
価値創造型金融の実践に向けた取組み 

～地域のさらなる発展にむけて～ 

平成26年3月7日  

大地みらい信用金庫 理事長 遠藤修一 



大地みらい信用金庫について 

＜概要＞ 
 北海道東部の根室市に本店を置く信用金庫です。根室・釧路管内を事業区域として 
 金融機能の提供に留まらず、文化、環境、教育といった面も視野に入れ、地域社会 
 の活性化に積極的に取組んでいます。 
 創 業    大正5年5月10日 
 預 金    311,377百万円(平成25年9月末) 北海道23信用金庫中  9位 
 貸出金    134,285百万円(平成25年9月末) 北海道23信用金庫中  8位 
 自己資本比率 27.26%  
    
＜顧客数＞ 
 根室・釧路管内328千人のうち預金顧客数165千人(平成25年9月末) 
 
＜事業先メインバンク率＞㈱帝国データバンク(平成25年1月調査) 
 根室・釧路管内の事業者がメインバンクとして 
 認識している割合 32.1% 根室・釧路管内 1位 
  
＜地区別シェア＞(平成25年9月末) 
 根室管内  預金 60.58% 貸出金 50.83% 
 厚岸地区  預金 63.11% 貸出金 54.02%     
 釧路管内  預金 11.75% 貸出金   9.22%   
 当金庫全体 預金 28.73% 貸出金 22.88% 
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北海道の「根室」「釧路」について 

○管内は、2市10町1村からなり、その面積は 

 14,531.63ｋ㎡ 

  (根室管内8,534.24ｋ㎡、釧路管内5,997.39ｋ㎡) 

 東京都の約7倍、岩手県と同等の広さ 

 

○平成22年12月末現在の人口は328千人 

 （根室管内80千人、釧路管内248千人） 

 

○一次産業である水産業と酪農業が基幹産業 

  平成24年 根室・釧路管内の水揚高 695億円 

   全国の約5％の水揚高 

   

  平成24年度生乳生産量 1,358千トン 

   根室管内 819千トン 釧路管内 539千トン 

   生乳生産高 1,127億円(83円/㎏換算) 

   全国生乳生産量の17.8%を生産 

    

○主要空港 

  根室中標津空港、くしろ丹頂空港   
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地域の水揚状況について 

主要港水揚状況 

さんま水揚状況 

出典：時事通信社 

出典：全国さんま棒受網漁業協同組合 
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管内の事業所数・従業員数の推移 
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管内の人口推移・将来人口予測 

人口推移 将来人口予測 

出典：総務省 住民基本台帳に基づく人口調査 出典：国立人口・社会問題研究所 
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域際収支の状況 

 出典：北海道開発局 平成17年北海道内地域間産業連関表 
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これまでの地域密着型金融の取組み 

昭和61年 
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・財団法人根室しんきんふるさと振興基金(現 一般財団法人大地みらい基金)設立 
 地域の産業振興、文化・スポーツ活動の推進など根室・釧路地域の振興と発展の 
   ため、各種事業を展開。 
 
・起業家支援センターを設置。中小企業診断士による企業の経営革新、経営分析、 
   開業支援等付加価値の高いコンサルティングサービスを提供。 
 
・「リ・スタート支援チーム」の立ち上げ。企業経営支援・再生支援に対し組織的に 
 取組む体制を確立。 
 
・｢リ・スタート支援チーム｣の取組みがリレーションシップバンキングの先進的な 
   事例として評価され、信用金庫社会貢献賞 優秀賞を受賞。 
 
・経済産業省「地域力連携拠点事業」を受託し、各種中小企業支援事業を実施。  
 平成21年も継続受託。 
 
・価値創造型金融に向けた支援を目的に専門部署である地域みらい創造センターを設置。  
・北海道大学産学連携本部と地域産業の技術の発展、地域社会に貢献することを目的 

    に連携協定を締結。 

 
・ＫＯＮＳＥＮ(根釧) 魅力創造ネットワークを設立。 
   地域の「食」資源や魅力ある資源の国内外への発信、付加価値の向上による地域 
   産業の発展にむけて企業、自治体、支援機関、学術機関が連携して取組む。      
・経営革新等支援機関として認定を受ける。 

平成11年 

平成14年 

平成20年 

平成16年 

平成23年 

平成24年 



地域金融機関としてのつなぐ力の実践 

  

など 

 
地域のお客様のニーズの掘り起こし 
○.営業店を中心とした情報収集 
○他機関からの情報収集 
・信金中金、他信用金庫 
・北海道経済産業局 
・北海道、地元自治体 
・商工会議所及び商工会 
           など 
 

課題解決支援 

情報提供 

相談 

課題の把握 

○北海道経済産業局 

○中小企業基盤整備機構 

○北海道大学産学連携本部 

○札幌医科大学 

○釧路公立大学 

○ＪＥＴＲＯ 

○北海道中小企業総合支援センター 

○釧路総合振興局・根室振興局 

                など 

創業・事業承継のお悩み 経営上のお悩み 

連携による新たな取組み 

 

○情報整理・課題の整理 

○優先して取組むための  

 対応の決定 

○自金庫での対応または  

 外部機関の活用につい 

 ての検討 

連携している外部機関の 

知見の活用、専門家等の派遣 
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北海道大学産学連携本部との協定スキーム(連携例) 

 

 

  
相談  

大地みらい 
信用金庫 

 
本 支 店 

地域みらい創造センター 
 

   産学連携本部 
 

 
 
 
 
 
 
 

会社・事業所内での 
技術相談、新商品開発 

など 
素朴な疑問や経営課題 

情報提供 回答 

対応要請 

地域の企業と大学とのつなぎ役として 

地域企業の課題解決、新たな取組みに対する支援を実施 
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当金庫の情報の収集、発信ツール 

http://www.daichimirai.co.jp/ 

regional_activities/high-quality_product.html 
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食品関連産業に対する地域依存度 

出展 北海道 平成22年度道民経済計算 

 
産業全体に占める農業、水産業、製造業(食料品)割合では根室が1位、釧路が7位であり、 
3産業の地域への影響度は非常に高くなっている。 
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出展 北海道 平成22年度道民経済計算より 
 「経済活動別総生産」を「経済活動別道内産出額」で除して求めた。 
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製造業(食料品)の付加価値額は北海道内14振興局中根室13位、釧路10位とともに 
低位の状況であり、低次加工・原料供給型の産業構造となっている。 
 



ＫＯＮＳＥＮ(根釧)魅力創造ネットワークとは 

『北海道の「根室」「釧路」にある優れた「食」資源を全国、 

 海外に発信し、地域の魅力を多くの皆様に知ってもらうことで、 

 地域の活性化、産業の発展につなげていくことを目的に、企業、 

 自治体、大学、支援機関がそれぞれの垣根を越えて連携して 

 取組む組織として平成24年12月18日に設立。』 

 

＜構成員＞ 

 事  業  者 21企業 

 (水産加工業者 17社、農畜産加工業者 4社) 

 支援機関  12団体 

 (北海道経済産業局、北海道根室振興局、根室管内1市4町、 

  全日本空輸㈱釧路支店、釧路公立大学、 ㈱帝国データバンク、 

  信金中央金庫北海道支店、大地みらい信用金庫) 

 【事務局】大地みらい信用金庫 地域みらい創造センター内 

 

＜平成24年度の活動＞ 

 平成25年3月5日(火)～8日(金) FOODEX JAPAN2013に出展 

  販路開拓、商品に関するマーケティング活動を展開 

13 



FOODEX JAPAN2013の実績 

 
【商談機会の創出】 
 ＜名刺交換枚数＞   1,377枚(国外含む) 15企業団体 
  外食446枚、小売業293枚、中間流通317枚、 
  食品メーカー126枚、その他195枚 
 ＜商談開始件数＞    151件 
  外食56件、小売業45件、中間流通31件、食品メーカー14件、 
  その他4件 
 
【商談成立】 
 ＜商談成立件数＞    59件 
  外食13件、小売業22件、中間流通19件、食品メーカー5件 
 ＜商談継続件数＞    38件 
  外食13件、小売業12件、中間流通12件、食品メーカー1件 
 ＜取引額合計＞   4,774千円 
  外食154千円、小売業1,234千円、中間流通883千円、 
  食品メーカー2,453千円、その他50千円 
 ＜見込取引額合計＞ 6,186千円 
  外食840千円、小売業4,270千円、中間流通1,026千円、 
  その他50千円 
 
※名刺以外はアンケートに回答いただいた10社の内容について集約。 

FOODEX JAPAN2013 報告・協議会 

FOODEX JAPAN2013 商談風景 

FOODEX JAPAN2013 商談風景 
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平成25年度のネットワークの事業 

＜今年度の事業＞ 
１.海外流通事情等視察 
 視 察 日 平成25年8月13日(火)～17日(土) 
 視 察 先 香港(香港ＦＯＯＤ ＥＸＰＯ、香港貿易発展局、香港市内企業視察) 
       タイ(ＪＥＴＲＯ、バンコク伊勢丹視察) 
 
２.東北海道「食・ビジネス商談会」２０１３inオホーツク 
 開 催 日 平成25年11月7日(木)～8日(金) 
 開催場所  北見信用金庫 本店 ９階 きたしんホール 
         北見市大通東１丁目２番地１ 
 
3.沖縄県貨物ハブおよび沖縄プレ交易会の視察 
 視 察 日 平成25年11月13日(水)～14日(木) 
 視 察 先 那覇空港 ＡＮＡ沖縄貨物 
       沖縄プレ交易会(沖縄コンベンションセンター) 
 
4..静岡県商談・即売会 
 開 催 日 平成25年11月21日(木)～22日(金) 
 開催場所  キラメッセぬまづ 
       静岡県沼津市大手町１-１-４ 

香港ＦＯＯＤ ＥＸＰＯ視察 

静岡県商談・即売会 

東北海道「食・ビジネス商談会2013inオホーツク 
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ネットワークとしての課題解決への対応 

＜取組事項＞ 

1.平成25年度第1回全体会議 

 開 催 日 平成25年10月24日(木) 

 開催場所  大地みらい信用金庫本店 5階会議室 

 【課題対応・共有化】 

 パッケージデザインの改善、多言語化への対応、プレゼンス力向上 

 

2.デザインセミナーおよび個別相談会の開催 

 「デザインがなぜ大事なのか」 

 ～ひとびとにアピールする魔法のデザインとは～ 

 開 催 日 平成26年1月23日(木) 

 開催場所  大地みらい信用金庫本店 5階会議室 

 講  師  ㈱ファームステッド 阿部 岳 氏/長岡 淳一 氏 

 

3.表現力アップセミナー 

 「展示会で有効なコミュニケーション方法について」 

 開 催 日 平成26年2月10日(月) 

 開催場所  大地みらい信用金庫釧路支店 2階会議室 

 講  師 オフィスカブラギ 蕪木 俊毅 氏/日本能率協会 箱崎 浩大 氏 

 

 

ネットワーク全体会議 

デザインセミナー 

表現力向上セミナー 
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○「食」資源に関する地域の 

 面的発信による訴求力の向上 

○国内外における新たな販路創造 

○根釧地域の認知度向上 

○マーケティングによる課題 

 認識および改善への取組み 

 

 

【地域共通の課題】 

優れた「食資源」に対する付加価値の向上 

地域としての一体的なプレゼンス力の強化 

当金庫 

支援機関 

学術機関 
北海道 

管内自治体 

地域企業 

KONSEN(根釧) 
魅力創造ネットワーク 

 

産学官金の地域広域連携による 

ネットワークの創設 

ネットワークによる情報 

の共有化 

課題の認識 

構成員同士の連帯感の醸成 

静岡 商談・物産会 

香港FOOD EXPO視察 FOODEX JAPAN2013 

ＫＯＮＳＥＮ(根釧)魅力創造ネットワーク全体像 
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ご清聴ありがとうございます。 


