
巻 頭 　 対 談

取締役頭取

杉 本 康 雄

青田しのぶ 選手

（インタビュアー）

女子カーリング　チーム青森
（みちのく銀行所属）

プロフィール　青田 しのぶ 選手

北海道帯広市出身、平成 22 年７月みちのく銀行に入行。
女子カーリング日本代表として、世界選手権に３度出場。
現在は、みちのく銀行広報室に所属するとともに、チーム青森のスキップ
として活躍し、平成 26 年開催のソチオリンピック出場を目指す。
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�東日本大震災後の経済環境
青田：�東日本大震災後の青森県内の経済環境はいかがで

しょうか？

杉本： 被災地３県（岩手県・宮城県・福島県）と比較して
青森県は被害が少なかったものの八戸市、三沢市
を中心とする太平洋沿岸部が大きな被害を受けま
した。判明しているだけでも１,３００億円以上の被
害額に上っています。

� 青森県が発表した復旧・復興状況によると、概ね順
調に進み、がれきの処理も含め、今年度中には全
て完了する見込みで、復興への道のりを着実に歩
んでいます。また、復興需要が続いていること、

観光分野においても東北新
幹線全線開業の効果も少し
ずつ表れてきていることな
どから、県内の景気は震災
のあった時期を底に、緩や
かな持ち直しが続いていま
す。

�第三次中期経営計画がスタート
青田：�本年４月から３ヵ年を

計画期間とする「第
三次中期経営計画」
がスタートしました
が、計画の概要を教
えてください。

杉本： 第三次中期経営計画
では、「地域密着型金
融の実践（コンサルテ
ィング機能の強化）�
～全員営業態勢の確立～」を最大のテーマとして掲
げています。

� 第一次、第二次中期経営計画を通じて充実を図っ
てきた経営基盤をベースに、更なる収益力の強化
に向け、営業力の強化と業務の効率化を徹底し、
全員営業態勢を確立することで、地域密着型金融
の実践（コンサルティング機能の強化）を図り、『リ
テール分野での地域トップバンク』の実現を目指し
ます。また、本計画ではさまざまな施策を展開し
ていく上で、「３つの柱」を軸とした基本戦略を定
めています。

地域の一員として、
お客さまと地域社会の幸福と発展のためにつくします。

地域密着型金融の実践
（コンサルティング機能の強化）
～全員営業態勢の確立～

本計画では、７つの基本戦略を定め、そ
のうち４つを重点戦略として全員営業体制
の構築に向けて取り組むことで、営業推
進・管理態勢を充実させ、お客さまの利便
性向上と満足度の高いサービスの提供に
努めます。

基本戦略と重点戦略

第三次中期経営計画（平成24年4月1日～平成27年3月31日）

基
本
戦
略

〜
収
益
力
の
強
化（
営
業
力
の
強
化
と
業
務
の
効
率
化
）〜

重点戦略
「全員営業 
体制の構築」

（1）融資業務革新

（2）窓口業務革新

（3）個人営業業務革新

（4）エリア営業体制

（5）業容の拡大

（6）CSR活動の積極展開

（7）経営基盤の強化

［ 概要イメージ図 ］

《テーマ》 地域密着型金融の実践（コンサルティング機能の強化）
～全員営業態勢の確立～

リテール分野での地域トップバンク
重点目標

お客さま満足度・地域信頼度の向上
（ＣＳＲ活動の積極展開）

①マインド

１人あたり生産性の向上
（全員営業の実践）

③判断指標

３部門の業務革新とエリア営業体制の構築
（全員営業体制の構築）

②重点戦略

経営基盤の強化
（コーポレートガバナンス、コンプライアンス、リスク管理、人材育成等）

※３つの柱とは ❶ ＣＳＲ活動の積極展開による
「お客さま満足度・地域信頼度の向上」

❷ 全員営業体制の構築による
「３部門の業務革新とエリア営業体制の構築」

❸ 全員営業の実践による
「１人あたり生産性の向上」
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青田：�「３つの柱」の内容につい
て、詳しく教えてください。

杉本：�「①マインド」「②重点戦略」
「③判断指標」が３つの柱と
なります。

� １つ目の「マインド」につい
ては、お客さま第一主義を
念頭に、ＣＳ（お客さま満足
度向上）を中心とするＣＳＲ
活動（企業の社会的責任）
を、これまで以上に積極的
に展開していくことで、「お
客さま満足度・地域信頼度
の向上」の実現に努めてい
きます。

� 私も含め、全役職員がお客さまのご相談をとこと
ん聞き、ニーズを把握し、「お客さまのために何が
できるのか？」を真剣に考え、行動に移していくと
いう共通のマインドが重要です。

�

２つ目の「重点戦略」については、お客さまの利
便性向上、当行の収益力強化の実現に向けて、全
役職員が営業を展開していく全員営業体制を構築
していくために、「３部門（窓口サービス課・法人
営業課・個人営業課）の業務革新とエリア営業体
制の構築」を進めていきます。

�

３つ目の「判断指標」は、全員営業の実践により、
結果として「1人あたり生産性の向上」を図っていき
ます。以上が、本計画における３つの柱となります。

青田： ２つ目の「重点戦略」について、もう少し詳しく教
えてください。

杉本： 全員営業体制の構築に向けて、「①融資業務革新」
「②窓口業務革新」「③個人営業業務革新」「④エ
リア営業体制」の４項目を重点戦略として定めてい
ます。

� 「融資業務革新」については、法人のお客さまへ
の営業力を強化していくために、訪問中心の営業
に転換していきます。その一環として、来年秋には
鹿児島銀行様が開発したシステム「共同利用型
KeyMan」を導入する予定です（全国で４行目）。
このKeyManの導入により、現在の融資業務にお
けるプロセス全般を大幅に見直していくとともに、
各種情報をシステム内で一元管理することが可能と
なることで、訪問等による組織的・継続的なお客さ
まへのコンサルティング機能を発揮していきます。

� 「窓口業務革新」については、窓口業務の効率化
に向けて、営業店端末の更新・オープン出納の全
店導入、窓口事務の本部集中化などにより、お客
さまの待ち時間短縮、更には職員の事務負担の軽
減によりセールス時間を創出し、窓口でのセール
ス力アップに繋げていきます。個人ローン受付事務
についても簡素化し、窓口サービス課でのローン
相談ができるように窓口業務の革新を進めていき
ます。

� 「個人営業業務革新」については、お客さまの情
報管理の高度化、営業活動の効率化・可視化を実
現するために個人営業支援システムを導入します。
併せて、外回りを担当する個人営業課職員にタブレ
ット端末を携帯させます。これにより、お客さまを
訪問した際、お客さまの資産形成にお役に立つ情
報をタイムリーに提供することが可能となるなど、
個人営業業務の革新を進めていきます。

� 最後の「エリア営業体制」については、第二次中
期経営計画で見直した店舗形態（中核店・一般店・
個人店）と４課体制（窓口サービス課・融資課・個

■ マインド「ＣＳＲ活動の積極展開」

積極的な情報発信

株主・投資家

お客さま
満足度の向上

お客さま

いきいきと働く
職場づくり

従業員

社会貢献活動
環境保全活動

地域社会

■ 重点戦略　「全員営業体制の構築」 

法人営業力の強化
（KeyMan導入）

①融資業務革新

エリア営業体制

窓口営業力の強化
（窓口事務の大幅削減）

②窓口業務革新

個人営業力の強化
（個人営業職員の集約）

③個人営業業務革新
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（本店応接室にて）

人営業課・法人営業課）を更に発展させるために、
店舗統廃合と併せ、エリア営業体制を構築してい
きます。加えて前記の３つの業務革新との相乗効
果により、人員の効率的な配置とエリア内のマーケ
ットに即した営業活動を展開していきます。

� これからの３ヵ年で、本計画を着実に実践していく
ことで、地元の金融機関として、これまで以上に地
域の皆さまの期待にお応えし、地域の皆さまと着
実に一歩一歩前進していきたいと考えています。

�ＣＳＲ活動への取り組み
青田： みちのく銀行では、地域における社会貢献活動、

環境保全活動を中心とするＣＳＲ活動に積極的に取
り組んでおりますが、今後の展望について教えてく
ださい。

杉本： みちのく銀行では、地域社会の一員として、全役
職員が共通認識のもと、地域に根ざしたＣＳＲ活動
を推進していくことを目的に、「みちのく銀行　ＣＳ
Ｒ基本方針」を制定し、各種支援活動を展開して
います。

� 社会貢献活動については、地域のスポーツ振興へ
の支援活動として、青森県民駅伝競走大会、弘
前・白神アップルマラソン、そしてチーム青森をは
じめとするカーリング競技への支援活動を継続的に
行なっています。また、震災後は、震災により遺児
となられた子どもたちの進学支援として、「あしな
が育英会」への募金活動を継続的に行なっており、
募金活動では、チーム青森の皆さんにも協力いた

だき、大変お世話になりました。
� また、環境保全活動については、三方を海に囲ま

れ、世界遺産白神山地など日本有数の自然環境に
恵まれている青森県に本店を構える金融機関とし
て、この大切な青森県の自然をしっかりと次世代を
担う子どもたちにバトンタッチしていくためにも、こ
れからも継続的な活動を展開していきます。

�最後に
杉本：�当行では、『みちのく銀行は地域の一員として存在

感のある金融サービス業を目指し、お客さまと地
域社会の幸福と発展のためにつくします。』の企業
理念のもと、「お客さまにご満足いただけること」
が何よりも大切であると考えています。

� そのためにも、全役職員がお客さまの声にこれま
で以上に真摯に耳を傾け、ニーズを的確に把握した
上で真にお役に立てますよう、誠心誠意努力を重
ね、地域経済の発展に努めていきます。

青田：�本日はありがとうございました。

杉本：�ありがとうございました。青田さんもソチオリンピッ
クへの出場を目指し、最後の最後まで精一杯頑張
ってください。

青田： 最後まで頑張ります。
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