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緩やかな成長の時代と
攻めの経営
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2002（平成14）–2007（平成19）

1

緩やかな成長の時代

ら 05年3月末には 2 . 9％まで低下し、
「金融再生プログラム」における
同比率の半減目標は達成された。

デフレ下の景気拡大

不良債権処理の推移
（兆円）

2002（平成14）年初頭に景気が底入れした日本経済は、緩やかなが

量的緩和政策…中央銀行が金利の誘導

ではなく、直接、市場への通貨供給量（マネー
サプライ）を増やすことで景気回復を目指す
政策。日本銀行は 2001年3月、すでに誘導金
利が実質的にゼロとなっており、一段の金利
引下げが限界にきていたことから、誘導目標
を銀行などが日銀に保有する当座預金残高に
変更し、5兆円を当面の目標としてオペレー
ションを行った。
※2

和政策。1994年10月の金利自由化完了によ

8
6

界経済と円安に後押しされた輸出の拡大であった。景気回復の動きは、

4

一時調整局面もあったものの 08年前半まで途絶えず、景気拡大期間
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バブル崩壊後、多くの企業を悩ませていた三つの過剰
（負債・雇用・設

（年月期）

注：金融庁資料により作成。計数は金融再生法開示債権ベース

備）
も、景気回復と企業のリストラ努力が相まって解消に向かったが、そ
の一方で個人消費は緩慢な伸びにとどまった。この要因としては、この
間賃金がほとんど上がらず、雇用の回復は非正規雇用者の増加によると

金融改革プログラム

ころが大きかったためとされた。多くの国民にとっては実感なき景気回

金融再生プログラムの完了もあって、金融システムをめぐる局面が「不

復となり、
「格差社会」と呼ばれる経済的格差の拡大が取りざたされた。

良債権問題」から「金融システムの活力」を軸にしたフェーズに転換し、

景気回復が続くなかで、消費者物価指数が 05年11月からプラスに
※1

転じたことなどを受けて、日本銀行は 06年3月、量的緩和政策 を解
※2

除、さらに同年7月にはゼロ金利政策 を解除した。

2004
（平成16）
年12月にはこれらの指針が盛り込まれた「金融改革プロ
グラム」が公表された。また、同プログラムの中小・地域金融機関向けの
位置付けである「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクション
プログラム」も05年3月に公表された。さらに、不良債権問題の終結を待

金融再生プログラム

り、金融政策の誘導金利は公定歩合から無担
保コール翌日物に移行していた。

10

15

ゼロ金利政策…日本銀行による無担保

コール翌日物の金利を実質ゼロにする金融緩

25

（％）

20

の 73 か月を記録した。

※1

不良債権比率
主要行
地域銀行

主要行
地域銀行

らも息の長い景気回復局面に入った。景気を牽引したのは、好調な世

としては「いざなぎ景気（1965〈昭和40〉～70年）」を超えて戦後最長

いざなぎ景気超え
（日本経済新聞 2006.11.15）

不良債権残高

30

2001（平成13）年4月に成立した小泉内閣は、02年10月に竹中平蔵
金融担当大臣が中心となって、主要行（当時の都銀・長信銀・信託銀行）

つという理由で延期されていたペイオフも05年4月には完全実施された。
※3

07年3月には新たな自己資本比率規制（バーゼルⅡ） が導入され、
※4

同年9月には「金融商品取引法」 が施行された。また、07年10月には
小泉首相が「改革の本丸」と位置づけた郵政民営化がスタートした。

の不良債権比率を 04年度までに半減させる目標を掲げた「金融再生プ

この時期は、メガバンクスや地銀上位行で合従連衡の動きが活発化

ログラム」を策定した。また、主要行以外の中小・地域金融機関の不良

した。特に健全性が高い地銀による広域化の動きが多く見られた。主

債権処理については、中小企業の再生と地域経済の活性化を図るため

なものは次のとおりである。

の各種取組みを進めることで、不良債権問題を円滑に解決していく方
01年 4月：住友銀行とさくら銀行が合併し三井住友銀行に

強化に関するアクションプログラム」により打ち出され、集中改善期

02年 1月：三和銀行と東海銀行が合併し UFJ 銀行に

間が2年間とされた。中小・地域金融機関には削減目標は課されなかっ

02年 4月：第一勧業銀行、
富士銀行、
日本興業銀行が事業再編し、

たものの、
「リレーションシップバンキングの機能強化計画」の策定と

みずほ銀行とみずほコーポレート銀行に

そのフォローアップが義務づけられた。各金融機関とも両プログラム

03年 3月：大和銀行とあさひ銀行が分割・合併し、りそな銀行・

行に公的資本が注入され、同年11月には足利銀行が国有化されるな
ど、なお金融システム不安がくすぶり続けた。
一方で戦後最長となった景気回復は、貸出先の業況改善、株価上昇、
リレーションシップバンキング機能強化の要請
（日本経済新聞 2003.3.26および 3.28）

108

都市部の地価下げ止まりなどを通じて、徐々に金融機関の不良債権処

※3

バーゼルⅡ…1988年の BIS 規制導入後

のリスク複雑化・高度化等を踏まえ、新たに
定められた自己資本比率規制。オペレーショ
ナルリスクも所要自己資本の一部として管理
するなど、金融機関の直面する諸リスクをよ
り精緻に評価し統合的に管理することが求め
られた。
※4

金融商品取引法…金融・資本市場を取り

巻く環境の変化に対応し、利用者保護ルール

針が、03年3月に公表された「リレーションシップバンキングの機能

の目標達成に向けて不良債権処理を進めたが、03年7月にはりそな銀

ペイオフ完全実施
（日本経済新聞 2005.4.2）

の徹底と利用者利便の向上、「貯蓄から投資」
に向けての市場機能の確保および金融・資本
市場の国際化を図ることを目指し、
「証券取引
法」が改正されて成立した法律。

埼玉りそな銀行に
04年 9月：北陸銀行と北海道銀行がほくほくフィナンシャルグ
ループ（FG）設立
04年10月：西日本銀行と福岡シティ銀行が合併し西日本シティ
銀行に

理に追い風となった。主要行の不良債権比率は 02年3月末の 8 . 4％か
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2002（平成14）–2007（平成19）

05年10月：三 菱東京 FG と UFJ ホールディングス（HD）が統合

2

持続的成長を目指した経営

し三菱 UFJFG に（06年1月三菱東京 UFJ 銀行発足）
06年10月：山口銀行ともみじ HD が山口 FG を設立
07年 4月：福岡銀行と熊本ファミリー銀行がふくおか FG を設立
07年10月：親和銀行がふくおか FG の傘下に

竹山頭取の就任と二つの経営計画
2004（平成16）年6月、頭取の早川恒雄が取締役相談役に、副頭取の

いし い としあき

たけやまただし

石井俊昭が取締役会長に、取締役専務執行役員の竹山正が第7代頭取

景気回復期の千葉県

に就任し、新しい経営体制がスタートした。なお、竹山頭取は 07年8
月から 09年7月まで千葉県経済同友会代表幹事を務めるなど、公職を

千葉県経済も、戦後最長の景気拡大を続ける日本経済と歩調を合わ
せ、緩やかな成長を維持した。2002（平成14）年には県の人口が 600

挑戦と革新の 100

週間」
（～07年3月）を策定した。本計画の特徴は、長期的な視点にたっ

約20年の歳月を要した（400万人から 500万人は 9年間）。「平成の大

て「5年後の当行グループのありたい姿」を想定し、それに向かう第一

合併」は 03年の野田市と関宿町の合併を皮切りに本格化し、70年代

段階としての2年計画と位置づけたことと、施策の実施を通じて顧客・

に 80 を数えた市町村数は現在では 54 となっている。

株主・地域社会・職員などすべてのステークホルダーにとっての「価
値創造」を目指したことにあった。これはまさに「CSR」
（Corporate

流山、茨城県つくば地域との利便性が大きく向上した。沿線地域では

Social Responsibility、企業の社会的責任）の考え方を基本に置いた

住宅・商業開発に加え、東京大学柏キャンパス、千葉大学柏の葉キャ

ものであった。本計画は経営指針を「進化しつづける『地域の総合金融

ンパス、東葛テクノプラザなど、世界レベルの研究機関等が集積し、

サービスグループ』の実現」とし、主要課題を「ゆるぎない営業基盤の

産学官連携による国際学術研究都市の形成促進が行われている。

確立」と「経営システムの不断の変革」による「市場優位性・持続的収

07年7月には館山自動車道が開通し、東京から館山までの所要時間
が約90分と、南房総地区へのアクセスが大幅に向上した。また、成田

木更津にアウトレットモール開業
（朝日新聞 2012.4.9）

05年4月、中期経営計画「『価値創造』へ向けて

万人を突破したが、これは 500万人を突破した 1983（昭和58）年から

県内開発では、05年8月につくばエクスプレスが開業、都心と柏、

つくばエクスプレス開業
（日本経済新聞 2005.8.24）

歴任した。

益力・ブランド力の飛躍的向上」とした。
続いて 07年4月、新たな中期経営計画「地域とともに歩む

信頼と

国際空港で 09年10月に 2,500m の「Ｂ滑走路」の供用が開始され、翌

成長の 100週間」
（～09年3月）を策定した。本計画の特徴は、前計画で

10年7月には高速鉄道「成田スカイアクセス」が開業するなど、日本の

取り組んだ CSR 経営をさらに進め、「将来の当行グループのありたい

表玄関として一層の競争力強化に向けた取組みを進めている。

姿」を「すべてのステークホルダーとともに『持続的な成長』を実現し

東京湾アクアラインは、09年8月から社会実験の位置付けで通行料

ていくこと」としたことにあった。本計画は経営指針を「高い支持を受

が片道3,000円から 800円に引き下げられたが、その効果もあって接岸

ける『地域の総合金融サービスグループ』の確立」とし、主要課題とし

地である木更津市は人口が増加傾向に転じている。同地域では 10年に

て（1）経営管理態勢の強化（①コンプライアンス態勢の強化、②スリム

かずさアカデミアパークが民事再生法の適用を申請するという負の動

かつ強靭な経営態勢の構築）、
（2）営業基盤の拡充（①営業地域・顧客基

きがあったものの、12年4月には首都圏最大級のアウトレットモールが

盤・業務の拡充、②サービス品質の向上）、
（3）地域社会発展への貢献

オープンし、東京や神奈川など他県からも多数の観光客が訪れている。

を掲げた。

千葉県人口の推移

竹山頭取就任ポスター

「『価値創造』へ向けて 挑戦と革新の100週間」

「地域とともに歩む 信頼と成長の100週間」

すべての顧客満足の向上へ

（万人）

620
600

ＣＳ向上活動は毎期の施策に組み入れられ、行内に定着してきたが、

580

竹山頭取就任後、次のように新たな施策を打ち出した。
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500

資料：千葉県『毎月常住人口調査』
（各年10月1日現在）
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2002（平成14）–2007（平成19）

施策（時期）

内容

営業店 CS 宣言を記載した「熱血 CS 宣言」プレートの
CS 向上キャンペーン
「熱血 CS 宣言」の実施 着用
「熱血 CS 宣言」マニュアルの制定
（05年10月）
外部モニター調査の開始 調査会社が営業店に入店・電話し、応対調査を実施
（05年10月から）
（現在年4回実施）
「エクセレントサービス
キャンペーン」の実施
（07年5月）

サービス介助士の資格取得研修

職員同士が同僚の顧客サービスを評価・投票し、各営業
店の最多得票者を表彰する制度

積極的な店舗設置
2002（平成14）年の銀行法改正により店舗行政は認可制から届出制
に転換、原則として店舗新設等は自由化された。また、05年には東京
都・埼玉県・千葉県・茨城県を貫く「つくばエクスプレス」が開業する
など、千葉県に隣接都県の成長地域を加えた「広域千葉圏」の結びつき
が一層強まった。こうした背景もあり、当行はバブル崩壊後、抑制的
な方針としていた店舗戦略を積極化路線に転換し、06年から広域千葉

また、2008（平成20）年1月より、ご高齢の方やお身体の不自由な方

圏に多くの店舗を新設した。この頃の店舗新設の特徴としては、千葉

をはじめ、すべての顧客が安心して当行とお取引いただけるよう、全

県に隣接する都県の成長地域に主として法人貸出増強をねらいとする

行を挙げて「ちばぎんハートフルプロジェクト」の取組みを開始した。

ものと、千葉県内の新駅周辺、新興住宅地や他行比劣後している地域

これは、店舗設備のバリアフリー化や視覚障がい者対応 ATM の設置、

に主として個人取引増強をねらいとするものの二つであった。

営業店への助聴器・筆談用ホワイトボードの設置、職員による手話講

県外への出店では、まず「法人営業所」
（銀行法上の位置付けは出張

習会の実施や「サービス介助士」の資格取得などにより店頭サービス

所で、勘定をもたない軽量の拠点）を設置し、相応の資産の積み上げが

を充実させる、地銀界では先進的な取組みであった。

見込まれるようになった時点で支店に昇格することとした。これには、
イニシャルコストを抑え機動的に出店でき、撤退時のコストも軽くて

～緒方相談役（元頭取）の死去～
2003（平成15）年12月8日、当行第4代頭取緒方太郎（当時相談
役）が、享年84歳で死去した。
「お別れの会」は 04年1月15日、早
川頭取（当時）が葬儀委員長となって千葉市美浜区の幕張メッセ国
際会議場にて行われた。各界の代表をはじめ多くの方々から弔問
をいただいた。

緒方相談役「お別れの会」

3

積極的な経営基盤拡充

済むというメリットがあった。また、新駅周辺等への出店は、まず最
寄店に「店舗内店舗」を開設し、そこを拠点に営業活動を行って、その
間に拠点の選定を進め、新設拠点に移るという手法を主なものとした。

コンサルティングプラザ柏

これらの手法を用いることにより、短期間で集中的な出店を実現して
いった。
この時期の出店は次のとおりである。
時期

千葉県内

県外

06年

成田空港第三（出）、
柏の葉キャンパス

埼玉（法）、北千住（法）、東陽町（法）、葛西、
越谷（法）

07年

CP 柏、流山おおたかの森

船堀
（法）
、神栖、八潮駅前
（埼玉
（法）
の昇格）

08年

CP 船橋

深川
（東陽町（法）
の昇格）、守谷

09年 ちはら台

千住（北千住（法）
の昇格）

11年

印西牧の原

三郷中央、越谷レイクタウン
（越谷（法）の昇
格）

12年

四街道南

（つくば）

注：
（法）
は「法人営業所」（
、出）
は「出張所」、CPは「コンサルティングプラザ」の略。店舗内店舗等を経て
開設した支店は本オープンを設置年とした。ただし「つくば」は13年3月末時点では店舗内店舗

印西牧の原支店

採用人員と従業員の推移
（名）

300

4,300
4,200

250

4,100

200

4,000

新規出店の加速、投資型金融商品の拡大などにより、営業人員の

150

3,900

失われた剰余金を早期に回復するため「攻めの営業」を明確に打ち出

増強が新たな課題となった。また、本部においてバーゼルⅡや金融商

100

3,800

すなど、積極化路線に進んでいった。凍結していた出店を再開・加速

品取引法施行等規制環境変化へ対応するための人材の増員も必要と

50

3,700

し、人員拡大を図るとともに、それを支える資本として 15年ぶりの増

なってきたこともあり、それまでの抑制的な人員政策を大きく転換し、

資を行った。

2006
（平成18）
年度からの 4年間で 1,000名を超える新卒採用を行った

1998（平成10）年3月期、99年3月期、2002年3月期の三度にわた
る赤字決算を経て、当行の不良債権問題は終息した。このあと当行は、

112

人員抑制策の見直し

（名）

新卒採用者数（左目盛）
従業員数（右目盛）

0

0

2003 04 05 06 07 08 09 10 11 12（年度）

注：従業員数は、嘱託および臨時従業員を含まず
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2002（平成14）–2007（平成19）

結果、09年度末の従業員数は 4 , 200名を超えた。その後はこの水準を
維持して現在に至っている。

法個人別営業体制の見直し
営業人員が限られていたなかで、営業担当者の専門性を高めつつ、顧

4

多様化する法人取引推進

地域密着型金融の実践
2003（平成15）年3月、金融庁は中小・地域金融機関に対し、
「リレー

客ニーズに迅速・的確に対応していくため導入された営業店の「法個人

ションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」

分業体制」は、営業人員の拡充もあって2007
（平成19）
年6月に廃止した。

を示した（P 108参照）。当行はこのプログラムに基づき、
「リレーショ

これに代わり、渉外活動による預貸金、投資型金融商品、基盤商品の推

ンシップバンキングの機能強化計画」
（03年4月～05年3月）を策定す

進を担う「営業担当」と、融資の管理・事務、窓口来店融資先の管理・推

るとともに、進捗状況を半期ごとに公表した。

進を担う「融資担当」に区分した「営業・融資体制」に戻すこととした。本

続いて金融庁は、05年3月に「地域密着型金融の機能強化の推進に

部機構も07年6月に法人部と個人部を廃止し、機能別推進体制とした。

関するアクションプログラム」を公表した（P109参照）。これに呼応し

さらに 08年3月には、地区法人営業部および企業戦略支援担当も廃

て当行は、「地域密着型金融推進計画」
（05年4月～07年3月）を策定・

止した。これは、地区法人営業部に蓄積したソリューション営業や再
生支援のノウハウを他の営業店に浸透させるとともに、顧客により身

公表し、進捗状況を半期ごとに公表した。
その後、07年4月から地域密着型金融の取組みは、プログラム形式

近な営業店でよりきめ細かくソリューションを提供していくことと、

をとらず当局の監督指針に盛り込むことで恒久化された。そして、画

営業店担当者のスキル向上を目指して行ったもので、いわば発展的解

一的・総花的な計画策定・報告を求めず、日常の監督のなかでフォロー

消と言えるものであった。

アップされることとなった。
これらに関する主な施策は次のとおりである。

自己資本の充実
自己資本比率の推移
（％）

14

景気拡大に加え、成長地域での資産拡大を念頭に、2005（平成17）
年12月、15年ぶりに公募による新株式発行を行った。これは発行株

13

式数5 , 000万株、発行価額の総額480億円の増資となり、不良債権処

12

理で毀損した自己資本の回復に大きく寄与した。
一方、劣後調達についても、03年11月に当行初の国内公募劣後債

11
10

を発行、その後06年、08年、09年、11年と回を重ねて合計600億円

9
8

を調達した。特に 11年に発行した第5回債は 1ロットを 100万円と少
2003 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
（年3月末）

額にして、ちばぎん証券などを通じて個人投資家への販売も行い、調
達手段の多様化を図った。こうした自己資本充実策や利益積み上げ
等の結果、13年3月末の単体自己資本比率は 13.21％、Tier Ⅰ比率は
12.24％まで高まっている。

時期

内容

03年7月

融資に関する顧客からの相談・苦情の電話窓口として本部に「融資ホッ
トライン」を開設

03年10月

企業再生支援の専担部署である審査二部内に、企業再生スキルをも
つ人材からなる「企業戦略支援チーム」を設置

03年10月

外部機関「千葉県中小企業再生支援協議会」を活用した再生支援を
開始

04年2月

地元3行が中心となって「ちば再生ファンド」を創設（その後県内全
信金・信組も参加）

04年7月

担保・保証に過度に依存しない融資商品として、スコアリングを活
用した保証協会提携融資「スパート3000」を取扱開始

05年2月

担保・保証に過度に依存しない融資商品として、スコアリングを活
用した財務制限条項付無担保融資「サービスエース」を取扱開始

06年3月

中小企業基盤整備機構などの出資する「千葉中小企業再生ファンド」
の設立に参画。同ファンドを活用した再生スキームを実施（06年12月）

融資手法の多様化
法人向け融資について「CLO」や「PFI」など、担保や保証に過度に依存し
ない融資手法や、先進的な融資スキームの開拓に継続して取り組んできた。
「CLO（Collateralized Loan Obligation）」は、複数の貸付債権を
裏付資産とした証券を発行し投資家に販売するもので、主として中小

114

千葉県版 CLOのパンフレット
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2002（平成14）–2007（平成19）

企業が市場から資金調達を行う手法である。当行は、千葉県、千葉市、

ぎん」
「ひまわりニーズNAVI」などで「1対多数」もしくは「多数対多数」

千葉県信用保証協会、地元金融機関と連携し、アレンジャーとして「千

のマッチングなどにも取り組んできた。

葉県版 CLO」を組成した。これは、当行をはじめとする地元金融機関

2003（平成15）年6月より、「ビジネスマッチング業務」が銀行法上

が中小企業へ協会保証付融資を実行し、その債権を投資信託として個

の「その他の付随業務」の一つとして位置づけられ、有料での取組みが

人投資家などに販売するものであった。地方銀行が CLO を組成した

可能となった。当行は、04年11月より有料での情報提供に関する提

こと、そして CLO を投資信託として販売したことは全国初の取組み

携を開始し、13年4月時点で契約先は 87先にのぼっている。

であった。2004（平成16）年3月を皮切りに 3回の組成を行った。
「ひまわりニーズ NAVI」のサイト画面

「PFI（Private Finance Initiative）」は、公共施設の整備・運営を、
行政に代わって民間企業が、銀行融資や経営ノウハウを活用して、よ
り効果的・効率的な公共サービスを行う手法である。1999年に法が整

5

個人マーケットへの展開

備されて実施が可能となった。当行は、01年4月に千葉市が発注者と
なった「千葉市消費生活センター・計量検査所複合施設事業」に初めて
参加し、03年6月に市川市発注の中学校整備事業において初のアレン
ジャーを獲得した。その後、さまざまな案件に取り組み、13年3月時
点で 35件・297億円と地銀トップクラスの実績を上げた。

住宅ローンの伸長
ライフスタイルが多様化する個人顧客のニーズなどに対応して、当
行はローン商品を開発するとともに必要に応じて他機関などとの提携
を進めてきた。2002（平成14）年4月、長期の固定金利ニーズに対応す

情報営業とビジネスマッチング
PFIで初のアレンジャー
（千葉日報 2003.7.19）

るため、住宅金融公庫（現・住宅金融支援機構）との連携による住宅ロー
ン「すまい・るパッケージ」の取扱いを開始した。これは、公庫の長期

当行は、稠密な店舗ネットワークにより得られるさまざまな情報を

固定金利住宅ローンと当行の住宅ローンを組み合わせた協調融資商品

蓄積し、付加価値として顧客に提供することでリレーションを高める

であった。03年9月、地元工務店を利用して住宅を新築する個人顧客

「情報営業」に注力してきた。情報営業のスタイルも多様化し、従来か

に対し、着工前の建物建築資金融資が可能な住宅ローン「職人技」の取

ら行われていた営業斡旋情報、不動産情報などの相対のマッチングの

扱いを開始した。04年2月、
「長期固定金利型住宅ローン（公庫買取型）

ほか、商談会やインターネットの企業ニーズ掲示板「ビジネス＠ちば

フラット35」の取扱いを開始した。これは、住宅金融公庫による「証券
※5

化支援事業」 を活用した最長35年の固定金利住宅ローンであった。
※6

「地銀住宅ローン共同研究会」 の企画による女性専用住宅ローン
column14

初の大規模商談会開催
2005
（平成17）
年1月、本店大ホールで当行初の

いたときは、とてもうれしかったですね」
と振り返った。

大規模商談会「ちばぎん ITフォーラム」を開催した。

その後も商談会は、継続して行われており、その

販路開拓や商品開発、業務効率化など、当行取引先

ジャンルは、観光・農業・環境・食・国際など、いわゆ

の企業ニーズを満たす企業同士を引き合わせる「ビ

る成長分野をメインとしたものになってきており、13

ジネスマッチング業務」の一環であった。

年3月末現在で 121回を数えた。今や開催の舞台は

当日は 72社91人が参加し、
「ホームページを開設

千葉県だけでなく海外にまで及んでいる。

したい」
「 販路拡大のためネットショップを始めたい」

家事代行、育児、介護、映画、遊園地などの優待・割引といった特典が
付帯されたものである。
商品性拡充や推進強化の結果、住宅ローン残高は 02年3月期から

い取り、信託銀行などに信託のうえ、その信
託受益権を担保とした住宅金融公庫債を発行
する事業。なお、住宅金融公庫は民業圧迫の
批判の高まりのなか、2003年から直接融資業
務を縮小し、07年には住宅金融支援機構に改
組された。
※6

地銀住宅ローン共同研究会…2008年2

月、当行と横浜銀行が幹事として、住宅ロー
ンの共同商品を開発するために設立。当初は
群馬、静岡、常陽、八十二、山梨中央と合わせ
て 7行でスタートした。13年4月現在、名称を
「地銀個人ローン研究会」に変更し 56行体制
で活動している。

13年3月期までで 2倍に増加した。

（兆円）

況のうちに閉会した。

3.0
2.5

当時から現在に至るまで当業務を担当している職員

2.0

（法人営業部）
は、第1回フォーラムについて、
「何し

1.5

ろ初めてのことで、営業店にビジネスフォーラムの意

1.0
0.5

義を周知するのに苦心し、会場設営も想像以上に大

0

変でした。しかし、積極的な商談が繰り広げられ、多く

116

に取扱開始した。これは、住宅ローン利用者に、ホームセキュリティ、

証券化支援事業…民間金融機関などが

融資した住宅ローン債権を住宅金融公庫が買

住宅ローン残高の推移

などの相談が各出展者のブースで繰り広げられ、盛

の参加者から大変有意義であったとの感想をいただ

「ロングエスコート」を 08年5月に、
「ハッピーエブリデー」を同年7月

※5

2002

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12
13
（年3月末）

ITフォーラム

ロングエスコートのパンフレット
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2002（平成14）–2007（平成19）

投資型金融商品販売の拡大

保険販売額の推移
（億円）

1,500

（1）投信・保険の販売推進

終身
定額

〈投信〉

投資型

 当行の投信販売は、開始当初は MMF や公社債投信中心の取扱い

1,000

であったが、行員のスキルアップを図り、意識を変える教育を進め
るとともに、専用ファンドを投入するなどの販売促進策を進めた。
この結果、2000（平成12）年3月末には 5％弱だった株式投信の残高

500

シェアが 02年9月末には 50％を超えるまでになった。
13
/3

12
/9

12
/3

11
/9

10
/9

11
/3

10
/3

09
/9

09
/3

08
/9

08
/3

07
/9

07
/3

06
/9

06
/3

05
/9

05
/3

04
/9

04
/3

に加え、02年12月からインターネットバンキングによる取扱いを開

0
20
03
/3
03
/9

 また、販売チャネルも従来の営業店およびテレフォンバンキング

（年月期）

始した。この頃から残高も急増し、03年9月期には 2 , 000億円、04
年9月期には 3,000億円、06年9月期には 5,000億円を突破した。

（2）組織体制の推移
 投信窓販は営業企画部「投信企画室」が専担部署としてスタート

投資信託残高の推移

したが、法個人別推進体制を敷いた 1999年6月の組織改定におい

（億円）

て、投信銘柄の選定等を営業統括部業務開発室が、投信販売の推進

6,000

公共債投信残高

5,000

企画や営業店支援を個人部が、富裕者層に対する運用提案を法人部

株式投信残高

4,000

プライベートバンキング室が担う体制とした。同年10月には営業

3,000

店の体制も法個人別組織となり、投信の販売は従来のテラーに加え

2,000

て、主として女性からなる個人渉外担当が担うこととなっていった。

1,000

 保険窓販や証券仲介業務の解禁もあって、投資型金融商品の販売
20
00
/4
00
/9
01
/3
01
/9
02
/3
02
/9
03
/3
03
/9
04
/3
04
/9
05
/3
05
/9
06
/3
06
/9
07
/3
07
/9
08
/3
08
/9
09
/3
09
/9
10
/3
10
/9
11
/3
11
/9
12
/3
12
/9
13
/3

0
（年月末）

額が増加していくなかで、05年4月、個人部に「金融商品グループ」
を設置し、複数部に分散していた投資型金融商品の販売に関する業
務（商品選定、販売推進、富裕者層への提案等）を一元して担当する

〈保険〉
 銀行への保険窓販の解禁は次の 4段階で行われた。

体制とした。
 その後、07年6月の法人部・個人部の廃止に伴い、投資型金融商

①

01年4月

住宅ローン関連の長期火災保険等

②

02年10月

個人年金保険等

品販売の統括部署を支店支援部に新たに設置した「金融商品推進グ

③

05年12月

一時払終身保険等

ループ」に移した。なお、富裕者層を対象とした投資型金融商品販

④

07年12月

全面解禁

売は、新設した営業開発部のプライベートバンキンググループが担

 当行では、こうした解禁の進捗や顧客のニーズ、行員の知識・経
験の定着度合などを勘案して、段階的に取扱商品を拡大していった。

うこととした。
（3）販売におけるコンプライアンスの強化

05年の解禁拡大（③）を受けて、06年2月には一時払終身保険を全店

 消費者保護の重要性が高まり、01年4月に「金融商品販売法」が施

（大阪支店等を除く）一斉に取扱開始した。また、全面解禁（④）を受

行され、これを受けて当行でも同年4月1日に「千葉銀行の勧誘方針」

けて 08年1月には定期保険・終身保険などの販売を開始した。定期

を制定・公表した。

保険・終身保険は専門性が高いことから、本部に設置した保険専門

 さらに 07年9月、証券取引法の名称を変え関連法を改正・統合し

人員が取り扱うこととした。一方、同年4月にはマス顧客向け商品と

て「金融商品取引法」が施行された（P 109参照）。同法は、利用者保

して医療保険・がん保険を全店
（大阪支店等を除く）
で取扱開始した。

護ルールの徹底と利用者利便の向上などを目的に、対象商品・取引
等が旧法から大幅に拡大されるとともに、「適合性の原則に基づく
勧誘・販売」や「説明義務の強化」など顧客保護の観点から広範な対
応が求められ、違反すると罰金や行政処分等の罰則が科される厳格

118
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なものとなった。当行の主な対応事項は次のとおり。
項目
規定類の整備

内容
「投資型金融商品の取扱いに関する内部管理規定」
「金融
商品取引法等対応マニュアル」など

行内体制の整備

本部に「金融商品統括責任者」
「金融商品責任者」を、営業
店に「金融商品営業責任者」
「金融商品内部管理責任者」等
を設置

広告規制への対応

法令要件を充足したパンフレット等に差替え

契約締結前交付書面・契約締結時交付書面の制定
販売手続ルールの
適合性の判断に関するルールの制定（インタビューシート、
整備
適合性確認シート、高齢者取引等）
職員教育

6

上記のほか法律内容や禁止行為について、職員各層に対
し、多くの媒体を使って繰り返し実施

関連会社戦略の再構築

関連会社管理体制の強化
関連会社については、2006（平成18）年5月の会社法施行に伴って、
業務の適正を確保する体制を整備する必要が生じ、子会社等に関する
管理態勢の整備が求められるようになってきた。特に当行グループは
銀行と証券会社という複数の業態の金融機関を有し、金融庁の監督指

ショナルリスク損失事象の把握や、信用リスクについてはグループ
で与信情報を共有化することとした。

関連会社の統廃合
当行関連会社は、銀行法改正等の規制環境変化やグループ体制見直
しなどとともに、設立と廃止を随時繰り返し、2001（平成13）年10月
の「ちば債権回収」設立時には最大17社となった。その後は以下の 7
社を統廃合したほか、06年12月に「ちばぎんハートフル」
（P133参照）
を設立、13年3月末時点では 13社体制となっている。
時期

社名（業務内容）

統廃合内容・理由

02年4月

ちばぎんファクター
（無担保ローン信用保証）

ちばぎん保証と合併

02年4月

チバインターナショナル
（海外債券引受）

不稼働のため清算

03年7月

ちばぎんローンビジネスサポート
ちばぎん保証に統合
（担保評価業務）

04年7月

ちばぎんキャッシュビジネス
ちばぎんビジネスサービスに統合
（現金等整理業務）

04年11月

ちばぎん総合管理
（自己競落業務）

競売制度の変更等により取扱減少につ
き清算

08年4月

ちばぎんビジネスサービス
（銀行事務の処理業務）

業務を銀行本体に取り込み清算

09年9月

チバキャピタルファンディング
不稼働のため清算
（劣後債発行）

針における「金融コングロマリット」に該当するため、より高度な管理
態勢が求められた。これらを受けて、06年度より以下のとおり、銀行
による関連会社への関与を強める方向で管理体制を再構築した。
（1）人事制度の見直し

7

ホスト更改と外部委託

 関連会社の定款上の役員任期を 2年から 1年に変更し、グループ
内の異動を柔軟に行えるようにした。また、職員の人事考課・賞与
査定・人事面接・人事異動等をグループ全体で一元化し、グループ
各社の適正な人員配置・評価に注力した。
（2）業績評価制度の導入
 関連会社の業績を、年度ごとに銀行が評価することとした。コン
プライアンスやリスク管理を含む各社のミッションを明確化し、評
価を役員報酬に反映させるなど、各社の仕事へのモチベーション向
上に努めた。
（3）コンプライアンス、リスク管理の強化

120

ホストコンピュータの更改
当行のホストコンピュータ（ハードウェアおよび基本ソフトウェア）
は、処理能力については余裕があったものの、保守期限を勘案すると
2007（平成19）年頃までに更改する必要があった。そこで 04年4月に
「ホストコンピュータ更改計画」を策定して更改に着手した。
この際、ホスト更改プロジェクトを含めたシステム運用を日本 IBM
に外部委託することとし、04年10月から実施した。当行はそれまで、
システム開発から運用までの全工程を行員が主体となって行う「自

 関連会社に係るコンプライアンスおよび各種リスク管理の所管部

営体制」をとっていた。しかし、システム運用については、コンビニ

署を明確に定め、当行で実施している管理手法を関連会社にも準用

ATM との提携などにより 24時間365日の維持・管理が必要となるな

することで、その管理を強化した。例えば、グループ全社のオペレー

ど、安全運営の観点から体制の強化が必要となっていた 。これに加

※7

※7

2002年4月のみずほ銀行における大規

模な ATM 障害が有名であるが、当行において
も 04年1月17日、勘定系システム障害により
コンビニ ATM を含む全 ATM 取引と、ダイレ
クトバンキング取引が利用不能となる事故が
あり、さらなる安全運営が課題となっていた。
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えて、当行内におけるシステムに精通した人材育成の限界や経費削減

手数料改定を行った。一方、IT の活用や業務の見直しにより手数料を

等のメリットを勘案して、運用業務の外部委託に踏み切ったもので

引き下げるサービスもあった。なお、これらの手数料改定にあたって

あった。ホスト更改は 07年1月、当初予定どおり完了した。

は、顧客説明を丁寧に行った。

業務のグループ外委託と関連会社の廃止

時期

項目

内容

05年1月

自動両替機利用手数料の 包装硬貨の自動両替をカード方式とし、年
新設
間手数料を徴求

05年1月

窓口両替手数料の改定

05年1月

コンビニ ATM 利用手数
入金取引の有料化
料の改定

06年1月

ATM 利用手数料の改定

土曜日日中の利用手数料引上げ

07年2月

振込手数料の改定

他行カードによるATM 振込開始に伴い、
同手数料の新設
マイアクセス当行本支店宛振込手数料の
無料化◇

07年3月

マイアクセス利用手数料 インターネットバンキング・モバイルバンキ
の無料化
ング契約者の月間基本手数料を無料化◇

リットにより、当行も安価で安全なサービスを受けられたものである。

08年10月

通帳再発行手数料の改定

同手数料を引上げ

なお、ちばぎんキャッシュビジネスは、これに伴う業務スパン縮小の

09年10月

振込関連手数料の改定

振込訂正手数料の新設
振込組戻手数料の引下げ◇

10年6月

ATM 利用手数料の改定

カードローン・総合口座貸越取引の際の
手数料を引下げ◇（利息制限法改正に伴
う対応）

13年1月

住宅ローン繰上返済手数
料の改定

インターネットでの一部繰上返済手数料を
無料化◇
窓口での全額繰上返済手数料を引上げ

従来、当行の事務集中化・合理化は、営業店の事務を本部へ集中し、
それを関連会社に委託する手法が中心であったが、さらにグループ外
への委託にも取り組んだ。
具体例としては、ちばぎんキャッシュビジネスが行っていた自動機
監視業務を、2004（平成16）年3月から「日本 ATM」へ委託したケー
スがあった。日本 ATM は、外資系コンピュータ会社日本 NCR が設立
した ATM の販売・保守・管理会社であり、現在では、メガバンクスや
地方銀行など多数の金融機関から自動機監視業務を受託している。そ
の監視台数は日本全国で 6万台を超えていることから、この規模のメ

ため、04年7月ちばぎんビジネスサービスに吸収合併された。
この時期の事務合理化のもう一つの流れは、関連会社へ委託した業
務を銀行本体の事務部門に戻す流れであった。これは、①銀行本体の
人員不足解消、②迅速な業務拡大、③オペレーショナルリスク管理の
厳格化、④消費税負担の回避などがその目的であった。
まず 07年6月、
「業務集中部」を新設し、ちばぎん保証が行っていた

最低課金枚数（紙幣・硬貨）
の引下げ。金
種指定支払の有料化

注：◇は引下げまたは無料化

不動産担保評価・管理業務を取り込んだ。同時に、投資型金融商品関
連事務、個人ローン・クレジットカード関連の審査・管理業務を他部
から移管した。続いて 08年4月、ちばぎんビジネスサービスの全業務
を、新設した「事務サービス部」に移管し、同社を清算した。これにより、

8

コーポレートガバナンス強化の系譜

当行の事務部門は 3部体制となったが、
「事務企画部」は事務効率化推
進などを行う事務関連の企画部署、
「業務集中部」は一定の判断を伴う
専門業務の集中部署、
「事務サービス部」は営業店後方事務など労働集
約的業務の集中部署と位置づけた。

社外役員の招聘
古く当行では、1958（昭和33）年の「レインボー事件」
（P 26参照）や
60年の銀行史上まれにみる労働争議（P 27参照）、75年の役員人事を

受入手数料の改善

貸金庫

122

めぐる報道（P 42参照）にみられるように、コーポレートガバナンスの
機能不全が原因と思しき事件が起きた。新たな経営トップを外部から

金利の自由化と金融機関間の競合激化等もあって、資金利益の伸び

招聘するなどして難局を乗り越えてきたが、その後の当行が目指した

が鈍化していくなかで、収益増強策として、これまで無償もしくはか

ものは、経営陣が変わっても組織的・制度的に企業統治が働く体制で

なり低額としていた役務取引について、コストに見合った適正な対

あった。

価を求める動きを活発化していった。この時期、当行では 2002（平成

その仕組みの一つが社外役員である。73年に当時では稀な社外取締

14）年の窓口両替手数料の新設、残高証明書発行手数料・貸金庫手数

役として、キッコーマン醤油（現・キッコーマン）社長であった茂木啓

料の改定を端緒として、05年から本格的に次のような各種サービスの

三郎氏を招聘し、87年まで 14年間にわたり大所高所から経営全般に

茂木啓三郎氏
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係る指導をいただいた。茂木氏には取締役退任後も 93（平成5）年のご
逝去に至るまで相談役として在任いただいた。また近年では、社外取
締役の導入が会社法改正の論議などにおいて活発化していることも

ガバナンス関係の開示
当行はコーポレートガバナンス関連の開示にも積極的に対応してき
た。例えば、2005（平成17）年3月期から有価証券報告書に「コーポレー

あり、2013年6月に社外取締役1名を選任した。
社外の目による経営監視という点では、社外監査役の役割も重要に

トガバナンスの状況等」の記載を、06年からは東証に対する「コーポ

なる。社外監査役は 74年の商法改正により設置が義務づけられたが、

レートガバナンスに関する報告書」の開示をそれぞれ開始し、現在に

05年からは社外要件が厳格化されたこともあり、大蔵省・日本銀行・

至っている。

千葉県庁等、各界で知見を有する方々を招聘しコーポレートガバナン

06年5月には、会社法施行を踏まえ「業務の適正を確保する体制（い

スの維持に努めている。なお、当行は会社法下の監査役設置会社を選

わゆる「内部統制システム」）の整備に係る基本方針」を、取締役会で

択し、現在では監査役5名中3名が社外という体制が維持されている。

決議し公表した。これは、当行が法令や金融検査マニュアル等に基づ
いて整備してきた内部統制システムを整理するとともに、今後対応を

執行役員制度の導入

図っていく事項を含めて明文化したものである。この方針は必要に応
じて見直しが求められており、近年では 11年に項目追加の見直しを

2003（平成15）年4月の執行役員制度導入もコーポレートガバナン

実施している。

ス強化策の一環であった。これは①取締役の員数削減と取締役会の意
思決定機能の迅速化、②経営と業務執行の役割明確化、③業務執行の
監督機能強化が目的であった。これにより取締役の人数を導入前の
17名から 13年3月末の 9名まで減らした。併せて、本部機構を「コー

9

リスク管理のさらなる高度化

ポレート・スタッフ部門」と「業務部門」に区分し、前者を取締役が、
後者を執行役員が担当する体制とした（「業務部門」はさらに「営業部
門」
「審査・管理部門」
「コーポレート・サービス部門」に区分）。また、
経営関連会議の改編や取締役会付議規定の改定など、経営管理体制の

バーゼルⅡへの対応
わが国では 2007（平成19）年3月末から、いわゆる「バーゼルⅡ」が
導入された。これは、リスクの複雑化・高度化等を踏まえ、銀行に諸リ

見直しを行った。

スクをより精緻に評価し、統合的に管理することを求めるものであっ
た。規制としては、銀行の自主性を尊重し、管理態勢等を当局や市場
column15

人間尊重
いでみつ さ ぞう

近年、出光興産創業者出光佐三氏をモデルにした
ドキュメント小説がベストセラーとなったが、同氏に
は 1964
（昭和39）
年から約2年間、当行の社外取締
役に在任いただいた。

今日であった。『人間尊重』は、半世紀を経ても全く
色あせない不変の理念である」と語った。
この巡り合わせは出光佐三氏の導きではないかと、
参加者一同は感銘を受けた。

在任中の 1965年12月6日に行われた、
「日本人の

の経営者は、この『人』という資本を愛情によってみが

金融機関に一定の自己資本比率を求めるものだが、その算定方法
が変更となった。分母にあたるリスクアセットについて、信用リ

「オペレーショナルリスク管理委員会」を設置して体制を構築し

興産の経営理念にもなっている「人間尊重」を語った。

た。また、選択制となっていた各リスクの計測手法は、信用リス

偶然にも時は下って 2013
（平成25）
年12月6日、

佐三が千葉銀行で講演したのは、奇しくも 48年前の

①一の柱＝最低所要自己資本比率

当行ではオペレーショナルリスクの管理部署を定めるとともに、

きあげ、一致団結して事に当たるべきである」
と、出光

社長）
天坊昭彦氏に登壇いただいた。天坊氏は「出光

も次のとおり対応した。

スクが加えられた。

国と比べ、日本には『物』はないが『人』はある。日本

てんぼうあきひこ

かで、当行もリスク管理の高度化を進め、バーゼルⅡの「三つの柱」に

スクの計測が精緻化されるとともに、新たにオペレーショナルリ

事業経営」
と題した当行幹部向けの講演で同氏は、
「外

当行幹部セミナーにおいて、出光興産相談役
（第8代

が評価して、さらなる高度化を促す手法であった。こうした流れのな

※8

出光佐三氏揮毫の「人間尊重」
（出光興産提供）

クについては基礎的内部格付手法 を、オペレーショナルリスク
※9

については粗利益配分手法 を採用した。

※8

基礎的内部格付手法…行内格付を利用

し、デフォルト確率を当行が推計する手法。
標準的手法と先進的内部格付手法の中間に位
置し、金融当局の承認が必要になる。
※9

粗利益配分手法…ビジネスラインごとの粗

利益×ビジネスラインごとの掛目の合計をリスク相
当額とする手法。基礎的手法と先進的計測手法
の中間に位置し、金融当局の承認が必要になる。

124
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②二の柱＝金融機関の自己管理と監督上の検証
各事業部門のリスク量を計量的に把握し、経営体力の範囲内に制

10

業務改善命令とコンプライアンスの強化

御するなど、金融機関の自主的な「統合リスク管理態勢」を金融当
局が検証するもの。加えて、与信集中リスク、銀行勘定の金利リ
スクについて当局がモニタリングし、一定水準を超えた金融機関
※10

アウトライヤー規制…一定の金利変動

シナリオのもとで発生する銀行勘定の金利リ
スクが、自己資本に対してどの程度の割合を
占めるか確認する規制。日本では「早期警戒制
度」の枠組みに組み込まれており、基準値を
超えると当局によるヒアリングが行われるほ
か、状況によっては行政指導が行われる。

※10

は特に留意して監督を行う「アウトライヤー規制」

が導入され

た。

不祥事件の発生と業務改善命令
1997（平成9）年の企業倫理委員会設置以来、コンプライアンスの徹
底を重要な経営課題と位置づけ、全行的なコンプライアンス意識の醸

③三の柱＝市場規律

成、コンプライアンス体制の整備を行ってきた。それにもかかわらず、

自
 己資本比率やリスク管理態勢などの開示を充実することで、市

2005年から 06年にかけて、顧客からの預り金・融資実行金などの着

場など外部の評価により銀行経営の健全性を維持向上するもの。

服事件をはじめ 6件の不祥事件が相次いで発覚、07年3月16日（金曜

当行では 07年より開示項目の充実および自己資本比率の四半期

日）に関東財務局より銀行法第26条第1項に基づく「業務改善命令」を

開示等を実施した。

受けた。その内容は、
「法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保

当行はバーゼルⅡで求められたリスク管理態勢の定着を図るため、

するため、内部管理態勢の充実・強化を求める」というもので、業務改

07年6月に経営企画部統合リスク管理グループを分離し、総務部コン

善計画を策定し、その実施状況を 3 か月ごとに報告するというもので

プライアンス統括グループなどと合わせて「リスク・コンプライアン

あった。なお、この時期は不祥事件発生により業務改善命令を受ける

ス統括部」を設置した。さらに 09年6月には同部から「リスク管理部」

金融機関が多発した時期でもあった。

を専担部署として分離し、さらなる体制強化を図った。

業務継続体制の構築
当行が業務継続体制を明確化したのは、1996（平成8）年に制定した

※11

SARS…重症急性呼吸器症候群。SARS

ウィルスにより引き起こされる新種の感染
症。2002年に中国広東省で発生し、中国・香
港を中心に 8 , 000人以上が感染、800人近く
が死亡した。

て事実関係の調査を行い、各種の再発防止策を講じてきた。しかし、
同時期にこれほど多様な事件が重なって発生したことは初めてであ

システムに対する危機管理計画」を制定、同年、勘定系システムのバッ

り、これは、職員へのコンプライアンス意識の徹底と、不祥事件の横

クアップ機能を県外に設置した。また、ペイオフ解禁をにらんで 2001

断的・網羅的な発生要因分析・対応策策定が不十分であったと言わざ

年に「預金流出に係る危機管理計画」を制定し、これらの規定に基づく

るを得なかった。

その後、01年米国同時多発テロ、02年大手行システム大規模障害、
米国同時多発テロ勃発
（毎日新聞 2001.9.12）

これ以前にも不祥事件は発生していたが、事件発覚のつど、徹底し

「大規模災害対策規定」にさかのぼる。その後、99年に「コンピュータ

訓練も随時実施した。
02～03年 SARS

※11

この反省に立ち、2007（平成19）年3月18日（日曜日）に本部の全部
室長、全営業店長および全関連会社社長を緊急招集し、
「全店長説明会」

、06年鳥インフルエンザなど、次々と金融機関の

を実施した。ここで頭取自らが「コンプライアンスをすべての業務の

業務継続をおびやかす事態が発生し、多様な事象に対応可能な業務継

基本とすること、不祥事は二度と起こしてはならないこと」など、コ

続体制が求められることとなった。

ンプライアンス態勢の確立を訴えた。さらに翌19日（月曜日）には、頭

そこで、08年3月には「業務継続に係る基本規定」を制定、同年9月
までに規定類の整備を完了した。これにより、自然災害、コンピュー

取自らがビデオメッセージを通じて、キャリアアシスタントを含む全
職員および関連会社全社員に法令等遵守意識の徹底を訴えた。

タ事故、大規模停電、テロリズム、疫病の流行、風説の流布を「想定す

また、この事態を深く反省し、経営責任を明確にするため、頭取以

べき危機事例」と規定するとともに、預金の払戻し、振込の受付・発信

下全取締役および関連する執行役員の報酬を一部カットするととも

など 9業務を緊急時に優先的に復旧する「重要業務」と明定し、これら

に、関連部署の部長は給与を一部返上した。

の業務の復旧目標時間を設定、これが可能となる体制を整備した。
その後、09年に新型インフルエンザが流行したが、その際、職員に

業務改善命令発出
（東京新聞 2007.3.17）

コンプライアンスの強化

そして、次のような項目からなる業務改善計画を策定し 4月13日に
関東財務局長に提出した。

おける感染が拡大して支店運営に支障をきたす例が発生した。そのた
め、
「業務継続に係る実施規定（疫病編）」を追加制定し体制を整えた。
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2002（平成14）–2007（平成19）

１．
法令等遵守に係る経営姿勢の明確化および全行的な法令等遵守
意識の醸成
２．
取締役会および本部の機能強化による全行的な法令等遵守態勢
コンプライアンスを中期経営計画における最重要
課題に位置付け

の確立
３．
営業店における厳正な事務処理の徹底および内部牽制機能の充
実・強化
４．
本部監査機能の充実・強化
５．
適切な人事管理の実施
以降、業務改善計画の履行に取り組んだ結果、相応の成果のもと計
画・報告を完了し、11年度からは新たに策定した「不祥事件防止プロ
グラム」に基づいて、不祥事件の根絶に取り組んでいる。
この間、組織的な対応として 07年6月に「リスク・コンプライアン

合理化・効率化により大きく削減され、その担い手がパートタイマー
など臨時従業員にシフトしたこと、C コースの主要職務が渉外活動
を含む投資型金融商品の販売等にシフトしたことに対応したもの。
〈07年4月〉
「副支店長」職位の再導入
 03年の人事制度改定で廃止され次長と同列となっていた「副支店
長」の職位を復活して処遇を向上。これは、コンプライアンス徹底
や事務厳正化に関する業務負荷が急増し、営業店における事務統括
者の責任・負担が大きくなったことを受けたもの。

女性のさらなる活躍支援
女性の登用や活躍支援については、全国初の女性支店長を輩出
（1986〈昭和61〉年）するなど、かねてより先進的な取組みを行って

ス統括部」を設置し、09年6月にはさらに専門性と独立性を高めるた

きた。しかし、94（平成6）年3月末をピークに女性行員数は減少し、

め「コンプライアンス部」を分離して設置した。

2005年3月にはピーク比6割弱となった。これは事務合理化により主
として女性が担ってきた事務のシステム化や、パートタイマー等への
代替が進んだことなどが主な要因であった。一方、個人営業や融資管

11

女性と中高年層の活躍支援

理などの分野において女性行員の活躍はめざましく、その定着化が大
きな課題となった。そこで 05年11月、当行は「女性いきいきキャリア
アップ宣言」を策定・公表し、積極的な女性の活躍支援を企業姿勢と

人事制度の改定

して明確化した。
女性いきいきキャリアアップ宣言

人員抑制策による人員不足、投資型金融商品販売等業務の多様化な
どを背景に、行員の能力・やる気を引き出すため、以下の人事制度改
定を行った。
〈2003（平成15）年4月〉
①職能等級の見直し。行員の評価・処遇の基礎となる「職能等級」を
見直して段階をよりフラットにするとともに、名称を「職責階層
（職階）」に変更（G コースを例にとると、従来11段階あった職能
等級を、
「スタッフ1」から「スタッフ3」
「リーダー」
「マネージャー」
「上級マネージャー」の 6階層に変更）。

千葉銀行は、高い意欲をもち、チャレンジ精神旺盛な女性行員
の一段の活躍の場を広げる取組みを進めていくとともに、男女が
ともに研鑽しあう活力ある職場づくりのために、次の課題に取り
組んでいきます。
（1）能力開発とキャリア形成の支援
 職員個々人の自律的なキャリア形成意識を尊重し、高い専門
性を持ち、人間力豊かな人材の育成に取り組んでいきます。
（2）個性の尊重

②スタッフ職位（調査役、営業推進役、参事役など）の廃止とライン

 職員のもつ個性を大切にし、多様な個性を活かすことから生

職位の整理・統合（副支店長および支店次長を「次長」に、副部長・

まれる、創造性あふれる取り組みを、企業の力として活用して

部長代理などを「部次長」に統合）。

いきます。

③退職金のポイント制（職階・職務・勤続年数を毎年ポイント化し、

（3）ワークライフバランスの推進

累積ポイントに基づいて退職金を算定する方式）導入と年金制度

 職員とその家族が、いつも充実したときを過ごせるよう、仕

の改定（2本建ての加算年金の統合など）。

事と個人生活のバランス（ワークライフバランス）を図るための

〈05年7月〉コースの見直し
 複線型人事制度における 3コースのうち C と E を統合し、G・C の

取り組みを推進していきます。
特に、出産・育児といった重要なライフステージの変化に際し

2コース制にした。これは、E コースの主要職務であった定型事務が
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ては、男女が協力してこれに参加し、ともに働き続けられる職場
づくりに取り組んでいきます。

項目

クライフバランスの実現を目指した活動を行っている。

内容

05年4月

育 児 休 業 取 得 期 間 その後数回の延長を経て、現在は子が満3歳ま
の延長
で取得可能

05年4月

子 の 看 護 休 暇 制 度 子の看護のため年間で 5日間まで特別休暇を
導入
取得可能

05年4月

出産時の父親休暇制
出産日以降2週間以内に3日間の休暇
度導入

06年1月
06年4月

中高年層の戦力化
2006（平成18）年4月、改正高年齢者雇用安定法

※12

が施行され、企

業に 65歳までの雇用延長制度の導入が段階的に義務づけられた。ま
歳以降の就業ニーズが高まっていた。
こうした背景から、当行は 06年4月に「シニア・スタッフ制度」を導
入した。この制度は定年退職する専任行員のうち、本人が希望し、か

女性支店長輩出の可能性を拡大

06年7月

「リ・キャリアプラン」
結婚・妊娠などで退職した行員の職場復帰制度
導入

06年12月

「ネクスト・ステージ
臨時従業員の行員への登用制度
プラン」導入

つ健康状態に問題がないなど一定の基準を満たす者は、期間1年の雇
用契約を締結し、最長65歳まで更新するというものであった。
その後も、実績に応じて高い処遇が受けられる専任行員の給与体系
改定（08年4月および 11年7月）、専任行員の職位登用の拡大（12年10

これらの取組みが評価され、09年には、次世代育成支援対策推進法
によるワークライフバランス優良企業として認定され、認定マーク「く

※13

月）、シニア・スタッフ制度への「常勤雇用」の追加 （13年5月）など、
中高年層の活躍を支援する施策を実施した。

るみん」を取得した（11年・13年再認定）。また、10年には厚生労働省

は、月15日以内の「短勤」のみとしていたが、
公的年金の支給開始年齢が段階的に引き上げ
とに対応するために、「常勤」の選択を可能と
した。

て「千葉労働局長優良賞」を受賞した。
男女別従業員数の推移

導入時のシニア・スタッフの勤務形態

※13

られ、60歳以上の年金無支給期間が生じるこ

「均等・両立推進企業表彰ファミリー・フレンドリー企業部門」におい

くるみんマーク

高年齢者雇用安定法…「高年齢者等の

※12

雇用の安定に関する法律」が正式名称。

た、公的年金の支給開始年齢の引上げに対し、当行定年退職者でも 60

「育児（19時）
に帰ろ 育児のために、19時を目途に早帰りを促進す
う週間」実施
る週間を設定
Cコース行員の可能
職位に支店長を追加

定し、公表した。同年10月には経営管理部（現・人材育成部）内に「女
性活躍サポートチーム」を設置して、より一層の女性活躍支援、ワー

併せて、具体的な対応として次のような施策を実施した。
時期

11年4月には「女性活躍支援・次世代育成支援に係る行動計画」を策

column16

私のきらめきプロジェクト

（名）

6,000

女性

男性

5,000

2007
（平成19）
年4月、商品やサービスの企画・開

託・外貨定期預金キャンペーン、貯蓄初心者向けの

発に女性の感性を生かすことを目的に「私のきらめき

小冊子「貯活 BOOK」
（ 貯蓄活動を略した造語）
など

プロジェクト会議」が開催された。これは、公募で選ば

の企画や製作において、女性の視点を存分に発揮し、

れた女性行員11名のメンバー
「きらめき隊」が営業統

13年3月末時点で22件の企画が具体化されている。

括部
（現・営業企画部）
スタッフとともに、預金・投資

4,000

信託・住宅ローンなどの商品やサービスに関するアイ
デアを出し合い企画につなげるというものであった。

3,000

同年7月に当プロジェクト企画により、子育てにや
さしい住宅を購入する場合に、住宅ローンの金利を

2,000

優遇する「ちばぎん子育て応援住宅ローン」の取扱
いを開始した。
そのほか、子供の誕生に応じて段階的に金利が上

1,000

乗せになる「積立式定期預金〈はぐくみ〉」や投資信

「はぐくみ」通帳・
「貯活 BOOK」

13

10
11
12

08
09

06
07

04
05

02
03

98
9
20 9
00
01

96
97

93
94
95

91
92

89
90

87
88

19
86

0
（年3月末）

注：嘱託および臨時従業員を含まず
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12

地域貢献活動の展開

ベンチャー企業育成活動
1998（平成10）年10月に当行全額出捐で「ひまわりベンチャー育成

地域貢献活動については、
「育てます大切なもの」をキャッチフレー

基金」を設立し、ベンチャー企業への助成金の交付やインキュベーター

ズとした創立60周年記念事業（2003〈平成15〉年前後に実施）や、「た

施設への入居補助金などを交付した。2013年2月までの助成先累計は

いせつにします、ひと、みず、みどり。」をキャッチフレーズとしたそ

154先で交付総額は 4億6,400万円となっている。

の後の活動（07年頃から実施）などを通じ、継続的に展開してきた。こ
れらの活動は現在実施している CSR 活動の端緒と言える。

また、創立60周年記念事業として 03年3月、大学発ベンチャーの起
業を支援するため、千葉大学などが主催する「なのはなコンペ」を後援
し、入賞者に「ちばぎんひまわり賞」を授与した。以降、12年まで継続

緑化・環境保全活動

して後援した。

創立60周年記念事業の一環として、2003（平成15）年3月および 05
年3月に富津市鬼泪山（きなだやま）の県有林2 か所に、ヒノキの苗木

福祉・教育活動

各3,600本、計7,200本を役職員や OB らが自ら植樹し、植樹後も下草

障がい者雇用については、2005（平成17）年に障がい者雇用優良事

刈りなどの育樹活動を継続した。この活動は、のちに千葉県の「森林

業所として厚生労働大臣表彰を受けた。さらに重度の障がい者雇用を

整備による二酸化炭素吸収量認証制度」第1号に認定された。

図るため、
「ちばぎんハートフル」を当行全額出資にて設立し、07年4

また、地球温暖化防止への取組みとして、環境に配慮した企業や個

月より障がい者7名を採用して業務をスタートした。当社は障害者雇

人に金利を優遇する商品「ちばぎんビジネスローン・エコ」や「ちばぎ

用促進法に基づく「特例子会社」 の認定を受けた。その後、年々雇用

んエコ住宅ローン」
（いずれも 05年11月）などを創設した。06年7月か

を拡大し、13年4月現在、23名の障がい者が就労している。

らは、職場空調の設定温度を高めて節電し、就業時間中の軽装での執
クールビズポスター

第1回ひまわりベンチャー育成基金贈呈式

務を認める「クールビズ」を開始した。

※14

教育の分野では、野村證券と共同で、金融・経済に関する実践的な

※14

特例子会社…障がい者を一定割合以上

雇用していること、職場施設がバリアフリー
であることなど、法律に規定された要件を満
たし、厚生労働大臣から認定を受けた会社。

知識の習得を目的とした冠講座を 07年4月より千葉大学に提供して
いる。当行職員が自ら講義を行うコマもあり、毎年約400人の学生が
受講する人気講座となっている。
column17

「ちばぎんの森」の誕生
今や4か所になった「ちばぎんの森」
。その嚆矢は、
60周年記念事業として 2003
（平成15）
年3月に行っ

そして約200名の役職員・清風会員が参加し、現在に
至る
「ちばぎんの森」植樹活動が始まったのである。

た「ちばぎんの森
（第1）
」への植樹だった。

07年6月より募集を開始した投資信託「世界銀行債券ファンド〈毎
月分配型〉
（愛称 : ワールドサポーター）」は、当行が受け取る販売収益
の一定割合を定期的に、千葉県が運営し市民福祉活動への助成等を行
う「千葉県地域ぐるみ福祉振興基金」ならびに発展途上国の貧困撲滅
等に向けた支援を行う「国際開発協会（第二世銀）」へ寄付を行う仕組

全行を挙げての大規模な植樹活動は初めてのこと

みとした。以降、寄付先に「日本赤十字社千葉県支部」を加え、12年度

であり、コンセプトが「植えるだけではなく、育てる

ちばぎんハートフル入社式

までの寄付累計額は約2億4,500万円となった。

活動」
だったことから、場所や方法の選定は難航した。
当時先進的な取組みを行っていた企業へのヒアリン
グから始まり、林野庁などで情報収集。千葉県農林
水産部でようやくまとまった規模の遊休県有林を紹
介してもらい、
「法人の森」制度による植樹・育樹活
動の了解を取り付けた。
決定した植林地は富津市の鬼泪山の頂上近くで、眺
望は素晴らしいもののアクセスが悪かったため、植樹
祭当日は多くの参加希望者を断らざるを得なかった。
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ちばぎんの森
（第1）
植樹

第2部

第3章

緩やかな成長の時代と攻めの経営
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