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　平素より、みちのく銀行をお引き立ていただきまして、誠にありがとう
ございます。
　このたび、当行へのご理解を深めていただくために、「2018年9月期ミ
ニディスクロージャー誌／第47期中間営業のご報告」を作成いたしました。
本誌では地域経済の活性化に向けた当行の取組みや業績、地域の見どころ

（津軽・西海岸地区）を掲載しておりますので、ご一読いただければ幸いに
存じます。
　わが国の経済は、好調な企業業績のもと生産性向上投資などにより設備
投資が増加しているほか、雇用・所得環境の改善により個人消費も増加す
るなど、緩やかに回復しています。
　当行の主要営業地域である青森県および函館地区においても、内外需要
の増加や人手不足への対応に伴い設備投資が増加しているほか、雇用・所
得環境の改善により個人消費も堅調に推移しています。観光は、函館地区
で北海道胆振東部地震の影響を受けましたが、青森県では外国人観光客数
の伸長を背景に堅調であり、景気は緩やかに回復しています。
　このようななか、2018年4月よりスタートいたしました第5次中期経営
計画「Exciting Innovation」では、目指すべき姿として「地域の豊かさを
引き出すベストパートナー」を掲げており、人口減少に伴う経済規模の縮
小、少子高齢化の進行を背景とした相続・資産承継への不安や企業の後継
者不足など、地域が抱える課題に取り組んでおります。また、お客さまの
中長期的な資産形成をお手伝いするためのコンサルティング力の向上、事
業者の皆さまに対する創業から事業再生までの一貫したコンサルティング
体制の充実に努め、最適なソリューションの提供に取り組んでおります。
　当行は、これからもお客さまの想いに寄り添い、地方創生・地域活性化
のために一番に必要とされる銀行であるよう誠心誠意努めてまいりますの
で、より一層のご支援、ご愛顧を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

2018年12月

取締役頭取 藤澤 貴之
プロフィール（2018年9月30日現在）

名 称 株式会社
設 立 1921年（大正10年）10月27日
本店所在地 青森市勝田一丁目3番1号
資 本 金 369億86百万円
従業員数 1,367名
店 舗 数 国内 ： 本支店 92（うち出張所 2）

海外 ： 駐在員事務所 1〈上海〉
主要勘定 総預金残高   2兆453億円

貸出金残高   1兆5,499億円
有価証券残高   2,837億円
自己資本比率（連結／国内基準）   8.19%
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ごあいさつ

Exciting Innovation
【第5次中期経営計画】 （2018年4月～2021年3月）

　当行は、2018年4月にスタートした第5次中期経営計画において、 目指すべき姿  の実現に向けた3つの

Innovation 1Innovation 1

Innovation 2Innovation 2

Innovation 3Innovation 3

InnovationInnovation を展開しております。

　お客さま、地域のために一層貢献できる｢ Innovation 1Innovation 1

Innovation 2Innovation 2

Innovation 3Innovation 3

InnovationInnovation

 コンサルティングクオリティ｣を追求するとともに、業

務の徹底的な効率化を通じた｢

Innovation 1Innovation 1

Innovation 2Innovation 2

Innovation 3Innovation 3

InnovationInnovation

 不断の改革推進による生産性向上」に取り組み、人員を中心に、コン

サルティング業務へ 大胆な経営資源のシフト  を行っております。

　また、 ｢

Innovation 1Innovation 1

Innovation 2Innovation 2

Innovation 3Innovation 3

InnovationInnovation

 職員の幸福と活力向上｣においては、職員が仕事へのやりがいを多く感じられる職場づく

り、チャレンジを後押しする風土の醸成などに取り組んでおります。

大胆な
経営資源の
シフト

Innovation 1Innovation 1
コンサルティングクオリティの追求

Innovation 2Innovation 2

Innovation 3Innovation 3
不断の改革推進による生産性向上の追求

ＥＳＧへの取組み強化／グループ総合力の向上／強靭な財務基盤の構築ＥＳＧへの取組み強化／グループ総合力の向上／強靭な財務基盤の構築

■ 創業から事業再生まで一貫した支援体制の構築

■ ライフプランの実現に向けたコンサルティングの実践

■ 地域のポテンシャルを引き出すソリューションの提供

■ 活力にあふれる企業風土・職場環境の実現
■ ダイバーシティの一層の推進
■ キャリアチャレンジ制度の拡充

■ デジタル技術の活用による業務の効率化
■ 店舗の統廃合

職員の幸福と活力向上の追求

2018/3期
実績

第5次中計
2021/3期

経常利益
当期純利益

非金利収益比率*
OHR*
ROE

自己資本比率

39億円
26億円
7.6%
79.1%
2.9%
8.1%

50億円以上
40億円以上
12%以上
75%程度
5％程度
8%程度

*コア業務粗利益対比

経営指標
(2021年3月期)

当期純利益
40億円

当期純利益
26億円

2018/3期 第5次中期経営計画 2021/3期

Innovation 1Innovation 1
Innovation 2Innovation 2コンサルティング営業力・

金融仲介機能の発揮
コンサルティング営業力・
金融仲介機能の発揮 職員の幸福と活力向上職員の幸福と活力向上

Innovation 3Innovation 3
業務の効率化・生産性向上業務の効率化・生産性向上

地域の豊かさを引き出すベストパートナー目指すべき姿
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2018年5月、青森県より「健康経営®」に積極的に取り組んでいる企
業として、県内金融機関で初めて「青森県健康経営事業所」の認定を
受けました。本制度は、青森県において2017年4月より運用が開始
され、従業員の健康管理を経営
的視点から考え、戦略的に取り
組んでいる県内事業所を「青森
県健康経営事業所」として認定
することで、青森県の働き盛り
世代の健康づくりを推進するも
のです。今後も職員が活き活き
と働き続ける職場環境づくりに
積極的に取り組んでまいります。

青森県内金融機関初
「青森県健康経営事業所」認定

新テレビコマーシャル

デジタル通帳アプリホームページのリニューアル

2018年8月、いつでもどこでもスマートフォンで簡単に銀行口座
の残高や明細を確認できるサービスの取扱いを開始いたしました。
個人のお客さまで、当行の普通預金口座（キャッシュカード発行
済）をお持ちの方や、インターネットバンキングをご契約の方であ
れば、お持ちの口座情報をいつでもどこでも確認することができ
ます。また、実際の通帳デザインが登録されており、お好きなデザ
インをお選びいただくこともできます。

2018年5月、お客さまの利便性向上に向けて、ホームページをリ
ニューアルいたしました。今回のリニューアルでは、スマート

フォンなどの各種端末に
合わせて自動で最適化さ
れた画面に変わる「レスポ
ンシブデザイン」の導入や
お客さまのご利用が多い
コンテンツを上部に配置
することで、より使いやす
く快適にご覧いただける
ようにサイトのデザイン・
配置を見直しいたしまし
た。当行は今後も、ホーム
ページを通じた充実した
情報・サービスの提供に努
めてまいります。

地域の皆さまにも撮影にご協
力いただき、新たなイメージコ
マーシャルを制作し、放映して
おります。本コマーシャルは、
当行ホームページやLINE、公
式YouTubeなどでご覧いただ
けますので、是非ご覧ください。

みちぎんトピックス

みちのく・ふるさと貢献基金
当行が設立した「公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金」では、新しい青森県づ
くりを進めていくためには、『地域の資源、人材等を十分に活かし、価値を見出し拓
いていくことが必要である』との認識のもと、3つの助成事業（「地域振興」「教育・
福祉・環境」「育英奨学金」）により、地域の発展、地域に貢献する事業・活動を行って
いる青森県内の個人、団体、NPO法人および企業の皆さまを支援しております。

これまでの助成実績　（2018年10月末現在）
地域振興助成事業 38先 5,599万円
教育・福祉・環境助成事業 125先 6,223万円
育英奨学金助成事業 22名 4,188万円

金融経済教育活動
みちぎんキッズスクール夏休み親子見学会
小学生の夏休みの時期に、地域の将来を担う子供たちに
お金の大切さ・正しい使い方の再確認など、金融・経済知
識の普及を目的とした親子見学会を開催しております。
口座開設や名刺交換体験、お金のクイズなど、親子で参
加できるカリキュラムが好評をいただいております。

文化・スポーツ振興
「青森県民駅伝競走大会」への協賛
2018年9月に開催された、「第26回青森県民駅伝競走
大会」に協賛いたしました。
本大会は、「健脚でつなげ郷土の和と心」を大会スローガ
ンに掲げる青森県内の全市町村対抗による駅伝大会です。
当行は、青森県民の一体感の醸成とスポーツ振興を図
る本大会の開催を支援しております。

金融経済クイズ 口座開設 疑似体験

CSRの取組み

リニューアル後サイト
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「ESG型私募債」の取扱開始
2018年7月、地域の事業者へのESG経営の普及と、地方創
生にかかる地域貢献の取組みのひとつとして、地方銀行で
は初めてとなるESG型私募債の取扱いを開始いたしました。
本商品は、ESG経営（環境保全、社会的な課題の解決、企業統
治・コンプライアンス等）に積極的に取り組んでいる企業に
対して、社債発行時に発生する手数料の一部を引き下げす
るなど、「地域企業のESG経営の普及」を推進する商品です。

産業支援

事業の継続支援

ビジネスサポート

外部機関との連携

子会社「みちのく債権回収株式会社」設立

みちのく地域活性化ファンド

2018年5月、お客さまの事業ライフサ
イクルに応じた、創業から事業再生ま
で一貫した支援・コンサルティング体
制のさらなる構築に向け、サービサー
子会社を設立いたしました。中小企業
者との丁寧かつ真摯な対話とサービ
サーとしての機能の発揮を通じて、地域経済の活性化に貢献してまいります。

2017年2月に、創業・新事業・成長産業の育成を目的に「みちのく地域活性化ファンド」を
組成しておりますが、2018年8月「西目屋薪エネルギー株式会社」に対して投資いたしま
した。本事業は、西目屋村バイオマス産業構想の実現に向けた取組みのひとつであり、薪
エネルギーの利用により森林資源とエネルギーの地産地消を可能にし、雇用機会の創出
を図ることで地域活性化に取り組むものです。

「階上町定住促進等に関する連携協定」の締結

地元自治体との連携

当行ならびに地域の地元金融機関が地方創生の各分野において相互に協力・連携し、地域
活力の増進と地域経済の発展に寄与することを目的として、自治体単位での連携協定を
締結しております。2018年6月、階上町との間で「定住促進等に関する連携協定」を締結
いたしました。このような連携は、相互に定住促進等に関する取組みを行うことにより、
住民が安全で安心して暮らせるまちづくりの促進および地域経済の活性化に資すること
を目的としております。

「みちのく銀行経営塾」の開催

「スマート農業アライアンス」参画企業の実証実験圃場で「OPTIM スマート農業ソリューション」の実演

お取引先企業に対する経営支援の一環として、次世代の後継者および若手経営者を対象とした「みちのく銀行経営塾」を継続的に開催
しており、8年間で183名の塾生が修了されました。
企業経営の主要項目である「財務」「事業戦略」「人事」を学ぶほか、参加者相互の「交流会」や「合宿研修」などを通じて、業種や地域を超
えた「同世代の経営者のネットワークの形成」にもお役立ていただいております。

2018年7月、「スマート農業アライアンス」参画企業である株式会社アグリーンハートの圃場にて、「OPTIM スマート農業ソリュー
ション」を活用したAIによる画像分析およびドローン飛行の実演を行いました。
本取組みでは、農業分野での作業負担の軽減と効率化を図るとともに、農業収益の向上・稼げる農業の実現に向けて取り組んでおります。

地域活性化に向けた取組み
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2011年

2014年

2016年

2018年

2013年

2019年

2017年

2012年

2020年

2015/42008/4

15.6%

2011/4

18.8%
22.6%

2018/10

24.7%

男性
53.6%

女性
46.4%

女性管理職の推移男女比率〈正行員 1,367名〉

みちのく銀行では、多様な人財の活躍による組織活性化に向け、ダイバーシティの推進に取り組んでおります。
価値観の多様性を企業経営に活かすダイバーシティの推進により、活力に溢れ、チャレンジ精神旺盛で地域活性化
に情熱を持った“女性”や“若者”が当行を引っ張っていく、そういう組織を創り上げ、更には私たちの取組みが
ふるさとにも広がっていくように、今後も邁進してまいります。

ダイバーシティ推進への取組み
女性管理職比率

24.7%
2018年10月現在

チーム名「Pastel」の由来は
P ＝ パーソナル ＝ 個性
A ＝ アシスト ＝ 手伝う
S ＝ サポート ＝ 助け合う
TE ＝ チーム ＝ みんなで
L ＝ ラーニング ＝ 学ぶ

2020年度末30%以上を目指します。

2014年4月 障がい者の活躍に向けたチーム「Pastel（パステル）」

2011年1月 ダイバーシティ推進チーム「smililies（スマイリリーズ）」

2018年7月 「ダイバーシティ推進室」新設

2016年7月

2018年3月

2018年9月

2015年・2016年

地域の手本となる障がい者雇用を目指して

職員一人一人が活き活きと働ける職場づくりを目指して

価値観の多様性を企業経営に活かす仕組みづくり

産育休者向け復職支援
・ パパ・ママ座談会の開催（2015年～）
・ タブレット端末貸与の開始（2016年2月）

事業所内保育施設
「みちぎんドリームキッズはうす」

「  2017年度 新・ダイバーシティ
経営企業100選」受賞

ダイバーシティ推進チーム
「スマイリリーズ」に
男性メンバー加入

当行では、2018年6月現在、総勢40名の障がい者が活躍しています。
そのうち21名については、2014年4月に更なる障がい者の職域の拡大や雇用の定着
を目的に立ち上げたチーム「Pastel」で活躍しています。 「Pastel」は、立ち上げ当初
は6名のメンバーにて研修会館の清掃業務を行っておりましたが、現在では21名となり、
清掃作業に留まらず、発送物の封入作業や研修会場の設営、ゴム印作成やデータ入力
などの簡易事務作業を行っており、当行になくてはならない存在となっております。

2011年１月にダイバーシティ推進チーム「スマイリリーズ」を発足いたしました。当初は、家庭の実質的な管
理者は女性の場合が多いという考えから、「女性目線」での顧客開拓や商品開発などを目的として活動して
おりました。2017年度までの活動は、「顧客向けサービス・商品企画」から「職場環境整備」など多岐に亘り、
事業所内保育施設の検討や産育休者等へのタブレット端末貸与など、復職しやすい環境づくりの実現に向
け取り組んでまいりました。2018年度はダイバーシティマインドを深め、広めていく活動に特化したチームとし
て、初めて男性メンバーを加え再始動いたしました。職員が自分らしく働くことができるよう尽力してまいります。

当行のダイバーシティに関する取組みを次のステップへ進めるべく、
2018年7月に「ダイバーシティ推進室」を新設いたしました。頭取が担当
役員を務める唯一の部署で、室長を含む職員5名全員を女性で構成して
います。

「スマイリリーズ」がダイバーシティマインドを広く醸成するための活動を展
開していくのに対し、「ダイバーシティ推進室」は銀行全体を俯瞰的に見て、
男女問わず適切なキャリアップが図れる仕組みづくりや、多様な人財が活
躍できる職場づくりに柔軟かつスピード感を持って取り組んでまいります。

雇用率
2.6%

2018年10月現在

2015年
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地域とともに持続的な成長を目指して
みちのく銀行は、「地域の豊かさを引き出すベストパートナー」を目指し、お客さまや地域の皆さまのお役に立つ
ことができるように取り組んでいます。

“地域とともに持続的な成長を目指す”当行のこれまでの取組みは、国際連合が提唱するSDGsの趣旨にも通じています。
本冊子で紹介してきた当行の取組みが、SDGsのどの目標とリンクするかをお知らせいたします。

掲載コーナー 主な取組み SDGs 掲載ページ

SDGsとは、持続可能な開発目標（ Sustainable Development Goals ）のことで、 2015年9月の国連サミットで採択された「持続
可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標についてを指します。

「誰一人取り残さない」持続可能な社会の実現を目指し、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に統合的に取り組むことを目標として
います。

「SDGs」とは？

当行の取組みとSDGs

みちぎん
トピックス P3「青森県健康経営事業所」認定

特集 P7ダイバーシティ推進への取組み

CSRの取組み P4みちぎんキッズスクール夏休み親子見学会

地域活性化に
向けた
取組み

P5「階上町定住促進等に関する連携協定」の締結

P6
「スマート農業アライアンス」参画企業の実証
実験圃場で「OPTIMスマート農業ソリューション」
の実演

P6「みちのく銀行経営塾」の開催

P5みちのく活性化ファンド
(西目屋薪エネルギー株式会社への出資)

Pick UP
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株式の状況・株式のご案内 
株式の状況 （2018年9月30日現在）

▪ 発行済株式総数
　 ・普通株式 18,135,395株
　 ・A種優先株式 4,000,000株

▪ 株主総数
　 ・普通株式 25,955名
　 ・A種優先株式 1名

株式のご案内

▪ 事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

▪ 定時株主総会 毎年6月に開催いたします。

▪ 定時株主総会
　 の基準日

毎年3月31日

▪ 配当の基準日
　 ・期末配当 3月31日
　 ・中間配当 9月30日

▪ 単元株式数 100株
2017年10月1日に単元株式数の変更

（1,000株から100株への変更）および
株式併合（10株を1株に併合）を行って
おります。

▪ 公告の方法 電子公告といたします。
なお、電子公告は当行のホームページ
に掲載しております。

▪ 株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

▪ 事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社
本店証券代行部

▪ 郵便物送付
　 および電話
　 お問合せ先

〒168-8507
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
TEL.0120-288-324（フリーダイヤル）

◦優待内容
郷土名産品を含む全国カタログギフト(約440品目)
◦贈呈基準

株主優待制度の変更に関するお知らせ
当行は、より多くの株主さまに当行株式を継続して長期的に保
有、ご支援いただくことを目的に2019年3月31日を基準とする
株主優待制度から、実施内容を変更することといたしました。
◦株主優待制度の変更内容（下線は変更箇所）
変更後の株主優待内容

（1）2019年3月31日を基準とする株主優待内容
保有株式数 保有期間 優待内容

100株以上1,000株未満 半年以上継続※ 3,000円相当の商品
1,000株以上 半年以上継続※ 5,000円相当の商品

※  保有期間半年以上継続とは、「2019年3月31日と2018年9月30
日に、株主名簿に同一株主番号で100株以上の保有記録が連続し
て記載、または記録されていること」といたします。

（2）2020年3月31日以降を基準とする株主優待内容
保有株式数 保有期間 優待内容

100株以上1,000株未満 1年以上継続※ 3,000円相当の商品
1,000株以上 1年以上継続※ 5,000円相当の商品

※  保有期間1年以上継続とは、「基準日（3月31日）とその前年の3月31
日および9月30日に、株主名簿に同一株主番号で100株以上の保有
記録が連続して記載、または記録されていること」といたします。

詳しくは、当行ホームページをご覧ください。

保有株式数
(2018年3月31日現在)

優待内容
(カタログより選択)

100株以上1,000株未満 3,000円相当の商品
1,000株以上 5,000円相当の商品

株主優待のご案内

■ 総預金　■預かり資産 ※ 総預金＝預金+譲渡性預金

2018/32017/9

19,99720,351

22,627 22,340
2,3422,275

2018/9

20,453

22,900
2,446

2018/32017/9

8.51% 8.35%

2018/9

8.19%

■ 一般貸出　■個人ローン

2018/32017/9

10,109

15,269

5,160

10,099

4,985

15,085

2018/9

10,166

15,499

5,332

2018/32017/9

206 199

138

52

137

57

1.34% 1.28%

13 9
2018/9

210

153

47

1.33%

10

■ 要管理債権　■危険債権 ■破産更生債権 ■ 不良債権比率

情報開示スケジュール

12月 中間ミニディスクロージャー誌発行
  1月 中間ディスクロージャー誌発行
  2月 第3四半期決算発表・第3四半期報告書提出
  5月 決算発表

  6月 IR説明会開催（東京）・有価証券報告書提出
ミニディスクロージャー誌発行

  7月 ディスクロージャー誌発行

業績ハイライト

2018年度中間期の業績につきましては、マイナス金利
政策の影響などによりコア業務純益が前年同期比13億
円減少の19億円となりました。一方、総預金と預かり資
産の合計、および貸出金は、順調に増加しております。
経営の健全性を示す指標である自己資本比率（連結ベー
ス）は8.19％と、国内基準行に求められている4％を大
幅に上回り、引き続き十分な健全性を維持しております。

2016/9 2017/9 2018/9

コア業務純益 3,412 3,232 1,906

経常利益 2,622 2,582 2,136

中間純利益 1,905 1,660 1,806

収益の状況（単体）　（百万円）

総預金・預かり資産残高（単体）　（億円）　

自己資本比率（連結／国内基準）

貸出金残高（単体）　（億円）

金融再生法に基づく開示債権の推移（単体）　（億円／%）
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豊かな大地の恵みと暮らしの知恵から生まれた郷土の味

待ちに待った春の訪れ

　弘前に桜前線がやってくるのは、4月下旬頃。華
やかな桜が老松と見事なコントラストを描き、弘
前公園の中で美しく咲き競います。人々はその桜
の下で花に酔い、酒に酔い、津軽の春を満喫します。
夜になればライトアップされた桜がお城を巡る濠
の水面に浮かび、幻想的な風情を醸し出し、その美
しさは訪れる人々を魅了します。
　また、弘前公園の桜は散り際まで人々を魅了しま
す。花びらが濠の水面を流れていく「花筏（はないか
だ）」、花びらで濠を埋め尽くすほどの「桜の絨毯」も話

題となって
います。

　マグロは大間だけじゃない！
　「青森県のマグロ＝大間のマグロ」というイメージが定着して
いますが、水揚げ高では深浦町が青森県ナンバーワン！
　ということで、深浦町産の天然本マグロを三個の小どんぶり

（マグロ刺身丼、マグロ片
面焼きステーキ丼、マグ
ロ両面焼きステーキ丼）
で楽しむ、天然マグロの
産地ならではのマグロ尽
くしどんぶり御膳です。

　温泉熱を利用して育て
られたもやしです。その
始まりはとても古く、津
軽三代藩主・信義が大鰐
に湯治するときには、必
ず献上したとされていま
す。ローカロリーで栄養
価の高いもやしは健康指向の現代では特に重宝されます。
　それに加えて大鰐もやしは歯触りもよく、味の良さ、品質の高さ
で多くの人に好まれます。いつも変わることなくわき出る温泉の
熱によって大切に育てられた温泉もやしは、大鰐の自慢の味です。

　目の前に日本海が広がり海岸と一体
化した露天風呂は、温泉ファンが憧れ
る全国屈指の秘湯です。
　晴れた日に水平線の向こうに沈んで
ゆく美しい夕日や漁火を眺めながら湯
船に浸かることができたなら、きっと
記憶に残る時間になるはずです。

　高山稲荷神社は、五穀豊穣、海上安全、商売
繁盛の神様として大変ご利益のある神社で
す。ここの信仰には農業・商業・工業・漁業・家
内安全・病気平癒・道中守護・憑物落とし等多
様多彩のものがあり、地元を始め遠方の人々
の力もあって神社は支えられてきました。
　また、ここでしか見ることのできない幾
重にも連なる鳥居はとてもインパクトがあり、一見の価値があります。

弘前さくらまつり：弘前市

深浦マグロステーキ丼：深浦町 大鰐温泉もやし：大鰐町

黄金崎不老ふ死温泉：深浦町

高山稲荷神社：つがる市

津軽鉄道・ストーブ列車：五所川原市

地吹雪体験：五所川原市

　全長300mを超える日本一長い木造の
三連太鼓橋です。津軽富士見湖に映える
橋の姿は繊細でとても美しく、鶴が空に
舞う姿に見えるとも言われます。
　遠くに岩木山を望むことができるほか、
夜明けとともに浮かび上がる湖面の橋の
姿や、夕陽に色づく湖と橋の光景は素晴
らしく、季節の移り変わりとともに観光
客の目を楽しませます。

　毎年恒例のストーブ列車が、今年も雪の津軽を走ります。通常
2両編成で、車内は懐かしいノスタルジックなつくりとなってい
ます。1両に2台置かれたダルマストーブの燃料は石炭で、赤々
と燃える石炭ストーブの周りにはたくさんの人が集まり、地元
や他県の言葉が行き交う、憩いの
場となります。
　外の厳しい寒さとは対照的に、
列車内では暖かい雰囲気を味わ
うことができます。

　冬恒例の「雪国地吹雪体験プログラム」。
青森・津軽の厳寒の中を、吹きすさぶ地吹
雪を体験しながら巡るという雪国ならで
はのユニークな体験ツアーです。地面に積
もった雪が強風で舞い上がる津軽名物の

「地吹雪」を実際に体験してみませんか？

冬の津軽の風物詩
鶴の舞橋：鶴田町

出所：青森県観光情報サイト「アプティネット」

四季折々に美しい姿を見せる津軽・西海岸

津軽・西海岸
地 域 の 見 ど こ ろ
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みちのく銀行の
パートナーシップ宣言
いま、私たちの「ふるさと」では、人口減少、少子高齢化などの課題を
克服するために、地方創生、地域活性化に向けたさまざまな取組みが
行われています。
みちのく銀行は、「ふるさと」の、そして「子どもたち」の明るい未来を、
みなさまと一緒に力強く創る 〜共 創〜 のベストパートナーになることを
誓い、3つのことを約束します。

私たちは、「ビジネスパートナー」として、中小企業のみなさまの声を
しっかりと聞き、それぞれの課題から決して逃げず、責任を持って、
人づくり、企業づくりのために、最後まであきらめず、共に取り組んでいきます。

1
「家庭の銀行」として、お客さまにいつも寄り添い、何でも相談を受け、
「みちのく銀行と一緒だから心強い」と思っていただけるパートナーになります。2
「地域社会のパートナー」として、健康長寿、女性の活躍、新たな分野等に
しっかり取り組み、ふるさとの潜在能力を余すところなく引き出し、
地方創生のトップランナーとして走り続けます。

3


