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【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。

【大学等との連携強化】
　当行はこれまでより、近畿圏内の大学等9校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。
　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行ってまいります。

　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。

【ナントＣＶＣファンド】
　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２０１７年「ナントＣＶＣファンド」を設立しました。既に7件5億円超の
投資を行い、２０１８年内にも同ファンドの投資組入可能額に達する見込みと
なり、２０１８年１０月、新たに「ナントＣＶＣ２号ファンド」を設立しました。

【ナント地域活力創造サポートファンド】
　「ナントＣＶＣファンド」が全国の企業を対象とするのに対し、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その成長支援を
目的に、２０１７年南都リース株式会社と共同で「ナント地域活力創造サポ
ートファンド」を設立しました。

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。

　２０１８年９月、観光という観点から「吉野林業」の活性化を支援することを目的
に、一般財団法人 奈良県ビジターズビューローと連携し、一般社団法人 吉野か
わかみ社中の協力を得て「吉野杉・伐採体感ツアー」の販売支援を行いました。
　奈良県ビジターズビューローをはじめ行政や観光関連団体との連携を強化し、
奈良県全体の「稼ぐ観光」の確立に貢献してまいります。

　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。

　当行は、生駒市域における地産地消電源の導入促進を進めコミュニケー
ションサービスの充実を支援するため、いこま市民パワー株式会社に出資
しています。
　２０１８年７月、当行の紹介により生駒市およびいこま市民パワー株式
会社へ株式会社ＮＴＴドコモの３者が「環境モデル都市」推進に関する
連携協定を締結し、生駒市の取組む「日本一環境に優しく住みやすいまち

『いこま』」の実現に向け、株式会社ＮＴＴドコモがＩＣＴ※を活用したサポート
を行っています。
※ICT：Information&Communication Technologyの略 情報通信技術

　２０１８年１０月、東京ビッグサイトで当行を含む地方銀行５４行の共催で
食品展示会「地方銀行フードセレクション2018」を開催し、国内外の食品
バイヤー１３,２４８名が来場されました。当行
取引先は過去最高の23社が出展され、取引
店担当者も食品バイヤーに対して呼込みや
試食の提供などサポートを行い、多くの有効
な商談が行われました。

　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、「観光で地域を元気に」をテーマに、２０１８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、観光カリスマの山田桂一郎
氏に「地域を活性化させるツーリズム」をテーマに講演していただきました。
第Ⅱ部では、山田氏を交えて「地域活力を創造する観光」をテーマに地域を
活性化させる観光を実現するための戦略等について討論いただきました。

　2018年8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。

　２０１８年８月、「奈良の木」（県産材）の利用を促進するため、奈良県
農林部および奈良県木材協同組合連合会（県木連）と協働で、県木連
加盟事業者と大阪地区取引先を対
象に「林材業ビジネス商談会」を
実施しました。出展企業と参加企
業の間で今後の取引につながる商
談が多数行われ、好評をいただき
ました。

　新入行員研修に「林業・木材関連産業」に係るカリキュラムを組入
れ、実体験を交えながら地場産業について学ぶ機会を設けています。

「〈ナント〉海外戦略セミナー」第１０回「観光力創造塾」
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氏に「地域を活性化させるツーリズム」をテーマに講演していただきました。
第Ⅱ部では、山田氏を交えて「地域活力を創造する観光」をテーマに地域を
活性化させる観光を実現するための戦略等について討論いただきました。
第Ⅱ部では、山田氏を交えて「地域活力を創造する観光」をテーマに地域を第Ⅱ部では、山田氏を交えて「地域活力を創造する観光」をテーマに地域を

　今後も引続き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。

※第５回の募集については２０１８年１１月３０日をもって終了
　させていただきました。

【事業化支援】
　当行営業エリア内で創業や新たな事業展開をお考えの方を対象に2014年
度から、ビジネスプラン事業化支援ＰＲＯＪＥＣＴ「〈ナント〉サクセスロード※」
を実施しています。本プロジェクトは優れたビジ
ネスプランを表彰し賞金を授与するとともに、
当行の専属担当者が外部機関とも連携しなが
ら事業化を支援するものです。

NANTO BANK REPORT 2018.09地域活力創造に向けた取組み

※本紙にて掲載する番号付アイコンは、国連の提唱するSDGsのアイコン（P15ご参照）
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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。

　当行は、生駒市域における地産地消電源の導入促進を進めコミュニケー
ションサービスの充実を支援するため、いこま市民パワー株式会社に出資
しています。
　２０１８年７月、当行の紹介により生駒市およびいこま市民パワー株式
会社へ株式会社ＮＴＴドコモの３者が「環境モデル都市」推進に関する
連携協定を締結し、生駒市の取組む「日本一環境に優しく住みやすいまち

『いこま』」の実現に向け、株式会社ＮＴＴドコモがＩＣＴ※を活用したサポート
を行っています。
※ICT：Information&Communication Technologyの略 情報通信技術

　２０１８年１０月、東京ビッグサイトで当行を含む地方銀行５４行の共催で
食品展示会「地方銀行フードセレクション2018」を開催し、国内外の食品
バイヤー１３,２４８名が来場されました。当行
取引先は過去最高の23社が出展され、取引
店担当者も食品バイヤーに対して呼込みや
試食の提供などサポートを行い、多くの有効
な商談が行われました。

　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、「観光で地域を元気に」をテーマに、２０１８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、観光カリスマの山田桂一郎
氏に「地域を活性化させるツーリズム」をテーマに講演していただきました。
第Ⅱ部では、山田氏を交えて「地域活力を創造する観光」をテーマに地域を
活性化させる観光を実現するための戦略等について討論いただきました。

　2018年8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。

　２０１８年８月、「奈良の木」（県産材）の利用を促進するため、奈良県
農林部および奈良県木材協同組合連合会（県木連）と協働で、県木連
加盟事業者と大阪地区取引先を対
象に「林材業ビジネス商談会」を
実施しました。出展企業と参加企
業の間で今後の取引につながる商
談が多数行われ、好評をいただき
ました。

　新入行員研修に「林業・木材関連産業」に係るカリキュラムを組入
れ、実体験を交えながら地場産業について学ぶ機会を設けています。

「〈ナント〉海外戦略セミナー」第１０回「観光力創造塾」

当行の紹介により「生駒市×いこま市民パワー
株式会社×株式会社ＮＴＴドコモ」が「環境モデル
都市」推進に関する連携協定を締結

「地方銀行フードセレクション２０１８」

大阪地区 林材業ビジネス商談会

新入行員研修「林業研究」

地方創生への取組み 創業段階や成長段階にある企業への投資・支援

林材業支援

奈良県ビジターズビューローとの連携旅行商品
「吉野杉・伐採体感ツアー」販売支援

ビジネスマッチング

海外ビジネス展開支援

一般財団法人 南都経済研究所
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　2018年8月、海外販路の拡大に対する
「〈ナント〉海外戦略セミナー」「〈ナント〉海外戦略セミナー」「〈ナント〉海外戦略セミナー」

　新入行員研修に「林業・木材関連産業」に係るカリキュラムを組入
れ、実体験を交えながら地場産業について学ぶ機会を設けています。
　新入行員研修に「林業・木材関連産業」に係るカリキュラムを組入　新入行員研修に「林業・木材関連産業」に係るカリキュラムを組入　新入行員研修に「林業・木材関連産業」に係るカリキュラムを組入
新入行員研修「林業研究」新入行員研修「林業研究」新入行員研修「林業研究」

　今後も引続き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。

※第５回の募集については２０１８年１１月３０日をもって終了
　させていただきました。

【事業化支援】
　当行営業エリア内で創業や新たな事業展開をお考えの方を対象に2014年
度から、ビジネスプラン事業化支援ＰＲＯＪＥＣＴ「〈ナント〉サクセスロード※」
を実施しています。本プロジェクトは優れたビジ
ネスプランを表彰し賞金を授与するとともに、
当行の専属担当者が外部機関とも連携しなが
ら事業化を支援するものです。
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※本紙にて掲載する番号付アイコンは、国連の提唱するSDGsのアイコン（P15ご参照）


