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○コーディネーター機能の発揮

○地域の人材育成

販路開拓・拡大支援
　帯広しんきんは十勝の物産・観光の振興を図るため、生産者や事業者等の皆さまの販路開拓・拡
大を様々な形でお手伝いしています。
　平成28年度も、道内外の信用金庫や政府系金融機関等と連携した個別商談会を開催したほか、
インフォメーションバザール in Tokyo、FOODEX JAPAN等の大型の展示商談会の開催や出展
支援、百貨店等の物産展への出店斡旋などを行って、多くの皆さまにご活用いただきました。
　このような取り組みを通じて、「新規取引の開始や既存取引先との取引拡大等の成果が上がっ
た」、「今後の商品開発やマーケティング戦略の参考になった」、「他の出展者と共同で新商品開発に
取り組むきっかけとなった」などの声が数多く寄せられ、参加頂いた方々には大変喜んで頂いており
ます。帯広しんきんでは、今後も皆さまの魅力を積極的に道内外に発信してまいります。

専門家による各種相談会
　帯広しんきんは、十勝の生産者や事業者等の皆さまの商品・サービスの売り上げ伸長や付加
価値向上のお役に立つよう、専門家による無料相談会を定期的に開催しています。
　その一つである「オフィス内田相談会」は、毎月2日間開催。都内有名百貨店の元著名バイヤー
である㈱オフィス内田の内田勝規会長が、様々な産業・業種の商品・サービスの商品性、販売手
法などに関するご相談を受け、1件当たり1時間ほどかけて具体的かつ丁寧にアドバイスを差し
上げています。また、帯広畜産大学、とかち財団と連携し、異なる専門分野の専門家が一堂に会し
ワンストップで皆さまのご相談に応じる「ものづくりワンストップ相談会」も四半期ごとに開催しています。
　帯広しんきんは、各分野の専門家と連携し、皆さまの悩みや課題が解決できるよう、様々なご相談に対応してまいります。

おびしん地域経営塾
　帯広しんきんは、十勝の次代を担う経営者や経営幹部を育成するため、平成13年
度より毎年度「おびしん地域経営塾」を開講しています。人気講師陣による多彩で座
学に偏らないカリキュラム、多岐にわたる産業・業種から参加した塾生が織り成す異
業種交流が特色で、平成28年度は吉本興業株式会社の大﨑洋社長をはじめ多くの
方々にご登壇・ご指導いただきました。各期の受講生は30名余り、平均年齢は30歳
台後半。中小企業の後継者が多い一方、農業者も増えています。この間、女性の参加
も目立つようになっています。卒業生は16期までの累計で延べ537名に上りました。
　平成24年度にOB・OGの方々が設立した「おびしん地域経営塾　志信会」では、会員や現役塾生との討議・交流などを行っています。今後
とも会員同士の情報交換や地域間ビジネス交流等を実施して、十勝の経済・社会の発展に貢献してまいります。

地元高校生による十勝の未来づくり応援プロジェクト
　帯広しんきんは、平成23年度より、十勝管内の高校生が取り組む地域経済振興
につながる活動等を様々な面から支援しています。
　平成28年度は、帯広農業高校、音更高校、更別農業高校、士幌高校の4校6件の
取り組みを支援しました。帯広農業高校は十勝の機能性素材“大豆ピニトール”に
着目して食品開発を行ったほか、試験栽培した2種類の大豆を用い地元事業者と連
携して豆腐の新商品を開発。音更高校は“町内を花で元気にしよう”を掲げて水耕
式プランターのフラワータワーの実用化と普及に取り組みました。更別農業高校
は地元の地域資源として注目されている“すもも”を活用してオリジナルたれ「更別これ一本！」を開発。士幌高校は地元ブランドの“しほろ
牛”を使用したソーセージと栽培方法を確立した有機ニンジンの規格外品を活用した「ニンジン茶」をそれぞれ開発しました。
　今後も新製品や新産業の創出等に取り組む高校生への支援を通じて、次代を担う有為な人材の育成と十勝の産業・経済の発展に取り
組んでまいります。

　帯広しんきんは、地域の実情を的確に把握し、地域が抱える様々な課題の解決に取り組んでおり、情報の受発信機能、リエゾン・コ
ーディネーター機能を発揮することにより、十勝の経済･産業の振興に寄与したいと考えています。

地域振興活動

地域振興活動

　地域の発展なくして帯広しんきんの発展は考えられません。帯広しんきんは、協同組織の金融機関として、「地域との共存共栄」を願い、
地域社会の発展のために様々な取組みを行っています。
　帯広しんきんは、十勝経済の発展はもとより地域社会の繁栄、地域文化の振興も信用金庫として、また、地域の一企業市民として、その
役割を果たす社会的責任があると考えています。

帯広しんきんは、様々な地域貢献活動に取り組んでいます。

○新たな産業の創出

○地域への情報発信

講演会、セミナーの開催
　帯広しんきんでは、地域の皆さまへの情報発信の一環として、講演会や各種セミナー
を開催しています。
　平成28年度も、全国各地の太陽光や風力、温泉熱など再生可能エネルギーを活用し
た発電事業等に出資事業を展開している環境省所管の一般社団法人グリーンファイナ
ンス推進機構をお招きし、「グリーンファンド説明会」を開催しました。ファンドの仕組み
の説明や出資事例等の紹介、希望者への個別相談にも対応いただきました。
　また、「第13回フードビジネスサポートネットワーク会議・目からウロコ！ ＨＡＣＣＰって
そういうことだったの？」では、食品製造の衛生管理を推進されている帯広保健所と帯
広畜産大学の専門家をお招きし、HACCP認証取得の必要性やメリット、生産者や事業
者が認証を取得するためのポイントなどについてお話しいただきました。
　帯広しんきんは、これからも皆さまに役立つ講演会やセミナーを企画・開催してまい
ります。

とかち酒文化再現プロジェクト
　帯広しんきんは、木野農業協同組合や農業生産者、帯広畜産大学、
酒造メーカー、関連団体、行政機関とともに、産学官・農商工と金融の
連携による「とかち酒文化再現プロジェクト」（事務局は帯広しんきん）
を進めています。その成果のひとつ、平成24年1月に誕生した純米吟
醸「十勝晴れ」は、札幌国税局主催の平成26年度新酒鑑評会で「金賞」
を受賞するなど、十勝の地酒として人気や評価が高まる中、地域の皆
さまの声にお応えして品揃えの充実も図っております。平成27年11
月の大吟醸「十勝晴れ」に続き、平成28年10月には精米過程で生じる
米粉を原料とした本格米焼酎「十勝晴れ」を、平成29年1月には超新鮮
しぼりたて 純米吟醸「十勝晴れ」を、それぞれ新たに発売しました。
　プロジェクトでは、新たな食文化の創造と新産業の創出、関連産業
の振興のため、十勝の夢である酒蔵の設置に向けて具体的な検討を
進めてまいります。

十勝産しお創りプロジェクト
　帯広しんきんは、平成25年度に産学官・農（漁）商工と金融の連携事業としてスタートした「十勝産『しお』創りプロジェクト」を支援していま
す。「十勝産しお」ができれば、関係者が長年夢みてきた原材料「オールとかち産」の加工食品の製造や料理の提供が可能となり、商品の高付
加価値化やブランド力強化につながると期待されています。
　平成28年度は、食関連事業者の方々にとって加工や保存がしやすい「十勝産しお」の製造方法を検討し、塩の辛味の素である「マグネシウ
ム」と、塩が固まるブロッキングの原因となる「カルシウム」の含有量の調整が可能な「非直火低温製法」の採用を決めるなど、事業化に向けた
取り組みを着実に進めています。

ナチュラルチーズ統一ブランドの確立支援
　十勝品質事業協同組合は、ナチュラルチーズの熟成による高付加価値化、共通チーズの製造によ
るブランド化を図り、中小チーズ工房それぞれが過大な設備投資を行うことなく量産体制を構築し、
同時に品質確保もできるよう、国内初となるナチュラルチーズの共同熟成庫を建設しました。平成
28年8月、帯広市内に設置したプロトタイプの共同熟成庫で共通チーズが完成。平成29年1月、音
更町十勝川温泉地域に竣工した大型共同熟成庫では、十勝川温泉の植物性モール温泉水で磨いて
熟成させたラクレットチーズ「十勝チーズモールウォッシュ」の製造を本格化しています。
　帯広しんきんは、共通チーズの品質評価をはじめ、事業計画作成など経営全般のアドバイスや資
金調達、商談会・物産展の斡旋など、多面的な支援を行っています。

多様な農業の実現に向けたプロジェクトの組成・支援
　帯広しんきんは十勝農業の多様な取り組みを促し、持続的な農業の実現に貢献しています。例えば、帯広畜産大学や農業者・団体、行政等
と連携して、ピーナッツ、薬用植物（エゴマ等）、新種のリンゴ（紅の夢）といった高付加価値農作物や希少作物について、栽培方法の確立や普
及、加工品の開発、販路の確保等の取り組みを支援しています。
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consulting

お取引先等支援 お取引先等支援

認定経営革新等支援機関業務
　帯広しんきんは、中小企業経営力強化支援法に基づく、「経営革新等支援機関」として、平成24年11月5日に国の認定を受けました。
　「経営革新等支援機関」は、中小企業の皆さまに対し、経営状況の分析、事業計画の策定・実行、事業承継、創業・新事業展開、販路拡
大、新製品開発等の支援業務を行います。

経営コンサルティング室
　帯広しんきんの中小企業診断士等専門職員が地域の事業者の
皆さまのために、経営に必要な各種情報の提供から提案、助言、さ
らに課題解決へのお手伝いをさせていただきます。

＜相談・支援内容＞
経営改善

成長・発展 事業承継

例えば

・新たに事業を始めたいけれど、何から進めれば良いのか

・ＩＴや工程管理などの専門家を紹介して欲しい

・設備投資を考えているのだけど、補助金の利用は可能か

・農商工連携や６次産業化はどのように進めれば良いのか

・創業計画の策定支援

・開業資金の調達に関する相談

・事業開始後のサポート

・後継者の育成に関する相談

・株式の移転に関する相談

・Ｍ＆Ａに関する相談

・資金繰りに関する相談

・経営改善計画の策定支援

・課題解決策の実践に向けた支援

・新分野進出、Ｍ＆Ａに関する相談

・設備投資に関する相談

・補助金等の情報提供・申請支援

・帯広しんきんと取引はないけれど、資金繰りについて相談したい

・業績改善に向けて、当社の課題を把握したい

・後継者への事業引継は、何から進めれば良いのか

・Ｍ＆Ａはどのように進めていくのか教えて欲しい　　etc

JR帯広駅長崎屋
●
とかちプラザ

●

帯広市西3条南14丁目1-1
中央支店ビル1階

フリーアクセス 0800-800-6100
Tel：0155-28-6100
Fax：0155-28-6125

E-mail fureai@obihiro.shinkin.jp

●図書館
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おびしん
ふれあい相談室

おびしんふれあい相談室
　帯広しんきんは、住宅ローン・各種ローンや個人の資産運用相談といった様々な
ニーズにお応えするため、中央支店ビル1階に「おびしんふれあい相談室」を設置し
ております。
　ファイナンシャルプランナー等の資格を持つ専門の相談員が皆さまのご相談に
親切・丁寧に対応させていただいております。
　平日午後6時まで、土曜日も午後4時まで営業し、お勤め帰りにもご利用いただけ
ます。また、電話・ファックス・E-mail・インターネットでもご相談いただけるほか、
以下のとおり相談会・セミナーを開催しております。

＜相談会＞
・日曜ローン相談会
毎月1回、日曜日に開催致します。住宅ローン・各種ローンの
相談（無料）に応じております。

・税務相談会
毎月1回（8月・3月を除き原則第3水曜日）開催致します。税
理士が相談（無料）に応じております。事前予約が必要です。

＜セミナー＞
・経済セミナー
景気の見方や今後の見通し等を専門家が分かりやすく解説
致します。

・素敵女子のお財布セミナー
女性限定のセミナーです。お金との付き合い方等を通して
「素敵女子」を目指すセミナーです。

・相続　成年後見制度セミナー
相続・成年後見制度等について専門家が分かりやすく解説致します。

・税務セミナー
相続税・贈与税を中心に税の仕組み、対応について税理士が分かりやすく解説致します。

おびしんふれあいギャラリー
　「おびしんふれあいギャラリー」（中央支店ビル1階）は、地域の皆さまの文化・芸術・趣味等の
発表や鑑賞、交流の場として、豊かな文化生活の創造に寄与することを目指しています。なお、
ご利用については「おびしんふれあい相談室」へお問い合わせ願います。
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電信通

大
　通帯広信用金庫本店

藤丸様帯広郵便局様

経営コンサルティング室

経営コンサルティング室
お問い合わせ

0155-21-5353
帯広市西2条南7丁目7番地2
帯広信用金庫第2ビル1F
営業時間／平日9：00～18：00
E-mail  consul@obihiro.shinkin.jp

素敵女子のお財布セミナー

起　業
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文化的・社会的貢献活動文化的・社会的貢献活動

「十勝百景」の発刊
　帯広しんきんは、十勝の観光誘致に資する
ため、平成29年3月に創業100周年記念事
業のフィナーレとして「十勝百景」を発刊しま
した。
　「十勝百景」は、十勝の残しておきたい、ま
た、十勝管内はもとより、管外から海外まで
の皆さまに訪れて見て欲しい景勝地を、日本
語、英語、中国語（繁体字）を併記し紹介して
いるほか、サブコンテンツとして管内各市町
村の飲食・土産店、体験施設やイベントを紹
介する「観光マップ」を収録し、「十勝の素晴ら
しさ」を感じていただくことを目的としており
ます。

社会福祉協議会が実施する「日常生活自立支援事業」への参画
　帯広しんきんは、研修を受けた職員を「生活支援員」として派遣し、高齢者等の金銭管理などをサポートしております。

クラシックコンサートの開催
　帯広しんきんは、地域の音楽家
などの活動家による地域の施設を
使ったコンサートなどへの支援を
目的とし、平成28年9月に「おびし
んクラシックコンサートinあしょろ」
を足寄町民センターにおいて開催
しました。
　当日は多数のお客さまに、世界
レベルの音楽家による演奏をお楽
しみいただきました。

「おびしん健康教室」の実施
　帯広しんきんは、地域の高齢者の健康維持・増進の一助
となるよう、各地域で開催されている「地域交流サロン」等
にエクササイズの専門家を派遣して、高齢者でも無理せず
楽しめる「おびしん健康教室」を実施しております。
　「おびしん健康教室」は、現在まで延べ約4,400名の方に
参加いただいております。

フードバレーとかちマラソン
のボランティア参加
　帯広市では、11月に「フードバレ
ーとかちマラソン」が開催され、管
内はもとより全国から5,500人を超
えるランナーが参加しております。
帯広しんきんは、柏林台支店と開西
支店前がコースとなっていることか
ら、ボランティアとして支店近辺に
給水所を設置し応援しております。

様々な地域活動への
参加・支援活動
　帯広しんきんは、献血活動、交通
安全運動、清掃活動などに取り組
んでいるほか、地域のお祭りや各
種イベントに職員が積極的に参加
し、地域の皆さまとの絆を深めてお
ります。

「65歳からの貯筋ウォーキング」の開催
　帯広しんきんでは、元気で自立した生活を送るために必
要な脚力の維持と初秋の十勝の自然を満喫していただく
ことを目的に、65歳以上の方を対象として「65歳からの貯
筋ウォーキング」を開催しております。
　実施当日は爽やかな青空のもと、専門の講師によるスト
レッチおよびウォーキング指導により、80名のお客さまに
お楽しみいただきました。また、参加された皆さまには参加
賞として、十勝産の野菜等をプレゼントし、喜んでいただき
ました。

「おびしん健康クラブコーナー」の設置
　帯広しんきん各支店のロビーに「おびしん健康クラブコーナー」（ウォーターサーバー（冷水・熱湯）、緑茶
（粉末スティック）、飴（塩飴・のど飴等）、血圧計等の専用台）を設置し、ご来店いただいた皆さまにご利用い
ただいております。ウォーターサーバーに使用している水は、音更町で採取している深層地下水で、純米吟
醸「十勝晴れ」の仕込み水としても使用しております。
　また、同コーナーには、広く「健康」をテーマにした健康情報誌「おびしん健康倶楽部」を備え置きしており
ます。

「サービス介助士」の育成
　帯広しんきんは、「ホスピタリティ」を理論と実践で学び、
目配り・気遣い・心配りができる人財育成およびCS意識の
更なる向上を目的として、「サービス介助士」の育成に取り
組んでおります。「サービス介助士」とは、高齢の方や障が
いのある方のお手伝いをする際の「おもてなしの心」と「介
助技術」を学び、相手に安心していただきながらお手伝い
ができる人のことであり、公益財団法人日本ケアフィット共
育機構が認定する資格です。
　帯広しんきんの有資格者は30名となっております。

「結婚相談所（おびしんキューピット）」の開設
　帯広しんきんでは、少子高齢化の進展は地域の抱える
大きな問題の一つと考え、地域における若い世代の人口
流出や少子化に少しでも歯止めを掛け、地元十勝の発展
に資する取組みの一つとして、平成29年6月より「結婚相
談所（おびしんキューピット）」を開設しております。


