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北海道知事

高橋  はるみ
　道民の皆様、明けましておめでとうございます。

この新しい年が皆様にとって、また北海道にとっ

て、素晴らしい年でありますよう心からお祈り申し

上げます。

　お陰をもちまして、私も知事に就任してから今

年で八年目を迎えました。この間、多くの難題に

直面し、本当に目まぐるしい毎日ではありました

が、常に道民の皆様にとって、そして明日の北海

道にとって何が大切かという視点に立ち、私の持

てる全ての力を傾注してまいりました。様々な形

で、温かいご支援をくださいました皆様に心から

感謝を申し上げます。

　さて、昨年を振り返りますと、一昨年の政権交

代により政治や行政のあり方が大きく変化する

中、北海道新幹線やＨＡCなど交通行政に係る諸

課題をはじめ、国のＴＰＰ協議を巡る動向やロシ

アのメドヴェージェフ大統領の国後島訪問、さら

には相次ぐ局地的大雨被害や異常気象に伴う

農業被害など、本当に様々な事案や課題に直面

した一年でありました。こうした課題への対処や

一日も早い景気・雇用の回復に向け、多くの方々

の知恵と力を結集し、あらゆる手段を講じなが

ら、全力で取り組んでまいりました。

　一方では、日本ＡＰＥＣ貿易担当大臣会合や日

中韓環境大臣会合といった国際会議の道内開

催をはじめ、上海万博における「北海道の日」の

開催、本道と韓国ソウル特別市との友好交流協

定の締結、全国で開催された北海道物産展や本

州における道産品アンテナショップの盛況、道

営競馬事業の収支改善や北海道米新エースの

ゆめぴりかの本格販売、そして鈴木章北海道大

学名誉教授のノーベル化学賞受賞など、「北海

道価値」の様々な魅力が内外に大きく発信され、

北海道の明日につながる着実な歩みが見られ

た一年でもありました。

北海道信用保証協会 会長

吉澤  慶信
　新年あけましておめでとうございます。

　皆様には、お健やかに新年を迎えられたこと

と心からお慶び申し上げます。

　さて、昨年の我が国経済は、リーマンショック

以降の世界的な経済危機から、政府による積

極的な景気対策や新興国の経済回復といった

要因により、徐々にではありますが持ち直しの

動きがみられました。

　しかしながら、昨年後半には円高による輸出

環境の悪化や、一向に改善されない雇用環境

に対する懸念などから、国内経済は依然として

混沌とした状態から抜け出せない状況にあり

ます。

　また、道内中小企業を取り巻く環境も、「企業

倒産は小康状態で推移している」とされており

ますが、公共工事が先細る一方、売上の回復が

なされないまま、消耗戦が続き疲弊している実

態にあります。

　そうした状況のもと、昨年、政府は経済危機

対策として、景気対応緊急保証の取扱期限の

延長や中小企業金融円滑化法の施行などを実

施し、当協会としてもこうした政策に積極的に

呼応し、金融機関ならびに関係機関の皆様と

連携を密にして、総力を挙げて取り組んで参り

ました。

　さらに、年末には電話相談窓口について受

付時間を延長し、休日も開設するなど、金融サ

ービス面の更なる充実に努めて参りました。

　この結果、景気対応緊急保証につきまして

は、平成20年10月の制度開始以降、平成22

年11月末時点で延べ4万4千件、6,950億円

の保証承諾実績となりました。

　また、北海道ならではの総合産業化を目指す

食クラスター活動の展開をはじめ、環境配慮型

データセンターの立地、一村一炭素おとしや排

出枠取引など地球温暖化対策を地域活性化に

つなげる取組の展開など、現下の厳しい現状を

乗り越え、自らの将来を切り拓こうとする頼もしい

動きが各地で一層広がりを見せてきているものと

実感しております。

　いま北海道は、全国を上回るスピードで人口

減少や少子高齢化が急速に進行する中、経済・

雇用をはじめ、暮らしの安全・安心の確保や多様

化する環境問題への対応など多くの課題に直面

し、本道の将来を左右する「時代の大きな分岐

点」を迎えています。こうした転換期は、時に私た

ちに試練をもたらす一方、北海道の飛躍につな

がる大きなチャンスを与えてくれるものでもあり

ます。

　この北海道には、豊かな自然環境や安全・安

心でおいしい食、人々を魅了する観光資源、多彩

な自然エネルギー、自然と共生する縄文やアイ

ヌ文化、そして地域を支える人財など、世界に誇

る素晴らしい「北海道価値」があります。私は、時

代の潮流を追い風にして、北海道の未来図を描

きながら、多彩な「北海道価値」を具体的な「カタ

チ」にする様々な取組を戦略的に推進していくこ

とにより、この北海道は、必ずや変革の時代に大

きく飛躍する「二十一世紀の希望の地」になるも

のと確信しています。

　歴史的な転換期を迎えている今日、直面する

困難を確実に乗り越え、将来を担う子どもたちが

誇りを持てる新生北海道を創り上げるためにも、

残された任期、ふるさと北海道への限りない思い

を胸に、道民の皆様と手を携えながら、道政の推

進に全力を尽くしてまいる決意ですので、今後と

も変わらぬご支援を賜りますようよろしくお願い

申し上げます。

　新しい年が、皆様にとりまして、輝かしい年にな

りますよう、心からお祈り申し上げ、新年のごあい

さつとさせていただきます。

　また、中小企業金融円滑化法を踏まえた保

証条件変更についても、平成22年11月末時点

における年度累計で、3,900件、変更金額にし

て420億円となりました。

　さらに、今年度補正予算において、「円高･デ

フレ対応のための緊急総合経済対策」として、

5,000億円規模の中小企業対策が盛り込まれ

ました。この政府の方針を踏まえ、資金繰り円

滑化借換保証制度の更なる活用などを推進す

るとともに、経営相談や創業支援、再生支援に

も積極的に取り組み、年度末の資金需要時に

向け、万全な体制で取り組む所存です。

　一方、信用保険制度の逼迫した財政状況が

顕著となり、持続可能な信用補完制度のあり方

について、主務省や関係機関等による政策検

討が鋭意進められております。

　今後は各協会に対しても一層の経営改善が

求められることになりますので、当協会としても、

なお一層経営基盤の強化に努めて参ります。

　本年も当協会の使命である中小企業金融の

円滑化を図り、地域経済の活力ある発展に貢

献するという基本を忘れず、中小企業の皆様の

資金調達に支障が生ずることのないように、引

き続き積極的な業務運営に取り組んで参ります

ので、倍旧のご指導とご鞭撻をお願い申し上げ

ます。

　最後になりますが、新しい年が皆様にとりま

して、未来に続く明るい年となりますよう心から

祈念を申し上げ、新年の挨拶とさせていただき

ます。

年頭所感 年頭のごあいさつ
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　みなさま、新年明けましておめでとうございます。

　平成23年の年頭にあたりまして、経済動向と

今後の展望につきまして、金融機関の関わりを含

め、所見を述べさせて頂きます。

１.平成22年度の経済を振り返って

　平成20年のリーマンショックに端を発した世

界的な金融危機と深刻な景気後退は、各国の足

並みを揃えた金融・財政対策によって、「フロー

景気」については何とか底を打つことができたも

のの、そこからの回復にはまだ力強さが見られま

せん。加えて財政負担の拡大による公的債務の

増大や金融機関の不良債権の増加など「ストッ

クの問題」の解決にはなお一定の時間を要する

見込みです。

　そのような中、世界経済成長のリード役も、従

来の先進国グループに加え、新興国や資源国な

どの新しいメンバーが加わり、拡がりと多様性を

見せています。

　日本経済も新興国の経済成長に牽引されて

産業用機械など一部輸出部門は堅調に回復して

きているものの、ここへ来ての円高の進展により、

輸出部門の減速、国内生産の海外シフトなど先

行きの難しさも懸念されています。個人消費はエ

コカー補助金などの政策効果による底上げが見

られたものの、実施期限を終え反動減に転じて

います。また金融面での対策も、平成20年の緊

急保証制度の取扱い開始、昨年末からの中小企

業金融円滑化法の実施により、てこ入れが図ら

れたものの、延長の議論も含め制度のあり方が

問われています。

　北海道経済は、全国に先駆けて人口減少や依

存度の高い公共工事の減少などにより長期的に

低迷を余儀なくされてきました。そのような中で

エコポイント関連による消費拡大や昨年の補正

予算による公共工事追加などの景気対策により

平成22年度の実質経済成長率は0.2%程度の

プラスを確保できる見通しにあり、景気対策効果

で「一息の年」と言えます。実態として「取引先の

倒産が少ない」のは、中小企業向け金融対策も

功を奏し、企業倒産の水準が低位に安定して推

移したものです。ただ経営者のみなさまには、マ

クロや北海道経済のトレンドと足元の景況感や

財務状況とのギャップを感じ、先行きへの不安を

抱いておられる方も多いと思います。

２.平成23年度の北海道経済

　北洋銀行は来年度の北海道経済の実質成長

率をマイナス0.8％と予測しています。本年度の

成長率はプラス0.2％と見込んでおりますので、

1.0ポイントの悪化となります。

　本年度のプラス年率となったけん引役を果た

した「民間消費」はエコカー補助金や家電エコポ

イントなど消費刺激策の取扱い終了からマイナ

スへ転じる見込みです。住宅投資は、リーマンシ

ョック後の急激な落込みからの反転や住宅エコ

ポイント取扱いの延長などの効果はあるものの、

一方人口や世帯数の減少という大きな流れは変

わらず、総体の住宅着工戸数は引き続き低水準

で推移すると見込まれます。

　公共投資は、引き続き開発事業予算の縮小が

進むものと予想され、マイナス４%と大きな減少

を見込んでいます。

　したがって北海道の経済は「明るい材料に乏

しく、停滞感が強い」依然として厳しい状況が続く

ものと予想されます。

　このような環境の中では、経営者のみなさまの

「かじ取り」はますます難しくなるものと思われます

が、一方で「経営手腕の見せどころ」ともいえます。

　また、私ども地域金融機関にとっても、そうした

【新春論壇】

荒海の中を航海するお取引先をいかにサポートで

きるか、まさに真価が問われるところでもあります。

３.地域金融機関の役割

（1）円滑な金融の提供

　現在、中小企業の金融を支える柱となってい

る、緊急保証制度および中小企業金融円滑化法

の取扱期限はいずれも平成23年3月となってい

ます。円滑化法については取扱いの延長も論議

されています。

　リーマンショック後の世界的な経済危機の中

で、国内の中小企業をショックから守るという点

では、効果があったといえます。事実、先にも触れ

たとおり、足元の企業倒産状況は低位安定で推

移し、当初のショックの大きさに比べて、ショック

を吸収する緩衝材の役割を果たすことができま

した。

　ただし金融の問題はここからがスタートだとも

いえます。金融対策は「時間の猶予」を提供するも

ので、これを活用して「返済などの出口（EXIT）に

備えていくか」は、「本業の変革」でしか果たすこ

とができないからです。

　したがって、各企業に求められている最大の経

営課題は今回の経済危機に対して、いかに本業

の成長戦略を再構築するかです。

　北洋銀行は昨年10月から「成長基盤強化ファ

ンド飛翔(はばたき)」の取扱いを開始しました。当

該ファンドは今後成長が期待される19分野への

資金供給の拡充を図るものです。

　その中でも①環境・エネルギー事業②医療・

介護・健康関連事業③農林水産業農商工連携

事業④観光事業⑤アジア諸国等における投資・

事業展開⑥事業承継への取組の６分野を重点

分野として取り組んでいます。

　金融の面では、これまで経済危機に瀕して事

業資金をいかに円滑に調達するか、という段階

から、これからは事業基盤の再構築を図り、更な

る次の事業戦略・成長戦略に向けて挑戦する、そ

の資金を調達するという前向きな段階への移行

期にあります。

（2）事業戦略の支援

　北海道経済は近年10年のレンジで人口減

少・公共投資の減少という大きな構造変化の中

で趨勢的な縮小を余儀なくされています。

　各企業におかれては、このような厳しい環境の

中で、新しいビジネスモデルへの挑戦が求めら

れています。

　すでに、市場の縮小に対応して、コストの削

減・他地域への進出などの手を打ち、成果を着

実に実現している取組みも少なからず出ていま

す。具体的には北海道の市場規模に比して圧倒

的に大きな規模の東京・首都圏市場に、慎重か

つ着実に事業拡大の場を求める動きも出ていま

す。そして、何より急成長を遂げつつある、中国・ア

ジアのマーケットをいかに自社に取り込むか、真

剣に検討し、調査研究を含め、少しずつ地歩を進

めていく試みが増えています。

　また縮小する市場に対応して事業の戦略的再

編も進展しつつあります。

　ここへ来て、団塊の世代の経営者の方々が世

代交代期に入りつつあることから、企業統合やＭ

＆Ａへの動きも従来になく活発化する兆しがみら

れます。

　地域銀行としても、環境変化に対応する企業の

挑戦をサポートしていくべく「情報提供」「経営課

題へのソリューション提案力」を強化していく所

存です。お取引先の商品・販売方針への理解を

深めながら、「販路拡大」に向けたビジネスマッ

チングも強化しています。

　いずれにしても、経営環境が厳しさを増す中に

あって、事業を強くする、強い事業を新しく創る、

経営を強化する、といった難易度の高い経営課

題に挑んでいかなければなりません。

　北海道の地域の発展を目指し、新たなビジネ

スを産業と金融が一体となって創り上げていく取

組みが求められています。

　北洋銀行がその良きパートナーとしての役割

を担えるよう、鋭意取組んで参りたいと思います。

本年もよろしくお願い致します。
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Guide of Guarantee

　本制度は、お客さまの保証付借入金の借換え（複数の借入金を一本化にする等）および当該
借換えに伴う新たな事業資金に対する保証を行うことにより、月々の返済額を軽減し、資金繰
りを円滑化にすることを目的とした保証制度です。
　ただし、責任共有対象の保証を責任共有対象外の保証により借換えることは原則禁止され
ています。

●借換保証制度

保証制度のご案内

保証申込時点において保証利用残高を有している中小企業者等
（詳細の要件については、利用する各制度の要綱の定めるところによる）

３．資金使途
保証付既往借入金の返済資金
また、当該返済資金以外の事業資金（新規の融資分）を含めることができます。

２．保証限度額
2億8,000万円（組合は4億8,000万円）

４．返済方法・保証期間
分割返済：10年以内（据置期間1年以内、景気対応緊急保証による借換の場合は2年以内）

●景気対応緊急保証制度

１．資格要件

５．貸付形式
証書貸付

６．融資利率
金融機関所定の利率

７．担保・保証人
原則として、本制度の利用により返済する保証付の既往借入金の保証条件に比べて、中小企業者に不利
にならない保証条件によるものとします。

８．信用保証料率
（１） 一般保証を利用する場合

責任共有の対象となる保証の場合は年0.45～1.90％、責任共有の対象除外となる保証の場合は
年0.50～2.20％となります。

（２） 経営安定関連保証を利用する場合

責任共有の対象となる保証の場合は年0.73～0.75％、責任共有の対象除外となる保証の場合は
年0.60～0.88％となります。

※お客さまの定性要因等により、保証料率が更に割引となる場合があります。

１．資格要件
国際的な金融不安を契機とした厳しい経済状況におかれている、82業種※に属する事業を行い、市町
村長の認定（5号）を受けた中小企業者
※指定されている82業種（平成22年2月15日現在）（中分類）については中小企業庁ホームページをご覧ください。

２．保証限度額
2億8,000万円（組合4億8,000万円）　※既存のセーフティネット保証の残高を含みます。

3．保証割合
100％（全部保証）

4．貸付形式
手形貸付、証書貸付

5．保証期間
10年以内（据置期間　2年以内を含む）

6．返済方法
原則として均等分割返済

8．融資利率
金融機関所定の利率

9．保証料率
年0.6～0.8％

10．必要書類
通常の申込書類のほか、市長村長が発行する「認定書（5号）」

11．認定（5号）要件の概要
①指定業種に属する事業を行っており、最近3ヵ月の平均売上高等が前年同期比マイナス3％以上減少している中小企業者
②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20％以上を占める原油等の仕入価格が20％以上上昇しているにも
かかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

③指定業種に属する事業を行っており、最近3ヵ月間（算出困難な場合は直近決算期）の売上総利益率又は平均営業利益率が
前年同期比マイナス3％以上減少している中小企業者

④指定業種に属する事業を行っており、新型インフルエンザの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、最近1か月間
の売上高等が前年同月比マイナス3％以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比マイ
ナス3％以上減少することが見込まれる中小企業者

⑤指定業種に属する事業を行っており、直近3ヵ月間の平均売上高等が2年前同期の月平均売上高等に比して3％以上減少し
ている中小企業者

※認定の手続きは、市町村窓口となります。（法人の場合は本店登記地、個人の場合は事業所所在地の市町村です。）

7．担保・保証人
担保：必要により申し受ける　　保証人：法人代表者以外、原則として不要です。

6 7

※取扱期間が平成23年3月31日までとなっております。ご相談はお早めにお願いします。
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区分
保　証　申　込 保　証　承　諾 債　務　残　高 代　位　弁　済

件  数 金  額 前年比 件  数 金  額 前年比 件  数 金  額 前年比 件  数 金  額 前年比
11月中 3,857

26,302
40,429
290,405

85.4
72.3

3,714
25,897

38,341
284,917

85.4
72.3

―
116,423

―
1,050,558

―
95.8

235
2,071

1,973
16,784

74.3
71.4年度計

1. 事業概況1. 事業概況（平成22年11月30日）（平成22年11月30日）

2. 金融機関群別保証取扱状況

3. 本支店別保証取扱状況

（単位：百万円、％）

（単位：百万円、％）

（単位：百万円、％）

　　　　区分

金融機関

保　　　証　　　承　　　諾 保　証　債　務　残　高
11　　月　　中 平成22年度計

件　数 金　額 前年比 構成比件　数 金　額 前年比 件　数 金　額 前年比

27
507
313
170
878

1,786
509
7

3,714

505
8,739
6,042
2,442
12,005
14,168
2,836
87

38,341

49.2
128.8
127.0
130.7
88.9
70.7
82.6
79.2
85.4

204
3,973
2,589
1,225
6,945
12,299
2,419
57

25,897

4,416
68,212
47,858
18,388
91,852
102,307
17,388
741

284,917

51.6
90.3
96.1
79.7
65.7
71.7
65.4
108.4
72.3

1,219
17,715
10,862
5,864
33,083
55,075
8,875
456

116,423

20,726
239,240
158,837
72,013
346,092
383,008
57,216
4,276

1,050,558

99.0
99.6
100.8
98.4
97.9
92.0
93.5
85.9
95.8

2.0
22.8
15.1
6.9
32.9
36.5
5.4
0.4

100.0

　　　　区分

本支店別

保　　　証　　　承　　　諾 保　証　債　務　残　高
11　　月　　中 平成22年度計

件　数 金　額 前年比 構成比件　数 金　額 前年比 件　数 金　額 前年比

1,492
387
198
207
265
553
262
118
70
162

3,714

16,254
3,579
2,345
2,353
2,584
5,002
2,745
1,499
650

1,330
38,341

84.4
121.5
60.5
62.7
97.5
113.2
104.5
80.2
45.3
63.9
85.4

10,794
2,121
1,763
1,696
1,319
3,467
1,908
878
669

1,282
25,897

129,192
22,455
16,413
17,893
14,373
36,140
19,347
9,616
6,768
12,720
284,917

71.4
76.6
67.4
61.8
74.6
77.8
84.5
73.3
63.2
71.4
72.3

49,423
9,146
9,433
7,083
5,684
14,421
8,036
4,023
3,380
5,794

116,423

476,590
83,081
71,878
63,976
52,627
120,761
71,159
35,829
26,170
48,486

1,050,558

96.7
95.1
93.6
96.3
96.9
95.7
93.8
96.2
90.1
95.0
95.8

45.4
7.9
6.8
6.1
5.0
11.5
6.8
3.4
2.5
4.6

100.0
※金額並びに構成比については、すべて四捨五入となっているため合計欄と一致しない場合があります。

保 証 部
函 館 支 店
帯 広 支 店
北 見 支 店
小 樽 支 店
旭 川 支 店
釧 路 支 店
室 蘭 支 店
滝 川 支 店
苫小牧支店
合 　 計

都 市 銀 行

地 方 銀 行

（ 道 銀 ）

（北陸銀）

第 二 地 銀

信 用 金 庫

信 用 組 合

そ の 他

合 　 計
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