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地 域 の 未 来を
プロデュースする
ということ。

人と人の
つながりが、
地域の未来を
創り出す

HOKURIKU
BANK
北陸銀行の
原点
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お客さまの想いに寄り添いながら
さまざまな課題を解決し、
未来を発展させていく。
人と人のつながりを大切にし、
誰よりも近くで、
地域とお客さまを支え続ける。
北陸銀行は、
同じ志を持つ仲間とともに成長できる場所です。

明治10 年

明治11年

明治17年

明治32年

ISHIKAWA

FUKUI

TOYAMA

HOKKAIDO

明治10年、北陸銀行の前身である「金沢

明治１１年、前身である武生第五十七国立

「金沢第十二国立銀行」が創業した翌々年の明治

北陸銀行と北海道の関係は、明治中期の開

第十二国立銀行」は、加賀藩前田家の出

銀行が設立されました（現：武生支店）。福井

資により創業しました。初代頭取には加賀

で初めての銀行であり、伝統産業の盛んな

藩の軍艦奉行、御算用奉行を歴任した小

地域で「手仕事のまち」に根を下ろし、1世

幡和平が就任するなど、前田家と深い関

紀以上が経ちました。武生支店は当行の支

わりがあります。

店の中では２番目に古く歴史ある店舗です。

新たな挑戦を続ける北陸銀行
ITやFinTechなどの発展によって便利な世の中になりました。
それとともに、地域のお客さまが抱えるお金の悩みや経営課題が多様化しています。
私たちの仕事は、ただお金を貸したり、預かったりするかつての業務から、

12年に「富山第百二十三国立銀行」が誕生。両行
は明治１７年に合併して「富山第十二国立銀行」
となり、本店を富山市に置きました。売薬業を中心
とする地場産業の発展や県外進出を支えるため
石川・福井のほか、東京・大阪・高山・北海道へも積
極的に進出し、広域店舗網を展開していきました。

拓全盛期より、120年にわたる永い歴史を有
しています。その先駆けとなったのは、明治
32年10月、前身である 十二銀行小樽支店
（現：小樽支店）
の開設でした。実は、北海道に
初めて進出した地方銀行が当行です。

お客さまの想いを知り、当行の持つ情報やチャネルを駆使して最適な提案を行い、
金融面＝人生をサポートする業務へと変化しています。
私たちは「Face to Faceのお客さまに寄り添ったサービス」と
「利便性を追求したデジタル金融サービス」の両面で進化し、
持続的に地域に貢献するという経営戦略を掲げています。
お客さまの未来をプロデュースする業務について行員が語ります。
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して、
「都市部でも自分の力を試してみ
たい」。就職活動時に抱いていた相反
する願いを叶えられるのが北陸銀行
でした。入行後は富山と大阪の営業店
を拠点に業務にあたり、希望どおり“地
元”と“都市部”でさまざまな経験を積む
ことができました。
現在はコンサルティ
ング営業部に所属し、企業の合併や他
社への事業承継を仲介するM&Aを担
当しています。後継者不在に悩む企業
と、事業拡大を目指す企業を結びつ
けるなど、企業の未来を左右する責任
ある業務です。
プレッシャーもあります
が、
自らの仕事を通じて地域の産業や
雇用を守っていると実感することがで
き、
大きなやりがいを感じています。

自分の言動が
お客さまの生活の一部に
つながっている

「大好きな地元の富山で働きたい」そ

企業と企業を結び
地域の産業や
雇用を守る

地元と都市部を結び
企業同士の未来をつなぐ

お客さまと一緒に
さまざまな悩みを解決していく
入行3年目の現在、個人のお客さまを
訪問する渉外活動に携わっています。
お客さま一人ひとりに寄り添い、住宅
ローンや資産運用といったお金の悩み
をお客さまと一緒に解決していくことが
主な業務です。
お客さまとのやり取りの
中で、
「富田さん、
ありがとう。
またいろ
いろと教えてくださいね。」
と感謝の言
葉をいただくこともあります。そうした
瞬間に、お客さまに心から信頼いただ
いていること、そして自分の言動がお
客さまの生活の一部につながっている
という喜びを実感できます。
お客さまと
の交流は、北陸銀行が地域により根付
いていくために欠かせない、大切な取
り組みです。その業務を最前線で担っ
ていることが、
私にとっての誇りです。

人と人の結びつきの深さが
北陸銀行の強み

お客さまにとって
一番の相談相手であり続けたい

自分だけではなく、周囲の人を巻き込

お客さまの数だけお金に関する悩みが

みながら仕事を進めていくこと。それ

あり、その解決の道筋も無数に存在し

が、私の仕事のスタイルです。同じ部
署にはM&Aの経験が豊富な上司や先
輩が所属しています。
自分の信念は大
切にしながらも、
そうした先駆者たちの
意見も柔軟に取り入れることで、新し
い着眼点やアイデアが得られていま
す。
このように、
人と人の結びつきが深

INTERVIEW_2

布本 翔太

中村 美穂

コンサルティング営業部
第1グループ 主任
2013年入行

速星支店
得意先課
2017年入行

Shouta Nunomoto

ます。相続を一例にしてもお客さまの
悩みはさまざまですし、
一人ひとりに最
適なサービスを提供することで、皆さ
まの生活を豊かにしていきたいと考え

Miho Nakamura

ています。そのためにも、幅広い知識
の習得に努め、
自分の引き出しをさら
に増やしてこれまで以上にたくさんの

く、一体感を持ちながら業務を推し進

ご提案ができるように成長していくこ

められることこそ、北陸銀行の最大の

とを目標としています。同時に、お客さ

強みだと感じています。個の力に頼る

まにとって「良い話し相手になること」

だけでは、地方銀行に不可欠なスピー

を意識し、人と人が触れ合う温かさを

ド感や柔軟性は発揮できません。
これ

大切にしながら日々の業務に向き合っ

からも、熱い信念を持つ仲間たちとと

ています。お客さまにとって一番のお

もに、企業と企業を結び、地域の未来

金の相談相手であり続けたい。
その想

づくりに貢献していきたいと思います。

いで、
さらなる成長を目指しています。

Career Step
2013.04

CONSULTING

魚津支店（富山県）

2016.04

今里支店（大阪府）

2018.02

出向（M&A仲介会社）

2019.02 コンサルティング営業部（本部／富山県）
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INTERVIEW_1

RETAIL

Time Schedule
08:30

出社・朝礼

13:30

来客へのご対応

09:00

課内ミーティング

14:30

お客さま宅訪問

09:30

お客さま宅訪問

16:00

帰店 • 電話対応 ・ 翌日の訪問計画

11:30

帰店 • 事務処理

17:00

退社

12:00

昼食
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キャッシュレス化が進む中、
北陸銀行がすべきこと

世の中の多くの企業と関わりを持ち、
さ

営業店での経験を経て、2018年から

まざまな人との出会いの場が得られる

1年間外部の企業に出向しました。
そこ

と考え、
私は銀行という業種を選びまし

では、
決済アプリ
「J-Coin Pay」
の展開

た。
一般的な企業は同じ業種や業界内

を担当しました。理系出身ということも

で仕事が完結しますが、銀行は全業種

あり、
自身が学んだことを活かす場とな

の企業と向き合い、個人のお客さまと

りました。出向期間を終えて、デジタル

のやり取りもあります。
そういった環境

戦略部に配属となり、
決済サービスのス

で交渉、
営業、
提案などを行うことが自

マホアプリ
「ほくほくPay」
の立ち上げに

分の可能性を広げてくれるはずと考え

携わりました。
このアプリでは、
銀行特有

ました。
中でも、
北陸銀行が持つ広域店

の少し堅い印象を払拭できる親しみや

舗網というスケールの大きさに惹かれ

すいデザイン性と、
お客さまの利便性を

ました。
私自身の地元でもある北陸の経

追求しました。
日本全体でキャッシュレス

済の発展に寄与することはもちろん、

化が進む中、
北陸地域のリーディングバ

東京や大阪など支店が点在する各地

ンクとして、
時代の先端を行くサービス

域の活性化に貢献することもできます。

を提供していく。
その積み重ねが地域経

さまざまな地域での営業経験が
成長とステップアップの糧に

INTERVIEW_3

小川 統
HAJIME OGAWA
東京支店
主査
2010年入行

Career Step

WHOLE SALES

入行して約10年、
営業店の法人担当を

女性活躍が進み、
若手が育つ環境が魅力

中心に業務にあたってきました。
初任店

当行では支店長など管理職を務める

の高岡支店では地元の商店など中小企

女性が増えてきており、女性が活躍で

業を、
横浜支店では中堅も含めたさまざ

きる場が確実にあると感じています。
ま

まな規模の企業を担当。地方では心の

た、若手行員にさまざまな経験の機会

つながりが強く求められ、
都心では取引

を与えてくれる環境があり、年齢や性

条件や提案内容が重視されるなど、地

別に関係なく活躍の機会に恵まれてい

域によってお客さまの特性は異なりま

ます。
学びの場も多く、
資格取得のため

す。そうした違いに対応するために、営

の研修やセミナーが豊富な点も特長の

業のスタイルを更新し続けてきたこと

一つです。私も入行時に銀行員として

が、
自らのステップアップにつながって

の基礎を学び、その後充実した研修・

いると感じています。現在は東京支店

OJTを受け、
営業店における業務の習

に所属し、誰もが知る上場企業や大企

得がスムーズにできました。同期は初

業を担当しています。業界トップクラス

めての研修から共に成長してきた仲間

の企業との交渉や大きな金額の融資な

であり、経験を重ねるごとに彼らの頑

ど、責任ある大型プロジェクトの連続で

張りや成長は大きな刺激となり、モチ

す。緊張感のある日々が続いています

ベーションの向上につながっていま

が、
こうした経験が私をより高いステー

す。
そんな素敵な仲間との出会いが当

ジに導いてくれると確信しています。

行にはあります。

Career Step

高岡支店（富山県）

2013.04

小矢部エリア（石動支店、津沢支店）

2012.10

横浜支店（神奈川県）

2018.01

IT企画部（本部）

2018.04

出向（外部企業）

2019.04

デジタル戦略部（本部）

2019.01

東京支店（東京都）

INTERVIEW_4

舛田 梨乃
RINO MASUDA

デジタル戦略部
2013年入行

DIGITAL STRATEGY

2010.04

2015.10 コンサルティング営業部（本部／富山県）
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済の発展にもつながると考えています。

北陸の代表として
最先端のサービスを
お客さまに提供したい

北陸経済の発展や
各地域の
活性化にも貢献

北陸銀行を選んだのは
自分の可能性を広げるため
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