域

」発揮
「つなぐ力

貢

献

地域との信頼強化

ご預金

（国債・地方債等）

社会福祉
メセナ
講演会等

定 期積 金
出 資 金

アワーズしんきんバンク
●直接的貢献

1. 地域からの資金調達 ： 預金・積金等
2. 地域への資金供給 ： 融資・私募債等
●文化的貢献
1. 札幌信用金庫 経済講演会（平成27年度までに54回開催）
2. さっしん札響クラシック＆ポップスConcert（平成27年度までに13回開催）
●社会的貢献
1.（一財）札幌信用金庫社会福祉基金を通じた地域社会への助成等
（平成27年度 106件／700万円助成）
2. 店舗美化＆地域ボランティア清掃活動
●人づくり貢献
1. さっしん経営者大学…若手経営者の自己啓発の実践と交流の場を提供
2. さっしん経営者大学同窓会「昭和会」
…経営者の活発な異業種間交流と地域社会貢献活動の実践
3. 小樽商科大学提供講義開講…金融教育の実践

●間接的貢献
〈地域経営サポート部〉
● 中小企業・小規模事業者のお客様への経営改善・
事業再生支援等
〈営業推進部プラザ店〉
● 住宅ローン・リフォームローンのご相談
● ビル・アパートローンのご相談
● 資産運用のご相談
（投資信託／各種保険商品等）
● 年金のご相談
（各種年金の受給手続きや調査）
● 相続・贈与対策のご相談
〈さっしんひまわりテレホンバンキングセンター〉
● 各種商品のご相談、お問い合わせの受付
● メールローン・Webローンの受付
〈
（株）
さっしん地域経済金融センター〉
● 景況レポートの発行
● ビジネスマッチング情報の提供

支援サービス「営業推進部プラザ店」
「（株）さっしん地域経済金融センター」等
1. 営業推進部プラザ店

支援サービス﹁営業推進部プラザ店﹂﹁︵株︶さっしん地域経済金融センター﹂等

ご融資

その他運用

地域貢献

地

さっしんのポリシー

［ 不動産ローンに関するご相談 ］
《住宅ローン》
●住宅のご新築、ご購入、リフォーム、住宅ローンの借換えのご相談、ご融資のお申込み受付を行っております。
●ハウスメーカー様・仲介業者様を通じ幅広いご相談を承っております。
《ビル・アパートローン》
●お客様の大切な資産（不動産）の有効活用や、これから不動産活用をお考えの皆様からご相談を承り、各種ご提案を行っております。
●施工業者様・仲介業者様等とのネットワークを通じ、お客様のニーズにお応えするよう取組んでおります。
［ 個人資産運用に係る各種ご相談 ］
●投資信託・個人年金保険など、資産運用商品のご提案を行っております。
●金融商品のプランニング、不動産有効活用、相続・贈与対策、税金に関すること等のご相談やお取次ぎを承っております。
●年金やローンのご相談を承っております。

2. さっしんひまわりテレホンバンキングセンター
［ 各種商品のご相談・お問い合わせ・ご意見等の受付 ］
ハローコールさっしん

●フリーコール 0120-865-634にて、各種ご相談・お問い合わせ・ご意見を承っております
（当金庫営業日の9時〜17時20分迄受付しております）。
●新商品のご案内、店舗のご案内、ATMのご案内等、様々なお問い合わせに対応しております。
●個人ローン、カードローン等の各種ご相談やメールローン、Webローンの受付を承っております。
●インターネットバンキングサービスに関する様々なお問い合わせに対応しております。
●メールオーダーサービスのお申込み（郵送での住所変更、公共料金の自動振替のお申込み等）の受付を行っております。

3.（株）さっしん地域経済金融センター
［ 経営課題解決へ向けた相談業務 ］
●
（株）
さっしん地域経済金融センターでは経営者様が抱える経営課題に対して、常駐する中小企業診断士が
外部専門家と連携しながら各種ご提案や情報提供を実施しております。
特に最近は経営者様の
「事業承継問題」
等への関心が高く、注目が集まっているため、定期的にお客様を対
象とした
「事業承継・M&Aセミナー」
を開催しております。
《業務内容》
◇
◇
◇
◇

中小企業・小規模事業者のお客様への各種コンサルティング
創業支援、新事業展開、
ビジネスマッチング支援
事業承継、M&A相談
補助金申請、事業計画策定支援

（株）
さっしん地域経済金融センター
札幌市北区北9条西4丁目
さっしん北口ビル1F
TEL：011-706-1500
FAX：011-706-1505

4. お客様相談室
［ よろず相談受付 ］
●お客様からの各種ご意見・ご要望を承っております。
●お客様のご意見・ご要望を経営に反映し、より一層のサービス向上に努めております。
●「よろず相談お客様の声受付」ＴEL：011-241-1661（当金庫営業日の9時〜17時迄受付しております。）
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さっしんのポリシー

地域貢献

文化的貢献
メセナ事業
「さっしん札響クラシック＆ポップスConcert」

第43回
円山動物園 幼児・児童動物画コンクール協賛

平成15年から、地域貢献・

平成27年9月26日、第43回 円山動物園 幼児・児童動物画

メセナ事業として、札幌交響楽

コンクールの趣旨に賛同し、地元金融機関としてCSR
（企業の社

団によるコンサートを開催して

会的責任）
の観点から協賛致しました。

おります。クラシックとポップ
スの2部構成で、皆様に馴染み
のある曲目を、
フルオーケスト
ラでお贈りしております。
平成 2 7 年 度 は 、指 揮 者に

当金庫は、今後とも、子供たちの才能や夢を育む活動を応援し
て参ります。
なお、本コンクールの金賞受賞作品及び掲載にご同意いた
だいた受賞作品を当金庫ホームページでご紹介させていただ
きました。

尾高 忠明氏を迎え、11月3日
（火）
に1,860名という大勢の
皆様にお越しいただきました。
第1部をドヴォルジャークの名
曲を中心としたクラシック、第
2部を
「ディズニー・シンフォ
ニック」
と銘打ち、ディズニー
の名作で構成し、
フィナーレは
「さっしん札響クラシック＆ポッ
プスConcert」
のテーマ曲とし
てお馴染みの1972年開催の
札幌オリンピックのテーマソン
グ「虹と雪のバラード」
を合唱
致しました。

「札幌信用金庫 経済講演会」
毎年文化・経済の各方面でご活躍されている方を講師に
お招きし、
講演会を開催しております。
今までの講演は54回を数え、多くの皆様からご好評をいた
だいております。
平成27年度は政治ジャーナリストの田勢 康弘氏をお招き
し、
681名の皆様にご参加をいただきました。
これからも、幅広い皆様にご参加いただける講演会を企
画・実施して参ります。

年金のご相談「さっしん年金セミナー」
毎年、各地区で年金セミナーを開催しております。平成27
年度は9回開催致しました。
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さっしん経営者大学
開校／昭和63年7月
目的／お取引先企業の若手経営者や後継者の皆様の自己啓発
と異業種間交流の場を提供し、
活発な活動をサポートして
おります。平成27年度は、第31期生25名の皆様が、次世
代を担う経営者・オピニオンリーダーとして、5月から10
月まで5回の講義を受講されました。昭和63年の開講以
来、891名の学生が卒業しております。

小樽商科大学

提供講義

地域貢献

人づくり貢献

＜講義名＞
地域市場システム論〜信用金庫の役割と地域経済活性化〜
平成28年4月〜7月 全15講義
（履修者数113名）
ＣＳＲ
（企業の社会的責任）
並びに金融教育の一環として平成
20年度より小樽商科大学にて提供講義を開講しており、今年度
で9年目を迎えました。
地域金融の重要性や地域経済活性化と信用金庫の果たす役
割等について、3・4年生を対象に実施しております。
講師陣は北海道財務局様や日本銀行札幌支店様等からお招
きする卓越した外部講師と当金庫役職員による内部講師によっ
て構成され、実践的な講義となっております。

第6回 三金庫合同経営者地域間交流会
平成21年8月に旭川信用金庫、苫小牧信用金庫と締結した
「若
手経営者塾
（大学）
の連携に係る協定書」
に基づき、平成27年7月
を富良野市で
28日に
「第6回 三金庫合同経営者地域間交流会」
開催致しました。
ふらのまちづくり
（株）
代表取締役社長 西本 伸顯氏による講
演に続いて、懇親会では100名以上の参加者により、異業種間交
流が行われました。
今後も地域間交流を通じて若手経営者のスキルアップ・自己
研鑽及びビジネスマッチングの実施等で連携を深め、地域の社
会貢献や経済発展に寄与して参ります。

社会的貢献
一般財団法人 札幌信用金庫社会福祉基金

小さな善意ふれあう心〜あなたのために、みんなのために
設

立／昭和56年10月

目

的／地域における社会福祉の向上に寄与します。

事

業／社会福祉法人に対する助成金の交付。

広く社会福祉事業の振興を図ります。
社会福祉に係る団体・個人に対する助成金の交付。
その他、目的を達成するために必要な事業。
基本財産／3億3百万円
※主な助成先／老人福祉施設・身体障がい者(児)福祉施設・
知的障がい者福祉施設・児童母子福祉施設・社会福祉ボラ

さっしん経営者大学同窓会「昭和会」
発 足／平成元年2月
目 的／企業の経営者が新時代に処するに必要な知識の向上と
創意工夫を行い、自己を啓発のうえ各企業の発展と向
上並びに地元経済の活性化に寄与すること。
会員数／平成28年3月末現在、
179名
【主な活動】
会員の皆様がそれぞれの部会に分かれて会員同士の異業種間
交流、
地域貢献活動、
ボランティア活動を行っております。
研修会・講演会・会員交流会・まちづくり支援等、地域社会
の発展に役立つ有意義な活動を実施しております。

ンティア団体・社会福祉協議会・小規模授産所・他社会福
祉関係団体
当金庫の創立60周年を記念して設立致しました社会福祉基
金はおかげ様で35年目を迎えました。
数多くの皆様からのご協力をいただきまして平成27年度の
助成金は、106件／700万円、累計では2,627件／１億8,976
万円となりました。これ
からも 事 業 内 容 を 充 実
し、人と人が互いを思い
合う地域づくりに貢献し
て参ります。
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