
12 13

EN
G

A
RU

 SH
IN

KIN
 BA

N
K

D
ISC

LO
SU

RE 2016

CSR（企業の社会的責任）と
社会貢献活動への取り組み

CSR基本方針 平成27年度の主な社会貢献活動

えんしんの取り組み

　当金庫は、地域金融機関として、その公共的使命を果たすことはもちろんのこと、ローカル・グローバルを問わ
ず広く社会に存在する一企業として、その社会的責任（Corporate Social Responsibility、以下「CSR」という。）
を深く自覚し、当金庫と社会が相乗的に持続可能な発展を遂げるため、次のとおり「CSR基本方針」を定め、これ
を踏まえた経営を推進します。

　当金庫は、地域住民の一員として、経済、文化の発展に貢献できるようさまざまな活動に取り組んでおります。

　遠軽町が主催する「健康とふれあいの広場2015」等に参
加し、お手伝いをさせていただいております。また、役職員
による「愛の献血運動」を実施しております。

環境基本方針
　当金庫は、CSRの一環として次のとおり環境基本方針を定め、環境問題への取り組みを推進いたします。

法令等の遵守
　当金庫は、事業活動に関する環境法規制及び業界の
環境問題への取り組みに関する指針等に従い、環境問
題に取り組みいたします。

環境に配慮した金融商品・サービスの提供
　当金庫は、環境保全に役立つ金融商品の取り扱い、
サービス・情報の提供に努め、環境保全に取り組むお客
様を支援し、地域社会の環境改善に貢献します。

役職員による環境問題への取り組み
　当金庫は、役職員一人ひとりの環境問題に対する意
識の高揚をはかるとともに、海岸、河川等の清掃活動な
どへの積極的な参画を通じて、地域社会の環境保全に
貢献いたします。

省資源・省エネルギーの推進と環境汚染の予防
　当金庫は、本部及び本支店における電力・ガソリン及
び紙などの使用量削減を図り、環境負荷の低減と環境
汚染の予防に努めます。
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２ ４

３

　当金庫は、会員・お客様が最も大切な社会との絆である
ことをしっかりと認識のうえ、信頼性の高い金融等サービ
スを提供し、会員・お客様満足度の向上に努めます。

３

　当金庫は、刻 と々変化する社会情勢を的確に捉え、そ
の時々の社会が期待する企業の責任や役割を深く考察
し、健全な事業活動や社会貢献活動を通して、社会的
課題解決への寄与に努めます。

　当金庫は、企業といえども地域社会の一住民である
ことを自覚し、地域社会との交流を深め、積極的な社会
貢献活動に努めます。

１ ４

　当金庫は、法令等を遵守することはもとより、社会規
範を重視し、誠実かつ公正な業務運営に努めます。

　当金庫は、「役職員の成長なくして金庫の発展なし」
と考え、職場環境の向上に努めるとともに役職員一人ひ
とりの自己啓発・資質向上の支援に努めます。
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　「遠軽太鼓育成保存会」や「高校生の吹奏楽コンクール出
場」等への助成など、地域の文化活動に協力させていただ
いております。

《文化活動》

　太陽の丘えんがる公園虹のひろばコスモス園の草取り
や、サロマ湖の清掃活動への参加等、地域環境の美化を守
るお手伝いを続けております。

《環境への取り組み》

　「遠軽がんぼう夏まつり千人踊り」、「ふるさと大好き盆踊
り大会」等への参加のほか、各地区で行われております行
事に参加し、お手伝いをさせていただいております。

《地域行事への参加》

《福祉活動》

　青少年育成活動の一環として、「遠軽信用金庫杯争奪少年
野球大会」、「遠軽信用金庫旗U-10サッカー大会」の開催を
はじめ、「湧別原野オホーツククロスカントリースキー大会」
への協賛や、各地区で開催される「パークゴルフ大会」の主
催など、幅広くお手伝いをさせていただいております。

《スポーツ振興》

通年

8月

　店舗周辺や公園、河川等の地域環境美化活動への取り組みとして、各地区で延べ
151人の役職員が清掃活動や町内の花植え作業等に参加しました。

　青少年育成活動の一環として、5月に「第１回遠軽信用金
庫杯争奪少年野球大会」を、６月に「第１回遠軽信用金庫旗
U-10サッカー大会」を開催しました。

　「2015北海道マラソン」に札幌地区4店舗の職員29人が参
加し、マラソンコースの整備等を行いました。

　遠軽町の夏の一
大イベント「第64回
遠軽がんぼう夏ま
つり千人踊り」に55
人の役職員が参加
しました。

　札幌市において
「 不 動 産 賃 貸 業 経
営支援セミナー」を
開催し、当金庫とお
取り引きいただいて
いる経営者等140
人の方にご参加い
ただきました。

　遠 軽町の「太陽
の丘えんがる公園
虹のひろばコスモ
ス園」除草作業に、
延べ47人の役職員
が参加しました。

　「信用金庫の日」
（6月15日）に係る
ボランティア活動の
一環として、全店で
112人の役職員が献
血に協力しました。

平和山公園の清掃活動
（５月 丸瀬布支店）

とよひら花ランドへの参加
（５月 月寒支店）

龍宮台展望台周辺の清掃活動
（６月 湧別支店）

清掃活動等への参加

愛の献血運動の実施
平成27年5月21日〜8月5日

遠軽がんぼう夏まつり千人踊りへの参加
平成27年7月11日

不動産賃貸業経営支援セミナーの開催
平成27年8月1日

北海道マラソンにボランティアとして参加
平成27年8月30日

コスモス園除草作業への参加
平成27年7月18日・8月8日

少年野球大会・少年サッカー大会の開催
平成27年5月17日〜24日・6月13日5月

7月

5月

7月

6月

8月
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平成27年度の主な社会貢献活動

実施月 実施内容（実施店）

4月 ごみのポイ捨て禁止運動への参加(旭川支店)

専門学校生インターンシップの受け入れ
（北見支店・西富支店）

水芭蕉群生地周辺の清掃活動への参加（湧別支店）

月寒中央商店街清掃クリーン作戦への参加（月寒支店）

町内清掃活動への参加
（中湧別支店・紋別支店・新町支店・永山支店）

5月 花いっぱい運動の実施（全店、5月〜10月）

平和山公園の清掃活動への参加（丸瀬布支店）

豊岡二三四町内会一斉清掃への参加（豊岡支店）

冬あか一掃運動への参加
（北見支店・西富支店・東支店）

とよひら花ランド活動への参加（月寒支店）

第1回遠軽信用金庫杯争奪少年野球大会の開催
信用金庫の日に係る「愛の献血運動」の実施

（全店、5月〜8月）

上湧別チューリップフェアへの参加（中湧別支店）

事業承継に関する個別相談会の開催
（本店・南町支店・生田原支店・佐呂間支店）

6月 まちなみ花いっぱい事業への参加（南町支店）

生田原川清掃活動への参加（生田原支店）

河川敷清掃活動への参加（新町支店）

中島公園内鴨々川の清掃活動の実施（中央支店）

第1回遠軽信用金庫旗U-10サッカー大会の開催
第43回まるせっぷ藤まつりへの参加（丸瀬布支店）

環境美化運動（花の苗植え）への参加
（丸瀬布支店白滝出張所）

龍宮台展望台周辺の清掃活動への参加（湧別支店）

サロマ湖ゴミ0運動への参加
（佐呂間支店・佐呂間支店若佐出張所）

太陽の丘えんがる公園虹のひろばツツジ花殻摘み作業
への参加（本店・本店西町出張所・南町支店）

経営相談会の開催（北見支店・西富支店・東支店）

JA遠軽厚生病院産婦人科の存続署名活動への参加
（本店）

2015北海道綱引フェスティバルin旭川28への参加
（旭川支店・新町支店・末広支店・永山支店・豊岡支店）

第30回サロマ湖100kmウルトラマラソンにボランティ
アとして参加（佐呂間支店・佐呂間支店若佐出張所）

社会福祉法人旭川福祉事業会主催 誠徳園まつりへの
参加（末広支店）

7月 健康とふれあいの広場2015への参加（本店）

経営相談会の開催（中央支店・札幌支店・月寒支店・宮の沢支店）

事業承継に関する個別相談会の開催（丸瀬布支店・中湧別
支店・湧別支店・紋別支店・旭川支店・新町支店・末広支店・永山
支店・豊岡支店・北見支店・西富支店・東支店）

第64回遠軽がんぼう夏まつり千人踊りへの参加
（本店・本店西町出張所・南町支店）

第62回北見ぼんちまつり屯田大綱引きにボランティア
として参加（北見支店・西富支店・東支店）

つきさっぷジャンボフェスティバルへの参加（月寒支店）

太陽の丘えんがる公園虹のひろばコスモス園除草作業
への参加（本店・本店西町出張所・南町支店、7月〜8月）

第28回ヤマベまつりへの参加（生田原支店）

実施月 実施内容（実施店）

8月 第33回まるせっぷ観光まつりへの参加（丸瀬布支店）

不動産賃貸業経営支援セミナーの開催
第26回西地区ふれあい祭りへの参加（新町支店）

各地区盆踊り大会への参加（本店・本店西町出張所・南町支
店・生田原支店・中湧別支店・湧別支店）

経営相談会の開催（本店・南町支店・生田原支店・丸瀬布支店）

2015北海道マラソンにボランティアとして参加
（中央支店・札幌支店・月寒支店・宮の沢支店）

豊岡二三四町内会ラベンダー花壇剪定・草取りへの
参加（豊岡支店）

9月 琴似発寒川一斉清掃への参加（宮の沢支店）

シンデレラ夢2015カボチャ祭りへの参加(佐呂間支店・佐
呂間支店若佐出張所）

経営相談会の開催（中湧別支店・旭川支店・新町支店・末広支
店・永山支店・豊岡支店）

月寒神社祭りへの参加（月寒支店）

2015夏 海のゴミ拾いへの参加（紋別支店）

道北地域連携「駅マルシェ2015」への参加
第21回たくけんウォークへの参加（新町支店）

10月 事業承継に関する個別相談会の開催
（中湧別支店・湧別支店・佐呂間支店・紋別支店）

赤い羽根共同募金の街頭募金活動への参加
（旭川支店・新町支店・末広支店・永山支店・豊岡支店）

経営相談会の開催
（本店・南町支店・生田原支店・丸瀬布支店・西富支店）

11月 事業承継に関する個別相談会の開催
（旭川支店・新町支店・末広支店・永山支店・豊岡支店・中央支店・
札幌支店・月寒支店・宮の沢支店）

経営相談会の開催
（中湧別支店・湧別支店・佐呂間支店・紋別支店・北見支店・西富
支店・東支店）
専門学校生インターンシップの受け入れ

（北見支店・西富支店）

富士山・東北海道広域ビジネスマッチング「食&農｣こだ
わりの逸品展示会2015への参加

12月 経営相談会の開催
（中央支店・札幌支店・月寒支店・宮の沢支店）

小学生向け金融教育講座「えんしんマネー教室｣の開催

1月 事業承継に関する個別相談会の開催
（本店・南町支店・生田原支店・丸瀬布支店・北見支店・西富支
店・東支店）

高校生向け金融教育講座の開催
東北海道6金庫合同「食の商談会2016」in釧路への参加
ホワイトジャンボフェスタへの参加（月寒支店）

2月 経営相談会の開催
（旭川支店・新町支店・末広支店・永山支店・豊岡支店）

第7回遠軽地方若手経営者交流会の開催
第31回湧別原野オホーツククロスカントリースキー大
会にボランティアとして参加

（本店・本店西町出張所・南町支店）

9月

　JR旭川駅構内で道北地
域の商品販売等を行う、
道北地域連携「駅マルシェ
2015」に、遠軽町・佐呂間
町及び旭川市の当金庫お
取り引き先5社が出店し、
10人の職員がお手伝いを
させていただきました。

　毎年9月18日に行われる遠軽
神社例大祭の「みこし渡御」に、
4人の職員が担ぎ手として参加
しました。

遠軽神社例大祭への参加
平成27年9月18日

道北地域連携「駅マルシェ」への参加
平成27年9月21日〜23日

1月

　釧路市において『東
北海道6金庫合同「食
の商談会2016」in釧
路』が開催され、遠軽
町・佐呂間町及び北
見市の当金庫お取り
引き先3社にご参加
いただきました。

　遠軽高校において
「多重債務に陥らな
いために」をテーマと
した講演を行い、同
校3年生約170人の
皆さんに受講いただ
きました。

高校生向け金融教育講座の開催
平成28年1月25日

東北海道6金庫合同「食の商談会」への参加
平成28年1月26日〜27日 

2月

　31回目の開催とな
る「湧別原野オホーツ
ククロスカントリース
キー大会」に11人の
役職員がボランティ
アとして参加し、コー
ス柵の設置や選手誘
導等を行いました。

　遠軽町のホテルサン
シャインにおいて「第７
回遠軽地方若手経営
者交流会」を開催し、経
営者等36人の方に経
営に関する講演をお聴
きいただいた後、懇親
会により交流を深めて
いただきました。

遠軽地方若手経営者交流会の開催
平成28年2月5日

クロスカントリースキー大会にボランティアとして参加
平成28年2月28日

　旭川市共同募金委
員会が実施した赤い
羽根共同募金活動
に、旭川地区5店舗
の職員25人が参加
し、買物公園周辺に
て募金活動を行いま
した。

　当金庫本店におい
て遠軽町内の小学
3・4年生の児童を対
象に「えんしんマネー
教室」を開催し、お金
の使い方や大切さに
ついて学んでいただ
きました。

赤い羽根共同募金の街頭募金活動
平成27年10月3日

えんしんマネー教室の開催
平成27年12月28日10月 12月


