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向 陽 園
アート活動支援室ぴかり

　本誌の表紙を飾るのは、障がいのある方々に「毎日を楽しく面白く生活してもらう」ための生活支援
を行っている施設「向陽園」の入所者さんたちによるアート作品です。今回は、通所施設「遊友えんが
る」でアート活動を楽しむお二人の作品。いろんな笑顔が集まった賑やかなイラストは丸山博之さんの
描いた「みんなのかお」。昔から人の顔を描くのが好きだという丸山さんの作品です。さまざまな色の
ブロックが繋がったカラフルな作品は、縄幸江さんの「Colorful world」。イラストだけでなく、貼り
絵や工作など多彩な作品を手掛ける縄さんは、施設内に自分専用の制作場所を作ってしまうほど
アート活動にのめりこんでいるそうです。
　「向陽園」の入所者さんによる個性豊かな作品の数々は、イラストやちぎり絵のほか、最近では機織り
でコースターやネックストラップなども制作するなど、日々ユニークな作品が次々と誕生しています。

※各イベントの詳細な開催時期、場所等については、各町の観光協会等にご確認ください。

遠軽厚生病院への医療用マスクの寄贈

開催時期 イベント名称等 開催地
２０21年9月までの 遠軽地方イベントカレンダー

サロマ湖１００ｋｍウルトラマラソン 湧別町・佐呂間町他

７月中旬
遠軽がんぼう夏まつり（千人踊り） 遠軽町

6月下旬

かぼちゃまつり「シンデレラ夢」（花火大会）佐呂間町9月上旬
えんがる物産まつり 遠軽町9月中旬
湧別町産業まつり 湧別町9月下旬

いくたはらヤマベまつり 遠軽町（生田原）
湧別サロマ湖龍宮えびホタテまつり 湧別町

８月上旬
まるせっぷ観光まつり（花火大会） 遠軽町（丸瀬布）

7月下旬

屯田・七夕まつり（花火大会） 湧別町

８月中旬
ふるさと大好き盆踊り 遠軽町
アンジくんのふるさとまつり（花火大会）遠軽町（白滝）

８月下旬
太陽の丘コスモスフェスタ 遠軽町
コスモス開花宣言花火大会 遠軽町

開催時期 イベント名称等 開催地

社会福祉法人 北光福祉会  障がい者支援施設　向陽園　
紋別郡遠軽町生田原安国347番地2　TEL：0158-46-2525　FAX：0158-46-2277

「遊友えんがる」に通所するお二人の楽しい作品

ＦＩＳファーイーストカップ 遠軽町

白滝北大雪クロスカントリースキー大会 遠軽町（白滝）

道の駅遠軽森のオホーツク花火大会（仮称）遠軽町

太陽の丘えんがる公園オープン 遠軽町

丸瀬布森林公園いこいの森開園式 遠軽町（丸瀬布）

太陽の丘えんがる公園 芝ざくらライトアップ 遠軽町
太陽の丘えんがる公園 芝ざくら観賞会 遠軽町

かみゆうべつチューリップフェア 湧別町

まるせっぷ藤まつり 遠軽町（丸瀬布）

まるせっぷ藤園ライトアップ観賞会 遠軽町（丸瀬布）
ひらやま山開き 遠軽町（白滝）

五鹿山公園まつり 湧別町

えんしんトピックス
地域のイベントや話題から、えんしんの 
最新情報まで、幅広くご紹介いたします。

　新型コロナウイルス感染症が拡大し、全国的にマスクの入手が困
難な状況であった４月２１日、遠紋地域の基幹病院である遠軽厚生
病院と当金庫の産業医である遠軽町のみずしま内科クリニックに対
し、鳥インフルエンザの流行時に備蓄していた医療用マスク（Ｎ９５
マスク）７００枚及び一般用マスク２００枚、合計９００枚を寄贈いたし
ました。

　当金庫は、7月19日をもちまして、おかげさまで創立７０周年
を迎えました。
　７０年のあゆみである、過去に発行した記念誌や刊行物及び
お客様に配布していたサービス用品等を本店営業部のロビー
に展示しておりますので、ぜひご覧ください。

遠軽町内の医療機関へのマスクの贈呈について

創業時からの記念品の展示について

丸山博之さん 縄幸江さん

３月上旬

12月下旬
12月中旬

５月中旬

５月上旬～６月中旬

6月
上旬～中旬

6月下旬

５月上旬

４月下旬

発行:遠軽信用金庫　TEL(0158)42-2141
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　ゲレンデ中央に立つスキー場のシンボ
ルのエゾヤマザクラをモチーフとした
「遠軽町産ビーツを使ったさくら色のチ
キンカレー」やミネラル豊富な宮古島の
雪塩を使った「塩餡パイ」など、他では手
に入らないオリジナル商品に注目。と思
えば、メディアでも紹介された人気商品
などが並んでいたりと、売り場を眺める
だけでも楽しいショップとなっています。

　フードコート「ＥＮＧＡRU  ＴＥＲＲＡＣＥ」では、特産品である白
滝じゃがのマッシュポテトをさまざまなソースで味わう話題のメ
ニュー「クリーム・デ・ポテト」550円～（ナスとカリフラワーのトマ
トソース、チキンと黄色パプリカのジェノベーゼ、チーズとビーン
ズのチリコンカン、小松菜とレンコンのポン酢ジュレ）が人気。ま
た、地元農産物を使った「1日分の野菜カレー」、黒曜石をモチー
フとしたゴマ味のソフトクリーム「ジオソフト」などが味わえます。

　疲労回復、血圧低下などの
効果が期待できる高濃度炭
酸泉の足湯が無料で楽しめ
ます。実際にオリンピックの
日本選手団の疲労回復のた
めに使われた高濃度炭酸泉
発生装置を導入しているの
で、一日中スキーで遊んだ疲
れや長時間の運転での疲れ
をじんわりと癒してくれます。

　「オカリナの絵付け」（７００円）や「ボタニカルゼリーキャンド
ル」（２,７００円）、「アロマワックスサシェ」（８００円）など、道の駅
で気軽に本格的なワークショップが楽しめる豊富な体験プログ
ラムを取り揃えています。今後は、遠軽の自然の中で学べるネイ
チャープログラムも登場予定。木育マイスターでもある佐藤駅
長のプロデュースによるメニューにも注目です。

FURUSATO Zoom in
えんしんの営業エリアにある名所・観光スポットをご紹介！

ゲレンデと直結！ 一日中楽しめる魅力満載の道の駅が新オープン！
道の駅 遠軽  森のオホーツク

1

旭川紋別自動車道の遠軽ICに隣接した道の駅遠軽は、スキー場と併設している道内初の道の駅としてオープンしました。
数多くのオリジナル商品が揃うショップ、地元農産物を使ったメニューが味わえるレストラン、
気軽に参加できる体験プログラムなど、ここだけの楽しみが満載。
長時間ドライブでの疲れを癒してくれる高濃度炭酸泉の足湯も人気です。
遠軽信用金庫の店外ATMも設置されておりますので、遠軽にお越しの際は、ぜひご利用ください。
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名所再発見名所再発見

所 在 地
お 電 話
営 業 時 間
定 休 日
駐 車 場
ホームページ

／紋別郡遠軽町野上１５０番地１
／０１５８－４２－４５３６
／ショップ９:００～１８:００、フードコート９:００～１８:００（ＬＯ１７:００）
／年中無休
／あり
／https://engaru-mori-no-okhotsk.jp/

　２０１９年１２月２２日にオープンした道内１２５番目
の道の駅。多彩なコースで初心者からベテランまで幅
広く楽しめる「えんがるロックバレースキー場」と併設
しているので、冬でも多くの人で賑わいます。
　道の駅内には、オリジナル商品が手に入るショップや
地元グルメが自慢のフードコート、青空の下で北海道
ならではのジンギスカンが楽しめる２階テラス席も完
備しており、四季折々の遠軽を堪能できる、何度も訪
れたくなる観光スポットとなっています。

　当金庫では、２０１０年から、国画会会員 瀬川明甫（せがわ あきお）氏の油絵
による「遠軽地方の名所」を題材としたカレンダーを作成しております。
　２０２１年カレンダーは、最大斜度33度のダイナミックなコースを有し、FIS公
認の国際大会が開催される「えんがるロックバレースキー場」をメインに道内初
となるスキー場ロッジを併設した道の駅を描いています。現在、当金庫本支店で
無料配付中（※）ですので、ぜひご愛用ください。
※当金庫本支店窓口での配付は、２０２１年１月中旬頃までを予定しておりますが、各店、在庫
が無くなり次第終了となりますのでご了承ください。



ENSHIN Connection
えんしんとお付き合いの深い企業様をご紹介いたします。えんしんのわえんしんのわ

 
笑顔で出迎え、笑顔で見送る
長く愛され続けるホテルの大切な心構え

「お客様が満足し、喜ぶ顔が見たい」。
その一心でさまざまなサービスを考える杉本支配人の人柄の良さが伝わりました。

ビジネスマンが疲れた身体を休める
生田原唯一の宿泊施設

「笑顔」と「清潔感」が
シンプルだけどいちばん大事

生田原の表玄関である生田原駅に隣接する

温泉宿泊施設

『生田原温泉 ホテルノースキング』。

オホーツク管内を回るビジネスマンたちを

支える老舗ホテルの杉本支配人に

お客様を迎える大切な心構えなどについて

お話しを伺いました。

総支配人  杉本　一幸 さん
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株式会社 松嶋生田原温泉ホテルノースキング

株式会社 松嶋
屋根工事業 ・ 板金工事業

旭川市永山２条１丁目２-１８  TEL:０１６６-４８-１１１７  FAX:０１６６-４８-８６７７
  【ホームページ】https://matsushima-a.jp/

生田原温泉ホテルノースキング
日帰り温泉･宿泊温泉施設

紋別郡遠軽町生田原８７１-４ 　TEL:０１５８-４５-２３３６  FAX:０１５８-４５-２３５４
日帰り入浴  【 大人／６００円、３歳以上／３５０円 】 （利用時間１０時～２２時 ※最終受付は２１時半）

  【ホームページ】http://www.northking.jp/

素材の個性を生かした高い板金技術で
全国各地の金属屋根板金工事を手掛ける

職人の高い技術と充実した設備を誇る「株式会社 松嶋」。
屋根の板金加工、空調設備などのサービスにおける製品のこだわりを、松嶋社長に熱く語っていただきました。

　当社は「良い製品・良い施工」という理念のもと、道北地方を中
心とした公共施設や住宅、倉庫、車庫・ガレージ、牛舎、豚舎、工場
の屋根壁など、多岐にわたる金属屋根の板金工事を手掛けてお
ります。バリエーション豊かなカラー鋼板やステンレス鋼板、ア
ルミニウム板、銅板など、特性を生かした加工製品を取り揃えて
おり、さまざまなニーズに対応できることが自慢です。冬の寒さ
が厳しい北海道の中でも、旭川は寒暖差があり雪も多い地域。
　そういった厳しい自然環境で培われた板金技術が全国的にも
高い評価をいただき、昭和２７年の創業から今年で６9年目を迎
えることができました。
　当時職人だった先代が屋根の施工業として創業。昭和29年に
発生した洞爺丸台風の被害で、この地区も多くの屋根が壊れまし
たが、そのとき当社の手掛けた屋根が壊れなかったことから注文
が殺到したそうです。その後、鉄板を加工した空調ダクトの工事に
も参入し、公共施設や病院、マンションなどさまざまな建物の空調
設備を手掛けてきました。さらに、長尺屋根の普及により自社で
加工機械を導入したのがきっかけ
で、同業他社への長尺成型品の販
売も開始しました。屋根工事、ダクト
工事、成型加工販売と、この3つを一
度に手掛けている会社は全国的に
も少ないと思いますので、そこは当
社の大きなメリットだと思いますね。

屋根工事・ダクト工事・成型加工販売
3つの軸が強み

　当社は「笑顔でお迎え、笑顔でお見送り」を接客スローガンとして
おりシンプルで誰でもできることでありながら、でもそれがいちば
ん難しく重要なことだと考えております。１９９１年建設なので古い
建物ではありますが、古いのと汚いのとではまるで意味が違います。
　当ホテルが徹底しているのはまず清潔感。キレイなホテルとして
お客様をお迎えするという部分には一番こだわっております。３０年
近く経っている床ですが、しっかりと清掃が行き届いていることが自
慢でもあります。笑顔の接客と清潔さ、こういった基本的なことを
しっかりと継続してやっていくことを心がけております。
　もちろんこの商売は、お客様にお越しいただいて初めて「い
らっしゃいませ」と言える仕事ですので、PR活動もとても大事で
す。私が支配人として来るまで営業活動をほとんどしていなかっ
たので、まずはお客様を呼ぶ方法をいろいろと試しました。私はも
ともとインテリアの総合メーカーで営業の経験が十分ありました
ので、商品をアピールするのは得意なんです（笑）。たとえば
『ちゃちゃワールド』で人気の「木のプール」を、大手自動車会社の
ショールームのキッズコーナーに設置いただけるよう営業に回っ
たりもしましたね。結果とても喜んでいただけました。旅行会社を
回ってのアピールや、ホテルでの企
画・イベントなどを実施するなど、お
客様に喜んでいただけることを積
極的に導入していくことで、結果的
にリピーターのお客様に多く来て
いただいております。

えんしんとの
関わり
　えんしんさんとは設立当初からのお付き合い
です。私共のよき理解者で、とても心強い存在。  
　『ちゃちゃワールド』のイラストをカレンダーに
使っていただいたり、ときには職員の方の宿泊
や会食などでホテルを利用していただくことも
あるので、大変お世話になっております。

　長いこと、この生田原には宿泊施設や公衆浴場が存在せず、町
民やこの町を訪れてくださる方々にご不便をおかけしておりまし
たが、１９９１年に旧生田原町の表玄関である生田原駅周辺整備計
画の一環として、宿泊施設と健康浴場、レストランを併設した『生田
原コミュニティセンター』が建設されました。それが現在の『生田
原温泉 ホテルノースキング』です。旧生田原町の第三セクターとし
て株式会社生田原振興公社が設立され、２００５年には遠軽町・生
田原町・丸瀬布町・白滝村の４町村の合併を経て、町の指定管理者
として運営しております。ちなみに周辺スポットであるおもちゃ
ミュージアム『木のおもちゃワールド館・ちゃちゃワールド』は１９９８
年から営業を開始して、２００７年に町からの管理業務の一部を受
託しており、私はこのホテルと両方の総支配人として２０年近く務
めさせていただいています。
　ノースキングにご宿泊されるお客様は、
ビジネスとその他のお客様が６対４の割
合となっており、この生田原がオホーツ
ク管内の中心付近に位置することから、
遠軽や北見、紋別を回って営業されるビ
ジネスマンの方々にとっての拠点として
ご利用いただいております。ビジネス以
外のお客様ですと、たとえば学生や社会
人のスポーツ合宿や遠軽町への視察・研
修などでのご利用が多いですね。

　えんしんさんとは、永山支店
の開設からのお付き合いで、フ
ットワークも軽くいろいろと相
談に乗っていただいており、と
ても心強い存在です。
　当社には現在３２名の社員
がおり、年齢的にもバランス
の良い人材が揃っており、安
全面を第一に心がけながら皆
さん一生懸命働いてくれます
ね。ただやはり後継者難という不安もあり、コンピューター制御
の発達で機械もどんどん進化していく中で、人材不足にも悩ま
されております。
 今後、そういった人手不足への対応としては、新たな省力化のた
めの変化も考えるべきかもしれません。現在は、金属屋根をまず
現場で切断・加工などして合わせて取り付けているのですが、工
場である程度の加工を予め行っておき、現場に搬入して組み立て

るといったパネル化の展開も視
野に入れています。
　金属屋根は、耐食性の良さや凍
害・雪害への強さ、色の種類も豊富
で、その扱いやすさや優れた性能
もあって、全国的に安定したシェア
を誇っています。この先も、時代の
変化に合わせながら、人材育成、技
術の向上を掲げ、お客様の信頼を
さらに得られるよう努力していきた
いと思っております。

時代に合わせて変化をしながら
さらなる成長を目指す

代表取締役  松嶋　範人 さん

個人住宅やビル、店舗、工場などの
屋根の板金工事や空調設備に関する
あらゆるニーズに応える
「株式会社 松嶋」。
高い技術と品揃えの豊富さで
創業６8年の実績を誇る
この会社の代表取締役である
松嶋社長にお話を伺いました。
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三國清三氏監修レストラン
「オーベルジュましけ」の総料理長も務めた
伊藤浩二料理長

人気の天然ラジウム岩盤浴
は事前予約が必要。（ラジウ
ム岩盤浴＋温泉セット１名
60分／1,300円･岩盤浴の
み１名60分／900円）

スリッターラインは、鉄板加工の最初の工程。
丸形の刃を回しながら適切な長さにカット。
機械はすべてコンピュータ制御されています。

工場内の広いスペースを占める
オートステッカーマシンは、ガ
レージの壁などに使う鉄板に断
熱材などを張り付け指定した長
さに切断する機械です。

色のバリエーションが豊富な
カラーコイル。種類別にストッ
クしてその都度、必要に応じて
受注生産されます。

ダクトに使用する鉄板を正確に切断する
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地下300ｍからの冷鉱泉を
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お風呂が楽しめる。
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遠軽信用金庫の行事・イベント
えんしんは地域住民の一員として、様々な活動に取り組んでおります。

今回は、２０20年度上期（２０20年4月～２０２０年9月）の活動をご紹介いたします。
えんしんは地域住民の一員として、様々な活動に取り組んでおります。

今回は、２０20年度上期（２０20年4月～２０２０年9月）の活動をご紹介いたします。

第14回夢付き定期預金《スーパードリーム》抽選会の開催2020

9/18（金）

えんしんの取り組みえんしんの取り組み

　「夢付き定期預金《スーパードリーム》」の抽選会
を札幌市の中央支店で開催いたしました。
　今回は第１４回発売分（２０１９年１０月１日～２０
２０年３月３１日発売）が抽選対象となり、当金庫で
お取り引きいただいている７名のお客様にご協力
をいただき、ドリーム大賞及び１等から４等の当選
番号を決定いたしました。
　なお、今回の抽選ではドリーム大賞に７名のお客
様が当選され、そのうち４名のお客様が最高懸賞
金額１００万円に当選されました。

ドリーム大賞１００万円（１０万円×１０本連番）、
１等賞１０万円、２等賞３万円、３等賞１万円、
４等賞１，０００円

【懸賞金内容】

※当選金は、２０２０年９月３０日に当選者の預金口座にお振り込みいたしました。
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ロビー展の開催2020

6/1（月）～9/30（水）

ドリーム抽選会の様子（中央支店）ドリーム抽選会の様子（中央支店）

ことぶき大学切り絵クラブ作品展（丸瀬布支店）ことぶき大学切り絵クラブ作品展（丸瀬布支店）

　当金庫丸瀬布支店において、地域貢献活動の一環として、地
元の社会福祉協議会などと協力し、ロビー展を合計２回開催
いたしました。
　各団体の方々が創作した切り絵、絵手紙、木工作品等をロ
ビーに展示し、窓口に訪れた大勢のお客様にご覧いただき、好
評を得ました。

上期年金相談会の開催2020

9/10（木）～9/29（火）

年金相談会（北見支店）年金相談会（北見支店）

　社会保険労務士を招いた年金相談会を延べ５店舗で開催い
たしました。相談会には合計２４名のお客様が来店され、年金
の裁定請求手続き、繰り上げ、繰り下げ請求手続き等の相談を
行いました。

当金庫主催の少年野球大会の開催2020

7/19（日）、7/23（木）～24（金）

　当金庫では、青少年育成活
動の一環として、２０１５年か
ら毎年、少年野球大会と少年
サッカー大会を開催していま
す。
　今年は、新型コロナウイル
ス感染症の影響により少年
サッカー大会は中止となりまし
たが、少年野球大会は、当初の
開催予定日を延期し開催する
ことができました。大会は、「第
６回遠軽信用金庫杯争奪少年
軟式野球遠軽地区大会」とし
て７月１９日、２３日及び２４日
の３日間にわたり開催され、遠
軽地区の少年野球チーム６
チームに参加いただきました。
　各チーム熱戦を繰り広げた
結果、今大会は「中湧別野球ス
ポーツ少年団」が優勝し、高円
宮賜杯北北海道大会への出場
権を獲得しました。

優勝した
中湧別野球
スポーツ少年団

熱戦の様子

　当金庫では、お客様と
職員の安全を守るため
「新しい生活様式の実践
例」に基づき、ロビーやＡ
ＴＭコーナーのソーシャ
ルディスタンスの実施、
窓口などへの消毒液設
置、お客様が使用するＡＴ
Ｍや椅子などの消毒、職
員の手洗いやうがいの徹
底、マスク着用及び検温
の実施など、新型コロナ
ウイルス感染予防策を実
施しております。
　今後とも安心して当金
庫をご利用ください。

当金庫の新型コロナウイルス予防策

営業店ロビーのソーシャルディスタンス（佐呂間支店、東支店）

営業店窓口の
アクリルパーテーション

（本店営業部）

本部のパーテーション
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優勝した
中湧別野球
スポーツ少年団

熱戦の様子

　当金庫では、お客様と
職員の安全を守るため
「新しい生活様式の実践
例」に基づき、ロビーやＡ
ＴＭコーナーのソーシャ
ルディスタンスの実施、
窓口などへの消毒液設
置、お客様が使用するＡＴ
Ｍや椅子などの消毒、職
員の手洗いやうがいの徹
底、マスク着用及び検温
の実施など、新型コロナ
ウイルス感染予防策を実
施しております。
　今後とも安心して当金
庫をご利用ください。

当金庫の新型コロナウイルス予防策

営業店ロビーのソーシャルディスタンス（佐呂間支店、東支店）

営業店窓口の
アクリルパーテーション

（本店営業部）

本部のパーテーション



　当金庫は、地域経済を守るため、旭川、北見及び札幌地区に営
業地区を広げ、現在はオホーツク海から日本海、太平洋に繋がる
広域な営業エリアを持っております。
　そのため、旭川
や札幌地区に勤
務する女性職員
は、遠軽町に勤務
した経験がないこ
とから、１週間に
わたり本店営業部
の勤務を経験さ
せ、地域金融機関
としての在り方に
対する理解を深め
るための研修を
行っております。

　当金庫の口座に年金振込をご指定いただいたお客様には、毎
年１回、誕生月に「てぬきのできるご飯のもと」（製造元：(有)白楊
舎（遠軽町白滝））をプレゼントしております。この商品は、全て国
産の具材を使用しており、お
米に混ぜて炊くだけという
手軽さが受け、大変ご好評
をいただいている商品です。
詳しくは、お近くの本支店ま
でお問い合わせください。

　遠軽地区では、たくさんの観光客に美しいコスモスを鑑賞していただ
けるように、毎年、遠軽町の観光名所である「太陽の丘えんがる公園」内
にあるコスモス園の草取りボランティアに参加しております。
　今年は、８月１日に役職員５９名が参加し、心地良い汗を流しました。

　当金庫は、地域の環境保全のため、各地区の町内
会やボランティア団体等が主催する清掃活動や花壇
の整備活動にも積極的に参加しており、上期は、延べ
２１回、１６３名の役職員が参加いたしました。

●各地区の清掃等ボランティア

　遠軽町のホテルサンシャインにおいて、第６９回通常総
代会を開催いたしました。今回の総代会は、新型コロナウ
イルス感染予防のため、ソーシャルディスタンスに配慮して
開催いたしました。

えんしんの取り組みえんしんの取り組み

　上期に行った各地区のボランティア活動を紹介します。なお、ボランティア活動は、新型コロナウイルス感染予防のためマスクを
着用して行っておりますが、本誌の写真撮影にあたり、マスクをはずしております。
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ゴールデンウイーク期間中の休日相談窓口の設置

ゴールデンウイーク期間中の休日相談窓口（本店営業部）ゴールデンウイーク期間中の休日相談窓口（本店営業部）

　新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、５月のゴール
デンウイーク期間中、お客様の資金繰り等のご相談に対応
するため、本店営業部に休日相談窓口を設置いたしました。
　なお、「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うご相談
窓口」につきましては、現在も各支店に設置しておりますの
で、資金繰りなどをご相談ください。 　新入職員、入庫２年目の職員及び入庫３年目の職員を入庫年

次別に本店に集め、遠軽町や当金庫の歴史、コンプライアンス教
育、えんしん職員としてどのように地域に貢献していくかなど、基
本理念の研修を行い、お客様から信頼される職員の育成に努め
ております。研修では、グループに分かれてお互いの悩みを話し
合うなど、同期どうしの交流を深める場にもなっております。

若手職員に対するフォローアップ研修の開催

入庫３年目職員研修会入庫３年目職員研修会

（遠軽地区）（遠軽地区）献血ボランティア（北見地区）献血ボランティア（北見地区）

　当金庫では、毎
年６月の信用金
庫の日（６月１５日）
に係るボランティ
ア活動の一環とし
て、全店で献血に
協力しております。
　今年は、全店
で合計９９名の
役職員が献血を
行いました。

コスモス園草取りボランティアコスモス園草取りボランティア

通常総代会の開催2020

6/15（月）

第６９回通常総代会

2020

8月～9月

各地区のボランティア活動

●献血ボランティア

●コスモス園の草取りボランティア

2020

4月～9月
　毎年５月から、全店舗の前に花のプランターを設置し、
来店されるお客様の目を楽しませております。

花いっぱい運動
2020

5月～ 本店営業部体験研修2020

7/27（月）～31（金）・9/28（月）～10/2
（金）

本店営業部体験研修本店営業部体験研修

年金サービス用品年金サービス用品

年金サービス用品のご紹介

新町支店

清掃ボランティア（西富支店）清掃ボランティア（西富支店）

生田原川へのヤマベ放流（生田原支店）生田原川へのヤマベ放流（生田原支店）

　遠軽町の「町の魚」であるヤマベの資
源維持のため、生田原フィッシングクラブ
が主催するヤマベ稚魚放流に生田原支
店の職員が参加いたしました。
　今年は、新型コロナウイルス感染症の
影響により、例年開催されている「生田原
ヤマベまつり」が中止となりましたが、来
年はヤマベが大きくなって川に戻り、ヤ
マベまつりが再開できることを願ってお
ります。

●生田原川へのヤマベ稚魚の放流

2020

5/2（土）～5/6（水）



　当金庫は、地域経済を守るため、旭川、北見及び札幌地区に営
業地区を広げ、現在はオホーツク海から日本海、太平洋に繋がる
広域な営業エリアを持っております。
　そのため、旭川
や札幌地区に勤
務する女性職員
は、遠軽町に勤務
した経験がないこ
とから、１週間に
わたり本店営業部
の勤務を経験さ
せ、地域金融機関
としての在り方に
対する理解を深め
るための研修を
行っております。

　当金庫の口座に年金振込をご指定いただいたお客様には、毎
年１回、誕生月に「てぬきのできるご飯のもと」（製造元：(有)白楊
舎（遠軽町白滝））をプレゼントしております。この商品は、全て国
産の具材を使用しており、お
米に混ぜて炊くだけという
手軽さが受け、大変ご好評
をいただいている商品です。
詳しくは、お近くの本支店ま
でお問い合わせください。

　遠軽地区では、たくさんの観光客に美しいコスモスを鑑賞していただ
けるように、毎年、遠軽町の観光名所である「太陽の丘えんがる公園」内
にあるコスモス園の草取りボランティアに参加しております。
　今年は、８月１日に役職員５９名が参加し、心地良い汗を流しました。

　当金庫は、地域の環境保全のため、各地区の町内
会やボランティア団体等が主催する清掃活動や花壇
の整備活動にも積極的に参加しており、上期は、延べ
２１回、１６３名の役職員が参加いたしました。

●各地区の清掃等ボランティア

　遠軽町のホテルサンシャインにおいて、第６９回通常総
代会を開催いたしました。今回の総代会は、新型コロナウ
イルス感染予防のため、ソーシャルディスタンスに配慮して
開催いたしました。

えんしんの取り組みえんしんの取り組み

　上期に行った各地区のボランティア活動を紹介します。なお、ボランティア活動は、新型コロナウイルス感染予防のためマスクを
着用して行っておりますが、本誌の写真撮影にあたり、マスクをはずしております。

87 16 16

ゴールデンウイーク期間中の休日相談窓口の設置

ゴールデンウイーク期間中の休日相談窓口（本店営業部）ゴールデンウイーク期間中の休日相談窓口（本店営業部）

　新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、５月のゴール
デンウイーク期間中、お客様の資金繰り等のご相談に対応
するため、本店営業部に休日相談窓口を設置いたしました。
　なお、「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うご相談
窓口」につきましては、現在も各支店に設置しておりますの
で、資金繰りなどをご相談ください。 　新入職員、入庫２年目の職員及び入庫３年目の職員を入庫年

次別に本店に集め、遠軽町や当金庫の歴史、コンプライアンス教
育、えんしん職員としてどのように地域に貢献していくかなど、基
本理念の研修を行い、お客様から信頼される職員の育成に努め
ております。研修では、グループに分かれてお互いの悩みを話し
合うなど、同期どうしの交流を深める場にもなっております。

若手職員に対するフォローアップ研修の開催

入庫３年目職員研修会入庫３年目職員研修会

（遠軽地区）（遠軽地区）献血ボランティア（北見地区）献血ボランティア（北見地区）

　当金庫では、毎
年６月の信用金
庫の日（６月１５日）
に係るボランティ
ア活動の一環とし
て、全店で献血に
協力しております。
　今年は、全店
で合計９９名の
役職員が献血を
行いました。

コスモス園草取りボランティアコスモス園草取りボランティア

通常総代会の開催2020

6/15（月）

第６９回通常総代会

2020

8月～9月

各地区のボランティア活動

●献血ボランティア

●コスモス園の草取りボランティア

2020

4月～9月
　毎年５月から、全店舗の前に花のプランターを設置し、
来店されるお客様の目を楽しませております。

花いっぱい運動
2020

5月～ 本店営業部体験研修2020

7/27（月）～31（金）・9/28（月）～10/2
（金）

本店営業部体験研修本店営業部体験研修

年金サービス用品年金サービス用品

年金サービス用品のご紹介

新町支店

清掃ボランティア（西富支店）清掃ボランティア（西富支店）

生田原川へのヤマベ放流（生田原支店）生田原川へのヤマベ放流（生田原支店）

　遠軽町の「町の魚」であるヤマベの資
源維持のため、生田原フィッシングクラブ
が主催するヤマベ稚魚放流に生田原支
店の職員が参加いたしました。
　今年は、新型コロナウイルス感染症の
影響により、例年開催されている「生田原
ヤマベまつり」が中止となりましたが、来
年はヤマベが大きくなって川に戻り、ヤ
マベまつりが再開できることを願ってお
ります。

●生田原川へのヤマベ稚魚の放流

2020

5/2（土）～5/6（水）



Branch Introduction
えんしんの各営業地域で活躍する職員を紹介いたします。
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　私は、東支店、北見支店、西富支店の勤務を経て、２０１８年、
２度目の東支店勤務と同時に主任という職責を与えていただ
きました。現在は、窓口や営業担当者が受付する預金関係書
類の検印等を行う、預金担当役席者として日々の業務に取り
組んでおります。
　役席者になった当時は、「私に務まるのだろうか。」という不
安と重圧に押しつぶされそうになったこともありましたが、支
店長をはじめとする上司の広い心にも助けられるうち、不安と
重圧が責任ある仕事を任されることに対する喜びに変わると
ともに、自分自身の成長も実感できるようになりましたので、
現在は、達成感と充実感に満ちた日々を過ごしております。
　私が普段から心掛けていることは、お客様の「望むこと」、
「嬉しいこと」、「気持ちが良いこと」にいち早く気付き、お客様
が「東支店に来てよかった。」、「また東支店に来たい。」と思っ
ていただけるような「気持ちの良い応対」をすることであり、
このことは部下にも信念を持って指導しております。
　また、「初対面のお客様ともコミュニケーションが図れる。」
という私の特技を活かして、常にお客様が笑顔でお帰りいた
だける環境を窓口の職員と力を合わせて作り上げるとともに、
女性ならではの感性を活かして、これからも当金庫のファンに
なっていただけるお客様を増やし、お客様がより身近に感じて
いただけるような窓口を作り上げていきたいと思っております。
　最近は、女性の役席者が増えてきておりますが、私の姿が
後輩達に良い影響を与え、これから役席者を目指す女性職員
のお手本となれるよう精進し、周囲の人々を引き付ける魅力
のある女性管理職となることを目標に励んでいきたいと思っ
ております。

東支店　支店長　北山　順二
　佐々木主任は、現在、旭川市内５店舗を取りまとめる母店の預
金担当役席者として、責任感のある行動や親切で丁寧な顧客応
対、積極的に部下職員を育成する姿勢から、お客様や部下から信
頼される役席者として頭角を現してきております。佐々木主任の
自発的で能動的に行う意見交換や女性職員を統率する力量は、
責任者として大変頼もしく映っております。今後、店舗経営の中心
となり、全ての部下職員から目標とされる役席者に成長すること
を願っております。

　小野主任は、２０１８年４月に新任の預金担当役席者として東支
店に赴任してきました。
　赴任当時は、初めて役席者となったプレッシャーからか、毎日緊
張の面持ちで仕事をしていた姿が思い返されますが、現在は３年
目に入り、肩の力も抜け、余裕を持って仕事をしており、その姿はと
ても頼もしく思えます。
　持ち前の責任感と向上心を発揮して今後益々活躍し、女性役席
者を目指す職員のお手本となれるよう頑張ってほしいと期待して
おります。

　融資審査の仕事は、ただ単にご融資の可否を決定するものでは
なく、「企業の将来性」や「事業の妥当性」のほか、お客様のために
なるか否かを見極めて可否を判断する仕事であり、工藤主任の営
業店勤務時に、融資担当者として身に付けた経験が現在の仕事に
も繋がっていると感じています。これからも、「お客様目線」の審査
に磨きをかけることに加え、スキルアップへの努力を惜しまず、「女
性管理職」を目指して頑張ってほしいと期待しています。

　私は、入庫してから旭川地区の各店で窓口業務を担当してお
りましたが、総合的な職務を経験でき自分を成長させてくれる
「エリア総合職」への職群変更を希望し、現在は、旭川支店の預
金担当役席者を担当しております。エリア総合職に就いてから
は、全国信用金庫研修所主催など多くの研修に派遣していただ
き、数多くの知識を学ぶことができました。
　昨年は、本店営業部の体験研修に派遣していただき、本店営
業部職員の日中業務の工夫や対応について受けた刺激と教訓
を旭川支店の業務運営に取り入れ実践しております。また、地
元遠軽町のお客様と直接触れ合えたことで、地域金融機関の
責任と当金庫の歴史を知ることができました。
　私が勤務する旭川支店は、永年お取引をいただいているお
客様や新規のお客様が多く来店されます。窓口業務では、近年
の厳格なマネー・ローンダリング対応のため、若手のテラーでは
新規のお客様への説明やその対応に苦慮することもあります
が、お客様にご理解いただけるよう誠意をもって説明し、テラー
が安心して仕事ができる環境を作るよう心掛けております。　 
　また、事務ミスや不備が起きた時も「再発防止のために今度
はこうしてみよう！」と皆で話し合い、全員が納得し理解したうえ
で仕事ができるようにしております。旭川市内５店舗を取りまと
める母店の預金担当役席者としての立場や業務量は想像以上
ですが、日々新たな発見があり「やりがい」を感じております。自
分自身、まだまだ知識も経験も足りず自信を持てない部分も
多々ありますが、良好なチームワークや上司からの力強い激励、
そして、お客様からいただく温かい声に応えるためにも、責任あ
る役席者として成長するよう努力していきます。今後の目標と
しては、預金業務だけではなく融資業務にも携われるよう、新し
いことに挑戦していきたいと思います。

旭川支店　支店長　佐藤　淳志

　私は、窓口係、営業係、融資係などの営業店勤務を経て、昨
年４月から融資審査部門で初めての本部勤務を経験してお
ります。業務は、営業店からの稟議書類の受付や、財務局や
日本銀行等に提出する融資関連の計数の集計業務などを担
当しており、専門部署ならではの業務は勉強になることが多
く、また、稟議書類などを通して大勢の先輩方の融資への考
え方・組み立て方を学ぶことが出来るため、ここでしか得られ
ない経験が日々良い刺激になっております。
　融資業務には本店営業部に勤務した４年前から携わって
おり、主に個人のお客様を対象とした消費者ローンや、法人
のお客様からの事業資金などの融資相談の受付を担当して
きました。受付の際は、スピーディで正確な対応を心掛ける
ことはもちろんですが、特に個人のお客様は「お金を借りる」
という事が初めての方も多く、そういった方の不安を取り除
くことが出来るよう、時には時間をかけて丁寧な対応をする
ことを心掛けておりました。また、法人のお客様は、私より年
上で知識・経験豊富な経営者が多く、私自身の知識不足でお
客様に不安を与えないよう、上司・先輩との連携を大切にし
てスピード感のある対応をすることでお客様に信頼していた
だけるよう気を付けておりました。
　当金庫では、以前は男性職員が中心であった融資や営業
についても現在は女性が活躍出来る機会が多くあります。近
年は融資を担当したいという若手の女性職員も増えてきて
おり、彼女達にとってお手本となる職員になれるよう、正しい
事務処理、考え方を持つため私自身も勉強中です。現在は、
お客様と直接お会いする機会は少なくなりましたが、再び営
業店に戻った時には、お客様が安心してご融資の相談をして
いただける融資担当者となれるように日々精進していきたい
と思っております。

融資管理グループ   工藤  梓融資管理グループ   工藤  梓主任 主任旭川支店　        佐々木 聡子旭川支店　        佐々木 聡子 主任東支店　　      小野  香朱美東支店　　      小野  香朱美部長代理

融資管理グループ担当　常勤理事　佐藤　健治
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本店営業部　部長　佐藤　祥晶

　私は、湧別支店、本店営業部、丸瀬布支店、本部の勤務を経て、
現在、本店営業部の預金担当役席者として検証事務や新入職員
の指導などを行っております。
　私は、お客様に信頼していただき、安心してご利用いただくた
めの第一歩が、親切で丁寧、そして正確な対応であると思ってお
りますので、そのためにも日々緊張感を持って仕事に取り組んで
おります。また、新入職員に対しては、私が今まで経験してきた成
功体験や失敗事例などを伝えながら積極的に関与するよう対応
しております。現在は、私が入庫した頃と比べると新たなシステ
ムの導入などにより効率化が進む一方、「個人情報保護法」や「犯
罪収益移転防止法」等の対応など事務が複雑化し、事務量も増
えております。私を含めて新入職員も学ぶことが多く大変です
が、基本をしっかり身につけ、お客様のご要望や相談にきちんと
応えることができる職員になれるよう、共に成長したいと考えて
おります。
　遠軽信用金庫は、今年で創立７０周年を迎えました。私は、今ま
で多くの支店で勤務しましたが、諸先輩が積み重ねたお客様と
の信頼関係により、どこで勤務していてもお客様が親しみを持っ
てお取引をしていただいていることを強く感じました。今後もお
客様から安心してお取引していただけるよう幅広く知識を身に
つけ、丁寧で信頼される応対を新入職員に指導していきたいと
考えております。
　現在当金庫は、主力商品である「スーパードリーム定期預金」を多
くのお客様にご利用いただいており、９月に行われた抽選会では、多
くのお客様が当選されました。当選されたお客様にご案内をすると、
「あなたが勧めてくれたおかげ。」と喜ぶ顔を見ることができましたの
で、これからもたくさんの笑顔を見ることができるように、しっかりと
窓口でのセールスも行っていきたいと思っております。

　斉藤代理は、内部事務のスペシャリストとして、預金及び為替業
務の全般を網羅しながら、刻一刻と変化する金融環境における新
たな事務にも対応しているほか、新入職員の教育専担者として力
を発揮しております。また、斉藤代理のモットーである「親切で丁
寧なお客様応対」を実践することにより、窓口にお見えになるお客
様からの信頼も厚く、斉藤代理を指名して来店されるお客様も多
くおります。今後も、後輩たちの手本となり、目標であり続けてほし
いと思う次第です。

本店営業部　　 　 斉藤　由佳本店営業部　　 　 斉藤　由佳
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業況のお知らせ
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Ｑ．借入できるのは、入学金だけですか。
入学金、授業料のほか、引っ越し費用などの就学にかかる付帯費用も含めて借り入れが可能です。Ａ．

Ｑ．対象となるのは大学だけですか。
国内・国外を問わず、私立小学校や中学校も対象となります。Ａ．

Ｑ．いくらまで借入が可能ですか。
カードローン形式ですので最大５００万円の借入限度枠を設定します。設定した枠内であれば一度に全額を借り
入れすることも可能ですし、借入限度枠内で必要な時に必要な金額を借り入れすることが可能です。

Ａ．

Ｑ．カードローンの利息は高いのではないですか。
ご融資利率は固定金利年３．５％となります。（保証料を含みます。）給与振込や公共料金の引き落としなどに
より年２．９％まで金利が割引されます。

Ａ．

Ｑ．借入するときは窓口に行かなければならないのですか。
ＡＴＭで借り入れをしますので、ＡＴＭの稼働時間内であれば、土日もご利用できます。Ａ．

Ｑ．子供が卒業するまでは仕送りで月々のやりくりが大変なのですが。
お子様の在学期間中は、元金のご返済を据置きでき、お利息のみの支払いとなります。
５００万円を年３．５％で借入した場合、月々のお利息は約１４，６００円（年間１７５千円）となります。なお、お子様
のご卒業後は、１０年以内で元金のご返済期間を設定できます。

Ａ．

当金庫おすすめローンのご紹介当金庫おすすめローンのご紹介
今回は「えんしん教育カードローン」をご紹介します。
えんしん教育カードローンは、
在学期間中の様々な教育資金ニーズに対応できる
便利なカードローンです。
お手持ちの資金は、万が一の時に備えてお手元に残し、
当金庫の教育カードローンを検討してみませんか。

教育
カードロー

ン

について
教えて
ください

預金積金・貸出金の状況について1

貸出金の業種別内訳について2

■預金積金残高3,469億円
　預金積金は、プレミアム付定期預金の推進等により個人預
金が順調に増加したほか、法人預金も増加し、2020年9月
末残高（譲渡性預金を含む。）は、前期末に比べ206億円増
の3,469億円となりました。

■貸出金残高 1,661億円
　貸出金は、アパートローン等の設備資金を積極的に推進し
たことに加え、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う運転
資金も増加したことから、2020年9月末残高は、前期末に比
べ29億円増の1,661億円となりました。

　貸出金の業種別内訳では、アパートを主体とする不動産業に係る設備資金が増加しましたが、地方公共団体に対する融資が大きく
減少しました。

4,000

3,000

2,000

1,000

0
2019年9月末 2020年3月末 2020年9月末

3,2633，301 3,469

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：億円）

（単位：億円）

20,640

2,910

346,967

166,156

326,326

163,245

330,148

1,812
107
6
－－ 

4,023
2,843
－－ 
477

4,054
2,179
97,254

39
58
139
424

1,128
41

6,421
1,238

122,251
23,415
14,311
159,977

1,805
103
5
－－ 

4,054
2,823
－－ 
480

4,572
2,068

100,446
32
55
221
412

1,116
45

5,581
1,374

125,200
23,896
14,148
163,245

2,179
78
3
－－ 

4,185
2,990
－－ 
535

5,478
1,998

102,860
25
104
369
510

1,447
113

5,699
1,777

130,360
22,086
13,708
166,156

374
△25
△1
－－ 
131
166
－－ 
54
905
△69
2,413
△6
49
148
98
331
68
118
402

5,159
△1,809
△439
2,910

159,977

預金積金

区 分 2019年
9月末

2020年
3月末
①

2020年
9月末
②

増　減
②－①

貸 出 金

（注）

業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。（注）

預金積金

事業資金

1,500

1,000

500

0
2019年9月末

2019年9月末 2020年3月末 2020年9月末

1,6321,599 1,661

貸出金

製 造 業
農 業 、 林 業
漁 業
鉱業、採石業、砂利採取業
建 設 業
電気・ガス･熱供給･水道業
情 報 通 信 業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不 動 産 業
物 品 賃 貸 業
学術研究、専門・技術サービス業
宿 泊 業
飲 食 業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医 療 、 福 祉
その他のサービス
事 業 資 金 計
地 方 公 共 団 体
個 人
合 計

2019年9月末 2020年3月末① 2020年9月末② 増減②－①区　分

1,599

1,222

234

143

2020年3月末

1,632

1,252

238

141

2020年9月末

1,661

1,303

220

137

地方公共団体 個人

※記載金額につきましては、単位未満を切り捨てて表示しております。
　また、パーセント表示につきましては、小数点以下３位を切り捨てし、
　小数点以下２位まで表示しております。



2020年度の業況（2020年９月末現在）についてお知らせいたします。

業況のお知らせ

預金積金残高は、譲渡性預金を含めた金額を記載しております。

1211 16 16

Ｑ．借入できるのは、入学金だけですか。
入学金、授業料のほか、引っ越し費用などの就学にかかる付帯費用も含めて借り入れが可能です。Ａ．

Ｑ．対象となるのは大学だけですか。
国内・国外を問わず、私立小学校や中学校も対象となります。Ａ．

Ｑ．いくらまで借入が可能ですか。
カードローン形式ですので最大５００万円の借入限度枠を設定します。設定した枠内であれば一度に全額を借り
入れすることも可能ですし、借入限度枠内で必要な時に必要な金額を借り入れすることが可能です。

Ａ．

Ｑ．カードローンの利息は高いのではないですか。
ご融資利率は固定金利年３．５％となります。（保証料を含みます。）給与振込や公共料金の引き落としなどに
より年２．９％まで金利が割引されます。

Ａ．

Ｑ．借入するときは窓口に行かなければならないのですか。
ＡＴＭで借り入れをしますので、ＡＴＭの稼働時間内であれば、土日もご利用できます。Ａ．

Ｑ．子供が卒業するまでは仕送りで月々のやりくりが大変なのですが。
お子様の在学期間中は、元金のご返済を据置きでき、お利息のみの支払いとなります。
５００万円を年３．５％で借入した場合、月々のお利息は約１４，６００円（年間１７５千円）となります。なお、お子様
のご卒業後は、１０年以内で元金のご返済期間を設定できます。

Ａ．

当金庫おすすめローンのご紹介当金庫おすすめローンのご紹介
今回は「えんしん教育カードローン」をご紹介します。
えんしん教育カードローンは、
在学期間中の様々な教育資金ニーズに対応できる
便利なカードローンです。
お手持ちの資金は、万が一の時に備えてお手元に残し、
当金庫の教育カードローンを検討してみませんか。

教育
カードロー

ン

について
教えて
ください

預金積金・貸出金の状況について1

貸出金の業種別内訳について2

■預金積金残高3,469億円
　預金積金は、プレミアム付定期預金の推進等により個人預
金が順調に増加したほか、法人預金も増加し、2020年9月
末残高（譲渡性預金を含む。）は、前期末に比べ206億円増
の3,469億円となりました。

■貸出金残高 1,661億円
　貸出金は、アパートローン等の設備資金を積極的に推進し
たことに加え、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う運転
資金も増加したことから、2020年9月末残高は、前期末に比
べ29億円増の1,661億円となりました。

　貸出金の業種別内訳では、アパートを主体とする不動産業に係る設備資金が増加しましたが、地方公共団体に対する融資が大きく
減少しました。
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3,2633，301 3,469

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：億円）

（単位：億円）

20,640

2,910

346,967

166,156

326,326

163,245

330,148

1,812
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6
－－ 

4,023
2,843
－－ 
477

4,054
2,179
97,254

39
58
139
424

1,128
41

6,421
1,238

122,251
23,415
14,311
159,977

1,805
103
5
－－ 

4,054
2,823
－－ 
480

4,572
2,068

100,446
32
55
221
412

1,116
45

5,581
1,374

125,200
23,896
14,148
163,245

2,179
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3
－－ 

4,185
2,990
－－ 
535

5,478
1,998

102,860
25
104
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510

1,447
113

5,699
1,777

130,360
22,086
13,708
166,156

374
△25
△1
－－ 
131
166
－－ 
54
905
△69
2,413
△6
49
148
98
331
68
118
402

5,159
△1,809
△439
2,910

159,977

預金積金

区 分 2019年
9月末

2020年
3月末
①

2020年
9月末
②

増　減
②－①

貸 出 金

（注）

業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。（注）

預金積金

事業資金

1,500

1,000

500

0
2019年9月末

2019年9月末 2020年3月末 2020年9月末

1,6321,599 1,661

貸出金

製 造 業
農 業 、 林 業
漁 業
鉱業、採石業、砂利採取業
建 設 業
電気・ガス･熱供給･水道業
情 報 通 信 業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不 動 産 業
物 品 賃 貸 業
学術研究、専門・技術サービス業
宿 泊 業
飲 食 業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医 療 、 福 祉
その他のサービス
事 業 資 金 計
地 方 公 共 団 体
個 人
合 計

2019年9月末 2020年3月末① 2020年9月末② 増減②－①区　分

1,599

1,222

234

143

2020年3月末

1,632

1,252

238

141

2020年9月末

1,661

1,303

220

137

地方公共団体 個人

※記載金額につきましては、単位未満を切り捨てて表示しております。
　また、パーセント表示につきましては、小数点以下３位を切り捨てし、
　小数点以下２位まで表示しております。



※記載金額につきましては、単位未満を切り捨てて表示しております。
　また、パーセント表示につきましては、小数点以下３位を切り捨てし、小数点以下２位まで表示しております。
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2020年度の業況（2020年９月末現在）についてお知らせいたします。

業況のお知らせ

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
担保・保証等 貸倒引当金

危険債権 要管理債権

開示残高
9 保全額

8

5

3

0
3

5

開示残高
8 保全額

7

4

2
0

3

4

4億円

　2020年3月末及び2020年9月末現在で該当する残高はありません。

不良債権の状況について3
■不良債権比率 0.49%

有価証券の時価情報について4
■有価証券時価額

940億円

　不良債権額は、824百万円（2020年3月末比88百万円
減）となりました。総与信額に占める割合（不良債権比率）は、
0.49％（同0.06ポイント低下）で、依然低水準を維持してお
ります。また、保全率（不良債権の保全割合）は92.22％、引
当率（同引当割合）は82.65％となり、不良債権への備えは
万全となっております。

損益の状況について5
■業務純益

　業務純益は、有価証券の利回り低下に伴う資金運
用収益の減少に加え、国債等債券売却益が減少した
ことにより495百万円（2019年9月末比19百万
円減）となりました。
　経常利益は、不良債権処理費用（個別貸倒引当金
繰入額等）が2019年9月末に比べ274百万円減
少したことにより492百万円（2019年9月末比
153百万円増）となり、当期純利益は346百万円
（2019年9月末比233百万円増）となりました。

2019年9月末

515

338

113
100

200

300

400

500

600

0

500

1,000

0
2020年3月末 2020年9月末

857
940

0

5

10

2020年3月末 2020年9月末

1.「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申し立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。
2.「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受け取りができない可能性の高い債権です。
3.「要管理債権」とは、｢3カ月以上延滞債権｣及び｢貸出条件緩和債権｣に該当する貸出金をいいます。
4.「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の債権をいいます。
5.「金融再生法上の不良債権」における「貸倒引当金」には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。

（注）

△19
153
233

増　　減

495
492
346

2020年9月末

515
338
113

2019年9月末区　　分

（単位：百万円）

業務純益 経常利益 当期純利益

金融再生法開示債権及び同債権に対する保全状況（金融再生法ベースの債権区分による開示）

（単位：百万円、％）

（単位：億円）

（単位：億円）

区 分

912
824
503
490
352
282
56
51

163,975
167,368
164,887
168,192

839
760
503
490
325
260
11
10

521
455
261
248
260
206
－－ 
－－ 

317
305
241
241
64
53
11
10

92.00
92.22
100.00
100.00
92.16
91.94
20.00
20.00

81.32
82.65
100.00
100.00
69.98
69.98
20.00
20.00

金融再生法上の
不 良 債 権

正 常 債 権

合 計

2020年3月末
2020年9月末
2020年3月末
2020年9月末
2020年3月末
2020年9月末
2020年3月末
2020年9月末
2020年3月末
2020年9月末
2020年3月末
2020年9月末

破産更生債権
及びこれらに
準 ず る 債 権

危 険 債 権

要 管 理 債 権

開示残高
（a）

保全率
(b)/（a）

引当率
(d)/(а-c)

保全額
(b)

担保・保証等に
よる回収見込額

(ｃ)

貸倒引当金
(d)

上記の「その他」は、外国証券及び投資信託等です。（注）

その他有価証券
株 式
債 券
そ の 他

2020年3月末 2020年9月末

区　分
時　価

評価差額

うち益 うち損
時　価

評価差額

うち益 うち損

（単位：百万円）

（単位：百万円）

373
1

161
211

2,708
－－ 

1,743
965

2,334
△1

1,581
754

94,091
16

72,884
21,190

730
1

102
627

2,185
－－ 

1,844
340

1,454
△1

1,741
△286

85,708
16

66,469
19,222

●売買目的有価証券・満期保有目的の債券

　その他有価証券の時価額は、2020年3月末に比べ8,383百万円増加し、94,091百万円
となりました。また、評価差額は海外市場の金利低下及び株価の上昇等により880百万円増
加し、2,334百万円となりました。

●その他有価証券

業 務 純 益
経 常 利 益
当 期 純 利 益

356
△12
368

△2,235
0.60

増　　減
25,031
131

24,899
130,682
19.05

2020年9月末
24,674
143

24,530
132,918
18.45

2020年3月末区　　分
（単位：百万円、％、ポイント）

コア資本に係る基礎項目の額（イ）
コア資本に係る調整項目の額（ロ）
自己資本の額（イ－ロ）（ハ）
リスク・アセット等の額の合計額（ニ）
自 己 資 本 比 率（ ハ ／ ニ ）

　業務純益とは、金融機関の基本的な業務に係る
利益を表すもので、業務粗利益から業務遂行に必
要な費用（経費、一般貸倒引当金繰入額）を控除し
たものです。特にこの指標は貸し倒れ発生の際の
償却能力を判断する基準ともなります。

19.05%
自己資本比率の状況について6

■自己資本比率

　自己資本の額は、利益の積み上げにより、2020年
3月末に比べ368百万円増加し、24,899百万円と
なりました。
　また、自己資本比率は資産構成の変動により、
2020年3月末に比べ0 . 6 0ポイント上昇し、
19.05%となりました。

　自己資本比率とは、出資金や内部留保などの自己資本の額
を、貸出金などの各種の資産をリスク・ウェイトにより調整したも
の（リスク・アセット）等の合計で除したもので、金融機関の健全
性を示す重要な指標とされております。

2020年9月末

495

（単位：億円）
●自己資本の額

492

346

2020年9月末2020年3月末

50

100

150

200

250

0

●自己資本比率とは
自己資本比率  ＝

自己資本の額
リスク・アセット等

245 248
（単位：％）

●自己資本比率

国際基準8％

2020年9月末2020年3月末

5％

10％

15％

20％

25％

0

18.45 19.05

国内基準4％
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向 陽 園
アート活動支援室ぴかり

　本誌の表紙を飾るのは、障がいのある方々に「毎日を楽しく面白く生活してもらう」ための生活支援
を行っている施設「向陽園」の入所者さんたちによるアート作品です。今回は、通所施設「遊友えんが
る」でアート活動を楽しむお二人の作品。いろんな笑顔が集まった賑やかなイラストは丸山博之さんの
描いた「みんなのかお」。昔から人の顔を描くのが好きだという丸山さんの作品です。さまざまな色の
ブロックが繋がったカラフルな作品は、縄幸江さんの「Colorful world」。イラストだけでなく、貼り
絵や工作など多彩な作品を手掛ける縄さんは、施設内に自分専用の制作場所を作ってしまうほど
アート活動にのめりこんでいるそうです。
　「向陽園」の入所者さんによる個性豊かな作品の数々は、イラストやちぎり絵のほか、最近では機織り
でコースターやネックストラップなども制作するなど、日々ユニークな作品が次々と誕生しています。

※各イベントの詳細な開催時期、場所等については、各町の観光協会等にご確認ください。

遠軽厚生病院への医療用マスクの寄贈

開催時期 イベント名称等 開催地
２０21年9月までの 遠軽地方イベントカレンダー

サロマ湖１００ｋｍウルトラマラソン 湧別町・佐呂間町他

７月中旬
遠軽がんぼう夏まつり（千人踊り） 遠軽町

6月下旬

かぼちゃまつり「シンデレラ夢」（花火大会）佐呂間町9月上旬
えんがる物産まつり 遠軽町9月中旬
湧別町産業まつり 湧別町9月下旬

いくたはらヤマベまつり 遠軽町（生田原）
湧別サロマ湖龍宮えびホタテまつり 湧別町

８月上旬
まるせっぷ観光まつり（花火大会） 遠軽町（丸瀬布）

7月下旬

屯田・七夕まつり（花火大会） 湧別町

８月中旬
ふるさと大好き盆踊り 遠軽町
アンジくんのふるさとまつり（花火大会）遠軽町（白滝）

８月下旬
太陽の丘コスモスフェスタ 遠軽町
コスモス開花宣言花火大会 遠軽町

開催時期 イベント名称等 開催地

社会福祉法人 北光福祉会  障がい者支援施設　向陽園　
紋別郡遠軽町生田原安国347番地2　TEL：0158-46-2525　FAX：0158-46-2277

「遊友えんがる」に通所するお二人の楽しい作品

ＦＩＳファーイーストカップ 遠軽町

白滝北大雪クロスカントリースキー大会 遠軽町（白滝）

道の駅遠軽森のオホーツク花火大会（仮称）遠軽町

太陽の丘えんがる公園オープン 遠軽町

丸瀬布森林公園いこいの森開園式 遠軽町（丸瀬布）

太陽の丘えんがる公園 芝ざくらライトアップ 遠軽町
太陽の丘えんがる公園 芝ざくら観賞会 遠軽町

かみゆうべつチューリップフェア 湧別町

まるせっぷ藤まつり 遠軽町（丸瀬布）

まるせっぷ藤園ライトアップ観賞会 遠軽町（丸瀬布）
ひらやま山開き 遠軽町（白滝）

五鹿山公園まつり 湧別町

えんしんトピックス
地域のイベントや話題から、えんしんの 
最新情報まで、幅広くご紹介いたします。

　新型コロナウイルス感染症が拡大し、全国的にマスクの入手が困
難な状況であった４月２１日、遠紋地域の基幹病院である遠軽厚生
病院と当金庫の産業医である遠軽町のみずしま内科クリニックに対
し、鳥インフルエンザの流行時に備蓄していた医療用マスク（Ｎ９５
マスク）７００枚及び一般用マスク２００枚、合計９００枚を寄贈いたし
ました。

　当金庫は、7月19日をもちまして、おかげさまで創立７０周年
を迎えました。
　７０年のあゆみである、過去に発行した記念誌や刊行物及び
お客様に配布していたサービス用品等を本店営業部のロビー
に展示しておりますので、ぜひご覧ください。

遠軽町内の医療機関へのマスクの贈呈について

創業時からの記念品の展示について

丸山博之さん 縄幸江さん

３月上旬

12月下旬
12月中旬

５月中旬

５月上旬～６月中旬

6月
上旬～中旬

6月下旬

５月上旬

４月下旬

発行:遠軽信用金庫　TEL(0158)42-2141
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