
 
 
 

 
平成２４年１１月５日 

 
 
各 位 

 
 

株式会社 北海道銀行 

 
 
 
 

「経営革新等支援機関」の認定取得について 
 
 
 

北海道銀行（頭取 堰八義博）は、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（中小企業経営

力支援強化法）」に基づく「経営革新等支援機関」の認定を取得しました。 

「経営革新等支援機関」の認定取得により、当行のサポートにより事業計画を策定・実行する中小企

業者の方々は、保証料率引き下げの適用を受けられる信用保証協会の「経営力強化保証」制度の利用が

可能になるなど、これまで以上にお客様の経営力強化のためのお役に立つことができることとなります。

経営革新等支援業務を行う本支店、取り扱うことができる相談内容等は別紙のとおりです。 

当行はこれからも、中小企業者の方々の事業計画の策定支援や継続的な経営支援等の、経営力強化の

ためのサポートに努め、地域のお客様への円滑な資金供給や、地域経済の発展に貢献してまいります。 

 

 

  

以 上 

 

 

 

 

  

【本件に関するお問い合わせ先】 
 
 北 海 道 銀 行  融資部融資企画室   河谷   TEL.011-233-1061 
  



（金融機関名：株式会社北海道銀行）

（１）認定経営革新等支援業務を行う本支店

本支店名 所在地 電話番号 支援業務窓口

本店営業部 札幌市中央区大通西４丁目１番地 011-261-7111 渉外係（融資・得意先担当）
豊平支店 札幌市豊平区豊平３条７丁目３番１９号 011-811-4221 渉外係（融資・得意先担当）
南一条支店 札幌市中央区南１条西１０丁目３番地 011-261-0301 渉外係（融資・得意先担当）
創成支店 札幌市中央区北２条東７丁目８０番地 011-251-2131 渉外係（融資・得意先担当）
月寒支店 札幌市豊平区月寒中央通７丁目３番１３号 011-851-8241 渉外係（融資・得意先担当）
薄野支店 札幌市中央区南５条西３丁目３番地 011-511-6106 渉外係（融資・得意先担当）
東札幌支店 札幌市白石区東札幌３条１丁目１番１８号 011-841-0201 渉外係（融資・得意先担当）
平岸支店 札幌市豊平区平岸３条９丁目１番４１号 011-821-2481 渉外係（融資・得意先担当）
恵庭支店 恵庭市泉町１番地 0123-32-4131 渉外係（融資・得意先担当）
千歳支店 千歳市千代田町４丁目１番地 0123-23-5555 渉外係（融資・得意先担当）
北広島支店 北広島市栄町１丁目１番地 011-373-3511 渉外係（融資・得意先担当）
札幌駅前支店 札幌市中央区北４条西３丁目１番地 011-241-1241 渉外係（融資・得意先担当）
札幌駅北口支店 札幌市北区北７条西２丁目２０番地 011-726-3221 渉外係（融資・得意先担当）
鳥居前支店 札幌市中央区北１条西２４丁目２番１１号 011-611-6421 渉外係（融資・得意先担当）
中央市場支店 札幌市中央区北１２条西２３丁目２番６号 011-621-3201 渉外係（融資・得意先担当）
琴似支店 札幌市西区山の手３条１丁目３番２２号 011-631-0311 渉外係（融資・得意先担当）
白石支店 札幌市白石区本通５丁目北１番２２号 011-861-0191 渉外係（融資・得意先担当）
美香保支店 札幌市東区北２３条東８丁目３番５号 011-704-1151 渉外係（融資・得意先担当）
麻生支店 札幌市北区麻生町５丁目１番２４号 011-726-2571 渉外係（融資・得意先担当）
東苗穂支店 札幌市東区本町１条４丁目７番５号 011-782-7111 渉外係（融資・得意先担当）
新さっぽろ支店 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目７番２号 011-891-1111 渉外係（融資・得意先担当）
北二十四条支店 札幌市北区北２３条西３丁目２番３２号 011-756-3911 渉外係（融資・得意先担当）
手稲支店 札幌市手稲区前田４条１０丁目２番８号 011-682-5111 渉外係（融資・得意先担当）
篠路支店 札幌市北区篠路３条５丁目１番１号 011-771-6251 渉外係（融資・得意先担当）
清田支店 札幌市清田区清田１条４丁目５番６０号 011-881-4411 渉外係（融資・得意先担当）
野幌支店 江別市野幌町５６番地 011-384-1231 渉外係（融資・得意先担当）
北栄支店 札幌市東区北４２条東７丁目１番２号 011-752-1511 渉外係（融資・得意先担当）
花川支店 石狩市花川北３条３丁目１１番地 0133-74-2121 渉外係（融資・得意先担当）
流通センター前支店 札幌市白石区南郷通１９丁目南３番５号 011-862-5333 渉外係（融資・得意先担当）
道庁支店 札幌市中央区北３条西７丁目５番１号 011-281-1313 渉外係（融資・得意先担当）
川沿支店 札幌市南区川沿１条１丁目３番５８号 011-571-1152 渉外係（融資・得意先担当）
函館駅前支店 函館市若松町２０番１号 0138-22-8161 渉外係（融資・得意先担当）
木古内支店 上磯郡木古内町字本町３３０番地 01392-2-2626 渉外係（融資・得意先担当）
今金支店 瀬棚郡今金町字今金１７３番地２ 0137-82-0231 渉外係（融資・得意先担当）
函館支店 函館市本町７番１８号 0138-51-2211 渉外係（融資・得意先担当）
小樽支店 小樽市稲穂２丁目８番９号 0134-23-5111 渉外係（融資・得意先担当）
岩内支店 岩内郡岩内町字高台１番地の４ 0135-62-1515 渉外係（融資・得意先担当）
寿都支店 寿都郡寿都町字大磯町２１番地２ 0136-62-2416 渉外係（融資・得意先担当）
室蘭支店 室蘭市中島町１丁目２２番５号 0143-45-2511 渉外係（融資・得意先担当）
伊達支店 伊達市鹿島町１３番地３ 0142-23-3188 渉外係（融資・得意先担当）
苫小牧支店 苫小牧市表町２丁目１番１４号 0144-33-9211 渉外係（融資・得意先担当）
早来支店 勇払郡安平町早来大町１１１番地 0145-22-2531 渉外係（融資・得意先担当）
洞爺支店 虻田郡洞爺湖町本町１７５番地の１ 0142-76-2151 渉外係（融資・得意先担当）
登別支店 登別市中央町６丁目１番地５ 0143-85-2621 渉外係（融資・得意先担当）
白老支店 白老郡白老町大町３丁目２番１１号 0144-82-2381 渉外係（融資・得意先担当）
岩見沢支店 岩見沢市４条西６丁目２番地 0126-22-3131 渉外係（融資・得意先担当）
栗山支店 夕張郡栗山町中央３丁目３６番１号 0123-72-1325 渉外係（融資・得意先担当）
当別支店 石狩郡当別町園生７１１番地４０ 0133-23-2132 渉外係（融資・得意先担当）
月形支店 樺戸郡月形町１０６９番地２４ 0126-53-2016 渉外係（融資・得意先担当）
長沼支店 夕張郡長沼町中央南１丁目７番２号 0123-88-2727 渉外係（融資・得意先担当）
滝川支店 滝川市明神町１丁目５番４１号 0125-22-5111 渉外係（融資・得意先担当）
砂川支店 砂川市西１条北２丁目１番１６号 0125-54-2111 渉外係（融資・得意先担当）
芦別支店 芦別市北１条東１丁目６番地１０ 0124-22-3451 渉外係（融資・得意先担当）
赤平支店 赤平市字赤平５６３番地４ 0125-32-2111 渉外係（融資・得意先担当）
美唄支店 美唄市大通東１条南２丁目２番１５号 0126-63-2136 渉外係（融資・得意先担当）

事務所の所在地等

 



本支店名 所在地 電話番号 支援業務窓口

旭川支店 旭川市２条通９丁目２２８番地 0166-26-0141 渉外係（融資・得意先担当）
美瑛支店 上川郡美瑛町本町１丁目５番２５号 0166-92-1141 渉外係（融資・得意先担当）
士別支店 士別市大通東６丁目２２９５番地 0165-23-2151 渉外係（融資・得意先担当）
名寄支店 名寄市西２条南６丁目３番地 01654-2-2111 渉外係（融資・得意先担当）
富良野支店 富良野市日の出町５番１０号 0167-23-2161 渉外係（融資・得意先担当）
豊岡支店 旭川市豊岡３条３丁目２番９号 0166-31-4181 渉外係（融資・得意先担当）
永山支店 旭川市永山３条１６丁目３番１号 0166-48-3050 渉外係（融資・得意先担当）
稚内支店 稚内市中央３丁目１５番１２号 0162-23-5221 渉外係（融資・得意先担当）
天塩支店 天塩郡天塩町新地通６丁目８７１番地６ 01632-2-1011 渉外係（融資・得意先担当）
留萌支店 留萌市錦町３丁目２番４７号 0164-42-2434 渉外係（融資・得意先担当）
羽幌支店 苫前郡羽幌町南大通１丁目１３番地 0164-62-1241 渉外係（融資・得意先担当）
北見支店 北見市北１条西１丁目１番地 0157-23-3121 渉外係（融資・得意先担当）
網走支店 網走市南４条西２丁目３番地 0152-43-2161 渉外係（融資・得意先担当）
斜里支店 斜里郡斜里町本町３８番地４ 0152-23-2131 渉外係（融資・得意先担当）
紋別支店 紋別市本町５丁目１番５号 0158-24-2101 渉外係（融資・得意先担当）
中湧別支店 紋別郡湧別町中湧別中町５８０番地 01586-2-2151 渉外係（融資・得意先担当）
釧路支店 釧路市北大通８丁目２番地 0154-23-3111 渉外係（融資・得意先担当）
白糠支店 白糠郡白糠町東２条南２丁目３番地３ 01547-2-2161 渉外係（融資・得意先担当）
根室支店 根室市花咲町２丁目３１番 0153-24-4115 渉外係（融資・得意先担当）
中標津支店 標津郡中標津町大通北１丁目２番地１ 0153-72-8001 渉外係（融資・得意先担当）
帯広支店 帯広市西３条南９丁目１番地 0155-23-7111 渉外係（融資・得意先担当）
芽室支店 河西郡芽室町本通３丁目１番地 0155-62-2111 渉外係（融資・得意先担当）
広尾支店 広尾郡広尾町本通７丁目７番地の１ 01558-2-3121 渉外係（融資・得意先担当）
足寄支店 足寄郡足寄町南１条３丁目１番地 0156-25-2165 渉外係（融資・得意先担当）

東京支店
東京都中央区日本橋室町３丁目２番１０号
室町中央ビル９階

03-3241-3276 渉外係（融資・得意先担当）

仙台支店
仙台市青葉区中央３丁目１番２４号
荘銀ビル６階

022-224-5311 渉外係（融資・得意先担当）

ビジネスローンプラザ 札幌市中央区大通西４丁目別館ビル１階 011-233-1111 融資担当

（２）取り扱うことができる相談内容等の項目

　上記のすべての本支店において取り扱うことができる相談内容は、事業計画作成支援、事業承継、Ｍ＆Ａ、生産管理・品
質管理、情報化戦略、知財戦略、販路開拓・マ－ケティング、人材育成、人事・労務、海外展開、金融・財務といった領域と
なります。

 

 


