
別紙１  「地域密着型金融推進計画（平成１７年４月～平成１９年３月）」の進捗状況 
愛知県警察信用組合 

地域密着型金融推進計画 

１７年４月～１９年３月の進捗状況 推進大項目 職域組合としての

個別取組項目 具体的取組事項 

 １８年１０月～１９年３月の進捗状況 

１９年３月までの進捗

状況に対する分析・評

価及び今後の課題 

１ 取引先企業に対

する経営相談・支援

機能の強化 
○ 健全債権化等の

強化に関する実績

の公表等 
 

○ 債務者区分及び債権の厳格な分

類と適正な自己査定 
○ 年２回ディスクロージャー誌へ

の掲載 
 
 
 

・ディスクロージャー誌を全所属に配布す

ると共に、店舗に備え付けて組合員に縦覧

しました。 
・ディスクロージャー誌（警信の現況２０

０６）で１８年３月末金融再生開示債権等

を開示しました。 

・平成18年11月下旬、18年度上半期

ミニディスクロージャー誌「けいし

んレポート２００６」を発行しまし

た。 

・同月、１８年９月末の金融再生開示

債権等を開示しました。 

・当組合は、警察職員を中

心とする職域組合であり、

不良債権比率は極めて低

いと評価しているが、今後

も引き続き適正な自己査

定による公表を行い、組合

員の理解を深めていくこ

ととしました。 
事業再生・中小

企業金融の円

滑化 
★基本方針 
「組合員の信

頼と施策の実

効性確保」 

２ 顧客への説明態

勢の整備、相談苦情

処理機能の強化 
 

○ マニュアル等の内部規程の整備 
・実態と状況に応じた規程の改正 

○ 営業店における実効性の確保 
・職員に対する定期的な教養 

○ 東海地区しんくみ苦情等相談所 
との連携 

・１７年４月に職員に対し、貸付の「顧客への説

明責任の重要性」について教養を実施しました。 

・１７年５月の理事会にて、偽造キャッシュカー

ド被害相談を盛り込んだ「苦情処理規程」を改

正しました。 

・18年６月1日から発行するキャッシュカードの

磁気ストライプに６桁の偽造防止コードとの一

致をもってキャッシュカード使用を可能とする

措置を講じました。 

・与信取引規程の改正を実施しました。 

・平成18年度預金保険法遵守方針を樹立した。 

・カード預金保護法の制定に伴い、キャッシュカ

ード約定を改定しました。 

・カード事故対応マニュアルを制定しました。 

・貸付変動金利の見直し基準の

明確化に関する説明文書を対

象組合員全員に送付しまし

た。（Ｈ.１９．３．２８）。 

・平成18年度苦情事案は

3 件「苦情事案等処理規

程」に基づき丁寧・迅速に

対応し組合員の納得して

いただき、理事長まで記録

簿により報告しています。 
 なお、今後も相談苦情事

案を組合員のニーズと捉

え、経営に活用することと

します。 



地域密着型金融推進計画 

１７年４月～１９年３月の進捗状況 推進大項目 職域組合としての

個別取組項目 具体的取組事項 

 １８年１０月～１９年３月の進捗状況 

１９年３月までの進捗

状況に対する分析・評

価及び今後の課題 

１リスク管理態勢

の充実 
 
 
 
 
 
 
 
 

○自己資本比率の算出方法の精緻化 
・適正な資産査定と償却・引き当て

の実施。 
・正確な資産査定に努める。 

○適切なリスク管理 
・有価証券の適正なリスク評価。 
・金利上昇に伴う価格変動リスクを

常時把握する。 
・リスク管理方針の決定。 

・適切なリスク管理を図るため「リスク管理方針」

「クレジットポリシー」「流動性リスク管理細則」 

 等について制定しました。 

・金利リスク対応のため具体的な手法としてＴＢ

Ａシステム（大和証券）を参考にリスク量を把

握しています。 

・融資申込や融資審査に当たって、担保管理の正

確性に努め、評価制度を高めています。 

・内部留保の拡充等による自己資本の確保。 

・全信組連主催のバーゼルⅡ導入に伴う講習に積

極的に参加しています。 

・オフサイトモニタリング資料

等に基づく的確な経営実態の

把握。 
・内部留保の拡充等による自己

資本の確保。 
・バーゼルⅡの導入に備え、常

務会及び職員全体会議、朝礼

等で教養を実施しました。 

・19年末からのバーゼル 

Ⅱ（新自己資本比率規制）導入

に備え、自己資本比率の算出方

法の精微化、リスク管理の充実

を図ってきました。 

・全信組連のアウトライヤー試

算表の残存期間欄については、

実態に即した月数が入力でき

るように「ソフト」を開発する。 

 
経営力の強

化 
★ 基本方針 
「経営基盤

の確立」 

２ 収益管理態勢

の整備と収益力の

向上 

○目標設定と進捗状況の管理 
平成１７年度より中期的な経営方

針として３ケ年計画の年間増加目

標額を設定し毎月の進捗状況を管

理して、収益力を図る。 

・１７年６月の総代会において、各総代に当組合

の住宅ローンのメリットを記載した「《けいし

ん》お得情報のお知らせ」を配布しました。 

・住宅ローン固定金利引下げを検討を実施しまし

た。（上記検討を経た後） 

・平成１７年１１月理事会において、１７年度第

４四半期からの住宅ローン特別キャンペーンの

実施を決定しました。 

・貸付返済について、組合員の要望に応え、その

利便性を図るため貸付規程を改正し、毎月及び

ボーナス時における返済金額の変更を可能とし

ました。 

 

・１７年度第４四半期から６か

月限定で開始した住宅ローン特

別キャンペーンについては、継

続要望に応え、１８年６月から 
１２月まで継続し、更に１９年

１月から６月まで再継続するこ

ととしました。 
 

・組合員の要望に迅速に対

応した融資商品を取扱っ

た結果、平成１８年度融資

残高は、２６億円増加とな

となりました。 



地域密着型金融推進計画 

１７年４月～１９年３月の進捗状況 推進大項目 職域組合としての

個別取組項目 具体的取組事項 

 １８年１０月～１９年３月の進捗状況 

１９年３月までの進捗

状況に対する分析・評

価及び今後の課題 

３ ガバナンスの強化

（要請事項２） 
○ 協同組織金融機関

におけるガバナンス

の向上 
 

○ 総代会機能の強化 
・総代選挙区の定期的な見直しと公平

性の維持。 
・総代会開催時における経営内容の報

告と総代定数の改正。 
・半期開示内容の見直し充実を図る。 
・総代を通じて組合員の意見要望を吸

い上げ、経営に反映する。 
・理事会の開催結果を総代に周知す

る。 

・警察署所属の定数増減により総代定数の所

属間の均衡を図るため総代定数の改正を

行なった。 
・名古屋空港署の廃署、中部空港署新設に伴

う選挙区の廃止並びに、新設を決定。今後

も、警察署所属の定数均衡を図るため、署

員人数の状況に応じ改正を諮っていきま

す。 
・１７年６月２８日開催の総代会において、

平成１６年度の事業報告と平成１７年度

の事業計画について報告しました。 

・平成１８年１１月２７日及び

１９年２月２２日開催の理事

会結果を開催翌日の日附で全

所属に配送し周知を図りまし

た。 

・当組合の総代とは、常時

業務連絡を取っており、引

き続き良好な関係を堅持

しより一層組合の多種多

様な意見を吸い上げるこ

ととしています。 

経営力の強化 
★ 基本方針 
「経営基盤の

確立」 

４ 法令等遵守（コン

プライアンス）態勢

の強化（要請事項そ

の１） 
○ 営業店に対する法

令遵守状況の点検強化

等 

○コンプライアンス研修の定期的実

施および内部検査・監査の実施 
・組織機構を改正し、企画審査室の新

設による企画、監査体制の強化。 
・コンプライアンスプログラムの策

定。 
・内部監査実施。 
・コンプライアンス担当者による研修

の実施。 
・幹部育成のため、管理・監督者及び

コンプライアンス養成講座の受講、

フィードバック研修。 

・組織管理規程の改正により、企画審査室を

新設しました。（１７年４月） 
・コンプライアンスマニュアルの全面改正を

しました。（１７年４月） 
・コンプライアンスプログラムを策定しまし

た。（１７年４月） 
・コンプライアンス担当者による研修を実施

しました。（１７年７月） 
・内部監査実施しました。 
・平成１８年９月コンピューター障害訓練を

実施しました。 
・平成１８年９月地震防災対応訓練及び同月 

預金保険事故発生時対応手順の確認徹底

のため、訓練を実施。 

・平成１８年１２月「流動性危機発生

時」の模擬訓練を実施。 

・平成１９年３月東海財務局による立

ち入り検査を受監。 

・コンプライアンス養成講座を貸付係

長が１１月に５日間受講しオフィサ

ーの資格を取得しました。 

・コンプライアンス養成講座を総務課

長が９月に５日間受講し１月にオフ

ィサーの資格を取得しました。 

・１月企画審査室長が、個人情報オフ

ィサー試験を受け資格を取得しまし

た。 

・コンプライアンス研修 
を定期的に実施し、役職員

の知識の向上に努めると

ともに、適切な内部検査・

監査の実施により事故防

止を図っています。 
 



地域密着型金融推進計画 

１７年４月～１９年３月の進捗状況 推進大項目 職域組合としての

個別取組項目 具体的取組事項 

 １８年１０月～１９年３月の進捗状況 

１９年３月までの進捗

状況に対する分析・評

価及び今後の課題 

５ 法令等遵守（コン

プライアンス）態勢

の強化（要請事項そ

の２） 
○ 適切な顧客情報の 
管理、取扱いの確保 

○個人情報保護に係る業務内容及び

利用目的の公表と個人情報保護宣

言の公表 
・個人情報保護に業務内容及び個人情

報保護宣言の店頭掲示。 
○内部検査の実施・安全管理措置 
・内部検査の実施。 
・外部委託先の実地検査。 

・個人情報保護に係る業務内容及び個人情報保護

宣言の店頭掲示。（１７年４月） 

・各種規程・要領等の整備（１７年５月～ 

１１月） 

・個人情報保護に関する監査の実施。（１７年６月） 

・個人情報管理表に基づく倉庫の一斉点検を実施

した。（１７年６月） 

・外部委託先の実地検査。（１７年７月） 

・平成１９年１月ＣＤカード発行依頼

書における暗証番号漏洩防止シール

の実施。 

・平成１９年４月から顧客情報の机上

放置等を防ぐため、業務終了後の日

常点検を「日常点検日誌」により開

始しました。 

・左記取組みを継続した。 

・適宜、職員の教養、内部

監査、一斉点検等を実施し、

顧客情報の安全管理に万全

を期す。 

６ＩＴの戦略的活 

 用 
○ホームページ開設の検討 
○情報系システム導入の検討 

・組合員向けホームページの開設作業 

(１７．９月～１８．１月）を実施。 

・ホームページの拡充により組合員への情報提供

機能を強化する。 

・左記取組みの継続。 
・平成１８年度上半期ミニディスクロ

ージャー誌のホームページ掲載。 

 

・今後も組合員へのサービス提

供、事務効率化、事務管理の適

確化等、ＩＴの積極的な活用を

図り、経営の戦略的運営に努力

したい。   

経営力の強化 
★ 基本方針 
「経営基盤

の確立」 
 ７協同組織中央機

関の機能強化 
 

○資金運用体制、運用方針、収益管理等の

テーマに沿って全国信用協同組合の窓口

との連携を検討・推進 

・平成１９年３月末からのバーゼルⅡの導

入については同連合会の企画部と連携を

密にして適正な導入に努める 

〇募集型定期預金の募集には積極的に応募

する。 

○監査機構の受監 

・平成１７年７月第１回募集型定期預金６億円預

入。 

・平成１７年１０月第２回募集型定期預金に１２

億円預入。 

・平成１８年１月全国信用組合監査機構によるサ

ポート監査を受監。 

 

 

・左記取組みを継続する。 

・平成１９年３月末のアウトライヤー

試算については、全信組連の金利ラ

ダー方式を利用しています。 

・高度な管理手法の獲得には、

充実した組織を持ち信頼でき

る外部機関（全国信用協同組合

連合会）の機能活用が効率的で

あり、同連合会との連携（例え

ば資金運用部の窓口活用等）を

密にして、助言やノウハウの提

供等連合会の機能活用推進並

びに機能の拡充を行うことが

必要と考えている。 



地域密着型金融推進計画 

１７年４月～１９年３月の進捗状況 推進大項目 職域組合としての

個別取組項目 具体的取組事項 

 １８年１０月～１９年３月の進捗状況 

１９年３月までの進捗

状況に対する分析・評

価及び今後の課題 

１ 地域貢献等に関す

る情報開示（要請事項） 
その１－② 

○利用者に対して、自

らの預金等が職域のた

めにどのように活かさ

れているか。 

○当組合の経営理念や組合員としての有利

性、利便性などをディスクロージャー誌

（警信の現況）、警察機関誌への寄稿、広

報誌（けいしんだより）により公表等を

行う。 

・広報紙（警信だより）、警察機関誌への寄稿、デ

ィスクロージャー誌（警信の現況）により経営

内容等を公表した。 

・７月・８月の警察機関誌あいちに住宅貸付特別

金利キャンペーン掲載した。 

・ディスクロージャー誌（警信の現況）により経

営内容等を公表した。 

 

 

・左記施策の充実を図っていく。 
 

・組合員の資金ニーズに的確か

つ迅速に応え、経済生活の安定

に寄与しより一層信頼され便

利な金融機関となるよう努力

を続けておりこの趣旨のもと

に、広報を実施してきた。 

・平成１９年３月末現在預金総

額３６４億円に対し融資総額

２２６億円で預貸率６２％と

なっており、預金等が職域のた

め、活用されているものと認識

しているがより一層利用者が

増加するように努力する。  

地域(職域)の
利用者の利

便性の向上 
★基本方針 
「組合への

期待と信用

の確保」 
 

２ 地域貢献等に関す

る情報開示（要請事項）

その２ 
○充実した分かりやす

い情報開示の推進 

○広報手段の活用により、一層具体的な情

報提供を実施する。また、新たな広報媒

体について検討する 

○総代会、警察学校入校説明会、退職者説

明会等機会に職域貢献の情報開示を行う 

・広報手段の発行回数の増加及び内容の充実を図

り、組合員に対する情報開示を徹底した。   

・平成１８年１月に組合員向けのホームページを

開設した。 

・平成１８年３月アンケート 

・左記施策の充実を図っていく。 ・ディスクロージャー誌、ホー

ムページ、警察機関誌、広報誌

（警信だより）の増発と内容の

充実等の施策により、職域貢献

の情報開示に努めている。 



地域密着型金融推進計画 

１７年４月～１９年３月の進捗状況 推進大項目 職域組合としての

個別取組項目 具体的取組事項 

 １８年１０月～１９年３月の進捗状況 

１９年３月までの進捗

状況に対する分析・評

価及び今後の課題 

 ３ 地域（職域）の利

用者の満足度を重視し

た金融機関経営の確立 

○職域信用組合としての特性を活か

し、更なる利便性・有利性の向上を

図るため利用者満足度アンケート

調査を実施。 
 

・組合員の要望に応え６月に貸付金の返済方

法につき改正を行なった。また、その後、

要望の強かった貸付限度額の拡大及び返

済期間の延長についても１１月の理事会

において決定した。 
・１８年７月から１２月までの６ヶ月間の期

間限定で住宅貸付特別金利キャンペーン

を実施中。 
・１８年３月、４月、７月の3回にわたり定

期性金利を順次引き上げた。 
また、１８年８月１日から流動性金利につ

いても引き上げた。 
・１８年７月からアンケートの結果を踏ま

え、他行ＡＴＭ使用による入金手数料の減

免を実施した。 

・平成１９年１月から１９年６月

まで住宅貸付特別金利キャンペ

ーンの継続実施。 

・組合員のニーズを把握 
して、利便性・有利性の広

報を推進し、質の高いサー

ビスの向上に努め組合員か

ら評価された。 

 


