
SHIBASHIN 

RECRUITING GUIDE 2024

この街を、もっと
夢が叶う場所に。
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入職案内をご覧いただきありがとうございます。

私たち“しばしん”は、港区に構える本店をはじめとして、都心に多くの支店を持つ信用金庫です。

都会だけど、地元。故郷ではないけれど、根をおろす場所。

住まう方々の思いは色とりどり、様々な夢や希望にあふれています。

私たちの使命は、その一つひとつの思いに寄り添い、お客様の夢の実現に向けて支えていくことです。

しばしんの職員はこの使命のもと、向上心と思いやりを持って日々働いています。

こうした私たちの姿勢に共感し、共に働いてみたいと思っていただける方のご応募を、

心からお待ちしております。

港区

1. 本店営業部

2. 新橋支店

3. 三田支店

4. 高輪支店

5. 白金支店

千代田区

6. 神田支店

中央区

7. 日本橋支店

品川区

8. 不動前支店

9. 荏原町支店

10. 大井支店

11. 大森駅前支店

目黒区

12. 碑文谷支店

13. 西小山支店

 ［ 14. 小山支店 ］

世田谷区

15. 代沢支店

16. 桜新町支店

17. 深沢支店

18. 尾山台支店

大田区

19. 長原支店

20. 大森支店

21. 梅屋敷支店

22. 蒲田支店

23. 雪が谷支店

24. 御岳山支店

25. 田園調布支店

26. 仲池上支店

27. 千鳥町支店

28. 蓮沼支店

29. 鵜の木支店

30. 矢口支店

31. 新蒲田支店

32. 雑色支店

練馬区

33. 田柄支店

中野区

34. 沼袋支店

杉並区

35. 上井草支店

調布市

36. 仙川支店

町田市

37. 鶴川出張所

店舗一覧

横浜市

38. あざみ野支店

39. 荏田支店

40. 藤が丘支店

41. 尻手駅前支店

 ［ 42. 幸支店 ］

 ［ 43. 川崎大師支店 ］

44. 菊名支店

45. 鴨居支店

川崎市

46. 溝ノ口支店

47. 新城支店

48. 武蔵小杉支店

融資特化型オフィス

49. 赤坂オフィス

50. 恵比寿オフィス

2022年9月末現在  ※［］内は店舗内店舗



お客様と一緒に、成長しながらキャリアを歩む。

　就職活動では、多くの企業を見られる良い機会だと思い、業界にこだ
わらず様々な企業を見ていました。選考を受けるために、いろいろな街
へ行っていましたが、ある時その先々にある信用金庫という存在が気に
なりました。銀行との違いは何だろうと思い、地元のしばしんを受けて
みることにしました。そこで信用金庫について詳しく知ることができ、支
店訪問で出会った先輩職員が若くして活躍しており、こんな人になりた
いと思ったことを決め手に、しばしんへ入職しました。
　現在は営業課の「お客様サポート担当」として、新規や既存の法人顧
客を訪問し、金融支援・本業支援を行っています。主な業務は、訪問し
たお客様の融資相談対応や融資申請書・契約書の作成などです。また、
提携する外部専門機関と連携し、お客様の本業支援も実施しています。

　しばしんには、数十年にわたって取引いただいているお客様がたくさ
んいます。これまでも多くの担当者が訪問しているため、お客様に名前を
覚えてもらうことは簡単ではありません。だからこそ、「しばしんさん」で
はなく「水津さん」と言っていただけた時は、お客様の印象に残る存在に

いろいろな人を支えられる。そんな職員になりたかった。

誠実な対応が、信頼に変わると信じて。

なれたと実感でき、この仕事をやっていて良かったと思えます。
　嬉しい瞬間がある一方、辛いと感じる場面もあります。例えば、融資
の審査結果をお客様に伝える時。せっかくご相談いただいたのに、融資
をお断りしなければならない時は、非常に心苦しいです。それでも、結
果はできるだけ早くお伝えし、またお困りの際にはご相談いただけるよ
う、誠意を持って対応することを心がけています。

　最近印象に残っている出来事は、コロナ禍で売上が減少していたお客
様の融資相談を受けたことです。そのお客様はすでに複数の借入があり
ましたが、毎月の返済を負担に感じておられました。そこで、今後の事
業計画や資金計画を一緒に作成することにしたのです。まずは社長に
専門機関へご相談いただいて、事業計画を作成してもらい、完成した資
料を私が確認しました。そして、複数の借入金をしばしんでまとめ、返
済金額の負担を軽減。結果的に売上は回復し、今でも作成した事業計
画に沿って、事業を継続しています。二人三脚でお客様を支えられる
醍醐味と、その喜びを実感した出来事でした。
　私たちは多種多様な業種のお客様を支援していますが、そのニーズは
様々です。これからは融資だけでなく、経営支援に対するご提案もでき
るよう、成長したいと思います。

お客様と共に悩み、考える醍醐味がある。

総合職 ｜ 営業課 ｜ 2017年入職 ｜ 文理学部 地理学科 卒水津 俊輝 Suizu Toshiki

営業課員 しばしん一問一答
入職する前に知っておきたい、仕事やプライベートのことについて、アンケートで聞いてみました。

実際に入職すると多くの職員が体験するエピソードを紹介します。

営業課員は、雨の日もレインコートを着て外訪活動を行います。
入職前に雨の日でもお取引先へお伺いするとは聞いていました
が、雨の冷たさや極力スーツやカバンを濡らさないよう気を遣う
必要があるなど、想像以上に大変でした。しかし、だからこそお
客様には「雨の中、わざわざ来てくれてありがとう」と感謝される
こともありますし、何より顔を覚えていただけるので、どんな時も
頑張って外訪活動を続けたいと思います！

やっぱり大変！ 雨の日の外訪活動

Suizu Toshiki

若手の職員が多く、想像以上に相談しやすい環境
でした。入職前に支店訪問をしていたので、残念
だったことは特にありませんでした。

Suizu Toshiki

話しやすい環境だと思います。先輩たちがしてくれ
たように、自身も後輩が相談しやすい雰囲気を作
ることを心がけています。

Suizu Toshiki

コンビニでお弁当を買うことが多いですが、時々
お客様のお店で惣菜を買うこともあります。

Shibashin

入職前後のイメージギャップはありますか？

Shibashin

職場や職員の雰囲気を教えてください。

Shibashin

お昼は何を食べていますか？

Suizu Toshiki

ボールペンです。ある社長に「お客様はそれなりの
想いを持って、契約書にサインをするんだよ。」と
教わったことから、奮発して買いました。

Suizu Toshiki

なるべく外に出て、新しい体験をすることです。

Suizu Toshiki

お客様の目線に立った対応を心がけています。

Shibashin

仕事での必需品は何ですか？

Shibashin

自分なりのリフレッシュ方法を教えてください。

Shibashin

仕事をする上で大切にしていることはありますか？

しばしんあるある

SHIBASHIN’S COMMON THINGS



地元としばしんのために、できることを増やしたい。

　大学では経済学を専攻していたので、漠然とお金を扱う仕事をしたい
と思っていました。そのため、就職活動は金融業界に絞っており、メガバ
ンクや地方銀行など、十数社ほど企業を見ていました。当初、信用金
庫は見ていませんでしたが、ふと「信用金庫も金融機関だな」と思い、選
考を受けてみることに。当時は一般職を志望していたので、一般職の募
集があったしばしんへ応募しました。選考では職員の印象が非常に良
く、また地元の金融機関なので地元貢献にもつながると思ったことが、
入職の決め手です。
　入職後は一般職として働いていましたが、3年目にコース変更制度を
利用して、一般職から総合職になりました。今は融資課で、融資の受
付担当としてご来店されたお客様ごとの融資申請書作成、契約書類の
確認や営業担当者との同行訪問など、様々な業務を行っています。

　融資課では、様々な業種のお客様と接するため、それまで自分が知ら
なかった業界を知ることができるのは面白いです。工場を訪問して、商
品の製造過程などを見学できるのは、この仕事の醍醐味ではないでしょ

こんな人と働きたいと、思える職員がたくさんいた。
うか。実際に、お客様の事業内容がわかると、融資申請書も作成しやす
くなるので、訪問できるお客様はなるべく訪問するようにしています。
　逆に大変だと感じるのは、常に勉強しないといけないことです。金融
業界は法令改正などが多々あり、商品内容や注意事項はきちんと理解
しておかなければなりません。時には、プライベートの時間に勉強しなけ
ればならないこともありますが、そこは金融のプロとして自己研鑽を怠ら
ないように心がけています。

　今までで印象に残っているのは、コース変更制度を利用して一般職か
ら総合職に転換したことです。せっかく金融機関で働いているのであれ
ば、融資などの業務も経験したいと思ったことがきっかけでした。利用
した人が少なかったので躊躇していましたが、上司に背中を押してもら
い挑戦してみることに。結果的に無事、コース変更することができまし
た。融資課の業務は初めてのことがたくさんありましたが、一般職を経
験したからこそ、効率的に進められることもあり、それまでの経験が無駄
ではなかったと思えたのは嬉しかったです。
　まだ融資の経験が少なく、周囲にフォローしてもらうこともあります
が、今後は自分ひとりでも対応できるよう、様々な案件に携わりスキル
アップしていくことが、今の目標です。

支えられた分、いつかは誰かを支える職員に。

総合職 ｜ 融資課 ｜ 2018年入職 ｜ 経済学部 国際経済学科 卒加藤 幸恵 Kato Yukie

融資課員 しばしん一問一答
入職する前に知っておきたい、仕事やプライベートのことについて、アンケートで聞いてみました。

実際に入職すると多くの職員が体験するエピソードを紹介します。

融資課の業務は融資申請書を作成するだけではありません。例
えば、各企業の信用リスクをリスト化する自己査定や、決算書
をもとにお客様の今後の業況を分析するといったことも重要な
仕事です。もちろん、お客様が来店された際は、その相談にも対
応します。そうした様々な業務をこなしていると、時 ど々れを優
先すべきか混乱してしまいます。初めは苦労することも多いです
が、今では先を見据えて行動できるようになりました。

どれをやる？ タスク管理が超重要

Kato Yukie

平日の生活が規則正しくなりました。
朝は毎日、6時半に起きています。

Kato Yukie

お客様対応や稟議書の作成は基本的に自席で行うので、
業務のほとんどは店内で行います。しかし、営業担当者と
同行訪問をすることもあるので、外出することもあります。

Kato Yukie

寝ることです。寝るとリセットすることができるので、
休日はたくさん寝ています。

Shibashin

学生時代と一番変わったと感じることは何ですか？

Shibashin

融資課員は店内での業務がほとんどですか？

Shibashin

自分なりのリフレッシュ方法を教えてください。

Kato Yukie

思ったより良かったのは、先輩職員が親切だったと
ころです。思ったより残念だったのは、紙を扱うこ
とが想像以上に多く、ファイリング作業がたくさん
あることです。

Kato Yukie

しばしんの手帳です。手帳には西暦や年齢早見表、
印紙代が一覧で掲載されているページがあるので、
いつでも確認できるように持ち歩いています。

Kato Yukie

自己研鑽は怠らないようにしています。

Shibashin

入職前後のイメージギャップはありますか？

Shibashin

仕事での必需品は何ですか？

Shibashin

仕事をする上で大切にしていることを教えてください。

しばしんあるある

SHIBASHIN’S COMMON THINGS

新しいことを知る、喜びと苦労がある。



地域としばしんの、架け橋になる。

　人の生活を支える仕事がしたかったこと。特に、お金は生活の中心だ
と考え、金融機関を志望していました。様々な企業を見ましたが、地域
に寄り添う信用金庫は、自分の性格に合っていると感じ、いくつかの信
用金庫に応募しました。その中でもしばしんは、アットホームな雰囲気
だったことを覚えています。支店訪問で話を聞いた支店長と職員の関係
性がとても良く、こういう環境で働きたいと考えて、入職を決めました。
　一般職の仕事は、窓口業務と後方事務に分かれます。窓口業務は窓
口にてお客様を対応し、後方事務は窓口で受けた手続きや営業課員が
お客様から預かった手続きを主に対応しています。私は今、後方事務と
して電話対応や本部との書類授受、各種手続きなどを担当。また、混
雑時には窓口業務をすることもあり、担当業務に限らず全員で協力しな
がら支店を運営しています。

　仕事でやりがいを感じる瞬間は、お客様のお役に立てたと思える時で
す。例えば、窓口でお客様に良い商品をご提案できた時や、手続きを
ご案内した時に、「ありがとう」といった言葉をいただけると嬉しいです。

地域の暮らしを支える仕事を。

「ありがとう」のために、頑張りたい。

感謝されることはもちろんですが、勉強した知識を活かせたことに自分
の成長も実感できるので、頑張って良かったと思えます。
　事務課の仕事は、速さと正確さが求められるので、時には苦労を感
じることもあります。複数の手続きを同時に行う場合は、確認する箇所
が多く、また機器に入力する際も誤入力がないよう集中力が求められま
す。そのため、手続きの際に焦らないよう、各種書類の改訂情報は常に
確認しています。

　仕事の中で印象に残っている出来事は、貸金庫の手続きを初めて任
されたことです。通常は副支店長の業務ですが、私が電話で問い合わ
せを受けたことから任せてもらえました。初めての業務だったので、上司
がお客様に対応し、私は事務作業を担当することに。当日に向けて事
務取扱要領を読み込み、先輩にも助けてもらいつつ入念に準備をしまし
た。その甲斐あって、お客様が来店された際はスムーズに対応することが
でき、「神谷さん、ありがとう」と仰っていただけました。上司からも褒め
てもらえたので、成功体験として思い出に残っています。
　今後はデジタル化が進みますが、だからこそご来店くださるお客様に
対応する私たちの業務が、重要になるはずです。これからもたくさんの
「ありがとう」をいただけるよう、専門性を高めていきたいと思います。

来店して良かったと、思ってもらえる職員になる。

一般職 ｜ 事務課 ｜ 2019年入職 ｜ 法学部 法律学科 卒神谷 美由紀 Kamiya Miyuki

事務課員 しばしん一問一答
入職する前に知っておきたい、仕事やプライベートのことについて、アンケートで聞いてみました。

実際に入職すると多くの職員が体験するエピソードを紹介します。

事務課で対応する手続きやその書類は日々、ルールや内容が改
訂されています。そうした改訂は社内ポータルサイトで確認でき、
更新があると事務課共有のパソコンで印刷して、後で見返せるよ
うにファイリングをしています。また、毎日の事務連絡も同様に印
刷をしているため、気づいたらファイルが紙でいっぱいになって
しまっています。時々、どの情報がどこにあるかわからなくなるの
で、きちんと管理しなければなりません。

情報も、書類も盛りだくさん！

Kamiya Miyuki

座って仕事をすることが多いので、ロビーの点検
や書類を綴じるなど、なるべく動くようにしてい
ます。休日も運動することを心がけています。

Kamiya Miyuki

思ったより気さくなお客様がたくさんいて、何気な
い会話が多いです。残念だったのは、異動先によ
って通勤時間が長くなる場合もあることです。

Kamiya Miyuki

マーカーです。書類確認の際は欠かせません。

Shibashin

自分なりのリフレッシュ方法を教えてください。

Shibashin

入職前後のイメージギャップはありますか？

Shibashin

仕事での必需品は何ですか？

Kamiya Miyuki

丁寧な接客と何度も確認することです。

Kamiya Miyuki

優しい人が多く、穏やかな雰囲気です。何でも聞
きやすいので、本当に恵まれていると感じます。

Kamiya Miyuki

帰宅後はストレッチや読書などをして、リラック
スしています。コロナ前は大学時代の友人と食
事に行くこともありました。

Shibashin

仕事をする上で大切にしている
ことを教えてください。

Shibashin

職場や職員の雰囲気を教えてください。

Shibashin

オフの過ごし方を教えてください。

しばしんあるある

SHIBASHIN’S COMMON THINGS



内定者に聞く、就活まる秘アドバイス！ 4名のしばしん内定者に、就活についての様々なアドバイスを聞いてみました。
企業選びのポイントや気分転換の仕方など、少しでも皆さんの参考になれば幸いです！

どうやって気分転換をしていましたか？

私は体を鍛えることが好きなので、音楽を聞き
ながら筋トレをしていました。体を動かすとよく
寝られるので、気持ちを切り替えることができま
した。

最後に、就活生へメッセージを
お願いします。

就活を頑張ることは大切ですが、ずっと気を張り
すぎると心身がつかれてしまうので、時には趣味
など就活のことを考えない時間を作ることも大切
だと思います。

就活での失敗談を教えてください。

エントリーシートを、間違えて違う企業に送って
しまったことがあります。自分はそういうミスをし
ないと思っていたので、それ以降は何度も確認す
るようになりました。

振り返って、やっておけば良かったことは
何ですか？

説明会での質疑応答の時間に、もっと自分の聞
きたいことを聞いておくべきだったと思います。

信用金庫を選んだ理由は？

父親が自営業を営んでおり、そうした個人事業主
の方をサポートする仕事がしたいと思い、信用
金庫を選びました。

就活中、参考になったアドバイスなどを
教えてください。

「一番何を伝えたいかを、一文にまとめること」
です。面接で話す内容を忘れたり、うまく話せな
かったりした時に、大学の就活支援の方に教わ
りました。

業界や企業選びのポイントは？

自分が働く上で何を一番に優先するかがポイン
トだと思います。優先するものが見つかってから
は、業界や企業選びの中で迷うことはほとんど
ありませんでした。

しばしんへ入職を決めた理由は何ですか？

職員の方々の雰囲気がとても良かったからです。
また、都内だけでなく地元の神奈川県にも店舗
があるので、地元にも貢献できると思ったことも
大きな決め手でした。

振り返って、やっておけば良かったことは
何ですか？

企業研究は自分が何を重視するか明確でない
と、意味がありません。自己分析は就活の基礎
なので、もっと早くから取り組んでおけば効率も
上がったのではないかと思います。

最後に、就活生へメッセージを
お願いします。

気になることや不安なことは、友人や家族、しば
しんの採用担当に相談してみてください。ひとり
で抱え込まず、周りにも頼りながら納得いく就活
をしていただければと思います。

自分なりの面接対策を教えてください。

面接では何を話すかだけでなく、表情や姿勢も
重要です。そのため、面接練習では全身鏡の前
に座って、自分が面接官にどう見えているかを
確認していました。

就活での失敗談を教えてください。

エントリーシートを郵送で提出する際に、印鑑
を押し忘れてしまったことがあります。投函後に
気づき、それからは提出書類を最低3回は確認す
るようになりました。

信用金庫を選んだ理由は？

対面でのコミュニケーションを大切にしていると
ころに惹かれました。コロナ禍を経験し、人と顔
を合わせる大切さを痛感したので、「Face to 
Face」の価値観に共感しました。

就活中、参考になったアドバイスなどを
教えてください。

「面接は一方的に自分が見られるのではなく、
自分も企業を見る機会」という言葉です。見られ
ることを過度に意識すると緊張してしまうので、と
ても救われました。

業界や企業選びのポイントは？

私は自分の努力がお客様の喜びになること、それ
を実感できる仕事かどうかという軸で、企業を
選びました。自分がそこで働くイメージができる
かどうかも、大切だと思います。

しばしんへ入職を決めた理由は何ですか？

支店訪問をして実際の職場を見た時に、その雰
囲気が自分に合っていると感じたこと。また、職
員の方に親身になって話を聞いてもらい、安心
したことで入職を決めました。

どうやって気分転換をしていましたか？

定期的に友人と会ってリフレッシュしていました。
お互いを励まし合えたり、旅行など楽しみな予
定を計画することで、モチベーションを維持でき
たと思います。

内定をもらえた理由は何だったと
思いますか？

面接官に自分の人柄をしっかり伝えることができ
たからだと思います。今までやってきたことに自
信を持ち、緊張しすぎず、落ち着いて面接に臨
みました。

自分なりの面接対策を教えてください。

「長く話しすぎない」ことは気を付けていました。
一文に情報を詰め込みすぎると、その後の会話
が広がりづらいので、簡潔に話すことを意識して
いました。

就活での失敗談を教えてください。

初めての面接では緊張しすぎて声が震えてしま
い、面接官の人に気を遣わせてしまったことで
す。せっかく話す内容を考えても、本番で伝えな
ければ意味がないと反省しました。

しばしんを知ったきっかけを
教えてください。

住んでいるエリアにしばしんの支店があったの
で、もともと存在は知っていました。ですので、就
活で信用金庫に業界を絞った際は、自ずと選択
肢に入っていました。

就活中、参考になったアドバイスなどを
教えてください。

「もっとリラックスして、会話を意識すること」で
す。このアドバイスのおかげで、面接に対する苦
手意識がなくなり、伝えたいことをスムーズに話
せるようになりました。

信用金庫を選んだ理由は？

「地域密着」の存在であり、お客様とより近くで関
われる点に魅力を感じました。経済面はもちろ
ん、生活そのものをサポートできると思い、志
望しました。

しばしんへ入職を決めた理由は何ですか？

人事の方の温かい人柄に惹かれたからです。い
ち学生に対して、こんなに物腰柔らかく接してく
れるのかと感動しました。こんな人になりたいと
思ったのが、入職の決め手です。

内定をもらえた理由は何だったと
思いますか？

自分の強みや頑張ってきたことと志望動機をきち
んと結びつけ、熱意を持って伝えることができた
からだと思います。

最後に、就活生へメッセージを
お願いします。

就活中は思うようにいかないことが多くあると思
いますが、社会に接し、また自分と向き合うこと
で、大きく成長しているはずです。焦らずに頑張
ってください！

振り返って、やっておけば良かったことは
何ですか？

インターンシップに参加することです。インターン
シップに参加していた就活生は、業界のことを早
くから知っているなど、面接に慣れている印象で
した。

どうやって気分転換をしていましたか？

イヤホンやヘッドホンをつけて音楽を聴いていま
した。完全に自分の世界に入り、曲に乗ったり、
わくわくすることを想像したりして気分転換して
いました。

しばしんへ入職を決めた理由は何ですか？

採用担当の方が気さくに接してくれたり、質問に
丁寧に答えたりしてくれたことで、温かさを感じ、
そうした雰囲気の職場で働きたいと考えました。

自分なりの面接対策を教えてください。

面接官としっかり話をすることを大切にしていま
した。ですので、話すことをまるまる覚えるのでは
なく、要点だけをまとめて面接に臨むようにして
いました。

信用金庫を選んだ理由は？

大学の研究で新規就農者の方に話をお伺いし
た際、初期費用などの面で経済的な困難がある
という話を聞き、そうした地域の人を支える仕事
がしたいと考えたからです。

就活中、参考になったアドバイスなどを
教えてください。

「就活は第一印象が重要」というアドバイスをも
らったので、服装などの外見は清潔感を意識し
ていたのと、ハキハキとさわやかな挨拶を心がけ
ていました。

国際関係学部
国際関係学科

佐藤 浩司
Sato Koji

国際食料情報学部
食料環境経済学科

村井 悠一郎
Murai Yuichiro

文学部
日本語日本文学科

中根 渚
Nakane Nagisa

経済学部
経済経営学科

田口 碧生
Taguchi Aoi
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※小山支店は改装中のため、西小山支店の店舗内店舗として営業しています。
※幸支店・川崎大師支店は、尻手駅前支店の店舗内店舗として営業しています。
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採用担当者として大切にしていることは、学生の皆さんの本音を聞くことです。
そのために、面接ではなるべく話しやすい雰囲気作りができるよう、心がけて
います（ただし、時には難しい質問をすることもありますよ！）。面接の主役は
皆さんです。臆せず自信を持って、自分自身の言葉で想いを語ってくれること
を期待しています！　　

2025年に金庫創立100周年を迎えるしばしんでは、これまで以上に地域社
会の活性化や持続的な発展に向けた取り組みを進めています。現在、新型
コロナウイルス感染症拡大の影響で、危機的な経営状況に直面している中
小企業が多くあります。そうした企業をサポートするためにも、しばしんの経
営理念に共感できる人に入職してもらいたいと思います！

採用担当者からのメッセージ
採用担当者の2人から、しばしんを志望する学生の皆さんへメッセージをもらいました！

芝信用金庫 新卒採用サイト

採用情報・エントリーはこちらから

芝信用金庫 マイナビ2024

人事部 部長

大塚 義幸
Otsuka Yoshiyuki

人事部 課長

北濱 皓史
Kitahama Koji


