
　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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