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オペレーショナル・リスク（リスク統括部）

リスク管理態勢

緊急時の業務継続体制

■ 統合的リスク管理態勢

■ 対象とするリスク

金融の自由化・国際化の進展や金融技術の発展など環境の変化によって、金融機関の業務はますます多様化・複雑化しており、直面するリ
スクは量的にも質的にも大きく変容しています。
こうしたなか、当金庫はリスク管理を経営の重要課題と位置づけ、リスク別管理方針の定めのもと各種リスクの主管部署の明確化、管理方
法等の規定化を進め、統合的に管理するよう態勢の整備・充実に努めております。

当金庫では、地震等の大規模自然災害など業務継続が脅かされる危機の発生時において、お客さま・役職員の安全確保および二次災害（被
害拡大）の防止に努めつつ、地域住民の生活や企業の経済活動を支えるために、必要最低限の金融機能の継続を図ることを目的として｢業
務継続方針｣および｢業務継続計画｣を制定し、業務継続体制の整備に取り組んでおります。また、危機発生時の対応手順の習熟・確認のため
に各種訓練を定期的に実施し、業務継続体制の実効性確保を図るとともに、訓練結果を踏まえて業務継続計画の見直しを行うこととして
おります。
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▶事務リスク
事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより損失を被るリスクをいいます。
当金庫では、役職員がリスクの所在を認識し適正な事務処理を徹底するとともに、適切な事務指導の実施、内部監査や店内検査の実施
による牽制機能の確保等により、事務リスクの極小化に努めております。

▶システムリスク
システムリスクとは、コンピューターシステム等の障害または誤作動、システムの不備、不正利用等により損失を被るリスクをいいます。
当金庫では、不測の事態によるシステムダウンや誤作動に対しても、すみやかな復旧ができるよう日頃より緊急対策に万全を図ってい
るほか、顧客情報の保護の観点から、情報セキュリティについても体制の整備に努めております。

▶その他のオペレーショナル・リスク
その他のオペレーショナル・リスクには、法務リスク、風評リスク、人的リスク、有形資産リスクがあります。
当金庫では、それぞれのリスクに対して主管部署を設置し管理態勢を整備し適切なリスク管理に努めております。

リスクカテゴリー リスクの説明

信用リスク
信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化により、資産（オフ・バランス資産を含む）の価値が減少あるいは消滅し損失を被るリスクを
いいます。当金庫では、与信が特定先や一定業種に偏らないバランスのとれた適切なポートフォリオの構築に努めるとともに、自己査定・法
人格付・担保評価等のシステムにより、資産の健全性の維持・向上を図っております。

市場リスク

市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、保有する資産・負債（オフ・バランスを含む）の価値が
変動し損失を被るリスクおよび資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスクをいいます。当金庫では、VaR（バリュー・アッ
ト・リスク）等の手法により市場リスクを計測し、あらかじめ定めたポジション枠、リスクリミット、損失限度枠に基づき、市場リスク管理を行っ
ております。また、主管部署が市場運用担当部署を牽制する体制を整備しております。

流動リスク
流動性リスクとは、予期せぬ資金の流出や市場の混乱等により、通常よりもコストの高い資金調達を余儀なくされることにより損失を被る
リスクをいいます。当金庫では、市場の状況と現状の資金繰りの状況を適切に把握し、当金庫の資金調達・運用構造に適応した流動性リス
ク管理に努めております。また、資金繰り逼迫度に応じた対応策を定め、状況に合わせ適切に対応できる体制を構築しております。

オペレーショナル・
リスク

オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により損失を被るリ
スクをいいます。当金庫では、オペレーショナル・リスクを極小化すべきリスクと位置付け、統括部署を設置し、オペレーショナル・リスクの
総合的な管理体制を整備しております。
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地域金融機関には高い公共的使命と社会的責任が課せられており、コンプライアンス（法令等遵守）態勢の確立を図り地域の皆さまからよ
り一層の信頼を確保していくことが非常に重要となります。当金庫は、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置付け、役職
員がコンプライアンス態勢の確立に向けて取り組むべき指針や遵守すべき法令等について「内部統制基本方針」をはじめ「コンプライアン
ス・マニュアル」等に定めるとともに、役職員は高い倫理観を持って法令・ルールに則った公正で厳正な業務運営に努めております。

1.利益相反とは、当金庫とお客さまの間、または当金庫のお客さま間において利益が相反する状態をいいます。当金庫はこのようなお客さまと行う
　取引を対象として利益相反管理を行います。
2.当金庫は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
　（1）次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
　　①当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
　　②当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合する相手と行う取引
　　③当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引
　（2）①から③のほか、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
3.当金庫は、利益相反取引の対象となる取引について、次に掲げる方法、その他の方法を選択し、またこれらを組み合わせることにより、適切に管理
　を行います。
　　①対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法
　　②対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
　　③対象取引またはお客さまとの取引を中止する方法
　　④対象取引に伴いお客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に適切に開示する方法
4.当金庫は、営業部門から独立した管理部署の設置および責任者の配置を行い、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を一元的に行
　います。
5.当金庫は、利益相反管理について定められた法令および庫内規則等を遵守するため、役職員等を対象に教育・研修等を実施します。
6.当金庫は、利益相反管理態勢の適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。

当金庫は、信用金庫法および金融商品取引法等を踏まえ、お客さまとの取引にあたり、本方針、規程および当金庫が定める庫内規則に基づ
き、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管理し、お客さまの利益を保護するとともに、お客さまからの信頼を向上
させるため、次の事項を遵守いたします。

「個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）」全文は、当金庫ホームページに掲載しております。

当金庫では、事業活動における法令・企業倫理等の遵守を確保するため、コンプライアンス室を統括部署とし、コンプライアンス委員会で重要な
事項の協議を行っております。また、コンプライアンスの徹底を期すために、本部各部署および各営業店に責任者および担当者を配置し、コンプ
ライアンスを重視した企業風土の醸成に努めております。

● 信用金庫の社会的使命と公共性の自覚と責任
● 質の高い金融等サービスの提供と地域社会発展への貢献
● 法令やルールの厳格な遵守
● 地域社会とのコミュニケーション

● 従業員の人権の尊重等
● 環境問題への取組み
● 社会貢献活動への取組み
● 反社会的勢力の排除

北伊勢上野信用金庫 倫理綱領

コンプライアンス態勢

利益相反管理方針

当金庫は、お客さまからいただいた個人情報を基に金融商品・サービスを提供しています。その個人情報を保護し、適切に管理することは
最も重要な責務であると考えています。
当金庫は、お客さまに個人情報を安心してご提供いただくために、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）および金融分野に
おける個人情報に関するガイドライン、その他関係法令および規範等を遵守し、個人情報の保護に努めております。
個人情報保護の取組みと継続的な改善をお約束するため、当金庫は個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）をホームページ等で公開し
ております。

個人情報の保護宣言（プライバシーポリシー）について
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金融商品に係る勧誘方針

保険募集指針

（注）当金庫は、確定拠出年金運営管理機関として、確定拠出年金法上の「企業型年金に係る運営管理業務のうち運用の方法の選定および加入者等に対する提示の業務」および「個
　   人型年金に係る運営管理機関の指定もしくは変更」に関しても本勧誘方針を準用いたします。

当金庫は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図ることと
します。

1.当金庫は、お客さまの知識、経験、財産の状況および当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品説明
　をいたします。
2.金融商品の選択･ご購入は、お客さまご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客さまに適正な判断をしていただくため
　に、当該金融商品の重要事項について説明をいたします。
3.当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客さまに対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を通じて役職員の知識の
　向上に努めます。
4.当金庫は、お客さまにとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
5.金融商品の販売等に係る勧誘について､ご意見やお気づきの点等がございましたら、窓口までお問い合わせください。

当金庫は、以下の「保険募集指針」に基づき、適正な保険募集に努めてまいります。

預金保険制度について

1.当金庫は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
　万一、法令等に反する行為によりお客さまに損害を与えてしまった場合には、募集代理店として販売責任を負います。
2.当金庫は、お客さまに引受保険会社名をお知らせするとともに、保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社であること、その他
　引受保険会社が破たんした場合等の保険契約に係るリスクについて適切な説明を行います。
3.当金庫は、取扱保険商品の中からお客さまが適切に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。
4.当金庫が取り扱う一部の保険商品につきましては、法令等により以下のとおりご加入いただけるお客さまの範囲や保険金額等に制限が課せ
　られています。
　（1）保険契約者・被保険者になる方が下記のいずれかに該当する場合には、当金庫の会員の方を除き、制限の課せられている保険商品をお取
　    扱いできません。
　　　①当金庫から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主の方（以下、総称して「融資先法人等」といいます。）
　　　②従業員数が20名以下の「融資先法人等」の従業員・役員の方
　（2）「上記（1）に該当する当金庫の会員の方」、「従業員数が21名以上の融資先法人等の従業員・役員の方」が保険契約者となる一部の保険商品
　　 の契約につきましては、保険契約者一人あたりの通算保険金額その他の給付金合計額（以下「保険金額等」といいます。）を、次の金額以下に
　　 限定させていただきます。
　　・生存または死亡に関する保険金額等：1,000万円
　　・疾病診断、要介護、入院、手術等に関する保険金額等
　　  　①診断等給付金（一時金形式）：1保険事故につき100万円
　　  　②診断等給付金（年金形式）　：月額換算5万円
　　  　③疾病入院給付金　　　　　：日額5千円【特定の疾病に限られる保険は1万円】※合計1万円
　　  　④疾病手術等給付金　　　　：1保険事故につき20万円【特定の疾病に限られる保険は40万円】※合計40万円
5.当金庫は、ご契約いただいた保険契約の内容や各種手続方法に関するご照会、お客さまからの苦情・ご相談等の契約締結後の業務にも適切に
　対応いたします。
　なお、ご相談内容によりましては、引受保険会社所定の連絡窓口へご案内、または保険会社と連携してご対応させていただくことがございます。
6.当金庫は、保険募集時の面談内容等を記録し、保険期間が終了するまで適切に管理いたします。また、お客さまから寄せられた苦情・ご相談等
　の内容は記録し、適切に管理いたします。

預金保険制度とは、金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一金融機関が破たんした場合には、預金保険機構が一定額の保険金を
支払うことにより預金者を保護する制度です。預金保険で保護される範囲は、下図のとおりです。

預金等の分類 保護の範囲

当座預金・利息の付かない普通預金等 全額保護決済用預金（注）2

一般預金等
合算して元本1,000万円までと破たん日までの利息等を保護

預金保険の
対象預金等

預金保険の対象外預金等

利息の付く普通預金、定期預金、定期積金、元本
補てん契約のある金銭信託（ビッグなどの貸付
信託を含みます）等

外貨預金、譲渡性預金、金融債（募集債及び保護
預り契約が終了したもの）等

1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応
じて支払われます。（一部カットされることがあります。）

（注）1

（注）1.他人・架空名義の預金、導入預金などは対象から除外されます。
　　2.「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金をいいます。

保護対象外
破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。（一部
カットされることがあります。）

お客さまの安心のために
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当金庫における苦情処理措置・紛争解決措置等の概要
当金庫は、お客さまからの相談・苦情・紛争等（以下「苦情等」という。）を営業店または業務支援部で受け付けています。

1．苦情等のお申出があった場合、その内容を十分に伺ったうえ、内部調査を行って事実関係の把握に努めます。
2．事実関係を把握したうえで、営業店、関係部署等とも連携を図り、迅速・公平にお申出の解決に努めます。
3．苦情等のお申出については記録・保存し、対応結果に基づく改善措置を徹底のうえ、再発防止や未然防止に努めます。
　苦情等は営業店または次の担当部署へお申出ください。

4.当金庫のほかに、一般社団法人全国信用金庫協会が運営する「全国しんきん相談所」をはじめとする他の機関でも苦情等のお申出を受け付けてい
　ます。詳しくは上記業務支援部にご相談ください。

北伊勢上野信用金庫 業務支援部
住　　所
電話番号
F  A  X

〒510‒8666 四日市市安島二丁目2番3号
059‒354‒9971（業務支援部ダイヤルイン）
059‒353‒9700（業務支援部専用FAX）

Eメール
受付時間

support-desk@kitaiseueno-shinkin.jp
月～金（祝日、年末年始除く）
9:00 ～ 17:00

全国しんきん相談所（一般社団法人全国信用金庫協会）
住　　所
電話番号

〒103‒0028　東京都中央区八重洲1‒3‒7
03‒3517‒5825

受付時間
受付媒体

月～金（祝日、年末年始除く）　9:00 ～ 17:00
電話、手紙、面談

5.東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会（以下「東京三弁護士会」という。）が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可
　能ですので、上記業務支援部または全国しんきん相談所へお申出ください。なお、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。

6.東京三弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、次の（1）、（2）の方法により、お客さ
　まのアクセスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁センター等を利用することもできます。なお、ご利用いただける弁護士会については、あらか
　じめ、東京三弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫業務支援部にお尋ねいただくか、東京三弁護士会のホームページまたは当金庫ホーム
　ページ（http://www.kitaiseueno-shinkin.jp/）をご覧ください。
（1）現地調停
　　東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人がテレビ会議システム等を用いて、共同して紛争の解決にあたります。例えば、お客さまは、
　　滋賀弁護士会の仲裁センター等にお越しいただき、当該弁護士会の調停人とは面談で、東京三弁護士会の調停人とはテレビ会議システム等を通じて
　　お話いただくことにより、手続きを進めることができます。　
（2）移管調停
　　当事者間の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件を移管します。例えば、愛知県弁護士会や岐阜県弁護士会の仲裁センター等に案件を移管
　　し、当該弁護士会の仲裁センター等で手続きを進めることができます。
7．当金庫の苦情等の対応
　当金庫は、お客さまからの苦情等のお申出に迅速・公平かつ適切に対応するため、以下のとおり金融ADR制度も踏まえ、内部管理態勢等を整備して苦
　情等の解決を図り、当金庫に対するお客さまの信頼性向上に努めます。
（1）営業店および各部署に責任者を置くとともに、業務支援部がお客さまからの苦情等を一元的に管理し、適切な対応に努めます。
（2）苦情等のお申出については事実関係を把握し、営業店、関係部署および業務支援部が連携したうえ、速やかに解決を図るよう努めます。
（3）苦情等の対応にあたっては、解決に向けた進捗管理を行うとともに、苦情等のお申出のあったお客さまに対し必要に応じて手続の進行に応じた適切
　  な説明を営業店または業務支援部から行います。
（4）お客さまからの苦情等のお申出は、全国しんきん相談所をはじめとする他の機関でも受け付けていますので、内容やご要望等に応じて適切な機関を
　  ご紹介いたします。
（5）紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁センター等を利用することができます。その際には、当該仲裁センター等の規則等も踏まえ、適切
　  に協力します。
（6）お申出のあった苦情等を記録・保存し、その対応結果に基づき、苦情等に対応する態勢の在り方の検討・見直しを行います。
（7）苦情等への対応が実効あるものとするため、内部監査部門が検証する態勢を整備しています。
（8）苦情等に対応するため、関連規程等に基づき業務が運営されるよう、研修等により金庫内に周知・徹底します。
（9）お客さまからの苦情等は、業務改善・再発防止等に必要な措置を講じることにより、今後の業務運営に活かしていきます。

※お客さまの個人情報は苦情等の解決を図るため、またお客さまとのお取引を適切かつ円滑に行うために利用いたします。

名 称

住 所

電話番号

受付時間

東京弁護士会紛争解決センター

〒100‒0013
東京都千代田区霞が関1‒1‒3

03‒3581‒0031

月～金（祝日、年末年始除く）

9:30～12:00、13:00～15:00

第一東京弁護士会仲裁センター

〒100‒0013
東京都千代田区霞が関1‒1‒3

03‒3595‒8588

月～金（祝日、年末年始除く）

10:00～12:00、13:00～16:00

第二東京弁護士会仲裁センター

〒100‒0013
東京都千代田区霞が関1‒1‒3

03‒3581‒2249

月～金（祝日、年末年始除く）

9:30～12:00、13:00～17:00
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● お客さまの属性・知識・投資経験・財産の状況・ライフステージ・契約目的等をふまえた金融商品・サービスを提案するよう努めます。
● お客さまの利益が不当に損なわれることがないよう適切に対応してまいります。

1.お客さまに対して誠実・公正に業務を行い、お客さまに適した商品のご提案に努めます。

● お客さまが最適な商品をご選択いただけるよう、金融商品・サービスのラインアップの充実に努めます。
● 取扱う商品は、特性やリスクを十分に把握して選定するよう努めます。

2.お客さまのニーズにお応えできる金融商品の充実に努めます。

● 商品のご提案にあたっては、市場動向・商品特性・リスク・各種手数料ならびに選定理由等について、適切な資料に基づきお客さまの理解度に
応じてわかりやすい情報提供に努めます。

● 商品販売後も、お客さまが安心していただけるよう必要な情報の提供や相談など、アフターフォローの充実に努めます。

3.ご提供する情報の充実とわかりやすい説明をいたします。

● 職員研修の実施や資格取得の奨励等を通じ、継続的に職員の能力開発に努めます。
● 本方針の取組状況について定期的な検証や公表を行うことで、より良い販売態勢の整備に取り組んでまいります。
● お客さま本位の業務運営を当金庫の文化のひとつとして、定着させるよう努めます。

4.お客さま本位の業務運営を行うため、態勢の整備を図ります。

振り込め詐欺等犯罪防止への対応
預金口座が不正行為の温床にならないよう、迅速、厳正、適切に対応しております。
また、疑わしい取引等の監視を定めた規程・要領の整備や、キャッシュカードを安心してご利用いただけるよう、様々な対応を行っております。

近年、預金口座を不正に利用し、「違法な取引」、「振り込め詐欺」、「架空料金請求詐欺」、「融資保証金詐欺」等を行う悪質な事件が多発し、大きな社会問題
となっています。こうした動きに対し、金融庁より金融機関に対して、預金口座が不正行為の温床にならないよう、法令等に則し、迅速、厳正、適切に対
応するよう要請がありました。
当金庫では、この問題を重く受け止め、犯罪収益移転防止法、組織的犯罪処罰法、預金規定等に従い、迅速かつ厳正な対応を下記の通り実施しています。

反社会的勢力に対する基本方針
当金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり「反社会
的勢力に対する基本方針」を定め、これを遵守します。

1．当金庫は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。
2．当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解決に努めます。
3．当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引および便宜供与は行いません。
4．当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
5．当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。

振り込め詐欺等による「口座不正利用」への対応

● 普通預金規定に基づき、偽名口座、借名口座、口座の譲渡が明らかに
　なった場合、また、預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用
　され、もしくはその恐れがあると認められた場合等には、預金取引
　停止または口座解約を迅速かつ適切に実施しております。

● 預金口座開設時に、お客さまのご本人確認を徹底しております。
● ATM等で行われた取引について、不正取引のモニタリングを行っております。
● 万が一、預金口座の動き等が「疑わしい取引」と判断した場合は、
　迅速に監督官庁へ届け出ております。
● 警察、行政当局、ヤミ金融等被害者対策会議等に対し、積極的に協
　力のうえ、対応しております。

お客さま本位の業務運営にかかる取組方針
当金庫は、地域の皆さまの安定的な資産運用・資産形成に寄与することを目的に、「お客さま本位の業務運営にかかる取組方針」を策定
し、役職員一同これを遵守することでお客さま本位の業務運営に取り組んでまいります。
なお、2020年度の取組状況につきましては、当金庫ホームページにて公表しております。

もし万が一被害に遭われたときは…
平成20年6月21日「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」（略
称：振り込め詐欺救済法）が施行され、当金庫も被害に遭われた方への対応の態勢を整備いたしました。
被害に遭われた方は、警察に届け出を行うとともに、お振込先の金融機関へご連絡ください。
なお、振り込め詐欺等に使用された預金口座は、預金保険機構のホームページで順次公告されます。

● 預金保険機構　ホームページ
　http://www.dic.go.jp/

● 当金庫の問合せ窓口　業務支援部
　T   E   L：059-354-9971
　受付時間:平日9：00～17：00

お客さまの安心のために


