
地域とともに この一年 



16年10月、神戸を舞台としたＮＨＫ朝ドラの放映に合わせ、本店営業部ロビーで
「べっぴんさん」パネル展を開催しました。 

／平成26年9月 

兵庫の別品 

地域とともに この1年  

●連続テレビ小説「べっぴんさん」企画 ～神戸の魅力を発信～ 16/10月 

16/10月 「べっぴんさん」パネル展 

また、神戸芸術工科大学の学生が相生ペーロン祭などの地域イベントを「兵庫の
別品」として表し、翌年1月からその造形物を神戸別品博覧会で展示しました。 



平成26年度から、当行グループは子どもたちに「人を想いやる心」を舞台を通して
語りかける『こころの劇場』を応援しています。 

／平成26年9月 地域とともに この1年  

●こころの劇場への協賛 

16年10月から翌年2月まで、神戸市・尼崎市・明石市・三木市・宍粟市の5会場に
約2万人の子どもたちをご招待しました。（他社共催） 

16/10月-17/2月 



16年10月、スイーツ店巡りなどで散策を楽しむ『みかげスイーツロードと公園の 

あかり』が開催されました。 

／平成26年9月 

    

地域とともに この1年  

●みかげスイーツロードと公園のあかりへの協賛・参加 16/10月 

阪急御影・住吉支店の行員は、会場案内等のボランティアとして参加し、地域の
方々との交流を深めました。 



16年10月、尼崎市市制100周年の記念行事である『あまがすきハーフマラソン』が

開催されました。 

／平成26年9月 

    

地域とともに この1年  

●あまがすきハーフマラソンへの協賛・参加 16/10月 

尼崎統括部の行員は、完走記録証を発行するボランティアとして参加した他、 
16名の行員がマラソンに出走し、市制100周年企画を一緒に楽しみました。 



16年10月、「人・まち輝け！にしのみや」をテーマとした市民祭り『にしのみや市民
まつり』が開催されました。 

／平成26年9月 

    

地域とともに この1年  

●にしのみや市民まつりへの協賛・参加 16/10月 

西宮統括部の行員は、会場案内のボランティアとして参加し、神輿を担ぎ活気 
溢れるイベントを、地域の方々と一緒に楽しみました。 



16年11月、国指定史跡「大中遺跡」において、伝統的な楽器の演奏や火起こし 

体験ができる『大中遺跡まつり』が開催されました。 

／平成26年9月 

    

地域とともに この1年  

●大中遺跡まつり（播磨町）への協賛・参加 16/11月 

土山ブロックの行員は、来場者に銀行のオリジナルハンドタオルをお配りした他、 

駐輪場整理等のボランティアとして参加し、イベントの運営をサポートしました。 



16年11月、神戸開港150年のプレイベントとして、神戸市中央卸売市場本場で 

『市場まつり』が開催されました。 

／平成26年9月 

    

地域とともに この1年  

●市場まつりへの協賛・参加 16/11月 

兵庫統括部の行員は、来場者に銀行のオリジナルハンドタオルをお配りした他、 

エア遊具の受付係として、イベントの運営をサポートしました。 



16年11月、三木特産金物の展示直売や古式鍛錬など、多彩なイベントが催される
『三木金物まつり』が開催されました。 

／平成26年9月 

    

地域とともに この1年  

●三木金物まつりへの協賛・参加 16/11月 

三木支店の行員は、約15万人を超える来場者と一緒に地元の伝統と歴史に 
触れる一日を過ごしました。 



16年11月、豊かな自然と文化が調和する播磨路を舞台としたウォーキングイベント
『加古川ツーデーマーチ』が開催されました。 

／平成26年9月 

    

地域とともに この1年  

●加古川ツーデーマーチへの協賛・参加 16/11月 

加古川統括部の行員は、自然や歴史にふれるコースを巡りながら、地域の方々との
交流を深めました。 



地域とともに この1年  

16/11月 ●神戸マラソンへの協賛・参加 

16年11月、「“ありがとう“の42.195km」をキャッチフレーズに『第6回神戸マラソン』が
開催されました。 

今回は、約120人の行員がランナーや給水ボランティアとして参加した他、500名を
超える行員が沿道からランナーに熱いエールを送りました。 



16年12月、神戸の良さや未来を“みんな”で考えるプロジェクトにオフィシャル 
パートナーとして参加し、記念ピンバッジの着用を始めました。 

／平成26年9月 

17/1月 「神戸開港150年」パネル展 

地域とともに この1年  

●神戸開港150年記念事業 16/12月～ 

また翌年1月、2月には、本店営業部と三宮コンサルティングプラザにおいて、 
「神戸開港150年」パネル展を開催し、多くの方々にご覧いただきました。 



16年12月、『第３回小野ハーフマラソン』が開催され、小野支店の行員ランナーは、
下東条地区に残る中世の「京街道」を駆け抜けました。 

／平成26年9月 

16/12月 小野ハーフマラソン 行員ランナー 17/2月 姫路城マラソン 行員ボランティア 

地域とともに この1年  

●市民マラソンへの協賛・参加 16/12月・17/2月 

翌年2月には『世界遺産姫路城マラソン2017』が開催され、姫路統括部の行員は 
給水所ボランティアとして大会の運営をサポートしました。 



16年12月、赤穂四十七士をしのぶ、赤穂市の一大イベント『赤穂義士祭』が開催 

されました。 

／平成26年9月 

    

地域とともに この1年  

●赤穂義士祭への協賛・参加 16/12月 

赤穂支店は、店内を祭り仕様のディスプレイで飾り、はっぴ姿でお客さまをお出迎え
するなどして、地域のお祭りムードを盛り上げました。 



16年12月、阪神・淡路大震災の犠牲者の鎮魂と復興への願いから始まった『神戸
ルミナリエ』に、地域金融機関として協賛を続けています。 

／平成26年9月 

16/12月 神戸ルミナリエ 17/1月 防災訓練（神戸市灘区） 

地域とともに この1年  

●阪神・淡路大震災 関連行事への協賛・参加 16/12月・17/1月 

翌年1月、神戸市内の公園等では「1.17のつどい」や防災訓練が催され、当行行員は
救護者搬送等の訓練に参加するとともに、地域の方々と黙祷を捧げました。 



平成28年度から、兵庫県内の特別支援学校の生徒を対象に「銀行口座の利用 
方法」などの授業を行う、『金融教室』を開催しています。 

／平成26年9月 

16/7月 高等特別支援学校（三田市） 17/2月 いなみ野特別支援学校（稲美町） 

地域とともに この1年  

●金融教室の開催 16/7月・17/2月 

全国の銀行でも例のない本活動は、各方面からご好評をいただき、16年7月に 
「高等特別支援学校」、翌年2月に「いなみ野特別支援学校」で授業を行いました。 



17/1月 「特徴的な取り組み事例」表彰式 16/7月 3地域金融機関の合同記者会見 

地域とともに この1年  

17/1月 ●観光分野への取組 

17年1月、「せとうち観光活性化ファンド」を設立した当行など瀬戸内7地銀は、 
政府から地方創生につながる事例として、表彰を受けました。 

16年7月から、観光事業者を支援する「ひょうご観光活性化ファンド」に日新信用 
金庫と兵庫信用金庫が加わり、3者が連携して観光産業の振興に努めています。 



17/2月 みなとアジアサークル 発足5周年 16/11月 フィリピンビジネスセミナー 

地域とともに この1年   

17/2月 ●海外事業（アジアビジネス）のサポート 

17年2月、約350社の会員組織「みなとアジアサークル」は、発足5周年を迎え、記念
講演や懇親会を開催しました。 

会員の方々には16年11月に、労働・消費マーケットとして注目されるフィリピンを 
テーマとしたビジネスセミナーなどもご案内しました。 



17/3月 ひょうご就職応援イベント in OSAKA 17/2月 ものづくり企業への就職応援イベント 

地域とともに この1年  

17/2月～ ●就職・採用応援イベントの開催 

17年2月、兵庫県立大学（理工系）の学生に地元の製造業社を紹介する「ものづくり
企業への就職応援イベント」を開催しました。 

翌月からは、神戸市内や大阪市内で合同就職説明会を開催し、延べ600人を超える
学生と、約150社の企業に参加していただきました。 



17年2月、丹波・丹後・但馬地区で隋一の“厄神さん“と親しまれる柏原八幡神社に
おいて『柏原厄除大祭』が開催されました。 

／平成26年9月 地域とともに この1年  

●柏原厄除大祭への協賛・参加 17/2月 

柏原支店の行員は、参拝される方々に銀行のオリジナルカイロを日頃の感謝の 

意とともにお渡しし、地域の方々と交流を深める良い一日を過ごしました。 



17/3月 アグリビジネスセミナー 17/3月 出資記者会見 

地域とともに この1年  

17/3月 ●農林漁業分野への取組 

当行では、「ひょうご6次産業化ファンド」・「みなとＡファンド」で出資を行うなど、 
様々な取組を通じて、農林漁業事業者を支援しています。 

17年3月、ＪＲ西日本等と共同で農業に観光ビジネスの視点を加えた、「アグリ 
ビジネスセミナー2017」を開催しました。 



当行グループでＣＳＲ活動を担う当財団は、「兵庫リレーカーニバル」など、 
年間30以上の文化・スポーツ事業を支援しています。 

／平成26年9月 

17/4月 兵庫リレーカーニバル 

地域とともに この1年  

●みなと銀行 文化振興財団のＣＳＲ活動 

17年4月から、県内の小学生以下の子どもたちを対象に読書啓発運動『みなと 
読書チャレンジ』を実施しました。 

17/4月～ 



17/6月  外国人留学生向け合同企業説明会 17/5月 第7 回 みなと就職応援イベント in HYOGO 

地域とともに この1年  

17/5月～ ●就職・採用応援イベントの開催 
17年5月、兵庫県内の企業と優秀な学生との出会いの場を提供する「第7 回 みなと
就職応援イベント in HYOGO」を開催しました。 

翌6月、 流通科学大学（神戸市西区）と連携して、外国人留学生と県内企業を繋ぐ、
合同企業説明会を開催しました。 



17年5月、市民参加型のまつりとして、人気が高い「神戸まつり」が開催され、行員
中心の市民吹奏楽団『みなとウインズ』が特別参加しました。 

／平成26年9月 地域とともに この1年  

●神戸まつりへの協賛・参加 

また同日は、三宮統括部の行員が道案内や会場整理のボランティアとして参加し、
イベントの運営をサポートしました。 

17/5月 



17年5月、播州路に初夏を告げる一大イベント「相生ペーロン祭」が開催されました。 

／平成26年9月 地域とともに この1年  

●相生ペーロン祭への協賛・参加 

相生支店の行員は、100年近い歴史を誇るペーロン競漕に参加した他、お祭仕様の
Ｔシャツで窓口営業を行い、地域の方々と一緒にイベントを盛り上げました。 

17/5月 



地域とともに この1年  

17/6月 ●小野市との連携協定の締結 

17年6月、企業誘致や子どもたちへの金融教育、地域イベントのサポートなど、 

地域活性化に向けた、包括連携協定を締結しました。 

また、小野市の主要施策「子育て、教育の推進」の取組をサポートする金融商品 
として、『地域貢献寄付型ファンド“小野市とともに”』の取扱を開始しました。  



地域とともに この1年  

17/6月～ ●店頭ディスプレイの実施 

17年6月から県内各支店では、お客さまに銀行への親近感や季節らしさを感じて
頂く、店頭ディスプレイ（夏バージョン）を実施しました。 

武庫之荘支店では、神戸開港150年をテーマに飾り付けを行った他、西脇支店では
地場産業である「播州織」の浴衣を行員が着用して営業を行いました。 

武庫之荘支店 西脇支店 



17年6月、当行は三井住友銀行とともに、姫路市など播磨圏の8市8町の地域 
活性化に向けた連携協定を締結しました。 

／平成26年9月 

16/10月 姫路経済研究所設立の連携協定 17/6月 播磨圏8市8町との連携協定 

地域とともに この1年  

●姫路地区の活性化に向けた連携協定の締結 17/6月 

また16年10月から、姫路商工会議所及び姫路信用金庫と地域活性化に向けて 

設立した「姫路経済研究所」を通じて、地域情報の発信にも努めています。 



地域とともに この1年  

17/7月～ ●高齢者の詐欺被害 未然防止に向けて 

17年7月から、高齢の方のキャッシュカードによるATM振込を一部制限するなどして
金融犯罪の未然防止に努めています。 

同月、本店では兵庫県警と共同でチラシを配るなど、啓発活動に取り組んだ他、 
各支店の窓口でのお声掛けも継続し、各方面から感謝の言葉を頂きました。 

17/8月 感謝状贈呈式 17/7月 兵庫県警との啓発活動 



17/9月 みなと元気メッセ2017 17/7月 ビジネス交流フェア 

地域とともに この1年   

17/7・9月 ●ビジネスマッチングの取組 

17年7月、『イノベーションの創造』をテーマに異業種のマッチング機会を創出する
「ビジネス交流フェア」を開催しました。 

同年9月、自社技術や製品等をPRし、事業の拡大を図る「みなと元気メッセ2017」を
開催し、神戸国際展示場は多くの来場者で賑わいました。 



17年7月、阪神・淡路大震災からの復興を願って始まった「たなばたまつり」が 
三ツ星ベルトの本社特設会場で開催されました。 

／平成26年9月 

    

地域とともに この1年  

●たなばたまつりへの協賛・参加 17/7月 

本店営業部の行員は、人形すくいの屋台を運営し、来場された地域の方々と 

初夏の一日を有意義に過ごしました。 



知るカフェ 店内 学園都市支店 外観 

地域とともに この1年  

17/7月 ●学園都市支店の移転・オープン 

17年7月、神戸市営地下鉄の学園都市駅ビル内に「知るカフェ」を併設した全国初の
銀行店舗『学園都市支店』がオープンしました。 

「知るカフェ」は、学生の方々が無料でドリンクを楽しみながら、将来の就職に役立つ
企業情報に触れ、企業説明会に参加できることから、好評を頂いています。 



17年7月、社殿前に作られた茅の輪をくぐり無病息災を祈る、伝統的な夏祭り 
「長田神社夏越祭」が開催されました。 

／平成26年9月 

    

地域とともに この1年  

●長田神社夏越祭への参加 17/7月 

神戸西統括部の行員は、神社の歴史に触れながら銀行のオリジナルうちわを 
参拝者へお配りするなどして、地元に根付くイベントを一緒に楽しみました。 



地域とともに この1年   

17/7月 ●大阪フィルハーモニー交響楽団 神戸公演への協賛 

平成28年度から、地域のお客さまへの感謝の意から、三井住友銀行と共同で 
大阪フィルハーモニー交響楽団の演奏会を開催しています。 

当日は、およそ1,600人の方々がご来場され、ドヴォルザーク／チェロ協奏曲など、
約2時間の演奏を楽しんで頂きました。 



17年7月、姫路港のＰＲと周辺地域の活性化を目的に「姫路みなと祭」が開催され
ました。 

／平成26年9月 

    

地域とともに この1年  

●姫路みなと祭への協賛・参加 17/7月 

姫路南ブロックの行員は、会場に向かう方々に銀行のオリジナルうちわをお配り
した後、絶え間なく打ち上げられる花火大会を来場者と一緒に楽しみました。 



17年8月、地域特産品（豊岡鞄）の守護神として祀られる、柳の宮神社において、
但馬地域最大の夏祭り「豊岡柳まつり」が開催されました。 

／平成26年9月 

    

地域とともに この1年  

●豊岡柳まつりへの参加 17/8月 

豊岡支店の行員は、来場者に地元の名水をお配りした他、祭会場で清掃活動にも
取り組み、まつりの運営をサポートしました。 



17年8月、約300年前から続く尼崎の夏の風物詩「貴布禰神社 尼崎だんじり祭」が
開催されました。 

／平成26年9月 

    

地域とともに この1年  

●貴布禰神社 尼崎だんじり祭への協賛・参加 17/8月 

尼崎統括部の行員は、地域ならではの伝統に理解を深めながら、銀行のオリジナル
うちわを来場者へお配りするなどして、地元の方々と触れ合う一日を過ごしました。 



17年8月、60年の歴史と伝統的な踊りで、兵庫県下で最大級の花火の祭典として
有名な「淡路島まつり」が開催されました。 

／平成26年9月 

    

地域とともに この1年  

●淡路島まつりへの協賛・参加 17/8月 

洲本支店の行員は、島内外からお越しになられた方々にうちわをお配りし、市内を
練り歩く踊り子連などを一緒に楽しみました。 



同年8月には、神戸市立博物館において「楽しんで学べる夏休みイベント」として、
お金の役割や大切さについて、クイズを交えて学ぶ『マネー教室』も開催しました。 

／平成26年9月 地域とともに この1年  

●ワークショップの開催 ～春休み・夏休み企画～ 

17年3月、「神戸開港150年記念企画」として、兵庫県立美術館で“神戸の港や街”を
イメージした『ワークショップ』を開催しました。 

17/3月・17/8月 

17/8月 マネー教室 17/3月 春のワークショップ 



17年8月、「日本遺産」に認定されている「丹波篠山デカンショ祭」が開催されました。 

／平成26年9月 

    

地域とともに この1年  

●丹波篠山デカンショ祭への協賛・参加 17/8月 

篠山支店の行員は、ヤグラ総踊りに参加し、地域の歴史に触れ、地域の方々との
交流を深める良い一日を過ごしました。 



小野支店は、店内を祭仕様のディスプレイで飾った他、踊り子さん専用の給水所
のボランティアとして参加し、地域のお祭りをサポートしました。 

／平成26年9月 

    

地域とともに この1年  

●小野まつりへの協賛・参加 17/8月 

17年8月、関西最大級のダンスイベント「おの恋おどり」等が人気の『小野まつり』が
開催されました。 



観戦された皆さまには、地元チームへの応援で盛り上がるスタジアムの雰囲気と 
迫力あるプロチームの試合を楽しんで頂きました。 

／平成26年9月 地域とともに この1年  

●ヴィッセル神戸 無料観戦会 ～夏休み企画～ 17/8月 

17年8月、当行がオフィシャルスポンサーの「ヴィッセル神戸」公式戦に、『兵庫県政
150周年』にちなんで、県内の子どもたち（150名）をご招待しました。 



伊丹支店の行員は、河川敷警備等のボランティアとして参加し、地域の方々と交
流を深めながら、夏休み最後の土曜日の夜を有意義に過ごしました。 

／平成26年9月 

  

地域とともに この1年  

●いたみ花火大会への協賛・参加 17/8月 

17年8月、花火を音楽でリズミカルに表現した音楽連動花火等が有名な「いたみ 
花火大会」が開催されました。 



 みなと銀行は、「地域になくてはならない銀行」を目指し、 
 

地域経済の発展に貢献してまいります。 

～地域のみなさまとともに歩みます～ 


