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Ⅰ.地域密着型金融の推進に関する基本的な方針 

地域密着型金融の推進に関する基本的な方針 

地域密着型金融は、当行の経営理念を実践するための具体的な方策のひとつであり、 

経営理念 「地域のみなさまとともに歩みます～金融・情報サービスの提供を通じて、地域に貢献します～」及び 

「ＣＳＲ」の定義（※）に基づき、推進を行ってまいります。 

地域発展への更なる貢献 

お客さま目線での商品・サービス提供 

持続的成長に向けた態勢整備 

・ 地域戦略部の設置 

・ 地域の成長分野に対する支援強化 

・ 金融円滑化への恒常的な取組み 

・ ビジネスマッチング業務の更なる強化 

・ 事業承継業務への積極的な取組み 

・ ダイレクトバンキング部の設置 

・ 相続相談業務の拡充 

・ ラインナップの充実 

・ グループ会社機能の充実 

・ お客さまサポート機能の充実 

・ 人材の育成及び活性化 
・ 自己資本の充実と管理の向上 
・ システム基盤の充実 

・ コンプライアンスの徹底 
・ リスクマネジメントの強化 
・ ALM管理の強化と高度化 

主要施策 

Copyright © The Minato Bank, Ltd. 2017 All Rights Reserved. 

※当行の「「CSR」の定義 

 

事業を遂行する中で、 

①お客様、②株主・市場、③
社会・環境、④従業員に、よ
り高い価値を提供すること
を通じて、地域社会の持続
的な発展に貢献していく。 

当行は、「地域密着型金融の推進に関する基本的な方針」を定めるとともに、中期経営計画『“みなと Innovation 3”～ 更なる「進化」に向けた挑戦 
～』の主要施策の着実な実践を通じて、地域密着型金融を推進しております。 

◆ 中期経営計画   “みなと Innovation ３” 

          ～ 更なる「進化」に向けた挑戦 ～ (平成26～28年度) 
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Ⅱ.平成28年度の取組み状況について 

平成26年度よりスタートさせた中期経営計画 『“みなと Innovation 3”～ 更なる「進化」に向けた挑戦 ～』 （平成26年度～平成28年度）の主要施策と
して、「地域発展への更なる貢献」 「お客さま目線での商品・サービス提供」「持続的成長に向けた態勢整備」を掲げ、地域密着型金融の推進に積極
的に取り組みました。 

■ セミナー・イベント等の模様 

◆「アグリビジネスセミナー2016」の開催（29/3） 

◆｢みなと就職応援イベント in  OSAKA｣の開催（28/6,29/3） ◆「みなと元気メッセ2016」の開催（28/9） 

平成28年6月と平成29年3月に、合同
就職説明会「ひょうご就職応援イベント 

in OSAKA」を開催し、のべ学生395名
と企業91社に参加いただきました。 

平成28年9月、ビジネスマッチングの

チャンス創出を目的として「みなと元気
メッセ2016」を開催し、40社・団体のお
取引先に出展いただきました。 

 平成29年3月、兵庫県と共同で女性

の起業を支援する「みなとべっぴん
フォーラム2017」を開催し、県内外から
女性起業家など49名に参加いただきま
した。 

平成29年3月、JR西日本等と共同で、
「アグリビジネスセミナー2017」を開催し
ました。 “農業”の国際的な動きにイン

バウンドなど“観光”の視点も加えた講
演会を実施した他、展示会では、15企
業・団体がブースを出展しました。 

◆「べっぴんさんフォーラム2017」の開催（29/3） 
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【金融円滑化への恒常的な取組み】 

企業のライフステージ別の主要施策 具体的な取組状況等 

 （29/3）女性起業家・創業者を対象とした、起業・創業セミナー「みなとべっぴんフォーラム2017」を開催 
  参加者数 49名、個別相談 23名 
 
 日本政策金融公庫との連携による創業者向けローン「船出」の継続推進 
 
 兵庫県施策「キラリひょうごプロジェクト」（クラウドファンディング）へ対応、取引先4社推薦 
 
 神戸市ベンチャー企業育成事業「神戸スタートアップオフィス事業」にパートナー企業として継続参画 

（1） 
創業・ 
新事業支援 

政府機関・公的機関と連携した経営支援 

（2） 
成長段階に
おける支援 

① ビジネスマッチングの強化 
 
 
 
② 成長分野・企業向け商品の提供 
 
 
 
③ 海外進出・進出予定先への有用な情報提供 
 
 
 

 「ものづくりアドバイザー」による技術系「ものづくりマッチング」への取組強化 
 
   28年度 ビジネスマッチング紹介件数 (「ものづくりマッチング」含む) 765件  成約件数 187件 
 
 （28/7）「みなと会ビジネス交流フェア」の開催、出展数 49社・団体、商談数 140件 

 
 （28/9）「みなと元気メッセ2016」の開催、出展数 40社・団体、商談数 281件 

 
 （28/7）「みなと次世代サポートファンド」の取扱開始 
 
 （28/8）みなと地域貢献寄贈型銀行「保証付私募債「あゆみ」の取扱開始 

 
 （28/6）「Mfairバンコク2016ものづくり商談会」を兵庫県と連名共催 

 
 （28/7）「みなと為替セミナー2016」を開催 

 
 （28/9）「ＦＢＣ上海2016ものづくり商談会」を兵庫県と連名共催 

 
 （28/11）「フィリピン・ビジネスセミナー」開催 
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1. お取引先に対するコンサルティング機能の発揮 

Ⅱ.平成28年度の取組み状況について 



  

5 

企業のライフステージ別の主要施策 具体的な取組状況等 

（3） 
経営改善・ 
事業再生 
支援 

外部機関・認定支援機関等との更なる連携を通じ
た実践的な対応 

 
 

 各種補助金セミナーの開催 
  （10/19） 三宮会場 来場者数 70名、個別相談件数 11件 
  （10/20） 尼崎会場 来場者数 24名、個別相談件数  4件 
  （10/21） 姫路会場 来場者数 63名、個別相談件数  5件 
 

 

（4） 
事業承継 
支援 

事業承継コンサルティングを活用した地域企業と
のリレーション強化 

 （28/8～10）「みなとマネジメントスクール2016」の開催 受講者 18名 
 Ｍ＆Ａ・事業承継セミナーの開催 
  神戸地区（28/9 29/2） 小野地区（29/2）  姫路地区（29/3） 

【高齢者向け取引への取組み】 

主要施策 具体的な取組状況等 

（1）相続業務の拡充 

（2）高齢者サポート機能の充実 

 
 株式会社朝日信託、三井住友信託銀行と提携したセミナーや相談会を開催 
   朝日信託相談会 241回、法律・税務相談会 15回、三井住友信託セミナー 38回 
   

 地域見守り協定を締結 (伊丹市、稲美町、加古川市、加西市、宝塚市)  
 行員向け「サービスケア研修」の実施 
 行員向け「サービスケアマネージャー研修」の実施 

【ネット・モバイル社会への対応】 

主要施策 

（1）スマホ等ダイレクトチャネルの充実 
 
（2）eメールやネットプロモーションを活用した提案力強化 

具体的な取組状況等 

 
 （28/6）ATMによる個人インターネットバンキング契約申し込み受付を開始 
 （28/10）Web講座振替受付サービス開始 
 （29/3）スマホからの普通預金口座開設申し込み受付を開始 
 （29/3）タブレット端末による投信、公共債、外貨預金の約定ペーパレス化 

 

Copyright © The Minato Bank, Ltd. 2017 All Rights Reserved. 

Ⅱ.平成28年度の取組み状況について 
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【地方創生への取組み】 
主要施策 具体的な取組状況等 

（1）行政、公的・民間機関との連携強化 

 （28/4～12）兵庫県と連携して県内9ヵ所で商店街活性化セミナー開催 延べ119名参加 
         （新長田、塩屋、明石、姫路、社、宝塚、豊岡、洲本、丹波） 
 （28/5）「第6回みなと就職応援イベント in HYOGO」を開催 参加企業 26社、参加学生 236名 
 （28/6）県受託事業「ひょうご就職応援イベント in OSAKA」を開催 参加企業 45社、参加学生 210名 
 （28/6）姫路市と成長分野ビジネスプラン事業化推進事業に関し覚書締結 
 （28/7）神戸商工会議所と「産業イノベーションセミナー（ヘルスケアビジネスの最前線）」を共催 
 （28/9）姫路商工会議所と「みなと銀行と姫路商工会議所との地域活性化に向けた調査研究に関する

連携協定」締結 
 （28/11）「みなと医療ビジネスセミナー大阪」を神戸市と共催 
 （29/1）「みなと企業・大学交流会」を開催  参加大学 17校、参加企業 30社 
 （29/2）県受託事業「ひょうごものづくり企業への就職応援イベントat兵庫県立大学工学部」を開催 
       合同企業説明会：参加企業 19社、参加学生 51名 
       企業見学バスツアー：参加企業 2社、参加学生 11名 
 （29/3）県受託事業「ひょうごで働こう！就職フェアin大阪」を開催 参加企業 46社、参加学生 185名 
 （29/3）「神戸市産官学金連携フォーラム」を神戸市と共催 参加企業 57社/106名 

（2）地域の成長分野に対する支援強化 

 神戸市と協働し、神戸医療産業都市への企業誘致活動を実施 誘致実績3社（累計12社） 
 （29/3）ＪＲ西日本、㈱ファーム・アライアンス・マネジメントと共催で「アグリビジネスセミナー」を開催 
       出展企業 17社・団体、参加者 164名 
 「みなとＡファンド」による支援 投資実績 4社/90百万円 
 「ひょうご観光活性化ファンド」による支援  投資実績 2社/40百万円 
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Ⅱ.平成28年度の取組み状況について 

2. 地域の面的再生への積極的な参画 
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【地域活性化への取組み】 

主要施策 具体的な取組状況等 

（1）地域のコミュニティへの参画及び発展への活動 

 地域イベントへの協賛 
   （28/7）相生ペーロン祭、たなばたまつり、長田神社夏越祭、姫路みなと祭 
   （28/8）小野まつり、篠山デカンショ祭、淡路島まつり 
   （28/10）あまがすきハーフマラソン、にしのみや市民祭り、みかげスイーツロードと公園のあかり 
   （28/11）輝く兵庫まつり、加古川ツーデーマーチ、大中遺跡まつり、三木金物まつり 
   （28/12）赤穂義士祭 
   （29/2）柏原厄除大祭 
 地域貢献活動 
   （28/6）大阪フィルハーモニー神戸特別講演に200名を招待 
   （28/7）ヴィッセル神戸公式戦に100名を招待 
   （28/9）INAC神戸公式戦に100名を招待 
   （28/9）須磨海岸の清掃活動に参加 
   （28/11）神戸マラソンで給水ボランティア100名参加 

（2）ホームページ及び店舗等を活用した積極的な情報 
  発信の継続 

 本店営業部店頭において、神戸市との連携による「みなと神戸ギャラリー」を毎月開催 
 （29/1～2）「神戸開港150年」パネル展、（28/10）「べっぴんさん」パネル展、(28/7・28/10・28/11) 
   「バンカーズ・アイ」パネル展を開催 
 投資信託保有のお客さまへの大規模資産運用セミナーを実施（28/9 623名参加、29/3 815名参加）  

（3）次世代を担う地域の子どもたちへの様々な金融教育 
  機会等の充実 

 兵庫県内の特別支援学校にて金融教室を開催 テーマ「銀行口座の作成、利用方法、クレジットカード
について」 

   （28/7）県立高等特別支援学校、（28/12）市立加西特別支援学校、（29/2）県立いなみ野特別支援学校 
 ワークショップの開催（28/8 市立博物館、29/3 県立美術館） 
 劇団四季「こころの劇場」関西ブロック公演へ協賛 県内5ヶ所（神戸市、三木市、明石市、尼崎市、宍粟

市）で約2万名を招待 
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Ⅱ.平成28年度の取組み状況について 

3. 地域やご利用者の方々への積極的な情報発信 



  

Ⅲ.平成29年度の取組みについて 

■ 中期経営計画スローガン みなと “3 First Plan”  （スリーファーストプラン） 
■ 基本方針 

■  方針実現に向けた「５つのＣ」の実践 

Copyright © The Minato Bank, Ltd. 2017 All Rights Reserved. 

当行は今年4月から新たな中期経営計画『みなと “3 First Plan”（スリーファーストプラン）』（平成29年度～平成31年度）をスタートさせました。主要施
策として、「地域活性化への持続的貢献」、「お客さま本位のコンサルティング機能の発揮」、「筋肉質な経営基盤の確立」を掲げ、地域密着型金融の
推進に積極的に取組んでまいります。 
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(1) 事業承継コンサルティングを活用した地域企業とのリレーション強化 

(2) 相続相談業務の拡充 

(3) お客さまサポート機能の充実 

【 高齢者・障がい者等向け取引への取組み 】  

9 

(1) 事業性評価を通じた企業価値向上への取組み 

(2) お取引先のライフステージに応じたコンサルティング機能の発揮 

 

【 地域経済を牽引する企業の成長支援 】  

(1) 顧客向けスマートフォンサービス・行内タブレット等の機能充実 

(2) FinTechへの取組み 

【 ITの戦略的活用の取組み 】  

(1) 行政､公的・民間機関との連携や地域プロジェクトへの積極的な参画 

(2) 地域の成長分野に対する支援強化 

【 地方創生への取組み 】  

(1) 地域のコミュニティへの参画及び発展への活動 

(2) ホームページ及び店舗等を活用した積極的な情報発信の継続 

(3) 次世代を担う地域の子どもたちへの様々な金融教育機会等の充実 

【 地域活性化への取組み 】  
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Ⅲ.平成29年度の取組みについて 

「地域密着型金融の推進に関する基本的な取組方針」の下、平成29年度は以下3点を重点取組項目として掲げ、 

引き続き、地域密着型金融の推進に積極的に取組んでまいります。 

  1. お取引先に対するコンサルティング機能の発揮  2. 地域の面的再生への積極的な参画  3. 地域やお客さまへの積極的な情報発信 

1. お取引先に対するコンサルティング機能の発揮 2.地域の面的再生への積極的な参画 

3. 地域やお客さまへの積極的な情報発信 


