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  １. 地方創生とは ～我が国の人口の推移と長期的な見通し～ 

出典：内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局 内閣府地方創生推進事務局「「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」＇令和元年改訂版（を基に作成。 

○２００８年に始まった人口減尐は、今後 
加速度的に進む。人口減尐による消費・ 

  経済力の低下は、日本の経済社会に対し
て大きな重荷となる。 

 

○国民の希望を実現し、人口減尐に歯止め
をかけ、２０６０年に１億人程度の人口を 

  確保する。 
 

○まち・ひと・しごと創生は、人口減尐克服と
地方創生をあわせて行うことにより、将来
にわたって活力ある日本社会を維持する
ことを目指す。 

再掲 
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＇千人（ 

男性 

＇千人（ ２０２０年 ２０６５年 

女性 男性 女性 

出典：国立社会保障・人口問題研究所  
     ホームページを基に作成。 
     人口グラフは２０２０年は総務省  
    「国勢調査」、２０６５年は「将来    
    推計人口」＇平成２９年推計（。 



  デジタル田園都市国家構想基本方針＇基本的な考え方（  

出典：内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局「デジタル田園都市国家構想基本方針」＇令和４年６月（を基に作成。 3 



  ２. 当行の地方創生のための支援サービス  
    ～第７次中期経営計画 「Phase Change ２０２０」～＇２０２０年度～２０２２年度（ 

サービスレベルの 

フェーズチェンジ 
専門分野での 

フェーズチェンジ 

全従業員の満足度向上 

コンサルティング 

営業の 

フェーズチェンジ 

第７次 中期経営計画 
（２０２０年４月～２０２３年３月） 

 

全従業員が 

成長し 

フェーズチェンジ 

 

地域・お客さまの満足度向上 

計画名称 

 Phase Change 2020 
 

～ここから始まる京都銀行グループの新たなフェーズ～ 

 

地域とともに 
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再掲 



  第７次中期経営計画 「Phase Change ２０２０」＇２０２０年度～２０２２年度（ 

●コンサルティング力 
 強化戦略 

●デジタル戦略 
●店舗戦略 

●人材戦略 
●人財イノベーション  
   プロジェクト 
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お客さまのライフステージに応じた支援により、地域経済の持続的発展をサポート 

地域経済の活性化を支援   

当 行 

「地方版総合戦略」の策定と実施 
 ・ＫＰＩ＇重要業績評価指標（の設定 ・ＰＤＣＡサイクルの確立 等 

地方公共団体 

連 携 総合戦略策定への参画および、産官学金労言の 
連携のもと、総合戦略を積極的に推進！ 

各種ネットワーク 
および外部機関 

京銀活き活きベンチャー 
支援ネットワーク 

京都再生ネットワーク会議 

北近畿中小企業支援 
連絡会議 

 ㈱地域経済活性化 
支援機構 

その他支援機関 
京都産学公連携機構等 

活用 
海外事業支援 

・資金調達、販路拡大 

ビジネスマッチング 

  ・各種商談会の実施 
  ・営業店情報の共有 

事業承継・Ｍ＆Ａ 

 ・サポート体制強化のため、 
  「Ｍ＆Ａ推進室」を設置 

観光 

・北部地域の活性化「海の京都」等 

農林水産 

・地域特産品、６次産業化支援 

医療・福祉 

・高齢化社会への対応 

伝統産業、サービス業等、 
その他地域産業・企業 

地域の産業・企業と密接に連携 
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再掲 

事業再生・経営改善 

・コロナ禍における 
 資金支援等 

創業・新事業支援 

 ・創業、ベンチャー企業支援の専担部署、  

   「創業成長支援室」を設置＇２０１９年２月（ 

 ・「きぎょうサポートオフィス」を設置 
  ＇２０１９年２月（ 

  地方創生に向けた取組み 

SDGｓ・ESG経営支援 

・SDGｓに関する統轄部署、 
 「広報SDGｓ室」を設置＇２０２０年４月（ 

 ＇現・サステナビリティ経営推進部（ 

地方創生プロジェクト 

【委員長】   公務・地域連携部 担当役員 

【委員】    経営企画部、営業本部、 
                  営業本部法人総合コンサルティング部 
                  公務・地域連携部、融資審査部、 
         国際営業部の各担当部長 
【推進委員】 全支店長  

京
都
総
合
経
済
研
究
所 

連携 

・資金調達等 



 

 
 

地方公共団体、学校法人等との連携協定の締結 

協定締結日 締結先 協定名 

２０１５年７月 京丹後市 地域産業振興に関する連携協定 

２０１６年６月 城陽市 地方創生に関する包括連携協定 

２０１６年７月 京都府公立大学法人、京都府立医科大学、京都府立大学 地域にもっとも近い『学』×『金』の地域創生に向けた協定 

２０１６年９月 宇治市 地方創生に関する包括連携協定 

２０１６年９月 滋賀大学 地方創生に関する包括的連携協定 

２０１６年１０月 京田辺市 地方創生に関する包括連携協定 

２０１６年１０月 交野市 交野市と㈱京都銀行との包括連携に関する協定 

２０１６年１１月 久御山町 地方創生に関する包括連携協定 

２０１６年１２月 舞鶴市 地方創生に関する包括連携協定 

２０１６年１２月 京都女子大学 連携・協力に関する協定 

２０１７年３月 与謝野町 与謝野ブランド戦略パートナーシップ協定 

２０１７年６月 精華町 精華町の魅力発信パートナーシップ協定 

２０１８年１０月 京都労働局 働き方改革の推進に関する包括連携協定 

２０２０年８月 福知山市 公民連携促進に関する連携協定 

２０２１年３月 京都市 SDGsの推進に関する連携協定 

２０２２年４月 
西日本旅客鉄道株式会社、株式会社中川住研、京都府、 

京都中央信用金庫、京都信用金庫 
古民家活用促進に関する連携協定 

更新済み 
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  地方創生に向けた取組み 



開催時期 取組み 内容 参加者数 

２０１６年８月 地方創生セミナー２０１６ 
地方公共団体の担当者等を対象に、公民連携に関する最新動向や具体的事例、地方創生における
地方公共団体と地域金融機関との連携等の情報を提供。 

約６０名 

２０１６年９月 
城陽市×京都銀行 

包括連携協定締結記念セミナー 
「観光と地域資源の再発見で進める地方創生」をテーマに、特産品の「６次産業化」や観光 
資源の活用、地域特産品のブランディングや販路拡大について、具体的事例を交えて紹介。 

約１００名 

２０１７年２月 京都舞鶴港セミナーin大連 
京都舞鶴港を活用したビジネスチャンスの可能性、京都府および舞鶴市の経済等について 
紹介したほか、大連の物流業者や日本と貿易関係がある商社等との情報交換の場を提供。 

約２５０名 

２０１７年６月 
与謝野ブランド戦略 

クラウドファンディングセミナー 
クラウドファンディングの概要やクラウドファンディングサイトについて紹介したほか、与謝野町内に 
おけるクラウドファンディングの潜在需要について解説。 

約２０名 

２０１７年７月 
地域創生ハッカソン 

－精華町シティプロモーション－ 
「地域創生ビッグデータＷＥＥＫ ｉｎ 京都」の第１弾として精華町にて開催。ＲＥＳＡＳやその他のデータ
を使用して、アプリケーションの開発コンテストであるハッカソンを実施。 

約３０名 

２０１７年８月 
データから考える 

京都のミライセミナー 
「地域創生ビッグデータＷＥＥＫ ｉｎ京都」の第2弾として精華町にて開催。ＲＥＳＡＳからみえる 
京都府や精華町の現状を解説したほか、「地域創生ハッカソン」の成果発表等を実施。 

約５０名 

２０１７年８月 
久御山町 

まちづくり・地方創生セミナー 
久御山町の今後のまちづくりの方向性や地域の歴史を活かしたまちづくりについて具体的 
事例を紹介したほか、「今後の久御山町のまちづくり」をテーマにディスカッションを実施。 

約１４０名 

２０１７年１０月 
クラウドファンディング 
活用セミナーin宇治 

クラウドファンディングの概要やクラウドファンディングサイトについて紹介したほか、個別相談会を実
施。 

約１２０名 

２０１８年１１月 地方創生セミナー２０１８ 
古民家など歴史的資源の利活用に関する事例をはじめ、京都府内の観光振興、地域活性化の推進
に役立つ最新情報を紹介するほか、意見交換会等を実施。 

約１５０名 

２０２０年１０月、 
１１月 

福知山市廃校マッチング 
バスツアー 

廃校への進出を検討する企業を対象に、実際に企業が進出し活用されている廃校や今後の受け入
れが可能な廃校等を巡るツアーを実施。 

約８０名 

２０２１年７月 
福知山市廃校マッチング 

バスツアー 
廃校への進出を検討する企業を対象に、実際に企業が進出し活用されている廃校や今後の受け入
れが可能な廃校等を巡るツアーを実施。 

約３０名 

２０２１年１１月 
福知山市廃校活用支援にかかる

ワークショップ 
ＡＩを用いて廃校活用のアイデアを考える「アイデアワークショップ」、廃校活用を検討する事業者と 
ともにアイデアを磨き、具体的な活用イメージを描く「アイデアブラッシュアップワークショップ」を開催。 

計４０名 

 

 
 

連携協定に関連する取組み等 

当行は地方公共団体等との地方創生に関する連携協定に基づき、ビジネス、観光、雇用促進・就労支援など幅広い分野に関する取組みを 
行っております。 

更新済み 
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  地方創生に向けた取組み 



 ＰＰＰ/ＰＦＩに関連する取組み等 

京都府公民連携プラットフォームとは・・・  

京都府内自治体の公共施設の民間活用や民間の施設・資金・ノウハウ
を活用した公共サービスの提供など、多様な公民連携を推進する「産・
官・学・金」の対話の場として、２０１７年５月３０日に設立。 

内閣府のＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォーム形成支援対象事業に指定さ
れているほか、ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォームの取組みを支援するた
め、内閣府と国土交通省、京都府公民連携プラットフォームとの間で 
「ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォーム協定」を締結しています。 

当行は官民が連携して公共サービスを提供する「ＰＰＰ」＇公民連携（の取組みを推進しています。また、「ＰＰＰ」の代表的手法である「ＰＦＩ」＇公共 
施設等の設計・建設、維持管理・運営に民間の資金やノウハウを活用し、効率的な公共サービスを提供する手法（の取組みを広げています。 

【京都府公民連携プラットフォームの取組み】 

開催時期 回 内 容 参加者数 

２０１７年３月 設立準備会 
官民が連携して公共サービスを提供するＰＰＰ＇公民連携（の推進ネットワークとして、「京都府公民連携 
プラットフォーム」設立準備会を開催するほか、ＰＰＰの基礎知識や政策動向についての事例研究を実施。 

約７０名 

２０１７年度 第１回～第６回 
「京都府公民連携プラットフォーム」の設立を宣言をはじめ、京都府立大学、福知山市、宮津市、久御山町、 
大山崎町、京都銀行 金融大学校桂川キャンパスにて事例研究や意見交換会等を開催。 

約４５０名 
＇累計（ 

２０１８年度 第１回～第４回 京都府立大学、与謝野町、笠置町、金融大学校桂川キャンパスにて事例研究や意見交換会等を開催。 
約２４０名 
＇累計（ 

２０１９年度 第１回～第３回 
京都府立大学、福知山市、金融大学校桂川キャンパスにて事例研究やサウンディング調査、意見交換会等を
開催。 

約２１０名 
＇累計（ 

２０２０年度 第１回～第３回 宇治市、福知山市、宮津市にて事例研究やサウンディング調査、意見交換会等を開催＇３回ともＷＥＢ開催（ 
約１００名 
＇累計（ 

２０２１年度 

第1回 
PPP/PFI全体の概要及び先進的取組に関する資料、京都府内自治体のPPP/PFIに関する取組資料の共有 
＇新型コロナウイルス感染症拡大による京都府における緊急事態措置に伴い、開催見送りとなったため（ 

― 

第２回 宮津市・市有物件の有効活用に向けたサウンディング調査を開催 約２０名 

第３回 三段池公園Park-PFI事業に向けた官民対話＇クローズ方式サウンディング型市場調査（ ４名 

更新済み 
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  地方創生に向けた取組み 



更新済み 
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 福知山市と締結した「公民連携促進に関する連携協定」に基づく廃校活用をテーマとした取組みや、京都府公民連携プラット
フォームを活用した三井住友銀行との協調による取組みが、内閣府の令和３年度「地方創生に資する金融機関等の『特徴的
な取組事例』」に選定され、表彰されました。 

事例１ 
京都府福知山市における遊休公有資産の活用支援 
～「廃校マッチング」の実施～ 

参考写真 

課題 福知山市での１６校の小学校廃校による地域の賑わいの空洞化 

取り組み 

・当行取引先１，３００社に対し、廃校活用ニーズ調査を実施した上で、 
  「廃校マッチングバスツアー」を２０２０～２０２１年度に計３回開催し、 
  廃校活用を検討する約８０社を福知山市に紹介。 
・２０２１年度はよりマッチングの実効性を高めるため、同年１１ 月にＡＩを 
  用いて廃校活用のアイデアを考える「地域アイデアワークショップ」、  
  更には、廃校活用を検討する事業者と共にアイデアを磨き、具体的な 
  活用イメージを描く「アイデアブラッシュアップワークショップ」を開催。 

事例２ 
京都府立山城総合運動公園の民間活力導入による有効活用について 
～太陽が丘アウトドアパーク～ 

参考写真 

課題 
・京都府立山城総合運動公園の各施設の老朽化 
・利用者ニーズの変化をふまえた機能更新や都市公園としての魅力向上 

取り組み 

・京都府公民連携プラットフォームを活用し、京都府公園公社とともに 
 「アドベンチャーパーク創造研究会」を設立し、事業化を支援。 
・当行と三井住友銀行それぞれのネットワークを活用し、京都府立山城 
  総合運動公園でのキャンプ場やバーベキュー場、アウトドアパーク運営 
  のノウハウを持つ地域内外の事業者とのマッチングにより、事業の具体  
  化を支援。 

  地方創生に向けた取組み 



 ＳＤＧｓ・ＥＳＧ経営の普及に向けた支援  
     

  

当行では、「持続可能な社会の実現に向けた投融資方針」を定め、持続可能な開発目標＇ＳＤＧｓ（

の達成に向けて「ポジティブな影響の増大・創出」につながる支援に積極的に取組んでおります。 

地域企業の創業・イノベーション創出・
成長に向けた支援 

京都銀行の創立間もない時期からおこなってきた、地域企業の創業・イノベーション創出・
成長に向けた投融資に、顧客ニーズにあわせた新たな金融・伴走支援のスキームなどを
取り入れ、高度化させながら継続的に取り組んでまいります。 

環境問題の解決に向けた支援 
再生可能エネルギーや省エネルギーなど気候変動リスクの低減に資する投融資のほか、
脱プラスチックや森林資源保全に資する投融資など、環境問題の解決に向けて継続的に
取り組んでまいります。  

ＳＤＧｓ・ＥＳＧ経営の普及に 
向けた支援  

ＳＤＧｓ・ＥＳＧの趣旨に沿った経営を志向する企業などへの投融資に継続的に取り組んで
まいります。 

ＳＤＧｓ・ＥＳＧ経営の普及に向けた支援の取組み 

「持続可能な社会の実現に向けた投融資方針」＇一部抜粋（ 

 「京銀ＳＤＧｓ私募債」の取組み 

 ・２０１５年９月 寄付型私募債「未来にエール」の取扱開始 

 ・２０２０年４月 ＳＤＧｓ私募債「未来にエール」にリニューアル 

 ・２０２０年５月 ＳＤＧｓ私募債「医療にエール」の取扱開始 

＇SDGｓ私募債累計（ 件数 金額 寄付金額 

未来にエール ３０２件 約２３４億円 約３，１５４万円 

医療にエール  １１９件 約９７億円 約１，２５８万円 

累計＇２０２０年４月～  
    ２０２２年３月（ 

４２１件 約３３１億円 約４，４１２万円 

 ＇取扱開始以来の累計（ 件数 金額 

震災時元本免除 
特約付き融資＇２０１９年４月～２０２２年３月（ 

３２９件 １５，８６０百万円 

豪雨災害時元本免除 
特約付き融資＇２０２０年１１月～２０２２年３月（ 

４６件 １，７５０百万円 

 「ＢＣＰ対応支援融資」の取組み 

 ・２０１９年４月  震災時元本免除特約付き融資の取扱開始 

 ・２０２０年１１月 豪雨災害時元本免除特約付き融資の取扱開始 

２０２１年５月、「京銀サステナビリティ・リンク・ローン」、「京銀グリーン／ソーシャルローン」の取扱いを開始。お取引先のＳＤＧｓ・ 

ＥＳＧ経営を一層サポートしてまいります。 

  地方創生に向けた取組み 
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＇１（ 全取引先に対する課題ヒアリングを推進 

当行では、本部組織を横断した「コロナサポートチーム」を２０２０年６月に設置し、全行一丸となっ

て、お客さまの課題解決に取組んでおります。 

課題等 売上・集客 事業承継 新事業展開 
経営改善・ 
強化 

人材 
仕入先・ 
外注先 

事業再構築・
廃業 

組織経営 
改善 

融資以外の 
資金捻出 

件 数 
＇割合（ 

１，８６８件 
＇２９％（ 

１，３１０件 
＇２０％（ 

１，００４件 
＇１６％（ 

７６３件 
＇１２％（ 

６０５件 
＇１０％（ 

３９１件 
＇６％（ 

１６１件 
＇３％（ 

１６２件 
＇３％（ 

９１件 
＇１％（ 

 ２０２２年３月末時点で 
６，３５５件の相談を受付 

【２０２２年３月末時点までに寄せられた経営課題等】 

＇２（顧客企業に対する ＳＤＧｓコンサルティングを通じた課題の共有 

当行では、２０２１年１１月より、お客さまのＳＤＧｓ・ＥＳＧ経営支援サービスの１つとして、 

「京銀SDGｓ宣言サポート」の取扱いを開始しております。 

本サービスを通じて、お客さまのSDGｓ達成に向けた取り組み状況の確認と課題の整理を行い、 

それらを踏まえた具体的な支援に取り組んでおります。 

取組状況整理 
現状把握 理   解 発 信 SDGｓ宣言 

サポート 

宣言書 
作成支援 

２０２１.１１～２０２２.３の 

取組み実績：２３２先 
特定した優先課題に対する 

具体的な支援を実施 

更新済み 

多様化・高度化する顧客ニーズに寄り添う本業支援態勢の強化   

  地方創生に向けた取組み 



 

京町家の保全・再生、空き家問題の対策支援として、２０１５年１１月に、「京銀住宅ローン  京町家プラン」ならびに「京銀  
住宅リフォームローン  京町家金利プラン」の取扱いを開始しました。  

「京町家カルテ」・「京町家プロフィール」・「個別指定京町家レポート」のいずれかが交付された「京町家」のご購入･増改築･修繕
資金等にかかるご資金について、ご融資利率を基準金利から優遇させていただきます。 

また、「京銀住宅リフォームローン」では、ご融資資金を住宅の解体等にかかるご資金としてもご利用いただけます。 

「京銀住宅ローン 京町家プラン」および 
                「京銀住宅リフォームローン京町家金利プラン」の取扱いを開始 

 

お子様の学費や医療費など、子育てに関する費用全般にご利用いただけます。また、京都府の「京の子育て応援総合融資事業」を 
ご利用のお客様には、「京銀子育て応援ローン」のご融資利率を基準金利から「年２．０７５％」差し引きいたします。 

「京銀子育て応援ローン」の取扱いを開始 ＇２０１６年７月～（ 

 

ご入学金・授業料や教材費等の就学に伴う幅広い教育資金にご利用いただける「京銀教育ローン」について、２０１６年８
月に「子育て応援金利プラン」の取扱いを開始しました。  

満２２歳以下のお子さまがいらっしゃる場合、あるいは「子育て支援パスポート事業」に関する確認資料を提示いただいた場合に、基準
金利から「年１．０％」差し引きし、子育て世帯の皆様を応援します。 

「京銀教育ローン 子育て応援金利プラン」の取扱いを開始 ＇２０１６年８月～（ 

更新すべき内容がないか
ご確認願います。 
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  地方創生に向けた取組み 



「地域密着型金融の取組方針」および「金融円滑化管理に関する方針」に基づき、事業者様のライフステージに応じた 

きめ細やかなサポートの実施や金融の円滑化を通じて、経営安定・成長発展を支援いたします。 
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  地方創生に向けた取組み 



＇１（京銀活き活きベンチャー支援ネットワークを中心とした、非資金面の支援 

創業企業やベンチャー企業、新たな事業分野への進出を検討されている中小企業の課題・ニーズに対し、「京銀活き活きベンチャー支援
ネットワーク」に参画いただいている支援機関や大学等と連携してビジネスマッチングや各種情報の提供、専門家＇機関（や大学の紹介等
のご支援を行いました。 

15 

【京銀活き活きベンチャー支援ネットワークの概要】 

様々な課題、ニーズのご相談

＇経営・技術・営業・資金…（

・課題、ニーズに応じた

最適な解決手法のご提供

・連携機関の多種多様な

支援機能のご紹介

大学

その他
各種団体

公的
支援機関

専門機関 連携

京

都

銀

行

中
小
・ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
等

産学連携の推進 

 地域産業の発展に寄与することを目的
として、大学等の研究組織と、お客様の
「産学連携」をサポートしています。 

 京都大学をはじめとした営業エリア内の
各大学と連携協定を締結し、大学の技術
シーズの紹介、研究者とのマッチングなど
の取り組みのほか、産業の集積地などで
は産学連携セミナーを開催しております。 

 
  

創業支援拠点 

 京都経済センター＇※（内の 「きぎょうサポート 

オフィス」は、創業者や中小企業が抱える課題に 

対応する入口の拠点として、入居団体や当行本部 

と連携・協力し、起業支援ならびに企業の成長支援 

に向けたハブ機能を担っています。 

＇※（京都の为要経済団体や産業支援機関が集積 

  

ＩＰＯ＇株式上場（のサポート 

 証券会社や専門家等と連携し、各
種支援に取組んでいます。 

 
オープンイノベーションの 

取組み 

当行が支援する研究開発・技術系 

スタートアップ企業に対し、資金調達
や事業連携に関するプレゼンテー
ションの場の提供やスタートアップ 

企業の動向を紹介する機会を設け、
スタートアップ企業と上場企業等との
出会いの場の提供に取組みました。 

【２０２１年１１月開催】 

「京銀・東証イノベーションピッチ 
 ２０２１ Powerd by 

 OSAKA UNIVERSITY」 

【２０２２年２月開催】 

「京都発SDGs達成に向けた『ものづ
くり』の新しい未来～社会課題解決
に向けた次世代ヘルスケアオープ
ンイノベーション～」 

 

   ２０２１年度の为な取組み 創業・新事業支援①  更新済み 
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＇２（各種ファンドからの投資による成長資金の支援 
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【京銀 輝く未来応援ファンド投資実績＇累計（】 

地元の成長期待企業の支援育成を目的として、当行グループ企業である京銀リース・キャピタルとの共同出資により、「京銀 輝く未来応援
ファンド」 を設立しております。２０１９年２月に設立した２号ファンドについては、積極的に投資活動を行ってきた結果、投資可能上限額に 
近づいたため、２０２２年３月に「京銀 輝く未来応援ファンド３号 for SDGs」を設立いたしました。 

その他にも、地元の創業企業やベンチャー企業の支援育成に資する各種ファンドへも出資を行い、幅広い観点で成長資金の支援に取組んで
おります。 

京都銀行 
営業本部 

法人総合コンサルティング部 

出資 

出資 出資 

【当行独自ファンド】 

京銀 輝く未来応援ファンド３号 
for SDGs 

(運営：京銀リース・キャピタル） 

外部連携ファンド 外部連携ファンド 

連携 連携 

グローバル・ブレイン 
８号ファンド 

DCIベンチャー 
成長支援ファンド 

OUVC２号 
ファンド 

イノベーション京都 
2021ファンド 

京大ベンチャー 
NVCC２号ファンド 

みやこ京大 
イノベーション２号 

ファンド 

累計 ５１件＇４１社（、約１９億円の投資 

うち２０２１年度は、１５件、約４億円の投資 

＇億円（ ＇件（ 

   ２０２１年度の为な取組み 創業・新事業支援②  更新済み 
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それ以外 

 ＇１（広域店舗ネットワークを活かしたビジネスマッチングの取組み 

「広域型地方銀行」として、京都・大阪・滋賀・兵庫・奈良・東京・愛知に拠点を
持つ当行が懸け橋となり、お客さまの経営ニーズにあった企業をエリアを越え
てご紹介し、売上拡大・コスト削減等による業績向上を積極的にサポートして
おります。 
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3,155件 
2,928件 

2,295件 
1,887件 

お客さま 
当行の 
お取引先・
提携先 

京 都 銀 行 
①ご要望 ②ご提案 

③お引き合わせ 

④ご商談・ご相談 

２０２１年度 ビジネスマッチング件数 ５，５４１件 
 うち他府県企業のマッチング件数  ３，５９４件 

5,541件 

 ＇２（各種商談会・セミナーの開催 

コロナ禍で「売上・集客」に関するご相談が増加する
中、幅広い調達ニーズを有するバイヤー企業を招聘し
た 

個別商談会や、首都圏での販路開拓を目的とした 
イベント型商談会等をオンラインも活用のうえ積極的に
開催し、お客さまの販路開拓支援に取組んでおりま
す。 

開催時期 販路拡大＇経営力向上（等につながる商談会＇イベント（・セミナー名称 

２０２１年０７月 即戦力として現場に送り出すための人材育成とは？ 

２０２１年０９月 ITを使った広報戦略のポイント＇基礎編（ 

２０２１年０９月 Web集客で何ができる？コロナ禍でもできる課題別の集客方法 

２０２１年１０月 副業・兼業プロ人材を活用した中小企業デジタル化 

２０２１年１０月 第３０回 京銀ビジネス商談会＇バイヤー企業：大手コンビニ（ 

２０２１年１１月 地方銀行フードセレクション２０２１＇リアル商談会・データベース商談会（ 

２０２１年１１月 第３１回 京銀ビジネス商談会＇バイヤー企業：KOMPEITO（ 

２０２１年１２月 電子帳簿保存法改正に対応した経費精算業務の効率化 

２０２２年０２月 Webサイトを軸にしたプロモーション戦略 

２０２２年０２月 第３２回 京銀ビジネス商談会＇バイヤー企業：カタログハウス（ 

２０２２年０３月 中小企業・小規模事業者支援施策説明会 

オンラインを活用 

更新済み    ２０２１年度の为な取組み 成長支援＇販路開拓支援等（ ① 
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京銀ビジネスポータルサイト 
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 ＇３（人材紹介業務の取組み 

 ＇４（「京銀ビジネスポータルサイト」、「京銀Big Advance」のサービス提供 

お客さまと当行をデジタルでつなぎ、多様なサービスをワンストップでご提供する登録制の会員専用Webサービスとして、「京銀ビジネ
スポータルサイト」、「京銀Big Advance」の提供を行っており、随時機能の改善・拡充に取り組んでおります。 

残高・明細照会 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄEBｻｰﾋﾞｽ 

京銀BigAdvance 

電子契約ｻｰﾋﾞｽ 

２０２０年４月から、「経営幹部」や「専門技術人材」等、お客さまが求める人材像を当行担当者がお伺いし、提携する人材紹介会社と
連携して、お客さまのニーズに応じた適切な人材の求職者を紹介するサービスの取扱を開始し、人材確保という経営課題に対する
支援に取組んでおります。 
また、内閣府の「先導的人材マッチング事業」の間接補助事業者に昨年度より引き続き採択され、政府の支援を受け、ハイレベルな
経営人材等をマッチングし、地域企業の成長・生産性向上の実現を目指す取組みを行っております。 

お客さま 
提携人材 
紹介会社 

  京都銀行 

①ご依頼 ②情報 

⑤人材紹介 
求職者 

販路拡大 

情報発信 
認知拡大 

人材不足 
解消 

従業員 
満足度 
向上 

業務 
効率化 

ビジネスマッチング 

ホームページ作成 

安否確認 

経営支援情報 

士業相談 

福利厚生『FUKURI』 

来店予約 チャット 

※連携サービスを随時追加予定 チャット 

導入メリット 

①依頼 ②情報 ③求人

④応募⑤人材紹介貴社

京都銀行

提携人材

紹介会社

求職者

＝転職希望者

③求人 

④応募 

①依頼 ②情報 ③求人

④応募⑤人材紹介貴社

京都銀行

提携人材

紹介会社

求職者

＝転職希望者

①依頼 ②情報 ③求人

④応募⑤人材紹介貴社

京都銀行

提携人材

紹介会社

求職者

＝転職希望者

①依頼 ②情報 ③求人

④応募⑤人材紹介貴社

京都銀行

提携人材

紹介会社

求職者

＝転職希望者

電子交付サービス 経営コラム 

事業承継 

経営者掲示版 

更新済み    ２０２１年度の为な取組み 成長支援＇販路開拓支援等（ ② 

クラウドファンディング 
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 【当行の海外ネットワーク】 
２０２１年度 ： ４，２１５件の海外事業サポートを実施 

「FBCアセアン2021ものづくり商談会」＇オンライン（ 

開催時期 セミナー・商談会 

２０２１年０６月 香港・華南地区 日系企業オンラインセミナー・商談会２０２１ 

２０２１年０６月 中国子会社における不正対策 

２０２１年０７月 中国広東省における組織再編 

２０２１年０７月 中国ビジネスに役立つ現地法人の会計・税務の基礎知識 

２０２１年０８月 コロナ禍における台湾市場への挑戦 

２０２１年０９月 海外ビジネス成功の鍵！次世代マーケティングの活用術 

２０２１年１１月 ＦＢＣアセアン２０２１ものづくり商談会 

２０２２年０１月 
中国深センでの販路拡大チャンス！！ 

～日系企業が成功するヒントとは～ 

２０２２年０２月 
大連の飲食品バイヤー、越境EC業者が語る！ 

中国販路開拓入門 

２０２２年０３月 営業担当者０人!?１日３０分で海外販路開拓を実現させる方法 

事例 「中国からベトナムへ。～ 調達先の見直しを支援～」 

 Ａ社は、マンホール等の鋳鉄製品を取り扱っており、従来は中国企業
にて加工、輸入してきた。Ａ社との面談を重ねる中で、仕入れ価格の上
昇等に起因するＢＣＰ対策として、ベトナムからの調達を検討したいと
のニーズを聴取。 

 ベトナム拠点への出向者と連携のうえ、現地事前調査やレポート作
成等を実施。Ａ社の事業課題に対するサポートの１つとして高く評価を
いただいた。 

オンラインを活用 

  当行では、幅広い海外ネットワークを活用して、海外進出支援や現地でのビジネスマッチング、貿易取引や海外現地法人
の資金調達支援に積極的に取組んでおります。 

地方銀行や地方公共団体中心に４５
団体共催で「FBCアセアン２０２１もの
づくり商談会」を開催。 
当行取引先を含め３０９社が出展し、
２日間の商談件数は６９９件に上りま
した。 

更新済み    ２０２１年度の为な取組み 成長支援＇海外事業展開支援等（ ③ 
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【再生支援の取組み事例】  資本性务後ローンを政府系金融機関と協調して導入した事例  
 

 対象会社は老舗食品製造小売業者であるＡ社。 
       

 大規模な設備投資を実施し、生産効率の改善を進めている途上でしたが、
そこへ新型コロナウイルスの影響が直撃しました。そのため、損益は大幅に
悪化し、財務及び資金繰りにも影響が出ていました。            

        

 そこで当行は、Ａ社とともに経営課題の整理や改善策の検討を進め、将来
ビジョンを共有しました。 

      
 

 共有した将来ビジョンに基づき、政府系金融機関と協調して、資本性务後
ローンを導入することで、財務の改善と資金繰りの安定化を支援しました。 

Ａ社 

当行 

資本性資金 
の支援 

政府系金融
機関① 

政府系金融
機関② 

協調 
支援 

２０２１年度の実績

　　１４８企業ｸﾞﾙｰﾌﾟ

９８件

　　うち、新型コロナ特例リスケジュールの活用 ７０件

１３件

　※１　現、中小企業活性化協議会

項目

経営改善支援
の取組状況

経営支援対象先総数

外部機関を活用した
計画策定支援

　　中小企業再生支援協議会＇※１（の活用

　　認定支援機関による
　　「経営改善計画策定支援事業」の活用

   ２０２１年度の为な取組み 経営改善・事業再生支援   

 経営改善・事業再生支援を優先的に行うべきお取引先を経営支援対象先に選定し、コンサルティング機能の発揮により
お取引先のライフステージに応じた各種支援を行うことで、企業価値の向上に向けて積極的に取組んでおります。 

 

更新済み 



「Ｍ＆Ａ支援 成約先数」 
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「経営承継」 「資産承継」

複雑な「事業承継」問題

事業承継計画の策定

後継者への円滑な承継

経営戦略

社内体制整備

後継者育成

組織体制

資本政策

後継者問題

担保・保証問題

ライフプラン

財産分配

相続対策

自社株対策

納税対策

企業の問題 オーナー自身の問題

■自社株の概算評価 

■株価対策 

■相続対策コンサルティング 

■資本政策に関するアドバイス 

■必要資金のファイナンス 

■Ｍ＆Ａのご支援 等々 

   ２０２１年度の为な取組み 事業承継・Ｍ＆Ａ支援  

２０２１年度 事業承継支援件数 ４２７件 

13 
16 

30 

0

10

20

30

2019年度 2020年度 2021年度 

「京銀ネクストファンド」による事業承継課題解決支援 事例 

 A社の社長は後継者に関する課題を抱える中、自社の永続的発展を実現するため、
順調に拡大を続ける業績に即した事業基盤を確立する手段として、M＆Aを検討してき
ました。 

 当行は、譲渡先の選定にあたり、「京銀ネクストファンド」を紹介。京都銀行グループ
の経営支援と事業全般の支援を通じた事業基盤の強化について、A社の社長より賛同
を得たことから、京都銀行グループが持つ信用力とネットワークの強みを活用できる 
当該ファンドでの取り組みとなりました。 

 当行グループはA社の社長とともに事業拡大と経営管理体制強化に取組み、A社の
企業価値向上に努めてまいります。 

 後継者問題を抱えるお取引先に対するサポートとして、自社株評価や事業承継に関するアドバイス、税理士等の専門家
と連携した最適な事業承継スキーム、課題解決策の検討を行っております。 

 また、後継者不足、業界の再編等により事業存続の悩みをお持ちのお取引先に対して、Ｍ＆Ａによる出口戦略のサポー
トも行っております。 

 これらのサポートに加え、お取引先の円滑な事業承継、事業継続、企業価値向上の支援を目的として、当行グループ企
業である京銀リース・キャピタルとの共同出資により、「京銀ネクストファンド」を２０２１年３月に設立し、多様化する課題に
様々な解決策でもってお応えしております。 

 

更新済み 



  グループ会社である京都総合経済研究所において、会員事業（京銀プレジデントアソシエーション(KPA)) 
や各種研修・セミナー・調査研究等を通じて、地域事業者様の知識力・情報力の強化や社員の能力アップ 
をサポートしています。 

京銀プレジデントアソシエーション（KPA）会員事業 

講演会・経営セミナー 
地域事業者様の幅広い教養と知識向上にお役立てていただけますよう、全国的に著名な一流講師を招聘し、

政治・経済・経営・文化・健康等をテーマに開催いたします。 

インターネット情報サービス 
産業別ニュース・ビジネスレポート等による最新・最適の経営情報や、ビジネス書式集、公的金融情報など

をご提供いたします。また、会員事業者様のご紹介ページもございます。 

  社員研修ＶＡプラス インターネットで様々な社員教育用ビデオコンテンツをご提供いたします。 

各種情報提供 
経営に役立つタイムリーな情報を雑誌（「ファイナンシャル･フォーラム」等）・冊子（「経営情報通信」、

「経営ノート」等）・レポート（「近畿の経済動向」等）としてお手元にお届けいたします。 

研修・人材育成 

若手経営者塾 
KPA会員である地域事業者様の次代を担う後継者や経営幹部のためのビジネススクールです。経営者として

の基礎知識やバランス感覚を涵養するとともに、異業種交流を図っていただきます。 

ビジネスセミナー 
地域事業者様の管理職や中堅・若手を対象に企業人としての力を養成していただくとともに、営業・法務・ 

税務・財務・総務・労務・IT化などの各担当者に具体的な実務能力を修得していただきます。 

新入社員研修 
地域事業者様の新入社員を対象に社会人・会社人としての基本的な心構え、ビジネスマナーなどを身に 

つけていただきます。 

コンサルティング 

経営相談 
弁護士・税理士・公認会計士・社会保険労務士・中小企業診断士等の専門家が経営に関する諸課題に的確な 

アドバイスを行います。 

調査・研究 

調査・研究 国内・海外の経済・金融・産業あるいは地域創生に関する調査研究を行い地域の皆様にご提供いたします。 

更新済み   情報力強化・人材育成サポート グループ会社 京都総合経済研究所 
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  観光・地域活性化支援① 

  ２０２１年１月に一般財団法人 民間都市開発推進機構との共同出資により、「京銀まちづくりファンド有限責任事業
組合＇京銀まちづくりファンド（」を設立しました。 

  「海の京都」、「森の京都」、「お茶の京都」エリアの玄関口・中核地域である宇治市、舞鶴市、南丹市を投資対象エリ
アとし、古民家や空き店舗、空き公共施設などをリノベーションして、宿泊・商業・交流施設などへ整備する事業を対象に
投資し、「地域の持続的な発展」につなげてまいります。 

第１号案件 
＇２０２１年１月（ 

項目 内容 

投資先 宇治観光まちづくり株式会社 

投資額 １０百万円 

エリア 宇治市 

概要 
宇治市＇中宇治地域（に、地域交流拠点とし 
ての機能やまちづくりに関するコンサルティ 
ング機能を備えた拠点を整備 

更新済み 

「京銀まちづくりファンド」のスキーム図 
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 ２０２１年３月に海の京都ＤＭＯ、森の京都ＤＭＯ、お茶の京都ＤＭＯ、京都府下４金融機関等との共同出資により「地域 
づくり京ファンド有限責任事業組合＇地域づくり京ファンド（」を設立しました。 

 オール京都での連携・協力体制を一層強化し、古民家や空き公共施設などの地域資源をリノベーションして活用するな
どの持続可能な地域づくりの推進に資する事業を対象に投資を行ってまいります。 

第１号案件 
＇２０２１年１０月（ 

項目 内容 

投資先 株式会社 中川住研 

投資額 ２０百万円 

エリア 宮津市 

概要 
テレワーク可能な会員制宿泊付きワーケー 
ション＆サテライトオフィス＆コワーキング 
スペース施設を建設 

第２号案件 
＇２０２１年１０月（ 

項目 内容 

投資先 株式会社 日本玄承社 

投資額 １０百万円 

エリア 京丹後市 

概要 
日本美術刀の作刀拠点・観光・体験拠点と 
して活用できる刀鍛冶工房を建設 

更新済み 

「地域づくり京ファンド」のスキーム図 
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  観光・地域活性化支援② 



  ２０２２年２月に、一般財団法人  民間都市開発推進機構と地域金融機関等が連携して組成を行う「アセットリノベー
ション投資事業有限責任組合＇アセットリノベーションファンド（」に出資しました。 
  築２０年以上の建築物を活用したサテライトオフィス、シェアオフィス、テレワーク施設やグリーン・オープンスペース
等の整備を含む民間まちづくり事業を対象に投資し、「地域の持続的な発展」につなげてまいります。 

更新済み 

「アセットリノベーションファンド」のスキーム図 

注：本ファンドに出資している地域金融機関等については、下記のとおり。 

  無限責任組合員＇ＧＰ（：株式会社ＯＨＡＮＡＰＡＮＡ＇ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社100％出資（ 

  有限責任組合員＇ＬＰ（：株式会社京都銀行、株式会社常陽銀行、株式会社南都銀行、株式会社広島銀行、 

                  一般財団法人民間都市開発推進機構、ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 ＇順不同（ 
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  観光・地域活性化支援③ 



  観光活性化を資金面から支援するため、観光産業に携わる事業者様向け専用ローン「京銀観光支援特別融資 
＜賑わい＞」を取扱っています。また、京都府・京都市では、内閣府から「京都市地域活性化総合特区 豊かな文化と 
自然のもと、世界中から人々が集う、『ほんもの』に出会う京都～５０００万人感動都市へ～」の特区指定を受けて 
おり、２０１３年４月から、金融上の支援措置として「総合特区支援利子補給金制度」を活用できることとなりました。 

「京銀  観光支援特別融資＜賑わい＞」商品概要 
 ●ご融資金額  ５億円以内                     ●お使いみち  運転資金／設備資金 
 ●ご融資期間  運転資金：７年／設備資金：最長２０年     ※設備資金で１０年を超えるお申込みは、別途ご相談ください。 
 ●ご融資利率    変動金利／固定金利     ※固定金利期間は最長１０年とし、以降は変動金利となります。  
 ●ご返済方法  元金均等返済 ＇設備資金の場合は元利均等返済もご利用いただけます。（ 
 ※ご利用に際しては当行所定の審査があります。審査の結果によりご希望にそえない場合がありますので、ご了承ください。  

※観光関連融資とは、 
「京銀観光支援特別融資＜賑わい＞」 
および「京都市地域活性化総合特区支援 
利子補給金制度活用融資」をさします。 

「京都市地域活性化総合特区に係る総合特区支援利子補給金制度」概要 
 ● 対 象      旅館・ホテル、料亭、観光土産品小売店、寺社仏閣等の新設、改修・増改築、設備の整備等の設備投資  ※京都市内での事業に限ります 
 ● 利子補給率   最大０．７％      ● 支給期間    ５年間     
 ● ご融資期間  ５年以上        ● ご融資利率  変動金利／固定金利 
 ※利子補給制度を利用するには、内閣府の審査が必要です。審査の結果、対象とならない場合がございます。 

「アジア№１航空宇宙産業クラスター形成特区」における総合特区支援利子補給金制度についても、当行は指定金融機関として取扱いを行っております。 
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更新済み   観光・地域活性化支援④ 



 

国際観光都市「京都」の地元銀行として、外国人観光客誘致による地域活性化を推進 
するため、多言語音声翻訳アプリ「VoiceTra」等を搭載したiPadを京都府内の２０か店に 
設置しています。 
 

 

 

多言語音声翻訳システムの店頭設置 

「歴史都市・京都」の素晴らしさを再発見し、将来にわたってまもり育てていこうという趣旨から、１９８２年より「I Love Kyotoキャンペーン」を展開し、
作製したポスターは４９１種類、約７０万枚を数えます。また、２０１３年より滋賀県において、滋賀の四季折々の心豊かな情緒や風情を皆さまに 

幅広く伝えるため「I Love Shigaキャンペーン」を展開しています。 

鏡容池の桜 龍安寺＇右京区（ 

I Love Kyoto・I Love Shiga キャンペーン 

上丹生チューリップ祭＇米原市（ 萱野神社 献灯祭＇大津市（ 霧降りの滝＇京丹後市（ 
かみにゅう 
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←更新済み 

←再掲 

  観光・地域活性化支援⑤ 



 

 

京都銀行 公務・地域連携部 
観光・地域活性化室 
TEL   075-361-2271 
FAX  075-371-9307 

お問合せ先 

２０２２年８月＇第１１版（ 


