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金融機関の方がた

携︑行政の援助等もお願い
＝主な内容はこんなこと＝
したい︒
① 金融円滑化法は本年３月で
④ これまでは１事業所が︑１
終了するが︑終了前と変わ
りなく対応していく︒︵す
べての金融機関の皆さんは︑
このように答えてくれまし
た︒︶
② 資金融資は対前年比減とな
っている︒中でも︑厳しい
状況下で設備のための資金
は少なくなっている︒
③ 地域の金融機関として︑コ
ンサルテイング業務も同時
にしていく必要がある︒気
軽に相談できる銀行になれ
ればと思っている︒そのた
めにも商工会指導員との連

金融機関と行政・商工会役員との
―
金融懇談会を開催

商工業者のために手を結ぼう！

会 報

金融機関と行政・商工会役
員との懇談会が︑２月 日に
行われました︒当日は九州財
務局大分財務事務所長を特別
にお招きし︑金融円滑化法の
期限到来に当っての対応策を
中心にお話をしていただきま
した︒対策の流れはフロー図
の通りです︒また︑意見交換
では︑金融機関︑市役所商工
観光課長︑商工会の三役︑経
営指導員が一堂に会して︑話
し合いがされました︒
話し合いの主な内容は︑各
機関を取り巻く状況︑また︑
三者が連携して本市の商工業
の発展にどう取り組むことが
できるか等でありました︒
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万事業所︒中小企業事業所
は４２０万人︒約１割が利
用している状況で︑残り９
割の事業所の方がセーフ
ティネットの金利下げ等が
無くなることで問題が大き
い︒
⑧ イベントも立ち上げて活性
化を図ろうとしている︒イ
ベントをすることにより︑
町を知ってもらう︒同時に
特産品も知ってもらうこと
が出来たら︒
⑨ 三重町は創業相談が多い︒
中でも︑融資相談が多い︒
金融機関の方にお願いした
銀行との繋がりだけであっ
いのは︑ぜひ融資しやすい
たが︑経営指導員が仲を取
状況を作ってほしいことで
り持つ役割を担っていただ
ある︒
きながら︑銀行仕分けをし
⑩ 融資等は金融機関を利用で
てより効果の発揮ができる
きたらと思っているが︑厳
体制が良いのでは︒
しい中で︑積み立てがあれ
⑤ 金融機関が一堂に集まって
ばそれを利用して運転資金
金融相談を行っている市が
とするよう指導している︒
ある︒本市も計画できない
ご理解いただきたい︒
か︒
⑥ 土木関係は昨年の災害等で
工事が発生しているが︑こ
れまで雇用を減らし︑機械
等も減らしてきている︒資
材も高くなり︑収支も合わ
ず受注できない状況もある︒
⑦ 金融円滑化法を利用してい
る事業所は︑全国で約

あいさつをする芦刈会長
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豊後大野市商工会

中小企業金融円滑化法の期限到来に当って講ずる総合的な対策
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中小企業支援ネットワーク
・商工会・商工会議所
・地域金融機関
・税理士・税理士法人
・法務・会計等の専門家
・政府系金融機関
・地方公共団体
・中小企業再生支援協議会
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中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針
中小企業者の疑問

・金融機関が貸付条件の変更等に
応じなくなるのではないか
・金融機関による貸し渋りや貸し剥がしに
よって、倒産が増加するのではないか

・貸付条件の変更等を行った借り手は、
25 年３月までに経営課題を解決しなければ
ならないのか

・金融機関が、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に
努めるべきということは、円滑化法の期限到来後も変わらない
貸し渋り・貸し剥がしの発生や倒産の増加といった事態が
生じないよう、引き続き、日常の検査・監督を通じて金融機関に
対し、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促す
・金融機関の顧客への対応方針が変わらないことを、
各金融機関から個々の借り手に説明するよう促す
・全ての借り手に 25 年３月までに何らかの最終的な解決を
求めるものではない。
・それぞれの借り手の経営課題に応じた最適な解決策を、
借り手の立場に立って提案し、十分な時間をかけて実行支援
するよう、金融機関を促す

金融機関の疑問

・貸付条件の変更等を行った借り手に
対する金融検査が厳しくなるのではないか

・検査・監督の目線やスタンスは、これまでと何ら変わらない
他方、個々の借り手の経営改善に具体的にどのように
取り組んでいるか、検査・監督で従来以上に光を当てていく

・メガバンクが回収に走るなど対応が
厳しくなるのではないか

・メガバンクに対しても、他の金融機関と十分連携を図りながら、
貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促す

・金融検査マニュアル等の不良債権の定義は不変
（円滑化法の廃止が不良債権の増加には直結しない）
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酒
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す︒
﹂と言います︒
どの会場も多くのお客さん
で賑わい︑酒や焼酎と同時に
用意されたシシ汁やホルモン
鍋︑市内の産品などにも人気
があり︑早々に品切れになっ
たものも多くありました︒
遠くからのお客さんも居て︑
試飲をしたり田舎を満喫した
りで︑思い思いに楽しんでく
ださったようでした︒

６年以内

地酒を堪能＝
巡蔵︵めぐるくら︶大反響
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1 .75%

運転資金・設備資金

経営革新を取り入れる
等々︑鮮明で被写体が活き活
きしている︒お客さんに喜ん
でもらえるよう︑数百万円も
するプリント用機械も入れ替
えた︒

地域を思い︑
地域で頑張る人

日本政策金融公庫の貸付利息

後藤さんは︑犬飼町と三重
町トキハインダストリーの道
向いに店舗を構える︒写真専
門の大学を出て︑大分のカメ
ラ屋で 年ほど勤め︑平成元
年に独立︒以来︑地元でずっ
今年２年目でお客さんも大満足の様子
と頑張ってきた︒
﹃犬飼町の商
店街が活性化してほしい﹄そ
豊後大野市の酒蔵巡り︑
﹃巡 ます︒お客さんも増え︑試飲
う願い︑地域の青年部との交 蔵﹄が︑２月 日に実施され では﹃美味しい﹄と褒めてく
流もする︒
ました︒昨年に続き本年２回 ださり︑その場で買ってくだ
家族は美容業を営む奥さん︑ 目で︑お客さんも増加︒バス さる方も多く居られました︒
長女︑長男︑二男の三人の家 ツアーや︑シャトルバスを利 ずっと続けられればと思いま
用して来られたお客さんはと
族︒
ても多く︑会場は終始賑やか
でした︒
代表の牟礼鶴酒蔵の森健太
郎 さ ん は ︑﹁ 以 前 か ら 市 内 ４
酒造会社が交流をしており︑
豊肥振興局からの呼び掛けも
チャンスでした︒昨年から始
めたこの巡蔵は︑
ＰＲの場で
もあり︑有り難いと思ってい

５年超

仮設テントでひとときを飲食で楽しむ

酒蔵で試飲するお客さん

2.05
５年以内

基準利率（％）
融資期間

犬飼町︑後藤直之 さん︵写真業︶

﹁今までのカメラ屋さんでは︑
商売ができなくなっています︒
プロならプロ並みの技術を使
った経営を目指さないと生き
ていけません﹂だれしもが
﹃デジカメ﹄を持ち︑いつでも
どこでも写真を撮り︑パソコ
ンから印刷してしまう時代︒
そこで︑後藤さんは昔から
得意としていたスポーツ写真
を利用し︑経営革新に繋げた
取り組みを始めた︒要請があ
ればまた自から出かけて︑あ
らゆるスポーツの写真を撮り︑
ネットで注文を受け付けると
いった経営展開である︒更に︑
独自で考え︑ソフトを使って︑
注文者が一度に多くの写真を
見ることができて︑選んで注
文できるシステムも作り上げ
た︒
アングル︑明るさ︑スピー
ド感︒プロでなければ出せな
い写真は︑一目見れば違いが
分かる︒この技術を売り物に
して︑写真を売る︒後藤さん
の写真で手がけるものは他に
もある︒１年を通して作り上
げる学校のアルバム︑ストー
リーを綴ったブライダル写真
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シリーズ

小さな掛金

大きな

安心

商工貯蓄共済
貯蓄・保険・融資

あなたも家族もまるごと守る！頼れる補償の

貯蓄・保険・融資で
大きな安心

全国商工会会員福祉共済
け が 「けが」の補償プラン
けがによる死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償します。
の補償プラン
病 気 「病気」
疾病による入院、手術等を補償します。

商工貯蓄共済は、許可事業として国・県の指導を得た
事業であり、福利厚生と事業資金の貯蓄を兼ねた、
「貯蓄・融資・生命保証」が三位一体となった商工会員
のための制度です。
め
た る
特徴

１ 貯 蓄
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２ 融 資

んしん
あ
特徴

３ 保 証

が ん 「がん」重点補償プラン
がん・けが・疾病による入院、手術等を補償します。
「病気」の補償プランに
※「病気」の補償は「けが」の
補償に加入されている方のみ 先進医療共済金を新たに追加！
しかも掛金はそのまま！
がお申込みいただけます。

毎月の掛金は、その大部分が貯蓄積立金とな
り、保険料にまわる金額がごくわずかです。
事業資金および消費関連資金として融資が受
けられます。

※ 契約内容の詳細はパンフレッ
トをご覧ください。
※ 詳しくは、商工会までお問い合わせ
下さい。

万一の場合に大きな保障（生命保険）がありま
す。

平成23年1月から、個人事業主の
「共同経営者」も加入できます！
一事業主につき「２名」まで。
事業主 共同経営者

事業主 共同経営者

加入できない

2名まで加入できる

※詳しくは下記連絡先まで

豊後大野市商工会本所・支所 へ

〜商工会会員状況〜
＊平成 24 年 4 月 1 日現在 924
加入 21
脱退 29
＊平成 25 年３月 1 日現在 916
★未加入者のご紹介をお願いします。★

年金等に関するご相談について
毎月第２木曜日の午前 10 時から午後３時まで、
社会保険事務所が、商工会本所にて社会保険出張
相談を実施しております。是非ご利用下さい。
３月、４月の相談日は

３月 14 日（木）と
４月 11 日（木）です。

豊後大野市商工会
本

所／〒879-7131 豊後大野市三重町市場 539 番地
TEL 0974-22-1193 FAX 0974-22-5759

朝地支所／〒879-6221 豊後大野市朝地町坪泉 566-10
TEL 0974-72-0049 FAX 0974-72-0566
大野支所／〒879-6441 豊 後 大 野 市 大 野 町 田 中 77-１
TEL 0974-34-2234 FAX 0974-24-5101
緒方支所／〒879-6601 豊 後 大 野 市 緒 方 町 馬 場 269-2
TEL 0974-42-3310 FAX 0974-42-3361
清川支所／〒879-6903 豊後大野市清川町砂田 1812-4
TEL 0974-35-2277 FAX 0974-35-2090
三重支所／〒879-7131 豊 後 大 野 市 三 重 町 市 場 539
TEL 0974-22-1193 FAX 0974-22-5759
犬飼支所／〒879-7306 豊後大野市犬飼町下津尾 4037
TEL 097-578-0059 FAX 097-578-1514
千歳支所／〒879-7401 豊 後 大 野 市 千 歳 町 新 殿 235-３
TEL 0974-37-2953 FAX 0974-37-2953

HP：http://bungo-ono.oita-shokokai.or.jp
mail：info@bungo-ono.oita-shokokai.or.jp

