して、
インフォメーションバザールin Tokyo（東京・池袋サンシャインシティ）や
FOODEX JAPAN（千葉・幕張メッセ）等の展示・個別商談会の開催や出展支援、
百貨店等の物産展への出店斡旋等、多くの機会を提供させていただきました。

■お取引先のご相談に的確にお応えできる人材育成
帯広しんきんでは、お取引先の皆さまからの多様なご相談に的確にお応えできるよう、職員の資格取得を奨励しており
ます。

中小企業診断士

グ2018 翔け海外へ in帯広」を共同主催。当金庫が幹事となり、ＪＥＴＲＯや
信金中央金庫と連携して、国内取引を基本とする食品輸出商社等のバイヤーを
ちゅうちょ

招へいし、海外展開への本格参入を躊躇していた生産者や事業者の皆さまに新

15名

農業経営アドバイザー

ＦＰ技能士有資格者数
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11月には、道東に本店を置く６つの信用金庫が「東北海道ビジネスマッチン

44名
360名

たな商談の機会を差し上げました。参加された方々からは、
「新規取引の開始や
既存先との取引拡大等の成果が上がった」、
「商品開発やマーケティング戦略の
参考になった」、
「他の出展者と共同で新商品の開発や新規事業に取り組むきっ
かけとなった」等、たくさんの喜びの声をお寄せいただきました。
帯広しんきんは、今後も皆さまの魅力を積極的に発信してまいります。

44先

■販路開拓を支援した
事業者数
うち新規出展者

9先

7

３．地域の人材育成

専門家による各種相談会

おびしん地域経営塾

帯広しんきんは、十勝の生産者や事業者の皆さまの商品・サービスの売上
伸長や付加価値向上のため、専門家による無料相談会を開催しています。

帯広しんきんは、十勝の次代を担う経営者や経営幹部を育成するた

都内有名百貨店の元著名バイヤーで、北海道はもとより全国各地の物産

め、2001 年度より毎年度「おびしん地域経営塾」を開講しています。

等に詳しいオフィス内田・内田勝規会長を毎月１回２日間お招きし、十勝の

地域密着型金融の取組み

地域密着型金融の取組み

人気講師陣による多彩で座学に偏らないカリキュラム、多岐にわた

農業生産者・団体のほか、製造業・卸・小売業・サービス業等幅広い事業者の

る産業・業種から参加した塾生の方々が織り成す異業種交流が特色で、

方々からのご相談に応じ、商品づくりや店づくり等の実践的なアドバイス

2018 年度は有限会社下仁田納豆の南都隆道社長をはじめ多くの方々

をしていただいています。

にご登壇・ご指導いただきました。各期の受講生は 30 名余りで、平

また、帯広畜産大学、とかち財団と連携し、異なる分野の専門家が一堂に

均年齢は 30 歳台後半。企業の後継者が多いほか、農業者も増えてい

会し、ワンストップで皆さまからのご相談に応じる「ものづくりワンストッ

ます。また、女性の参加も目立っています。卒業生は 18 期までの累

プ相談会」も３か月ごとに開催しています。

計で延べ 609 名に上っています。

帯広しんきんは、皆さまの課題が的確かつ迅速に解決できるよう、各分野

OB・OG の方々が設立した「おびしん地域経営塾

の専門家と連携して、様々なご相談に対応してまいります。

志信会」では、

会員や現役塾生との交流等を行っています。今後も情報交換や地域間
ビジネス交流等を実施して、人材育成の面からも十勝の経済・社会の
発展に貢献してまいります。

■外部専門家を活用して本業支援等を行った事業者数

217先
59先

■国・自治体の制度（補助金等）を活用して支援した事業者数

地元高校生による十勝の未来づくり応援プロジェクト
帯広しんきんは、2011 年度より、十勝管内の高校生が豊かな発想を活かして取り組む地域経済振興につながる活動

等を支援しています。

2018 年度は、帯広農業高校、更別農業高校、士幌高校の３校、計５件の取組みを支援。北海道主催の人材育成事業「地

域フード塾」と連携し、道内の食関連事業者とのワークショップやマーケティングの専門家による特別講義も初めて実
施しました。

帯広農業高校は、オリゴ糖「ラフィノース」を配合した豆乳ヨーグルトを商品化し、教育機関では初めて北海道食品

経営改善・事業再生、事業承継支援

機能性表示制度「ヘルシー Do（ドウ）
」認定を受けました。また、冬季に暖房を使用しない無加温でのホウレンソウ

帯広しんきんでは、事業者の皆さまの業況改善に向けた取組みを積極的にお手伝いしております。2018年度は167先
の事業者の皆さまの課題の抽出、その解決方法の策定をお手伝いしました。また、事業承継支援についても積極的に取り組
んでおります。

のハウス栽培にも取り組み、その成果を検証しました。更別農業高校は、規格外金時豆を利用した味噌風調味料の製
造に取り組みました。士幌高校は、前年度

商品化した“しほろ牛 100％ソーセージ”
の調理方法提案や販売会出店を通じた地元

■帯広しんきんをメインバンクとしてご利用いただいている事業者の皆さまのうち、
経営指標等が改善した事業者数とその融資残高

2,082先

経営指標等が改善した先数
経営指標等が改善した先の融資残高

ブランド牛の一層の普及に取り組みまし

た。また、落花生栽培における機械化の調
査研究や収穫した落花生を使用した生キャ
ラメルの試作に取り組みました。

帯広しんきんは、今後も新製品や新産業

の創出等につながる高校生の活動を支援し

878億円

て、次代を担う有為な人材の育成と十勝の
産業・経済の発展に貢献してまいります。

■返済期間延長等のご融資条件を変更された事業者数と経営改善計画の進捗状況
条件変更総先数

好調先

順調先

不調先

163先

21先

74先

68先

■事業再生のお手伝いをさせていただいている事業者の皆さまのうち、
再生計画を策定、計画を達成した先の割合
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４．地域への情報発信
講演会、セミナーの開催
帯広しんきんは、地域の皆さまへの金融・経済・産業に関する

情報発信の一環として、
講演会や各種セミナーを開催しています。
2018 年度も、生産者・事業者の方々の経営上の主要課題の解

再生計画策定先数①

達成先数②

割合②/①

決に資するようＪＥＴＲＯ北海道と連携して「外国人材活用セミ

22先

19先

86.4％

ミナー」を、それぞれ開催。参加された方々は、講師の実務経験

■事業承継支援数

145先

ナー」を、日本政策金融公庫とＪＩＣＡと連携して「海外展開セ
に裏打ちされた実践的な内容を受けとめ、具体的な相談等につな
げておられました。

帯広しんきんは、これからも地域の課題解決や専門知識習得を

目的とする講演会やセミナーを企画・開催してまいります。

9

５．新たな産業の創出
とかち酒文化再現プロジェクト
帯広しんきんは、木野農業協同組合や生産者、帯広畜産大学、酒造メーカー、関連団体、行政機関とともに、産学官・

農商工と金融の連携による「とかち酒文化再現プロジェクト」（事務局は帯広しんきん）を進めています。

地
お域
び密
し着
ん型
ロ金
ー融
ンの
プ取
ラ組
ザみ

地域密着型金融の取組み

2012 年１月に誕生した純米吟醸「十勝晴れ」は、札幌国税局主催の 2014 年度新酒鑑評会で「金賞」を受賞。その後、

大吟醸酒や純米大吟醸酒を醸造したり、それらの精米過程で生

じる米粉を原料に本格米焼酎を製造したりして、品揃えの充実
を図ってきており、いずれも十勝の地酒として内外から高い評

住宅ローンやマイカーローンなどの各種ローンに関する
幅広いご相談を承っております。

価をいただいています。

2011 年に 50㌃からスタートした十勝で初めての酒米（彗

星）づくりは、醸造量の増加に伴い逐年拡大。2019 年度の

作付面積は 264㌃へと、初年度に比べ５倍強となっています。
この間、酒造りとともに、酒粕等の副産物を活用した商品開発

や清酒に合う料理メニューの開発なども推進し、食産業におけ
る商品・サービスの高付加価値化も広く支援しています。

帯広しんきんは、十勝の新たな食文化・食産業の創造と関連

産業の振興に向け、今後とも積極的に取り組んでまいります。

地元小学生による田植え体験の様子（写真中央は生産者の白木祐一氏）

“TOKACHI Grand Nuts”プロジェクト
帯広しんきんは、十勝農業の多様性や付加価値向上に取り組んでいます。2017 年８月には十勝内外の産学・農商工

住宅資金

住まいづくりの夢
応援します

との連携により、落花生を用いた新たな食文化の創造とともに、十勝における落花生の栽培方法の確立・普及やオイル

ジェクトの栽培面積は３ha へと拡大しました。2018

年８月には、
（一社）日本ピーナッツ協会の皆さまが視
察にお越しになるなど、国内関連業界からも強い関心が

免許取得、
他社借換えにも対応！

IN
PO T

1

営業時間：平日・土曜日9：00〜17：00

すれば生産性、採算性の向上が期待できます。帯広しん

IN
PO T

きんは、多様な農業を推進する観点からこのプロジェク

トについても中長期的な視点に立って取組みを支援して
まいります。

＊落花生の英語名は「Ground Nuts」ですが、
「偉大な・
母なる」という語彙をもつフランス語「Grand」と組

み合わせて“Grand Nuts”
（造語）と名付けました。

十勝産しお創りプロジェクト
帯広しんきんは、2013 年度に産学官・農（漁）商工と金融の連携事業としてスタートした「十勝産『しお』創りプ

ロジェクト」を支援しています。

「十勝産しお」ができれば、関係者が長年夢みてきた原材料「オールとかち産」の加工食品の製造や料理の提供が可

お子さまの学びを
幅広く応援

フリーローン
お使いみち自由

平日も土曜日も17時まで営業

寄せられるようになっています。

今後、栽培の規模拡大や機械化、加工品開発等が進展

教育資金

各種ローンのご相談からお申込み、ご契約手続きまで承っております。

やペースト等の落花生の加工品の開発を推進するため、“TOKACHI Grand Nuts”プロジェクトを立ち上げました。

2018 年度は、帯広畜産大学圃場の試験栽培に加え、芽室町の生産者グループに参画いただいたこともあって、プロ

マイカー購入資金
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※日曜日・祝日及び12月31日〜1月3日は休業いたします。

日曜ローン相談会を開催

毎月1回、
「日曜ローン相談会」
を開催します。住宅ローンやマイカーローンなど、どんなことでもご相談
ください。 ※日程等は当金庫ホームページにてご確認ください。
IN
PO T

ご相談から申込み、ご契約手続きまで

3 「おびしんローンプラザ」で完結

お近くの帯広しんきんの本支店窓口の営業時間中のご来店が難しいお客様は、ローンプラザへお越し
ください。ご相談はもちろん、お申込みやご契約手続きまで
「おびしんローンプラザ」
で完結します。

能となり、商品の高付加価値化やブランド力強化につながると期待されています。2018 年度は、製塩業の創業を希望

する地元事業者と再生可能エネルギーを活用した「十勝産しお」の製塩方法等について検討し、事業化に向けた取組み
を進めました。

大樹町へのスペースポート整備
2019 年５月４日、大樹町の宇宙ベンチャー企業インターステラテクノロジズ株式会社（ＩＳＴ）が、民間初の小型

観測ロケット「ＭＯＭＯ（モモ）
」３号機の打ち上げと目標とした宇宙空間到達に成功しました。

帯広しんきんは、道内の産学官が連携し、スペースポート（航空宇宙産業基地）構想の実現を目指す様々な団体に参

画。各団体に所属する一員として、十勝に新産業を育成し地域振興を図るべく、幅広い支援を行っています。2016 年
度からは、大樹町やＩＳＴの取組みを広く紹介する展示会への出展も支援しています。

帯広しんきんは、今後とも宇宙関連を含む新産業の創出とそれを活かした地域経済の振興に積極的に取り組んでまい
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ります。

※日曜日のローン相談会はホームページでご確認ください。
※日曜日・祝日及び 12 月 31 日〜1 月 3 日は休業いたします。
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