お客さまから信頼される銀行を目指して
付加価値を創造できる人財育成への取組み
当行は、
「お客さまのお役に立ち、企業を支え、成果を上げる」ことのできる行員を財産と捉え 人財 と
表しています。

充実した研修制度
専門性・営業力を行員一人ひとりが習得できる実践的な教育研修と専門知識が習得できるインターネット
研修「e-ラーニング」
を導入し、常に自己啓発・育成にチャレンジできる環境を整えています。
また、平成23年12月より、
自宅のパソコンでも
「e-ラーニング」の利用が可能となりました。
これにより、今まで
以上に業務知識の向上に取り組めるほか、出産休暇・育児休業等の長期休暇明けの行員がスムーズに
職場復帰できるようになります。
■若手行員早期育成への取組み

担当する業務にかかわらず、高い専門性を身に付け、お客さまのあらゆる要望にお応えできる人財を
育成するため、階層別研修、
日常業務に直結したロールプレイングやセールストーク研修、
インストラクター
による個別指導研修など、実践的な教育研修システムを構築しています。特に新入行員には、2ヵ月の集中
宿泊研修を実施し、実務知識習得や業務に必要な資格取得を集中的に行っています。
また、休日の研修所を有効活用し、FP資格や証券外務員資格取得を目的としたホリデーセミナーを
継続的に実施しています。研修所の自習室やe-ラーニングの利用も可能であり、本部行員による補完
的な講義を開催するなど、若手行員の人財育成を全面的に支援しています。

■女性行員の活躍支援

女性行員の活躍の場を広げるため、住宅ローン等の業務知識向上を目的とした住-Navi（住宅ローン
審査支援システム）
に関する業務別研修や住宅ローンアドバイザー研修を行っています。女性行員の
能力開発のみならずモチベーション向上やキャリアアップを積極的に支援しており、女性管理職も誕生
しています。
■中高年行員の活躍支援

50歳以降の中高年行員に対し、
キャリア&ライフプラン研修を行い、今後の人生設計を考える機 会
を設け、やりがいや働き甲斐を再確認し今後も充実して働けるようサポートしています。
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キャリアチャレンジ制度
当行は、
「キャリアチャレンジ制度」
（ 行内公募制度）
を導入しています。行員一人ひとりの能力を活かし、
組織のさらなる活性化を図るため、行内特定部署への配属候補者の公募のほか、
お客さま目線の金融サービス
創造の意識に基づいた知的サービス提供力が必要不可欠となっていることから、
プロフェッショナルな人財を
育成する一環として中小企業診断士や証券アナリスト等の公的資格取得者養成についての公募も行って
います。

ワークライフバランスに向けた取組み
当行は、仕事と家庭生活の両立を支援するため、毎週水曜日および２月・８月の全行一斉定時退行週間を
含む早帰りの推進など、総労働時間の短縮を図り、効率的な業務推進を積極的に行っています。行員が
趣味や生きがい、
自身のキャリアアップ等に時間を有効に活用することにより、充実した仕事に繋がるという
好循環に結びついています。
また、仕事と子育ての両立支援に必要な雇用環境の整備を図るため、保育料等の費用補助制度の導入や
各種両立支援策を周知するためのハンドブックを作成し、育児に取り組む行員が働きやすい職場環境づくり
に努めています。
■保育料等の費用補助制度

小 学 校 3 年 生までの 子 供 のいる行員が 、
仕 事と子 育ての 両 立 のため、保 育 所（ 園 ）
・
託 児 所・学 童 保 育 等 の 各 種 保 育・子 育て
サービスを利用した際の費用補助制度を導入
しています。

■育児短時間勤務制度

小学校就学前の子供のいる行員が申し出を
すれば、勤務時間を短縮できる制度です
（1日に
つき2時間を超えない範囲、30分単位で短縮）
。
全行員がより長く安心して働ける環境作りに、
積極的に取り組んでいます。

■次世代認定マーク「くるみん」取得

OFF

ON

当 行は子 育て支 援 の 環 境 整 備に優れた
企業として、次世代育成支援対策推進 法の
認 定を受け、千 葉 労 働 局 長より次 世 代 認 定
マーク「くるみん」
を取得しています。
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地域貢献・社会福祉活動
小・中学校に図書購入費用を寄付
昨年4月に海神地区から新船橋地区に店舗を移転したことから、
これまでお世話になってきた地域の皆さまへの感謝の気持ちと、
街づくりが進む新船橋地区の教育環境整備に役立てていただく
ため、平成24年5月に船橋市内
（海神・新船橋地区）
の小・中学校
へ図書館用図書購入費用として1,050万円を寄付しました。

千葉駅前オフィス町内会
平成4年2月に、JR千葉駅前にオフィスを置く事業所が企業の
社会的責任を自覚し、環境問題である千葉駅前地区の環境美化
活 動と、会員企 業 6 0 社より出される古 紙のリサイクル活 動を
行っており、当行はその代表幹事、事務局を務めています。
環境美化活動として、毎月、第一水曜日に約200名の参加
のもと千葉駅前地区の清掃活動と、年間331トンの古紙回収を
行い、地域社会に貢献をしています。

金融教育の取組み

を開催
金融教育取組みの一環として「 αバンク探検ツアー」
しています。小学生の子供たちに対し、銀行業務の基本を説明
するだけでなく、実際に大人が働く職場を体験することで、子供
たちの就業観・就労観を少しでも育成できるよう努めています。

31 お客さまから信頼される銀行を目指して

KEIYO BANK
DISCLOSURE
2012

献血の実施
千葉県赤十字血液センターへ年2回本店、本部の行員を主に献血を実施しています。
平成23年度は129名、47,000ccを採血し協力しました。

小さな親切運動
京葉銀行の役職員、約2,000名の募金を、毎年寄付活動等により、地域社会に役立てています。
平成23年度は、手足の不自由な子供たち100名を東京ディズニーリゾートへ、福祉施設入所者や東日本
大震災の被災地で献身的に救護活動された自衛隊・警察・消防隊員とその家族、278名を9回のコン
サートへ招待しました。

京葉銀行ホームヘルパー助成基金
平成5年2月に、高齢社会における在宅福祉サービスの担い手であるホームヘルパーを支援するため、
公益信託「京葉銀行ホームヘルパー助成基金」
を設立し、毎年千葉県内のホームヘルパー事業に携わる
団体へ助成金を贈呈しています。
これまでの19年間で236団体、3,747万円を助成し、ホームヘルパー団体の研修事業や施設・機器等
の整備に役立てられています。

「子育て応援！チーパス事業」へ協賛
平成２４年７月より、千葉県が実施する企業参画型子育て支援事業の「子育て応援！チーパス事業」に
協賛し、千葉県内に居住する妊婦または中学生以下の児童１名以上がいる世帯を対象に子育て応援
サービスの提供を行っています。
※「企業参画型子育て支援事業」
とは、
千葉県内における子育ての環境について経済的・物理的支援体制を整備することにより県全体で子育てを行う家庭を応援する機運を高めることを目的としています。

■提供するサービス内容
子育て応援住宅ローンの金利応援

マイカーローンの金利応援

店頭表示金利より全期間最大年▲１．
２％の金利応援としています。

標準金利より全期間最大年▲０．
１５％の金利応援としています。

おむつ交換台の提供
「お客さまに便利でやさしいお店づくり」
をテーマに、
店舗に設置している多目的トイレ内のベビーベッドをおむつ交換台として提供しています。
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環境問題への取組み
アルファバンクの
「エコプロジェクト」
環境意識の高まりを受け、CSR（企業の社会的
的
エコ
責任）
の取組みの一環として、
お客さま参加型のエコ
プロジェクトを実施しています。

Pay-easy利用で環境保全をサポートする

「エコプロジェクト」

概要

当行で「Pay-easy（ ペイジー）収納サービス」を利用して税金・各種料金をお支払いいただいた場合、納付
1件につき5円を、当行が「ちば環境再生基金」
に寄付させていただきます。

実施期間

平成24年1月4日〜平成24年12月31日
（1）当行ATM

ペイジーの
お取り扱いチャネル

（2）インターネットバンキング
●個人のお客さま：アルファダイレクトバンキング

●法人のお客さま：アルファビジネスダイレクト

（3）モバイルバンキング（個人のお客さま専用）

満期案内 を 環境保全 に変える

「エコプロジェクト」

概要

現在郵送されている
「定期預金の満期案内」
について、ご案内を希望されないお客さまへの発行を中止させて
いただくことで
「紙資源の節約」
や
「環境保全」
を図ります。
プロジェクトにご賛同いただいたお客さま1名につき年間50円を当行が「ちば環境再生基金」
に寄付させて
いただきます。

寄付金の算出基準
および寄付の
実施時期

毎年12月末日を基準日として、ご賛同いただいたお客さまのうち、基準日時点で定期預金残高があるお客
さまを寄付の対象人数として金額を算出のうえ、翌年3月までに寄付を行います。

寄付の実施状況
について

寄付の都度、当行ホームページにて公表させていただきます。

その他

本プロジェクトへのご賛同は個人のお客さまが対象で、お申込みが必要となります。

節電・環境に配慮した店舗戦略
太陽光パネル・LED照明・省エネ型空調等、節電や環境に配慮
した設備を積極的に導入しています。

太陽光パネル
（北小金支店）
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カレンダー・情報誌
カレンダーの県内若手有望画家起用
昭和49年のカレンダーより、千葉県にゆかりのある画家の作品をご紹介してい
ます。永年に亘り、東山魁夷画伯をはじめ県内にゆかりの深い有名画家の作品を
ご紹介してきましたが、平成14年からは、今後ますます活躍が期待される若手画家を
中心に紹介しています。
今年は、習志野市在住の洋画家大野真貴氏の作品をご紹介しています。

お客さま向け情報誌「きずな」
を発刊
お客さま向けの情報誌として
「きずな」
（4月・10月の年2回発行）
を発行しています。
情報誌「きずな」は、人と地域の絆にスポットを当てた特集やセカンドライフを充実
させる生活情報などを紹介しています。また、見やすい書体を選定し、
すっきりとした
ゆとりあるデザインに配慮しています。

お客さま向けシリーズ小冊子「鉄道で行く千葉」
を発刊
平成21年10月より、お客さま向けのシリーズ小冊子として、
「鉄道で行く千葉」
を発刊しています。
CO 2 削減に効果が高い鉄道をテーマに、環境に配慮しながら
地 域を楽しんでいただくきっかけになればと県内の2 4 路 線を
ご紹介しています。平成24年9月までの3年間、
毎月1回計36回で、
毎月下旬に店頭に備え置き、
ご来店されたお客さまにご自由に
お持ち帰りいただいています。

「きずな」および「鉄道で行く千葉」の内容は、当行ホームページ
でもご覧いただくことができます。

京葉銀行

検索
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文化・スポーツ活動
京葉銀行文化プラザ
平成20年4月より
「千葉市文化交流プラザ」のネーミングライツ
（命名権）
を取得し、同施設は「京葉銀行
文化プラザ」
となりました。
（ 協定期間：平成20年4月1日〜平成25年3月31日）
当プラザを利用した各種セミナーおよび講演会等各種イベントの開催を実施していくとともに、千葉市と
の協力により
「京葉銀行文化プラザ」が地域の皆さまの文化交流の場として発展するよう努めていきます。
至 成田

至 東京

千葉

駅

京葉銀行文化プラザ
京葉
本店銀行

京

成

千

葉

駅

JR

千葉
そごう

千葉
三越

本店ショーウィンドーギャラリー開催
当行本店では、芸術や文化を発信する場として、平成17年4月より、
「日本の伝統」
というテーマでショー
ウィンドーギャラリーの展示を行っています。
平成23年11月からは、
「日本を詠う」
という視点で、古来より日本文化の中でも重きを置かれてきた「和歌」
にまつわる文化の一端を紹介しています。
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本店営業部ロビー展「アルファバンクアートフォーラム」開催
平成17年10月より、本店営業部ロビー展「アルファバンクアート
フォーラム」
を開催し、
「 本店ショーウィンドーギャラリー」
とともに芸術
文化の情報発信の場として、季節感や話題性に富んださまざまな
分野の芸術作品をご紹介しています。
■平成23年度に開催した作品展
大野真貴洋画展
金木正子日本画展
（平成23年4月25日〜6月10日） （平成23年12月5日〜平成24年1月27日）
梅野顕司水彩画展
綿引はるな日本画展
（平成23年6月20日〜8月19日） （平成24年2月6日〜4月6日）

若い芽のαコンサート協賛
平成元年より、将来性のある若い演奏家の育成と芸術文化の
振興を目的として、
（ 公財）千葉県文化振興財団が主催する
「若い
（ 毎年6月、千葉県文化会館大ホール）に協賛
芽のαコンサート」
しています。
これまでに、26回、
75人が公演し、
その後プロとして、世界の舞台で
活躍している演奏家も輩出しています。

各種スポーツ大会の支援
地域のスポーツ振興の一環として、子供から高齢者まで人気があり、楽しめるスポーツの支援をしています。

1 ママさんバレーボール大会の支援

家庭婦人のスポーツとして盛んなバレーボールの大会を毎年秋に千葉県家庭婦人バレーボール連盟と共催で
行い、賞品、参加賞、
ボール等を寄贈しています。
共催の大会（平成23年度）
「第20回α杯千葉県家庭婦人バレーボールシニア大会」 50歳以上56チーム
（約800名）参加
「第16回京葉銀行杯千葉県家庭婦人バレーボール大会」 32チーム
（約500名）参加

2 少年軟式野球大会の支援

子供たちの大好きな野球の大会へ賞品を寄贈しています。

平成23年度「第35回千葉市少年軟式野球協会秋季中央大会」
144チーム約3,000名の小学生が参加

3 グラウンドゴルフ大会の後援

最近、高齢者スポーツとして、特に人気のあるグラウンドゴルフ
の大会へ賞品等を寄贈し後援しています。
平成23年度
「第15回千葉県グラウンドゴルフ大会」春 約1,500名参加
「第23回千葉県グラウンドゴルフ大会」秋 約1,500名参加
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