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プロジェクトのスタート プロジェクトのねらい
　世の中を取り巻く経済環境やお客さま動向（人口減少、高
齢化、コンビニやスマートフォン利用増加など）が変化して
いくなか、昨今ではICTの進展も著しく、営業店を取り巻く
環境は大きく変わろうとしています。
　ますます多様化するお客さまのニーズに応え、お客さま
に合ったサービスを提供するため、これからの営業店に求
められる機能を的確に捉え、支える事務や設備・システム
も時代にあったものへと変えていく必要があります。
　このような背景のもと、2015年12月に組織横断的な
「オペレーション改革プロジェクトチーム」を発足させ、今
後、「営業店オペレーション改革」を進めていきます。

お客さまの利便性の向上

窓口待ち時間の短縮
お客さまとのリレーションの強化

店頭事務の見直し

スマートフォン
インターネットバンキング 店頭セミセルフ化 ATMの機能強化

ペーパーレス センター集中
処理の拡大 キャッシュレス

営業店オペレーション改革

　お客さまの利便性の向上、窓口待ち時間の短縮のために
ITチャネルを活用した事務の拡大に取り組みます。
　また、営業店の業務棚卸しを行い、非効率業務の廃止･削
減・センター集中化により営業店事務の軽量化を図ります。
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プロジェクトのスタート プロジェクトのねらい

取組コンセプト 店舗機能の見直し

　世の中を取り巻く経済環境やお客さま動向（人口減少、高
齢化、コンビニやスマートフォン利用増加など）が変化して
いくなか、昨今ではICTの進展も著しく、営業店を取り巻く
環境は大きく変わろうとしています。
　ますます多様化するお客さまのニーズに応え、お客さま
に合ったサービスを提供するため、これからの営業店に求
められる機能を的確に捉え、支える事務や設備・システム
も時代にあったものへと変えていく必要があります。
　このような背景のもと、2016年12月に組織横断的な
「オペレーション改革プロジェクトチーム」を発足させ、今
後、「営業店オペレーション改革」を進めていきます。

　「営業店オペレーション改革」を進めていくうえでは
「データによる処理」を基本的な考え方とし、①「ペーパーレ
ス（紙の処理をデータの処理へ）」②「キャッシュレス（現金
の処理をデータの処理へ）」③「人が介在しない事務処理（人
の処理をデータの処理へ）」の3点をコンセプトに取り組ん
でいきます。
　これまでの人や現物による処理をデータ化することで、
場所に捉われず、即時に処理することが可能となるほか、処
理の見える化や紛失・事務ミスを極力無くし、堅確で効率
的なオペレーションを実現します。また、現物の保管ス
ペースも大幅に削減することが可能となります。

　人口減少や少子高齢化、ネット社会の急速な進展、スマー
トフォン等の利用増加などにより、既存店舗への来店客数
が減少する一方、インターネットバンキングやATMの利
用が増加するなど、お客さまが銀行の店舗チャネルに求め
るニーズも大きく変化しております。
　そのようななか、当行はマーケット特性と時流に応じた
店舗機能の見直しを進め、各店舗の役割を明確化すること
で、お客さまの利便性・サービスの向上に努めるとともに、
営業態勢の強化・経営資源の最適化を目指してまいります。
　県内における店舗展開については、人口動態や地域の特
性・成長性を見極めながら、フルバンキング店舗から個人
特化型店舗、出張所・代理店への転換を図り、お客さまの
ニーズに応じた営業態勢を構築することを通じて、さらな
るサービスの向上を図ってまいります。
　県外における店舗展開については、1938年に京都支店、
1941年に大阪支店、1946年に東京支店を開設するなど、
当行は早くから「広域地銀」として営業展開してまいりまし
た。
　近年の県外への新規出店については、新たな拠点を矢継
ぎ早に出店し、単なるボリューム拡大を目指すのではなく、
「地縁・人縁・情報を最大限に活用した営業活動により、一
定のボリュームを確保した後に、新しい店舗を構える『にじ
み出し戦略』」を展開するなか、中小企業を主なターゲット
とした法人特化型店舗を新設してまいりました。
　この「にじみ出し戦略」の一つの成果として、2017年2
月、三重法人営業部を三重支店に昇格いたしました。
　今後につきましては、人口減少やAI・IoTの技術革新な
どを背景とした、人口動態や社会構造・経済構造の変化が
さらに加速化していくことが予想されるなか、ハードより
もソフトを重視した戦略が必要であると考えております。
多様化するお客さまのニーズにお応えできるよう、ITや
FinTechの積極的な活用による店舗のスマート化やイン
ターネット支店の開設など次世代店舗の検討を進めてまい
ります。

お客さまの利便性の向上

窓口待ち時間の短縮
お客さまとのリレーションの強化

店頭事務の見直し

スマートフォン
インターネットバンキング 店頭セミセルフ化 ATMの機能強化

ペーパーレス センター集中
処理の拡大 キャッシュレス

①ペーパーレス（紙の処理をデータの処理へ）

②キャッシュレス（現金の処理をデータの処理へ）

③人が介在しない事務処理（人の処理をデータの処理へ）

事務改革コンセプト

営業店オペレーション改革

　お客さまの利便性の向上、窓口待ち時間の短縮のために
ITチャネルを活用した事務の拡大に取り組みます。
　また、営業店の業務棚卸しを行い、非効率業務の廃止･削
減・センター集中化により営業店事務の軽量化を図ります。

①徹底した営業店業務の棚卸しを行い、非効率となってい
る業務を見直し業務の廃止･削減に取り組むことで、事
務の処理時間短縮を図ります。
②お客さまご自身の操作により処理が完結する事務を拡
大し、待ち時間の短縮を図ります。
③本部機能のスリム化を推し進め、さらなる営業店の事務
効率化のために営業店で処理している多品種少量事務
のセンター集中化を進めます。
④紙からデータ処理への移行（ペーパーレス）、現金から
データ処理への移行（キャッシュレス）に取り組み、営業
店事務の軽量化を図ります。

実施施策の方向性

課題 取り組み 目指すべき姿

5つの挑戦 生産性向上への挑戦

● 顧客利便性の向上
● 営業店改革
● 情報社会への対応
● コスト削減

● 営業店オペレーション改革
● IT戦略
● ICT戦略
● 非対面チャネルの強化
● FinTech

● お客さまとのリレーション強化
● 筋肉質な体質

FinTechとの連携による新たな金融サービスの創出、
非対面チャネルの機能強化によるお客さま接点の拡充と、
効率的な業務運営により生産性向上を目指します。
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コンセプト 店舗機能の見直し
　「営業店オペレーション改革」を進めていくうえでは
「データによる処理」を基本的な考え方とし、①「ペーパーレ
ス（紙の処理をデータの処理へ）」②「キャッシュレス（現金
の処理をデータの処理へ）」③「人が介在しない事務処理（人
の処理をデータの処理へ）」の3点をコンセプトに取り組ん
でいきます。
　これまでの人や現物による処理をデータ化することで、
場所に捉われず、即時に処理することが可能となるほか、処
理の見える化や紛失・事務ミスを極力なくし、堅確で効率
的なオペレーションを実現します。また、現物の保管ス
ペースも大幅に削減することが可能となります。

　人口減少や少子高齢化、ネット社会の急速な進展、スマー
トフォン等の利用増加などにより、既存店舗への来店客数
が減少する一方、インターネットバンキングやATMの利
用が増加するなど、お客さまが銀行の店舗チャネルに求め
るニーズも大きく変化しています。
　そのようななか、当行はマーケット特性と時流に応じた
店舗機能の見直しを進め、各店舗の役割を明確化すること
で、お客さまの利便性・サービスの向上に努めるとともに、
営業態勢の強化・経営資源の最適化を目指します。
　県内における店舗展開については、人口動態や地域の特
性・成長性を見極めながら、フルバンキング店舗から個人
特化型店舗、出張所・代理店への転換を図り、お客さまの
ニーズに応じた営業態勢を構築することを通じて、さらな
るサービスの向上を図っていきます。
　県外における店舗展開については、1938年に京都支店、
1941年に大阪支店、1946年に東京支店を開設するなど、
当行は早くから「広域地銀」として営業展開してきました。
　近年の県外への新規出店については、新たな拠点を矢継
ぎ早に出店し、単なるボリューム拡大を目指すのではなく、
地縁・人縁・情報を最大限に活用した営業活動により、一
定のボリュームを確保した後に、新しい店舗を構える「にじ
み出し戦略」を展開するなか、中小企業を主なターゲットと
した法人特化型店舗を新設してきました。
　この「にじみ出し戦略」の一つの成果として、2016年2
月、三重法人営業部を三重支店に昇格しました。
　今後につきましては、人口減少やAI・IoTの技術革新な
どを背景とした、人口動態や社会構造・経済構造の変化が
さらに加速化していくことが予想されるなか、ハードより
もソフトを重視した戦略が必要であると考えています。多
様化するお客さまのニーズにお応えできるよう、ITや
FinTechの積極的な活用による店舗のスマート化やイン
ターネット支店の開設など次世代店舗の検討を進めていき
ます。

①ペーパーレス（紙の処理をデータの処理へ）

②キャッシュレス（現金の処理をデータの処理へ）

③人が介在しない事務処理（人の処理をデータの処理へ）

事務改革コンセプト

①徹底した営業店業務の棚卸しを行い、非効率となってい
る業務を見直し業務の廃止･削減に取り組むことで、事
務の処理時間短縮を図ります。
②お客さまご自身の操作により処理が完結する事務を拡
大し、待ち時間の短縮を図ります。
③本部機能のスリム化を推し進め、さらなる営業店の事務
効率化のために営業店で処理している多品種少量事務
のセンター集中化を進めます。
④紙からデータ処理への移行（ペーパーレス）、現金から
データ処理への移行（キャッシュレス）に取り組み、営業
店事務の軽量化を図ります。

実施施策の方向性
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ICT戦略の基本方針 ICTの活用
　スマートフォンの急速な普及により、いつでも、どこからで
も、より早く、より簡単に多くのサービスが受けられるように
なってきています。また今後、通信速度の向上やAIの活用な
ど、ICTは加速度的に発展することが予想されます。
　金融業界においても、ICTの発展を受け、「FinTech」への取
り組みにより、新たな金融サービスの開発が始まっています。
  こうした状況のなか、銀行がICTを活用し、お客さまの
ニーズに対応する新たなサービスを提供することや従来の
業務の生産性を引き上げることは、これまで以上に重要な
経営課題となってきています。
　一方で、銀行のコンピュータシステムは、重要な社会イン
フラの一つであり、安全・確実な金融サービスを提供する
ため、堅牢なICT基盤が求められます。
　このような先取と堅実、双方の観点から、当行はICT戦略
を経営戦略の中枢の一つと位置づけ、①ICTの活用でお客
さまの利便性向上や満足度向上に貢献していくこと②業務
の生産性を向上させること③安心・安全なICTサービスの
提供に取り組むことをICT戦略の基本方針としています。

　ICT戦略の基本方針に沿って、①お客さまのニーズに的
確に応える「金融サービスの充実」②さらなる「業務の効率
化とリスクコントロール」③柔軟で拡張性のある「戦略的経
営施策を実現できるシステムづくり」を目指し、ICT活用
の取り組みを積極的に進め、より一層のお客さま熟知とと
もに、付加価値のあるサービス提供に努めています。

ICT戦略

※ICT=Information and Communication Technology （情報通信技術）の略

ICT基盤の充実 ICTの積極活用

戦略的経営施策を実現できるシステムづくり

業務の効率化とリスクコントロール

金融サービスの充実

情報の共有化

ICTを活用した付加価値の創造

当行システムの全体像とICT戦略の基本方針

事務棟（システムインフラの中枢）

メインフレーム基盤 オープン基盤

オープン基盤

勘定系システム 情報系システム

各種業務システム群

SUCCESS
システム

インターネット
バンキング

ATM など 情報の集約 情報の活用

ICTを活用したお客さまの
利便性向上・満足度向上

安心・安全なICTサービスの提供

お客さまに
ご提供する
ICTサービス
の充実

お客さまの
ニーズを起点
とした
営業活動

ICT基盤の充実 ICTの積極活用

戦略的経営施策を実現できるシステムづくり

業務の効率化とリスクコントロール

金融サービスの充実

情報の共有化

ICTを活用した付加価値の創造

当行システムの全体像とICT戦略の基本方針

事務棟（システムインフラの中枢）

メインフレーム基盤 オープン基盤

オープン基盤

勘定系システム 情報系システム

各種業務システム群

SUCCESS
システム

インターネット
バンキング

ATM など 情報の集約 情報の活用

ICTを活用したお客さまの
利便性向上・満足度向上

安心・安全なICTサービスの提供

お客さまに
ご提供する
ICTサービス
の充実

お客さまの
ニーズを起点
とした
営業活動

当行システムの全体像とICT戦略の基本方針
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インターネットバンキングの
契約者数が増加中

『しがぎん』ダイレクトの不正送金被害に対するセキュリティ対策

　いつでも、どこでも銀行取引ができる、インターネットバン
キング（『しがぎん』ダイレクト）の契約者数、取引件数が増加
しています。
　『しがぎん』ダイレクトの申込みは、窓口だけでなく、イン
ターネットやATMからも可能となり、利便性が飛躍的に向
上。20代～30代のお客さまを中心に契約者数が順調に増加
しています。また、外出先でもスマートフォンで各種照会や
振込取引など、便利にご利用いただいています。

● 滋賀県・京都府内でのご利用がさらに便利に
　2016年3月6日より、お客さまが当行や滋賀県内に本店
を置く5金融機関（滋賀中央信用金庫、長浜信用金庫、湖東
信用金庫、滋賀県民信用組合、滋賀県信用組合）のATMを
利用する際の利用手数料を相互に無料とするサービス「滋
賀どこでもATMネット」を開始しました。さらに、京都中
央信用金庫ともATM利用手数料の相互無料化を開始しま
した。
　これにより、お客さまが各金融機関のATMを利用する
際、平日8：45～18：00まで手数料0円でご利用いただ
けるようになり、滋
賀県・京都府内での
ご利用がさらに便利
になりました。

「FinTech」でマネーフォワード社と提携
～スマホで「いつでも」「どこでも」「簡単に」～

　2016年3月3日、株式会社マネーフォワードと近畿の地
方銀行として初めて提携。6月より自動家計簿・資産管理
サービス「マネーフォワード」の機能を当行のお客さま向け
に拡充し、その提供を開始しました。
　今後は、相続、確定拠出年金、コンサルティング、金融教育
などFinTech事業領域における新たな金融サービスの提
供を目指した協業を検討していきます。

非対面チャネルの強化

Secure Starterの提供
（スマートフォン専用アプリ）

ご利用端末のセキュリティチェックを自動で実施し、安全性を確認した上で、インターネットバンキングを
ご利用いただけるセキュリティ対策アプリ

ワンタイムパスワード
（ソフトトークン）

お振込み等のお取引をされる際に、確認用暗証番号に代え、「Secure Starter」を利用した
「ワンタイムパスワード」による本人認証を行うセキュリティ対策

合言葉認証 ログインや振込みなどの取引時に、合言葉による本人認証を追加して行うことにより「なりすまし」を
防止するセキュリティ対策

『しがぎん』ATMが
さらに便利になりました

● ご来店不要で各種申込が可能に
　2015年8月より、ATMでの各種申込みサービスを近
畿の地方銀行で初めて開始しました。
　具体的には、「『しがぎん』ダイレクト」、「shigagin card 
STIO（エスティオ）」、「『しがぎん』スピードローン　ジャ
ストサポート」、「『しがぎん』Sカードローン（サットキャッ
シュ）」の4商品をご来店不要でお申込みいただけるように
なり、より一層便利にご利用いただけるようになりました。

自動家計簿機能を滋賀銀行向けにカスタマイズ
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