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平成２３年度に１兆円を突破、平成２４年度に信用組合
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２８２億円の実績です。
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貸出金の推移

貸出金
全国一位

（億円）■ 貸出金
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中小企業支援に積極的に取り組んだ結果、貸出金残高
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も預金残高同様、平成14年度以来、14期連続で増加し
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ています。平成27年度の貸出金残高は前年度比395億
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円増加の7,641億円。この数字も信用組合で日本一の
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規模です。輝かしい実積に驕ることなく、これまで以上に

1,000

地域の活性化に貢献したいと考えています。
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金融機関の使命とは、多くのお客様の想いが詰まった未来を背負い、
地域に貢献し、日本を根底から支えることである。
近畿産業信用組合は、日本一の信用組合として、最も大きな期待と責任を持って、
先頭に立って道を創っていく使命がある。
業界のトップで前には誰もいないからこそ、近畿産業信用組合の進む一歩一歩が誰も見たことのない、
前人未到の一歩であり、その新たな道を切り開いていかなければならないのである。
多くの人々の想いを背負い、日本のトップである
使命を胸に、自らの力で進むべき次の道を創れ。

KINSAN TOPICS 03

実質業務純益
全国トップクラス

実質業務純益の推移
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6,000

は、前年度比7億14百万円増加の93億72百万円とな
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り、6期連続で最高益を更新しています。こちらも全国の
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信用組合でトップクラスの水準。預金・貸出金の安定した
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増加に伴い、安定的な収益基盤が構築できています。
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組合員数の推移
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187,247人となり着実に増加しています。お客様との絆
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は大きく広がり、経営基盤は飛躍的に成長しています。
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きんさん の顔〜渉外・融資の仕事
お客様に寄り添い、多岐にわたる課題や悩みを解決
地域の役に立つことが自分たちの存在意義。その信念を胸に、今日もお客様のお話に耳を傾ける。

渉外係

堀尾 祐介

融資係

主任
2011年入組

お客様のふところに入り込み
真にお役に立てる存在に

小田 実香子
主任
2012年入組

融資関連書類の作成を通し
営業活動を後方で支える

個人や法人のお客様をご訪問して金融ニーズをお伺いし、預金と融資の両面からお役

法人営業部において、営業担当の裏方として資料の作成などの事務処理を担当してい

に立てるようさまざまなご提案をします。預金面では、個人年金保険や投資信託など資

ます。主に手がけているのは、融資に関係する書類の作成。貸出案件の条件変更につい

産運用のご提案を積極的に行う一方、融資面では、融資実行による資金提供を行うこと

ての稟議書や、貸出のために担保に入れる不動産に関する調査報告書などを作成して

で中小零細企業の発展に貢献しています。

います。どちらかといえば営業活動を後方で支える役割ですが、営業担当から「ありがと

仕事において心がけているのは、
「お客様のふところに入り込む」こと。本音でお話しい

う、助かった」と言ってもらえたときには、やりがいを感じます。営業活動がスムーズに進

ただける関係を築くことができてこそ、真にお客様のお役に立てると考えています。そう

むよう、できるだけスピーディに書類を作成するよう努めています。

した深い信頼関係のもとで、お客様が何を求めておられるかを少しでも早くキャッチし、

今は融資についてまだ勉強中ですが、近い将来、相手先の財務状況に基づき融資の可

それに応えるご提案活動を先手先手で展開していけるよう努めています。

否を判断ができるようになりたいと思っています。また、チャンスがあれば外回りの営業
にもチャレンジしたいですね。

〝きんさん〟の渉外 ある１日のスケジュール
8:30

9:00

13:00

〝きんさん〟の融資 ある１日のスケジュール
16:00

17:00

8:30

9:00

前日の業務整理・確認と
本日の予定業務を確認

預金先を訪問し、
満期手続きや集金業務を行う

法人を中心とした定例訪問で
ニーズの把握と提案活動

満期先へフォローコールを行い
通帳等の重要物件を返却

支店へ帰社後、
当日の締め作業を行う

朝礼後、業務日報をまとめ
提出

不動産調査報告書を精査する
などデスクワーク

14:30

17:00

メールチェックと
稟議の作成

郵便関連業務と
法人営業部の成果入力

計数出力をした後、
17:30に退社

前日の融資・預金業務共に推進・案

有効面談率を高めるため、午前中に

融資提案及び情報収集。融資取引

事前の満期案内を行う。返却時には

渉外活動後は顧客情報を随時記録に

部内の朝礼を行い、情報共有。その

本部に送る不動産調査報告書を精

取引先及び関係企業からのメール

取引先への融資関係書類の送付準

当日の計数を出力して提出。それが

内の業務遂行に漏れがないかを確

面談可能先を優先し訪問。毎月訪問

先には業況確認を行い、ニーズを把

欠かさず次回訪問のアポイントをいた

残し、次回訪問で有効に活かす。必要

後前日分の法人営業部全員の業務

査。また、決算書の入力作業も行う。

チェック。その後、貸出条件変更や

備。法人営業部の融資実行件数、金

完了すると、簡単に残務処理をして

認。懸案事項の整備も。

する取引先へは、各種ご案内及び

握。預金取引先へは融資推進・提案

だき、有効面談ができるように努める。

事項は上司へ報告･連絡・相談を行う。

日報をまとめて本部へ提出する。

根抵当権抹消等の稟議作成。

額、定期獲得件数、金額等の入力作

17:30に退社。同期と食事の予定。

推進を漏れなく行う。

にて融資取引を目指す。

プロジェクトストーリー

業を行う。

お客様の事業発展と地場産業の活性化に貢献できた

プロジェクトストーリー

事業拡大に向けた転機に「生きた資金」をご提供
融資書類をまとめる過程で実感したのは、お客様の人柄の良

就職活動中、会社説明会で法人の融資営業の話を聞き、興

んだ」と叱られるかと思っていましたが、逆に「なぜもっと早

さでした。非常にまじめな性格で、経営者としての先見性を持

味を持ったことがきっかけで金融機関を志望しました。そん

く言わないのだ！」と叱られました。それから社内調整などの

生産体制から、自社工場での生産体制へと切り替えるにあた

ち、たいへんな勉強家でもある方でした。それも手伝って決裁

な私が、入組して配属になったのは融資係ではなく預金係。

話がどんどん進み、私はほどなく念願の融資係に就くことが

り、製造機械導入のための設備投資資金を必要とされていま

は無事に下り、融資実行することができました。お客様は「こ

預金係はもちろんやりがいのある仕事であり、“きんさん”で

できたのです。勇気を出して申し出た甲斐がありました。実

した。実は、私が伺ったときにはすでに大手銀行へ融資のご相

んなに早く融資してもらえて本当に助かった」ととても喜んで

欠かせない役割を担うポジションでもあります。そのため入

は当時、女性の融資係はほとんどいなかったのですが、私の

談をされていたのですが、話が遅々として前へ進まなかったた

くださいました。その後、順調に業績を伸ばされたお客様は、

組後1年間は、私も預金係として業務に邁進していました。

異動がきっかけとなり、
「女性の融資係を育てよう」という新

め“きんさん”に声をかけてくださったとのこと。ぜひ迅速にご

現在、拠点も増やして事業展開されています。タイムリーなご

しかし1年が経ち、やはり融資業務に対する関心が捨てきれ

たな流れが生まれました。それから次々と女性の融資係が誕

対応して融資実行までこぎ着け、ビジネス拡大を支援したいと

融資で「生きた資金」をご提供でき、地場産業の活性化に貢

なかった私は、思い切って上司に直接「融資係をやってみた

生しています。今、自分が興味の持てる仕事をする楽しさを

思いました。

献できたことが何よりの喜びとなりました。

い」という思いを伝えました。
「何を勝手なことを言っている

実感しながら業務に励むことができています。

2.調査
1.ご相談
大手銀行に融資のご相談をされてい
たお客様が、もっと早い時期に融資
を受けたいと希望され、新たに“きん
さん”へご相談された。

「女性の融資係を育てよう」という新風を生んだ

物製造業の個人経営者様から融資の相談を受けました。外注

4.発展

工場の現地調査に加え、お
客様ご自身にも投資効果予
測や今後の事業プランなど
いろいろとお話を伺う。その
上で、融資担当と連携して
書類をまとめた。

自ら手を挙げて申し出た配置転換

渉外担当となって一年が過ぎた頃、生野の地場産業である履

プロジェクトの流れ
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12:30

3.実行
書類がそろってから極めて速やか
に決裁が下り、お客様が望まれる
タイミングで融資を実行。たいへ
ん喜んでいただけた。

融資実行後、お客様は順調
に収益を伸ばされ、安定成
長を続けている。さらなる
設備増強のためのご融資
も話にのぼるなど、事業は
次のステップへ。地元経済
への貢献を実感した。

メッセージ「自己成長できる職場」

プロジェクトの流れ

4.進化
2.異動

金融に限らずどんな業界でも社会人一年目は全員がゼロ発進です。そ
こからどれだけ成長できるかは自分次第。私は学生時代、ずっと野球ば
かりして勉強をおろそかにしてきたため、こんな私に社会人が務まるだ
ろうかと心配でしたが、“きんさん”では頑張れば頑張っただけお客様が
見ていてくださいます。自分が成長した分だけ、お客様を喜ばせること
ができます。ぜひ“きんさん”で一緒に成長しましょう。

1.相談
預金係から融資係へ移りたいとい
う希望を上司に伝えた。当時は女性
の融資係がいなかったため、ほぼダ
メモトでの相談だった。

予想に反して、上司が快く
希望を受け取ってくれた。
社内調整に一定期間を要
したものの、希望通り融資
係へ異動。男性ばかりの
職場に飛び込んだ。

3.挑戦
初めての業務にとまどいながらも、
上司や先輩の指導のもとで自己研
鑽を積む。書類整理が重要な融資
業務で、女性ならではの心配りが活
きることを実感した。

融資係から法人営業部へ。
営業の事務サポートを行う
ポジションで、業務の幅が
広がった。マルチに何でも
できる人になりたいと考え
ていた自分にとってはあり
がたい職務だ。

メッセージ「やりたいことができる」
“きんさん”は、やりたいことがやらせてもらえる会社です。やりたいと
思ったことは正直に口に出し、自ら手を挙げさえすれば、
しっかり受けと
めてくれる温かい上司がいます。たとえそれが前例のないことだったと
しても、
「自分が前例をつくる」くらいの気持ちでぶつかっていけば必
ず耳を傾けてくれます。若手職員を応援してくれる頼もしい上司がたく
さんいる会社で、あなたもやりたい仕事に熱中してみませんか。
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地域でともに生きるお客様のパートナー
中小・零細企業の経営をガッチリ支え、暮らしを豊かにする頼もしい存在をめざして。

品・運用方法のご案内に努めています。対面
だけでなく主に電話により対応を行なう部署
や後方の事務を担当する部門、お客様との
リレーションを築くためのツールはさまざま。
各部署の最前線で奮闘する先輩たちの姿を
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酒井 美穂
2014年入組

渉外係

伝える使命

企業経営や毎日の生活をより豊かにする商

主任
2012年入組

預金係

先導する使命

や事業所に赴き、“きんさん”の職員たちは、

西野 貴紀

応える使命

支店の窓口で、あるいはお客様のお住まい

引き受ける使命

築く使命

お金をお預かりする・お借りいただく

きんさん の役割は︑
それだけではありません︒

融資係

田淵 将斗
主任
2012年入組

窓口
渉外係

礒野 有子
2014年入組

本部

勝岡 明也圭
主任
2013年入組

職員はもとより
お客様も一丸となって
前へ進んで行く

良質な企画を手がけ、
きんさん ファンを
もっともっと増やしていく

渉外係として、個人のお客様に対しては定

窓口で、ご来店されたお客様に合った商品

全店共通のキャンペーンや日帰りバス旅行

期預金等の資産運用のご提案やご相談対

のご提案や、今後のライフプランを考慮し

等のイベントの企画、それに伴うパンフレッ

投資信託の申込の処理など、出納係の業務

応を行い、法人のお客様に対しては融資

た資産運用のご相談対応などを行ってい

トの作成、そして新商品に関するラジオ・テ

お客様の笑顔のため
地域の活性化のため
何事も諦めない

伝票一枚、
通帳一冊に
しっかり責任を持ち
お預かりする

幅広い知識をつけ
あらゆるニーズに
応えていきたい

“きんさん”の強みは諦めないこと。目標が

預金係として、事務と出納係を担当していま

高くても、どうすればクリアできるかを考

す。事務業務ではお客様の定期預金作成や

え、
トライします。融資部門でも、例え難し
い案件であってもお客様の思いを胸に、決

では現金や小切手、公金の管理などが主な

提案や今あるご融資の管理業務を行って

ます。ご提案内容にはこれと決まった正解

レビのCMや新聞広告の制作などいろんな

算書等のデータから財務内容を分析し、ま

仕事です。共通しているのは、
「小さな間違

います。特に融資については、日頃から定

はないため、自分のご提案する内容で本当

ことに取り組んでいます。窓口渉外係を経

た不動産調査を実施するなどして融資出

いも許されない」こと。万が一、入金処理の

期的な訪問を行って業況等をヒアリングす

に良いのか何度もよく考えてお話しするよ

て、現部署のメンバーとなったのですが、ど

来るよう全力で必要書類を作成していきま

一つでもまちがえると、お客様にご迷惑をか

ることにより、急な資金需要にもスピー

うにしています。それに対して、お客様が

の部署にいてもお客様目線で仕事を進め、

す。試行錯誤することもありますが、そうし

けてしまうことになるので責任重大です。そ

ディに対応できるよう努めています。今後

納得し喜んでくださったときには、とてもや

お客様に喜んでもらうことが共通の目的。こ

て無事に審査が通り、お客様に感謝され

のため、伝票一枚、通帳一冊とっても、お客

は多種多様な業種の知識を身につけ、お

りがいを感じます。“きんさん”は、同期はも

の部署でも可能性を発揮し、お客様から「今

る。その時に味わう達成感は、何ものにも

様からお預かりした大切なものという意識を

客様と二人三脚で経営・コンサルティング

ちろん支店間・年代間を越えての交流があ

回のイベント、とてもよかった」と評価しても

代えがたい喜びです。これからも何事も諦

胸に業務に向かっています。今後の目標とし

を行いながら、資金調達にとどまらないさ

るなど、職員同士の仲がとても良く、職員と

らえるような企画を１つでも多く手がけ、もっ

通して、各部署の仕事と果たすべき使命を

めず、お金を通じてお客様を笑顔にし、地

ては、さまざまな業務の選択肢がある中で、

まざまなニーズに応えられる金融人へと成

お客様が一丸となって前へ進んで行こうと

ともっと“きんさん”ファンを増やしていく。そ

ご紹介します。

域活性化に貢献していきたいと思います。

何ごとにも積極的に挑戦していく考えです。

長していきたいと考えています。

する姿勢に魅力を感じています。

れが私の目標です。
6

自分らしさで描く、キャリアビジョン

座談会〜 きんさん らしさを語る

それぞれの個性、それぞれのフィールド。

ふれあいがある。絆を感じる。だから楽しい。

キャリアパスは人の数だけ。5年後、10年後、その先へ、自分の道を歩み続ける。

ポジションも部署も異なる3名の職員が集合。“きんさん”らしさについて語り合いました。

2014年〜

武岡 奉孝

法人営業部へ異動。組織の長としての
プレッシャーをはねのけ、半期表彰で2

田淵 将斗

武岡 奉孝

渉外係 主任
2012年入組

法人営業部 部長
2002年入組

期連続金賞を受賞。

法人営業部

窓口渉外係
2014年入組

部長

2002年入組

「感謝の心」
を胸に
新たな挑戦を。
思えば、本当に周囲に支えられ、助けられてこ
こまできました。お客様はもちろんのこと、上司
や先輩、同僚、そして家族･･･。こうした周囲の

2015年 部長昇格

お客様との絆を築きながら
金融人として成長していく

2008年〜2013年
本店営業部へ異動。キャリアで一番の
転機となった。一つの案件を大切にす
る姿勢で、きんさん を代表する顧客
層の開拓を成し遂げた。
2010年 課長昇格
2013年 次長昇格

職員全員に自然と根づく
お客様へのおもてなしの心
武岡／2人とも若いですね。あなた方から見た“きんさん
らしさ”は、どんなところですか？

助けを決して「当たり前」と思わず、常に「感謝

武岡／もちろんそうした接し方にも表れているでしょう
し、他にもたとえば、融資のスピードが速いという点もよ
くお客様から評価いただきますが、これもお客様のお役
に立ちたいという強い想いの表れだと思います。

先輩の心強いフォロー

の心」をもって接することが私のモットーです。

2005年〜2007年

今は部下を持つ役職ですが、部下も「ともに働

自ら希望し、融資の中枢部署へ異動。

ご訪問しながら、関係づくりに努めています。

くメンバー」としてとらえ、感謝の気持ちを伝え

融資の基礎から先端融資手法まで学

武岡／十数件！けっこうまわっていますね。

武岡／一方で、社内に目を向けたとき、どういうところに

田淵／そうやって個人のお客様宅を熱心にご訪問する

“きんさん”らしさを感じますか？

という、細やかな活動を続けているところに“きんさん”ら

田淵／まず「人がいい」ことだと思います。私がまだ右も

価されて昇格されたと聞きました。自分の頑張りを見て

しさを感じています。やはりこれだけご訪問していると、

左もわからない中で融資係に就いたとき、先輩から手取

くれている人がいるというのは、本当に励みになります。

お客様との距離も自然と縮まります。

り足取り教わって本当に助けていただきました。それも、

武岡／2年目から窓口渉外係を務めるとは、優秀です

ただ一方通行で教えるというのではなく、こちらが「学

ね。最近では、優秀な女性職員の活躍が多く目にとまる

るよう努めています。また同時に、これまで自分
が創り出してきたビジネススキームの考え方や

ぶ機会を得、その後のキャリアにおけ
る基礎スキルを築いた。
2006年 係長昇格

方法論についても惜しみなく伝えることで、新
たなチャレンジができる力を備えた人材の育成

2002年〜2004年

田淵／私は渉外係なのですが、毎日十数件のお客様を

安心して業務に臨める環境
さいましたし、先輩も後輩の面倒をよく見ている姿が評

を目指しています。そして、成長した彼らと共

城東支店の渉外係を担当。先輩に叱ら

礒野／私も窓口業務をする中で日々、お客様との距離

に、地域経済支援から日本経済支援、さらには

れることが多かったものの、主任に昇

の近さを感じています。商品とは関係のないお話をさせ

びたい、成長したい」という意欲を見せたとき、それに

ようになってきたように思います。女性の働く職場とし

ていただいたり、ときには本当に世間話だけをしに来ら

しっかり応えて教えてくださるといったように、教わる側

て、礒野さんは“きんさん”をどう見ていますか？

れたりするお客様もいらっしゃいます。

の姿勢が求められるところにも、意欲を尊ぶ“きんさん”ら

礒野／とても働きやすい職場だと感じています。先輩は

武岡／そうしたお客様がいらっしゃるのは、“きんさん”が

しさが表れていると感じました。

優しいですし、人間関係でも悩むことがまずありません。

お客様との「絆」を何より大切にしていることが、ちゃん

礒野／私も1年目に預金係をしていたとき、業務が立て

また、私の支店には、お子さんのいらっしゃる女性の責

とお客様に伝わっているのだと思います。私達は日々

込んできてパニックになったことがあったのですが、先

任者の方や、産休から復帰された先輩がいて、ライフス

「社歌・信念・五大用語」を念頭に置き、業務に取り組ん

輩がしっかりフォローしてくださっただけでなく、どうす

テージに変化があっても仕事を続けていける環境が整っ

世界経済支援へと貢献できるような仕事がして
いきたいと考えています。

格して以降は、責任者の補佐役として
店全体の業績も意識していた。
2003年 主任昇格

2015年〜

望月 麻有美
預金責任者

係長

2004年入組

女性が活躍できて、
将来を描きやすい。

預金責任者として
「責難は成事にあら
ず」
をモットーに部下の育成にあたり、

でいますが、私はそこに“きんさん”らしさのすべてが凝

れば乗り越えられるかを一緒になって考えてくださいま

ていると実感します。

笑顔を絶やさないリーダーとして慕わ

縮されていると考えています。

した。2年目に入って窓口に出たときも、
「後方でフォ

田淵／それは心強いですね。

田淵／確かに社歌には、お客様と共に強い「絆」の力で

ローするから心配しなくていいよ」と声をかけてくださ

武岡／“きんさん”では女性の融資係を増やす取り組み

日本一の金融機関に成長するという、私たちの強い想

り、とても安心して業務に臨めました。
「人がいい」こと

を進めていますが、結婚や出産を経ても長く仕事を続け

いが表現されていますね。

はもちろんですが、チームワークが良いことを強く実感

ることで、ぜひ優れたスキルを持つ融資係へと成長して

礒野／信念でも、最初に「私達はお客様との絆をもとに

しました。

いってもらいたいですね。

夢の実現に全力を尽くします」と挙げられています。

武岡／それに加えて、
「人を育てよう」という風土が根

武岡／その通りです。他にも、感謝の気持ち、謙虚な姿

づいているということだと思います。2人が話したように

勢、変革の精神、地域社会への貢献、自ら考え自ら行

1年目のOJTは非常に高いレベルで実践されています。

れている。
2015年 異動

2013年〜2014年
京都エリアの母店である京都支店で
預金補助責任者として勤務。より広範
囲な業務を管理マネジメントするため

新店オープンとなった高槻支店で設立準備段

の技術と心構えを学んだ。

階から働けたことが、私の転機になりました。お

2013年 京都支店に異動

客様おひとりずつに寄り添う窓口対応に惹かれ
て入組。新人時代から任された仕事は、どんな
仕事でも真摯に臨んできました。その結果、後

2007年〜2012年
開設準備から関わった高槻支店で引き

もちろん、それとは別に集合研修も体系化されたものが

武岡／では最後に、これを読む学生の皆さんにメッセー

あり、基礎から一人前の金融人として育ててくれる環境

ジをお願いします。

が身についているのではないでしょうか。

が整っていると感じます。

田淵／そういえば、“きんさん”の人はいわゆる「銀行員」
みたいにかまえることなくつきあえる、とお客様から聞い

ちあげの重要な仕事にも関われたのです。そこ

で明るく頑張る姿勢が評価されて主

たことがあります。

任、係長へ着実にキャリアアップする。

礒野／窓口でも、どんなに店内が混雑しても、決して流

新支店で全力で頑張れたことで、業務スキルが

2007年 高槻支店開設準備室に異動
2007年 主任昇格
2012年 係長昇格

任者として後輩たちの業務をチェックする立場
に伝えるよう心掛けています。女性が将来の
キャリアアップを見通しやすく、女性の活躍を促
す環境も充実している職場です。

若くてもチャンスをくれる会社
女性の活躍にも大いに期待
田淵／あと、年齢に関係なく、意欲と実力のある人には

礒野／金融の仕事は、知識だけではできないと思いま
す。知識プラス経験が必要です。だから、経験に基づい
た先輩のアドバイスを素直に聞き入れる人なら、活躍で
きると思います。ぜひ一緒に頑張って成長していきま
しょう。

れ作業にならず、一人ひとりのお客様を大切に思って向

平等にチャンスがあるように思います。武岡部長も若く

田淵／就職活動をしていると、入社や入組がゴールと思

き合うように努めています。

して部長に昇格されたとお聞きしました。

いがちですが、本当はそこからステップアップすること

武岡／私が部長に昇格したのは、37歳のときです。確

が大切です。その点、“きんさん”には、
「○○がしたい」

2004年〜2006年

かに頑張れば頑張っただけ評価をして、それ相応のポジ

と言えばバックアップしてくれる体制は整っているので、

後方事務として窓口担当者が受け付

ションにチャレンジさせてくれる風土はあるかもしれませ

上昇志向の方を仲間として迎え入れたいですね。

育まれ、自信を持てるようになりました。預金責
のいま、
「この仕事をなぜやるか」の意味を丁寧

元気で素直で成長意欲の強い人

動、といった“きんさん”の信念があり、それを一人ひとり

続き事務リーダーとして活躍。繁忙店

働けたこと、繁忙なうえ不測のことも多かった

こんな人に来てほしい！

が大切にすることで、自然とお客様へのおもてなしの心

方事務のリーダーをまかされ、さらに新支店立
で各支店から来られた優秀な先輩方と一緒に

7

礒野 有子

けた書類の処理を担当。
「どんな仕事
にも意味がある」
と信じて丁寧な処理
を心掛け、事務リーダーをまかされる。
2004年 大石橋支店に配属

ん。若くてもチャンスはくれる会社ですね。

武岡／すぐに先輩を追い抜いてやるというくらいの気概

礒野／私は、職員が頑張っている姿を上の方がちゃんと

のある人に来てもらいたいですね。あとは、元気で素直

見ていてくださっているという印象を持っています。私

であること。それさえあれば、“きんさん”なら放っておい

が窓口に出たときも「礒野さんなら大丈夫」と言ってくだ

ても金融人として伸びていくことができます。
8

メッセージ｜私たちの想い
キャリアプラン｜幅広い内容の研修を実施

預金責任者

組合内で行われる研修には社内資格認定のための研修のほか、預金・融資・渉外それぞれの職務担当者を対象とした研修や、
課長・係長・主任などの職階別の研修を実施しています。
また、金融機関にとって必要不可欠なコンプライアンス意識の周知徹底を目的とした研修などもあり、

渉外責任者

窓口渉外係

清岡 千賀子

松谷 嵩之

山下 礼

代理
2005年入組

係長
2008年入組

係長
2009年入組

金融機関人としての資質向上に役立つ幅広い内容の研修を実施しています。

職場内研修
資格

対応職位
階層別研修

〜

参事1級

融資係

渉外係

共通

預金係

私が仕事をする上で一番心掛けている事は何事に対してもス

実した日々を送っています。私のやる気の原動力は、部下の

ピード感を持ってお客様の応対をするという事です。どんな

夕では成り立ちません。お客様に最適な提案、おもてなしをする為に

成長する姿を見ることです。家に帰れば、子供の笑顔に癒さ

些細な事でもそのように対応する事により、お客様との信頼

は準備と自身のスキルアップが不可欠。信頼関係が深まることで、“き

れ、充実した毎日に感謝しています。子育てしながら、仕事

関係を深める事ができます。私たちの使命でもあります「中小

んさん”を選んでいただけるのです。逆に、日々の対応の中でお客様

支店長

企業を救いこの国を元気にする」という事に信念を持ち、

から教わることも多く、自身の成長を実感します。お客様と共に日々

部長

謝し、部下と共に、自分自身も日々成長していきたいです。

地域企業の活性化に貢献できるよう日々精進して参ります。

成長し、“きんさん”ファンを増やす事が、私の喜びであり目標です！

室長

管理職研修

支店長研修

室長

課長
調査役

新任管理職
（代理・課長）
研修

審査役

（D級）

渉外係

岩崎 剛二郎

小川 真佑美

主任
2006年入組

主任
2012年入組

主任
2013年入組

初めて事務リーダーを任命された時、
「知識も経験もまだまだ未熟な

私の信条は「お客様の為に 自ら考え 自ら行動する」で

最初の配属は預金係でしたが、入社前から融資係に興味を持って

私に後輩指導ができるのか、責任を果たすことができるのか」と不

す。お客様の立場に立ち、”考動”した結果「岩崎さんあり

おり、上司・諸先輩方に相談し、尽力いただいた結果、希望通り融資

安でいっぱいでした。ですが、事務リーダーとなったことが私の成長

がとう！」と言っていただける事が、私の原動力となり、自

係へ配属になり、充実した社会人生活を送れています。“きんさん”

するきっかけとなりました。後輩の質問に応えることで自分自身の知

分自身の更なる成長へと繋がります。毎日沢山の「ありが

は一人ひとりの”挑戦”を見逃さず、様々なバックアップ体制が整っ

識向上・レベルアップにつながりました。後輩にも事務リーダーにな

とう！」がいただける様、そして一人でも多くの人に”きんさ

ています。最初は何も分からないのが当然。ゼロから一人ひとりの

りたい！と思ってもらえるような事務リーダーになることが目標です。

ん”の事を知っていただける様、日々邁進しています。

成長をしっかりバックアップしてくれる環境がここにはあります。

渉外係

山崎 翔平

松本 恵実

2014年入組

2014年入組

2014年入組

仕事で壁にぶち当たり悩んでいても、周りが支えてくれる環境がき

「山崎君はいつも笑顔で私まで元気になる」「山崎君が来てくれ

日々の仕事において、絶えず新しい『学び』があり、壁にぶ

んさんにはあります。上司や先輩、同期が励ましてくれたり的確なア

るのがすごく楽しみ」。お客様からこの言葉をいただけた時、渉外

つかり悩む事もたくさんあります。そんな時に支え・見守り、

ドバイスをくれるので、前向きに業務に取り組むことができ、またそ

係をしていてよかったと心の底から思いました。まだまだ未熟で

時には叱咤激励してくれる上司・先輩・同期・後輩が必ず周

れが原動力にもなります。まだ知識・経験ともに十分ではありません

すが、どうすればお客様が笑顔になってくださるのか、そのことを

りにいて、皆で壁を乗り越えた時に、自分も共に成長できて

が、憧れである上司や先輩方をいつか追いつき追い越せるよう邁進

第一に考えています。今後も一人でも多くのお客様に「山崎君が

いる事を実感します。そんな機会を作って頂ける上司・先輩

し、私も誰かの目標となる頼れる金融マンになることを目指します。

担当でよかった」そう思っていただけるよう取り組んでいきます。

の様に、輝き・頼りがいのある職員になる事を目指します。

社会に優しい金融機関になる

お客様とともに成長する

●

きんさんの日
● きんさん名湯浪漫紀行

●

ユニバーサル対応
● 福祉商品の取扱い

●

お客様との絆を深め、地域の活性化に寄与するために、
「きん

誰もが気持ちよく“きんさん”をご利用いただけるよう、施設

お客様とともに成長していくために、“きんさん”ではお取引

さんの日」をはじめ、趣向を凝らした様々なイベント・キャ

やサービスのユニバーサル化を推進。設備面では点字や音声

先の企業様を対象として人材採用・育成支援を行っていま

今井 省吾

小林 祐稀

ンペーンを実施し、地域の皆様に喜んで頂いております。

ガイド機能を備えたＡＴＭや多目的トイレ、万一のときに命

す。
例えば、当組合が主催する
「合同企業説明会」では、優れた

2015年入組

2015年入組

その中でも特に、全店統一で行われる「きんさん名湯浪漫紀

を守るＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置しています。商品

人材を求める企業様と、就職を希望する方々に出会いの場を

行」は毎年多くのお客様がご参加いただくきんさん最大の旅

面でも身体の不自由な方や高齢者の方に向けた無利息ロー

提供。さらに入社後も、各企業の新入社員を受け入れ、社会人

行イベントです。きんさんとお客様、そしてお客様同士の絆

ンなど人や地域に優しい金融機関としての、新しい取り組み

としての基礎力を身に付ける「新入社員研修」を実施するな

の輪が広がります。その他、“きんさん” は地域で行われるイ

が生まれています。

ど、当組合のノウハウを提供しながら、お客様とともに取組

ベント等を大切に考えています。

んでいます。

餅つき大会

預金係

高寺 晋平

お客様との絆を深める

合同企業説明会
● 新入社員研修

融資係

大原 瑛子

融資係

成長

優

絆

CSR｜地域貢献活動

証券外務員研修

（B級）
（C級）

端末
オペレーション
研修

事務職1級

（A級）

事務レベル
アップ講座

新入職員研修
新入職員フォローアップ研修

（不動産調査）
研修

窓口渉外研修

一般

事務リーダー研修
ERS

リテール営業基礎
カリキュラム

事務職2級

一般職員研修
（2・3年目研修）

預金責任者研修

渉外OJT
研修

事務職3級

新任主事
（係長・主任）
研修

端末
オペレーション
研修

主事1級

渉外責任者研修

責任者候補生研修

係長・主任研修

係長
主任

融資責任者研修

ファイナンスオフィサー研修

主事2級

コンプライアンス研修

次長
支店長代理

預金係

きんさん放送大学
︵テーマ別研修︶

部長

参事補2級

営業責任者研修

内部管理責任者研修

幹部職員研修
（テーマ別研修）
支店長

きんさん名湯浪漫紀行

“きんさん”の魅力はお客様との距離の近さ！ その信頼関係は一朝一

もできる環境を作ってくれているまわりの職員と家族に感

参事2級

参事補１級

4年前産休を取得し、仕事復帰して約3年、仕事と育児で充

渉外係

たくさんの方に“きんさん”を知って

預金係

いただけるよう日々全力で活動中で
各種イベントに登場しています。“き
んさん”ファンを増やす事が僕の使
命！ちまたでは僕のぷっくぷく
（福々）

“きんさん”に入組して約2年になりますが、先輩方に比べ

初めて学ぶことばかりで、最初は戸惑ったり落ち込んだりする日も

お腹を触ると金 運ＵＰのウワサが
あって、皆さんが僕のお腹を触ってく

ると知識も経験も不足しており仕事で不安に思うこともあ

ありました。そんな中でいつも励みだったのはさりげなくフォロー

ります。
しかし分からないことや疑問を聞ける先輩方がい

してくださる先輩や上司の存在でした。私が分からない事がある

らっしゃるので、仕事に対して前向きに精一杯やろうと思

と嫌な顔もせず、自分の時間を割いて理解できるまで丁寧に教え

うことができます。お客様と信頼関係を築き、指名してい

てくださるので、すぐに相談できました。私も自分だけでなく、相手

ただける職員を目指して仕事に取り組んでいます。

の仕事を見通し、思いやりを持てる職員になることが目標です。

れるんだ！ “きんさん”の広報課課長
広報課

として、皆様のもとへ『笑顔』と『幸

とらきち

せ』をお届けし、まだ見ぬお客様との

課長

出会いが生まれるよう努めます。

多目的トイレ
お祭りイベント

合同企業説明会
地域行事等への参加

救命講習
障害者対応ATＭ
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