
 

            

   
Kashiwa Nishi Rotary club ARCHIVE(柏西ロータリークラブ アーカイブ) 

柏西 RC の歴史的重要な資料を収集、保存したものをデジタル化し、インターネット上で公開する新しい取り組みです 

 

柏西ロータリークラブ会報 第２１４７号 

第２１８０回 

２０２１年１２月１7日  金曜日   

１２：３０～１３：３０  通常例会 
 

 

会長報告 会長 水野 晋治 
 

先週金曜日例会終了後米山奨学生の柳 雯昕さんの歓迎会を開催い

たしました。 

以前柳さんの卓話の中でアニメが好きだと話していましたが、本格

的なコスプレ写真を見せてもらうなど意外な一面を見ることができ

楽しい会となりました。 

 

また、本日私と住田幹事、奉仕プロジェクトゲイビアデル委員長の

3名で柏児童相談所へ靴下 60セット、カップ麺 120個を届けてきま

した。来週には NPO 未来のこどもネットワークへ靴下などのプレゼ

ントを宇田川委員長中心に届けてもらいます。 

 

また、先週ご報告しましたが、ロータリー研究会において、TRF よりロータリーカード個

人・ビジネスカード部門において第 1地域優秀クラブとして表彰を受けました。 



 

            

一昨日梶原ガバナーより直接感謝状を頂戴しました。明日はグローバル補助金の進め方につ

いて現地クラブと zoomにてミーティングを実施します。実行委員会以外で参加ご希望の方は

この後お声がけ下さい。 

 

もう一点先週さけたまプロジェクトの放流、来年度の継続について関係者と話し合いをして

きました。さけの成長の関係で、2 月インターゴルフの日を第一候補として放流を行う事に

なりました。当日朝手分けをし、学校に回収に出向き、利根川に集まりライブ中継をしなが

ら放流をするという初めての試みを計画しています。ゴルフに参加しない方で、お時間があ

る方はぜひご参加下さい。回収には少なくとも 8名程度の人員が必要となります。 

よろしくお願い致します。 
 

 

幹事報告 幹事 住田 みゆき 

 
1. 浅野肇会員に次年度『グローバル補助金プロジェクト委員会委員』の推薦と承認の 

お願い 

 

2. 第 1地域 RRFC(ロータリー財団地域コーディネーター)便り 12月号受信 

 

3. 君津 RC『創立 50周年記念式典並びに祝賀会』の案内 

 

〈日時〉2022 年 2月 26日（土） 

13:30点鐘～16:30 記念式典・講演(竹田恒泰様)  

会場；かずさアカデミアパークホール 

17:05～18:30 記念祝賀会 会場；オークラアカデミアホール 

〈登録料〉；15,000 円 

※出席ご希望の方は事務局までお知らせください 

 

4. 地区米山記念奨学会より『絆 inモンゴル op動画再編集視聴』の案内 

https://biz.datadeliver.net/receiver/file_box.do?fb=99a422b738d8422d9dbafd8e0e5ffa

91&rc=2a212867c7e449d38d0635632af6640e&lang=ja パスワード；2790 

 

5. 21学年度米山記念奨学生 1月報告会（ZOOM 開催）の案内 

日時 2022 年 1月 9日（日）13:00～15:00  

      ミーティング ID；867 7984 4989 

パスコード；317774 

 

ニコニコ発表 
 

ニコニコ（^^♪： 水野会長(ロータリーカードベストクラブ賞受賞しました。) 

           齊藤会員(一昨日道路で 1,000 円拾いました!!) 

           内山会員(卓話させて頂きます、ありがとうございます。) 

           浅野会員(娘 2人が編入試験に合格しました。) 

https://biz.datadeliver.net/receiver/file_box.do?fb=99a422b738d8422d9dbafd8e0e5ffa91&rc=2a212867c7e449d38d0635632af6640e&lang=ja
https://biz.datadeliver.net/receiver/file_box.do?fb=99a422b738d8422d9dbafd8e0e5ffa91&rc=2a212867c7e449d38d0635632af6640e&lang=ja


 

            

卓話 内山雅博会員 

 
皆さんこんにちは。 

千葉銀行柏西口支店支店長の内山と申します。私で 18代目の 

柏西口支店長を拝命致しました宜しくお願いします。 

銀行業務の今後の劇的な変化についてお話しします。急速に拡

大しているデジタル化と SDGsについてです。 

 

○デジタル化 について 

金融機関はマイナス金利の継続により貸出金利の低下が続いて

おり融資と預金の金利差では儲けが出ない状況となってきてい

ます。特に日本はオーバー バンキングと言われているので競争

が激しく厳しい状況です 。本業だけでは地方銀行の 3割が赤字

となっています。 よって今、銀行は一番コストのかかる店舗の

見直しをどんどん進めています。 

 

デジタル化を図ることで店舗費用と人件費の大幅な削減を目指しています。メガバンクでさ

えも、例とえば三菱 UFJ ですが 2023 年 までに店舗数を 2017年比で 200店舗減らす方針を

示しています。何と 515 店舗のうち 40%の 200 店舗を削減します。営業経費が高止まりして

いる中で店舗業務の削減により運営コストを引き下げます。そして窓口数や取扱事務を減ら

した軽量店舗は積みましていきます。三井住友銀行も 22 年までに 400 店舗の 3/4 にあたる

300 店舗を軽量店舗にすると公表しました。 

 

軽量店舗は、まず銀行には来店予約をします。そして銀行に来店すると窓口はなく案内係が

居て基本的にお客様自身が操作する専用端末やテレビ電話などを通じた手続きを主体として

いきます。操作の案内人は置くものの店に必要な行員数は減らします。都内の店舗では窓口

に人が居ない店舗も出てきています。軽量化店舗への転換はコロナウイルス感染症の影響 

が長期化していることも影響しています。窓口や ATM の来店客の減少が続いており非対面ニ

＝ズは想定以上に拡大しています。 

 

ちなみに当行は去年の 4 月以降、店内消毒の対応として 11 時半 12 時半までシャッターを閉

めて昼休みを頂いております。昼休みが 1 時間あるので 9 時～15 時で 5 時間しか店は開いて

いませんがコロナ前より来店客数は 20%程度減少しています。今後、個人のお客様との接点

の主体はスマホアプリとなり 2年後には接点の 70%超が非対面となると予想しています。 

今はスマホアプリで残高の照会・振替・振り込み・カードローンの借入返済・定期預金の預

入 .QRコード読み取りによる税金の払い込みが行えます。 

 

千葉銀行でもアプリ導入件数は 1 年 8 カ月で 436 千口座と柏市の人口ほどに爆発的に増えて

おります。メガバンクスがアプリの導入をコマーシャルで盛んにやっているのを見たことが

あると思います。 また住宅ローンは電子契約システムを導入しています。WEB上で手続きが

完結するため契約時の来店が不要となるほか印紙税も節減されます。質問もチャットで対応

するなど、お客様の利便性向上が図られています。 

 



 

            

法人についても今年の 4月より事業者の皆様との更なるリレーション強化・ ソリューション

提供の機会の拡大を目指して、ちばぎんビジネスポータルの提供を開始しました 。これは

事業者と当行をつなぐ、あらゆるサー ビスのハブとなる新たなデジタルチャネルです。 

事業活動に有益な情報を定期的に配信していくほか、ご登録いただいた口座の残高や入出金

の動きをグラフで一覧表示できる機能やお客様と行員がチャットで対話できる機能を搭載し

ています。 

 

今後も継続的に機能追加を行い （例えば他行 口座の連携・口座情報比較・融資返済予定表

デジタル交付・ウェプ会議） お客様の本業の側面支援を行っていきます。 

ちなみにメガパンクさんで徐々に始まっている電子契約も今後は当行でも取り扱いを開始し

ていく見込みです。デジタル化の推進で新業務も登場しております 。 

 

○地域商社について 

本年 5 月に当行 100%出資により当行も地域商社を設立しております 。規制緩和により銀行

が新たな事業に取り組むことが可能となり地域金融機関に求められる役割が一層広く重要に

なっています 。社会全般の急速なデジタル化やコロナ禍における消費者の行動変容が進む

中、こうした環境変化や事業者の課題等を踏まえ非金融分野から地域活性化や取引先の本業

支援などに取り組む地域商社を新たに設立しました。 

 

まずは EC（電子商取引）や購入型クラウドファンデイングの運営などを通じて地域の事業者

の商品開発から路線開拓支援、プロモーション支援まで一連のサービス提供をしていきます。 

将来は住宅や車、健康・介護などの「ライフイベント」「くらし」へと対象領域を段階的に

拡大し地域経済循環のハブとなることを目指していきます。 

 

スマホで、ちばぎん商店と検索して頂くと現在 、行っているプロジェクトが出てきます。  

購入して応援するクラウドファンディングですので値段は高いですが ・・・・・・柏です

と先月柏ビーズさんが出店し目標達成して今月は㈱ニューオクボさんのザ・クラフトパスタ

が出店しております。単純な販売だけではテーブルには乗りませんが柏ならではの商品があ

りましたら是非、声を掛けて頂ければと思います 。 

 

次に銀行が急激に力を入れている業務は 

 

○SDGｓに基づいたサステナブルファイナンスについて毎日のように聞いていて、また

か・ ・と思う人も居らっしゃると思いますが銀行もご多分に漏れず SDGｓの推進に力を入れ

ております。2022年に東京証券取引所の市場再編で実質上位となる 「プライム市場」 に上

場する企業は気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）に沿った情報開示が求められる

となっています。当行も脱炭素社会の実現に向けてサステナブル・ファイナンス（環境課題

や社会課題の解決を資金使途とするファイナンス。またお客様の ESG や SDGｓへの取り組み

を支援するファイナンスを含む）を積極的に対応しています。 

 

当行はサステナプル・ファイナンスの目標を 2019 年 4 月～2031 年 3 月までに 2 兆円と掲げ

ています。因みに現在の再生可能エネルギ一関連の融資残高は 1,591 億円となっており発電

量換算で 178 万世帯となっています。千葉県内の発電対応は 52 万世帯分であり千葉県の総

世帯 280万の約 2割に相当する融資を実行しております。 



 

            

 

法人のお客様に向けたファイナンスメニューは大企業向けは「サステナピリテイリンクロー

ン（ちばぎんグリーンローン）」という国際原則に準拠した融資で 目標の達成状況に応じ

て貸出条件などを優遇するという商品が出て 7月 30日に野村不動産ホールディングス㈱に対

して実行したことを対外的に公表しております 。 

 

中堅企業は 「ちばぎん SDGｓ推進支援ローン」 今年度中にリリース予定です。（国際原則

を意識し環境改善目標などを設定した融資でちばぎん総研が取り組みを評価するもの） 

 中小企業は 「ちばぎん SDGｓ フレンズローン」 で、お客様の事業と SDGｓとの関連性を可

視化し SDGｓ経営を目指すことが出来る融資を推進しています。SDGs 関連の融資の希望の方

は是非 、声を掛けて下さい。 

 

今月の 6 日に岸田総理は第二次政権発足後 初の所信表明演説に臨みました 。成長戦略とし

てデジタルと脱炭素の分野を中心に政策項目を列挙しています。金融業界においても今後 

はデジタル化と脱炭素は急加速していくものと思われます。目まぐるしく変化する金融環境

に私自身、遅れないようにしていきたいと思います。 

 

以上、私自身の自己紹介と今後、大きく変化していく金融機関について話をさせて頂きまし

た。これで私の卓話を終了させて頂きたく思います。 

このような機会を設けて頂きありがとうございます。ご清聴ありがとうございました。 

 

出席報告 

会員数５８名   欠席者１４名   出席率７５％ 

 

例会動画リンク 

 

第２１８０回 通常例会 

https://youtu.be/kInmO4SLxN8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー第２７９０地区 第１１グループ 柏西ロータリークラブ 

事務局：〒２７７－００１１ 千葉県柏市東上町７－１８ 柏商工会議所会館５０５ 

ＴＥＬ：０４－７１６２－２３２３  ＦＡＸ：０４－７１６６－８２８２ 



開催　日時 会　長 水　野　晋　治

開催　場所 幹　事 住　田　みゆき

理　　　事 出欠

○
就任について、推薦と承認の依頼について

承認

○

②2月25日(金)の例会変更について

振替休会 承認

○

○ 　　　

○

○ 　　　　　　

○

○ ●次回理事会　2022年　1月14日（金）13:30～

 柏西ロータリークラブ2021-22年度 持ち回り理事会 議題　

　2021年　12月　17日　

例会場

議　　題　　概　　要

水 野 晋 治 ①浅野肇会員次年度地区『グローバル補助金プロジェクト委員会委員』

宇 田 川 博 司

齋 藤 敏 文

助 川 昌 弘

ゲイビアデル

金 本 元 章

浅 野 肇

2月24日(木)第11グループ『合同例会及びIM(IntercityMeeting)』の為

住 田 み ゆ き

日 暮 肇

中 嶋 利 生

塚 本 英 夫

鈴 木 桂 三

寺 田 康 雄


