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働き方 座 談 会
長く働 ける理 由 に 迫る！
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本店・本部所在地：〒942-0001 新潟県上越市中央 1-11-1
TEL：025-543-3184（本店代表番号）

E-mail：soumu@joetsu-shinkin.jp 　HP：https://www.joetsu-shinkin.jp/

上越信用金庫

彫金でアクセサリーをつくってい
ます。このペアリングはとくに自信
作で気に入っています！
中村（2019年入庫）

愛犬むぎちゃんとのおでかけが癒
やしの時間。上越や、新潟県内の
あちこちを一緒に巡っています！
田中（2018年入庫）

Day off
snap
shots!
先輩職員たちのオフの日

の過ごし方を紹介！

趣味やスポーツで充実した

日々を送っています。

TAKE
FREE

社会人野球チームに所属し、週末
は試合三昧です！
負けても月曜日は元気に出勤して
います！（笑）
滝澤（2020年入庫）

学生時代から続けているバスケッ
トボールを楽しんでいます！
最近では子どもたちへの指導も行
っています。
上村（2017年入庫）



地域に根ざした金融機関として、地域社会の発展に尽くすこと。

それが今も昔も変わらない上越信用金庫の目的です。

「しんきん、だからできること」を新しい価値として提供し続け、

地域の人々や中小企業の発展に貢献します。

地域と共に上越エリアの未来を創る
しんきん、だからできること。

地域と共に上越エリアの未来を創る
しんきん、だからできること。  　　株式会社組織である銀行は、利益を株主（投資家）へ還元する営利

法人ですが、信用金庫は、会員の相互扶助を目的とした会員の出資によ

る協同組織の非営利法人です。そこが大きな違いと言えます。信用金庫

は、営業エリアが定められており、地域で集めた預金は主にその地域の

企業や個人に貸し出しています（お金の地産地消）。

信用金庫と銀行の違いは？Q.1

Q.2 Q.3

A.

　      ベースは「相互扶助」の精神。お預けいただいた

ご預金を会員に貸し出す金融サービスを提供してい

ます。取扱業務は銀行とほぼ変わらず、預金・融資・

為替のほか、投資信託や保険の販売なども。営業エ

リアのお客様に向けて親切丁寧な接客を心がけ、役

立つ提案ができるよう努めています。

A. 　　   上越信用金庫は、上越市に本店・本部を置く唯一

の金融機関。そのためエリアとの結びつきは強く、共に

成長しながら積み上げてきた信頼も当金庫の誇りです。

100周年を控えた今、あらためて「地元に必要とされ、選

ばれる金融機関」を目指し、

さらなる地域貢献に尽力します。

A.

どんな事業をしている？

上越信用金庫？

上越エリアでどんな存在？

職員のほぼ 100％が地元出身者。
また上越市、妙高市、糸魚川市、
十日町市、柏崎市の一部を営業エ
リアとするため、店舗間の異動は
あっても転居を伴いません。地元で
安心して働きたいという人にとって
は絶好の環境です。歴史が深く地
域密着型の当金庫への就職は、周
囲からの信頼にもつながるでしょう。

残業時間が短く、有給休暇を取りや
すい環境。福利厚生も行き届いてお
り、その時ごとの職員の状態に合わ
せた手厚い制度が用意されていま
す。たとえば、病気や怪我による有
給の長期休暇、退職金、確定拠出
企業年金の制度などがそれ。ほか
健康保険、雇用保険、労災保険と
いった加入社会保険も多様です。

職場の人間関係は良好。若手が分
からないことを聞きやすい雰囲気が
あり、先輩職員は丁寧に指導して
います。また産休・育休などの各
種制度も充実。家庭を大切にする
職員が多いためか子育てへの相互
理解が深く、最近では男性の育休
取得者も。それぞれが「お互い様」
の精神でフォローし合っています。

子育て支援 プライベートも
大切にした環境！異動あっても転居なし

学生の皆さんへ

誠実、協調、向上心、そして上越愛。

私たちが求める人物像のキーワードです。

必要なのは、誠実さと協調性をもって

周囲とコミュニケーションをはかり、

チームワークの向上に貢献できること。

そのためにも、プラス思考や主体性のある行動、

信頼を得るための努力はとても大切でしょう。

ふるさとへの愛をもとに、

目標に向かって積極的にチャレンジできる。

そんな人物との出会いを私たちは楽しみにしています。
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得意先係
太田（2018年入庫）

成功体験が成長につながった瞬間

お客様との接点が多く、また心から信頼されていると実

感できるのが信用金庫の魅力。私にとっては、なんでも

話せる同期の存在も心強い支えです。今後も地道な訪問

活動を大切に、一つひとつの新しい挑戦を経験として積

み上げ、お客様に必要とされる職員になるのが目標です。

集金活動をはじめ、融資や預かり資産の提案などを行っ

ています。印象的だったのは、理容室のお客様から「息

子の帰郷に際して店舗を改装したい」とのご相談を受け、

補助金申請などを含む有効なお手伝いができたこと。手

応えとやりがいを感じる、確かな成功体験となりました。

研修期間を経て窓口業務へ。来店されたお客様の入出金

や口座の開設、各種届出事項の変更手続きなどに対応し

ています。お客様との何気ない会話が日々の楽しみ。同

年代からご年配の方、企業の社長さんまで様々な方と交

流できるところが魅力です。

大学時代に上越を離れたことで、地元の良さを再発見。地

域に根ざした仕事に魅力を感じて入庫しました。地域貢献

している点にも誇りを感じています。地域金融機関でお客

様に選んでいただけるテラーを目指したいです。

新たな挑戦を一つずつ “経験 ”にして

3 年ほど窓口を担当し今の業務に。お話をしながらお客

様の困りごとや求めていることを探り、喜んでいただけ

るような提案ができたときにやりがいを感じます。担当

エリアをバイクで回っていると、「しんきんさん！」と

手を振ってくださる方もいて、とてもうれしく思います。

窓口係
宮本（2021年入庫）

お客様との何気ない会話が喜び

ゆったり楽しく、地元で働く

営業係
田中（2018年入庫）

「しんきんさん」の呼びかけがうれしい

土日祝日が休みなので予定を立てやすく、また有休も取

りやすい環境が整っています。旅行が趣味で温泉が大好

きなので、コロナ禍以前は連休を取得して群馬県や富山

県などの近県に出かけていました。仕事とプライベート

のメリハリをつけて過ごすことができるのは大きな魅力で

す。

連休を取得して趣味の旅行へ

窓口でテラー業務を担当。最初に「新人さん？」と声を

かけてくださったお客様が、ご来店ごとに「今日もお願

いします」と挨拶してくださるのがうれしくてやる気が

出ます。まだ業務に慣れず、ただがむしゃらに取り組む

日々ですが、お客様とのこうしたふれ合いに支えられて

います。

窓口係
飯塚（2021年入庫）

がむしゃらに頑張る日々

入庫後、メンター制度により支店の先輩職員からサポー

トしてもらっています。配属店舗以外の話を聞くことで、

職場の様々な知識が増え、とても有意義です。今後も手

を抜くことなく仕事に臨み、数年後にはお客様から感謝

され、後輩からは頼りにされる職員になりたいです。

メンター制度に支えられています

若手職員の声～MY WORK STYLE ～
VOICE!
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融資に向けての相談、すでに融資をご利用いただいているお客様の

管理などが主な仕事です。数ある金融機関の中から当金庫を選んで

もらえたこと、そして融資が成立して笑顔で感謝されることに喜びを

感じます。

３人の子を持つ母ですが、その都度、産休・育休を取得してキャリ

アを継続中。職員が互いに助け合う風土があるため、子どもの体調

不良や学校行事の際も快く送り出してもらえるのは助かります。整っ

た環境の後押しを受け、プライベートを充実させながら、管理職を目

指して頑張っています。

地域の事業者様に対して、業績向上に直結する金融面のサポートだ

けでなく、様々な課題解決に向けた総合的な支援を行っています。

新規事業立ち上げの相談をいただいたお客様が無事開業し、１０年

経った今も「平原さんはうちのスタッフの一員ですよ」と歓迎してく

ださることは大きな喜びです。

お客様との距離が近いのは信用金庫の魅力。今後も気軽に相談でき

る町医者のような役割を果たしながら、地域においてキラリと光るリ

レーションシップバンキングを目指したいと考えています。

店舗を統括し、職員が十分にポテンシャルを発揮できる環境をつくる

のが支店長の仕事です。一方、お客様に直接お話をうかがって課題

解決に取り組む訪問活動もしっかりと。中小企業診断士の資格を生

かし、融資をはじめとする様々なご要望に対して役立つ提案ができる

よう努めています。

地域に密着し、人とのつながりによって成り立つ信用金庫は、いわば

「生身のSNS」。お客様との関係構築はもとより、職員同士も協力し

合い、仕事と、その基盤となる家庭との両立を実現しています。

マネープランナーの仕事は、資産形成や資産運用、また相続や税金

などに関わる相談を受け、お客様に適した提案を行うこと。それが

ニーズと合致し、「ありがとう」と喜んでもらえたときはうれしいですね。

それぞれケースが異なるため、新たな知識を取り入れる必要性も出

てきますが、それは必ずその後に役立つ学びとなるのでやりがいを感

じます。

こぢんまりとした良いお店や、オリンピックでも使われた製品をつく

る全国シェアの企業など、より上越を誇りに思うような出会いがある

のもこの仕事の魅力です。

職員が力を発揮できる環境づくり
それが支店長の役割です

お客様のライフプランに適した
プロならではの提案を

子育てしやすい環境で
自分らしくキャリアを築きたい

入庫 �～ �年目

入庫 �～ �年目

入庫 �～ ��年目

入庫 ��年目～

企業を総合的にサポートする
町医者のような金融機関に

ベテラン職員の声～MY WORK STYLE ～
VOICE!

昇格試験や能力考課が加わります。
内勤事務係、得意先係として習熟
し、担当外業務の基本知識も携え
た人材に。

�����
内勤事務係のリーダー、法人担当
の得意先係、融資係として活躍。
責任と役割を理解し、若手職員に
お手本を示します。

係長、課長、店長代理などの責任
ある立場に。役職者向け研修で
マネジメントを学びながら、複雑
な判断や折衝を行います。

内勤業務、営業係、得意先係など
に就き、3年目までは自動昇格。
保険販売や証券外務員などの資格
取得を目指します。

������������
“金融のプロフェッショナル”を目指して

着実にキャリアアップ！
入庫からの一般的なキャリアパスを

紹介します。

― キャリアパス ―
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通信教育制度

高島
窓口係（2018年入庫）

富山県出身。
結婚を機に上越へ。産休・
育休・時短勤務を利用した。
2歳の女の子の子育て中。

1 歳の女の子の父。時短勤
務制度を利用し、子育てや
家事にも積極的に取り組ん
だ。

得意先係（2017年入庫）
荻野

各店の営業推進のサポート
やマネープランナーの育成
に携わっている。20 歳と
18歳の子どもを持つ。

嶋田
営業統括部（1994年入庫）

お客様を訪問して様々な提
案を行い、相談にも対応す
る得意先係。共働き家庭で、
1歳の男の子を育てる。

吉田
得意先係（2010年入庫）

働きやすさの理由はコレ
高島：育休から復帰したとき、時短勤務を勧めてもらい、

普段は17時半終業のところを16時半までに。その分、

子どもの面倒を見る時間にあてられました。また

地元が離れているので、同様に産休・育休を経

験した先輩職員に不安なことを相談したり、アド

バイスしてもらえる環境にも助けられています。

荻野：私も時短勤務を利用しました。以前はそういう制

度があることすら知りませんでしたが、当事者となり総

務部に問い合わせたら勧められたんです。3カ月間、通

常8時半出勤のところを10時半からにしてもらい、家

事や育児にも集中できました。

高島：育休からの復帰後、仕事にすぐ対応できるのか

不安でしたが、嶋田さんたちの研修によってそれも一

掃され、スムーズに復帰できたように思います。

嶋田：育児休暇後の研修制度ですね。1年休むと、その

間に商品や業務がかなり変わってしまうので、復

帰してすぐ順応できるのか皆さん不安だと思い

ます。そのために各部署がそれぞれ研修を行っ

て変化した部分をマンツーマンでレクチャーしたり

、話を聞いたり。自分のときにもあったらどんなによか

ったか、と思う制度です（笑）。

吉田：有給休暇を取りやすい風土もありが

たいですね。子どもがまだ小さいので突

発的な体調不良で病院に連れていかな

ければならないことも多いのですが、

ほかにもあります、
役立つ制度

就活中の皆さんへ

嶋田：勤務地が上越市内なので、転勤はあっても引っ越

しがない。それも子どもを持つ人や、親の介護に携わる

人にとっては安心感につながると思います。個人的には、

職員向けの融資制度をありがたく利用しました。どうし

ても学生の子どもたちにお金がかかってしまうので、低金

利で融資を受けられます。

吉田：こういう仕事をしていると、老後の資産形成など

を具体的に考えるようになりますよね。将来への不安が

大きいなか、確定給付企業年金に加え、選択制DC（確

定拠出年金）とか、将来の資産形成に役立つ様々な制

度を金庫が用意してくれるのはすごく大きい。長く勤め

られる一つのポイントだと思いますよ。

荻野：資格取得の支援も役立ちますよね。

吉田：金融業は多岐にわたる高難度な知識を求められ

るので、積極的な資格取得を促す雰囲気がありますよね。

自己研鑽できる環境が整っていると思います。

高島：同感です。今、マネープランナー候補生として

嶋田さんから指導していただいていますが、学びの機会

が多く、制度が整っているのは信用金庫の魅力

の一つだと実感します。

当金庫はとても理解があって「分かったよ」と柔軟に対

応してもらえます。

荻野：そういったときに取得できる看護休暇も助かりま

すよね。私も子どもの予防接種のときなどに活用しま

した。

高島：出産後もやりがいをもって働くことができるのは、

整った制度と周囲の理解があってこそ。自分で言いづら

いことも先輩や上司が先回りして気遣ってくれるような、

温かな雰囲気がここにはあります。

嶋田：地域のお客様と交流し、それが仕事の成果につ

ながって感謝してもらえると励みになります。産休・育

休をはじめとする様々な制度が整っているので、どのよう

な局面でも働きやすさを実感しながらキャリアを継続でき

ると思いますよ。

吉田：当金庫は職員の大半が地元出身者。つまり皆さ

んにとっては地元の先輩です。仕事の話からおいしいご

飯屋さんの話まで、豊富な情報を持っているのでなんで

も相談してください（笑）。

荻野：地域の金融機関なので職員もお客様も地元の人。

仕事をしながら、縦や横のつながりをどんどん築くことが

できます。お客様と仲良くなるのは楽しいし、人生の先

輩から教わることもたくさんありますよ。また時短勤務を

取得した男性職員は私が初めてでしたが、子育てと仕事

にバランス良く向き合える有意義な制度です。ぜひ、次

に続いてください。

入庫後の成長を支える研修・教育制度
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新入職員研修 新入職員を対象に、庫内研修、
県内金庫合同研修、
ボランティア研修などを実施。
「信用金庫とは？」にはじまり、
職員としての心構えや基本的
な業務について学びます。

全国信用金庫協会の必修通信
講座として、新入職員講座、預
金講座、為替手形交換講座な
どの各種講座を受講できます。
着実に単位を取得し、実務試験
の合格を目指しましょう！

各種保険販売や証券外務員、
内部管理責任者、ファイナン
シャルプランナー、中小企業
診断士など、段階に応じた資
格取得を推奨。合格者の受験
費用をサポートします。

資格取得
             支援制度01 02 03

上越しんきん
MEMO

教育体制が充実しているので知識がなくても
大丈夫。出身学部も指定しません。実際、先
輩職員も多様な学部出身です。大切なのは、
人とつながるコミュニケーション能力です。

入庫前に金融の知識は必要？
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コロナ禍での飲食店支援

取引先工場見学マラソン部

職場対抗ボウリング大会

子ども食堂寄付

中山間地域支え隊

卓球部

ミニコンサート

ひまわり栽培ボランティア

and

クラブ活
動親睦会

地域貢
献

Fellowship
＆

Club activities

活 動
Community 

contribution activities

上越 冬の一大イベント
灯の回廊参加

信金旗学童野球大会

小学生図画・版画展

For  the
上越！

For the 
Joetsu!

中学生職場体験
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