
地方創生に向けた取組み 

7 

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 

地域の産業・企業と密接に連携 

「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 

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 

創業・新事業支援 事業再生・経営改善 

・各種セミナーの開催 等 

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＇現・法人 
   総合コンサルティング部（」 
       を設置＇２０１５年４月（ 

地方創生プロジェクト 

【委員長】   公務・地域連携部 担当役付取締役 

【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 

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 

サービス業等、 
その他地域産業・企業 

 ・ファンドを通じた支援等強化のため、  
   「創業成長支援室＇現・法人総合コンサル  
   ティング部（」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（ 
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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協定 

地方公共団体、学校法人等との連携協定の締結 
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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「Ｍａｋｕａｋｅ＇マクアケ（」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「Ｍａｋｕａｋｅ＇マクアケ（」について
紹介したほか、個別相談会を実施。 

約１２０名 

２０１８年６月 働き方改革セミナー 
「RPA＇ロボティック・プロセス・オートメーション（」の概要や導入の進め方、先進的な導入事例
について解説するほか、労務・人事の業務自動化・効率化に関するサービスを紹介。 

約４０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 

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 

 

 
 

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。 

ＲＥＳＡＳ＇地域経済分析システム（・・・主として政府統計による産業・経済・農林水産業・人口・観光・消費等のデータについて、分析結果を見える化し、誰でも無料
で利用可能にしたシステム＇一部のデータを除く（。 
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 ＰＰＰ/ＰＦＩに関連する取組み等 

2019年度第１回京都府公民連携プラットフォームの様子 京都府公民連携プラットフォームとは・・・  

 『産・官・学・金』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２０１７年５月３０日に 

設立。京都府内自治体の公共施設の建設や資産の収益化を
図る際の、民間資金・ノウハウを活用した公共サービスの提供
など、総合的なマネジメント視点による多様な公民連携の推進
を目的としています。 

２０１７年度には内閣府の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、２０１９年５月には、 
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～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７月 第１回 公民連携の基礎と公営住宅の取組み事例をテーマに講演や意見交換等を開催。 約７０名 

２０１９年９月 第２回 効果的なサウンディング型市場調査をテーマに講演やサウンディング型市場調査を実施。 約６０名 

２０２０年１月 第３回 事業化に向けたステップアップのヒントを学ぶをテーマに講演や意見交換等を開催。 約８０名 
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「地方創生応援キャンペーン！」の実施  

「地域再生・活性化ネットワーク」とは 

経営基盤・営業エリアが異なる地方銀行９行＇京都銀行、北海道銀行、七十七銀行、 
千葉銀行、八十二銀行、静岡銀行、広島銀行、伊予銀行、福岡銀行（によるネット 
ワークです。地域に密着した銀行ならではの様々な情報・ネットワークを相互に活用 
して、従来単一の銀行ではできなかったサービスを提供するなど、地域活性化に 
資する取組みを連携して行っています。 

地方創生の実現に向けた取組みの一貫として、「地域再生・活性化ネットワーク」に参加する地方銀行９行による共同企画として、各地域の 
活性化を通じて日本を元気にすることを目的に「地方創生応援キャンペーン」を実施しました。 
 

第一弾 ＇２０１５年１１月～１２月（ 
抽選で各行５００名様＇９行合計４，５００名様（に、参加行の営業エリアの特産・名産品１８種類を集めたオリジナルカタログギフトをプレゼント 
するもので、当行では、新たに対象となる定期預金をお預け入れいただいたお客様を対象に実施しました。 

第二弾 ＇２０１７年６月～８月（ 
抽選で各行５００名様＇９行合計４，５００名様（に、全国各地の特産・名産品を集めたオリジナルカタログギフトをプレゼントするもので、当行 
では、投資信託または外国債券・仕組債を３０万円以上購入いただいた個人のお客様を対象に実施し、資産形成を応援しました。 

 

第三弾 ＇２０１９年６月～８月（ 
抽選で各行５００名様＇９行合計４，５００名様（に、全国各地の特産・名産品を集めたオリジナルカタログギフトをプレゼントするもので、当行 

では、投資信託または外国債券・仕組債、外貨定期預金、信託商品のいずれかを５０万円以上申込み、または投信自動積立を１万円以上申
込みいただいた個人のお客様を対象に実施し、資産形成を応援しました。 



  【取組み実績】 

                         ＇２０２０年度上期実績（ 
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「京銀ＳＤＧｓ私募債」＇寄付型商品（による取組み 

 当行では、寄付型商品として「京銀ＳＤＧｓ私募債『未来にエール』～次世代を担うこどもたちへ～」 および「京銀ＳＤＧｓ私募債『医療にエール 』」 

の取組みを行っています。 
「京銀ＳＤＧｓ私募債『未来にエール』～次世代を担うこどもたちへ～」 は、２０２０年４月にリニューアルを行い、寄贈先を学校だけでなく「こどもの
教育に携わる各種機関や団体＇NPO法人、特定公益増進法人、各種団体（等」へ拡大しました。 

 また、２０２０年５月には、私募債発行時にお客さまから受け取る手数料の一部を感染症指定医療機関に寄付する「京銀ＳＤＧｓ私募債『医療に
エール 』」の取扱いを開始しました。 

 「京銀ＳＤＧｓ私募債『未来にエール』～次世代を担うこどもたちへ～」 および「京銀ＳＤＧｓ私募債『医療にエール 』」を通じて、地域社会への貢献

や医療機関への支援を行うことが できます。 
当行は、お客さまとともに持続可能な社会の実現にむけて取組んでまいります。 

● 「『未来にエール』～次世代を担うこどもたちへ～、 『医療にエール 』」 

当 行 

図書や備品などを寄贈 

医療関係事業に寄付 

学校等 

医療機関 

お客さま 
私募債 

手数料 

お取引先と共に 
地域社会へ貢献 

【寄付型商品の仕組】 

「未来にエール」 「医療にエール」

件数 28件 22件

実行金額 2,350百万円 1,820百万円

寄付金累計額 2,842千円 2,312千円

京銀ＳＤＧｓ私募債
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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」・「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・リフォーム等にかかる
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～（ 
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「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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