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地域活性化の実現に向けて

　平成27年４月からの10年間を見据えた「10カ年長期経営計画」を策定し、「地域活性化の実現とほくとしんきんブ
ランドの確立」を長期ビジョンに掲げています。
　令和3年度は、第3期となる3カ年中期経営計画「地域元気宣言 innovation」の初年度として、課題解決による地域
経済の力強い回復に貢献してまいります。

10カ年長期経営計画ビジョン
『地域活性化の実現とほくとしんきんブランドの確立』

地域の旗振り役として、地域の将来像づくりと地域活性化をリードし、お客さまから「取引して良かった」と思われる親近感・信頼
感のある地域金融機関を目指し、職員にとって誇りの持てる信用金庫として「ほくとしんきんブランド」を確立する。

基本方針
（１）地域社会発展への貢献　（２）永続性のある経営の確立　（３）意識改革と人財育成の強化

経営基盤戦略
経営管理

戦略 管理職のマネジメント力の向上

リスク管理
戦略

コンプライアンス・リスク管理の向上

リスク管理態勢の充実

マネー・ローンダリングおよびサイバーセキュリティ対策の強化

自己資本
戦略

計画的な優先出資の消却

収益力の向上

事務効率化
戦略

事務プロセスの見直しによる合理化・効率化・簡素化

システムの有効活用と高度化

人事戦略
「営業力の強化」に向けた組織的な人財育成

経営戦略と連携した人事制度の確立

営業戦略

事業所向け
戦略

付加価値の高い課題解決型金融の実践による本業支援

事業承継支援の強化

個人向け
戦略

お客さまの多様なライフスタイルやコロナによる新常態に
対応した営業活動の実践

顧客階層に応じた商品・サービスの提供

「お客さま本位の業務運営」への取組みの徹底

市場運用
戦略 市場運用力の強化

ブランド
戦略

行政等の地域関連団体、地域企業等と連携した地域活性化施策の実践

SDGsの視点を踏まえた地域におけるソーシャルマインドの醸成

店舗戦略
店舗・ＡＴＭの再配置

エリア制運用の見直し

地域活性化の実現とほくとしんきんブランドの確立

10カ年長期経営計画「地域活性化の実現とほくとしんきんブランドの確立」

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

地域元気宣言 innovation（第3期3カ年中期経営計画）
～課題解決による地域経済の力強い回復を目指して～

令和3年度～令和5年度

令和3年度基本計画（基本戦略と取組み施策）

〈現行〉第3期
　　　3カ年中期経営計画
　　　地域元気宣言innovation

第1期
3カ年中期経営計画
地域元気宣言Ⅱ

第2期
3カ年中期経営計画
地域元気宣言NEXT
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【連携スキーム図】

◉ほくと創業支援ローン「ドリーム」
　　•事業計画書の策定支援
　　•創業補助金の申請支援

京都北都信用金庫 日本政策金融公庫 ◉新規開業資金

創 業 計 画 書 の 共 有創 業 計 画 書 の 共 有

お客さま
•創業支援セミナー
•協調融資

・創業支援
・ビジネスマッチング支援
・補助金申請サポート
・経営セミナーの開催
・経営改善支援
・事業承継支援

ソリューションメニューによる支援
・地方版総合戦略の支援
・各市町、経済団体等と
　連携した地域活性化

地方創生に向けた取組み

・京都府中小企業再生支援協議会
・北近畿中小企業支援連絡会議
・京都再生ネットワーク会議
・その他支援機関

・信金中央金庫
・全国の信用金庫
・日本政策金融公庫
・京都産業２１
・京都府よろず支援拠点
・京都工芸繊維大学、舞鶴工業高等専門学校
　福知山公立大学京都北都信用金庫

お客さま

各市町、経済団体等

連携・支援

課
題
の
解
決

連携・活用

外部機関およびネットワーク

　当金庫では、各自治体が推し進める地方創生を後押しするとともに、お客さまの経営課題解決を積極的に支援して
います。お客さまにとって一番身近な金融機関として良き相談相手となり、地域になくてはならない地元金融機関と
して「親しみがあり、何でも相談でき、安心できる」存在として、お客さまのニーズにあった最適なソリューションを
ご提供しています。
　これからも、外部専門機関等とも連携し本部と営業店が一体となってお客さまを支援することで、地域のしごとを
創生し、中小企業の売上を伸ばすことによる地域活性化の実現に向け取り組んでまいります。

地域活性化の実現に向けた取組みについて

（令和2年度実績）

取組件数 実行金額

創業支援融資「ドリーム」等の取組実績
（日本政策金融公庫との協調融資を含む） 14 件 140 百万円

　当金庫では、地域社会の発展に貢献し、会員顧客の繁栄に寄与することを経営理念とし、中小企業の再生と地域経
済の活性化を基本とした、持続的発展が可能な地域社会づくりに向けた取組みを推進しています。

地域の雇用を創出する創業・開業を支援！！

地域密着型金融の取組状況
（令和2年4月から令和3年3月までの主な取組み内容と実績）

　日本政策金融公庫と連携し、創業予定先の事業計画策
定支援に取り組み、創業支援融資「ドリーム」およびプロ
パー・保証協会対応による資金供給に努めました。

●日本政策金融公庫と連携した開業段階での支援

●	顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮

ソリューションメニュー
創業・開業

①創業・新規事業支援

企業成長期

②クラウドファンディング活用支援

③販路拡大支援・ビジネスマッチング

④産学連携支援

⑤海外ビジネス展開支援

⑥補助金活用支援

⑦専門家派遣支援

転換期

⑧経営改善支援

事業承継期

⑨事業承継支援
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（令和 2 年度実績）

名　　　称 件数
ビジネスマッチング成約件数 50件

　多店舗展開のメリットを生かし、お客さまのマッチングニーズに関する情報を当金庫の全職員がリアルタイムに共
有できる「ビジネスマッチング掲示板」を活用し、お取引先企業間のビジネスマッチングに取り組んでいます。
　また、信金中央金庫が優先出資者向け優待制度として、全
国の信用金庫取引先が取り扱う商品を掲載したグルメカタロ
グ「信金中金優待カタログ」への掲載支援を実施しました。

　JR 西日本福知山支社と協力し、北近畿の食の魅力を発信するため、地域資源を活用したオリジナル缶詰を開発す
る『缶詰開発プロジェクト』に取り組みました。合同会社 tangobar 監修のもと、北近畿エリアの 3 事業者、社会
福祉法人よさのうみ福祉会（リフレかやの里）と連携し、北近畿エリアの食材を活用した 3 種類の缶詰の開発・商品
化を行い、JR 城崎温泉駅にて販売されました。

　信金中央金庫や他信用金庫と連携し、全国各地のビジネスフェア・商談会等への出展支援を行いました。出展案内
だけではなく、商談会への職員同席等により、商材の強み弱みをお客さまと共有し、課題の発見と解決に向けて取り
組みました。

◉営業エリア内マッチングの積極推進と全国の信用金庫取引先とのマッチング支援

◉「缶詰開発プロジェクト」を活用した事業拡大・展開に向けた支援

◉各地で開催される各種ビジネスフェア・商談会等への出展支援

売りたい

しんきん「情報共有プラットフォーム」により全国の信用金庫と商材等マッチング情報の共有

売りたい
お客さま

京都北都信用金庫　店舗網

商材 商
談
会
、
ビ
ジ
ネ
ス
フ
ェ
ア
へ
の

出
展
支
援

売
り
た
い

売りたい 買いたい仲
介

買いたい
お客さま

ビジネスマッチング掲示板を活用した
営業エリア内のビジネスマッチングの推進

買
い
た
い

◉ビジネスマッチングの取組み

お取引先の販路の開拓や事業拡大を積極的に支援！！

地域活性化の実現に向けて

開催年月 名　　　称 主　　催 参加先数
令和2年11月 第2回関西ハイウェイ大商談会 近畿財務局等 5社
令和3年2月 フードフロンティアin Osaka 2021 信金中央金庫 2社

（令和 2 年度実績）
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（令和2年度実績）

名　　　称 連　携　先 参加先数
ものづくり補助金「個別相談会」 京都府よろず支援拠点、ほか 11社
ものづくり補助金WEBセミナー 株式会社エフアンドエム 12社
出張経営相談 一般社団法人京都府中小企業診断協会 48社
働き方改革セミナー 京都働き方改革推進支援センター 28社
ITオンラインセミナー リコージャパン株式会社 13社

（令和2年度実績）

名　　　称 連　携　先 先数
事業継続・承継巡回相談デスク 京都産業21 10社
自社株評価 中川公認会計士事務所 7社

（令和2年度実績）

名　　　称 申請件数 うち採択件数
ものづくり補助金申請支援 15件 12件

◉外部機関や外部専門家と連携した課題解決への支援
　お客さまが抱える専門的な課題を解決するために、京都府よろず支援拠点などの外部機関や外部専門家との連携に
よる個別説明会およびセミナーを開催しました。
　また、新たな取組みとして、一般社団法人京都府中小企業診断協会の協力による「出張経営相談」、リコージャパン
株式会社の協力による「ITオンラインセミナー」を実施しました。

◉事業承継や後継者問題を抱える企業への支援
　お客さまが抱える様々な経営課題の相談窓口として、行政や外部専門家との連携による事業承継個別相談会・セミ
ナーや巡回相談デスクを開催しました。また、外部専門家との連携により、取引先の自社株評価の策定支援を行いま
した。

◉補助金・助成金の申請支援
　各種補助金等の申請にあたり、ブラッシュアップ等の伴走支援を行いました。

◉「実践型経営塾」を活用した企業の経営力向上に向けた支援
　京都府中小企業等再出発相談窓口設置事業として、一般社団法人京都府中小企業診断協会と連携し、「実践型経営塾」
を開催しました。「実践型経営塾」は、京都府北部地域でコロナ禍でもやる気に溢れる小規模 ･ 中小企業を応援する目
的で、若手経営者や後継経営者を対象とし、経営者としての心構えから戦略的経営、マーケティング、人材育成、財
務等の経営者に必要な知識を学び、実践する、をテーマに、経営者の「出会い」と「学び」の場を創り、企業の経営力向
上を支援するものです。全 8 回の講義をオンライン（Zoom）も利用し開催しました。
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（令和 2 年度実績）

持込み件数 完了件数※

京都府中小企業再生支援協議会 15件 15件

京都府経営改善支援センター 3件 5件
※完了件数は前年度からの繰り越し分を含んでいます。

　当金庫では、業績や財務内容に課題を抱えているお客さまへの支援を目的に経営改善計画の策定支援やアドバイスを
実施しています。京都府中小企業再生支援協議会や京都府経営改善支援センター、外部専門家等を積極的に活用し、精
度の高い財務・事業調査を実施し、企業実態を把握したうえで経営改善計画を策定することにより、効果的で実効性が伴
う企業支援に努めています。
　また、経営改善が必要な企業 79 先を抽出し、暫定計画先および計画
と実績に乖離が発生した先については、経営改善計画の再作成に向け、
外部機関と連携した取組みを行うなど、伴走支援に努めました。

◉経営改善支援の取組み

■経営支援・事業再生支援の取組み実績 　（令和2年度実績）

期初
債務者数

経営改善
支援取組み率

ランク
アップ率

再生計画
策定率

うち
経営改善支援
取組み先数

αのうち期末に
債務者区分が
ランクアップした
先数

αのうち期末に
債務者区分が
変化しなかった
先数

αのうち
再生計画を
策定している
全ての先数

A α β γ δ α/A β/α δ/α
合計 4,450先 79先 3先 67先 66先 1.77％ 3.79％ 83.54％

（注） ・期初債務者数および債務者区分は令和2年４月当初時点で整理しております。
 ・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。
 　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβには含めておりません。
 ・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。
 ・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が期初の債務者区分と

異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理しております。
 ・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めておりません。
 ・γには、期中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。
 ・「αのうち再生計画を策定している全ての先数δ」には、金融機関独自の再生計画策定先のほか、中小企業再生支援協議会、ＲＣＣ、地域経済

活性化支援機構、産業復興機構、東日本大震災事業者再生支援機構などと連携した再生計画策定先を含んでおります。

お客さまの経営改善に向けた課題解決をサポート!!

資金供給、経営支援によるコロナ対策

地域活性化の実現に向けて

◉融資相談受付窓口の設置
　当金庫では、新型コロナウイルス感染症の発生および拡大により影響を受けているお客さま
からの資金繰りや返済条件等のご相談に対応できるよう、各営業店※に「融資相談受付窓口」を
設置しております。令和2年のゴールデンウィーク期間中には、お客さまの円滑な認定取得や資
金繰り相談を目的に、市町村担当者も同席のもと休日相談窓口を開設し、多くのお客さまにご
来店いただきました。　※融資業務を取り扱っていない店舗を除きます。

新型コロナウイルス感染症に対する取組み
　新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けておられる皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。京都北都信用金庫
は、これからも地域の皆さまの資金繰り支援や、販路開拓・補助金申請など、ウィズコロナ、アフターコロナにおけるお客さま
へのご支援を続けてまいります。

件数 金額
京都府・福井県新型コロナウイルス感染症対応資金 2,088件 342億円

（令和 2 年度実績）

◉コロナ関連融資による資金供給
　日々の営業活動において、お客さまの新型コロナウイルスの影響や資金ニーズを細やかに聞き取り、「京都府・福井県新型
コロナウイルス感染症対応資金」を中心とした各種コロナ
関連融資により、積極的な資金供給に取り組みました。
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地域事業者を応援する取組み

◉テイクアウトの取組み
　当金庫では、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言の影響が大きかった
飲食店を支援するとともに、感染が懸念されるなかでも業務を続ける職員を労うため、
令和 2 年 6 月と令和 3 年 2 月に全職員にテイクアウト手当を支給しました。手当支給に
あたっては、営業エリアの自治体等から取り寄せた情報と当金庫取引先店舗をまとめた
約 300 店のテイクアウト実施店舗一覧を職員に配付し地元飲食店の利用を促しました。
　各支店のテイクアウトの様子は、金庫内の SNS によ
り共有し、全職員に周知するとともに、Facebook で
も発信を行いました。

◉コロナに関連した補助金等の申請支援やセミナーの開催
　当金庫では「雇用調整助成金」や「京都府再出発補助金・応援補助金」等のコロナに関連した補助金や「セーフティネット保
証」の各種認定について、出張相談会やオンラインセミナー等を開催し、申請支援に取り組みました。また、一時支援金の給
付に向けた支援も行いました。

◉地域産品を活用した「コロナに負けるな！地元にエール！ほくと地域応援キャンペーン」の実施
　新型コロナウイルスがさまざまな影響を及ぼす中、地元事業者を応援
する取組みのひとつとして、各地域を代表する特色ある地域産品と缶
詰開発プロジェクトから合計 450 個の商品を集め、「ほくとしんきん消
費者ローンキャンペーン」と「『新・時代』のお金のこと考えるキャンペー
ン」に当選されたお客さまにお渡ししました。

新型コロナウイルス感染症の防止対策

◉店頭での感染症対策の取組み	
　当金庫では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、職員のマ
スク着用を義務化するとともに、遮蔽スクリーンの設置やロビーの椅子
を間引くなどして、営業店舗内での新型コロナウイルス感染症拡大の防
止に努めています。
　また、ご来店のお客さまにも入店時のマスク着用や手指の消毒をお願
いするとともに、可能な限りにおいてインターネットバンキング等の非対
面取引にご協力いただいています。
　そのほかに、混 雑日を避けたご 来 店をいただくために、Facebook
にて定期的に混雑予想カレンダーを発信しています。

開催年月 名　　　称 主　　催 参加先数
令和2年4月 雇用調整助成金の出張相談会 働き方改革推進支援センター 31社
令和2年10月 WITHコロナ対策関連WEBセミナー 株式会社エフアンドエム 12社

（令和 2 年度実績）
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（令和2年度実績）

開催年月 名　　　称 参加者数
令和3年2月 副業プロ人材活用フォーラム 22名
令和3年2月 MIYAZU未来プロデュース会議 150名
令和3年3月 副業プロ人材活用ワークショップ 6名

地域活性化の実現に向けて

地域資源を活かした農水産業の育成支援

◉農商ビジネス商談会（ＦＯＯＤ	ＣＯＬＬＡＢＯ	ＬＡＢＯ）の開催
　京都府北部５市２町の１次産品の生産者と飲食業者等の事業者が一堂に会する場を提供し、地域経済を活性化させること
を目的として、農商ビジネス商談会「ＦＯＯＤ ＣＯＬＬＡＢＯ ＬＡＢＯ」を昨年に引き続き、舞鶴赤レンガパークで開催しました。
　今年は、生産者25社と飲食業社等の事業者44社が来場され活発に商談が行われました。新型コロナウイルス感染症対
策を講じながらのビジネスマッチングイベントとなりましたが、生産者や事業者の皆さま、関係者の方々にご協力いただき、
スムーズに開催することができました。

◉日本財団わがまち基金「地域創生ワークショップ」の実施
　次代を担う若手経営者の皆さまを対象に、地域課題に取り組んでいる先行事例
を共有し、コミュニティを構築していく中で、地域課題をビジネスで解決するプレ
イヤーの育成を目的とした「地域創生ワークショップ」を開催しました。52名の方
に参加いただき、地域課題やその対応について活発な議論が行われました。

◉宮津市副業・兼業プロ人材活用事業について
　宮津市、宮津商工会議所と連携し、宮津市内の事業所の経営力向上や地域課
題の解決などを図るため、プロフェッショナル人材を都市部等から募集し副業・
兼業人材としてマッチングサポートを行う中間組織「ＭＩＹＡＺＵ未来デザインセン
ター」を設立しました。
　宮津市副業・兼業プロ人材活用事業補助金を活用し、セミナーやワークショップ
などＷＥＢプロモーションも展開し、宮津市および地域企業の副業人材の採用に
つながりました。

地方公共団体、海の京都ＤＭＯ、商工会議所、商工会等と連携した地域活性化策の実施

●	地域の面的再生への積極的な参画
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観光口コミ情報の
アクセス方法

①アドレスを直接入力する
　http://www.hokuto-shinkin.co.jp/kutikomi/
②京都北都信用金庫　観光口コミ情報で検索する
京都北都信用金庫　観光口コミ情報 検索

③QRコードで
　読み取る

交流人口増加への取組み

◉観光口コミ情報の発信
　当地域の交流人口増加を目指し、「観光口コミ情報」をホーム
ページ、Facebook および北近畿経済新聞にて発信しています。
　「観光口コミ情報」では、当金庫役職員が実際に足を運び集め
た地元の魅力を「体験」「グルメ」「歴史文化」「景観」に分類し写真
とともに掲載しており、順次追加しています。

◉LINEによる事業者に向けた情報発信

◉Facebookによる情報発信
　地域活性化に向けた活動および観光情報をもっとお客さまに知ってい
ただくため、Facebookによる情報発信を行っています。
　皆さまからの「いいね！」をお待ちしています。

　ものづくり補助金のほか各種補助金申請のためのセミナーのご案内
など、事業者の皆さまにとって有益な情報や、当金庫のおすすめ情報を
配信しています。是非「友だち」登録をお願いします。

地域社会への貢献

お客さまへの積極的な情報発信

　手口が多様化する特殊詐欺被害を未然に防止するため、所轄
警察署と連携・協力し、多額の現金出金の際には注意喚起のア
ンケートを活用して、被害防止に努めています。
　令和２年度は振込詐欺等特殊詐欺被害を未然に防止したとし
て、大宮支店の職員が京都府京丹後警察署より感謝状をいただ
きました。
　また、綾部中央支店は「永年の地域防犯活動の貢献」、舞鶴
中央支店は「特殊詐欺の未然防止に向けた活動」が評価され、
京都府防犯協会連合会より「令和２年度春の防犯功労者の表
彰」をいただきました。

◉金融犯罪防止に向けた取組み

●	地域や利用者に対する積極的な関わり
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地域活性化の実現に向けて

◉地域ボランティア活動への参加
■清掃活動ボランティアの実施
　美しい街並みと自然景観を守
るため、各地域で清掃活動ボラ
ンティアに 積 極 的に 取り 組んで
います。

額田地区清掃活動（福知山市） 西舞鶴高校ボランティア部と
共同での清掃活動（舞鶴市）

◉ロビー展の取組み
　地域の方からの出展により、各営業店にお
いて、絵画展や書道展など様々なロビー展を
開催しました。

大宮支店　押し花展

東舞鶴中央支店　丹州鍔展

倉梯支店　幼稚園作品展

舞鶴中央支店　絵画展 本店営業部 　書道展

◉「ゆかたを楽しむ月間」の取組み
　地場産業である「丹後ちりめん」の振興を
目的に、令和2年7月20日から9月18日まで
の期間、25店舗において役職員223名がゆ
かたやハッピを着用してお客さまをお迎えし
ました。

篠尾支店

舞鶴中央支店

亀岡支店

福知山中央支店 峰山中央支店
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　市街地においての空き家、空き店舗等を有効に活用し、
一定のエリアをマネジメントしながら、民間まちづくり事
業を支援する取組みとして、地域金融機関が一般財団法人
民間都市開発推進機構（以下、「民都機構」といいます）
と連携して地域の課題解決を目指す「まちづくりファン
ド」が全国で組成されています。
　当金庫では、民間による「まちづくり」が活発になって
きている福知山市の中心市街地を投資対象エリアとした
「福知山まちづくりファンド」を民都機構と共同で設立し
ました。福知山市の中心市街地エリアにおいて、３つの商
店街活性化による回遊性向上を通じて創業支援、空き店舗
の解消、関係人口の創出、古民家再生・歴史建物の保全お
よび子育て支援といった複数の社会課題を解決することを
目指してまいります。

●「福知山まちづくりファンド」を設立！

　一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社(海の京
都DMO)、一般社団法人森の京都地域振興社(森の京都
DMO)、一般社団法人京都山城地域振興社(お茶の京都
DMO)、京 都 銀 行、京 銀リース・キャピタル 株 式 会 社、
京都中央信用金庫、京都信用金庫との共同出資により、持
続可能な地域づくりを推進するため「地域づくり京ファン
ド有限責任事業組合」を設立しました。あわせて、京都府
と本ファンド出資者は、「京都府地域づくり支援に関する
協定」を締結しました。
　当ファンドでは、古民家や遊休公共施設等の地域資源を
リノベーションして活用するといった持続可能な地域づく
り推進に資する事業を対象に投資を行います。当ファンド
を通じ、共同出資者間な
らびに京都府と幅広く連
携協力し、地域の課題解
決に貢献するとともに一
層の地域活性化に取り組
んでまいります。

●「地域づくり京ファンド」を設立！

　京都信用金庫、湖東信用金庫および龍谷大学ユヌスソー
シャルビジネスリサーチセンターと「ソーシャル企業認証
制度創設及び推進に関する連携協定」を締結しました。
　当金庫では、この協定
にもとづき、地域社会に
おけるソーシャルマイン
ドの醸成と持続可能な社
会の実現を目指してまい
ります。

●「ソーシャル企業認証制度創設及び推
進に関する連携協定」の締結！

　公益財団法人京都産業２１内に設置された京都府プロ
フェッショナル人材戦略拠点（以下、「京都プロ拠点」とい
います）と、企業が抱える経営課題等を解決するプロフェッ
ショナル人材の発掘とマッチングを支援するため、連携協
定を締結しました。
　連携協定をもとに、京都プロ拠点が提携する人材紹介会
社と求人ニーズを共有することで、京都府北部の事業者の
多様な人材ニーズに対する円滑なマッチングを促進し、地
域活性化の実現に向けて貢献できるよう取り組んでまいり
ます。

●京都府プロフェッショナル人材戦略拠
点との連携協定の締結！

　「マイナビJOBシェアリング」を取り扱う株式会社マイ
ナビとの顧客紹介業務を開始しました。
　「マイナビJOBシェアリング」は、マイナビが全国の200
〜 300社の人材紹介会社と提携を結び、登録している求
職者を紹介する新しい形の成功報酬型の人材紹介サービス
です。

●株式会社マイナビとの顧客紹介業務の
取扱開始！

　総 合 型 人 材サービス「ミイダス」と 新 卒 採 用サービス
「dodaキャンパス」を提供するパーソルホールディングス
株式会社との顧客紹介業務を開始しました。

●パーソルホールディングス株式会社と
の顧客紹介業務の取扱開始！

　リコージャパン株式会社は、当金庫の取引先へ、生産性
向上に向けたソリューションサービス（ITツールの紹介・
導入の提案・サポートなど）を提供しており、IT導入支援
事業者として数多くの実績をあげています。
　お客さまが抱える課題は益々多様化・複雑化する中、リ
コージャパンと連携して課題解決に向けた取組みを実施し
てまいります。

●リコージャパン株式会社京都支社との
顧客紹介業務の取扱開始！

　福知山市と地域の持続的な成長と活性化を図ることを目
的に、「公民連携促進に関する連携協定」を締結しました。
　まちの魅力や活力を
引き出す地域資源の有
効活用、地域経済を支え
る人材育成等、地域振興
に寄与するために様々
な取組みを行ってまい
ります。

●福知山市と「公民連携促進に関する
　連携協定」の締結！
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令和2年度　ほくとしんきんトピックス

◉「つみたてＮＩＳＡ新規口座開設数」2期連続全国１位を受賞
　当金庫は、「つみたてＮＩＳＡ新規口座開設数」の「１店舗当たり
の増加数」部門において、令和２年度上期・下期連続で全国の
信用金庫第1位となり、信金中央金庫より表彰を受けました。
　今後も、お客さまの安定的な資産形成に資するよう、お客さ
まに重要な情報を分かりやすく提供することや、最適な金融商
品・サービスの提供に努めることにより、「お客さま本位の業務
運営に関する取組方針」を実践してまいります。

◉通帳レス「しんきん通帳アプリ」の導入
　当金庫では令和2年7月より通帳レス「しんきん通帳アプリ」サービスの取扱いを開始し
ました。「しんきん通帳アプリ」では、お客さまがお持ちのスマートフォンに専用アプリをダ
ウンロードしていただくことで、紙の通帳に代わりスマートフォンから、入出金明細や残高
を確認できます。

●しんきん通帳アプリの概要
ご利用いただけるお客さま 当金庫に口座をお持ちの個人・個人事業主の方
ご利用いただける口座 キャッシュカードが発行されている普通預金口座（総合口座含む）
アプリ名称 しんきん通帳アプリ

アプリ機能

▶通帳アプリへの切り替え
▶通帳明細の閲覧（過去10年間分の取引明細が閲覧可能です）
▶入出金明細のCSV形式でのファイル出力
▶取引明細の検索や取引明細にメモ（20文字まで）登録
▶保有口座を最大5つまで登録

しんきん通帳

Androidの方はこちら iPhoneの方はこちら
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令和2年度
新規に無保証で融資した件数 1,471件
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合 35.49％
保証契約を解除した件数 20件
経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数

（当金庫をメイン金融機関として実施したものに限る） 0件

「経営者保証に関するガイドライン」への取組み
　当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」および「事業承継時に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドラ
イン』の特則」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、同ガイドライン等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。

金庫の主要な事業の内容
1.預金業務……当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、定期積金、別段預金、納税準備預金、譲渡性預金等を取扱っております。
2.貸出業務 （ 1 ）貸付…手形貸付、証書貸付及び当座貸越を取扱っております。（ 2 ）手形の割引…銀行引受手形、商業手形及び荷付為替手形等の割引を取扱っております。
3.有価証券投資業務…預金の支払準備及び資金運用のため、国債、地方債、社債、株式、その他の証券に投資しております。
4.内国為替業務…送金為替、振込及び代金取立等を取扱っております。
5.附帯業務 （ 1 ）代理業務 ①日本銀行歳入代理店 （ 5 ）債務の保証
  ②地方公共団体の公金取扱業務 （ 6 ）公共債の引受
  ③信金中央金庫の代理店業務 （ 7 ）国債等公共債及び投資信託の窓口販売
  ④株式会社日本政策金融公庫等の代理貸付業務 （ 8 ）保険商品の窓口販売（保険業法第275条第1項により行う保険募集）
 （ 2 ）信託代理店業務  （ 9 ）スポーツ振興くじの払戻業務
 （ 3 ）保護預り及び貸金庫業務 （10）確定拠出年金法により行う業務
 （ 4 ）有価証券の貸付  （11）電子債権記録業に係る業務

金融ADR制度への対応
［ 苦情処理措置 ］
　当金庫は、お客さまからの苦情のお申し出に公正
かつ的確に対応するため業務運営体制・内部規則を
整備し、その内容をホームページで公表しています。
　苦情は、当金庫営業日（9時〜 17時）に営業店（電
話番号は店舗一覧を参照）またはお客様サポートセ
ンター（フリーダイヤル：0120-4910-86）にお 申
し出ください。

［ 紛争解決措置 ］
　当金庫は、紛争解決のため、当金庫営業日に左記お客様サポートセンターまた
は全国しんきん相談所(9時〜 17時、電話：03-3517-5825)にお申し出があれば、
京都弁護士会（電話：075-231-2378）、東京弁護士会(電話：03-3581-0031)、
第一東京弁護士会（電話：03-3595-8588）、第二東京弁護士会（電話：03-3581-
2249）の仲裁センター等にお取次ぎいたします。また、お客さまから各弁護士会
に直接お申し出いただくことも可能です。なお、東京、第一東京、第二東京弁護
士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。


