
　当行は政府の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を
踏まえ、公務・地域活力創造部内に「地方創生プロジェクト
チーム」を設置し、地域金融機関の立場から地方版総合
戦略の策定および円滑な実施等に積極的に参画し、情報
提供などの協力を行っています。
【地方公共団体等との連携協定】
　当行は地方公共団体と「地域の活性化」に向けた包括連携を締結
するなど協力を進めており、「まち・ひと・しごと」の各分野において各々
が持つ資源を有効に活用し、地域活力の増進、地域経済の発展に努め
ています。
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地方創生への取組み
【ナントＣＶＣファンド】
　平成29年6月、全国で経済・産業・地域振興への貢献が大きく期待できる
創業段階や成長段階にある企業への投資を目的に、株式会社ベンチャーラ
ボインベストメントと共同で「ナントCVC※投資事業有限責任組合」（ナント
CVCファンド）を設立しました。
　今後、投資先企業との業務連携による技術・ノウハウ等の当行業務への
活用のほか、投資先企業と当行の既存取引先とのビジネスマッチング等、
単なる投資に留まらず、投資先企業の企業価値向上と当行業務とのさら
なる相乗効果を図ってまいります。

創業段階や成長段階にある企業への投資・支援

観光関連事業支援
産官学金連携による産業支援

ビジネスマッチング 海外ビジネス展開支援

地域活力創造に向けた取組み
当行は地方創生への取組みに積極的に参画し、地域の活力創造に寄与してまいります。

【ナント地域活力創造サポートファンド】
　平成29年9月、南都リース株式会社と共同で「ナント地域活力創造サポ
ート投資事業有限責任組合(ナント地域活力創造サポートファンド)」を
設立しました。
　「ナントCVCファンド」が全国の企業を対象とするのに対し本ファンドは、
当行営業エリアに主たる事業基盤を有し、創業・新事業展開、成長段階、
上場、事業承継などさまざまなステージにある企業を投資対象とし、成長
支援を目的に設立したものです。

※ＣＶＣ…Corporate Venture Capital　投資家から資金を集めてキャピタルゲインを狙うファンドと異なり本業との相乗効果を期待できる企業へ投資する仕組みのこと。

林材業支援

一般財団法人 南都経済研究所

平成２９年１０月開催　奈良女子大学との包括
連携協定締結記念講演「からだとおサイフの健康
について」

【大学との連携強化】
　当行はこれまでより、大学等と連携協定を締結し、地元企業等との技術相談や共同研究、取引先企業の事業
ニーズとのマッチングなどを行っています。平成29年6月、新たに学校法人近畿大学と「産学連携協定」を、また、国立
大学法人奈良女子大学とは平成19年の「産学連携協定」を発展的に解消し、新たに「包括連携協定」を締結しました。
　今後は、当行と大学との相互の発展だけでなく地域のニーズに対して協働することで社会貢献につながる取組
みを目指してまいります。

　本店内にビジネスマッチング担当者を配置し、お取引先の販売・
仕入・外注・提携等のニーズや情報を１ヵ所に集約し、紹介候補企業
を発掘する等個別企業間のマッチングに取組んでいます。また、
お取引先同士のマッチングに加え、大手バイヤーやメーカー等の買い
ニーズを発信し、お取引先の販路拡大ニーズにお応えしています。

　当行が設立した「一般財団法人 南都経済研究所」では地域
のシンクタンクとして地域の経済・産業に関する調査・研究
のほか、セミナー等の開催や有資格者による経営コンサルティ
ングの実施など、地域の経済・産業の振興に関わる取組みを
行っています。

　当行は、これまでより「森林保全」「林材業関連産業の活性
化」等を支援しています。奈良県産材の利用促進に向け奈良県
等とも連携しさまざまな取組みを行っています。

　地元企業のアジアを中心とした海外ビジネスを法人
営業部ASIA業務グループ、香港および上海の各駐在員
事務所が連携して支援しています。さらに現在、バンコック
銀行（タイ）、バンクネガラインドネシア（インドネシア）および
ベトナム投資開発銀行（ベトナム）に行員を派遣し、現地
でのサポートも行っています。
　また、海外ビジネスにおけるお取引先の多様なニーズに
お応えするため、ビジネス商談会や交流会、セミナーなどの
開催や海外銀行等との業務提携により強固なサポート
体制を構築しています。

　平成２９年１０月、一般財団法人奈良県
ビジターズビューローと「観光地域づく
りに関する連携協定」を締結しました。
金融機関としての知見とネットワークを
もって、これからの成長基盤である観光
産業の発展に貢献してまいります。

奈良県ビジターズビューローと「観光地域づくりに
関する連携協定」を締結しました。

　本フェアは、当行お取引先の製品・商品展示を通じ、来場いただく企業の
経営者やバイヤー、開発担当者の方々に対し、販路開拓や業務提携などの
ビジネスマッチングの機会を提供するものです。
　今回は「ＩｏＴでさらなる発展、ＥＣで世界市
場へ！」をテーマに、ＩｏＴ事業者とＥＣ事業者が
多数出展し、当行お取引先や来場企業の生
産性向上や省力化および国内外への販路
開拓をお手伝いさせていただきます。

「〈ナント〉元気企業マッチングフェア2018」を開催します！

奈良の木の魅力を伝える説明会

　国内・海外からの宿泊観光客を奈良県内に誘致するための仕組みづくりを目的
に、自治体の観光関連部署や観光関連事業者の方々を対象に「観光力創造塾」を
開催しています。
　今回は、「奈良県観光の未来」をテーマに、平成２９年７月、奈良春日野国際フォー
ラムにおいて実施しました。第Ⅰ部では、デービッド・アトキンソン氏にご講演いただ
き、第Ⅱ部のパネルディスカッションでは、アトキンソン氏を含む有識者５名の方々
に奈良県における文化財観光の必要性や問題点等について討論いただきました。

第８回「観光力創造塾」

　平成29年9月、海外販路の拡大に
対するニーズをサポートするため、
「〈ナント〉海外戦略セミナー」を開催
しました。

「〈ナント〉海外戦略セミナー」

平成30年3月1日（木）、グランフロント大阪にて

　平成２９年７月、県産材の魅力を
伝え利用促進を図るため、奈良
県、奈良県木材協同組合連合会と
の共催で当行東京支店取引先企
業（不動産業、建設業等）を対象
に、説明会を実施しました。

奈良県木材海外販路開拓セミナー
　平成２９年7月、海外の木材産業や木材輸出についての知識を深
めるため、奈良県との共催により県内の林業・木材産業関係者を対
象に、セミナーを開催しました。

新入行員への林業研修

注）出展募集は11月30日（木）をもって終了しております。

　平成２９年度新入行員研修では、
カリキュラムに林業研修を組み入れ、
間伐作業の見学等を行いました。

木のシート等を使用した説明
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踏まえ、公務・地域活力創造部内に「地方創生プロジェクト
チーム」を設置し、地域金融機関の立場から地方版総合
戦略の策定および円滑な実施等に積極的に参画し、情報
提供などの協力を行っています。
【地方公共団体等との連携協定】
　当行は地方公共団体と「地域の活性化」に向けた包括連携を締結
するなど協力を進めており、「まち・ひと・しごと」の各分野において各々
が持つ資源を有効に活用し、地域活力の増進、地域経済の発展に努め
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　当行は、近年、衰退の兆候が目立つ世界遺産･吉野山（奈良県吉野
町）のシロヤマザクラ（約3万本）を守るため、官民を挙げて設立された

「吉野の桜を守る会」に特別会員として参加しています。
　同会に対しては金銭面の支援に留まらず、各種イベントへのボラン
ティア・スタッフの派遣など活動面からも積極的に支援しており、地元
金融機関として「吉野の桜」
の保護・育成活動に積極的
に協力しています。

　当行は昭和57年わかくさ国体を契機に女子ホッケー部を創部し、
奈良県を中心にスポーツ振興に努めています。平成28年4月には奈良
市から「Top Sports City 奈良」のパートナーチームとして認定いただ

き、奈良市のスポーツ
事業への参加や学校
訪問の実施、また地元
小学生を対象にホッケ
ースクールの開催にも
取組んでおり、ホッケー
競技を通じて地域社会
への貢献や交流に力を
入れています。

　当行退職者40人から成る「ナント・なら応援団」は、県下の社寺
等において拝観のガイドを行うボランティア・グループで、平成22
年開催の平城遷都1300年祭を機に結成されました。
　奈良県内各地で文化財を特別公開する「祈りの回廊 秘宝・秘仏
特別開帳」等において、元銀行員のきめ細やかな対応を強みに
活動し、拝観者から好評を得ています。平成29年秋には全4ヵ所
でガイドを実施しました。
　今後とも観光
県奈良の活性化
に取組んでまい
ります。

　〈ナント〉萬葉ウォークは昭和63年にスタートし、毎年春と秋、
万葉集ゆかりの史跡をウォーキングしています。平成16年秋から
は「チャリティーウォーク」として、当行より寄付金を拠出し奈良
県社会福祉協議会に贈呈しています。

　当行はすべてのキャッシュコーナー（店外を含む）に、ご高齢の方や目の
ご不自由な方、車いすをご利用の方でも操作しやすい機能を備えたユニ
バーサルデザイン仕様のATMを設置しています。
　さらに、どなたにもご覧いただきやすいよう色のコントラストを強調し、ボタン
の境界をわかりやすくする等の「カラーユニバーサルデザイン」認定を取得

した操作画面を順次新型のATM
に導入しています。
　またお客さまのご依頼により、
口座残高や取引明細を点字でお知
らせするほか、口座名義や番号を
点字表示した通帳ケース・カード
ケースもお作りしています。
　このほか、車いす用駐車スペー
スの確保、点字ブロックの設置、段
差の解消等、バリアフリーに対応し
た店舗づくりに取組んでいます。

音声案内（ＶＩ）機能
付ATM

　奈良市不空院でのボランティアガイド車いすでもご利用いただきやすいＡＴＭ

同会イベント「サクランボ拾い」

エコノミクス甲子園奈良大会

　当行は、地元中学校等への講師派遣や銀行見学・実習生の受入れ、
「全国高校生金融経済クイズ選手権“エコノミクス甲子園”」奈良大会、
夏休み親子金融セミナーの開催など、地元における金融経済教育に
注力しています。
　また養護学校への講
師派遣や職場実習の
受入を通じ、学習・就業
支援も行っています。

　南都銀行「小さな親切」の会
は、明るい地域社会づくりをめざ
して、清掃活動や献血活動等幅
広い公益活動を実施しています。

　地元の人材育成に奉仕するため、奈良県下に居住する人柄・学力とも優秀な
高校生・大学生を対象に、奨学金援助を行っています。平成29年9月末現在の
奨学生は65名で卒業生は1,370名に達しています。

　当行は平成14年、本店および事務センターを対象に環境ISO
（ISO14001）の認証を取得し、その後リサイクルセンターや研修センタ
ー等において認証を追加取得しました。
　認証対象部署においてISO規格に準拠した環境保全活動を継続
しているほか、認証対象外の営業店や関連会社などでも「クールビズ」
や「身近な環境保全活動」を実践するなど、当行グループを挙げて
環境保全活動に取組んでいます。
　また、当行は、環境省が展開する地球温暖化対策のための国民
運動「COOL CHOICE」に賛同登録するとともに、同省の提唱する
キャンペーン「Fun to Share」にも参加し、無理なく炭素ガスを減らす
という本キャンペーンに沿った活動を実践しています。
＊平成26年2月、これまでの活動への意識が十分に定着していることを踏まえ、当行の環境
マネジメントシステムがISO14001の国際規格に適合していることを自らの責任をもっ
て宣言する「自己適合宣言」に移行しました。移行後も更なる取組み強化に努めています。

　当行は「地域の活性化」を中期経営計画の重点戦略の一つに掲げ、その一環として地域貢献を目的としたCSR（企業の社会的
責任）の取組みに努めています。当行の経営資源を活かし、地域社会・地域経済の発展および環境保全に継続的に取組むことに
より、企業の社会的責任を果たしてまいります。

「小さな親切」の会 〈ナント〉萬葉チャリティーウォーク

バリアフリーへの取組み 「ナント・なら応援団」の活動

「吉野の桜を守る会」に参加 環境保全への取組み

　当行は、河川の美化活動として、平成２６年から「大和川一斉清掃」
（奈良県等が主催）に、また、平成２９年からは新たに「木津川流域クリ
ーン大作戦」（木津川流域クリーン大作戦実行委員会主催）にボラン
ティアとして参加しています。

河川美化活動に参加

南都銀行ホッケー部金融経済教育への取組み

公益財団法人 南都育英会

社会貢献
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