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創立 40周年から創立 70周年まで
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金融自由化と経営基盤の確立
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1983（昭和58）–1990（平成2）

1

金融自由化・国際化の進展とバブル経済

金融自由化・国際化の進展
金融の自由化・国際化の流れは 1984（昭和59）年に「日米円 ･ ドル

プラザ合意からバブル経済へ

ドル高是正のためのプラザ合意
（毎日新聞 1985.9.23）

委員会」が設置され、日本の金融市場開放に対する海外からの圧力（い
わゆる「ガイアツ」）が本格化したことを契機に一段と強まった。金

1980年代半ばの日本経済は大きな転換期を迎えた。第1 に、85（昭

利面では、85年の市場金利連動型定期預金（MMC=Money Market

和60）年9月の「プラザ合意」による各国通貨当局の協調介入を機に、

Certificate）および自由金利定期預金（大口定期預金）の解禁を皮切り

急速な円高が進行した。第2 に、80年代前半に米国との経済摩擦をた

に自由化が進んだ。銀行業務面でも、国債の銀行窓口販売、国債ディー

びたび生じさせていた輸出主導型の成長モデルを、内需主導型に切り

リング、CP取扱い、株式や債券の先物取引開始など自由化が進展した。

替えることが大きな政策目標となった。第3に、世界的に「小さな政府」

また、邦銀海外拠点数の増加、国際業務の拡大など国際化の動きも加

へ転換を進める政策志向が強まり、各分野で規制緩和、自由化、国際

速した。

急速な円高により景気は一時的に後退したものの、政府の緊急経済

バブル景気…1986年末頃から始まった

景気拡大の過程で、本来の水準以上に土地・
株などの資産価格が上昇することを背景にし

ら内需を中心とする景気回復となって現れ始めた。その後は円高によ

の過度の傾斜など、地価上昇を助長するような資金の流れがみられ、

る物価安定効果、株価・地価上昇による資産効果、企業の内需拡大へ

その後のバブル崩壊の傷を一層深めることにつながった。

く膨らむが実体がなく、やがて破裂してなく
なってしまうことになぞらえた俗語。

金融機関などの出資で 8社が相次いで設立さ
れた。しかし、住宅金融公庫
（現・住宅金融支
援機構）やその後住宅ローンを積極推進して
いった銀行との間で競合が激しくなったこと
から、本来の目的から逸脱し、不動産業者向
け貸出に傾注していった。その結果、バブル
崩壊により多額の不良債権を抱えることと
なった。住専8社の概要は次のとおり。
社名（設立年月）

主な設立母体
（当時）

この間、企業の手元流動性が急速に高まり、さらに金融緩和政策の

バープレゼンス
（目立ちすぎ）
に一定の歯止めをかけようとする欧米諸

日本住宅金融
（71年6月）

三和銀行、協和銀行、三井銀行、大
和銀行、横浜銀行、千葉銀行など

継続や金融機関の不動産関連融資の積極化等もあり、マネーサプライ

国の意向も働き、88年にはバーゼル銀行監督委員会において、自己資

増加率は 10％超まで高まった。これらの豊富な資金が不動産や株式

本比率規制の国際基準統一化に関する合意がなされた。各国監督当局

住宅ローン
サービス
（71年9月）

第一勧業銀行、富士銀行、三菱銀
行、住友銀行など

に流入した結果、資産価格が異常な高騰をみせ、投機的とみられる取

はこの合意された規制の枠組みを速やかに実施するものとされ、わが

※1

引も横行するなど、日本経済はいわゆる「バブル景気」 の様相を強め

国でも 88年12月に大蔵省から国内適用のための通達が発出された。こ

ていった。

れにより国際統一基準行に対し、92（平成4）年度末における自己資本
比率8％が義務づけられることとなった。これを受け邦銀は量的拡大に
偏重しがちだった従来の経営スタンスを見直すことになっていった。

円・ドル相場の推移
（東京市場）
（円/ドル）

100

千葉新産業三角構想の進展

レーガン米大統領就任

150
スミソニアン合意

ルーブル合意（G7）

200

総合住金
（72年7月）

相互銀行
（現・第二地方銀行）
72行

第一住宅金融
日本長期信用銀行、野村證券など
（75年12月）
地銀生保住宅
ローン
（76年6月）

地方銀行63行、
生命保険会社20社

日本ハウジング
日本興業銀行、日本不動産銀行、
ローン
日興證券、山一證券など
（76年6月）
協同住宅ローン 農林中央金庫、信用農業協同組合
（79年8月） 連合会など

目白押しで、これら開発の急速な進展に伴って経済が大きく発展した
がオープン。同年6月にはその後の県土開発に道筋をつける「千葉新

250

産業三角構想」が千葉県から発表され、
「幕張新都心」
「上総新研究開発

プラザ合意（G5）

都市」
「成田国際空港都市」を、それぞれ「学術・教育」
「研究開発」
「国際

300

的物流」機能をもつ拠点として整備していくこととなった。

円変動相場制へ移行

この構想を受け、幕張新都心地区では 89（平成元）年幕張メッセ（コ

350

ンベンション施設）、90年幕張テクノガーデン（事務所・商業ビル）お

ニクソン・ショック

400

この時期の千葉県は、東京へのアクセスの優位性から大規模開発が

三井信託、三菱信託、住友信託、
住総
安田信託、東洋信託、中央信託、
（71年10月）
日本信託など

時代であった。1983（昭和58）年4月、浦安市に東京ディズニーランド

第一次石油ショック

54

以上のような時代の流れに伴い、金融機関が負うリスクも多様化・複

住宅金融専門会社…1970年代、個人に

対する住宅ローンの提供を主な目的として

雑化し、
リスク管理の強化が求められるようになった。
また、
邦銀のオー

た好景気をいう。終結は 91 年初頭とする説
が多い。バブルとは英語で泡の意味で、大き

※2

関連融資の過熱やノンバンク・住宅金融専門会社 （住専）向け貸出へ

を迎えることになった。

※1

様化に伴う、いわゆる「銀行ばなれ」による貸出低迷のなかで、不動産

対策や日本銀行の金融緩和などが実施され、その効果が 86年末頃か

の積極的姿勢などが相まって、4年余りにわたる長期の景気拡大局面

地価高騰
（日本経済新聞 1987.4.1）

※2

一方、資金運用面では、直接金融をはじめ企業の資金調達手段の多

化の動きが加速した。

自己資本比率規制に関する報道
（日本経済新聞 1987.12.11）

よび千葉マリンスタジアム（野球場）、91年ワールドビジネスガーデ
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1983（昭和58）–1990（平成2）

かずさアカデミアパーク着工、92年成田空港第2ターミナルビル開業
と進展があった。さらにこれらの拠点と東京とを結ぶ交通網として、

東京湾横断道路
（アクアライン）

玉置頭取の就任と経営計画

86年に JR 京葉線が一部開通（90年全線開通）、89年に東京湾横断道路

1987（昭和62）年6月、頭取の緒方太郎が会長に、前年12月に日本

が着工（97年開通）、91年北総開発鉄道が一部開通、同年 JR 成田エク

銀行理事から当行顧問に転じていた玉 置孝が第5代頭取に就任した。

スプレスが新設された。

なお、玉置頭取は 94（平成6）年7月から 97年5月まで全国地方銀行協

た ま き たかし

会会長、95年7月から 98年7月まで千葉県経済同友会代表幹事、97年
12月から2000年9月まで千葉商工会議所会頭などの公職を歴任した。
88年4月、玉置頭取の下、新中期経営計画「パワーアップ ’91」
（88
年4月～91年3月）が策定された。本計画は、基本方針を「激動の時代
を生き抜くゆるぎない経営基盤の確立」とし、
「変化を捉えた攻めの営

玉置頭取就任ポスター

業展開」
「変化に強い経営体制の構築」および「変化に立ち向かうたく
ましい行動力」の三つを経営目標として掲げた。本計画のねらいは、
提案営業を主軸とする「運用力の強化」と「県内シェア拡大」にあった。
幕張メッセオープン
（1989年10月）

90年4月、
「パワーアップ ’
91」を 1年繰り上げて完結させ、3年後に
控えた創立50周年を展望した中期経営計画「ジャンプアップ50」をス

これら大規模プロジェクトの進行に加え、内陸部工業団地の整備等

タートさせた。この計画の特徴は、3年後に達成すべき具体的な姿を自

が相まって企業誘致が進み、県内総生産は 83年の 9兆3,000億円から

己資本比率、業務純益、県内シェアといった経営指標で明示したこと

91年には 17兆円を超える規模に達した。また、83年に 500万人を突

であった。経営目標を「経営体質の強靭化」と「地域金融面での圧倒的

破した人口は 91年には 560万人と順調に増加した。また地価も上昇

な地位の確立」とし、経営施策として
（1）
営業体制の強化
（①地域営業力

し、公示地価（全用途平均）は 83年からピークの 91年にかけて 4倍以

の強化、②資金・国際・証券業務の強化、③フィービジネスの強化）
（
、2）

上となった。

経営管理体制の強化（①リスク管理体制の強化、②業務運営体制の強

この時期の県内金融機関の動向としては、88年に東金・京葉・市原・
朝日の 4信用組合が合併して千葉県商工信用組合を設立、89年に千葉

中期経営計画
「パワーアップ '91」

化、③次期システムの構築と活用）
（
、3）
人事制度の強化
（①人事の公正
確保と人材の増強、②給与体系の見直し、③福利厚生の充実）
を掲げた。

相互銀行が普通銀行に転換し京葉銀行と改称、90年に君津信用組合が
安房信用組合を吸収合併、同年長生信用組合と長狭信用組合が合併し
て房総信用組合が発足した。

多様な調達による自己資本の増強
当行は自己資本比率規制導入という規制環境変化に対応し、順調に拡
大する資産に見合った資本を確保するため、多様な方法で自己資本の充

2

創立50周年へ向けた経営基盤の強化

中期経営計画
「ジャンプアップ50」

実を図った。まず1986
（昭和61）
年12月、総額1億米ドルの外貨建て転換
社債を発行した。この転換社債は当行初の海外での資本調達でもあった。
さらに、86年12月から 90（平成2）年3月にかけて 3回にわたる公募

「SUN UP ’
88」の成果

中期経営計画「SUN UP '88」

56

時価発行増資（7,600万株、総額905億4,000万円）、89年3月に国内無
担保転換社債400億円発行、89年4月株主割当増資を実施した。この

1985（昭和60）年4月より、緒方頭取時代唯一の中期経営計画「SUN

際、内外の格付会社から格付けを取得したが、日本インベスターズサー

UP ’88」
（～88年3月）がスタートした。本計画では、①営業体制刷新、

ビス：AA（89年）、ムーディーズ：Aa3（90年）、スタンダード＆プアー

②効率化の徹底、③組織としての総合力発揮をねらいとした。掲げた

ズ：A ＋（90年）であった。

二つの数値目標（預金平残と物件費率）を達成したほか、「ボリューム

以上の結果、資本金は 82年4月の 255億円から 90年3月末の 1,063

から収益」への役職員の意識転換、原価意識の徹底そして関連会社の

億円へと 4倍強に増強された。その後株価の急落など環境変化はあっ

充実を図った。

たものの、BIS 規制が義務づけられた 93年3月末での自己資本比率は
9.40％と、国際基準の 8％をクリアした。

米ドル建転換社債発行の調印式
（1986年12月 ロンドン）
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1983（昭和58）–1990（平成2）

一方、小口預金の自由化は、89年6月、最低預入金額300万円の市

～岩城相談役（元頭取）の死去～
1983
（昭和58）
年4月14日、当行第3代頭取岩城長保
（当時相談役）
が、享年77歳で死去した。同年5月1日、緒方頭取
（当時）
が葬儀委員
長となり、本店大ホールにて銀行葬を執り行った。各界から多数の弔
問をいただいた。

岩城相談役の銀行葬

場金利連動型預金（スーパーMMC）の導入から始まった。加えて 91年
11月に 300万円以上の自由金利定期預金（スーパー定期）が導入され、
この最低預入金額制限が 93年6月に撤廃され、スーパーMMC もこれ
に吸収されるかたちで廃止となり、定期預金金利の自由化が完了した。
流動性預金の金利自由化も段階的に進められた。92年6月に市場金利
※3

連動型の「貯蓄預金」 が導入され、当行も制度導入と同時に取扱いを開
始した。94年10月には、当座預金を除くすべての流動性預金の金利が自

3

金融自由化への対応

由化され、
85年に始まった預金金利の自由化は約9年半をかけて完了した。

公共債窓口販売

預金金利の自由化

1982（昭和57）年4月に改正銀行法が施行され、国債等公共債の大

1985（昭和60）年は「金利自由化元年」と言われ、3月（地銀等は4月）
に市場金利連動型預金（MMC）が、10月に自由金利型定期預金（大口

きな問題を背景に、銀行が取り扱える証券業務の範囲が拡大した。こ

定期預金）が導入され、当行も解禁に合わせて取扱いを開始した。

れに伴い、当行は 83年4月から新たに公共債の募集、いわゆる窓口販

当初、MMCは5,000万円以上、大口定期預金は10億円以上でスター

規制・市場金利連動・自由金利別定期預金残高
（国内）
（兆円）

4

トし、以降、順次最低預入限度額が引き下げられ、89（平成元）年10月

この時期、金融資産の規模拡大に伴い個人の資産運用の選択の幅が広が

には大口定期預金の限度額が 1,000万円となった。これらの結果、90

るなど、多様な顧客ニーズに応えるため、窓販業務に前向きに取り組んだ。

年3月末における当行の自由金利預金の残高（外貨預金を除く）は約2

これにより85年度の公共債窓販実績は400億円を超えることとなった。

86年3月末には約2兆円だった定期性預金全体の残高を 1兆円以上増

※4

MMC
最低単位

1
1985.4
85.10
89

90

91

92 93
（3月末）

86.4
86.9
87.4
87.10
88.4
88.11
89.4
89.6
89.10
90.4
90.11
91.4

経済社会の構造変化とともに銀行に求められる機能が多様化するなか

自由金利

スーパーMMC
期間

最低単位

期間

大口定期預金
最低単位

期間

スーパー定期預金
最低単位

期間

〔85年4月導入〕
5,000万円 1か月〜6か月
↓

↓
1か月〜1年
3,000万円
↓
2,000万円 1か月〜2年
1,000万円
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

↓

新規取扱中止

92.6
93.6
95.10

※スーパーMMC300導入

〔89年6月導入〕
↓
300万円
6 か月〜1年
↓
3か月〜3年 1,000万円
100万円
↓
↓
※
↓
↓
50万円
↓
↓
↓

↓

最低単位撤廃
↓
スーパー定期預金に統合

顧客サービスを提供する関連会社）。
（1）千葉信用保証（現・ちばぎん保証）
 78年5月、住宅ローンニーズの拡大に応えるため、当行ローンの
信用保証を主業務に設立。86年7月、現社名に変更。99（平成11）年
7月、担保評価業務をちばぎんローンビジネスサポートとして分離。

↓
↓
↓
↓
1か月〜3年

↓
↓
↓

↓
↓
制限撤廃

の業務範囲規制が緩和された。これら銀行制度の見直しが進むなかで、
ループを目指し、積極的に次の関連会社を設立した（75年以降設立の

↓

↓

で、82年4月の新銀行法の施行や金融行政の弾力化に伴い、関連会社
当行は多様化する顧客ニーズに的確に応えうる総合金融サービスグ

〔85年10月導入〕
10億円
3か月〜2年
5億円
↓
3億円
↓
1億円
↓
↓
1か月〜2年
5,000万円
↓
3,000万円
↓
2,000万円
↓

↓

91.11
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預金。
金利などを国（当時の郵政省）が決める郵貯の
通常貯金との調整を図る意味から、官民
（郵貯
と銀行）
共通商品として解禁された。
公共債窓販実績の推移
（億円）

400
300
200
100
0

1983

84

85

86

87
（年度）

付随業務への取組み

関係について」 により関連会社の業務範囲が明確化された。その後、
市場金利連動

88

金利に連動した高い金利が付与される流動性

1975（昭和50）年7月、大蔵省通達「金融機関とその関連会社との

預金金利自由化の推移

1986 87

に、基準以上の残高がある場合には定期預金

兆2,000億円と、定期性預金残高の6割を超える水準となった。これは、

響を及ぼすこととなった。

規制金利

2

0

売業務を開始した。

振替などの決済機能は設定できない代わり

加させる要因となったが、同時に資金調達コストを押し上げ収益に影

自由金利
市場金利連動

3

量発行とそれに伴う借換債の円滑な市場消化という財政・経済上の大

貯蓄預金…給与振込や公共料金の口座

※3

※4

同通達において、「関連会社に行わせて

はならない業務（例えば一般向け不動産業務・
物品販売業務等）を既に関連会社に行わせて
いる場合には、当該会社と金融機関との関係
の適正化を図るものとする」とされ、「適正化
措置」の内容として持株比率引下げ、商号の変
更、原則として役職員を出向させないなどの
措置が求められた。
当行では 1956年に東方として設立され 65年
に社名変更した東方興業（不動産賃貸・売買、
保険代理業）がその対象となり、適正化が行
われた。東方興業は 87年に保険代理業の東方
エージェンシーを、97年に不動産仲介業の新
葉地所をそれぞれ設立し、東方グループを形
成している。

2002年4月、無担保ローン信用保証を業務とするちばぎんファク
〔91年11月導入〕
300万円
3 か月〜3年
↓
↓
最低単位撤廃 1か月〜3年
制限撤廃

ターを合併。03年7月、ちばぎんローンビジネスサポートを統合。
（2）
千葉コンピューターサービス
（現・ちばぎんコンピューターサービス）
 80年4月、当行取引先へのソフトウェア開発・販売やデータ処理
受託を主業務に設立。86年7月、現社名に変更。
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（3）
千葉カード（現・ちばぎんジェーシービーカード）

設立当時のJCB 千葉カード

ルアップしていった。

 82年11月、業界大手ジェーシービーと提携し設立したクレジッ

当行は、海外拠点として 82年ロンドン、85年ニューヨークおよび

トカード会社。89年4月、現社名に変更。2005年4月より当行がク

香港に、それぞれ駐在員事務所を開設した。その後、87年ニューヨー

レジットカード（スーパーカード）を本体発行したことから、当社で

ク支店（駐在員事務所から昇格）、89（平成元）年香港支店（昇格）、90年

の個人カード新規発行は中止。

ロスアンゼルス支店、91年ロンドン支店（昇格）と相次いで開設して海

（4）
千葉キャピタル（現・ちばぎんキャピタル）
 84年5月、業界大手のジャフコの資本参加を得て、投資・株式公開
に関するコンサルティングを主業務に設立。86年7月、現社名に変更。
（5）
千葉銀投資顧問（現・ちばぎんアセットマネジメント）

部と改称、組織拡充して、海外拠点のバックアップ体制を整えた。
一方、人材育成面では、海外の大学への留学、ロンドンやニューヨー
クの銀行・証券会社へのトレーニー派遣など、実践的な研修を中心に

 86年3月、野村證券の資本参加を得て、顧客の金融資産運用ニー

行った。また、海外店では、国内からの派遣行員に加え管理職を含む

ズに応え、投資顧問サービスを提供する目的で設立。86年7月、
「ち

多くのローカルスタッフを採用して陣容充実に努めた。

ばぎん投資顧問」に改称。2000年7月、中央証券（現・ちばぎん証券）
の子会社「中央調査情報センター」と統合し、現社名に変更。
（6）
ちばぎんファイナンス（現・ちばぎんリース）

業務量の増大とともにシステム整備も進めた。82年に稼働した外為
リングサポートシステム、海外店勘定系システム（GBS）など積極的に
導入・更改を行い、国際業務の合理化を進めた。さらに 92年には、国

的で設立。バブル期には当行グループ内ノンバンクとして貸出を拡

際情報系システムを導入し、ほかの当行システムのさまざまなデータ

大、バブル崩壊により多額の不良債権が発生したが、当行支援によ

を国際部が的確・迅速に把握できるようにした。

（7）
ちばぎんファクター

国内体制面では 91年に、地元企業の貿易業務推進と海外進出支援

ロスアンゼルス支店
（1990年4月開設）

を目的に、営業開発部内に「国際業務推進室」を新設、海外拠点と共同

 89年2月、千葉カードから無担保ローン信用保証業務・債権買取

で地元企業を支援する体制を構築した。同室が行った地元企業向けの

業務を引き継いで設立。2002年4月、ちばぎん保証に合併。

支援内容としては、ちばぎん総合研究所と共同で行った米国、東欧、

（8）
ちばぎんディーシーカード

香港支店
（1989年4月開設）

オンラインシステムをはじめ、海外通信システム（スイフト）、ディー

 86年12月、リースなど企業の資金調達手段多様化に対応する目

り再建（P64、P81参照）。95年7月、現社名に変更。

ニューヨーク支店
（1987年4月開設）

外拠点網の充実を図った。この間、国内では 85年2月に外国部を国際

中国などへの経済調査団の派遣等、海外情報・サービスの提供などが

 89年2月、ディーシーカード（現・三菱 UFJ ニコス）との提携によ

あった。また、国内営業面では、営業店と連携して地元企業に貿易業

り設立したクレジットカード会社。2005年4月より当行がクレジッ

務に関するノウハウ提供を絡めた提案営業を推進した。

ロンドン支店
（1991年2月開設）

トカード（スーパーカード）を本体発行したことから、当社での個人
カード新規発行は中止。
（9）
ちばぎん総合研究所
ちばぎん総合研究所創立記念講演会
（1990年5月）

 90年2月、経済・金融動向や地域開発・経営情報の提供、コンサル
ティング機能の提供などを主業務として設立。

4

国際業務・市場業務の進展

column8

初の海外拠点ロンドン
金融の国際化が進むなかで、当行はまず、世界の

問題など、いわゆる日英金融摩擦が政府間で起きた

金融センターの一つであるロンドンに駐在員事務所

ことから、支店昇格は約9年後の 91
（平成3）
年2月

を開設することとした。

まで待つこととなった。

1982
（昭和57）
年3月29日渡英した黒坂理喜夫
所長らにより、情報収集や当行知名度アップといった

国際業務の展開
銀行の国際業務は、企業の貿易拡大や積極的な海外進出を背景に、
1980（昭和55）年の外為法改正をはじめとする規制緩和も追い風と
なって急速に進展した。従来は外国為替の取扱いを中心としていた当

活動が始まった。
そして 4月28日、ロンドン駐在員事務所開所披露
式が行われた。式には当時の緒方頭取をはじめ役員・
外国部長などが出席し、英国の金融関係者、コルレ
ス先銀行、現地に営業所をもつ本邦企業の方々を中
心に500人近くのご来賓を得る盛況であった。
なお、その後、英系証券会社への東証会員権開放

ロンドン駐在員事務所内

行の国際業務も、取引先企業の国際化の進展とともに急ピッチでレベ

60
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進展する市場業務
金融業務自由化の一環として、1984（昭和59）年、金融機関に公共

公共債ディーリング売買高の推移

変化するマーケット情勢を発信することから取引成約まで、一貫した
サービスとして顧客に直接提供した。

債のディーリング業務が解禁となり、当行はただちに認可を受け同業

（兆円）

務を開始した。当初は経理部に新たに設置した証券営業室が所管した

30

が、85年2月には経理部から資金課・証券業務課・証券営業室を独立
20

10

0

金利商品を直接オファーするダイレクトディーリングを開始、刻々と

1984

85

86

87

88

89

90
（年度）

ALM 体制の整備

させ、市場業務の専担部署として「資金証券部」を設置、同部の「証券

1980年代半ば頃からの金利自由化の進展に伴って、金融機関の運

営業室」を債券ディーリングの担当部署として体制を整備した。当初

用・調達金利はしだいにマーケット金利との連動性を強め、その内容

は期近債（残存期間2年未満）のみの取扱いであったが、85年6月から

も多様化してきた。このため、金融機関ではマーケットの変動リスク

はフルディーリングが可能となり、同年10月からは長期国債を対象

を極小化しつつ、安定的に収益の極大化を図るための管理手法として、

とした債券先物業務も解禁され、業務内容がさらに拡大した。

ALM

一方、80年代に入り、外貨資金市場が急速に拡大したことから、当
行は外貨資金ディーリングにも積極的に取り組み、大企業を中心に外
貨預金、インパクトローン（外貨建て貸出）の取扱いが増加した。

※5

※5

ALM…Asset and Liability Management

の略。資産負債総合管理。中長期的に資産と
負債を総合的に管理して、収益の極大化、リ
スクの極小化を図ろうとする金融機関のリス
ク管理手法の一つ。

の重要性が高まってきた。当行でも、金利予測とそれに基づ

く総合的な調達・運用方法の検討を行う目的で、87（昭和62）年6月に
「ALM 委員会」を設置した。
その後、同委員会の下部組織として 89（平成元）年にはディーラー

内外円資金の取扱い増加を受けて、85年12月に資金証券部のディー

など金利関連各部の担当者からなる「金利予測部会」を、90年5月には

ラーセクションを本店から日本橋に移して「マネーマーケットセン

金利関連各部の部長および次席者からなる実務的な検討機関「ALM

ター」を設置し、一元管理を進めた。さらに、88年3月には国際部、資

部長会」を設置して、ALM 体制の実効性を強化した。

金証券部のディーリング部門全体を日本橋・ちばぎんビルの9階に「総
合ディーリングルーム」として集約した。これは、国際化した東京マー
ケットでの活動を一層積極的に展開していくため、ディーラー部門と
情報機器等設備を 1 か所に集中したものであった。

5

バブル期に至るまでの営業推進

地域別推進体制と個人表彰制度
当行の営業体制は、1981
（昭和56）
年より本部機構に営業本部を置い
て営業関連部門を統括していた。営業本部内に法人業務部
（82年設置）
、
個人業務部
（83年設置）
を置き、法人・個人別の推進体制としていた。
87年2月には本部機構の営業部門の再編を行い、営業本部を廃止す
るとともに、従来の法人・個人別から地域別の推進体制に変更した。
具体的には、県内の東京隣接地域を担当する営業推進第一部、県内の
総合ディーリングルーム

その他地域を担当する営業推進第二部、県外を担当する東京営業推進
部を新設した。これら推進セクションが営業成績を競い合うことによ

88年11月に株式純投資専担部署として資金証券部内に「証券運用
室」を設置、さらに 89（平成元）年2月には資金証券部を「証券部（証券

また、従前の営業店ごとの業績表彰制度に加え、同年4月からは「個

営業室・証券運用室）」と「資金営業部」に分離して、証券部は株式等有

人別目標挑戦制度『Let’s』」を開始した。この制度は、営業部門（渉外、

価証券への投資部署、資金営業部は市場性資金を一元的に統括する部

ハイテラー、ローテラー、融資窓口）の全担当者（支店長代理職以下）に、

署として、その役割を明確化するとともに、各々の専門性を強化した。

取扱商品ごとの目標を設定し、その達成度によって個人表彰するもの

その後、前述のニューヨーク支店およびロンドン支店の開設により、

62

り、当行の業績は収益・預貸金とも順調に拡大した。

であった。本制度は当行全体の営業推進マインドを大きく押し上げ、

東京を含めた 3大金融マーケットをつなぐ 24時間ディーリング体制

折しもバブル経済が進行する時期とも重なり、過熱気味とも言える状

が整った。なお、資金営業部では 90年度から、大口顧客に対して自由

況を呈した。

「Let's」表彰式
（1987年11月）
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バブル経済下の融資取組み

提案営業による総合取引推進

日本経済がバブルの様相を徐々に強めていったこの時代、当行は順
調に拡大する預金量を背景に、新たな資金運用先の開拓を営業基盤強

の差別化を図り、貸出増強につなげた。営業店の提案活動を支援し、

化の最大のポイントととらえ、法人取引推進に力を注いだ。

自らも直接、顧客への渉外活動を行う部署として 1987（昭和62）年10

まず、資金需要の旺盛な県外店において、大企業・中堅企業向け貸
出を積極的に推進した結果、1981（昭和56）年3月末に約5 , 000億円
た。しかしこの頃から、一般事業法人は、潤沢な手元資金と直接金融

発プロジェクトなどの情報を一元管理し、預貸業務にとどまらず、出

の拡大による「銀行ばなれ」が進んだこともあり、県外店の運用先の中

資、人材派遣および企業誘致など、取引先の事業に直接的・間接的に

心は住宅金融専門会社（住専）などのノンバンク向けにシフトし、県外

かかわっていった。また、顧客が所有する土地の有効利用案件に対し

店貸出残高（90年3月末）の 3分の 2 を占めるまで拡大した。

ても、営業店と連携して事業提案や設計・建築のコーディネートなど

払い保険料を融資するもの。のちに破たんし
た日産生命や第百生命を提携先とする取扱い
が多かったため、両社の破たん後、さまざま
な問題が発生することとなった。

※6

※6

ドケアローン」（87年）、
「ちばぎん年金ローン」（88年）、
「ちばぎん
※6

などを通じ、顧客ニーズを満たすことで、預
貸金などを獲得する営業手法。

きめ細かく対応し、建物建築資金の融資や営業斡旋につなげていった。
一方の営業開発部は、証券・国際業務、税務・財務などの専門ノウハ
ウを有する人材を集め、多様化する企業ニーズに応え、総合的な法人

カードローンスペシャル」
（89年）、
「ちばぎん経営者保険ローン」（89

取引を推進することを目的に設置した。具体的には、取引先の株式公

年）など大口融資商品を相次いで開発・投入した。

開・起債、事業承継・M&A および海外進出などのニーズを、営業店と

この結果、県内貸出残高は、87年以降4年間にわたって年率15％を

対し、情報・ノウハウの提供や専門家の紹介

地域開発部は、
「千葉新産業三角構想」に基づく大規模開発をはじめ、
千葉県内の都市再開発事業・区画整理事業、リゾートやゴルフ場の開

運用先を個人に求め、「ちばぎん VIP ローン」
（87年）、「ちばぎんワイ
いずれも、保険会社との提携商品で一時

提案営業…主として法人や有資産家に

※7

月には地域開発部を、88年10月には営業開発部を設置した。

だった県外店貸出残高が、90（平成2）年3月末には 2兆円まで伸長し

一方、県内貸出は企業の事業資金需要が弱いことなどから、新たな
※6

※7

当行は、提案営業 により顧客に付加価値を提供することで他行と

発掘するとともに各種提案を行って多様な取引につなげた。また、千
葉県内に進出する企業の情報をいち早くキャッチし、進出用地や下請

超えて伸長し、91年3月末には 3兆6,000億円を超えた。
また、86年には主にリースおよび抵当証券を取り扱う関連会社とし
て「ちばぎんファイナンス」
（現・ちばぎんリース）を設立した。しかし、

け企業等の情報を提供することにより、企業取引や従業員取引の推進
を図った。

その位置づけは当初の目的である「当行取引先へのリース・抵当証券

「取引企業や富裕者とのリレーションを強固なものにしていくため

の提供」から、設立後間もなく、折からのバブル景気を背景に「当行本

には、資金面だけではなく、その周辺に絡む情報サービスをトータル

体で融資が難しい信用リスクの高い先や超長期案件に対する、ハイリ

に提供していくことが必要である」という考え方に基づく営業姿勢は、

スク・ハイリターンな融資を行う直系ノンバンク」に変容していった。

その後の当行の情報営業の礎となった。この先進的な取組みは、他の

当社はバブル景気に乗って貸出を伸ばし、91年3月末に 1,800億円を

地方銀行からトレーニーを受け入れるほどであった。

営業開発部による提案営業活動

超えて残高ピークをつけた。

発展地域への積極出店
県内・県外貸出金残高の推移

千葉県において鉄道の敷設や住宅の開発が進み、人口が急増したこ

（兆円）

3.5

県内

の時代、その発展可能性に着目した都銀の県内進出が顕著であった。

県外

3.0

（店）

180

当行としては常に都銀と競合している状況にあり、「県内店舗網の拡

2.5

160

充」は一貫して当行店舗戦略上の重要課題であった。

2.0

銀行の店舗新設に対する許認可行政、いわゆる「店舗行政」は、景気

140
開設

（店）

廃止（左目盛）

1.5

動向などによって緩和・抑制等の方針変更が行われてきたが、銀行経

15

1.0

営の自主性に配慮した 1982（昭和57）年の銀行法全面改正以降、自由

10

0.5

化・弾力化が進められていった。このような背景もあり、当行では特

5

に 81年からの 5年間で実に 40 を超える拠点を設置した。この大量出

0

店は顧客の利便性向上に寄与するとともに、取引先の拡大を通じて当

△5

行の業容拡大を支えることとなった。一方で、人員不足から大量採用

注：海外支店・両替出張所・代理店を含む

0
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店舗数の推移
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や代理職以上への早期登用などを行った。この時期の店舗展開の特徴
は以下のとおりである。

6

自動機・決済サービスの充実と事務の集中化

①発展著しい県北西部への展開（天王台支店、柏西口支店など）
②新たに開発された住宅団地や新駅への展開（千葉ニュータウン支
店、とけ支店など）
③基準緩和され設置が容易になった小型店舗（出張所・代理店）によ

自動機のサービス拡充
1980年代前半は社会的に週休2日制が定着しつつあったことや、
84（昭和59）年に郵便局（郵貯）が自動機（CD・ATM）の全国ネット

る展開（谷津出張所、くぬぎ山代理店など）

ワークを完成させたことなどを背景にして、個人顧客を中心に「いつ
でもどこでも預金が引き出せる」という利便性に対するニーズが高
まった。これに対し当行も、自動機サービスを拡充することにより、
顧客利便性の向上と取引基盤の拡大・強化を図った。
具体的には次のような施策を実施した。
（1）他金融機関とのネットワーク拡大

総預金残高の推移

 80 年 10 月、地銀 CD 全国ネットサービス（ACS ＝ All Japan

（兆円）

8

天王台支店
（1984年11月開設）

とけ支店
（1989年4月開設）

Card Service）により、当行を含む地銀 63 行（当時）相互間での
ATM 提携（他金融機関のキャッシュカードで預金引出等を可能と

6

する提携）が開始された。

4

こうした積極的な出店施策などが奏功し、すでに地銀第2位となっ

2

ていた預金残高は、83年3月に 3兆円を突破、87年3月には 4兆円突

 千葉県内においては当行の主導により、他金融機関との提携を進

破とさらに増勢が続いた。

めた。87年に千葉県信用農業協同組合連合会（県信連）と、88年に千

0

1983 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
（年 3 月末）

葉興業銀行、千葉相互銀行（現・京葉銀行）および県内信用金庫と提
携し、89（平成元）年に千葉県労働金庫・県内信用組合を加えて、県
内全業態との CD・ATM 提携（CAS ＝ Chiba All Area Service）を
column9

創立時本店の建て替え
当行創立時の本店は、1925
（大正14）
年建築の

館の1～2階で同年8月に移転オープンした。

旧第九十八銀行本店を引き継いだもので、73
（昭和

なお、旧店舗建物のモニュメントとして、営業室の壁

48）
年に本店が現在の千葉港に移転したあとは、中

石およびカウンター石が、現店舗の営業室壁面の一部

央支店の建物として引き続き利用されていた。

および応接室のマントルピースに利用されている。

数次にわたる改修工事は行われてきたが老朽化は

 90 年 2 月には ACS と都銀間での ATM 提携（MICS ＝ Multi
Integrated Cash Service）が開始され、同年7月までに MICS の提
携業態は第二地銀・信託銀行・信金・信組・農協・労金などに拡大、
郵便局（郵貯）の全国ネットワークに対抗できる体制となった。
（2）稼働日・稼働時間の拡大

政や経済団体の後押しもあって、周辺街区と併せて

は日曜日にも現金引出ができる「サンデーバンキング」を開始した。

再開発し、新たな「千葉市の顔」にしようとの機運が

このサンデーバンキングは 92年9月にほぼ全店（都心店舗・市役所

盛り上がり、81年に当行を含む地権者らによって再

出張所等を除く）に拡大され、ACS 加盟行 ATM での相互利用も可

開発準備組合が設立された。

能となったため、顧客の利便性は一層向上した。この結果、当行の

その後、多くの地権者間の利害調整など、8年にわ

CD・ATM 利用件数は 90年3月の月間375万件から 93年3月の月

たる困難な作業を乗り越えて、89
（平成元）
年7月、当

間552万件へと飛躍的に増加した。

行中央支店があった街区に「千葉中央ツインビル1号
館」
（地上17階・地下2階／店舗・ホテル・事務所）
が、

中央支店モニュメント

隣接街区に「同2号館」
（地上14階・地下3階／店舗・
事務所・公共施設）
が建設され、当行中央支店は2号

CAS 開通式
（1988年10月）

 当行は自行 CD・ATM の稼働時間延長を順次行い、91年1月から

否めず、建て替えが必要となっていた。そんな折、行

66

完了した。

新築移転した中央支店
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決済サービスの拡充

7

人事施策と地域貢献活動

当行では、1983（昭和58）年11月に「オンラインデータ伝送サービ
※8

EB…Electronic Banking の略。コン

ピュータと通信回線を使って家庭や企業から
金融機関のサービスを利用する仕組み。

EB 端末
（上からパートナーJR、パートナーミニ）

※8

ス」を開始して以来、
「EB」 等の決済サービスについては取引先との
総合取引の推進、手数料収入の増強および事務効率化の促進等の観点
から、利用媒体の拡充や操作の簡便化を進めてきた。

女性職員の活躍支援
当行では他行に比べ早い段階から女性を管理職に積極的に登用して

具体的には、83年12月「資金振替サービス」、84年2月「パソコンバ

きた。1983（昭和58）年4月、全国の地方銀行で初となる女性課長（日

ンクサービス」、85年2月「テレホン振込サービス」等の取扱いを開始

本橋支店預金課長）を任命したのをはじめ、86年2月には当行初の女

した。また、88年8月から、独自に開発したEB専用の単機能コンピュー

性出張所長が、10月には全国の都市銀行・地方銀行で初めての女性支

タ端末「パートナー」を利用した照会・データ伝送・資金移動サービス

店長を任命した。

を開始、その後も「パートナー」は性能向上と機能追加により利便性を

一方、女性の活躍の場を広げる試みも併せて進めてきた。80年10

高め、パソコンが本格的に普及するまでの間、当行の EB サービスの

月よりローン専任の女性窓口担当者「ローンレディ」を営業店に配置

中核を担った。

した。また、この頃より営業店の女性渉外担当者を増員し、主として

90（平成2）年5月には全国に先駆けて、当行主導により千葉県内に

個人取引の拡大を図った。さらに 86年9月には公共債・定期預金など

本店を置く全金融機関による地域決済システム「C-NET」
（代金回収

運用商品の提案を行う女性窓口・渉外担当者「証券レディ」を営業店に

サービス）を発足した。また、当行では同年12月にはキャッシュカー

配置した。この時期は折しも、男女雇用機会均等法が施行（86年4月）

ドで買物代金の決済ができる「バンクPOSサービス」を開始したほか、

されるなど、職場での男女平等の確保や、家庭と仕事の両立が可能な

91年7月には EB 専用端末やコンピュータ導入が難しい小規模事業者

職場の提供が、企業に求められ始めた時代であった。

層をターゲットに「ファクシミリ振込サービス」を提供するなど、多様
な顧客ニーズに応えてきた。

初の女性出張所長誕生
（1986年2月）

92（平成4）年4月には、職員が安心して育児に専念でき、職場復帰
後もその能力を十分発揮できる制度として「育児休業制度」を創設す
るとともに、中途退職の女性行員の職場復帰を推進するための再雇用

営業店事務の集中
当行では、営業店の事務負担を軽減し、顧客対応に専念できる体制
を構築するため、営業店事務の本部集中を順次進めてきた。具体的に

制度を創設するなど、女性が働きやすい職場づくりに注力した。

研修・トレーニー制度の充実

は、すでに一部集中されていた住宅ローン・住宅金融公庫（現・住宅金

業務が複雑化・多様化していくなかで、幅広い分野の知識と実戦力

融支援機構）関連事務に加えて、1987（昭和62）年10月からは火災保

を併せ持った人材の育成が課題となった。1985（昭和60）年4月、「自

険質権設定事務を、88年2月からは口座振替事務を、同年8月からは

己啓発チャレンジ目標制度」 を創設するとともに、チャレンジ目標

不動産担保書類の整理・保管および評価替事務を、それぞれ事務集中

に達した者を表彰して、若手行員の自己啓発意欲の向上を図った。

部に集中した。これらにより同部の業務は融資・為替・自動振替・手形
交換・手形集中・資金メールなど、広範囲なものとなっていった。

※9

また、公募制を基本に信託銀行・証券会社・海外金融機関など外部
へのトレーニー派遣を積極的に行い、93（平成5）年3月末までに、信託・

一方、88年7月からは、運送経路や距離的な問題で書類のやり取り

不動産関連業務44名、証券業務41名、海外68名、延べ 153名を派遣

が難しいなど、本部集中が困難とされていた営業店事務についても、

した。なお、海外研修についてはトレーニー派遣のほかに、88年より

その一部（交換持帰手形の処理、テレ為替受発信、振込入金通知など）

制度化された「管理職海外視察制度」や日米協会が主催する「米国夏期

を、県内各地に設置した事務集中部に所属する「地区事務センター」に

ビジネス講座」など多彩なものとなっていた。

全国初の女性支店長誕生
（1986年10月）

※9

自己啓発チャレンジ目標制度…職員が

日頃の自己啓発の成果を確認するための制
度。各種公的資格試験や検定試験に合格する
と単位が与えられ、取得した単位数により
「ホップ賞」
「ステップ賞」
「ジャンプ賞」として
表彰されるもの。

集中する体制を導入した。90（平成2）年6月には、県内および都内の
全営業店（一部の出張所を除く）の対象事務を、千葉西・我孫子・市川・
地区事務センター

68

船橋・木更津・佐倉の 6センターに集中した。
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休暇制度と福利厚生の充実

地域貢献活動の展開

職員の休暇制度については、従来よりあった連続休暇制度（毎年度1

創立40周年にあたる 1983（昭和58）年3月、社会福祉行政の一助と

回5営業日連続）に加え、1990（平成2）年4月に勤続25年（職種により

して千葉県に 1億円の寄付を行い、その一部が千葉県地域ぐるみ振興

勤続20年）の職員を対象とした「永年勤続休暇制度」
（5日間）と「短期

基金に充当された。この基金は、ボランティア団体、NPO などが行う

連続休暇制度」
（毎年度1回2日間、現行は 3日間）を、91年4月には「リ

市民福祉活動への助成金などに活用された。

フレッシュ休暇制度」
（勤続満15年・20年の職員は 5日間、54歳達齢

89（平成元）年10月から、多彩なアーティストを迎え、取引先を無

で勤続満20年以上の職員は 30日間以内）を、93年1月には「スポット

料で招待する「ちばぎんひまわりコンサート」を県内各地で定期的に

休暇制度」
（四半期に 1日ずつ年4日）を相次いで創設した。なお、全職

開催した。2013年4月現在で 47回開催し、来場者は延べ 25,000人に

員による年1回1週間以上の職場離脱（連続休暇の完全取得）は、リス

のぼる。

ク管理の観点から、銀行にとって必須事項となっていった。

90年6月には、東京都中央区日本橋室町の「ちばぎんビル」に常設の

福利厚生施設の充実も図った。89年9月に千葉市若葉区更科町にス

展示施設「ちばぎんアートギャラリー」を開設した。千葉県出身・在住

ポーツ施設「更科グラウンド」を設置した。同年10月にはここを会場

作家を中心に絵画・彫刻などさまざまなジャンルの作品を展示し、開

として役職員による「ふれあいスポーツフェア」を従業員組合と共催

設以来、約14万人の来場者を数えた。同ビル建て替えのため 10年4月

し、現在に至るまで継続している。また、93年3月には、銀行直営保養

より閉鎖中であるが、14年3月リニューアルオープンの予定である。

第1回ちばぎんひまわりコンサート

所にリゾートマンション形式の「鴨川グランドタワー」を加えた。

ちばぎんアートギャラリー

鴨川グランドタワー
（1992年10月撮影）

1984
（昭和59）
年6月、本店3階にビデオ室が完

の助け合いを取り上げた「思いやり、熱意を持って」

成し、スタッフは、翌月からスタートする「CVC
（ち

が大きな反響を呼び、
「ITVA―日本
（国際企業映像

ばぎんビデオ・コミュニケーション）
ニュース」の制作

協会）
」の企業映像コンテスト社内向け映像部門にお

にとりかかった。これは、当行の経営方針や新商品、

いて金賞およびグランプリを受賞した。

イベントなどの紹介をニュース形式のビデオに仕立
更科グラウンド

column10

CVC ニュースのスタート

同ニュースは、13年3月の放映で361号を数えた。

て、全職員が視聴するもので、その目的は、当行内
外のさまざまな情報を共有し、職員間のコミュニケー
ションを高め、モラルアップを図ることにあった。
第1号のコンテンツは、
「ビデオ室オープン」
「金投
資口座の推進」
「千葉県職員の財形推進」などであっ
た。現在は月刊となっているが、当初は週刊で制作
され、視聴時間は 7～8分程度、朝会時に全店で一斉
に視聴された。
2007
（平成19）
年11月の第297号では、グルー
プ会社ちばぎんハートフルの障がいをもつ職員同士
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当時のビデオ室
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