
基本方針Ⅰ

基本方針Ⅲ

基本方針Ⅳ

「お客さまに寄り添い共に進化し続けます」
既存ビジネスを進化させるための4つの重要戦略

「提携戦略を高度化します」
基本方針Ⅰ・基本方針Ⅱの実現に向けた２つの重要戦略

「サステナブルな経営を実現します」
中期経営計画のビジョン実現に向けて
全ての土台となる４つの重要戦略
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「持続的経営」に向けた成長戦略

中期経営計画の概要

第１４次 中期経営計画

NEXT STEP 2023
～未来へ、つながる・超える～
2020.4.1 ▷ 2023.3.31

9重要
戦略

働きがいのある会社づくりと
人材育成の強化（組織風土と人材）

人材

1重要
戦略

一人一人の生活に
寄り添った相談機能の強化

個人ビジネス

3重要
戦略

地域課題解決力の向上による
地方創生の取組強化

地方創生

2重要
戦略

パートナーとしての
経営課題解決力の強化

法人ビジネス

4重要
戦略

お客さま接点の強化を支える
店舗機能などの最適化

店舗・チャネル
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ビジョン

基本方針Ⅱ 「お客さまの未来のために
新たな価値を創造し続けます」
新たなサービス・事業を創出するための
２つの重要戦略
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「持続的経営」に向けた成長戦略 ｜ 中期経営計画の概要

金融機能の深化と地域金融の新たなモデル構築による、

「カスタマー・エクスペリエンス」の向上
「カスタマー・エクスペリエンス」とは、提供する商品の価値や、当行と取引して
いるその瞬間の満足度だけでなく、未来も含めて、当行と関わることでお客さま
が得る感情や感覚を含めた経験全てと定義しています。

10重要
戦略

生産性の向上と
多様なワークスタイルの実現

BPR 11重要
戦略

地域と一体となった
SDGsの取組強化

SDGs 12重要
戦略

強固な経営基盤の構築

経営管理態勢

7重要
戦略

他行連携の高度化

他行連携

5重要
戦略

デジタルテクノロジーやあらゆ
る情報資源の活用による新た
な価値の提供

デジタル・情報

8重要
戦略

異業種との連携強化

異業種連携

6重要
戦略

既存ビジネスの枠組みを超え
た新たなサービスの創出や新
事業の展開

新事業
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※RPAとは、Robotic Process Automationの略語。ロボット技術を活用したソフトウエアにより、定型業務を代替する業務自動化の仕組み。
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「持続的経営」に向けた成長戦略

主要計数項目・経営資源配分・資本政策

主要計数項目

●目標とする指標
中期経営計画「NEXT STEP 2023 ～未来へ、つながる・超える～」は、2020年4月からの3か

年を計画期間とし、目標とする指標として、①親会社株主に帰属する当期純利益、②連結ROE（株
主資本ベース）、③OHR（単体）の三つの主要計数項目を掲げています。

2019年度実績 2022年度（最終年度）

親会社株主に帰属する当期純利益 480億円 600億円

連結ROE（株主資本ベース） 5.67％ 6％台半ば

OHR（単体） 54.61％ 50％台前半

経営資源配分

人員 ～職員の成長を後押しし、専門人材の育成を強化
人員については、専門領域を持った人材の育成のため、年間50名程度の「育成人材枠」

を設け、本部トレーニーや外部企業等への派遣を強化します。また、業務フローの見直しや
RPA※の活用等により業務効率化を進めることで、本部企画・推進部門・営業店・グループ
会社に３００名を再配置し、中期経営計画の各種施策の実現を図っていきます。

投資 ～デジタル戦略や効率化施策など戦略分野に重点的に投資
投資については、計画期間中の投資予算（本店ビル建替えを除く）を250億円とし、そのう

ち130億円については、デジタルを活用したサービス強化や情報活用・店舗ネットワークの
見直し、さらなる業務効率化など戦略分野に重点的に配分します。

経費 ～経費コントロールを強化
経費については、本店ビルの建替えや新システムのリリース等による償却負担増による増加

を見込む一方、経費削減策をあわせて実施することで、2023年3月期の経費を855億円で計
画しています。

2020年4月よりスタートした中期経営計画「NEXT STEP 2023 ～未来へ、つながる・超える～」
では、「お客さまや地域社会のパートナーとして最新の金融サービスを提供し、地域経済の持続的な
発展に貢献する」という、千葉銀行グループが果たすべき使命のもと、グループ役職員が一丸と
なって計画達成に向けて取り組んでいます。
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■ 1株当たり配当金（円）　　●　 配当性向（連結）

20.8%
22.9% 22.0%

24.5%
28.1%

14 15 15 16
18

2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3

38.8%

51.2% 47.9%
54.0%

48.6%

■ 配当総額（億円）　■ 自己株式取得総額（億円）　　●　 株主還元率（連結）
2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3

99
149 139 149

99

115 120 117 122 133

99
149 139 149

99

115 120 117 122 133

13.4% 12.6%
11.3% 11.0% 11.0%

■ 株式簿価（億円）　　●　 株式簿価の普通株式等 Tier１に対する割合（連結）

1,053 1,048 1,017 1,004 977

2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3

千葉銀行 統合報告書 2020 24

「
持
続
的
経
営
」に
向
け
た

成
長
戦
略

「持続的経営」に向けた成長戦略 ｜ 主要計数項目・経営資源配分・資本政策

■配当実績 ■株主還元実績

■ 政策保有株式簿価と 
普通株式等Tier1に対する割合（連結）

資本政策

●株主還元～成長投資と資本基盤のバランスを勘案した株主還元を実施
株主への還元強化の観点から、2020年3月期は、1株当たり配当金を前期比2円増配となる18

円としました。計画期間中は、各種施策の着実な実行により業績を向上させ、成長に向けた投資と
健全な資本基盤のバランスを勘案した株主還元を行っていきます。引き続き、利益成長をつうじた1
株当たり配当金の安定的な増加を目指すとともに、柔軟かつ機動的な自己株式の取得により、資本
効率の向上に努めていきます。

●自己資本管理～健全性の維持と資本効率の向上
2020年3月末の連結普通株式等Tier1比

率は、11.51%となり、バーゼル規制上の所
要水準を十分に満たしています。2023年以
降に予定されているバーゼルⅢ最終化の過程
では、連結普通株式等Tier1比率をはじめと
した各種比率の一段の改善が見込まれていま
す。引き続き、地域への安定的な資金供給
に必要な健全性を維持するとともに、自己株
式取得などの株主還元も積極的に実施するこ
とで資本効率を改善し、計画最終年度の主
要計数項目達成に向けてROE向上に努めて
いきます。

なお、政策保有株式については、2020年
3月末現在、普通株式等Tier1に対する株式
簿価の割合（連結）は11.0%まで低下してい
ます。個別銘柄ごとに保有意義の妥当性を適
宜検証しながら、全体で残高管理を行ってい
きます。
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消費行動や働き方などライフスタイル全般において、個人の価値観が多様化し、お客さまが金融
サービスを選択する際の考え方も変化しています。加えて、超高齢社会が到来し、老後の生活設計
や認知症への対応など、銀行が担う役割の重要性も増しています。

お客さまの状況やニーズを捉え、お客さまにとって最適なサービスを提供するため、「一人一人の
生活に寄り添った相談機能の強化」を重要戦略として掲げています。

主な取組み

●ライフデザインシステムを活用した保険商品のご提案でお客さまの生活をサポート
当行では、お客さまのライフプランに関するシミュレーションが可能であり、お客さまの意向を確

認しながら最適な保険商品をご提案できる「ライフデザインシステム」の導入を順次進めています。
当行は、「ライフデザインシステム」を活用したコンサルティングにより、個々のお客さまに適した

保険商品に加え、さまざまな商品やサービスのご提案を行っていきます。

●住宅取得やライフイベントにおける資金ニーズへの対応
千葉県は都心への通勤アクセスがよく、子育て世代の流入などが続いていることから、住宅ロー

ン需要は引き続き堅調に推移すると見込んでいます。
住宅ローンにおいては、お客さまの利便性向上のため、アプリやWEBによる事前審査を行ってい

ます。また、自宅が所定の自然災害により全壊・半壊となった場合、毎月の住宅ローン返済額を 
最大24回払い戻す「自然災害時支援特約付住宅ローン」の導入や高齢のお客さまの豊かなセカンド
ライフをサポートするリバースモーゲージ型ローンの拡充など、商品ラインアップの充実を図っていま
す。

無担保ローンについては、WEB完結スキームのさらなる浸透などによりお客さまの利便性向上を
図るほか、AIを活用した提案力強化で、今後も幅広いお客さまのニーズにお応えします。特に、カー
ドローンについては、必要な方の健全な利用を前提に拡大を図るとともに、多重債務防止の観点も
踏まえ、既存の契約先の収入状況の把握など、途上与信管理を徹底しています。 

●「TSUBASA ちばぎんVisa デビットカード」の発行
2020年度中に、Visa加盟店やインターネットで利用可能な「TSUBASA ちばぎん Visa デビットカー

ド」を発行する予定です。このカードには利用明細のメール通知機能やかざすだけで決済できるタッチ
決済、さまざまな特典がつく「TSUBASAポイント」などの機能がついています。
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「持続的経営」に向けた成長戦略

個人ビジネス
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●遺贈希望者との個別相談業務
自らの財産に関して、個人ではなく特定の

団体等に遺贈を希望されるお客さまも増えて
います。

当行は、２０２０年３月、日本赤十字社千葉県
支部と「遺言を活用した遺贈に関する協定」を
締結し、同支部への遺贈を希望される方に対
する個別相談業務を開始しました。これまでに
千葉市、松戸市と同様の協定を締結しており、
3例目の協定締結となります。

764件
878件

1,134件
1,471件

1,702件

■ 収益（百万円）　　●　 取扱件数

253
478 555

703
1,044

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

主な取組み

●信託機能を活用し、高齢のお客さまの資産管理や資産承継をサポート
当行は、相続関連業務・信託業務の認可を取得しています。お客さまやご家族の資産に関する重

要な手続きが、当行内で完結するため、お客さまから安心感を持って相談できるとの評価をいただき、
取扱件数は順調に推移しています。 

増加する認知症等への対策として、民事信託スキームを活用した「ファミリートラストサポートサー
ビス」により、お客さまの資産をご家族が円滑に管理する仕組みを提供しています。

また、「後見制度支援信託」では、日常生活で必要な金銭のみ後見人が管理し、その他の金銭を
当行が管理します。

相続関連業務
⃝遺言信託

⃝遺言作成サポートサービス

⃝遺産整理業務

⃝経営承継サポートサービス

⃝ ファミリートラストサポート
サービス

信託業務
⃝土地信託

⃝公益信託

⃝特定贈与信託

⃝後見制度支援信託

⃝ 遺言代用信託

■相続関連業務・信託業務

■日本赤十字社千葉県支部との協定スキーム

1重要
戦略

一人一人の生活に
寄り添った相談機能の強化個人ビジネス 2重要

戦略
パートナーとしての
経営課題解決力の強化法人ビジネス

3重要
戦略

地域課題解決力の向上に
よる地方創生の取組強化地方創生 4重要

戦略
お客さま接点の強化を支える
店舗機能などの最適化店舗・チャネル

基本方針Ⅰ「お客さまに寄り添い共に進化し続けます」

■ 相続関連業務の取扱状況 
（他行提携業務を除く）

日本赤十字社
千葉県支部への
遺贈希望者

③個別相談
（1回無料）

②当行を
紹介

①遺贈の
申し出

千葉県支部
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「持続的経営」に向けた成長戦略 ｜ 個人ビジネス
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主な取組み

●事業性評価の取組み
取引先のパートナー（アドバイザー）として、

継続的な対話により潜在的な課題等の発掘とそ
の解決に向けたアドバイザリー活動を積極的に行
い、さまざまなソリューションを提供しています。
これらの活動の結果、「事業性評価に基づく融資
を行っている与信先数」は、地銀トップレベルの
水準となる3万5千先を超え、先数割合は7割を
超えており（74.0%）、融資残高も順調に増加し
ています。

●「事業者向けアドバイザリー業務」により、経営課題解決のソリューションを提供
取引先の課題解決に向けた事業計画策定など

を行う「事業者向けアドバイザリー業務」について
は、2018年11月の業務開始以降、取扱件数が
順調に増加しています。

本業務をつうじて、取引先と経営課題を共有
し、必要に応じてグループ会社や外部専門会社
と連携し、人材紹介業務、事業承継やＭ＆Ａ等
の多様なソリューション提供を行っています。

（2020年3月末：取扱実績　累計51件）

持続可能な社会の実現に向けて、事業者は、自社の事業環境やサプライチェーンの持続性など
の中長期的な見通しのなかで、経営課題を認識し、対応していくことが求められています。

取引先との深度ある対話により、経営課題を共有したうえで、高度なコンサルティングを実践す
る、「パートナーとしての経営課題解決力の強化」を重要戦略として掲げています。

10,380先
18,139先

26,764先
31,577先

35,424先

■ 融資残高（億円）　　●　 与信先数

21,259
31,240

39,056
43,031

48,650

2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3

■ 事業性評価に基づく融資を行っている 
与信先数・融資残高

■経営課題解決に向けた支援機能強化
法人取引先の経営課題 サポート機能強化

●中期経営計画策定
●事業計画策定
●資金調達に伴う
　事業分析

●人手不足
●後継者不在
●事業承継ニーズ

事業者向け
アドバイザリー業務

人材紹介業務

事業承継・M&A

●地域貢献に資する私募債の取扱い
　当行では、企業が資金調達をつうじて地域貢
献を行う「地方創生私募債（みらいはぐくみ債）」や

「スポーツ応援私募債（ちばスポーツ債）」を取り
扱い、私募債発行企業から当行が受け取る引受
手数料の一部で各種寄贈を行っています。2020
年6月より、新型コロナウイルス感染症の対応に
あたっている医療機関等への寄付・寄贈を目的と
した「医療応援私募債（医療に感謝債）」の取扱い
を開始しました。

発行件数 発行額 寄付金額
地方創生私募債

【みらいはぐくみ債】※1 547件 531億円 89百万円

スポーツ応援私募債
【ちばスポーツ債】※2 45件 42億円 5百万円

※1  発行企業が指定する学校等に教育関連等の物品を
寄贈するもの。

※2  発行企業が指定する県内自治体のスポーツ振興事
業への金銭寄付やスポーツチーム等へスポーツ用
品等の物品を寄贈するもの。

■私募債発行額（2020年3月末までの累計）
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法人ビジネス
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■海外拠点ネットワーク

1重要
戦略

一人一人の生活に
寄り添った相談機能の強化個人ビジネス 2重要

戦略
パートナーとしての
経営課題解決力の強化法人ビジネス

3重要
戦略

地域課題解決力の向上に
よる地方創生の取組強化地方創生 4重要

戦略
お客さま接点の強化を支える
店舗機能などの最適化店舗・チャネル

基本方針Ⅰ「お客さまに寄り添い共に進化し続けます」

主な取組み

●TSUBASAアライアンス参加行によるＭ＆Ａ業務プラットフォームの構築
当行は、2019年10月より「TSUBASAアライアンス」連携施策として、TSUBASAアライアンス参

加行でM&A業務プラットフォームを構築しました。M&A業務プラットフォームとは、各行の取引先
企業のM&Aニーズを登録した共通のデータベースであり、他の参加行とマッチング候補企業につい
て情報交換を行い、紹介先を選定します。

当行は、営業地域の異なるTSUBASAアライアンス参加行の広域ネットワークを活用することで、
M&Aやビジネスマッチング等の機会を増やし、より精度の高いソリューションを提供していきます。

●資本性ローンの創設
当行は、2019年9月、過少資本やキャッシュ・フロー不足といった課題を抱えるお客さまへの経

営支援の取組みを強化するため、新たな融資制度として「ちばぎん資本性ローン」を創設しました。
慎重なデューデリジェンスや事業計画の精査を踏まえ長期間の融資に取り組むことで、お客さまの資

金繰りの改善等、経営課題を解決することによりお客さまとの関係強化を図っていきます。

●海外ビジネスの拡大をサポート
当行は3支店、3駐在員事務所の海外

拠点を展開しています。
当行では、「千葉・武蔵野アライアンス」

や「千葉・横浜パートナーシップ」に基づき、
スタンドバイL/Cの仕組みを用い、当行取
引先や提携行取引先の海外現地法人に対
する金融支援の取組みを行ってきました。

お客さまの海外展開に関するニーズは
年々高まっています。提携行と連携し、海
外の現地最新情報の提供や貿易取引の支
援など、お客さまの海外ビジネス拡大をサ
ポートしています。
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シンガポール駐在員事務所 
バンコク

駐在員事務所

香港支店

上海駐在員事務所

ニューヨーク支店

ロンドン支店
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主な取組み

● コンパクトシティ形成および分散型エネルギーシステム構築をサポート　  
～「むつざわスマートウェルネスタウン」への支援～
当行は、睦沢町が地方版総合戦略の重点

プロジェクトに位置付ける「スマートウェルネス
タウン整備事業※1」に計画の初期段階から参
画し、地域新電力会社「㈱CHIBAむつざわエ
ナジー」への出資を含め、事業化を支援しまし
た。

こうした一連の取組みが評価され、2020
年5月、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部
の「令和元年度　地方創生に資する金融機関
等の『特徴的な取組事例』」に選定されました。

※1　 健康支援型「道の駅」と、子育て世代中心の「定住賃貸住宅」
を一体で整備する拠点形成事業。

●農業法人の運営
2018年3月、当行は地域企業等15社とともに農業法人「㈱フレッシュファームちば」を設立しまし

た。2019年度は約4ヘクタールの水田で約18トンのコシヒカリ等を収穫し、2020年度は水田面積
を約8.2ヘクタールに拡大して、コシヒカリとふさこがねの耕作を開始しています。

同社は、農業の担い手不足や耕作放棄地の増加といった地域農業が抱える問題の解消に向けて、
持続可能な農業モデルを共同出資者の方々とともに追求していきます。

●古民家活用事業を支援
2020年3月、「㈱こみん（本社：長南町）」は、「ちばぎん古民家事業支援融資制度」を活用した千

葉県初の音楽スタジオ付古民家宿泊施設「ゲストハウス 蓮 REN」を長南町にオープンしました。本
制度は、古民家を利活用して地域の観光振興や雇用創出につながる事業を行う事業者を支援するた
めの融資制度です。当行が事業の成長性や計画の妥当性などの事業性評価を行うことで、計画に
応じて最長3年間の元金返済据置期間を設定するなど、事業の特性に合わせた柔軟な対応が特長と
なっています。

同社は、古民家の残る里山の魅力を後世に残すことを目的に、空き家となった古民家を独自のハ
イブリッド古民家®に改修し、事業資産としての活用を進めています。当行は、今後も同社の事業を
支援していくとともに、県内における古民家等の歴史的資源を活用した事業支援を継続していきます。

当行は、地域のトップバンクとして、地方創生への取組みに積極的に参画しています。
県内各自治体と連携し、地方創生施策に関与するなど、当行のこれまでの取組みは内閣官房ま

ち・ひと・しごと創生本部の「地方創生に資する金融機関等の『特徴的な取組事例』」にも選定さ
れています。

また、2019年に発生した台風・豪雨による災害からの継続的な復旧・復興支援も含め、「地域
課題解決力の向上による地方創生の取組強化」を重要戦略として掲げています。

パシフィックコンサルタンツ㈱提供
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「持続的経営」に向けた成長戦略

地方創生

■ むつざわスマートウェルネスタウン 
（道の駅 「むつざわ　つどいの郷」）
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1重要
戦略

一人一人の生活に
寄り添った相談機能の強化個人ビジネス 2重要

戦略
パートナーとしての
経営課題解決力の強化法人ビジネス

3重要
戦略

地域課題解決力の向上に
よる地方創生の取組強化地方創生 4重要

戦略
お客さま接点の強化を支える
店舗機能などの最適化店舗・チャネル

基本方針Ⅰ「お客さまに寄り添い共に進化し続けます」

主な取組み

● 災害復旧・復興に向けて、金融支援を実施
2019年に発生した台風・豪雨により、千

葉県は甚大な被害を被り、当行の一部店舗に
も損壊がありました。被災されたお客さまに
対しては、「ちばぎん災害復旧融資制度」によ
り迅速な資金対応を行っています。

加えて、2020年1月には、千葉県内に本
店を置く5つの地域金融機関（京葉銀行、千
葉興業銀行、房総信用組合、銚子商工信用
組合、君津信用組合）、千葉県信用保証協会
および日本政策投資銀行と共同で「ちば災害
復興支援ファンド投資事業有限責任組合（ち
ば災害復興支援ファンド）」を設立しました。

本ファンドは、自然災害により被害を受け、経営状況が一時的に悪化した中小企業者や、復興支
援を目的とした地域活性化事業に取り組む中小企業者を社債引受や株式取得等により、中長期的に
サポートしていきます。また、２０２０年６月より新たに新型コロナウイルスの感染拡大により経営状況
が悪化した中小企業者も対象としています。

●南房総・三浦半島をめぐるサイクルスタンプラリーで被災地域の復興を支援
「千葉・横浜パートナーシップ」の連携施策

として、2020年2月から4月初めにかけて、
房総半島と三浦半島をめぐるサイクルスタン
プラリーイベントを開催しました。参加者は、
東京湾フェリーでつなぐ約200㎞のサイクル
ロードをスタンプラリー形式で巡り、スタンプ
ポイントでは、ＱＲコードを読み取り、地域特
産品のＷＥＢカタログギフトが届く「みやげっ
と」もご利用いただきました。

こうしたイベントをつうじ、近隣自治体や観
光施設と連携し、地方創生や復興支援を後押
ししていきます。

■移動店舗※2による営業

※2　移動店舗は、東邦銀行が提供

■ 南房総・三浦半島サイクル 
スタンプラリー
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主な取組み

●エリア単位で店舗ネットワークを最適化
お客さまとの接点を確保しながら、最適なサービ

スを提供するため、エリア単位で店舗ネットワーク
を再構築しています。

第一弾として、2020年4月に安房地区の営業店
7か店を統括する「館山エリア営業部」を新設しまし
た。これにより、エリア内の稠密な店舗ネットワー
クを活用しつつ、各支店長のさらなる連携によるノ
ウハウの共有やエリア横断的な情報集約を図るとと
もに、地方創生などの地域に密着した活動を積極
的かつスピーディに行うことで、より質の高いサー
ビスの提供を進めています。

また、事務面では、２０２０年7月にエリア内の営
業店事務を集約する「館山事務センター」を設置しました。エリア内での事務の集約を進めるとともに、
機動的な人員配置により効率的な店舗運営を進めています。

●当行支店内に「ほけんの窓口＠ちばぎん」を開設
当行では、お客さまの安心な生活を支えるため、

将来の不測の事態に備える医療・がん保険や介護
保険等の保障性保険の商品を提供しています。

2020年4月には、ほけんの窓口グループとの業
務提携により、保険ショップ「ほけんの窓口＠ちば
ぎん」を当行稲毛支店内に開設しました。「ほけんの
窓口＠ちばぎん」は、2017年10月に2か所を同時
オープン以来、これで5か所目となります。　
「ほけんの窓口＠ちばぎん」では、専門スタッフが

豊富な商品ラインアップのなかからお客さまのライ
フプランに応じた保険商品をご案内しています。

お客さまのライフスタイルが多様化するなかで、金融サービスを提供するチャネルも変化している
ことから、当行では、店舗の位置付けや機能の見直しを進めています。

一方で、店舗が「お客さまとの重要な接点」であることに変わりはなく、店舗運営の効率化を図
りながら、お客さまとのリレーションが維持できる店舗ネットワークを両立させるため、「お客さま接
点の強化を支える店舗機能などの最適化」を重要戦略として掲げています。

■館山エリア営業部の体制

■ほけんの窓口＠ちばぎん

事務を
集約

館
山
エ
リ
ア
営
業
部

館山支店（総合店舗）

館山エリアチーム(預かり資産)

鴨川支店（総合店舗）

鋸南支店

千倉支店

那古船形支店

白浜支店

和田支店

館山事務センター
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2重要
戦略

パートナーとしての
経営課題解決力の強化法人ビジネス

3重要
戦略

地域課題解決力の向上に
よる地方創生の取組強化地方創生

基本方針Ⅰ「お客さまに寄り添い共に進化し続けます」

1重要
戦略

一人一人の生活に
寄り添った相談機能の強化個人ビジネス

4重要
戦略

お客さま接点の強化を支える
店舗機能などの最適化店舗・チャネル

■リモート端末による相談態勢

■「TSUBASA Smile」による店頭手続き

主な取組み

●「TSUBASA Smile」を全店展開し、店頭手続きを効率化
TSUBASAアライアンスの第四銀行およ

び中国銀行と共同開発した窓口受付システム
「TSUBASA　Smile」は、ナビゲーション機
能や定型的判断の自動化などの機能が備わ
り、複雑な処理を容易に扱うことができます。
例えば、新規口座開設手続きも「TSUBASA 
Smile」では、お客さまと対面で画面のボタン
を押していくだけで手続きが完結し、入力ミ
スもシステム制御され、スムーズに処理する
ことができます。

2019年4月からの試行を経て、2020年 
1月より全店展開に向けた導入を進めており、店頭手続きが効率化されます。

また、各営業店に残る取扱件数が少なく多岐にわたる事務についても、本部での集中処理を拡大
し、営業店では少人数によるオペレーション態勢構築を進めています。

●リモート端末を活用し、店頭での相談態勢を強化
リモート端末は、店頭のお客さまと本部専門

人員が、映像・音声による通話のほか、資料
の共有なども行いながら相談することを可能と
します。

リモート端末を活用し、専門性が高い相談
業務について本部専門人員がリモートで応対
することで、お客さま満足度の向上を図ってい
ます。

２０２０年３月末現在26か店に導入しており、
今後、全店に拡大していく予定です。
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主な取組み

●「ちばぎんアプリ」のサービスメニューを拡大
当行は、「ちばぎんアプリ」をデジタル化実現に向けた最重要チャネルと位置づけています。2020

年4月のリニューアルでは、指紋認証や顔認証等による本人認証や残高照会・入出金明細照会機能、
本人口座間の振替機能の追加などにより、さらに利便性を高めました。今後も、お客さまの声を反映
しながら利便性の向上に向けた改善を続けていきます。

さらには、常に持ち歩いているスマホの特性を活かし、少額決済やキャッシュレス、取引状況に応じ
た情報発信、さまざまな外部事業者との連携強化などをつうじて、地域におけるお客さまの生活の起
点となり、生活のさまざまなシーンで使われる「くらしとつながるアプリ」を目指していきます。

社会のデジタル化が進展し、金融取引においても、非対面チャネルを中心にデジタルテクノロ
ジーを活用した新たなサービスが拡大しています。

当行では、これらに加え、毎日処理される膨大な取引記録を活用した情報分析により、付加価値
の高いサービスを提供する等、「デジタルテクノロジーやあらゆる情報資源の活用による新たな価
値の提供」を重要戦略として掲げています。

●「TSUBASAちばぎんキャッシュレス加盟店サービス」を提供
2019年10月より事業者向けに「TSUBASAちばぎんキャッシュレス

加盟店サービス」の提供を開始しました。本サービスでは、国内外の
主要なブランドの決済に1台で対応するマルチ決済端末を提供し、お客 
さまにとっては決済手段に応じて複数の専用端末を設置する必要が 
なくなります。また、WEB上で振込明細が確認でき、ペーパーレス化
にもつながります。サービス開始以降、着実に加盟店数を伸ばしており、
2020年３月末現在の加盟店数は3,064先となっています。

2020年2月には、県内初の自治体向け取組みとして、習志野市の
市役所窓口における住民票や税務証明書等の手数料支払いに本サー
ビスを提供しています。

①身近な金融サービスの
アプリ化

②金融サービスの充実 ③くらしとつながる
アプリへ

ちばぎん
アプリ

口座開設 手続き

預金 カード

家計簿
通知

ローン

お店・病院

データ活用

外部アプリ

行政連携

ライフプラン
保険

少額投資

送金

!

■「ちばぎんアプリ」

■「TSUBASAちばぎん
キャッシュレス加盟店
サービス」マルチ決
済端末
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主な取組み

●グループCDTOの配置とデジタル推進委員会の設置
2020年4月、デジタル戦略推

進に向けたグループの態勢強化を
図るため、グループCDTO（Chief 
D i g i t a l  T r a n s f o r m a t i o n 
Officer：最高デジタル・トランス
フォーメーション責任者）を配置しま
した。グループCDTOは、デジタ
ル・トランスフォーメーションの実
現に向けたグループ全体のデジタ
ル戦略の統括責任者としての役割
を担います。

さらに、頭取を委員長とする「デ
ジタル推進委員会」を新たに設置しました。「デジタル推進委員会」では、デジタル関連施策の実施
状況等を経営陣が適切に把握しながら議論を活性化させていくことで、当行グループのデジタル化
を飛躍的に発展させていきます。また、本委員会には、グループCDTOを部会長とする「ビジネス部会」
と「オペレーション部会」の下部組織を置きます。
「ビジネス部会」ではデジタル技術や情報資源を活用したお客さま向けサービスの創造や高度化の

検討を、「オペレーション部会」ではRPAやAIなどを活用した業務効率化や営業店事務のデジタル化
の検討を行い、両部会では若手行員などから募集したアイデアもデジタル関連施策の検討に活用し
ていきます。

●「情報戦略室」の新設による情報活用の高度化　
2020年4月より、情報活用の高度化に向けて、営業企画部に「情報戦略室」を新設しました。
同室では、マーケティング戦略を統括し、ホームページ・SNS・CRM・データベースマーケティングや、

お客さまのデータ活用に関する企画や各部の支援を行うことで、情報活用の高度化を目指しています。
また、あらゆる情報を一元的に管理し、有効活用する仕組みを構築することで、お客さまのニーズ

を的確に捉え、従来以上にお客さまに寄り添ったご提案、情報提供を目指していきます。

6重要
戦略

既存ビジネスの枠組みを超え
た新たなサービスの創出や新
事業の展開

新事業

基本方針Ⅱ「お客さまの未来のために新たな価値を創造し続けます」

5重要
戦略

デジタルテクノロジーやあらゆ
る情報資源の活用による新た
な価値の提供

デジタル・情報

デジタル推進委員会

目的等：
デジタル化に向けた
施策の検討、協議

委員長：頭取 委員：
経営会議メンバー、

T&Iイノベーションセンター
（議案に応じて所管部が参加)副委員長：副頭取

ビジネス部会
目
的

デジタル技術や情報資源を活用したお客
さま向けサービスの創造や高度化の検討

部会長：グループCDTO

副部会長：グループCBO（最高営業責任者）

本部各部の若手行員および担当役員が参加

オペレーション部会
目
的

RPAやAlなどを活用した業務効率化や
営業店事務のデジタル化の検討

部会長：グループCDTO

副部会長：グループCIO（最高情報責任者）

本部各部の若手行員および担当役員が参加

■デジタル推進委員会

千葉銀行 統合報告書 2020 34

「
持
続
的
経
営
」に
向
け
た

成
長
戦
略

「持続的経営」に向けた成長戦略 ｜ デジタル・情報

010_9326467812007.indd   34 2020/07/13   16:14:15



主な取組み

●「TSUBASA Fintech 共通基盤」を活用した新サービスの創出
当行は、2018年4月にTSUBASAアライアンス参加

行およびT&Iイノベーションセンター※1と共 同で
「TSUBASA Fintech 共通基盤」を構築いたしました。

この基盤は、フィンテック企業等の外部事業者が同
一の仕様で接続できるオープンAPI※2のプラットフォー
ムであり、現在、PFM※3や自動貯金サービス等の各
種フィンテックサービスと連携しています。

今後も「TSUBASA Fintech 共通基盤」を活用し、
外部事業者と連携したオープン・イノベーションを促進
していきます。

※1　 T＆Iイノベーションセンターは、2016年7月にTSUBASAアライアンス参加
行の当行、第四銀行、中国銀行、伊予銀行、東邦銀行、北洋銀行と日本IBM
が共同で設立し、フィンテックに関する調査・研究・開発を行っている。

※2　 APIとは、Application Programming Interfaceの略語であり、お客さま
の同意に基づいて銀行等のシステムに外部から接続して安全に情報を取得
できるようにする仕組み。オープンAPIとは、その仕様等をフィンテック企業等の外部事業者に公開すること。

※3　 PFMとは、Personal Financial Managementの略語で、個人資産管理のこと。

●フィンテックのアイデアで新規事業創出を目指す
T&IイノベーションセンターとTSUBASAアライアンス参加行は「フィンテックビジネスコンテスト」の開催

をつうじて、銀行ビジネスの変革に向けた新規事業創出を目指す取組みを行っています。
同コンテストにおいては、地方銀行が持つビッグデータやシステムインフラ、顧客ネットワークなどの

経営資源を最大限活用しながら、銀行ビジネスそのものを変革しうるようなアイデアやプランを広く募集
しています。

2019年3月の第2回コンテストでは、地域金融機関が持つネットワークを活用した「認知症予防総合
サービス」の普及拡大を目指す㈱ベスプラ（本社：東京都渋谷区）が最優秀賞を受賞し、同社を含む計6
社が表彰されました。

T&IイノベーションセンターとTSUBASAアライアンス参加行は、共同でそれぞれのアイデア・プランに
ついて表彰企業と協業に向けた検討を行っています。

規制緩和やフィンテックの進展により、業界の垣根を越えた金融サービスが拡大するなかで、千
葉銀行グループでは、外部パートナーとの協働による新事業の創出に取り組んでいます。

加えて、グループで蓄積したノウハウ・機能の他金融機関等への提供を開始しており、「既存ビ
ジネスの枠組みを超えた新たなサービスの創出や新事業の展開」を重要戦略として掲げています。

新商品・サービス開発
（トップライン増強）

業務効率化
（コスト削減）

銀行ニーズの実現

金融サービスの提供

T&Iイノベーションセンター

企画

人工知能 モバイル ビッグデータ 新サービス

パートナー
コンテンツ
パートナー

システム開発
パートナー

（専門技術の提供等）

開発 販売

アライアンス参加行

■新サービスの創出
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主な取組み

●ちば債権回収（ちばサービサー）が他社債権管理回収受託業務等を開始
「ちば債権回収（ちばサービサー）」は、2019年7月より、他の金融機関等の債権の管理回収受託

業務および買取業務を開始しました。
管理回収受託業務は、受託債権の効率的な管理・回収を行うとともに、高いコンプライアンス意

識と豊富な実務経験を有する職員が、丁寧なサービシングを行います。買取業務は、当行が蓄積し
たノウハウを活用していきます。

同社は、関東唯一の地銀系サービサーであり、他の金融機関と連携し、地域の不良債権や再生案
件のアウトソーシングをつうじて地域活性化を目指しています。

●ちばぎんキャリアサービスが取引先企業への人材紹介業務を開始
「ちばぎんキャリアサービス」は、2019年4月より、取引先企業への人材紹介業務を開始しました。

同社は、これまで当行グループ向けの人材紹介業務を行ってきました。その経験やノウハウを活かし、
経営を担う幹部人材や後継者、実務担当者など、取引先企業のさまざまな求人ニーズに対応してい
ます。

また、2020年4月からは、管理
部門（総務・人事・経理等）の幹部・
管理職層などを中心に求職業務を
開始しました。これまでは、求人を
中心とした人材紹介業務に取り組
んできましたが、人材ニーズの深
掘りから入社後のフォローまで一気
通貫のサービス提供を行うことで、
人材マッチングの精度向上を図っ
ていきます。

●「新事業戦略チーム」の新設
2020年4月に経営企画部企画グループ内に「新事業戦略チーム」を新設しました。同チームでは、

新事業の統括および異業種連携方針の企画を行い、新事業の企画強化を図っていきます。

6重要
戦略

既存ビジネスの枠組みを超え
た新たなサービスの創出や新
事業の展開

新事業

基本方針Ⅱ「お客さまの未来のために新たな価値を創造し続けます」

5重要
戦略

デジタルテクノロジーやあらゆ
る情報資源の活用による新た
な価値の提供

デジタル・情報
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③求人依頼 ②取引先を
紹介

④求人企業紹介

⑤エントリー

⑥人材紹介
⑦雇用契約

連携

①求人ニーズ取引先

求職者

人材紹介
会社

人材紹介
会社

■人材紹介業務の流れ
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主な取組み

●新たな参加行が加わり、「TSUBASAアライアンス※」が拡大
地方銀行の広域連携である「TSUBASAアラ

イアンス」では、2019年9月に東邦銀行と基幹
系システムの共同化について最終合意しました。

2020年4月には、新たに琉球銀行が参加
し、総勢10行から成る地銀最大のアライアン
スとなっています。10行の連結総資産の合計
は、約70兆円（2020年３月末）になります。

※ 当行、第四銀行、中国銀行、伊予銀行、東邦銀行、北洋銀行、北
越銀行、武蔵野銀行、滋賀銀行、琉球銀行が参加。

当行は、首都圏において「千葉・武蔵野アライアンス」および「千葉・横浜パートナーシップ」によ
る連携施策を展開し、「TSUBASAアライアンス」は、地方銀行10行が参加する規模に拡大しています。
当行は、システム面に留まらない広範な領域での連携を目指し、「他行連携の高度化」を図っています。
また、「異業種との連携強化」を重要戦略に掲げ、既存の銀行業務の延長ではない新たな事業領域
に挑戦し、高度な新サービスの創出を図っていきます。

■本店所在地
■店舗所在地

●共同出資会社「TSUBASAアライアンス㈱」の設立
2020年７月、「TSUBASAアライアンス」は、アライアンスの目指す姿を共有するなか、経営統合に

よらない最強の地銀連携を実現するため、参加行の共同出資による「TSUBASAアライアンス㈱」の設
立について合意しました。同社は、金融業界で一歩先を見据えた取組みを進めるため、各行がその英
知を結集して外部環境の変化に適応していくものであり、各行が保有する機能のプラットフォーム化を
実現し、蓄積してきたノウハウの活用を目指しています。

●「千葉・武蔵野アライアンス」による連携強化
「千葉・武蔵野アライアンス」による連携施策

は、相続関連業務やシンジケートローンの組
成、取引先紹介などを中心に順調に進捗して
います。

2019年10月には、千葉銀行と武蔵野銀行
の共同店舗の池袋支店を開設し、銀行代理業
務の相互委託・受託により、双方が一部店頭
業務を代理することで効率的な店舗運営を行
うなど、連携を強化しています。

■千葉銀行・武蔵野銀行池袋支店

■「TSUBASAアライアンス」参加行店舗所在地
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主な取組み

●「千葉・横浜パートナーシップ」による連携を強化
2019年7月にスタートした「千葉・横浜パー

トナーシップ」は、互いに首都圏に位置する地 
銀トップバンク同士の連携として、両行の営 
業部門を中心に地域のお客さまのための施
策を法人、個人、地方創生等の分野に亘り、
順次実施しています。

今後5年間において、その連携効果は、両
行合計で約200億円を見込んでいます。

●千葉・横浜パートナーシップによる「新事業共創プロジェクト」の設立
2019年10月に千葉・横浜パートナーシップ

の連携施策として、「新事業共創プロジェクト」
を立ち上げました。両行の行員各3名（計6名）
を多様な企業が集積する渋谷のコワーキング
スペースに配置し、新事業の検討や外部事業
者とのサービス連携に取り組むことで、お客さ
まへのソリューションの高度化・多様化を進め
ています。

■渋谷コワーキングスペース

（法人分野）
適正なリスク管理のもと都内の両行シェア拡大

（個人分野）
両行の個人顧客約930万人との取引基盤の活用

（地方創生）
共同施策により、地域活性化と災害復興を支援

（その他）
新事業の検討、ノウハウの共有

【効果額】　5年合計・200億円

●異業種との交流拡大の観点から、中途採用を拡大
前中期経営計画から継続して中途採用を強化しています。転職市場が活発化していることに加え、

今回の中期経営計画に掲げた重要戦略を遂行するためには、引き続き専門人材や即戦力が必要とな
ることから、IT・デジタル、M&A、経営コンサルティング、相続・信託やリスク管理等、多岐に亘る
分野の中途採用活動をさらに強化し、質・量ともに充実させていく方針です。

8重要
戦略 異業種との連携強化異業種連携

基本方針Ⅲ「提携戦略を高度化します」

7重要
戦略 他行連携の高度化他行連携

■主な協業施策
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千葉銀行グループは、「カスタマー・エクスペリエンス」の向上に向けて、全ての職員が専門性
を活かし、その能力を最大限に伸ばすことができる育成プログラムや人材配置に取り組んでいます。
「働きがいのある会社づくりと人材育成の強化（組織風土と人材）」を重要戦略とし、職員にとっ

て働きがいがあり、そして多様な人材が活躍できる組織づくりに向けて積極的に取り組んでいきま
す。

（多様な人材の活用）
障がい者雇用者数※1 159.5人
※1　 2019年度のグループの障がい者雇用率 

算定用の数値

■ダイバーシティ推進に係るシンボルロゴ

主な取組み

●職員の専門性を向上（育成人材枠の設定・人材戦略室の新設）
職員の専門性向上に向けて、行内・外部トレーニーや異業種交流研修等を実施しています。中期

経営計画の期間中は、のべ150名の「育成人材枠」を設け、集中的に育成していきます。
また、2020年4月より、人材育成部に「人材戦略室」を新設し、採用、育成、配置、評価・処遇等

の人材戦略の高度化を図っていきます。

●パーソナルデータの活用と効果的な人材育成
職員のパーソナルデータの蓄積を図るとともにシステムによる分析をつうじて、人材の戦略的な配

置や育成等を実現していきます。
また、これまでの行内研修中心の人材育成から、行外研修、外部トレーニー、外部派遣なども組み

込み、実務を経験するプログラムを加えながら育成を図っていきます。

●働き方改革の定着と生産性の向上
新型コロナウイルスへの対応に伴い、多くの従業員が在宅勤務を経験しました。
テレワーク等による在宅勤務やフレックスタイム制、さらにWEB ・ テレビ会議等の実施により、場所・

時間に拘束されない働き方が実現でき、仕事と家庭の両立や男性の家事や育児時間の増加にもつな
がるものと考えられます。

こうした柔軟な働き方を定着させることにより生産性のさらなる向上を図っていきます。

●グループ全体で多様な人材を活用
千葉銀行グループでは、60歳定年退職者の再

雇用制度である「シニアスタッフ制度」を導入し、経
験や能力のあるシニアスタッフをさまざまな職場で
活用しています。

2019年7月からは、65歳超の当行勤務経験者
を雇用する「シニアパートナー制度」を創設しました。

障がい者雇用の特例子会社であるちばぎんハー
トフルでは、2019年9月に「障害者雇用優良事業
所等厚生労働大臣表彰」において、同社社員が職
業人として模範的な業績をあげている優秀勤労障
害者として表彰されました。
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主な取組み

●女性活躍や仕事と育児の両立を支援
「ちばぎんグループSDGｓ宣言」では、経営戦略と

してダイバーシティ推進を優先的に取り組む重要課
題の一つに掲げています。

女性活躍や仕事と育児の両立支援については、
管理職育成のためのメンター制度をはじめとした女
性育成プログラムの充実、つわりや不妊治療のた
めの休暇制度、育児休業からの復職に向けた慣ら
し勤務制度など、さまざまな施策を実施しています。

また、地方銀行職員のキャリア継続を支援する 
「地銀人材バンク※3」の事務局をつとめています。

2020年3月には、経済産業省が実施する令和元
年度「新・ダイバーシティ経営企業 100選プライム」
に、金融機関として初めて選定されました。当行は 
2014年度に「ダイバーシティ経営企業100選」を 
受賞しており、今回の受賞は、女性の職域拡大や
働き方改革により組織風土の変革を実現しているこ
と、地方銀行業界や地域も巻き込んでダイバーシ
ティ経営の普及に努めていることなどが評価されま
した。

9重要
戦略

働きがいのある会社づくりと
人材育成の強化（組織風土と人材）人材 10重要

戦略
生産性の向上と多様な
ワークスタイルの実現BPR

11重要
戦略

地域と一体となった
SDGsの取組強化SDGs 12重要

戦略 強固な経営基盤の構築経営管理態勢

基本方針Ⅳ「サステナブルな経営を実現します」

（女性活躍）
①女性登用数
　　取締役 2名
　　執行役員（部長） 1名
　　理事（部長） 1名
　　部長 4名
　　支店長・所長・副部長 25名
②女性管理職比率 17.6％
③女性リーダー職比率 31.7％

（仕事と育児の両立支援）　　　　
④企業内保育所 県内3か所
⑤男性育休取得率※2 112.9%
①～③は2020年7月現在、④、⑤は2020年3月現在
※2　 年度内の男性育休取得者数÷年度内の配偶者が 

出産した男性職員数で計算したもの。

「地銀人材バンク※3」再就職者数
2020年3月末累計 205名
※3　 地方銀行職員のキャリア継続を支援するため、結婚

や配偶者の転勤等に伴う転居を理由として退職する
場合に、転居先近隣の地方銀行を紹介する取組み。
当行が事務局をつとめている。

■ダイバーシティに関する外部評価

令和元年度「新・ダイバーシティ経営企業100選プライム」選定 「2019年度MSCI日本株女性活躍指数（WIN）」構成銘柄 

令和元年度「なでしこ銘柄」選定 「プラチナくるみん」認定 「えるぼし」認定
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主な取組み

●「営業融資支援システム」により営業・融資業務を抜本改革
2020年2月、新たに「営業融資支援システム」を全店導入しました。本システムは、審査効率化・本

部集中化・ペーパーレスを実現するため、複数の既存システム（融資業務管理、格付・自己査定※1、ロー
ン自動審査※2、CRM）を統合し、必要な機能を整備するとともに、関連システムとの連携強化を目的
に開発したものです。

本システムの導入により、従来の複数システムによる業務の非効率性が排除されるとともに、営業
活動と融資の審査業務の連携を高めることによって、営業店の業務処理時間を2分の１程度短縮させ
る生産性の向上を目指しています。

また、県内2か所の融資事務センターに融資実行のオペレーション事務を集約し、本部集中化も実
施していきます。

※1、※2　格付・自己査定、ローン自動審査の機能のシステムリリースは2020年8月予定。

■営業融資支援システム

前中期経営計画より進めてきた業務改革における店頭・店内業務の効率化や融資業務の効率化
は、システム開発が完了し、2019年度から2020年度にかけて、順次、試行から全店展開に移行
しています。シンプル化、本部集中化、システム化によって、営業店事務は抜本的に削減されます。
本部事務も、RPAの活用業務拡大等により業務効率化を進めていく方針であり、「生産性の向上と
多様なワークスタイルの実現」を重要戦略に掲げています。

CRM
（個人）

不動産担保評価
管理システム【個別機能】

●案件管理
●案件審査
●稟議作成支援
●契約・実行支援

【個別機能】
●格付
●自己査定

【個別機能】
●案件管理
●自動審査
●稟議作成支援
●契約・実行支援

【個別機能】
●顧客情報

収益管理
システム

グループ
ウエア

勘定系

【関連システム】
システム外連携

システム内連携

【共通機能】ワークフロー・顧客属性・期日管理等

法人CRMローン格付・自己査定稟議作成
契約実行
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9重要
戦略

働きがいのある会社づくりと
人材育成の強化（組織風土と人材）人材 10重要

戦略
生産性の向上と多様な
ワークスタイルの実現BPR

11重要
戦略

地域と一体となった
SDGsの取組強化SDGs 12重要

戦略 強固な経営基盤の構築経営管理態勢

基本方針Ⅳ「サステナブルな経営を実現します」

主な取組み

●RPAやAIの活用により生産性を向上
2018年4月にRPA※3を導入し、主に本部の事務集中部門を対象として業務効率化を進めています。
本部事務の集中化にあわせてRPAやAIの活用を拡大するとともに、グループ会社とも連携しなが

ら、千葉銀行グループ全体の生産性向上に取り組んでいます。
2020年4月に経営企画部に「業務効率化推進室」を設置し、これらの施策をつうじて、中期経営

計画の期間中に20万時間（職員100人分相当）の効率化を目指しています。

●柔軟なワークスタイルを実現
職員のライフスタイルに応じて、柔軟なワークスタイルを推進しており、テレワークやフレックスタ

イム制を導入しています。2020年９月に竣工予定の新本店ビルでは、フロアや部署の異なる職員
が交流できるフリーエリアを設けるなど、環境整備を進め、生産性の向上につなげていきます。

■生産性向上への取組み

■新本店ビルのフリーエリア（イメージ図）

生産性向上
人員捻出
店舗見直し

省力化自動化

他行との共同化等共通化・汎用化やめる・簡素化

現行

RPA・AI等活用

抜本的な見直し抜本的な見直し

※3　RPAとは、Robotic Process Automationの略語。ロボット技術を活用したソフトウエアにより、 定型業務を代替する業務自動化の仕組み。 
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