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第三金融事業本部の事業拡大に向けた取り組み

3 ろうきん業態 BPO

ろうきん業態の集中事務 BPO から
さらなる業務の最適化を模索
ろうきん事業部は、労働金庫業態が集約している事務処理業務のアウトソーシング受託を進め、2018 年以降は６つのコ
ア業務すべての BPO を受託している。アウトソーシング業務を行っていく中で、業務改善を図るべき点が明確となって
きており、さらなる効率化につながる展開を模索している。
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わかってきたのである。
「各金庫で共通の業務をセンター
に集約したことで、コスト削減につ
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と考えています。」（左藤氏）
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のニーズは今後さらに増していくと
みており、他業態への展開も本格的
に検討していきたいと考えている。
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