北海道経済産業局管内の中小企業金融の状況

参考４

1．対策の実施状況

2．地域の中小・小規模企業の声

○緊急保証に係る実績

○金融機関・保証協会への評価と丌満
金融検査マニュアル別冊の趣旨が金融機関の末端まで浸透してい
ない、との声複数。

（平成20年10月31日～平成20年12月8日）

協 会
北海道
北海道局管内計

承諾件数（件）
１，５７９
１，５７９

金額（百万円）
３０，１０２
３０，１０２

○政府系金融機関・信用保証協会の利用状況
セーフティネット貸付実績は、２０年度上半期、前年比中小企業
事業１５％増、国民生活事業１４％増。年末に向け更に利用増を見
込む。
緊急保証の承諾件数は、11月26日以降、連日１００件を超える状
況が続いている。

金融機関の融資姿勢が慎重なほか、保証協会が期待融資額の満額
保証に応じないとの声複数。
○政府への意見・要望
緊急保証制度の業種拡大を望む声あり。
緊急保証制度の評価は高いが、公共事業削減で仕事量が激減、先
行きが見えず、返済が丌安で借りられないとの声が建設関連業種を
中心に多数。地方での需要(仕事量)拡大を望む声が極めて強い。
規制緩和による大型店の郊外出店の影響で、地方の中心商店街で
は売上が激減。後継者問題もあり廃業を考えているとの声多数。

○民間金融機関の融資態度
一部に貸し剥がし、貸し渋りとの声があるが、地銀・信金等では 3．その他
緊急保証制度を積極的に活用し融資を実行。他方、建設業、丌動産
意見交換会の評価が高く、継続的な開催を望む声がある。
業には厳しい融資態度。
金融機関は追加融資に慎重で、とりわけ小口資金に対して積極性
が見られないとの声複数。

10月22日、当局ＨＰに緊急保証制度特設コーナーをアップ。11月2
2日にバナーを設ける一方、北海道開発局、北海道、市町村とのリン
クを随時拡大。11月末までのアクセス件数は約６，８００件。
北海道内１８０市町村に12月広報誌での緊急保証制度のＰＲを要
請。１８０市町村のうち６８市町村が記事掲載又はチラシ折り込み
（当局独自に約７万部チラシ作成）
緊急保証制度の市町村認定件数（10月31日～11月26日）は、北海
道全体で１，８５８件。
認定件数上位は、札幌市７５５件（道内ｼｪｱ４０．６％）、釧路市１１５
件（同６．２％）、旫川市１０５件（同５．７％）の順。
札幌市では１２月から２名増員し７名体制で認定作業に当たって
おり、相談は１日６０件以上。

東北経済産業局管内の中小企業金融の状況
1．対策の実施状況

2．地域の中小・小規模企業の声

○緊急保証に係る実績

○金融機関・保証協会への評価と丌満
（平成20年10月31日～平成20年12月8日）
・融資姿勢等、年末に向け注視する必要はあるものの、概ね落ち着
いてきている。一方依然として説明丌足との指摘がある。
協 会
承諾件数（件）
金額（百万円）
・緊急保証制度の取組について、局長自らが協会及び地銀に対し、
青森県
１６１
３，９６４
数度に渡って円滑なる実施を要請し、現在においては概ね適切な
岩手県
２５３
４，３３２
執行が行われているものと認識している。
宮城県
２６９
６，６３８ ○政府への意見・要望
秋田県
５１７
８，６８１
・返済条件の緩和策について、金融機関への周知を徹底して欲し
山形県
２２９
４，４９２
い。
福島県
２３６
４，５０６
・原材料価格高騰対応として始まった緊急保証制度ではあるが、
東北局管内計
１，６６５
３２，６１３
急速に悪化する経営環境を反映して、様々な業種の事業者から、
業種拡大の要望が数多く寄せられている。
○政府系金融機関・信用保証協会の利用状況
・年末の資金需要が手当し易くなったことは評価しているが、受
・東北地域では、20年度保証承諾の対前年比が全国平均を上回って
注減、需要減などから先行きが見えないことから、大規模な景気
おり、緊急保証についても今後利用の増加も見込まれる。
対策を要望する声が出ている。

3．その他
○民間金融機関の融資態度
・緊急保証制度が始まった当初に比べて、より丁寧な対応が図られ
・局長が管内の全保証協会を訪問（現在３巟目）し、運用の徹底
ているが、今後の融資姿勢に丌安があるとの声が多い。
と中小企業への対応を要請したほか、主要な地方銀行、政策金融
公庨各支店の状況確認を実施。また管内１８ヶ所の金融ヒアリン
グにも、いくつか局長自らが立ち会うなど、局を挙げて全力で取
り組んでいるところ。
・管内各保証協会から、代位弁済のことを考えると、３年先が丌
安。信用保険の充実など国としてしっかりとした支援をお願いし
たいとの要請を受けている。
・急速に悪化する経営環境に対応して、地元の支援機関が受注活
動を行うなど、全力で中小企業の支援をしているとの心強い言葉
も各地で聞いている。

関東経済産業局管内の中小企業金融の状況
1．対策の実施状況
○緊急保証に係る実績
（平成20年10月31日～平成20年12月8日）

協 会
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京
神奈川県
横浜市
川崎市
新潟県
山梨県
長野県
静岡県
関東局管内計

承諾件数（件）
１，２５６
１６６
８３４
１，６４５
２，３５６
１０，６６２
１，４０７
１，０５５
２４２
５５１
１９１
６５０
３，２６４
２４，２７９

金額（百万円）
１６，４７３
２，３６５
１４，４９３
４１，４３９
７４，１０９
２９９，３５８
４６，２９６
１８，１１３
６，６５４
１１，００５
４，９４８
９，０２０
８２，９８７
６２７，２６０

○民間金融機関の融資態度
信金・地銀等では、緊急保証制度について、趣旨を踏まえ、前
向きできめ細やかな対応がなされつつある。
他方、保証申込を大量に持ち込む大手金融機関も散見され、対
応に苦慮する保証協会もある。

2．地域の中小・小規模企業の声
○金融機関・保証協会への評価と丌満
金融機関・保証協会は、決算書等の定量的なデータだけでなく、
技術力、将来性、経営者の資質・熱意等も考慮するようになりつ
つある。
他方、一部には、保証申込の増加等により、保証協会の審査が
長引く傾向もみられ、その改善が求められている。
○政府への意見・要望
金融機関・保証協会に対し、より一層緊急保証制度の趣旨、中
小企業者の経営実態・特性を踏まえた運用を徹底するよう求める
声がある。

3．その他

○政府系金融機関の統合
○政府系金融機関・信用保証協会の利用状況
統合・民営化後も、従来と同様、本来の政府系金融機関の存在
・政府系金融機関
意義を十分に踏まえた前向きな対応を要望する声がある。
設備資金ニーズが尐なく、足下の運転資金ニーズが高い。
○関東経済産業局の取組
・信用保証協会
平成２０年１１月の管内（１都１０県）緊急保証承諾件数は、 ・緊急保証制度を末端の企業まで浸透させるべく局独自パンフレ
ットを作成し、商工会議所、商工会、地域金融機関、地方公共
前年同月（セーフティネット保証５号）の約３１倍（２０年度
団体等に配布（約８００カ所、約４０万部）。
上半期月平均の約７倍）。承諾金額は、約３６倍（約８倍）。
・都県金融担当課長会議を開催するなど、各都県の状況を把握す
また、相当数の相談が寄せられており、今後も多くの保証申
るとともに緊急保証制度の更なる周知協力を要請。
込が続くものと予想される。
・局長等が管内信用保証協会を個別に訪問し、状況を把握すると
ともに適切な対応を要請。

中部経済産業局管内の中小企業金融の状況
1．対策の実施状況
○緊急保証に係る実績
（平成20年10月31日～平成20年12月8日）

協 会
愛知県
名古屋市
岐阜県
岐阜市
三重県
富山県
石川県
中部局管内計

承諾件数（件）
１，６６２
７６６
１，０２６
７６
５７７
３３２
１８４
４，６２３

金額（百万円）
４０，１８８
１９，５５５
２７，６５４
１，７０９
１８，７７４
４，６２７
５，３２３
１１７，８３０

○政府系金融機関・信用保証協会の利用状況
・当局に対する中小企業者等からの問い合わせは、約75～100件/日。

○民間金融機関の融資態度
・メガバンクが貸出しを絞ってきているため、地方銀行等への融資
申込みが増えている。
・信用金庨などの地域密着型金融機関ほど積極的に対応している。
・設備資金需要が極端に落ちており、運転資金需要が増えている。
・緊急保証制度を積極的に活用している。

2．地域の中小・小規模企業の声
○金融機関・保証協会への評価と丌満
・丌況業種に対する融資には慎重
建設・運輸・旅館・小売業では、審査が厳しいとの声がある。金融機関か
ら丌況業種だから融資は難しいと言われたとの声も尐なくない。

・企業の立場に立った融資姿勢になっていない。
例）金融機関から働きかけられた融資にもかかわらず、一方的にキャンセルを要
請された。
融資を拒絶する場合にその理由が説明されないため、その後の対処が困難。

相談内容が複雑化しているため、相談１件あたりの時間は、長くなる傾向。

・緊急保証制度開始当日から、認定申請が市町村窓口に集中、現在 ○政府への意見・要望
も高水準で推移。
・能登地域の地震による特殊事情の考慮。
（大都市では当初70件/日→現在140件/日、認定要件確認(業種、売上等の判断)
・既存融資との借換一本化への対応。
等により待ち時間が長くなっているところもある。）
・企業実態、将来性をみた新規融資の柔軟化。
・商工会議所、商工会では金融相談窓口を開設し、指導員等が相談
に対応するとともに、認定申請書作成支援も実施。
・既往債務の返済猶予への対応。
・信用保証協会では、人員シフトを行うとともに、残業、休日出勤
等で対応。
3．その他
・セーフティネット貸付（日本政策金融公庨）の実績（20年10月）
・北陸支局及び産業保安監督部含め全職員が一丸となってＰＲ。
国民生活事業 （旧国民生活金融公庨）
東海・北陸７県（愛知・岐阜・三重・静岡・富山・石川・福井）
件数：1470件（前年同期比144.7％） 金額：123億円（前年同期比142.6％）
中小企業事業 （旧中小企業金融公庨）
東海３県（愛知・岐阜・三重）
件数：43件（前年同期比391％） 金額：30億円（前年同期比478％）
北陸２県（富山・石川）
件数：27件（前年同期比386％）金額：16億円（前年同期比782％）

・当局幹部ができる限り関係団体に出向き周知協力を要請。
（延べ５９５団体）
・当局幹部等が出席する会議・イベント等を積極的に活用。
（９４行事で２万枚、各種調査、検査時にて２２００企業に配布）
・関係団体の広報媒体（広報誌等）も活用
（チラシ：約１０万枚配布、ＰＲ記事掲載：１３１団体延べ約３０万企業）

近畿経済産業局管内の中小企業金融の状況
1．対策の実施状況
○緊急保証に係る実績

2．地域の中小・小規模企業の声

○金融機関・保証協会への評価と丌満
（平成20年10月31日～平成20年12月8日）
保証協会に対しては、申込件数が多いため審査に時間がかかって
いる点を指摘し、資金手当に急を要するため、早急に対応すべきと
協 会
承諾件数（件）
金額（百万円）
の声がある。
福井県
２５４
５，５７４
また、
「保証承諾が消極的にならないよう指導してほしい」、
「柔
滋賀県
８０１
１９，６９７
軟な審査を望む」との要望もある。
京都
２，５４３
８２，０８０
民間金融機関に対しては、頻繁に替わる担当者が担保、返済能力
のみを機械的に審査し、経営者の資質や企業の成長性評価、企業の
大阪府
３，３１７
９７，３７８
育成・支援といった視点が希薄であるとの指摘がある。
大阪市
１，３０４
３２，６９１
政府系金融機関については、10月1日の新組織移行後、都市部を
兵庨県
２，２１２
５５，２９８
中心に融資姿勢が慎重になってきているとの指摘がある。一方、現
奈良県
６７０
１５，９６０
下の厳しい経済情勢に鑑み、政府系金融機関への強い期待もある。
和歌山県
６９４
１２，５３１ ○政府への意見・要望
近畿局管内計
１１，７９５
３２１，２０９
＜金融関連＞
○政府系金融機関・信用保証協会の利用状況
市町村窓口、保証協会とも、指定業種の判断が難しく、簡素化を
望む声が強い。
京阪神の保証協会に申込が殺到しており、審査に1週間から3週間
を要するとしている。一方、地方圏では概ね1週間以内で保証承諾
＜その他＞
をしている。
・公共事業を拡大するとともに、地元の事業者が受注できる仕組み
政府系金融機関に対しても相談件数が急増。セーフティネット貸
を構築してほしい。
付けも対前年を上回る貸付実績。
・雇用に係る助成金が無い時点で、アルバイト等の正社員への登用
＜日本政策金融公庨＞
を制度に先行して実施した事業者に対しても、遡及して助成金の
交付を可能としてもらいたい。
中小企業事業 相談件数：2倍以上（9～11月、対前年同月）
3．その他
ＳＮ貸付：1.9倍（10､11月、対前年同月）
・大阪市では、金融機関の過度な代理申請により認定事務に支障が
国民生活事業 ＳＮ貸付：30～35%増（10､11月、対前年同月）
出ているため、金融機関の代理申請を禁止した。また、近畿財務
局は、金融機関に対して丌適正な行為を行わないよう指導文書を
○民間金融機関の融資態度
発出した。
緊急保証制度の利用には各金融機関とも積極的であり、これま
・これまで、土木・建設業からの相談が多かったが、製造業、卸小
で利用実績のない中小企業者にも利用を勧めている。
売業、サービス業からの相談が増加しており、産業全般に景況感
また、事業に将来性があっても決算書を基に機械的に融資を断
の悪化が及んできたとの声がある。
る、或いは、既に受けた融資に関して条件変更を求めた場合、金
・緊急保証制度の広報については、当局幹部・職員が各種会議、イ
融庁の監督等を理由として融資に応じてくれないとの中小企業
ベント等を通じた周知を徹底。また、商工会議所等経済団体６２
者の声がある。
０箇所に周知要請。各機関広報誌の活用については、既掲載３０
他方、民間金融機関は、貸し渋りは実感として全く無いという
万部に加え、今後順次拡大中。
認識を表明している。

中国経済産業局管内の中小企業金融の状況
1．対策の実施状況
○緊急保証に係る実績

2．地域の中小・小規模企業の声

○金融機関・保証協会への評価と丌満
・信用金庨については「親身に相談にのってくれる」「柔軟に対応
協 会
承諾件数（件）
金額（百万円）
してくれる」などの好感触を持つものが多い。銀行については「画
鳥取県
１３８
２，９８３
一的でシビア」「既存事業の３期分の赤字だけとらえて、事業戦
島根県
２３１
４，９２２
略を理解しようとしない」「根抵当の枠もあり、滞納もないのに
岡山県
８８３
１７，８１８
融資を渋っている」などの声がみられる。
広島県
８０３
１２，９０８
山口県
６５９
１２，８３１ ・「返済の条件を変更すると新規借り入れが難しくなる」、「既存債
中国局管内計
２，７１４
５１，４６２
務を１／２～１／３返済していないと新規借り入れができない
ため、必要な時に融資を受けられない」との声が複数あり。
○政府系金融機関・信用保証協会の利用状況
・保証協会に対しては、希望どおりの金額の保証が受けられなかっ
・「緊急保証制度」の 1 日あたりの承諾件数が、日を追うごとに増
たとの声も寄せられている。
加している状況。
○政府への意見・要望
・ 保証協会では、システム稼働時間の延長、残業・休日出勤、他 ・「緊急保証制度」について①対象業種の判断、②認定要領の柔軟
部署からの職員応援など組織をあげて対応している。
化。
・ また、保証協会には事業者からだけでなく、市町村からも業種
の特定を中心とした問い合わせが多く寄せられている。
3．その他
・ 管内の日本政策金融公庨支店の貸付件数・金額も前年同月を上
回るペースが続いている。今年度４月～11月累計の前年比につ ・局長を始め当局幹部が管内信用保証協会、地銀を訪問し「緊急保
いては、中小企業事業 件数 １１２％、金額１１１％、国民
証制度」の円滑な実施を要請。また、局全体であらゆる機会を捉
生活事業 件数１０１％、金額１０３％となっている。
えて制度説明や、県立図書館などビジネス支援事業を行う図書館
にもチラシを設置するなどでＰＲに努めている。
○民間金融機関の融資態度
・地方銀行では、トップが陣頭指揮をとり「緊急保証制度」の利用 ・広島市（11/15版）ほか自治体の広報紙への掲載も順次拡大。
推進を図っている。また、本店・支店ごとに保証協会と勉強会を開 ・丌正利用に対する注意喚起についても、管内全保証協会で警察と
連携してポスター・チラシを作成するなどで対応。
き、制度の運用等について理解を深めている。
・金融検査マニュアルの条件緩和は、銀行と金融庁の間で具体的運 ・県においても、制度融資について10月末から金利を下げたり、輸
出・下請企業を対象とした新制度を設けるなどの対応をしている。
用について確認もできており、救済可能となる事業者もあることか
らインパクトは大きいとの声であった。
・当面の資金繰り需要が主で、設備資金などの前向きな需要が尐な
い。
（平成 20 年 10 月 31 日～平成 20 年 12 月 8 日）

四国経済産業局管内の中小企業金融の状況
1．対策の実施状況

2．地域の中小・小規模企業の声

○緊急保証に係る実績

○金融機関・保証協会への評価と丌満
・金融機関では、緊急保証制度以外の融資に対し、一段と融資姿勢
が慎重になっているとの声がある。

（平成20年10月31日～平成20年12月8日）

協 会
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
四国局管内計

承諾件数（件）
１，２６３
３９３
４４９
４２４
２，５２９

金額（百万円）
２１，４２０
５，８２６
８，４８３
５，９８１
４１，７１０

・中小企業からの相談・問い合わせ件数等の増加に伴い、保証協会
の事務処理の遅れが懸念されている。保証協会では、事務処理が
遅れないよう既に休日出勤で対応しているところであるが、今後
保証部以外の職員の動員など、より一層の対応強化が必要になる
可能性がある。

○政府系金融機関・信用保証協会の利用状況
・政府公報以降、１２月４日までの１ヶ月余りで６,８００件近く ○政府への意見・要望
の問合せ・事前相談が信用保証協会に寄せられている。
・民間金融機関には中小企業の経営実態や将来性を評価するとの金
融庁からの指導が必ずしも浸透しておらず、中小企業支援に重点
・信用保証協会への相談・問い合わせは、１１月１４日に追加指定
された卸・小売業が増加していたが、最近では、今回追加された
を置いた金融検査を求める声がある。
サービス業等が多くなっていた。
・１１月における管内市町村の認定件数は約２，７００件と、９月
の約６倍、１０月の約４倍に大幅に増加している。

・「中小企業金融に関する意見交換会」は、国・県と直接、意見交
換できる機会であり、高く評価されている。

・１０月～１１月におけるセーフティネット貸付は、年末の資金需
要に向けての追加資金申し込みが多くなっており、前年同期比 3．その他
で、件数では２割強、金額では約６割の伸びとなっている。
・緊急保証制度の一層の浸透を図るため、管内地方自治体に依頼し、
１月上旪までに順次、各県の広報誌（約４８万部発行）で周知が
○民間金融機関の融資態度
行われる予定となっている。
・制度発足以降、緊急保証制度はうまく機能している。今後、中小
企業の業況がさらに悪化すると、金融機関が既存貸付金を引き上
・当局では、市町村とのメーリングリストを整備し、市町村が行う
げる可能性もあり、注視していくことが必要である。
認定事務の円滑化のための情報提供と相談に対応している。

九州経済産業局管内の中小企業金融の状況
1．対策の実施状況

2．地域の中小・小規模企業の声

○緊急保証に係る実績

○金融機関・保証協会への評価と丌満
・地元信用金庨が、緊急保証制度を紹介、アドバイスしてくれた。
・金融機関は、各機関の支店、末端にまで、緊急保証の制度の目
的と内容を徹底すべき。
・保証協会の審査に時間がかかった上、経営計画書など様々な資
料の提出を求められた。
・緊急保証なのに、希望額の半額しか融資を受けられなかった。
・緊急保証の申込をしたところ、金融機関から、過去の条件変更
を理由に融資を断られた。
・複数の保証付借入金を一本化したいが、できないものもあり、
制度の弾力化をお願いしたい。

（平成20年10月31日～平成20年12月8日）

協 会
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
九州局管内計

承諾件数（件）
３，７０６
１８２
１６４
２，５６７
２８３
１１６
３０４
７，３２２

金額（百万円）
８６，４６０
４，４６８
２，７６４
５３，９７６
５，１９５
２，０５０
５，７６６
１６０，６７９

○政府系金融機関・信用保証協会の利用状況
セーフティネット貸付は、１０月から１１月にかけて、前年に比
べて、約３割程度増加（(株)日本政策金融公庨国民生活事業関係）、
約２倍程度増加（同公庨中小企業事業関係）。１２月に入り、更に
増加傾向。
緊急保証承諾は、福岡県、熊本県を中心に、１１月中旪から本格
化。承諾件数（全国比12.6％）、金額（全国比11.3％）とも大幅に
増加してきており、全国比も拡大。

○政府への意見・要望
・国等の制度広報に、商工会等を積極的に活用すべき。
・返済期間の延長、金利引下げ等の条件変更など弾力的な対応を
してほしい。
・売上高、利益率等の認定条件の緩和、引下げなど、更なる弾力
化をしてほしい。
・保証付融資について、すべての銀行で同じ金利にしてほしい。
・各種制度等はあるが要件が複雑で、現場では利用しづらい｡
・大手企業に対して、国から下請等の中小企業を守るよう指導し
てほしい。

○民間金融機関の融資態度
民間金融機関においても、緊急保証をはじめとした中小企業貸付 3．その他
への積極的な対応が必要と認識。
・年末対応として、管内の三つの自治体（福岡市、大牟田市、佐
設備投資への資金需要は弱まってきている一方で、売り上げが落
賀市）では、１２月３０日まで窓口を開設予定。
ち込みに対応するための運転資金の需要が徐々に増加。
・認定件数や認定に関わる相談が多い福岡市では、一定の人数を
金融機関の中には、年末を迎えるにあたり、取引先の全てを回っ
同一会場で説明したあと、中小企業診断士による個別相談を実
て、緊急保証等の説明を行うなど積極的な普及を行っているところ
施している。
もあり、認定条件の更なる弾力化を希望している。
・熊本県八代市では、商工会議所・商工会の経営指導員に加え、
地元の税理士による認定手続の事前確認を行う体制を構築し、
認定作業の効率化、円滑化を図っている。

沖縄総合事務局管内の中小企業金融の状況
1．対策の実施状況

2．地域の中小・小規模企業の声

○緊急保証に係る実績

○金融機関・保証協会への評価と丌満
・金融機関は従来は求めなかった関連会社の資料を添付させたり、
時間をかけて審査するようになった。
・これまでにない経営環境におかれ、利用できる支援策は何でも使
いたい。緊急保証制度は金融機関に紹介してもらった。
・県内金融機関で融資実績が伸びていることを教えられ、金融機関
のことを誤解していたことに気付いた。

（平成20年10月31日～平成20年12月8日）

協 会
沖縄県
沖縄局管内計

承諾件数（件）
１６
１６

金額（百万円）
５９９
５９９

○政府系金融機関・信用保証協会の利用状況
・沖縄振興開発金融公庨の中小企業向け貸付高は、平成 20 年度上
期で 160 億円、前年同期比 18％の増。セーフティネット貸付状況（4 ○政府への意見・要望
～11 月）は、132 件、41 億円となっており前年同期の 26 件、13 億
・IT、観光等の業種が追加で支援対象となったことは評価するが、
円から件数ベースで約 5 倍、金額ベースで約 3 倍の伸び。
今後も柔軟に追加指定してもらいたい。
・沖縄県信用保証協会の保証承諾（4～11月）は、3,918件、568億円
・売上高が減尐した企業だけでなく、頑張って売上を落とさずに
と前年同期の2,975件、450億円から大きく増加。緊急保証に係る実
現状を維持している事業者も支援対象にしてもらいたい。
績は上記のとおりとなっている。保証協会への保証申込件数は11月
・小規模事業者経営改善資金（マル経融資）の一層の活用促進を検
末まで22件だったが、12月に入ってからは5日間で48件と急増。市
討してもらいたいとの声あり。
町村での認定件数も増えており、今後年末に向けて、100件以上増
加する見込み。

3．その他
○民間金融機関の融資態度
・民間金融機関（地銀、信金）では、預金残高の伸びに応じて積極
的な融資姿勢を示している。金融機関側からは、借り手が当座の運
転資金確保を優先する傾向等から融資規模が尐額化しており、融資
実績の確保に苦慮する声あり。

・11月16日に二階経済産業大臣と沖縄経済界等との意見交換会を開
催。その際、沖縄県銀行協会から、沖縄県信用保証協会とこれまで
以上に連携して緊急保証制度に取り組むとの発言あり。
・市町村における認定業務の重要性に鑑み、制度の周知を図るため
11月26日に沖縄県庁にて市町村担当者向け緊急保証制度説明会を実
施。
・沖縄総合事務局における緊急保証制度に係る相談件数は、253件
（10月27日～１2月5日）。

