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本部・本店ビル

2F本店ロビー

エントランス 食堂

企業の経営改善、成長に貢献します。
<経営サポート業務 >

企業の課題を解決します。
<経営支援業務 >

女性だけのプロジェクト。
<業務推進部 >

輝く女性をスキルアップ。
 <スキルアッププログラム >

ロールプレイング大会

「愛郷の心」と「堅実経営」
創業の精神を守り続けています。

今、地域金融機関は、日本銀行のマイナス金

利政策継続による超低金利、少子高齢化に

よる地域需要の変化、金融デジタライゼー

ションの進展による技術革新等、激動の環

境下にあります。そんな中「地元とともに」

歩む「がましん」は、これまでも様々な地域

の課題解決に取り組み、地域経済の活性化・

持続化に努力すると共に、堅実経営を続け

てきました。現在、愛知県・静岡県下に45店

舗を展開。預金高1兆4,059憶円、経営の健

全さを示す自己資本比率は国内基準（4％）

を大幅に上回る13.90％と高い水準を維持

しています。（令和3年9月末現在）

役職員一同これからも地域になくてはなら

ない金融機関としてその役割を果たし、少

しでもお客様のお役に立ちたいと考えてい

ます。みなさん、そんな私たちと一緒に働き

ませんか？

企業や金融機関を取り巻く経営環境は目まぐるしく

変化しています。時代の変化に柔軟に対応する上で、

金融機関における経営サポート業務は大きな役割を

持ち、求められる業務だと考えています。お客様への

「事業再生や新たな事業に向けた経営計画の支援」、

がましんが持つネットワークを活かした「ビジネス

マッチングによる販路開拓支援」、「各種補助金、助成

金の手続きの支援」など多岐に渡ります。お客様の状

況やライフステージ等に応じて、的確にサポートでき

るよう常に心掛け、お客様から喜ばれ、信頼され、必要

とされていると実感するとき、大きなやりがいを感じ

ます。お取引先企業の経営改善、成長や企業価値向上

に貢献し、WIN-WINな関係を構築することがひいて

は地域の活性化につながるものと考え、今後も地域に

密着したがましんの職員として自分自身も日々挑戦

していきたいです。

お客様に満足を超える「感動してもらえるような接客」

を目指し、2年に1度ロールプレイング大会を開催。

窓口の女性を始め、金融全体の接遇力アップを目指し

ています。

企業の悩みをしっかり聞き、経営の改善や再生の為の

支援を一緒になって考える。こうした金融機関の取組

みを「リレーションシップバンキング」と言います。

がましんでは、その取組みを強化するために、経営支

援業務に力を入れています。本部融資部の中小企業診

断士の資格を持つ職員が、営業店や外部専門家、外部

機関等との連携を図り、お客様の経営改善のお役に立

てる態勢を整えています。職員一人一人が｢経営者と

対話する能力｣や「事業を見る眼」を養い、「お取引先企

業の事業内容を理解する」ことで継続的に支援する力

の確実な向上に繋がると考え、更なるサポート体制構

築を目指して邁進して参ります。

融資部（経営支援）

平成28年9月より女性職員中心で活動する新プロ

ジェクト「チームがましん投信撫子プロジェクト」を

発足しました。このプロジェクトの目的は、お客様と

の会話の中から資産形成のニーズを把握し、ライフイ

ベントに合った金融商品の提案やアドバイスをする

ことによりお客様のお役に立つことです。そしてその

チームを纏める「撫子リーダー」として私たち6人が任

命されました。私たちの主な業務は、投資信託の知識

や販売経験の少ない職員の教育支援、販売活動で必要

となるツールの作成、キャンペーンの企画・立案・管理

です。営業店の支援を通じて「がましんに相談してよ

かった」とお客様に思っていただけるよう、日々頑

張っています。

業務推進部　撫子リーダー

湖西支店
課長

水谷央児
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テラー担当
    の一日

渉外担当
   の一日

「渉外担当」は事業先、個人のお宅に
訪問し、お客様のお金に関する様々な
ご相談にお答えします。

朝礼が終わると外回りに出発
します。小型バイクでスピー
ディにお客様回りを行います。
どんなに忙しいときも誠実さ
と笑顔を忘れません。

昼食は各支店ごとに食堂があ
ります。おいしい食事を食べ
て午後からもがんばれます。

お客様にはわかりやすく丁寧
にご説明します。お客様のお
話はしっかりと聞き信頼関係
を築くことは渉外担当の大
切な仕事です。

帰店後はお客様からお預かり
した現金や伝票等の整理・融
資案件の稟議書の作成などを
します。明日の準備をしっか
りと行います。

先輩職員メッセージ 1

稲吉泰英　本店営業部 (平成30年度入庫)
左から3番目
本店営業部渉外担当とともに

小野田紘子 豊川北支店
  (平成27年度入庫)

8:30
始業

8:45 朝礼・会議
渉外活動の準備

渉外活動

12:30 帰店・午前中の
集金の集計作業

13:00
昼食

帰店・集計作業
一日の活動報告
明日の準備

17:00

渉外活動

17:30 退庫

チャレンジする場が多く与えられる職場。

職員一人ひとりがレベルアップを目指し

ています。

お客様からのお褒めの言葉を頂いたとき

一生懸命やってきてよかったと感じます。

「テラー」とは窓口係りのこと。「お店
の顔」としてお客様方のご要望に笑顔
でお応えします。

8:30

8:45 朝礼・準備/開店

窓口応対、電話応対
渉外係の集金の
事務処理など

15:00

12:30
昼食

17:30 退庫

午前中と同様窓口対応など

閉店
残った事務処理

16:30 現金合わせ
1日の集計、片付け

先輩職員メッセージ 2

始業

15時以降は窓口を閉め、税金
を集計、伝票のオペレーショ
ンなど、現金を合わせる作業
にとりかかります。出納係の
「現金合いました」の声にほっ
と一息つきます。

栄養バランスも考えられてい
て、毎日あつあつの食事が食
べられてうれしいです。

電話応対も大切な仕事のひと
つです。お客様の問い合わせ
にも明るくハキハキとお応え
します。電話でも笑顔が伝わ
るよう心がけています。

窓口の業務は、入出金、口座
開設、定期預金、定期積金、
税金に関わる手続きなどさま
ざま。お客様の待ち時間が短
くなるよう正確で迅速な対応
に努めます。

Q「どんな仕事をしていますか」
渉外担当として担当地区の個人宅や企

業先の定例訪問を行っております。

Q「仕事でやりがいを感じる時は？」
小さなことでもお客様のお役に立てて

いると感じる時やりがいを感じます。

渉外担当になり一年が経った頃、新規先

のお客様に「稲吉君がいてくれてよかっ

た。ありがとうね。」と言っていただいた

ことがあります。お客様から頂く感謝の

言葉が、私の原動力になっています。

Q「なぜ蒲郡信用金庫を選んだのですか」
「地域に貢献できる仕事に就きたい」と

いう気持ちを第一に考えていた私に

とって、金融サービスを通じて地域社会

の発展に貢献できる蒲郡信用金庫で働

くことは、幼い頃からの憧れでした。

Q「今までどんな仕事をしてきましたか」
預金窓口や後方事務（オペレーター、口座振替）

を経験し、現在は為替業務を担当しています。

Q「一番心に残っていることは」
資産運用の相談をいただき、渉外担当者と連携

して投資信託での運用を案内し、契約していた

だいたことです。「小野田さんがいつも明るく

声をかけてくれるから相談したいと思ったの

よ。いつもありがとうね。」と言っていただきま

した。お客様に喜んでいただけたことにやりが

いを感じました。また、渉外担当者と一緒に取

り組んだことで支店の一体感を感じました。

Q「蒲信のどんなところが好きですか」
アットホームな環境で親身に話を聞いてくれ

る上司がいるため、何でもすぐに相談できると

ころです。また、幅広い年代の方とお金を通し

て接する機会があるため、自身のライフプラン

の形成を考えるきっかけになり、仕事で学んだ

知識が生活に役立っています。
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 < クラブ、研修、社会貢献活動 >

メリハリのある仕事の仕方で
オフタイムもしっかり充実。

▲日本赤十字社の献血

▲卓球部

▲新入職員研修

▲三河湾浄化運動

▲野球部

▲バイク研修

お問い合わせ先 0533-69-6229 〒443-0056 蒲郡市神明町4番25号　 本部人事部　担当／日髙

企業概要 (令和３年 9月末現在)

創         立　 昭和23年 4月 

代   表   者　 理事長　竹田知史

出   資   金　 8億 6,438万円

預   金   高　 1兆 4,059 億円

貸 出 金 高　 6,164 億円

役 職 員 数 　861 名（男486 名・女375 名）

業 務 内 容　 預金業務、融資業務、内国・外国為替業務、代理業務、

　　　　　　 国債・投信・生保・損保の窓口販売、ほか

本   支   店　 蒲郡市、豊橋市、豊川市、田原市、新城市、岡崎市、

                    西尾市、名古屋市、額田郡、湖西市 (静岡県 )計45店舗

　　　　　　　

福利厚生

採     用    職     種　   総合職（四大）…預金、融資、渉外等金融業務全般 
                               一般事務職（四大・短大・高校）…後方、窓口等の一般事務
提     出    書    類　   履歴書、卒業見込証明書、成績証明書、健康診断証明書

応募と選考

通    信    教    育　 各種通信講座
内     部     研    修　 新入職員研修、初級管理者講座、その他各種講座の開催　
　　　　　　　　　 自己啓発支援のための自主参加土曜セミナー開催
外    部    研    修　 全国信用金庫協会、東海地区信用金庫協会開催の各種講座への派遣
　　　　　　　　　 中小企業大学校（東京）での研修  ＦＰ養成講座での研修
                            

研修

社    会    保     険    健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金、調整年金、
　　　　　　　　　 企業年金、交通傷害保険等完備、企業型確定拠出年金制度
　　　　　　　　　 通常の厚生年金に独自の調整年金をプラス
遺  族  一 時  金 制 度　  生命保険金を遺族一時金として支給
職 員 融 資 制 度　 宅地購入、住宅建築資金やその他自己啓発生活安定・向上のための
                              資金が長期低利にて可能
昼                   食　 本店及び各支店に食堂完備 ( サテライト店舗除く )

ク  ラ  ブ  活  動　  野球部、卓球部、ソフトテニス部、トライアスロン部、茶道部、サッカー
　　　　　　　　　  クラブ、 ゴルフクラブほか (新クラブ設立可 )

互        助       会　 役職員の親睦団体親蒲会があり、各種行事を開催
会員制福利厚生施設　 リゾートトラスト(株)との契約によりリゾートホテルを福利厚生
                            施設として利用可能
奨学金返済支援制度    (独)日本学生支援機構等から職員自身のために借入した奨学金の
　　　　　　　　　一部を手当として支給
通信制大学卒業
資格取得助成制度   

信用金庫年金制度

初   任   給　 総合職　 大学卒 205,000 円

　　　　   　一般事務職 　大学卒 180,000 円   短大卒 170,000 円

                   高校卒 160,000円 ( 全ての職種で食事手当を含む )

諸   手   当　通勤、家族、職務、勤務地手当ほか

　　　　　　家族手当は扶養家族に応じ支給、

　　　　　　渉外担当者には職務手当を支給、

賞         与　 原則　年2回（7月、12月）

昇         給　 定時昇給 (4月)

退   職   金　 退職一時金支給

休日・休暇　 週休2日（土・日）・祝日・12月31日・1月2日・3日

　　　　　　年次有給休暇 (取得促進のための最長9日間連続休暇制度あり)

　　　　　　慶弔休暇、特別休暇等

勤 務 時 間　 8:30～17:30

待遇と勤務

（年間約120日）

▲創立70周年記念台湾旅行▲役職員の集い

金庫が学費等の費用を負担
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瑞穂通支店

名古屋南支店

湖西支店

(令和4年2月7日現在)
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