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魚沼の
塩沢信用組合



 １９５３年（昭和２８年）

新潟県魚沼地方旧塩沢町

塩沢信用組合の生い立ち

地元の有志達によって設立

経済的に弱い立場にあった
商工業者、労働者の事業や
生活の安定のために、

「自分たちのため」の金融機関を



銀行
銀行は株式会社であり、所有者である株主に利
益を分配することが第一の目的です。

しかし、銀行を利用する大多数のお客様は銀
行の株を保有しているわけではありません。

そのためお客様へのサービス等で還元するべき利益が、
お客様ではなく、株主に配当として支払われることも

銀行との違い

信用組合
利益を追求することが目的ではなく、組合
員の助け合い、相互扶助を目的とした、

協同組織の金融機関。

信用組合の経営に参画するのは、お客様で
ある組合員。

信用組合の所有者である組合員の利益がイ
コールお客様の利益、そのため信用組合は組
合員（お客様）利益を第一に考えた経営を行う
ことができます。



 職員の研修教育は経営の最重要課題

塩沢信用組合の研修教育

新採用職員研修（３月１６日～３１日賃金支給）

本部集合研修（配属現場との連携）

キメ細かい研修教育体制で万全のサポートを行います。

座学研修と実践ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞによりスムーズに職務に臨めるよう
本部職員が研修指導します。

毎月本部にて集合研修を行い、日々の業務との関連性を実感し
ながらさらに専門知識を深めていきます。

配属後も現場任せにせず、配属先と連携を密にしながらレベル
アップを図ります。

配属現場でのＯＪＴ（現場での実践教育）
社会人の能力は現場のOJTで７割以上決まるといわれています。

専門知識のほか、対人能力、人間力を総合的に伸ばしていける
よう、現場においてはキメ細かい指導をタイムリーに行います。

新入職員が困ったときに、誰にも聞けないような状況では、新入
職員も組織全体も困ります。

どんなに小さなことでもすぐに気軽に聞ける、先輩は質問に対し
て的確にアドバイスできる。そんな職場を目指しています。
年齢の近い先輩も多く在籍しており、公私ともに頼りになります。



職員が安心して働ける職場へ

 育児休業期間を２年間に延長

女性の力は塩沢信用組合にとって必要不可欠であり、磨き
上げたスキルを結婚、出産後も当組合で発揮してもらいたい。
そのため、当組合では制度制定時から現在まで、出産する女
性職員は「１００％」取得しています。
そして、平成２９年４月から育児休業期間を２年間に延長。

これからも「人にやさしい経営」の為、新しい取組みを実施し
ていきます。

 定年後７０歳まで希望者全員雇用
定年後年金受給開始までの不安にこたえ、希望

者全員が７０歳まで正職員として働ける制度に変更
しました。

定年６５歳を超えても、培った経験と知識、人脈を
後進に引き継いでいく役割が期待されます。

 地域職の制定

「人にやさしい経営①」
 健康経営への取組み

当組合では、職員の健康を守ることが企業業績に深く関
わっている事にいち早く着目し、健康経営に取組んでいます。

体調を崩さない元気な職員への表彰を毎年行っており、健
康に対する意識向上に力を入れています。

魚沼地域内に限定した職場ではあっても、通勤に時間
をかけられない職員の為に、自宅近隣の２店舗のみに異
動を限定する「地域職」を制定。

勤続５年目以降の有資格者は地域職の選択が可能で、
家族の介護や子育て中でも安心して勤務を続けることが
できます。



職員が安心して働ける職場へ

 メモリアル休暇制度

休み易い職場として「メモリアル休暇制度」を平成２８年４月
より導入、男女共に働きやすい職場づくりを目指しています。

 自己申告更改申請制度

自己申告により、上位級への昇格、進級を希望することが
可能です。若手の昇格実績もあり、能力を高めてチャレンジ

することができます。

昇格実績（一例）

２９歳：支店長代理
７年目で更改申請制度を活用し昇格

「人にやさしい経営②」
 オープンコマンドシステム
当組合では他にない制度の一つとして、平成２７年度より

人事異動が行われる際に職員一人一人と個別面談を行い、
異動の意義や各職員への期待を理事長や店長自らが事前に
伝え、人事異動を行うことを制度として確立しています。



職員が安心して働ける職場へ

 有給休暇使用増加の取組み

有休は一年目初日から「１０日間」付与され、半年後に「１０
日間」、二年目初日に「２０日間」付与されます。二年目以降
職員を対象に有休使用目標を「年間１３日」として、任意有休
休暇を年間５日間とすることで有休休暇使用促進につなげ
ています。また休んだ人の仕事は、周りが率先して手伝うと
いう組織風土も醸成されており、休みやすい職場となってい
ます。

 １on１ミーティングの実施

当組合は、顧客本位の業務運営を追求してお
り、お客様と対峙する中で気づきやアイディアを
下から上につき上げる体制として１on１ミーティン
グを実施しています。

「人にやさしい経営③」
 ３６０度評価制度
当組合では２０２０年３月より人事考課の基準を大きく改正し

ました。一方的な人事評価ではなく、複数の人から評価を受け
る体制として、自己評価２５％、同僚・部下評価２５％、上司評
価２５％、お客様評価２５％で人事評価を行います。



運転免許返納者優遇特別定期預金

「安心・安全」

独自商品

塩沢信用組合の
独自商品力

ご縁があり、地元警察署と包括連携
協定を締結いたしました。連携事業の
1つとして発売された定期預金です。
職員のアイデアから誕生した商品であ
り、地域のために何が出来るかを常に
考え、取り組んでいます。

「家庭円満５１」

“全国初”の取り組みとして、「２０代限
定住宅ローン」を平成２９年４月に発売
予定しています。

この住宅ローンは、従来の金融機関
の概念を覆し、若者の定住と地元の建
築需要の創出、地元建設業者の育成
を同時に実現するという、「地方創生」
の為の事業としています。

「いきいき健康

特別金利定期預金」

特定検診の受診率を引き上げ、健
康で豊かな生活を送る事を目的に
地域行政、協会けんぽとの連携し
商品化された定期預金です。１年
後診断結果が改善されると、さらに
金利アップになるとてもお得な商品
です。



魚沼の

塩沢信用組合

•暖冬・新型コロナの影響で落ち込む地域経済。塩沢信用組合が始め
た新たな支援策は“地元飲食店を食べて応援”！！全役職員が地元飲
食店から豪華ランチを注文！地域の飲食店を支援する新たな取組とし
て注目を集め、マスコミも詰めかけた！新聞や夕方のニュースで報道
され、多くの人の共感を呼び、巻き起こったのは空前の「出前ブー
ム」！

①
「出
前
ラ
ン
チ
」

•新型コロナ対策第二弾。地域経済を回す新たなきっかけづくりをするべ
く、ホワイトデーを前にした2020年3月13日を「甘味デー」として企画
しました。地元菓子店から全役職員が一人1,000円のスイーツを購入して
地域を応援！！

②
甘
味
デ
ー

当組合が優先的に取り組んできた「新型コロナウイルス感染症対策」

塩沢信用組合の独自取組み

【地元飲食店から「出前」を取って地域を応援】

【おやつタイムの「甘味デー」！！】



魚沼の

塩沢信用組合

•日本政策金融公庫が取扱う実質無利子・無担保の特別融資には、新
型コロナウイルスで経営に影響を受けている事業者から申込みが殺到。
迅速な対応を図ろうとするもタイムリーな資金提供には支障が出てい
るといいます。当組合が窓口となり日本政策金融公庫や新潟県信用保
証協会に紹介するなど三機関が連携を強化することで事業者の資金繰
り支援を迅速化！

③
三
機
関
連
携

•3月３１日に披露した「衛生メニュー」が「“密閉、密着、密接”を防ぐ
ためにどうするのかとても参考になった」という絶賛の声が届いた。金融
以外の支援策として注目される「衛生メニュー」をDVD化して関係先、
全国の信用組合に配布！

④
衛
生
メ
ニ
ュ
ー
Ｄ
Ｖ
Ｄ

当組合が優先的に取り組んできた「新型コロナウイルス感染症対策」

塩沢信用組合の独自取組み

【塩沢信用組合・日本政策金融公庫・新潟県信用保証協会三機関連携強化！】

【絶賛の「衛生メニュー」をDVD化！！】



魚沼の

塩沢信用組合

•日本政策金融公庫が取扱う実質無利子・無担保の特別融資には、新型コロ
ナウイルスで経営に影響を受けている事業者から申込みが殺到。迅速な対応
を図ろうとするもタイムリーな資金提供には支障が出ているといいます。当
組合が窓口となり日本政策金融公庫や新潟県信用保証協会に紹介するなど三
機関が連携を強化することで事業者の資金繰り支援を迅速化！

⑤
手
数
料
無
料

•新型コロナウルスの影響を受けている飲食店を支援するため４月の給与
で全職員に「出前ランチ手当」を支給！ 職員は４月から９月に店舗ごと
に毎月１５００円以上の出前ランチを注文し、合計３６先の飲食店を支援
します。

⑥
出
前
ラ
ン
チ
手
当

当組合が優先的に取り組んできた「新型コロナウイルス感染症対策」

塩沢信用組合の独自取組み

【融資条件変更手数料５,５００円を無料に！！】

【全職員４８名に１万円支給で飲食店３６先を支援】



塩沢信用組合の独自取組み

•新型コロナウイルス感染拡大の影響で対面での企業説明会の
中止が相次ぐ中、ビデオ会議アプリを活用したオンライン企
業説明会を開催しました。魚沼地域の19社が、就職を検討す
る県内外の学生らに仕事の魅力ややりがいなどをＰＲしまし
た。

⑦うおぬ
まの就職
応援フェ
アＷｅｂ企
業説明会

•東京都信用組合傘下の6信組が「“越後”逸品ＷＥＢ商談
会」を共催し、魚沼地域の生産者・食品関連27社と、東京都
を中心とした43社のバイヤーがオンラインで交流しました。
コロナ禍で生産者・食品関連会社、バイヤーも対面営業が困
難な状況にあり、新たなビジネスマッチング・販路拡大支援
の在り方を提供するとともに、本業支援に貢献した。

⑧“越後”
逸品ＷＥ
Ｂ商談会

【「地産都消」に信組ネットワーク活用】

【オンラインで求職者との接点広げる】

当組合が優先的に取り組んできた「新型コロナウイルス感染症対策」



他が真似のできない「地方創生事業」

塩沢信用組合の独自取組みによる地域貢献

【魚沼地域の未来を担う次世代を支援】

“全国初”となる地元の皆様との協働で魚沼
の未来基金を設立。将来への夢を持ち、魚沼
を愛する生徒の高校進学を支援するために返
済不要の奨学金制度を創出。2020年度は第
四期の奨学生が決定し、高校を卒業する
OBOGが誕生。はばたきOBOG会を発足し、
未来を担う若者同士のパイプを厚いものとす
る。

【自治体と連携し、移住定住促進】

南魚沼市、魚沼市、津南町、湯沢町とともに、
移住者の就職や住居問題を解決する「移住定
住促進事業」を開始し、専用融資「移住定住
促進ローン」の取扱いをスタートした。ロー
ンの提供に加え、ハローワーク・自治体と
「就職応援フェア」を共催して就業先を斡旋。
移住定住者へ住まいにかかる情報提供も行う。

【魚沼地域の未来を担う次世代を支援】魚沼の未来基金 移住定住促進事業



先輩しんくみマンの一日

五十嵐 健太

２０１８年入組 / 営業係 /２５歳

訪問予定表を元にそ
の日の目標やﾀｽｸを
確認、職員同士の情
報交換、情報共有を
行います。

お得意先と新規先のお客
様を訪問して、商品のご
提案や集金を行います。
他にも年金会員のお宅へ
現況確認におじゃまします。

帰店後、お客様からお
預かりした現金の集計や
融資のための書類など
を作成します。

その日訪問した先の
情報をまとめ、上司
に報告し、アドバイス
をいただいてます。
また翌日の訪問スケ
ジュールを確認しま
す。

資格試験の勉強や職場の先輩、
同僚と飲みに行くことも・・・

共通の趣味を持つ先輩と遊び
に行ったり、充実した日々を
送ってます。

営業係として１年が過ぎました。

お客様が喜んでくれる仕事を心掛
け、地元行事に参加するなど多く
の人と繋がりが出来た事でやりが
いを感じています。

栗田 理央

２０２１年入組 / 事務係 ２０歳

閉店時間は17：00.「勘定締め」と

いう集計作業で、伝票集計や
データ入力をしてその日も正しい
入出金処理ができたことを精査
して確認します。

預金窓口ではお客様からお預
かりした預金・振込金の処理、
記録を行います。お金を扱う業
務ですからプレッシャーもありま
すがその分やりがいも大きい仕
事です。

窓口でお客様の対応をします。お
客様の話をお伺いし、定期預金、
積立などの商品提案や公共料金、
普通預金、振込などの処理をしま
す。

閉店後は書類整理や
日中の事務処理の振り
返りを行い、明日も働
きやすい環境を整えま
す。自分ｵﾘｼﾞﾅﾙのﾏ
ﾆｭｱﾙも作成しています。

職場の仲間や、同期と
食事に行くことも。通信
教育や検定試験の勉強
をすることもあります。
アフター５を楽しもう！

金庫やATM、支店内の現金を
精査し、資金管理します。

来店される予定のお客様や、
預金の満期管理等の予定も確
認します。



本店 預金係「上村 雛子」の成長に迫る!!

“塩沢信用組合流”人材育成プログラムによる進化とは!?

Before After

◎基本的なビジネスマナーや顧
客応対の習得

◎預金業務の基礎の習得

◎商品知識の習得

入組前の研修や毎月本部で行わ
れる集合研修により基礎からしっか
りと学べる環境です。
また、仕事は大変ですが、年の近
い先輩も多く、分からない事も聞き
やすい雰囲気で、すぐに親身に
なって指導して貰えるので、安心し
て仕事に打ち込めました。

◎預金業務全般

（窓口・後方事務 etc.）

◎出納・為替業務

◎端末オペレーション

◎お客様への商品のご提案

本部研修や現場ＯＪＴ、実践ロープ
レにより、今ではイレギュラーな処理を
除くすべての預金業務を１人でこなせ
るようになりました。
そして、お客様に合った商品を自信
を持ってご提案できるまでになってい
ます。

負けん気が強いと思います。頭の回転が速く、仕事も速い。オペレーションも早く正
確です。淡々と業務をこなし、進んで窓口に出ており応対も誠実です。

一年間で身に付けたスキルを明るい笑顔と元気な挨拶で
活用してください。業務をさらにレベルアップしてお客様の
喜ぶ、役に立つ仕事をできるように頑張ってください。

塩沢信用組合は、他の金融機関にはな
い取り組みを行い、地元の発展に先陣
切って取り組んでいるところが魅力です。
また、地域の人とかかわるイベントも多くあ
り、たくさんのお客様と触れ合いながら仕
事が出来る事も魅力のひとつだと思いま
す。

就職活動は、自分を知る事から始まると
思います。様々な企業に触れて、自分の
納得のいくまで足を運ぶことで、将来どん
な風になりたいのか、イメージが湧いてくる
のではないでしょうか。体調に気をつけて
頑張ってください。

【塩沢信用組合の仕事の魅力とは!?】

【就職活動中の学生の皆さんへのメッセージ】

【支店長が語る第一印象】
【２年目に向けて】

上村 雛子
２０２０年入組 / ２３歳

入組１年間での成長の軌跡

少しぎこちない感
じです・・・

すっかり慣れた
今は、笑顔で
お客様とお話し
ています。



塩沢信用組合の年間行事
４月
毎年新採用職員とご両親を迎えて行われます。

新採用職員の皆様が当組合に新しい風を吹き込んでくれます。

６月
参加職員、ボランティア職員共に地域行事に参加しております。
地元の人たちと触れ合う貴重な機会です。「魚沼の未来基金」は
ばたき奨学生も参加してくれました。

５月
毎年職員が着物を着て、お手伝いしております。

また、ひな祭りの時期などには交代で店を開け、観光の
方々にお茶をお出ししています。

新入職員「入組式」

牧之茶会「観光開店」 ボランティア活動（南魚沼グルメマラソン）

６月
お客様（組合員）の代表である総代の皆さまに決算をご説明し、利用者の
立場からの率直なご意見を伺うものです。 当組合の総代会は独特で、
経営に関する質問の他、地域課題に関する意見も多く出されます。お客
様の声を経営に反映させています。

通常総代会



塩沢信用組合の年間行事

各支店の応援団、信栄会の行事が行われます。会員のお客様と楽
しく過ごせるとても有意義な時間です。

信栄会行事７月～１０月
１１連続好決算を記念して地元に利益を還元しました。地方
自治体を代表して、津南町に寄付金を贈呈しました。

７月
津南町寄付贈呈式並びに事業者
表彰式

津南支店「信栄会ＢＢＱ」

五日町支店 「ふれあいの集い」 石打支店「ふれあいの集い」

小出郷支店「納涼祭」 本店「そばうち体験」



塩沢信用組合の年間行事
８月

消防署、地域住民、当組合による防災訓練を開催しました。有事
の際の対応として定期的に学ぶことの大切さを実感しました。

三位一体防災訓練

９月

７月

全店防犯訓練

地元警察署、地元住民を巻き込んだ防犯訓練は、当組合でも初めての
試みでした。当日はテレビ局や新聞社が取材に訪れ、多方面で報道さ
れました。

８月 うおぬま就職応援フェア

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、リアル対面型は中止
となりましたが、2020年はオンラインによる企業説明会を開催しま
した。

塩沢商工会と協力して、地元の少年野球チームを集めて開
催しております。子どもたちのがんばる姿、つい応援にも力が
入ります。

少年野球大会



塩沢信用組合の年間行事

１月
東京都信用組合傘下の6信組が「“越後”逸品ＷＥＢ商談会」を共催し、魚
沼地域の生産者・食品関連27社と、東京都を中心とした43社のバイヤー

がオンラインで交流しました。コロナ禍で生産者・食品関連会社、バイヤー
も対面営業が困難な状況にあり、新たなビジネスマッチング・販路拡大支
援の在り方を提供するとともに、本業支援に貢献した

１０月 「内定式」

全体勉強会にて、2020年度入
組予定者の内定式の様子です。
これから仲間になる皆さんを全
役職員でお迎えしました。

魚沼の未来基金内定者へ認定証、ステータスバッチ、通
帳の贈呈を行っています。自治体、商工会、学校関係者、
寄付者をお招きして奨学生とその保護者へ魚沼の未来
基金の意義や寄付者の想いを直接お伝えします。

３月
「魚沼の未来基金」
はばたき奨学金贈呈式



本 店 石打支店 五日町支店

津南支店 小出郷支店 本 部 しんくみセンター

全６店舗、役職員総勢５１名 男性３４名、女性１７名

２０代２３人、３０代９名、４０代３名、５０代９名、６０代７名 （平均年齢３６歳）

(２０１９年９月３０日現在）

塩沢信用組合各支店の紹介



塩沢信用組合
採用担当者からのメッセージ

塩沢信用組合はただの信用組合ではありません!!

塩沢信用組合の一員として、自分自身の可能性を広げたい方、
自らの力で地域発展に貢献したいという熱意のある方の志望を
職員一同お待ちしています!!

今までの金融機関の既成概念にとらわれない独自路線を突き進みながら、
真の地域活性化を目指すスペシャリスト集団です!!



新卒？ YES

NO

スポーツは 好き

嫌い
A

温泉は 好き

嫌い

地元に
住んでいる

YES

NO ドライブが

好き

嫌い

B
漫画が 好き

嫌い

食べ歩きする？

YES

NO 人と話すのが 得意

苦手
C

旅行が 好き

嫌い

E D

あなたはどのタイプ？
きらっと しおしん チャート！

裏面へ



Ａ
いつでも探究心の
心を忘れない小林さん。その時知り合っ
た人と仲良くなれるフレンドリーな男。信
組の取り組んでいる情報をたくさんの人
に伝えていきます!きらっと輝く笑顔を皆さ
んにお届けします。

Ｂ
塩沢が大好き♡
絵がとても上手で、しっかりものの山
田さん。静かにしているけど、本当は
目立ちたいんです。これからの信組は
山田ワールドのきらっとした絵が出て
くるので楽しみにしてくださいね!!

Ｃ
笑顔が素敵な関さん!!
難しい課題に直面した時も向上心があ
るので大丈夫!!頼れる性格でいつも仲
間を支えてくれる優しいお姉さん!!
きらっと輝く発想で信組のこれからを
豊かにしていきます!

Ｅ
色々な人との関わりを得た
ことで、人の話を親身に聞いてくれる
優しい小杉さん。少し控えめだけど頭
の回転は速いんです。優しいお姉さん
の安心感を与えてきらっとお客様を優
しさで包んでいきます!!

Ｄ
色々な経験を経て、たくさん
の情報を持っている阿部さん。
これから信組でお客様に対応する際、
そのお客様にあった情報をご提供し、
思いやりのある対応をしていきます!き
らっと輝くエリート男子!

しおしんで君の個性をきらっと活かそう!!

あなたはどのタイプ?



塩沢信用組合リクルートガイド

連絡先

塩沢信用組合 本部 戸田 康晴、貝瀬 奈央子

〒949-6408

新潟県南魚沼市塩沢1221-4

℡ ０２５－７８２－１２０１ Fax ０２５－７８２－４０６３

URL http://www.shiozawa.shinkumi.jp/
Ｅ-ｍａｉｌ shinkumi@pluto.plala.or.jp

氏名、大学名、現住所のみで資料請求とエントリーが可能です。

メール、ファックス、電話、郵送いずれも受付いたします。

お気軽にご連絡ください。

スマートフォン用サイト
QRコード


