
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 

第７条第１項に規定する説明書類 

 

第１ 府令第６条第１項第１号に規定する法第４条及び第５条の規定に基づく措置の実施

に関する方針 

 

金融円滑化管理方針の概要 

 

 当会は、信用組合を通じ、中小企業者および住宅資金利用のお客さまに対し、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、金融の円滑化に取り組んでおりま

す。 

 この取組みに関しては、中小企業金融円滑化法、協同組合による金融事業に関する法律

施行規則および当会の経営理念・経営方針に則った「金融円滑化の取組方針」を定め、以

下の管理態勢で対応しております。 

 

１．金融円滑化管理方針 

  方針の概要は、別紙１「中小企業等金融円滑化のための基本方針について」のとおり

です。 

 

２．金融円滑化管理に係る体制 

  金融円滑化管理に係る体制の概要は、次のとおりです。 

  なお、組織図については、別紙２「金融円滑化管理態勢に係る組織図」のとおりです。 

（１）理事会 

   金融円滑化管理方針の制定および改廃 

   金融円滑化管理に関する重要事項の議決 

（２）常勤理事会 

   金融円滑化管理体制の整備および改善 等 

（３）金融円滑化管理担当役員 

   金融円滑化管理態勢の整備および充実・強化 

（４）金融円滑化管理責任者 

   金融円滑化管理態勢の統括・管理 等 

（５）リスク統括部（統括管理部署） 

   苦情・相談の本部窓口および金融円滑化管理に係る統括・管理および与信審査およ

び与信管理の部署 

（６）統括管理部署の金融円滑化管理担当者 

   金融円滑化管理に係る情報の集約・管理および金融円滑化に関する貸付条件の変更

等の管理・統括 等 

（７）営業部店の金融円滑化責任者および金融円滑化担当者 

   苦情相談の受付、貸付条件の変更等の相談・申込みの受付 等 

 



 

第２ 府令第６条第１項第２号に規定する法第４条及び第５条の規定に基づく措置の状況

を適切に把握するための体制に関する事項 

 

貸付条件の変更等の申込みに対する対応状況を適切に把握するための体制の概要 

 

当会は、信用組合を通じ、中小企業者および住宅資金利用のお客さまから、貸付条件の

変更等の申込みがあった場合は、お客さまの特性および事業の状況等を十分に把握したう

えで、柔軟に対応しております。 

 

Ⅰ．相談・申込み受付体制の整備 

当会は、中小企業者および住宅資金利用のお客さまからの相談・申込みに対応するた

め、本部関係部および各営業部店に「相談窓口」を設置しております。  

  （相談窓口の概要） 

区 分 責任者・担当者 役 割 

 

本  部 

リスク統括部 

（統括管理部署） 

・貸付条件の変更等に関する苦情相談の対応

（内容の記録） 

・貸付条件の変更等に関する相談・申込みの

対応（内容の記録） 

 

営業部店 

営業部店長 

（金融円滑化責任者） 

・貸付条件の変更等に関する苦情相談の対応

（内容の記録） 

・「条件変更等案件受付書」の記載事項の点検

（内容の記録） 

次長（副長） 

（金融円滑化担当者） 

・相談・申込みの対応（内容の記録） 

・営業部店長の役割にかかる全面的サポート

（営業部店長への報告を含む。） 

 

Ⅱ．貸付条件の変更等に係る案件管理体制の整備 

  当会は、貸付条件の変更等の申込みに対する対応状況を適切に管理するため、本部関

係部および各営業部店に金融円滑化管理の担当役員、責任者および担当者を配置してお

ります。 

 

区 分 担当役員・責任者・担当者 役 割 

 

本  部 

金融円滑化管理担当役員 ・金融円滑化管理態勢の整備および充実・ 

強化 

リスク統括部長 

（金融円滑化管理責任者） 

・金融円滑化管理態勢の統括・管理 

・金融円滑化管理担当者等への指示、指導 

および監督 

・理事会等への金融円滑化管理状況の報告等 



 

 リスク統括部 

（統括管理部署） 

（金融円滑化管理担当者） 

・金融円滑化に係る情報の集約・管理 

・金融円滑化管理に対する対応の進捗状況 

および処理の統括管理 

・金融円滑化管理の状況に関する説明書類 

および報告書類の作成等 

・法令等の遵守状況の把握・点検 

・貸付条件の変更等の相談・申込みの審査 

・貸付条件の変更等の管理・統括 

・金融円滑化の状況に係るモニタリング事 

項の策定 

 

営業部店 

営業部店長 

（金融円滑化責任者） 

・法令等の遵守状況の把握・点検 

・貸付条件の変更等の相談・申込の受付、審 

 査 

・貸付条件の変更等の報告等 

次長（副長） 

（金融円滑化担当者） 

・営業部店長の役割にかかる全面的サポート

（営業部店長への報告を含む。） 

 

１．相談・申込みに対する管理 

当会は、お客さまの貸付条件の変更等の相談・申込みをお受けするときは、信用組合

から速やかに申し出内容の記録の提出を受け、内容を点検しております。  

また、リスク統括部は、信用組合および営業部店の対応・進捗状況等に不備がない

か管理しております。 

 

２．実行、謝絶、審査中、取下げに対する管理 

（１）実行の管理 

お客さまからの貸付条件の変更等の申込みに基づき、信用組合から申込みを応諾す

る旨の回答を受けた場合は、応諾内容を点検し、その結果をリスク統括部が管理して

おります。 

なお、貸付条件の変更等の申込みを実行する際は、所定の手続きを行なっておりま

す。 

（２）謝絶の管理 

信用組合が貸付条件の変更等の申込みを謝絶する旨回答する場合は、謝絶に至った

理由およびお客さまへの説明状況等を十分確認・記録し、その結果をリスク統括部が

管理しております。 

（３）審査中の管理 

貸付条件の変更等の申込みを受けたもので進捗状況が著しく長期化している場合は、

営業部店を通じて信用組合に調査・確認を実施しております。 

（４）取下げの管理 

お客さまが貸付条件の変更等の申込みを取り下げる旨、信用組合を通じて回答され



た場合は、取下げ理由等を十分確認させていただき、その結果をリスク統括部が管理

しております。 

 

３．他金融機関等との連携に対する管理 

（１）他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込みがあ

った場合は、信用組合において守秘義務に留意し、お客さまの同意した範囲内で、個

別の申込み案件ごとに当該金融機関等間で相互に貸付条件の変更等に係る情報の確認

を行うこととしております。 

（２）貸付条件の変更等の申込みを受けた他の金融機関から当該申込みを行ったお客さま

の貸付条件の変更等に係る情報について照会を受けた場合は、信用組合において守秘

義務に留意し、お客さまの同意した範囲内で、個別の申込み案件にかかる事項に限り、

これに応じることとしております。 

（３）これらの他金融機関との情報記録については、信用組合および当会において、それ

ぞれ適切に管理・保存することとしております。 

 

４．記録の保存、役員等への報告等 

（１）貸付条件の変更等の相談・申込みに係る記録の書類は、信用組合、営業部店、リス

ク統括部が適切に管理、保存しております。 

（２）貸付条件の変更等の申込みに係る実行、謝絶、審査中および取下げの各事項の貸付

の債権額および件数の集計・管理は、リスク統括部が行っております。 

（３）金融円滑化管理の状況に関する説明書類の開示及び監督当局に対する報告書類は、

リスク統括部が作成し、管理しております。 

（４）金融円滑化担当役員および管理責任者は、営業部店、リスク統括部からの対応状況・

問題点に関する報告を受け、定期的または必要に応じて理事会等に報告することとし

ております。 

  なお、経営に重大な影響を与える事項またはお客さまの利益を著しく阻害する事項

が生じた場合は、ただちに理事会等において協議することとしております。 

（５）理事会等は、貸付条件の変更等に係る対応状況・問題点に関する報告を分析・評価 

 のうえ、必要に応じて、金融円滑化管理担当役員および管理責任者に改善策を指示し、

その対応・改善状況を継続的に検証することとしております。 

 



第３ 府令第６条第１項第３号に規定する法第４条及び第５条の規定に基づく措置に係る

苦情相談を適切に行うための体制に関する事項 

 

苦情相談を適切に行うための体制の概要 

 

当会は、貸付条件の変更等に関する苦情相談に対し、誠実かつ公正に対応するため、リ

スク統括部および各営業部店に「相談窓口」を設置し、信用組合とともに、以下の体制で

整備しております。 

 

区 分 責任者・担当者 役 割 

 

本  部 

リスク統括部長 

（金融円滑化管理責任者） 

・貸付条件の変更等に関する苦情相談の統

括・管理 

リスク統括部 

（統括管理部署） 

・貸付条件の変更等に関する苦情相談の対応

（内容の記録） 

 

営業部店 

営業部店長 

（金融円滑化責任者） 

・苦情相談の受付・報告の点検 

・リスク統括部（統括管理部署）への報告 

・信用組合への回答 

次長（副長） 

（金融円滑化担当者） 

・苦情相談の受付・報告（内容の記録） 

・営業部店長の役割にかかる全面的サポート

（営業部店長への報告を含む。） 

 

（１）お客さまの苦情相談に対し、苦情相談窓口をリスク統括部および各営業部店に設置

しております。 

（２）営業部店は、貸付条件の変更等にかかる苦情相談を受けた場合には、金融円滑化に

関する相談等管理簿に苦情相談内容を記録し、相談があった都度、リスク統括部に報

告しております。 

（３）リスク統括部は、関係部と連携し、営業部店に問題の解決について回答します。  

（４）営業部店は、信用組合を通じ、お客さまに問題の解決について回答します。  

（５）金融円滑化に関する相談等管理簿は、リスク統括部および営業部店において、適切

に管理・保存します。 

（６）金融円滑化管理担当役員および管理責任者は、苦情相談への対応状況・問題点につ

いて、定期的または必要に応じて、理事会等に報告します。 

ただし、経営に重大な影響を与える事項およびお客さまの利益を著しく阻害する事

項が発生した場合は、ただちに理事会等において協議することとしております。  

（７）理事会等は、貸付条件の変更等に係る苦情相談の対応状況・問題点に関する報告を

分析・評価のうえ、必要に応じて、金融円滑化管理担当役員および管理責任者に改善

策を指示し、その対応・改善状況を継続的に検証することとしております。  



第４ 府令第６条第１項第４号に規定する法第４条の規定に基づく措置をとった後におい

て、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に

行うための体制に関する事項 

 

 債務の弁済に係る負担の軽減に資する措置（貸付条件の変更等）をとった後において、 

改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要 

 

当会は、信用組合へのモニタリング等を通じ、貸付条件の変更等を行った中小企業者の

経営再建計画の進捗状況を継続的に把握・検証し、支援します。 

また、他の金融機関、地域経済活性化支援機構、事業再生 ADR 解決事業者、中小企業再

生支援協議会等との連携による再生手法を活用する場合は、信用組合とともに、以下の体

制で整備しております。 

 

区 分 責任者・担当者 役 割 

 

本  部 

リスク統括部長 

（金融円滑化管理責任者） 

・金融円滑化管理態勢の統括・管理 

リスク統括部 

（統括管理部署） 

・金融円滑化管理に関する情報の集約・管理 

・金融円滑化管理に対する対応の進捗状況お

よび処理の一元管理 

・経営再建計画の進捗状況の管理 

・モニタリング事項の策定 

・各営業部店との連携 

 

営業部店 

営業部店長 

（金融円滑化責任者） 

・経営再建計画の進捗状況の把握 

・信用組合との連携 

・モニタリングの実施 

・リスク統括部（統括管理部署）への報告 

次長（副長） 

（金融円滑化担当者） 

・営業部店長の役割にかかる全面的サポート

（営業部店長への報告を含む。） 

 

（１）当会は、貸付条件の変更等を行った中小企業者の経営再建計画の進捗状況を信用組

合へのモニタリング等を通じ、その後のフォローアップ等の検証を行います。  

（２）当会は、信用組合と連携して、中小企業等再生支援協議会等を活用し、経営再建計

画の取組みを行います。 

（３）金融円滑化管理担当役員および管理責任者は、経営再建計画の対応状況・問題点に

ついて、信用組合およびリスク統括部等からの報告に基づき、定期的または必要に応

じて、理事会等に報告します。 

 ただし、経営再建計画の対応状況において、経営に重大な影響を与える事項および

お客さまの利益を著しく阻害する事項が発生した場合は、ただちに理事会等において

協議することとしております。 

 



（４）理事会等は、経営再建計画の対応状況・問題点に関する報告を分析・評価のうえ、

必要に応じて、金融円滑化管理担当役員および管理責任者に改善策を指示し、その対

応・改善状況を継続的に検証することとしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙１） 

 

中小企業等金融円滑化のための基本方針について 

 

全国信用協同組合連合会（以下「全信組連」といいます。）は、信用組合を通じ、中小

企業のお客様および住宅資金ご利用のお客様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、次の方針に基づき、役職員一同、地域金融の円滑化に取り組ん

でまいります。 

 

１．取 組 方 針 

全信組連は、信用組合を通じ、中小企業のお客様および住宅資金ご利用のお客様から、

貸付条件の変更等のお申込み・ご相談があった場合には、お客様の特性および事業の状

況等を十分に把握したうえで、柔軟に対応するよう努めます。 

 

２．金融円滑化措置の実施に向けた態勢整備 

（１）全信組連は、信用組合を通じ、お客様からの貸付条件の変更等に関するお申込み・

ご相談に対し、お客様の実態を十分に踏まえ、迅速な検討・回答に努めるため、貸

付条件の変更等に係る情報を集約し、貸付条件の変更等の適否を審査するとともに、

その内容を記録、保存等いたします。 

（２）全信組連は、貸付条件の変更等をしたお客様の進捗状況や貸付条件の変更等を行

った後、経営改善努力を行っているお客様に対して、信用組合を通じ、継続的なモ

ニタリングや経営相談・経営指導および経営改善支援に努めてまいります。 

（３）上記（１）～（２）の態勢整備の推進状況・問題点について、お客様の利害が著   

しく阻害されるおそれがある事案等については、速やかに理事会等に報告し、問題

の解決、再発防止に努めてまいります。 

 

３．他の金融機関等との密接な連携 

全信組連は、他の金融機関から借入を行っているお客様から貸付条件の変更等につい

て、信用組合を通じ、お申込み・ご相談があった場合には、お客様のご要望に基づき、

情報共有の同意をいただいたうえで守秘義務に留意しつつ、該当する他の金融機関、政

府関係金融機関、信用保証協会、住宅金融支援機構、地域経済活性化支援機構、事業再

生ＡＤＲ解決事業者、中小企業再生支援協議会等との間で相互に貸付条件の変更等に係

る情報の確認を行うなど、緊密な連携関係に努めてまいります。 

 

４．お客様への説明態勢の充実 

  全信組連は、お客様からの貸付条件の変更等に関するお申込み・ご相談に対し、信用 

組合を通じ、迅速かつ誠実な対応に努めるとともに、その対応に際しては、お客様との

これまでの取引関係やお客様の理解、経験、資産の状況等に応じた適切かつ丁寧な説明

に努めてまいります。 



 

５．苦情相談の窓口 

  お客さまからの貸付条件の変更等に関する苦情相談は、お取引の信用組合または次の

相談窓口をご利用ください。 

 

  全信組連の相談窓口 

部店名 所 在 地 電話番号 

リスク統括部 東京都中央区京橋１丁目９番１号 03-3562-5114 

本店営業第一部 東京都中央区京橋１丁目９番１号 03-3562-5141 

本店営業第二部 東京都中央区京橋１丁目９番１号 03-3562-5157 

札幌支店 札幌市中央区北一条西７丁目１番地（ﾌﾟﾚｽﾄ 1・7 内） 011-271-5111 

仙台支店 仙台市宮城野区榴岡３丁目６番１号 022-293-5111 

新潟支店 新潟市中央区万代１丁目１番 28 号 025-247-8111 

名古屋支店 名古屋市中村区椿町３番 21 号 052-451-2111 

大阪支店 大阪市中央区内本町２丁目３番９号 06-6944-0111 

広島支店 広島市中区宝町９番 11 号 082-245-7111 

福岡支店 福岡市博多区博多駅東１丁目 10 番１号 092-473-8111 

受付時間：9 時～17 時（土日、祝日、年末年始を除く） 

 

以 上 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別紙２） 

金融円滑化管理態勢に係る組織図 

 

管理

指示・指導等

 　・条件変更等の審査 ・苦情相談の対応管理

 　・モニタリング策定・指示 ・開示・報告ほか

苦情相談の

報告

 苦情相談窓口、条件変更等の受付
 ・顧客・信用組合からの苦情相談受付・報告
 ・顧客・信用組合からの条件変更等の受付、審査
 ・顧客・信用組合のモニタリングほか

顧客からの条件 顧客からの
変更等の申込み 苦情相談受付

顧客から 顧客からの

顧客から の苦情相 苦情相談受付

  苦情相談窓口、条件変更等の受付 の条件変 談受付

  ・顧客からの苦情相談窓口 更等の申

  ・顧客からの条件変更等の申込受付、 込み
    審査

顧客からの条件 顧客からの
変更等の申込み 苦情相談受付

【営業部店】

公衆

【経営陣】

理事会

常勤理事会

金融円滑化
管理担当役員

監査部
報告 指示

当局

金融円滑化管理
責任者

(リスク統括部長)

監査

報 告

報告

開 示

 【信用組合】

【 顧客　(中小企業者・住宅資金借入者) 】

【リスク統括部】

 　金融円滑化管理の統括部署

金融円滑化管理担当者

(審査課長)

連携　条件変更等の審査等

金融円滑化責任者　　　（営業部店長）
金融円滑化担当者　　　（次長(副長)）

 


