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平成26年6月 

「地域密着型金融」 

平成25年度の取組状況 
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Ⅰ.地域密着型金融の推進に関する基本方針 

中期経営計画  

「～一人でも多くのお客さまに「さすが西京」のサ－ビスを～」 

平成24年4月～平成27年3月 

３つの基本方針 

１.お客さま中心主義（Customer Centric）を徹底します。   
＊銀行の戦略、意思決定等すべての起点をお客さまにおきます 

２.地域の活性化に貢献します。 

３.より多くのお客さまから選ばれ、地域のシェアを高めます。 

「企業理念」に基づく「中期経営計画」と「地域密着型金融」の一体推進により、地域の発展
に貢献するとともに、当行の企業価値向上を図ってまいります。 

地域密着型金融推進計画 

「中長期的な視点」で「継続的な取組み」を実施 

平成24年4月～平成27年3月 

３つの重点推進項目 

１.お客さまのライフステージに応じた適切なコンサル
ティング機能の発揮 

２.地域の面的再生への寄与 

３.地域やお客さまへの積極的な情報発信 

ＡＣＴ－ＢＡＮＫ 

お客さまの期待に確実に応える銀行を目指します。 

Ａ － Active       （地域の活性化） 

Ｃ － Communication（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ重視） 

Ｔ － Trend        （時代のﾆｰｽﾞを先取り・創造） 

企 業 理 念 

平成26年3月終了 
新計画へ移行 
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Ⅱ.平成25年度「地域密着型金融推進計画」の取組状況 
  Ⅱ-1 お客さまのライフステージに応じた適切なコンサルティング機能の発揮 

①事業再生サポート  

 地域密着型金融推進委員会を中心としたコンサルティング機能の集約 

 さいきょう地域支援ファンド（最大5億円）を運用 

当行は中期経営計画の基本方針のひとつに「地域の活性化への貢献」を掲げ、その重点施策として「地域金融の円滑化」に積
極的に取り組んでおり、「さいきょう再生支援プロジェクト」を立ち上げ、全行的な取り組みを実施してまいりました。 

金融円滑化の出口戦略として、中小企業再生支援のために当行グループ会社であります㈱エス・ケイ・ベンチャーズとの共同出
資で「さいきょう地域支援ファンド」を創設し、地元中小企業さまの事業再生、組織再編成等に対応しております。 

地域密着型金融推進委員会を中心とした横断的な活動を実施 
 －金融円滑化リーダーを全店配置し、地域企業をサポート 

地域密着型金融推進委員会 

[審査部・営業統括部・地域連携部・監査部・総合企画部] 

  再生支援チーム（審査部） 

  医療チーム（地域連携部） 

～経営改善・再生・地域活性化等のコンサルティング 
機能発揮における司令塔 [委員長：頭取]  

～具体的な課題解決方法を協議し、実行する機能 

ファンド取り扱い件数      5件 

ファンド実行金額  160.98百万円 
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②医療介護分野サポート  

 最新情報の提供～医療・介護セミナーを開催 

 高齢化先進地区の地域再生プロジェクト支援（継続支援） 

Ⅱ.平成25年度「地域密着型金融推進計画」の取組状況 
  Ⅱ-2 お客さまのライフステージに応じた適切なコンサルティング機能の発揮 

最新情報の提供による、リレーションの構築を実施。 
◆平成25年9月  地域包括ケア体制を見据えた今後の医療・介護経営（参加者：107名） 
◆平成26年2月  診療報酬改定のポイント（参加者：62名）  

『廃校を活用したコミュニティケア建設』 

プロジェクトの舞台となったのは人口約2万人の山口県周防大島町。 
住民の約半数が65歳以上の高齢者の街です。 
“生まれ育った島で最期まで安心して暮らせる環境・施設”を構築する 
プロジェクトに参画しました。 
本プロジェクトにより、周防大島町の地域活性化に大きな経済効果をもたらし、 
雇用の創出、Iターンによる定住人口の増加にも繋がっています。 
＜＜平成24年度地域密着型金融における顕彰を受けた事案＞＞ 

医療関連専担チームによる専門的かつ高度なコンサルティングを実施 
 －成長分野における地域の需要に積極対応 
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③ アジア進出企業サポート 

 日本政策金融公庫との提携による「スタンドバイ・クレジット」業務の取扱いを開始 
 
 
 
 
 
 
 
 海外展開一貫支援ファストパス制度への参加 による海外展開支援 

 貿易投資相談会の実施 

 さいきょうアジアセミナー の開催 

 海外視察の実施 

Ⅱ.平成25年度「地域密着型金融推進計画」の取組状況 
  Ⅱ-3 お客さまのライフステージに応じた適切なコンサルティング機能の発揮 

ジェトロ山口、周南地域地場産業振興センターのとの共催で、周南市において 
毎月「貿易投資相談会」を実施しています。 

平成25年度は、「インドネシア」「中国（青島）」「ベトナム」の視察を実施。 

平成25年9月 アジア市場を視野に地域商材のブランド化と６次産業化を考える（参加者：43名）   
平成26年3月 ミャンマー進出で学んだもの（参加者：39名）   

アジア情報の積極的な発信を実施 
 －各専門機関との連携により海外展開のご支援を強化 

専門機関と連携した海外セミナーを実施し、現地の最新情報のご提供
に努めています。 

 留学生との交流会を実施 
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④創業・事業承継・新成長分野サポート（1） 

 さいきょう“実践”創業塾2014の開講 

 創業者（予定者）の皆さまへの継続的なフォローアップの実施 

Ⅱ.平成25年度「地域密着型金融推進計画」の取組状況 
  Ⅱ-4 お客さまのライフステージに応じた適切なコンサルティング機能の発揮 

自分の夢・アイデアを実現し、地域の活性化に向けてチャレンジする創業さまをサポートするため、 
『さいきょう“実践”創業塾』を開講致しました。全6回にわたる実践指導・個別指導を実施し、16名さ
まが修了されました。（さいきょう実践創業塾2013と合計で３７名） 

創業者の方のネットワーク作りとフォローアップを目的に、継続的な研修・交流会を開催。 
◆平成25年8月  創業者近況報告会 
◆平成26年2月  創業スペシャルセミナー 
             アスカネットの創業魂！新規ビジネス戦略の立て方 
             ㈱アスカネット 代表取締役CEO 福田 幸雄 氏    

創業（第2創業）者を増やし、次世代経営者の育成を実施 
 －地域での産業創出・雇用拡大に向けた各種施策の取り組み 

渾身の最終プレゼンテーション！個性的なビジネスプランが続々＼(~o~)／！！ 皆さま！おつかれさまでした！！ 
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④創業・事業承継・新成長分野サポート（2） 

 さいきょうＳ1（エスワン）グランプリ2013 の実施 

Ⅱ.平成25年度「地域密着型金融推進計画」の取組状況 
  Ⅱ-4 お客さまのライフステージに応じた適切なコンサルティング機能の発揮 

ソーシャルビジネスによる社会課題の解決を目指すアイデアプランコンテストを実施 

Satoyama 
Landscape 

バイオマス事業化協議会 

 
会場を包む心地良い緊張感の中、 
１つのプレゼンテーションが大きな反響を呼んでいく！ 

そして、大きな第一歩を踏み出した９組の志士たち。 
 このプレゼンテーションが全ての物語の始まりになる！ 

  新たな伝説を作るべく歩みはじめた９組の志士たち！！ 
   さいきょうＳ１グランプリ２０１３  ここに堂々完結！！！ 

さいきょうS1グランプリ2013 ファイナルプレゼンテーション  平成25年11月17日（日） 開催 

グランプリ獲得！ 
バイオマス 
事業化協議会 
（福岡市） 

＜準グランプリ＞ Satoyama Landscape（周南市） 

＜特 別 賞 ＞  ㈱小澤（下関市） NPO法人 虹のかけ橋（光市） 
＜ファイナリスト＞ カタログ△（北九州市） ジブンノオト（周防大島町） 
 支えてねットワーク（山口市） やまぐっちおいしいＰＪ（防府市） 
  PathGate Village（光市）    以上全９団体 

 

【グランプリ獲得団体】 
竹や間伐材等のバイオマス
資源を製品として有効活用
し、循環型社会の構築を目
指す！ 

【準グランプリ獲得団体】 
里山に押し寄せる高齢化・
過疎化の波を、地域の人と
一緒に、移住者の視点で変
革を起こす！ 
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④創業・事業承継・新成長分野サポート（3） 

 円滑な事業承継の実現に向けたサポートの実施 

Ⅱ.平成25年度「地域密着型金融推進計画」の取組状況 
  Ⅱ-4 お客さまのライフステージに応じた適切なコンサルティング機能の発揮 

地域の専門家と協働で実施した「事業承継（後継者育成）」セミナー＆ワークショップシリーズを開催（㈱西京総研と協働） 
◆第１弾 事業承継ワークショップ（山口県内5会場で開催） 
◆第２弾 事業承継ワンストップ相談窓口（山口県内外9会場で実施） 
◆第３弾 さいきょう帝王塾2014 ～後継者向けマネジメント塾 
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⑤環境方針に基づく各種サポート  

 CO2オフセット（3ｔ）を実施 

 環境省「グッドプラクティス」受賞 

Ⅱ.平成25年度「地域密着型金融推進計画」の取組状況 
  Ⅱ-5 お客さまのライフステージに応じた適切なコンサルティング機能の発揮 

当行は山口県内の商業施設において削減されたＣＯ２排出量を購入し、地域の
祭り（周南冬のツリーまつり）で排出されるＣＯ２をオフセット致しました。 
 
今後も、国内クレジットを利用して、地域イベントの応援、自らの排出削減等に取
り組むとともに、環境保全に積極的な地元企業さまに対するサービス提供に努め
てまいります。 

環境省「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則（21世紀金融行動原則）」の
定時総会において、“高齢化先進地区における廃校を活用した地域再生プロジェクト
への取り組み”が「グッドプラクティス」として選出されました。 
 
 

廃校を活用した地域活性化活動～環境省「グッドプラクティス」受賞 
 －国内クレジット制度への参画によるCO2オフセット実施 
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⑥各階層コミュニティの活動サポート 

 ローンセンター日曜営業開始 

 おまとめローンを活用した生活改善をサポート 

 第24回公益財団法人西京教育文化振興財団の助成金交付 

 さいきょうシニアスプリングカレッジの定期的開催 

Ⅱ.平成25年度「地域密着型金融推進計画」の取組状況 
  Ⅱ-6 お客さまのライフステージに応じた適切なコンサルティング機能の発揮 

ローンセンターを中心としたコンサルティング機能を強化させ、平日のご来店が困難なお客さまや、休日を利用してじっくりご相談されたいお客
さまなどのご要望にお応えしています。 

当財団は山口県の教育・文化・芸術・スポーツの振興に顕著な功績があった
団体等に毎年助成を行っています。 
平成25年度は36団体、総額450万円を助成しております。 
（助成累計 184先  6,560万円） 

シニア層へのサービス拡充
に向け、年金コミュニケー
ター配置を進めています。 
 
また、シニア層の知的探究
心向上にお応えするために、
山口県内の４大学と連携し 
「シニアスプリングカレッジ」
を開催しています。 
 
＜これまで計8回開催し、
延べ464名の方に受講頂
いております＞ 

金融機能を活用した積極的なコンサルティングを実施 
 －地域の多様なニーズに対応する取り組み 

コンサルティング機能を発揮し、豊かな社会実現に向け、お客さまの生活改善に向けたローン商品をご提供。 
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 さいきょう経営力強化セミナーの実施 

Ⅱ.平成25年度「地域密着型金融推進計画」の取組状況 
  Ⅱ-7 地域の面的再生に向けた各種取り組み① 

新たなサービスの展開やお取組みによって経営力の強化を目指すお客さまに様々な情報を提供しております。 
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 産学公金連携への取り組み～地域産業の育成を図り雇用の拡大を目指す 

Ⅱ.平成25年度「地域密着型金融推進計画」の取組状況 
  Ⅱ-7 地域の面的再生に向けた各種取り組み② 

当行では行内呼称資格「さいきょ
う産学公金連携コーディネー
ター」制度を創設し、各機関との
連携を図りながら、地域産業の
育成をサポートしております。 
 
また、宇部市を中心とした産学公
金連携の会（キューブサロン）に
おける事務局を努めております。 
 
さらに徳山高専での寄附講座開
講をはじめ、宇部高専シンポジウ
ムでのニーズ発表、広島経済大
学での特別講義等、地域の学術
専門機関と積極的に交流してお
り、平成26年12月にはやまぐち
産業振興財団様と「水素利活用
セミナー」を開催致しました。 
 

 宇部工業高等専門学校との包括連携協定を締結 

宇部工業高等専門学校様と本協定書の締結により、地域における産業、教育等の分野において 
これまで以上に積極的に取り組むこととし、技術シーズとニーズのマッチングや 
地域企業の情報収集とそのご提供、地域の人材育成を行ってまいります。 
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Ⅱ.平成25年度「地域密着型金融推進計画」の取組状況 
  Ⅱ-7 地域の面的再生に向けた各種取り組み③ 

 ふるさと投資（地域活性化小口投資）による資金調達支援 

ミュージックセキュリティーズ㈱との業務提携により、マイクロ投資プラットフォーム「セキュリテ」を活用した資金調達支援を実施。 
㈱はつもみぢ様、㈲クレアツーワン（山口ごま本舗）様の資金調達をご支援。 

 第7回山口県応援ファンド「はつらつ長州」寄付金を贈呈 

ご当地ファンド「はつらつ長州」の信託報酬より、地域の学術研究機関・ベンチャー企業に寄付金を贈呈。 
平成25年度は3先に150万円を贈呈（累計：21先 815万円） 

匿名組合契約

匿名組合出資

匿名組合分配金

商品・サービスの提供

売上

出資者

||

消費者

（お客さま）

ファンド

（匿名組合勘定）

㈱ミュージック

セキュリティーズ

（第2種金融商品

取扱業者）

営業者

事業

仕入
ご紹介

  平成17年から自社製造での酒造りを、20年ぶりに再開し、ようやく県外でも取り扱ってもら
えるようになりました。 

    文政2年創業で、約200年と蔵自体の歴史は古いが、酒造りを再開して7年のところです。 

   応援してくださる皆様と共に、山口県を代表するような酒蔵に成長していきたいと思い、本
ファンドを立ち上げました 
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Ⅱ.平成25年度「地域密着型金融推進計画」の取組状況 
  Ⅱ-7 地域の面的再生に向けた各種取り組み④ 

 若旅の実施による地域企業の魅力発信！そして定住人口増加に向けた取組み 

当行では、山口県内企業の魅力を学生に伝え、より多くの学生に山口県企業への就職を促進する取組みとして「若旅」を実施致しました。 
この取組みは広島経済大学の学生との共同企画により実現したものであり、産学公金連携による取組みです。 
また、山口県の豊かな観光資源と住み良さを実感して頂き、定住人口の増加に向けたご支援を実施してまいります。 
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 NPO法人との連携によるスポーツ振興 

Ⅱ.平成25年度「地域密着型金融推進計画」の取組状況 
  Ⅱ-7 地域の面的再生に向けた各種取り組み⑤ 

当行はスポーツ振興を通じた地域活性化に取り組んでいます。山口県体育協会からトップスポーツクラブに指定されているバトミントンチームＡＣＴ 
ＳＡＩＫＹＯと共同で、韓国より強豪バドミントンチームを招き、『ＡＣＴ SAIKYOチャレンジ2013 日韓親善バドミントン国際マッチ』を県内2か所で開催。 
平成25年度においても、日本リーグⅡ部の強豪チームである「北國銀行チーム」を招待して、「ＡＣＴ ＳＡＩＫＹＯチャレンジ2014」を開催致しました。
また、ＡＣＴ ＳＡＩＫＹＯは地域のスポーツクラブとして、バドミントン教室の開催等、地域のスポーツ振興に取り組んでおります。 
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Ⅲ.平成25年度「地域密着型金融推進計画」実績数値 

地域密着型金融推進計画 

西京銀行が果たすべき役割 

◆事業再生支援（円滑化の出口戦略） 
 
◆地域の基礎調査・研究の充実化 
 
◆創造・シナジーの追求 
 
◆外部機関との連携 
 
◆地域社会との問題共有・協働 
 
◆地域のナレッジ「点」→「線」→「面」への誘導 
 
◆コーディネーター機能の充実化 

継続的に地域の課題解決に向けた 
サポートを実践してまいります。 

平成25年度｢地域密着型金融｣推進計画

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 合計

　1.医療・介護機関への支援実績

医療・介護機関の開業、拡大、変革等における資金支援の取組実績

取組先数（件） 6件 7件 6件 14件 33件

取組金額（百万円） 1,329百万円 1,428百万円 1,096百万円 1,936百万円 5,808百万円

残高（百万円） 15,504百万円 16,721百万円 17,746百万円 18,456百万円 18,456百万円

　2.新規創業支援実績

地域活力を創出する産業育成、地域ブランド品の開発支援として新規創業資金支援の取組実績

新規企業支援融資先数（件） 19件 34件 15件 43件 111件

新規企業支援融資取組金額（百万円） 115百万円 224百万円 306百万円 221百万円 868百万円

　3.成長分野等への支援実績

成長基盤強化に資する分野への投資支援取組実績

さいきょう成長基盤強化ファンド件数（件） 2件 2件 1件 1件 6件

さいきょう成長基盤強化ファンド取組金額（百万円） 215百万円 1300百万円 97.0百万円 1000百万円 2613百万円

　4.外部連携機関等によるコンサルティング実績

専門家派遣実施状況

専門家派遣件数（件） 8件 19件 18件 18件 63件

　5.経営改善支援実績

中小企業金融円滑化の出口戦略支援として、金融円滑化法対応先へ経営改善計画の支援先実績

金融円滑化法対応先へのｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ機能付与先数(先） 9先 8先 12先 17先 46先

　6.コンサル機能を発揮した消費者ローン実行

｢おまとめローン｣等を通じたお客さまの生活改善支援取組実績

実行件数（件） 682件 1103件 1198件 1289件 4272件

実行額および極度額合計（百万円） 1,119百万円 1,585百万円 2,013百万円 1,871百万円 6,591百万円

　7.年金ｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ訪問延べ回数（件） 20,119件 23,084件 29,567件 28,082件 100,852件

公表項目



地域密着型金融の推進 

医療・介護 
創業・第2創業 

ソーシャルビジネス 
経営革新 

事業再生 

経営改善 
産学公金連携 アジア進出・観光 

販路開拓・拡大 事業承継 
地域資源活用 

6次産業化 

コンサルティング機能発揮重点分野 
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平成26年度より「地域密着型金融推進計画」は、 
新「中期経営計画～ 先進性、信頼感、親近感 ～」において公表しております。 
http://www.saikyobank.co.jp/personal/information/docs/20140403_1.pdf 


