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　1日約40万ｔの湧水量を誇る江津湖は、平成の名水百
選にも選ばれており、水遊びや釣り、ボート漕ぎなどで市
民に親しまれています。
　加藤清正が堤防を築いたことで湧水が堰き止められ、
湖になったとされています。

熊本市は、
水道水源のすべてを
地下水でまかなう、『水の都』です

健軍神社
阿蘇四社のひとつで、熊本市内で最も古い神社です。西南戦
争へ向かう熊本隊の挙兵の場所としても知られています。

熊本市動植物園
約120種・800頭の動物と約800種・5万点の植物が、訪れ
る人の心を癒してくれます。熊本地震の影響で、現在は、土
日祝日限定で一部のエリアのみ見ることができます。

　健軍水源地

　江津湖（水前寺江津湖湧水群）

熊本市最大の水源地

平成の名水百選

　熊本市内には21か所の水源地があります。なかでも健
軍水源地は、熊本市最大の水源地で、熊本市の水道水
供給のうち、およそ4分の1にあたる6万㎥をまかなってい
ます。この水源地だけで、25万人以上の生活用水をまか
なうことができます。

Pick Up!
水の国

1

M I Z U N O K U N I

Pick Up!
水の国

2

周辺のおすすめスポット

周辺のおすすめスポット

水の国
熊本市編

KUMAMOTO
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K U M A M O T O

　水前寺成趣園は、桃山式の美しい回遊庭園で、日本が
誇る大名庭園の一つです。阿蘇外輪山などから長い年月
を経てたどり着いた清水が、広い池全体からこんこんと湧
き出ており、富士山をかたどった築山、浮き石、松が浮か
び上がっているのが特長です。
　肥後細川藩の初代藩主忠利（ただとし）が築き始め、3
代綱利（つなとし）のときに完成しました。

　八景水谷は、熊本市水道発祥の地で日本近代水道百
選に選定されています。旧ポンプ場は、美しい煉瓦づくり
の水道記念館として整備されており、国登録有形文化財
にも指定されています。

　熊本市は、大正13（1924）年の通水開始以来、水道水源のすべてを地下水でまかなってい
ます。これは人口50万人以上の都市としては日本で唯一、世界でも稀少です。また、地下水
は生活用水だけでなく、農業や工業などの産業用水にも利用され、熊本県民の社会経済活
動を支えています。

夏目漱石大江（第三）旧居
夏目漱石が熊本で住んだ3番目の家で、漱石はこの家から

「草枕」の旅へ出かけたとされています。現在、特別に内部
が公開されています。

熊本市水の科学館
熊本の地下水と上水道について楽しく学ぶことができま
す。中庭の水遊びができる池は、夏には多くの子どもたちで
にぎわいます。

　水前寺成趣園 日本が誇る大名庭園

水の歴史が薫る名勝地

Pick Up!
水の国

3

周辺のおすすめスポット 周辺のおすすめスポット

Pick Up!
水の国

4

　八
は け の み や

景水谷

熊本地域※の地下水メカニズム
1.	阿蘇で降った雨が、水田や畑地など

から地下へ浸透する

2.	浸透した水は、阿蘇火砕流堆積物の
すき間を通りながら不純物をろ過し、

同時に岩石のミネラル分を溶かし込む

3.	「地下水プール」と呼ばれる水がめに
水が蓄積される

4.	蓄積された水が、小さな穴や割れ目
の多い砥川溶岩と呼ばれる											

地層を通り、その後熊本市の地表に湧
き出る

※熊本地域
　熊本市、宇土市、菊池市、合志市、

大津町、菊陽町、　

　西原村、御船町、嘉島町、益城町、
甲佐町の11市町村

※参照：熊本市上下水道局ホームペー
ジ
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復興支援方針

“ふるさと熊本”の
創造的復興に向けた
取り組みを加速

短 期 中 期 長 期

「活力に満ちあふれた“ふるさと熊本”の創生のために」

熊本の復旧に
向けた貢献

熊本の復興に
向けた貢献

熊本の未来づくりに
向けた貢献

被災されたお客様お一人お
ひとりの問題・課題の解決
に向けて

地域の面的な復興や経済・
産業の活性化に向けて

後世に誇れる「活気と魅力に満ちあ
ふれた“ふるさと熊本”づくり」に向
けて

1 2 3

5月4月 6月

復興支援方針制定および震災復興委員会の設置

震災復興支援サイト「かせするもん。」開設

お客さま訪問
「創造的復興」に向けたCM第1弾放映開始

災害復旧ローン取扱開始

熊本県内の観光情報や
特産品のご案内など復興
支援関連の情報を全国へ
発信

アプリの紹介は、P9へ

　平成28年4月14日と16日の二度にわたって、震
度7を記録した「熊本地震」。これまでに4,000回
以上の余震が続き、今もなお4万人以上の方が県
内外の仮設住宅などでの避難生活を余儀なくされ
ています。住宅の回復や交通網の回復など、復興
への動きは緒に就いたばかりで、これからもまだ
長い時間が必要です。
　肥後銀行では、平成28年5月13日に制定した復
興支援方針に基づき、“ふるさと熊本”の創造的復
興に向けたさまざまな取り組みを行っています。

熊本地震から
1年間の
肥後銀行の
取り組み

平成28年
4月

熊本地震
発生
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「活力に満ちあふれた“ふるさと熊本”の創生のために」

7月 8月 11月 1月 4月 5月2月12月10月9月 6月3月 7月

「ふるさと熊本応援プラン」取扱開始

熊本城二の丸広場
ステージへの協賛

震災復興セミナーの開催

各種ファンドの共同設立および出資

熊本文化財復興支援に
向けた寄付

防災井戸の設置

不動産活用ローン取扱開始

法人向けラインナップ

個人向けラインナップ

企業の復旧・復興を支援するため、4種類
のファンド（総額317億円）を取り扱って
います。

事務取扱手数料の免除や金利優遇
により、お客さまの復旧・復興を
支援するローンを取り扱っていま
す。

マンションの管理組合法人向けのローンを
用意しています。

企業や個人事業主の復旧・復興を支援す
るため、幅広い融資制度を取り扱っていま
す。

お客さまの復旧・復興を支援する
ため、金利優遇プランを取り扱っ
ています。

「くまもと復興応援ファンド」
「熊本地震事業再生支援ファンド」
「九州広域復興支援ファンド」
「くまもと未来創生ファンド」

「住宅ローン」「リフォームローン」
「空き家対策ローン」「マイローン」
「不動産活用ローン
（リバースモーゲージ型ローン）」

「マンション共用部分専用リフォームローン」

「グループ補助金つなぎ融資制度」
「くまもと復興応援融資」
農業経営者向け
「平成28年熊本地震被害対策緊急資金」
「災害保証制度」「経営安定関連保証制度」
「熊本県制度小規模事業者おうえん資金」
「熊本県金融円滑化特別資金制度」
「中小企業経営安定特例資金」
「中小企業経営向上小口資金」

「マイカーローン」
「教育ローン・教育カードローン」

ファンド

災害復旧ローン

災害復旧ローン

融資制度

ふるさと熊本応援プラン

グループ補助金の
補助金交付決定を
受けられた方に対
する融資制度。補
助金交付までの期
間に施設や設備の
復旧・整備資金を
ご融資します。

高齢のお客さまの住宅再建支
援に対応する融資制度。再建
する自宅を担保に資金をご融資
します。

グループ補助金
つなぎ融資制度

Pick Up!

Pick Up!

不動産活用ローン
（リバースモーゲージ型ローン）

平成29年

震災復興ハンドブックの制作

「創造的復興」に向けた
CM第2弾放映開始

復興支援スポーツイベントへの参加

台湾からの訪日モニター
ツアー実施
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　肥後銀行では、セミナーや相談会を
通じた「情報提供」、防災井戸の設置
をはじめとする「環境整備」、文化財
の復興支援などといった「未来づくり」
など、さまざまな側面から“ふるさと熊
本”の創造的復興に向けた取り組みを
行っています。

具体的な取り組み

創造的
復興

　地方創生の分野で地方自治体と協力・協働する
「包括的連携協定」を結び、地域の発展や観光振
興などの地域活性化に取り組んでいます。

　災害発生時の業務継続
に役立てるとともに、生
活用水の給水拠点として
地域住民の皆さまに利用
していただける「防災井戸」
を県内10か所に設置しま
した。

　無料相談会では、「債務整理ガイドライン」
や住宅ローンについて、お客さまからのご相
談をお受けしています。

「地方創生に関する包括的連携協定」の締結

           防災井戸の設置

無料相談会の開催
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「見上げた先に篇」
放映中！

熊本の「創造的復興」の機運を後
押しすべく、7月より、CM「見上げ
た先に篇」を放映しています！

創造的
復興

　地域の皆さまへ励ましやひ
と時の心のやすらぎ、明日へ
の活力を提供することを目的
に、熊本市が設置した「熊本
城二の丸広場ステージ」の設
置費用2,500万円を全額協賛
しました。

　被災した子どもたちを元気づ
けるためのスポーツイベントに、
女子駅伝部員やラグビー部員な
どが積極的に協力しています。

　九州フィナンシャルグループ全体で、
熊本城や阿蘇神社などの熊本の貴重な
文化財の復興支援のため、熊本県に3
年間で総額19億5,000万円を寄付して
います。

　各種セミナーでは、被
災されたお客さまに対し
て事業再建・生活再建に
役立つ情報を提供してい
ます。

肥後銀行ホームページやYoutube
でもご覧いただけます！

　山田コンサルティンググループ
株式会社などと共同で、震災時
の税制上の対応措置や国や地方
公共団体の補助金制度などの情
報をまとめたハンドブックを制
作しました。

　私募債発行金額の0.2%相当額を、「熊本
文化財復興支援金」に寄付する「くまもと復
興応援私募債」を取り扱っています。

  スポーツイベントへの協力

         文化財復興支援に向けた寄付

           各種セミナーの開催

   震災復興ハンドブックの制作

「くまもと復興応援私募債」の取り扱い

 「熊本城二の丸広場ステージ」への協賛

未来づくり
具体的な取り組み

「創造的復興」に向けたCM第2弾
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地域の強みを生かす特 集

TOUR I SM

熊本県の観光産業を活性化する
〜「くまもと未来創生ファンド」の活用〜01

　平成28年12月、熊本の観光産業の活性化を推進する会社「株式
会社くまもとDMC」を熊本県と共同で設立しました。
　「くまもとDMC」には、肥後銀行から200万円、「くまもと未来
創生ファンド」※から4,600万円、熊本県から200万円を出資してい
ます。
※「くまもと未来創生ファンド」…肥後銀行、鹿児島銀行、中小企業基盤整備機構、
　　　　　　　　　　　　　　		くまもと未来創生キャピタルが共同で設立・出資したファンド

		「おるとくまもと」は、「くまもとDMC」が運営
するインターネットメディアです。
		「くまもとDMC」のスタッフ（キュレーター）が
実際に足を運んで取材したコンテンツを公開して
おり、まだよく知られていない熊本の各地域の文
化・観光情報、飲食店や地域物産などの魅力あ
る情報を国内外に発信しています。

　人口減少や少子高齢化などの構
造的課題を抱える地方にとって、
重要な命題である「地方創生」。
その実現に向け肥後銀行は、さま
ざまな取り組みを行っています。

　人口減少や少子高齢化などの構
造的課題を抱える地方にとって、
重要な命題である「地方創生」。
その実現に向け肥後銀行は、さま
ざまな取り組みを行っています。

株式会社くまもとDMC
代 表 者：
住	 	 所：
設	 	 立：
事業内容：	

代表取締役　村田信一	
熊本市中央区上通町 3番 31号
平成 28年 12月 9日
マーケティング、リサーチ、
コンサルティング事業、広告事業、
小売業、旅行事業、宿泊事業、
人材派遣事業　他

熊本再発見メディア
「おるとくまもと」

肥後銀行との関わり
■会社情報

「ガストロノミーウォーキング」に参加

設立記者会見にて
（左から）甲斐頭取、村田社長、小野副知事

社内会議で活発な意見交換をする社員たち

事業説明会で挨拶する小山薫堂氏（社外取締役）

食品工場を取材する社員

　地方創生の実現を推進する「地域振興部」が中心となり、
熊本県や自治体と協働し、「くまもとDMC」を立ち上げま
した。
　現在は、肥後銀行から2名、鹿児島銀行から1名の行員
が出向し、銀行のマネジメントノウハウの提供や金融に関す
る専門知識の共有などさまざまな面でサポートしています。

熊本の魅力を
国内外へ発信!
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OVERSEAS

熊本県の魅力を海外に発信する
〜「肥後・鹿児島地域活性化ファンド」の活用〜02

　平成29年4月、香港中心部に、熊本県の魅力を香港の
方々に発信するための和食店「櫓

ろ
杏
あん
」をオープンしました。

		「櫓杏」の運営会社は、平成28年11月に設立した「C&	
Higo	Dining	Company	Limited」で、この会社には、「肥
後・鹿児島地域活性化ファンド」※が約75％出資しています。
※「肥後・鹿児島地域活性化ファンド」…	肥後銀行、鹿児島銀行、肥銀キャピタル株式

会社、鹿児島ディベロップメント株式会社が
共同で設立・出資したファンド

	「C&	Higo	Dining	Company	
Limited」は、飲食店運営、食
材販売、観光情報発信をする会
社です。
　当社の社長には、香港の日本
食材専門の有力商社「GOGO	
FOODS」の役員として今回の
プロジェクトに当初から携わって
いた本田幌二氏が就任しました。

割烹櫓杏（ろあん）
住			　所：

電話番号：
営業時間：

Shop	2801,	28/F,	
iSQUARE,	63	Nathan
Road,	Tsim	Sha	Tsui,	Kowloon,	
Hong	kong
+852-2818-0031
12:00 ～14:30、
18:00 ～23:00

C& Higo Dining Company Limited

C& Higo Dining Company Limited
代 表 者：
所 在 地：

設	 	 立：
事業内容：

代表取締役　本田幌二
5/F,	 Kowloon	 Centre,	 29-39	 Ashley	
Road,	Tsimshatsui,Kowloon,	Hong	Kong
平成 28 年11月
飲食店の運営、食材販売、観光情報の発信

　肥後銀行は、熊本県の農水産物の輸出促進およびブランドイメージ
向上のための新たな事業創出に取り組んでおり、その中で、平成27
年9月に熊本県と連携し、熊本香港事務所を開設しました。
　熊本香港事務所に、肥後銀行の行員1名を派遣し、「GOGOFOODS」	
や肥後銀行の地域振興部とともに現地のマーケティング調査を実施。
調査の結果から今回のプロジェクトを発案しました。

オープニング式典でのマグロ入刀式

店舗の名称や内装デザインは、熊本の象徴である
「熊本城」をモチーフにしています。

「櫓」：熊本城を代表する宇土櫓などの櫓郡　
「杏」：熊本城の別名、銀杏城

店内の様子

櫓杏の入居するビル「iSQUARE」

店舗 PR 売り場では県産品を販売

■会社情報

■店舗情報

肥後銀行との関わり
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スマートフォンでもっと
便利に！復興支援も！

　肥後銀行は、２種類のスマートフォ
ンアプリを取り扱っています。スマート
フォンひとつで、便利にお取引きいた
だけるのはもちろん、創造的復興を
「かせする」こともできます。

地域のイベント
情報受信 スタンプラリー

　地域で開催されるイベ
ント情報をタイムリーに
受け取ることができま
す。

　観光スポットをめぐ
って、くまもんのスタン
プを集めるスタンプラ
リーが楽しめます。　

01 03

観光スポットなどの
情報検索

　サイトに掲載されている
観光スポットや宿泊施設、
飲食店などの店舗情報を
検索することができます。

02

「かんたんログオン」で
気軽に残高照会

インターネットバンキングへの
安心・安全なログオン お得な情報の配信

　インターネットバンキングの
ご契約がない方でも、アプリ
の機能を使って、簡単に残高照
会ができます。

　アプリからインターネットバンキングにログ
オンできます！アプリ起動時に端末のセキュリ
ティチェックを実施するので、振込・振替などの
お取引きも安心・安全にご利用いただけます。

　肥後銀行が配信する各種キ
ャンペーン情報やお知らせ、ア
プリ限定のお得な情報をいち
早く受け取ることができます。

01 02 03
肥後銀行アプリ

  震災復興支援サイト
「かせするもん。」アプリ

　平成28年10月より取り扱いを開始した「肥後銀行アプリ」では、スマートフォンで	
「より便利に」「安心して」インターネットバンキングなどのお取引きをご利用いただけます。

　平成29年5月より取り扱いを開始した、震災復興支援サイト「かせするも
ん。」のアプリでは、各地の復興支援イベント情報を発信しています。また、
観光スポットや宿泊施設、飲食店などの店舗情報を検索することもできます。

アプリでできること

アプリでできること

ダウンロードはこちらから！

ダウンロードはこちらから！
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 畜産牛 ABL管理システム
「Agri Pro」で管理を簡単に！
　肥後銀行は、平成28年12月に、同じ九州フィナンシャルグループ
子会社である鹿児島銀行が利用中の畜産牛ABL（動産担保）管理
システム「Agri	Pro」を導入いたしました。
　本システムを利用し、お客さまと肥後銀行との間でインターネット
を通じて飼育情報などを共有することで、在庫管理や収支予想など
が効率的にできるようになります。

当牧場では、褐
あか

毛
げ

和牛（通称：あか牛）
「甲誠牛」約180頭を肥育しています。
「Agri Pro」で、牛の在庫数や月別の入
出荷頭数、購入・売却金額を管理してい
るほか、在庫牛のデータを基にした今
後の収支予想にも利用しています。

代表取締役　甲斐　誠一氏

農業組合法人　甲
こう

誠
せい

牧場｜会社概要

畜産牛
農家様

畜産牛
農家様

ファイヤ
ウォール

インター
ネット
 SSL

データ
センター

●ご利用いただける方
当行でＡＢＬを利用されている畜産牛農家の方

個体識別情報を利用した家畜改良
センターとのデータ照合
月別の牛入出荷頭数や購入、
売却金額の表示
在庫牛のデータを基にした
今後の収支予想の表示
月別の枝肉・子牛・飼料などの
平均市場価格の表示

「Agri Pro」の仕組み

 畜産牛 ABL管理システム
「Agri Pro」で管理を簡単に！

ご利用者の声

甲誠牛を味わうならココ！

●所 在 地：	阿蘇市一の宮町坂梨
1400-1

●電話番号：0967-22-0917
●営業時間：11：00～21：30

他にも8店舗を運営!
詳しくはホームページをご覧下さい。
http://nikukobo-sankyo.co.jp/stores

よかよか亭　坂梨本店

絶品の
あか牛丼

●Agri Proでできること
在 庫 管 理：

経営指標作成：

収 支 予 想：

関 連 情 報：

①

②

③

④

●創　　業： 平成28年8月
●資 本 金： 300万円
●所 在 地： 阿蘇市一の宮町

宮地九門2395-1
● 事業内容： 食肉牛の生産・

肥育・販売
● グループ一体となってあか

牛の生産、流通、加工、販
売を一貫して手掛ける。
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肥後の里山ギャラリー

パルロと一緒に楽しく学ぶ「お金の教室」

地下水保全活動

　平成27年5月に、肥後銀行本店1階に開館した「肥後の里山ギャラリー」では、
熊本の文化的所産や自然風土などに関する展覧会を開催しています。

　金融リテラシー向上支援の一環として、平成27年よ
り人型ロボット「パルロ」を活用した金融教育に取り組
んでいます。
　「パルロ」との双方向コミュニケーションを通じて、金
融について楽しく学んでもらう機会を提供しています。

　豊かな熊本の自然の恵みを次世代へと
つなぐため、水源涵養林の保全・育成や地
下水保全のための水田維持に努めていま
す。

境保全環

化・ 育文 教

阿蘇水掛の
棚田

5月の田植えの様子

10月の稲刈りの様子

4月の植樹の様子

阿蘇大観の森

地域の のために。

・ 阿蘇市一の宮町の「阿蘇神社」に奉納
されている刀剣やその歴史を紹介

・ 所在不明となっていた阿蘇大宮司家
伝来の太刀、復元「蛍丸」を初披露

・“グレーの画家”“東洋の寡黙”と称さ
れた画家・坂本善三の作品を展示

平成29年8月7日（月）〜9月22日（金） 平成29年10月16日（月）〜11月25日（土）

阿蘇神社展
ー刀剣の美ー

見
ど
こ
ろ

見
ど
こ
ろ

坂本善三美術館展
没後30年 坂本善三 ー抽象への道ー

詳細は肥後の里山ギャラリーホームページをご覧ください。

展 覧 会 の ご 案 内

明るい
  未来

人型ロボット「パルロ」
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女子駅伝部

ワークライフバランス

労働環境整備

女性活躍推進

肥後銀行では、地域社会に貢献し、地域の明るい未来をつくるために、
さまざまな活動を行っています。

　平成23年に創部した女子駅伝部は、大会への出場、スポーツイ
ベントへの参加などを通じた地域貢献活動に取り組んでいます。
　今年4月に就任した志水貢一新監督のもと、走る姿を通して
県民の皆さまに「元気と勇気」「感動と爽やかさ」を与えられるよ
う、日々 の練習に励んでいます。

　早期終業や男性の育児休
業取得促進など、ワークライフバ
ランスを実現できる働きやすい就
業環境づくりを目指しています。

　平成27年5月に建築した本店ビルは、環
境に配慮されたつくりになっているだけでな
く、最新の免震構造が、平成28年熊本地
震の際も効果を発揮し、緊急対策本部とし
て機能しました。

　人事部女性活躍推進室を中心に、仕事と家庭の両
立支援や女性の能力開発・キャリア形成支援を行って
います。これらの取り組みはさまざまな機関から評価
されています。

ポーツ振興ス

きやすい職場づくり働

第2回女性活躍パワーアップ大賞　表彰式

のために。

選手紹介や大会結果などは、
女子駅伝部ホームページをご覧ください。

福岡県内の高校卒業後、ユニ
チカ株式会社で実業団選手と
して活躍。その後、日本体育大
学へ入学し、箱根駅伝にも出
場。卒業後は、熊本県内の高
等学校4校で教諭として勤務
しながら陸上競技を指導。全
国大会での優勝経験も多数。

新監督 志水 貢一氏
Kouichi shimizu

● 第2回女性活躍パワーアップ大賞 
「優秀賞」受賞（日本生産性本部主催）
● 「熊本市子育て支援優良企業」 
２年連続認定・表彰

● 子育てサポート企業 
（くるみん認定）取得

日経ニューオフィス賞　表彰式

●日経ニューオフィス賞
「ニューオフィス推進賞」・
「九州経済産業局長賞」を受賞
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九州フィナンシャルグループとして
「株式会社九州フィナンシャルグループ」は、株式会社肥後銀行と株式会社鹿児島銀行が共同株式移転により、持株
会社として誕生しました。
平成27年10月1日の経営統合から約2年経ちますが、今も、これからも、九州フィナンシャルグループが目指す姿は 
同じです。

目指す姿 お客様にとって九州トップの総合金融グループ

九州とともに、豊かな未来へ

本店所在地（登記上の住所） 鹿児島市金生町6番6号
本社所在地（本社機能） 熊本市中央区練兵町1番地
代 表 者 代表取締役会長 甲斐 隆博

（肥後銀行 取締役頭取）
代表取締役社長 上村 基宏

（鹿児島銀行 取締役頭取）

プロフィール（平成29年3月末現在）

資 本 金 360億円
設 立 日 平成27年10月1日
上場証券取引所 東京証券取引所市場第一部

福岡証券取引所本則市場
証 券 コ ー ド 7180

1
■	 	相互理解を深め、有効性を導入し合う。
■	 	融合ステージにおける統合効果の最大
限発揮に向け、強み（ノウハウ）を結集し
て、グループ総合金融力を高める。

■	 	グループガバナンスの高度化を進め、
グループ経営資源を最適に配分する仕
組みを構築する。

協働ステージ
第1次中計

	（平成27年10月～平成30年3月）
2

■	 	グループ全体の融合を段階的に進め、
経営基盤をより強固なものにする。

■	 		グループの連結粗利益と経費効率の両
面から、統合効果を最大限に発揮し、
持続的成長につなげる。

融合ステージ
第2次中計以降
（平成30年4月～）

「協働」 ▶ 「融合」2つのステージで実現

基本方針 お客様への最適かつ最良のサービス提供に向けた経営基盤構築
経営基盤

お客様の多様なニーズに応える
「総合金融力」

▪	金融ニーズに迅速かつ的確に応える
金融事業領域・	商品・サービス

▪	地域の持続的成長を実現する地方
創生戦略

▪	グループ収益を支える安定した	
市場運用収益

ステークホルダーに信頼される
「ブランド力」

▪	地域・お客様　常に選ばれ続ける
高い信頼性	（人間力・商品力）

▪ 株主　安定的な株主還元と積極的
なIR活動

▪ 従業員　グループの一員である
という誇りと高いモチベーション

第1次中期経営計画

グループ全体最適を実現する
「組織運営力」

▪	環境変化に適応したグループ経営
基盤の強化

▪	高度なグループ経営管理態勢の
整備

▪	総合金融力構築を支える経営・	
業務の効率化と戦略的人員配置
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　地域のお客さまの多様化する資産運用ニーズにワンストッ
プでお応えするため、専門性の高い金融商品・サービスを
提供することを目的として証券子会社設立を決定しました。
　平成30年1月の開業を目指し、平成29年6月1日には、
九州FG証券設立準備株式会社（代表取締役　西本	純一）
を設立しました。

証券子会社設立に向けて

創 立 大正14年7月25日
資 本 金 181億円
本店所在地 熊本市中央区練兵町1番地
店 舗 数 123か店（本支店 118・出張所 4・海外駐在員事務所 1）
従 業 員 2,236人

創 立 明治12年10月6日
資 本 金 181億円
本店所在地 鹿児島市金生町6番6号
店 舗 数 152か店（本支店 113・出張所 11・代理店 27・海外駐在員事務所 1）
従 業 員 2,192人

■ 「ATM相互入金サービス」開始
　肥後銀行のATMで鹿児島銀行のカードを使い、鹿児島銀
行の預金口座への入金やカードローンの返済が、鹿児島銀
行のATMで肥後銀行のカードを使い、肥後銀行の預金口座
への入金やカードローンの返済ができるようになりました。
※詳細は、ホームページまたは店頭でご確認ください。

■ 地域ファンドの共同設立
　地方創生の取り組みの一環として、地元の企業を対象に
したファンドを共同設立し、出資を行っています。
▪KFG地域企業応援ファンド（平成27年10月）
▪KFGアグリファンド（平成27年12月）
▪くまもと復興応援ファンド（平成28年7月）

■ 台湾からの訪日モニターツアー実施
　「観光の活性化に関する協定」に基づく取り組みの一環と
して、台湾からの観光客を熊本県や鹿児島県の各地に案内
するモニターツアーを実施しました。平成28年11月には第

1回目を、平成29年1
月には第2回目を実施
し、合計で約120名の
観光客が参加しました。

■ 人材交流の積極的展開
　人材育成・組織運営力強化のため、合同研修や地域行
事への相互参加のほか、人事異動を伴う人材交流を積極的
に行っています。
　また、熊本地震発生後
の5月には、30名の鹿児島
銀行の行員が、被災され
たお客さま訪問のため、肥
後銀行に派遣されました。

平成28年10月に開催した
新入行員合同研修

グループ経営理念

わたしたち九州フィナンシャルグループは、持続可能な成長の実現に向け、以下の3つの理念を柱として、	
みなさまから真に愛される総合金融グループを目指します。

1  お客様の信頼と期待に応え、最適かつ最良の総合金融サービスを提供します。
2  地域とともに成長し、活力あふれる地域社会の実現に積極的に貢献します。
3  豊かな創造性と自由闊達な組織風土を育み、より良い未来へ向かって挑戦し続けます。

協働ステージでの取り組み
■ 観光振興に関する連携協定を締結
　熊本県・鹿児島県と協力・連携する「地域観光振興に関
する協定」を締結しました。
　熊本・鹿児島を中心とした南九州の観光ルート開発を進
め、海外からの観光客誘致を行うことで、中長期的な地域
経済の活性化を目指します。
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トップメッセージ
T o p  M e s s a g e

　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げ

ます。

　九州フィナンシャルグループは、おかげさま

で、2周年を迎えました。これもひとえに、皆様方

のご支援の賜物と深く感謝申しあげます。

　当社は創立から2年間、第1次グループ中期

経営計画の基本方針である「お客さまへの最

適かつ最良のサービス提供に向けた経営基盤

構築」に向け、「総合金融力」、「ブランド力」、

「組織運営力」の3つの経営基盤を軸に着実に

統合効果を創出してまいりました。

　本計画の最終年度である本年度は、平成30

年4月からの次期中期経営計画「融合ステー

ジ」に向け、肥後銀行グループと鹿児島銀行グ

ループの知見やノウハウを結集し、地方創生の

～「お客様にとって九州トップの 総合金融グループ」を目指して～
ごあいさつ

代表取締役会長

甲斐 隆博
（肥後銀行頭取）
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支援等に努めるとともに、グループ体質を強

化し、さらなる企業価値の向上を図ってまい

ります。

　また、当社グループの地元である熊本に甚

大な被害をもたらした熊本地震発生から1年

半が経過しましたが、当社は今後も「創造的

復興」に向け、グループ一体となり継続的な

支援に取り組んでまいります。

　引き続き、倍旧のご支援ご鞭撻を賜ります

よう、心よりお願い申し上げます。

平成29年10月吉日

株式会社九州フィナンシャルグループ

～「お客様にとって九州トップの 総合金融グループ」を目指して～

代表取締役社長

上村 基宏
（鹿児島銀行頭取）

九州FG magazine 2017 16

011_0293428132907.indd   16 2017/09/29   17:51:11md_0293428132907.indd   15-16 2017/10/03   13:01:20



九州フィナンシャルグループ（KFG）連結
営業の概況

財務ハイライト（平成29年3月期）

30,000

20,000

10,000

0

該当なし

25,606
21,532

平成27年
3月期

平成29年
3月期

平成28年
3月期

（単位：百万円）
120,000

90,000

30,000

60,000

0

該当なし

108,471

14,602

平成27年
3月期

平成29年
3月期

平成28年
3月期

（単位：百万円）

経常利益 215億32百万円 親会社株主に帰属する当期純利益 146億2百万円

格付（平成29年3月末現在）

90,000

60,000

30,000

0

78,373

19,367
5,840

53,164

77,560

19,175
6,238

52,146

（単位：億円）

 ■ 個人預金　　■ 法人預金　　■ 公金預金他

平成27年
3月末

平成28年
3月末

平成29年
3月末

82,976

19,936
6,900

56,138

6,000

4,000

2,000

12.38%

5,8335,755

12.86%

該当なし

0
平成27年

3月末
平成28年

3月末
平成29年
3月末

■ コア資本　　● 自己資本比率

（単位：億円）

80,000

60,000

40,000

20,000

0

56,953

19,335

8,872

28,745

53,715

17,824
8,063

27,827

61,111

20,974

9,461

30,675

■ 法人向　　■ 個人向　　■ 公共向　

平成27年
3月末

平成28年
3月末

平成29年
3月末

（単位：億円）

1,500

1,000

500

0

2.37%

1,4651,3841,359

2.50% 2.40%

平成27年
3月末

平成28年
3月末

平成29年
3月末

■ 不良債権額　　● 不良債権比率

（単位：億円）

総預金の状況（2行合算） 8兆2,976億円

自己資本比率の状況（KFG連結） 12.38％

貸出金の状況（2行合算） 6兆1,111億円

金融再生法開示債権の状況（2行合算） 2.37％

㈱格付投資情報センター（R&I）
【長期格付】

A+

九州フィナンシャルグループ

㈱格付投資情報センター（R&I）
【長期格付】

A+
S&Pグローバル・レーティング・ジャパン㈱

【長期格付】

A－

肥後銀行 鹿児島銀行

S&Pグローバル・レーティング・ジャパン㈱
【長期格付】

A－
㈱格付投資情報センター（R&I）

【長期格付】

A+

※ 肥後銀行は平成28年3月末より部分直接償却は実施しておりません。
　 また、鹿児島銀行は部分直接償却は実施しておりません。

前期の親会社株主
に帰属する当期純
利益には、経営統
合に伴う「負のの
れん発生益」884
億87百万円を含む
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25,000

20,000

10,000

15,000

5,000

0

21,42020,267

12,364

（単位：百万円）

平成27年
3月期

平成29年
3月期

平成28年
3月期

20,000

10,000

15,000

5,000

0

17,86418,369 16,160

平成27年
3月期

平成29年
3月期

平成28年
3月期

（単位：百万円）

15,000

10,000

5,000

0

13,977
12,221

8,759

平成27年
3月期

平成29年
3月期

平成28年
3月期

（単位：百万円）

15,000

10,000

5,000

0

11,54711,084 10,842

平成27年
3月期

平成29年
3月期

平成28年
3月期

（単位：百万円）

経常利益 123億64百万円

経常利益 161億60百万円

当期純利益 87億59百万円

当期純利益 108億42百万円

50,000

40,000

20,000

10,000

30,000

0

42,010

27,487

10,531
3,991

42,566

10,731
3,732

28,101

45,515

10,744
4,320

30,450

（単位：億円）

■ 個人預金 ■ 法人預金 ■ 公金預金他

平成27年
3月末

平成28年
3月末

平成29年
3月末

総預金の状況 4兆5,515億円

40,000

20,000

10,000

30,000

0

26,890

13,229

4,070

9,590

28,309

9,875

4,501

13,932

30,610

10,276

5,013

15,320

■ 法人向 ■ 個人向 ■ 公共向

平成27年
3月末

平成28年
3月末

平成29年
3月末

（単位：億円）

貸出金の状況 3兆610億円

3,000

1,000

2,000

0

11.51%

2,5912,573

12.10%

2,521

12.53%

平成27年
3月末

平成28年
3月末

平成29年
3月末

■ コア資本  ● 自己資本比率

（単位：億円）

自己資本比率の状況 11.51％

損益の状況

900

300

600

0

2.16%

667564

1.98%

611

2.26%

平成27年
3月末

平成28年
3月末

平成29年
3月末

■ 不良債権額  ● 不良債権比率

（単位：億円）

※ 平成28年3月末より部分直接償却は実施して
おりません。

財務ハイライト（平成29年3月期 単体）

40,000

20,000

10,000

30,000

0

35,550

24,659

8,644
2,246

35,806

8,636
2,107

25,063

37,460

9,191
2,580

25,688

■ 個人預金 ■ 法人預金 ■ 公金預金他

平成27年
3月末

平成28年
3月末

平成29年
3月末

（単位：億円）

総預金の状況 3兆7,460億円

40,000

20,000

10,000

30,000

0

26,824

14,598

8,234
3,992

28,643

9,459

4,371

14,812

30,501

10,698

4,447

15,355

■ 法人向  ■ 個人向  ■ 公共向

平成27年
3月末

平成28年
3月末

平成29年
3月末

（単位：億円）

貸出金の状況 3兆501億円

3,000

1,000

2,000

0

11.20%

2,6842,629

11.54%

2,615

11.89%

平成27年
3月末

平成28年
3月末

平成29年
3月末

■ コア資本  ● 自己資本比率

（単位：億円）

自己資本比率の状況 11.20％

損益の状況

900

300

600

0

2.59%

798819

2.83%

747

2.75%

平成27年
3月末

平成28年
3月末

平成29年
3月末

■ 不良債権額  ● 不良債権比率

（単位：億円）

金融再生法開示債権の状況 2.59％

※部分直接償却は実施しておりません。

金融再生法開示債権の状況 2.16％
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かぎんネット支店では 24 時
間いつでも総合口座・普通預
金口座のお申し込みが可能で
す。詳しくは、かぎんネット
支店のホームページをご覧く
ださい。

暗証番号の照会はできませんので、カードの再発行手続
きをお願いいたします。

※ご利用の際、暗証番号を何度も間違えますと防犯上カードは使えなくなります。
※キャッシュカードの再発行には手数料 1,080 円（税込）が必要となります。

※�日本国内在住の 18 歳以上の個人のお客様が
対象となります。

口座を開設したいが、日中は忙しくて銀行の窓
口に行けない・・・

キャッシュカードの暗証番号を忘れてしまった
ので調べてください。

かぎんネット支店 検索

A

A

Q

Q

お手続きに必要なもの

お届け印 通帳

キャッシュカード ご本人確認書類

（平成 29 年 6 月末現在）

すぐにお取引店へお電話ください。不正に使用されないよう
お手続きします。営業時間外や休日でお取引店と連絡が取れ
ない場合はかぎん ATMサービスセンター 0800-111-4189
（24 時間 365 日受付）にお電話ください。
お電話でのお届けは “ 仮のお手続き ” ですのでお早めにかぎ
ん窓口へお越しのうえお手続きをお願いいたします。

※通帳・証書・キャッシュカードの再発行には手数料 1,080 円（税込）が必要となります。

通帳・証書、キャッシュカード、
お届け印を紛失してしまったら？

Q

A

紛失物
お手続きに必要なもの

お届け印 通帳 ご本人
確認書類 新しい印鑑

通帳・証書 〇 〇
キャッシュ
カード 〇 〇 〇

お届け印 〇 〇 〇

いつも鹿児島銀行をご利用いただきありがとうございます。
当行をご利用いただくうえで何かお困りのことはございませんか？
皆さまからよくあるご質問についてお答えいたします！

「iDeCo」とは、個人型確定拠出年金の愛称です。老後の資
産形成手段の一つとして平成 29 年１月から基本的に公的年
金制度に加入している 60 歳未満全ての方が加入対象となり
ました。くわしくはお近くのかぎん本支店・出張所にご相談
ください。

最近、「iDeCo（イデコ）」という言葉を耳にし
ますが、何のことですか？

A

Q

宮崎（８カ店）、熊本、福岡、沖縄、大阪、東京に支店があ
ります。また、宮崎県内は、店舗外ATMを随時増やしており、
より便利にご利用いただけるようになりました。

鹿児島県以外の店舗網は？

A

Q

＜宮崎県内の店舗外 ATM一覧＞

延岡市�2 ヶ所
●�ドラッグコスモス延岡共栄店
●�マルイチ大門店

日向市�1 ヶ所
●�マルイチ大王店

宮崎市�８ヶ所
●�ドラッグコスモス大塚台店
●�ドラッグコスモス加納店
●�ドラッグコスモス清武店
●�ドラッグコスモス宮崎祇園店
●�ドラッグコスモス吉村店
●�マルイチ本郷店
●�宮崎中央眼科病院
●�宮崎山形屋

日南市�１ヶ所
●�ドラッグコスモス星倉店

串間市�1 ヶ所
●�ニシムタ串間店

都城市�８ヶ所
●�イオン都城ショッピングセンター
●�スーパーセンターニシムタ五十市店
●�ドラッグコスモス沖水店
●�ドラッグコスモス広原店
●�HEARTY ながやま鷹尾店
●�HEARTY ながやま都北店
●�HEARTY ながやま若葉店
●�藤元総合病院

小林市�2 ヶ所
●�ドラッグコスモス小林上町店
●�ドラッグコスモス小林堤店

東臼杵郡�1 ヶ所
●�門川尾末

なんでも A＆Qかぎん

九州FG magazine 201719

012_0293428132907.indd   19 2017/09/27   14:37:09

２．内容
【目標１】  育児休業の取得状況を次の水準 

以上にする。
男性従業員・・・２０％以上取得

女性従業員・・・８５％以上取得

【目標２】  年次有給休暇取得率を５０％�
以上とする。

【目標３】  ワーク･ライフ･バランスを推進する
ため、階層別研修等を行う。

ダイバーシティ
（diversity）とは・・・
直訳すると「多様性」の
こと。性別や年齢、学歴、
価値観など多くの多様性
を受け入れ、広く人材を
活用しようという考え方。

平成23年入行　原口　裕美子

人材育
成の

ための

外部派
遣

　銀行以外のところから銀行を見てみたい。そして海外から鹿児島を見
てみたい。そんな思いから海外への研修派遣を希望しました。
　アメリカ経済が日本、九州、そして鹿児島の経済にどう影響していく
のか？といったことを学べるのが醍醐味です。
　銀行の外から、しかも海外から鹿児島を考えることができるこの研修
制度はとても素晴らしいと思います。

大和証券キャピタル・マーケッツアメリカへ研修派遣

女性管理職の登用
　平成２９年４月、当行初の女性部長が誕生しまし
た。また平成２９年６月末現在、３名の女性支店長が
おります。今後も、女性の管理職候補を増やしてい
くため、女性が積極的に法人営業を経験できる環
境づくりや研修の充実を図っていきます。

「かぎん保育園　ゆめいろ」
の開設

　結婚して子どもが生まれてからも仕事を続けられ
る環境づくりの一環として、平成２８年１０月、事業所

内保育所「かぎん保育園　ゆめい
ろ」を開設しました。「子どもたちの
“夢”を育む保育園でありたい」「子ど
もたちがそれぞれの個性（カラー、
色）を出しながら大きく成長してほし
い」との思いを保育園の名称に込め
ています。

地域雇用の創出

【鹿児島銀行　新卒採用人数の推移】
25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

80人 91人
123人 120人

160人

　若者の県外流出を防ぎ、地域の活性化に寄与した
いとの思いで積極的な採用活動を行っています。

１．計画期間
平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日

（２年間）

「一般事業主行動計画」
の策定

　「次世代育成支援対策推進法」に基づく「一般事
業主行動計画」を策定し、仕事と子育てを両立でき
る職場環境づくりに積極的に取り組んでいます。

考える
鹿児島銀行は、従業員一人ひとりがいきいきと働ける環境を
整えるためさまざまな取組みを行っております。

ダイバーシティを
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起案者

①起案

⑨お礼

③提携 ④提携

⑤サイト上で支援者募集

②承認

資金が必要な事業所や団体、
個人が起業・創業など

支援者への対価のお返し

「ＦＡＡＶＯ」へ取り次ぎ、
専用サイトに掲載

クラウドファンディングサイト
の運営（構築・保守・管理）

支援者

⑥資金支援

⑩事業拡大！

地域を盛り上げていく
人々を応援したい

起業

創業

起業・創業、その他さまざまな形で地域を盛り上げていく人々を応援すること
を目的に、クラウドファンディングを活用した専用WEBサイト「鹿児島銀行
が “つなぐ”ふるさと応援」を開設しています。

長命草とは、セリ科カワラボウフウ属の常緑多年草です。生命力が強

く、「1株食べると1日長生きする」と言われるくらい、昔から健康のた

めに食されていました。そこで栄養価が高く、残尿感や夜間頻尿の症

状をやわらげる効果が期待される、南さつま市の長命草の茎部分に多

く含まれる「イソサミジン」で、飲みやすいサプリメントを開発します。

プロジェクト第1号は…株式会社こちら南国便 様
鹿児島県南さつま市の長命草で全国の人を健康にしたい！

長命草
で

サプリ
メント

を開発

提携自治体

⑧資金活用

￥ ￥ ￥

￥ ￥
⑦出資金決済

地域の特徴を活かした事業により地域経済活性化

事業者などがインターネットを介して
多くの投資者から少額ずつ資金を集
める仕組みで、購入型においては、投
資者へのリターンは主に商品や権利
などの対価となります。
本手法は、事業者の新たな資金調達
手段としても期待されています。

クラウドファンディング
（購入型）とは？

無事に目標金額を
達成しました。

ありがとうございました！
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地元企業や地元で働く人に対する理解を深め、県内で就職する学生を増やそうと、「地元企業と学生との意
見交換会」を開催しました。本企画においては、より学生目線での魅力的な意見交換会を目指し、企画段階か
ら当行のインターンシップを活用。33名の学生と一緒に全５回にわたるインターンシップを実施し、チラシの

作成や効果的な運営方法の検討などを行いました。
意見交換会には、企業52社、学生２30人と多くの方にご参加いただ
き、企業側からは「これだけ多くの学生と交流する機会は少ないので非
常に良かった」「学生の視点と当社の考える視点とのギャップを知るこ
とができ参考になった」との意見が、また学生側からは「これまで知らな
かった企業や業種について詳しく知ることができ、就職について考える
際の参考になった」と大変ご好評をいただきました。

～地元企業と学生との意見交換会～

学生の案により作成した
チラシ

チラシ原案

インターンシップの様子

地方創生への取り組みに関する
連携協定

県内企
業等

【連携
協定締

結校】

・鹿児島
大学

・鹿児島
国際大

学

・志學館
大学

・鹿児島
純心女

子大学

・第一工
業大学

・鹿児島
純心女

子短期
大学

・鹿児島
女子短

期大学

・鹿児島
工業高

等専門
学校

『鹿児
島の次

世代を
担う「人

材・産業
」育成プ

ラットフ
ォーム（

通称：ネ
クストか

ごしま）
』

プラット
フォーム

「ネクス
トかごし

ま」

連携協
定

情
報

情
報

課
題

課
題

・地域
特性を生

かした付
加価値

の高い
産業の

創出

・地域
産業の

競争力
強化

鹿児島銀
行は、鹿

児島県内
の産業の

発展およ
び人材の

育成を通
じた地方

創生への
取り組み

の一環と
して、大

学等８校
と「地方

創生への
取組みに

関する連
携協定」

を締結し
ました。

また、協
定におい

てはプラ
ットフォ

ーム「ネ
クストか

ごしま」
を設立し

、産学金
の連携に

よる

情報やノ
ウハウ、

ネットワ
ーク等を

活用した
実効性の

高い施策
の展開を

目指して
まいりま

す。

鹿児島
の課題

現状

事務局：
鹿児島

銀行地
域開発

部

調査・研
究・アイ

デア提
供

セミナー
・勉強会

大学と
企業と

の交流

鹿児島
銀行

教職員・
学生

【共有
】

情報・課
題

発起人
大学

目指す
姿

・少子
高齢化

・若年
人口の

県外流
出
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ブリの稚魚である「もじゃこ」から育てて１年半から２
年で出荷の日を迎えます。特別な方法で血抜きしたブ
リを手作業で速やかに処理。工場内は温度・水分・湿
度をコントロールし、徹底した管理で魚の生臭さを感
じることはありません。丁寧に余分な水分をとり、真
空パックしたら完成です。
脂がのったブリは世界的な寿司ブームの影響もあり、
北米を中心に海外にも年々出荷を伸ばしています。会
社設立時の2009 年に 300t だった出荷量は、2015
年には 3,000t まで増えました。

目指すは、水産の
“シリコンバレー”
垂水のブリを世界へ　グローバル・オーシャン・ワークス株式会社様

錦江湾から世界へ！
鹿児島が誇るブリ養殖の可能性を広げる

『捕る』だけでなく『育てる』『創る』
水産業を創造する

垂水のブリを世界へ―。手掛けているのはグローバル・
オーシャン・ワークス株式会社。一貫した生産体制を
とり、高品質なブリを安定的に供給する仕組みを整え
ています。
海外市場の基準を満たすため “品質管理 ”を徹底。獣
医師が立会い、養殖場の餌などを管理し、合格した
魚を出荷しています。
鹿児島のブリで世界市場を狙う中、最近は海外からの
視察も増えています。

世界進出をみすえて、グローバル・オーシャン・ワーク
スはアメリカに拠点を設置。アメリカでの経営、事業
展開も視野に入っています。
増永社長は「垂水を ITのシリコンバレーのような水産
の集積地にしていきたい。人が集まって、観光もあって、
ここで育ったブリを食べる。『捕る』漁業だけでなく、『育
てる』『創る』水産業をどう創造していくかが今後のカ
ギになる。」とお話してくださいました。

独自の技術で加工した
ブリを世界のテーブルへ

グローバル・オーシャン・ワークス株式会社
〒899-4632　鹿児島県垂水市牛根麓 31－5

ブリの出荷量

2009年 2015年

300t

3,000t 6年間で
出荷量
10倍に！

世界進出をみすえて
アメリカに拠点を設置

鹿児島は
ブリの出荷量
日本一 !

鹿児島は
ブリの出荷量
日本一 !
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社会医療法人 緑泉会　米盛病院
〒 890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎 1 丁目 7－1

受
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病
院
様

地域医療の充実のために
救急救命士の能力を活用した地域医療の充実にも努
めています。「＃7099」という２４時間救急相談ダイ
ヤルを設け、急なけがや体調不良などの相談を救急救
命士が交代で 24 時間 365 日受け付けています。主
に夜間帯の電話が多く、月に 400 件から500 件ほ
どを受け、アドバイスや受診などを促しています。

「NO」を「YES」に変える
鹿児島の救急医療の進歩のために

救急医療は一般的に、ベッドがない、スタッフが少な
いなど様々な要因から患者を受けられない「NO」と
いうことが多いといいます。しかし、米盛病院は
「YONEMORI�EMERGENCY� SERVICE」の頭文字
「YES」を救急科のコンセプトとして掲げ、少しでも受
け入れ「NO」をなくすという思いのもと、地域の医療
機関、行政機関等と連携していきながら鹿児島・九州
の医療を向上させていくことに取り組んでいます。

米盛病院では 24 時間 365 日、急な体調不良
等の電話によるご相談を受け付けています。

「こんな容態だけど、すぐに受診すべきか
どうか分からない ..」

「救急車を呼ぶべきか迷っている ..」
「夜間だから、明日まで待つべきか迷っている ..」

このようなことでお困り・お悩みのときは、
まずお電話ください。

24時間救急相談ダイヤル
〜こんなときにお電話ください〜

＃7099

鹿児島市 米盛病院

宝島

レッドウイング飛行範囲
半径約300キロ（約1時間）

Yonemori Emergency Service

注目される民間救急ヘリ
今、必要とされる救急医療

民間の病院が独自で運行しているのは全国で２カ所だ
けという “ 民間救急ヘリ ”。その一つが鹿児島市与次
郎にある米盛病院です。整形外科、救急科を中心に
13 の診療科があります。
2014 年には民間救急ヘリ「レッドウイング」を導入。
鹿児島県と協定を締結し、ヘリの要請が重なった場合
などにドクターヘリ補完ヘリとして出動しています。そ
の他、緊急時にそなえ「ドクターカー」や「ドクターバ
イク」も常に待機しています。
レッドウイングの飛行範囲は病院から半径約 300 キ
ロ。鹿児島県は南北約 600 キロと日本で二番目に南
北に長い県であり、その中には離島をたくさん抱えて
います。出動要請は年間 200 件にもおよび、これは
これまで県のドクターヘリだけでは対応しきれなかっ
た重複要請に対応できるようになったということにな
ります。
また、米盛病院は屋上にヘリポート、格納庫、給油設
備を併設。災害などが発生した場合に他のヘリも離着
陸できるよう、ヘリポートは１１トンの重さまで対応で
きる設計です。

いのちをつなぐ
救
急
医
療
の
最
前
線

離島を含む
広いエリアを
飛行しています！
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　「農業」における従事者の減少や高齢化、
後継者不足等は大きな課題となっています。
その課題解決のため、地元業者などとの共同
出資により設立したのが「株式会社春一番」
です。南九州の温暖な気候を生かし、全国に
先駆けて出荷したいという思いを込めて社名
を「春一番」としました。春一番が目指す農
業は、従来とは異なり、効率的で生産性・収
益性の高い農業です。最新技術の導入により
効率化を図り、栽培環境、技術等を“データ
化（見える化）”することで栽培技術の継承
に繋げます。また、安定した給与や週休制の
導入など福利厚生も充実させ、「農業」を若
者にとって魅力ある職場にし、農業従事者を
増やしたいと考えています。

農業を若者にとって
魅力ある職場に

　春一番の社員は全員鹿児島銀行からの出向
者で、社長はこれまで営業店の支店長を務め
ていました。元銀行員の社員は全員が農業未
経験者ですので、地元の農業大学校でセミナ
ーを受けたり、県内外の農家を訪問したりし
て農業のノウハウを学んでいます。また、銀
行員生活で培ったスキルも役立てています。
毎日、営農日誌として苗の生育状態や肥料の
量などをパソコンに記録をとり、データとし
て蓄積しています。

　春一番が初めて取り組んだのが「玉ねぎ」
です。平成28年10月に、鹿児島県日置市内

社員は全員、農業未経験「農業」を若者にとって
魅力ある職場にしたい

初出荷は玉ねぎ440kg
農業の厳しさを実感
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 鹿児島の農業を守る「春一番」地 か域 ぎ ん
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の約3,000平方メートルの圃場に玉ねぎの苗
５万本弱を定植しました。しかし、苗の生育
不良や定植深度のばらつきなどが原因で２割
程度が定着しませんでした。無事に迎えた平
成29年３月６日の出荷式で吉満社長は、「農
業の厳しさを実感しました。農業で儲けを出
すのは本当に大変です。無事に初出荷を迎え
ることができて今は一安心しているところで
す。」と挨拶。苦労を重ねた一方で、今回収

穫した春一番の玉ね
ぎは、「柔らかく甘
みの強い良いものが
できた。」と好評価
をいただきました。

　玉ねぎは無事収穫を終え、早速第２弾とし
てオクラの栽培に取り組んでいます。平成

29年４月に種蒔きを実施し、７月から順次
収穫を行っております。
　今後も、さまざまな“春一番”を全国にお届け
するため、私たちの挑戦は続いていきます。

春一番が目指す「農業」

▎効率的で生産性・収益性の高い農業
　栽培環境、技術のデータ化によりノウハウの継承に繋げる

▎新しい農業ビジネスモデルの確立による雇用の創出
　安定した給与、週休制の導入等の就労条件の整備

社　���名：株式会社春一番
所 在 地：日置市東市来町美山 2095番地
設 立 日：平成 28年 9月 30日
代 表 者：吉満�隆裕
事業内容：�農産物の生産、加工および販売�

農業に関する各種調査、企画、研究�
システム開発

資 本 金：5,000 万円

会社概要

第２弾は「オクラ」に挑戦

吉満�隆裕社長 春一番で収穫されたオクラ

・労働時間が長い
・休暇が少ない
・収入が安定しない

～農業に対するイメージ～
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　鹿児島県内の産業の発展および人材の育
成を通じた地方創生への取り組みの一環と
して、大学等8校と連携協定を締結しました。

教育機関

KTS鹿児島テレビのホームページで
は番組の動画がご覧いただけます。

チャンネル8 検索

地域を“つなぐ”
ふるさと応援
　クラウドファンディングを活用した専用WEBサイト「鹿児
島銀行が“つなぐ”ふるさと応援」を開設し、自治体と連携し
た地方創生の取り組みをサポートしています。

詳しくは

P21
詳しくは

P22

鹿児島の農業を守る
「春一番」

未来への一手

　鹿児島の基幹産業である「農業」。しかし、後継者不足や耕
作放棄地の増加など農業を取り巻く課題は深刻なもので
す。そこで鹿児島銀行は、安心して農業を後継できる仕組み
づくりを実現させるため、農業法人「株式会社春一番」を共
同設立しました。

　平成28年４月～平成29年３月にかけてKTS鹿児島テレ
ビと共同で、地域を盛り上げるために努力する企業を紹介
する番組「チャンネル８」を制作しました。ここではその一
部を紹介させていただきます。

詳しくは P23
詳しくは

P25

地 域 か ぎ ん
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あたらしい

かぎん

名 前 
『しろどん』
しろくまの「しろ」と、鹿児島弁
で親しみを込め相手を呼ぶ時に
使う「どん」という言葉を組み
合わせた名前です。

　鹿児島銀行の頭文字「K」をモチーフに、弧を描いて力強く上昇する「紙
ひこうき」と地域をつなぐ「架け橋」を表現しています。紙ひこうきには、
地域とともに発展し未来を輝けるものにしていきたいという思いを、架け
橋には、お客さまお一人おひとりに寄り添い地域の力をつなぐ存在であり
たいという思いを込めています。

▶デザイン

　南九州のあたたかさをイメージした朱色 ( あかいろ ) は、�輝く未来へ向
かって挑戦し続ける私たちの熱い思いを表します。

▶カラー

　当行は明治１２年の創業以来、地域に根ざした金融機関として皆さまとともに歩んでまいりました。このような長い歴史
のなか、平成２７年１０月に肥後銀行との経営統合を果たし、平成３１年１０月には創業１４０周年をひかえ、新本店ビル
の完成も予定しているなど、まさに “ 変革 ” の時期を迎えております。そこで、今後とも末永くお客さまに親しまれ愛され
る銀行であり続けるという決意を新たにし、当行の持つブランド価値の向上を図るため新ブランドを導入しました。

ブランドも変わりました！

オリジナルキャラクターが
誕生しました！ 応募総数1,558通

鹿児島銀行

デザイン 
シルエットは、鹿児島県のシンボルである
「桜島」をイメージしており、どっしりと
座る姿は、地域に根ざし、お客さまに親し
まれ愛される銀行であり続けたいという当
行の思いを表現しています。

　お客さまが人生における大切な一歩、新たな一歩を踏み出すとき、いつ
も寄り添いいっしょに歩んでいきたいという思いと、地域の発展のため、
自由闊達で創造性に満ちた新しい取組みに挑戦していくという私たちの決
意を込めています。

▶スローガン

「はじめよう、あたらしいコト。」
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太古から息づく神秘の島
世界自然遺産「屋久島」

VOL.4 屋久島

　屋久島は 1993 年 12 月 11 日、白神山地とともに日本初の世界自然遺産として正式に登録されました。 
特に「標高による連続植生、植生遷移や暖温帯の生態系の変遷等の研究における重要性を持つこと」や、 「ヤ
クスギを含む生態系の特異な景観を持つこと」などの特徴が、学術的に大きな価値をもつものとして評価さ
れました。

の話

様々な機関によって認められた屋久島
名称 登録地 登録機関

世界自然遺産 10,747ha( 島の約 20％ ) ユネスコ
国立公園 20,989ha( 屋久島の約 42％ ) 環境省
国立公園 3,577ha( 口永良部島全域 ) 環境省
特別天然記念物 屋久島スギ原始林 文化庁
天然記念物 ヤクシマカワゴロモ生育地 文化庁
ラムサール条約湿地 永田浜 ＩＵＣＮ
日本百名山 宮之浦岳 深田久弥氏
新日本百名山 永田岳 岩崎元郎氏
日本の音風景百選 千頭川の渓流とトロッコ 旧環境庁
日本の名水百選 屋久島宮之浦岳流水 旧環境庁
日本の滝百選 大川の滝 全国一般公募
日本のかおり風景百選 屋久島の照葉樹林と鯖節 環境省�
日本の森林浴の森百選 屋久杉林 林野庁
新日本の銘木百選 縄文スギ 花博協会・読売新聞社
日本の自然百選 屋久島の自然林 朝日新聞社・森林文化協会
日本の地質百選 屋久島 日本の地質百選選定委員
日本の秘境百選 屋久島原生林 雑誌「旅」
水源の森百選 宮之浦岳国有林 林野庁
森の巨人たち百選 縄文杉・紀元杉・弥生杉 林野庁

出典：公益社団法人屋久島観光協会
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　標高 600 ～ 1,050 ｍにあり屋久杉
などの原生林を鑑賞できる自然休養林。
照葉樹林の足元はシダやコケで覆われ、
原生林の中を流れる白谷川の清流など
庭園を思わせる美しさをもっています。
中でも映画「もののけ姫」のモデルと
なった場所と言われている " 苔の森 " や
屋久島の山々が一望できる " 太鼓岩 " が
人気です。

　屋久島は本土最南端・鹿児島県佐多岬の南南西約
60km の海上にあります。
　1993 年に世界自然遺産に登録され、屋久島のシンボ
ル的存在「縄文杉」は 2017 年に発見から 50 周年を迎
えました。

縄文杉発見 50周年祝

白谷雲水峡

白谷雲水峡ココが
一押し！
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▶屋久島支店
　〒 891-4205　熊毛郡屋久島町宮之浦 95-2
　TEL�0997-42-0335

▶安房支店
　〒 891-4311　熊毛郡屋久島町安房 187-74
　TEL�0997-46-2216

鹿児島銀行の支店もあります！

屋久島で出会える動物たち
【ヤクザル】ニホンザルと比べて小柄で、体毛の手足が長い。
【ヤクシカ】�ニホンジカに比べひとまわり小さく、角は第 4 枝が生

えず約 30cm ほどで、ニホンジカの 60cm と比べ短い。

縄文杉

ヤクザル ©�K.P.V.B

©�K.P.V.B

©�K.P.V.B

ヤクシカ ©�K.P.V.B
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