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なお、詳細については『地域密着型金融推進計画に関する基本方針』を
ご覧ください。



基本方針

■地域密着型金融推進計画とは

1

地域金融機関の役割・存在意義発揮のため

地域経済への貢献

積極的に 利用者本位で

地域密着型金融推進計画
・ライフサイクルに応じた支援強化
・中小企業に適 した資金供給手法の徹底
・持続可能な地域経済への貢献



ライフサイクルに応じた支援強化

■具体的取組策について

2-1

主な取組項目

取引先企業に対する経営相談業務強化 ※別紙１～２

政府系金融機関との連携強化による企業再生・創業支援

各種ファンドの活用

法務・税務・財務等の外部専門家との連携

『地域力連携拠点事業』の活用



■経営相談業務の主な取組実績別紙1

経営改善支援の取組実績

（単位：先数） （単位：％）

α /Ａ β /α δ /α

 正常先 ① 0.1% 100.0%  

うちその他
要注意先

② 4.7% 5.0% 100.0%  

うち
要管理先

③ 12.5% 100.0% 100.0%  

 破綻懸念先 ④ 15.4% 0.0% 100.0%  

 実質破綻先 ⑤ 0.0% - -  

 破綻先 ⑥ 0.0% - -  

5.7% 10.0% 100.0%  

1.9% 9.7% 100.0%  

（注） ・期初債務者数及び債務者区分は20年４月当初時点のものです。

・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含んでおりません。

・β には、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載しております。

・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβ に含めております。

・γ には、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載しております。

・「再生計画を策定した先数δ 」＝「中小企業再生支援協議会の再生計画策定先」＋「ＲＣＣの支援決定先」＋「金融機関独自の再生計画策定先」
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■経営相談業務の主な取組実績別紙2

創業・新事業支援融資実績

件数 融資額

19 168

単位：百万円、件

【業種別の支援状況実績】

業　　種 件　数 金　額 構成比(件数ベース)

建 設 業 3 23 15.8%

小 売 業 3 10 15.8%

卸 売 業 4 34 21.1%

(うち農畜産物卸) (1) (7) (5.3%)

サービス業 9 101 47.4%

(うち飲食業) (4) (12) (21.1%)

(うち理容業) (1) (6) (5.3%)

(うち医療) (1) (5) (5.3%)

合　計 19 168 100.00%

単位:百万円、件



中小企業に適した資金供給手法の徹底

■具体的取組策について

2-2

主な取組項目

担保・保証に依存しない融資の徹底 ※別紙３

環境に配慮した設備購入者への金利優遇

企業の保有技術に着目した金利優遇の実施

地公体の中小企業施策への助成



■担保・保証に依存しない融資の実績別紙3

緊急保証制度を活用した融資実績

単位：件

件数 融資額

312 2,527

単位：百万円、件

単位：百万円、件

るしんビジネスサボローンの融資実績

件数 融資額

208 2,987

るしんエコローン融資実績

件数 融資額

2 35

ＡＢＬ融資実績

件数

12

単位：百万円、件



持続可能な地域経済への貢献

■具体的取組策について

2-3

主な取組項目

公民連携のコーディネーターとして参画 ※別紙４

地域商工団体との情報交換会実施

多重債務者問題への積極的関与

コミュニーティ・ビジネス等への融資・支援



■留萌支庁との包括連携協定について別紙4

当金庫と留萌支庁は、留萌管内の経済活性化を目的として、
各種事業を連携して実施しております。

★留萌に根ざした事業創出
取引先を対象としたセミナーの開催など

★留萌の豊かな『食』のPR
当庫営業店を活用した地域特産品の展示など

★留萌の魅力ある『観光』の振興
当庫営業店を活用した地域観光資源の写真展など

★地域の人材育成
小学生対象の体験学習｢ｷｯｽﾞﾏﾈｰｽｸｰﾙ｣の開催など

留
萌
信
用
金
庫

留
萌
支
庁

平成２０年度に実施した主な事業



【地域密着型金融の具体的取組み】（平成２０年度）
実　　施　　結　　果

２０年度上期 ２０年度下期 平成２０年度

１．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化

・経営改善支援の取組み先数やランクアップ先
数を公表する。

・経営改善支援の取組み先数やランクアップ先数
を公表する。

・同左 ・21年3月末にて経営改善支援の取組先31先のうち、３先がラン
クアップした。

・健全化重点取組先については、経営支援課が
定期的に訪問を行い、積極的に経営者と改善項
目の共有化を図り改善に取り組む。
・財務内容改善の議論に止まることなく、経営
全体の改善にも取り組む。

・健全化重点取組先については、経営支援課が定
期的に訪問を行い、積極的に経営者と改善項目の
共有化を図り改善に取り組む。
・財務内容改善の議論に止まることなく、経営全
体の改善にも取り組む。

・同左 ・20年6月、経営健全化重点取組先として31先を選定し、その中
から5先を最重点取組先とした。
・営業店は経営者との面談を通して、財務分析、経営上の問題
点等を把握し、経営改善のサポートを実施している。
・本部経営支援課は、最重点取組先5社に直接訪問し、経営上の
問題点についてアドバイスを実施した。

・(財)北海道中小企業総合支援センターと定期
的な情報交換を行い連携を強化する。
・営業店及び経営支援課で相談を受けた案件に
ついて、国民生活金融公庫・中小企業金融公庫
との連携を視野に入れて創業・新事業等を積極
的支援する。

・(財)北海道中小企業総合支援センターと定期的
な情報交換を行い連携を強化する。
・営業店及び経営支援課で相談を受けた案件につ
いて、国民生活金融公庫・中小企業金融公庫との
連携を視野に入れて創業・新事業等を積極的支援
する。

・同左 ・㈱日本政策金融公庫（旧国民生活金融公庫）との協調融資４
件101百万円を実行した。

・北海道しんきん地域活性投資事業有限責任組
合（しんきんファンド）の活用で資本増強の支
援を行う。
・北海道しんきんリカバリーの活用で再生支援
の促進を図る。

・北海道しんきん地域活性投資事業有限責任組合
（しんきんファンド）の活用で資本増強の支援を
行う。
・北海道しんきんリカバリーの活用で再生支援の
促進を図る。

・北海道しんきん地域活性投資事業有限責任組合（しんきん
ファンド）の活用により4件、155百万円（投資）の支援を行っ
た。

・法律相談、税務相談の定期的開催
・外部中小企業診断士の派遣支援

・法律相談、税務相談の定期的開催
・外部中小企業診断士の派遣支援

・同左 ・法律相談は9名、税務相談は2名実施した。
・中小企業大学校旭川校へ5名を派遣した。

・地域産業の活性化を図る。（留萌支庁との包
括連携事業）
・地域に根ざした事業創出（留萌支庁との包括
連携事業）

・地域資源活用支援セミナ－の開催 ・ビジネスセミナ－の開催
・女性の起業促進セミナ－の開催
・新分野進出～起業支援の為の「ビジネス・プラ
ン」作成講座の開催

・留萌支庁との包括連携事業として
「地域資源活用に関する支援施策説明会」（20年4月）
「るしんビジネスセミナー」（21年１月）
「留萌地域貿易セミナー」（21年1月）
「Ｅコマースセミナー」（21年2月）
「事業継承セミナー」（21年3月）を開催した。

・(社)北海道中小企業診断士会と連携し、取引
先企業の（１）経営力の向上（２）創業・再
チャレンジ（３）事業承継といった課題対応を
支援する

・(社)北海道中小企業診断士会と連携し、取引先
企業の（１）経営力の向上（２）創業・再チャレ
ンジ（３）事業承継といった課題対応を支援する

同左 ・（社）北海道中小企業診断士会と連携し、「地域力連携拠点
事業」として相談会（11回、19社）を開催した。

  　○　当金庫は、かねてから「経営計画書」に「地域密着型金融推進計画」を織り込み経営の重要な方針として推進してまいりましたが、
　　　平成19年度よりは、「地域密着型金融推進計画」を当金庫の「恒久的な推進計画」と位置付け、中長期的な取組みのもと、積極的な
　　　地域貢献、利用者本位のサービスの充実に心掛けてまいりました。

　　○　平成20年度は、監督指針における（１）ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化、（２）事業価値を見極める融資
　　　をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底、（３）地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献に基づき、地域貢献
　　　や利用者のニーズ等に応じた個別計画を策定し積極的に推進してまいります。

　  ○　具体的には、下記のとおり前年度の継続事業に新たな事業項目を追加し、地域活性化に努めてまいります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（留萌信用金庫）

平成２０年度　地域密着型金融推進計画に関する基本方針

・健全化重点取組先については、特に、改善
を早期に要する先（最重点先）を選定し、経
営支援課が重点的に経営相談に取り組む。

・中小企業基盤整備機構のファンドをはじめ
とする各種ファンドの活用

・(財)北海道中小企業総合支援センター及び
国民生活金融公庫・中小企業金融公庫と連携
を強化する。

実施スケジュール

・取引先企業に対する経営健全化等の強化に
関する実績を公表する。

項　　　　　目 具体的取組策

・取引先企業の経営力向上や事業承継等の経
営支援を目的とした「地域力連携拠点事業」
を行う

・法務、税務、財務等の外部専門家と連携し
た取組み

・コンサルタント能力・態勢の強化

1 （ 留 萌 信 用 金 庫 ）



【地域密着型金融の具体的取組み】（平成２０年度）
実　　施　　結　　果

２０年度上期 ２０年度下期 平成２０年度

実施スケジュール
項　　　　　目 具体的取組策

２．事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

・「元気なモノ作り中小企業」の選定企業や
「モノ作りに積極的な中小企業」に対して優遇
金利の融資を行い金融面から協力する。

・「元気なモノ作り中小企業」の選定企業や「モ
ノ作りに積極的な中小企業」に対して優遇金利の
融資を行い金融面から協力する。

・同左 ・当金庫取引先の１社（製造業）を、中小企業庁主催の「元気
なモノ作り中小企業」の対象として、優遇金利の融資を実施し
た（20年12月）。

・留萌市の経済活性化事業「るもい元気づくり
企業（起業）応援助成資金」と連携して、留萌
市の助成資金と同額を支援する。

・留萌市の経済活性化事業「るもい元気づくり企
業（起業）応援助成資金」と連携して、留萌市の
助成資金と同額を支援する。

・同左 ・留萌市の経済活性化事業「るもい元気づくり企業（起業）応
援助成金」と連携して、10先に対し計143万円の支援を実施し
た。

・「るしんビジネス・サポートローン」の営業
店目標を設定し推進する。
・流動資産担保融資（ＡＢＬ）の営業店目標を
設定し推進する。
・第三者保証の利用に対し、審査部文書等で指
導を行う。

・「るしんビジネス・サポートローン」の営業店
目標を設定し推進する。
・流動資産担保融資（ＡＢＬ）の営業店目標を設
定し推進する。
・第三者保証の利用に対し、審査部文書等で指導
を行う。

・同左 ・「るしんビジネスサポートローン」は312件、2,527百万円実
行した。（21年3月末目標～金額2,300百万円）
・「流動資産担保融資（ＡＢＬ）は12件実行した。
　（21年3月末目標～件数26件）
・平成20年度から取扱いを開始した「原材料価格高騰対応等緊
急資金保証」は208件、2,987百万円実行した。
・第三者保証の利用に対し、20年11月の内部研修により、年末
の金融円滑化と合わせて、指導した。

・中小企業金融公庫との連携を基に、中小企業
の市場型間接金融による資金調達を目的とした
ＣＬＯを活用する。

・中小企業金融公庫との連携を基に、中小企業の
市場型間接金融による資金調達を目的としたＣＬ
Ｏを活用する。

・今年度、取扱いなし。

・新エネルギ－・省エネルギ－機器の設置普及
に努め、環境対策を支援する。
・新エネルギ－・省エネルギ－機器の設置資金
の利用者に対し、優遇金利を適用する。

・新エネルギ－・省エネルギ－機器の設置普及に
努め、環境対策を支援する。
・新エネルギ－・省エネルギ－機器の設置資金の
利用者に対し、優遇金利を適用する。

・同左 ・「るしんECOローン（優遇金利）」として2件、35百万円実行
した。

３．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

・経営支援課が中心となり、営業店と連携して
留萌管内商工会議所及び商工会との間におい
て、意見交換会を定期的に開催する。

・経営支援課が中心となり、営業店と連携して留
萌管内商工会議所及び商工会との間において、意
見交換会を定期的に開催する。

・21年2月、留萌商工会議所及び留萌管内商工会（増毛・羽幌）
との間において、当金庫の「地域密着型金融推進計画」に関す
る取組み状況及び新規創業支援等について情報交換会を実施し
た。

○「公民連携」のコアメンバーとして積極的に
活動し地域経済の活性化に努める。
・地域活性化推進協議会（開発）
・留萌支庁経済戦略懇話会
・留萌市経済活性化懇談会
○留萌支庁との包括連携事業推進
・人材育成事業

・地域活性化推進協議会（開発）への参画
・留萌支庁経済戦略懇話会への参画
・留萌市経済活性化懇談会への参画

・金銭教育「キッズ・スク－ル」の開催
・地域新任教員研修の開催

・同左 ・地域活性化推進協議会（開発）・留萌支庁経済戦略懇話会・
留萌市経済活性化懇談会等に積極的に参加している。

〈包括連携事業の実施内容〉
　　新任教職員等に対する研修（20年6月）
　　金銭教育「キッズマネースクール」（20年7月）
　　「るもい『食』の販路拡大セミナー」（20年10月）
　　留萌市の「食」「観光」に関するＰＲ活動

・法律相談運営要領の積極的なＰＲと専門家に
よる法律相談を開催する。

・法律相談運営要領の積極的なＰＲと専門家によ
る法律相談を開催する。

・同左 ・多重債務者対し、当金庫の顧問弁護士が21年2月に無料相談を
実施した。

・市役所、商工会議所等と連携し、コミュニ
ティ・ビジネスやＮＰＯへの支援・融資を実施
する。

・市役所、商工会議所等と連携し、コミュニ
ティ・ビジネスやＮＰＯへの支援・融資を実施す
る。

・ＮＰＯに対し、1件、20百万円の融資を実行した。

・留萌管内の商工会議所及び商工会との間に
おいて、地域の活性化・再生推進に向けた意
見交換会を実施する。

・コミュニティ・ビジネスやＮＰＯへの支
援・融資

・「公民連携」へのコーディネーターとして
の参画

・地域社会にも大きな影響を与える多重債務
者問題については、法律専門家への紹介等相
談機能を活かした予防策を講ずる。

・経済産業省の推進する技術評価等と連携し
た取組み

・新エネルギ－・省エネルギ－機器の普及に
努め、環境対策を支援する。

・地公体との連携による中小企業施策の活用

・不動産担保・個人保証に過度に依存しない
融資の徹底
・第三者保証の利用にあたっては、保証人の
能力を超える過度な保証とならないよう指導
を強化する。

・ＣＬＯ（証券化支援業務）の活用

2 （ 留 萌 信 用 金 庫 ）


