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❖地方公共団体との取引推進

地域の活性化に関する取組み

　地方公共団体や諸団体との取引推進、コンサルティング活動充実に取組み、県内全ての市町村とお取引いただいて
おります。

指定金融機関 横瀬町、朝霞地区一部事務組合、草加八潮消防組合、茨城県五霞町
総括出納取扱金融機関 埼玉県下水道局の公金事務取扱
指定代理金融機関 埼玉県、さいたま市、朝霞市、日高市、幸手市

（1）産業振興・中小企業等の支援
（2）就業支援・雇用促進
（3）埼玉県の地産地消
（4）観光振興

（5）埼玉県のイメージアップ
（6）県政の情報発信
（7）防災・災害対策
（8）高齢者支援

（13）子ども・青少年育成
（14）環境保全
（15）NPO・ボランティアの活動の支援
（16）その他、地域社会の活性化・県民サービスの向上

（9）健康増進
（10）地域・暮らしの安全・安心
（11）男女共同参画
（12）子育て支援

■ 連携分野

■ 埼玉県との連携
　25年10月、県内金融機関で初めて埼玉県と16分野にわたる包括的連携協定を締結し、埼玉県と連携・協働して、県
民の皆さまへのサービス向上と地域活性化に取組んでいます。

平成29年4月27日（木）～ 30日
（日）に開催される世界盆栽大
会を盛り上げています

（1）産業・経済の振興、地域雇用の創出
（2）農業の振興、地産地消の促進
（3）まちづくり、公共施設マネジメント
（4）スポーツ、文化、芸術の振興
（5）シティセールス、観光振興
（6）健康増進

（7）高齢者支援、障害者支援
（8）子育て支援、子ども・青少年育成
（9）地域・暮らしの安心・安全、災害対策
（10）環境保全
（11）その他市民サービスの向上と地域
　　 の活性化

■ 連携分野

■ さいたま市との連携
　28年1月、市民サービスの向上と地域活性化などを推進するため、政令指定都市であるさいたま市と11分野にわた
る包括連携協定を締結しました。
　29年4月に同市で開催される「第8回世界盆栽大会 in さいたま」のPR協力などに取組んでいます。

❖地方公共団体等との連携・協働
　地域活性化や住民サービス向上に向け、
地方公共団体等との連携を進めています。

横瀬町
（平成28年6月）

鶴ヶ島市
（平成26年12月）

幸手市商工会
（平成27年9月）

さいたま市
（平成28年1月）

春日部市
（平成28年12月）

川口商工会議所
（平成28年3月）
戸田市
（平成28年4月）

行田市・行田商工会議所・南河原商工会
（平成28年7月）

熊谷市 （平成28年9月）

埼玉県との連携
（平成25年10月）
産業振興・中小企業等の
支援など16分野で連携

春日部市との包括的連携協定調印式
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■ 鶴ヶ島市との連携
　26年12月、市民サービスの向上と地域の活性化に向けた連携協力を図るため、鶴ヶ島市と11分野にわたる包括的
連携協定を締結しました。
　これまでに、同市における女性の就業・起業を応援するシンポジウムやセミナーを開催しています。

■鶴ヶ島市提携住宅ローン
鶴ヶ島市との包括的連携協定に基づく取組みとして、「鶴ヶ島市提携住宅ローン」の取扱いを行っています。

鶴ヶ島市は、首都圏を結ぶ交通の要所として、企業誘致による雇用促進と定住促進の実現に向けて取組ん
でおり、本ローンを通じて、同市への進出企業の従業員をはじめとする子育て世代の定住促進を応援して
います。

■ 横瀬町との連携
　28年6月、横瀬町の「日本一住みよいまちづくりへの挑戦」を推進するため、
15分野にわたる包括協定「まちづくり戦略連携協定」を締結しました。
　同町での創業促進・支援の取組みに加え、観光など同町のPRや子どもの健全育
成に協力しています。

具体的な取組み事例
28年9月 大宮アルディージャによる子ども向けサッカー教室を開催

28年11月 立教大学観光学部と連携し、横瀬町の観光振興に資する取組み、「町歩きイベント『ゆるっとARく（歩く）よこぜ巡2016秋 
―ロゲイニングでヨコゼGO―』」を開催

■ 戸田市との連携
　28年4月、戸田市と8分野にわたる包括協定を締結し、産業・経済の振興に取組んでいます。

具体的な取組み事例 −戸田市とのセミナー共催−
・ 28年11月、市民の皆さまの「健康長寿」「介護予防」を啓発するセミナー「健康寿命を延ばそう！今から考える介護のはなし」を

開催しました。
・ 同市における「まち・ひと・しごと創生総合戦略」のKPI（重要業績評価指標）である、「健康寿命延伸」を、本セミナーでの啓発

を通じて支援しています。

■ PPP/PFIへの取組み
　人口減少社会を迎えるなか、住民サービスの向上や公共施設の維持・管理といった地方公共団体の課題に対して、
PPP/PFIの手法を活用した公共サービスの向上や民間の事業機会の創出を支援しています。

■埼玉県との「PPP ／ PFI勉強会」
埼玉県と連携し、県内全市町村を対象に「未来創造“官民連携”勉強会」（PPP ／ PFI勉強会）

を計10回開催しました。（26年7月～ 11月）
■さいたま市との公民連携セミナー

さいたま市と連携し、以下のセミナーを開催しました。
埼玉県との連携により開催した

「未来創造“官民連携”勉強会」
27年2月 民間事業者のための「PPP／ PFIセミナー『これからの公共施設と地元企業のビジネスチャンス』」
28年3月 さいたま公民連携コミュニティ「公民連携セミナー」

PPP（Public Private Partnership）／
PFI（Private Finance Initiative）
・PPPとは、官民連携・公民連携の考え方のこと。
・ PFIは、その手法の1つとして、公共施設の建設・

運営等で民間資金や経営能力を活用すること。

28年3月 春日部市 春日部市立小・中学校
普通教室等エアコン事業

28年9月 さいたま市 大宮区役所新庁舎
整備事業

具体的な取組み事例 −PFI 事業に対するプロジェクトファイナンス実績−
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❖融資商品のお取扱い
NPOサポートローンのチラシ

　地域の共助社会づくりを支える重要な存在となっているNPO法人の皆さまのさ
まざまな課題解決に向け連携を図るため、26年7月、埼玉県と「共助社会づくりの
ための協力に関する協定」を締結しました。
　また、協定締結に先駆け、NPO法人向け融資商品「むさしのNPOサポートロー
ン」の取扱いを開始し、NPO法人の活動資金調達支援にも積極的に取組んでいます。
　なお、埼玉県の支援施策「共助仕掛人」との連携により、新規事業に乗り出す
NPOに対する総合的なサポートが実現した事例も出ています。

■ 埼玉県との「共助社会づくりのための協力に関する協定」締結

■「むさしのCSR私募債『みらいのちから』」
地域の未来を担う子どもたちの成長を、企業の皆さまと応援する「むさしのCSR私募債『みらいのちから』」のお取扱いを

行っています。
発行額の一定割合に相当する物品（書籍・楽器・スポーツ用品等）を、発行企業さまがご指定いただいた学校等に寄贈し、 

地域のさらなる活性化に貢献してまいります。

■ 女性の活躍推進に向けて
　埼玉県等と連携し、女性の活躍推進に向けた各種セミナー・交流会等を開催しています。

■経営力アップ →埼玉ウーマンズカフェを開催
　 28年11月、埼玉県やサイタマ・レディース経営者クラブ等と連携し、女性経営者・女性

起業家の交流を通じ、相互のスキルアップを目指す「経営力アップ →埼玉ウーマンズカフェ」を開催しました。

経営力アップ → 埼玉ウーマンズカフェ

■女性活躍推進法セミナー
　 28年2月、埼玉県と連携し、女性活躍推進法対応セミナー「新時代の組織づくりは女性活躍から！」を開催しました。

　セミナー開催等を通じ、起業・就業意識の促進に向けた取組みも行っています。

■ 起業・就業意識の促進に向けて

■女子学生向けセミナー
26年3月より、埼玉県と連携し県内女子学生向け就業応援セミナー「ガールズトーク」

を埼玉大学、埼玉工業大学等で継続開催しており、延べ200名を超える女子学生が参加しています。

就業応援セミナー「ガールズトーク」

■高校生向けキャリアセミナー
　27年度より、埼玉県教育委員会との共催による「高校生向けキャリアセミナー」を開催しています。本セミナーでは、 
企業経営者による講演や若手行員とのディスカッションなどを通じて、高校卒業後に目指していく「キャリア」の選択肢を
広げていくことを目指しています。

■ 産民学官・政策課題共同研究への参加

28年度政策課題共同研究メンバーに
よるフィールドワーク

　26年度より、彩の国さいたま人づくり広域連合の「政策課題共同研究」に参加し、埼玉県、県内市町村、企業、NPO、
大学の職員等とともに埼玉県の課題解決に向けた研究に取組んでおります。

26年度 ・「ビッグデータ・オープンデータ活用戦略～『宝の山』の活かし方～」
・「地域ブランドプロモーション～ Road to 2020オリンピック・パラリンピック」

27年度 ・「人口減少社会突破戦略～ 2040年埼玉県民705万人の安心に向けて～」
・「『埼玉県の空き家』の課題パターン抽出とその解決策の提言」

28年度 ・「超高齢社会の包括的タウンマネジメント～埼玉の近未来を設計する～」
・「多様な働き方『埼玉スタイル』の推進」

■ 研究テーマ
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■「むさしの＜まちづくり＞にぎわいローン」
地域のコミュニティ活性化の担い手である商店街の皆さまを支援する「むさしの＜まちづくり＞にぎわいローン」のお取扱

いを行っています。
埼玉県が埼玉県民の日に開催する「全県一斉商店街まつり促進事業」に参加される商店街の皆さまが、国の「地域商店街活

性化事業（にぎわい補助金）」の助成を受けるまでのつなぎ資金や、防犯カメラや街路灯の設置等、施設面の整備に対応する「商
店街まちづくり事業（まちづくり補助金）」の助成を受けられるまでのつなぎ資金等に幅広くご利用いただけます。

■「産休・育休特例」を付加した住宅ローン
働く子育て世代を応援するため、「産休・育休特例」を付加した住宅ローンのお取扱いを行っています。
産休・育休期間中においてもお借入れが可能であるほか、産休・育休期間中は、お子さま一人あたり最長2年

間の元金据置がご利用いただけます。また、男性のお客さまで住宅ローンをご利用されている方も、奥さまが「産
休・育休」を取得する場合やご自身が「育休」を取得する場合にご利用いただけるなど、働く子育て世代のさまざ
まなニーズにお応えしています。

■「むさしの空き家活用ローン」
昨今社会的な課題として解決が求められている「空き家問題」に対応する「むさしの空き家活用ローン」のお取扱い

を行っています。
この商品は、空き家の改築・改装・解体、防災防犯設備の購入など、空き家に関するあらゆる資金にご利用いただ

けます。
また、当行で給与振込等の取引がある方のほか、空き家の解体や利活用に関し、自治体より補助金等の交付が受

けられる方についても、標準金利から金利の差し引きをいたします。

■ 日銀成長分野への円滑な資金供給
　経営者の方々との対話を通じてビジョンや経営課題を共有し、企業と真に向き合いながら、新たな需資を喚起する
という地域密着型金融に取組み、成長分野の資金ニーズにお応えしております。
　22年9月から開始した制度融資「むさしの『成長基盤強化ファンド』」の取扱実績は、28年9月末現在で1,106件、
617億円にのぼっています。

❖成長分野育成に向けた取組み

　お取引先企業の製品の普及促進と競争力向上に向
け、独自の技術や製品の品質を国内規格や国際規格
として新たに採用する「標準化制度（新市場創造型標
準化制度）」を活用した支援に取組んでいます。
　経済産業省が創設した「標準化活用支援パートナーシップ制度」のパートナー機関として、
同省及び一般財団法人日本規格協会と連携したセミナーなどを開催しています。

販路拡大のための標準化制度
活用セミナー

■ 地元企業の優れた技術・製品の規格化を支援

国内規格…JIS（日本工業規格）
国際規格…ISO（国際標準化機構）、
　 　　　　IEC（国際電気標準会議）

具体的な取組み事例 −標準化制度活用案件の第一号が決定−
・ 28年10月、当行をパートナー機関とした「標準化活用支援パートナーシップ制度」に基づく埼玉県での初の案件として、株式

会社朝日ラバーが開発した「LED照明器具用シリコーンインキ」の国内標準（JIS化）が進められることが決定しました。
・ 本製品は、耐熱性、耐光性に優れたシリコーン素材をベースとしており、LED照明器具に用いる反射板やプリント配線板

の保護膜などに採用されることにより、LEDの高輝度化、照明器具の省エネ・長寿命化に貢献できます。今後、国内標準 
（JIS化）取得により更なる普及が期待されています。
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　26年2月、関東地区の金融機関で初めて、独立行政法人住宅金融支援機構と「サービス付き高齢者向け住宅」（施設共
用型）への協調融資に関する協定書を締結し、協調融資を行っています。

　医療機関専用融資商品「むさしのメディカルパートナー」は、新規開業医の方にもご利用しやすい商品設計となってお
り、本商品のお取扱いを通じ、地域医療の充実に貢献しています。
　また、近年整備が進んでいる「サービス付き高齢者向け住宅」の建設資金等にご利用いただける「むさしの＜サ高住＞
応援ローン」のお取扱いを行っており、25年10月～ 28年9月の累計取扱実績は69億円となっています。

■ 医療・福祉分野への取組み
■ 資金調達支援

■「サービス付き高齢者向け住宅」に対する住宅金融支援機構との協調融資

　再生可能エネルギーの固定価格買取制度を活用し、太陽光発電事業に参入する企業をサポートする「むさしの太陽光
発電事業支援融資『太陽の恵み』」の取扱いを行っております。

　環境に配慮した事業を行う企業をサポートする融資商品「二刀流〈エコベスト〉」「エコ私募債」をお取扱いしております。

　気候・地勢に恵まれている埼玉県では、各地でメガソーラーなど再生可能エネルギー事業が進展しています。

■ 環境分野での取組み

具体的な取組み事例
　26年10月、「川島太陽と自然のめぐみソーラーパーク合同会社」が実施するフロート式水
上太陽光発電事業に対し、プロジェクトファイナンスを組成、27年10月、関連工事完了
に伴い、発電事業が開始しました。
　本事業は、川島町土地改良区が管理する農業用貯水池にて、太陽光発電事業を行う企業
を公募したものであり、また、約7.5ＭＷの発電規模はフロート式水上太陽光発電事業において世界最大規模（※）となります。

（※）平成27年11月30日時点　新聞報道等により株式会社ぶぎん地域経済研究所調べ

■ 太陽光発電事業のサポート

■ 環境配慮型融資商品のお取扱い

■ 農業分野での取組み

　農業者向けセミナー「ぶぎん農業経営塾」を28年までに8回開催し、これまで1,000名を超
える農業者の方にご参加いただきました。先進的農業者や研究農場の見学、専門家（大学教
授やスーパーのバイヤーなど）による講演会を行っています。

　農業者専用融資商品「むさしの『花水木＜ハナミズキ＞』」をお取扱いしています。埼玉県農業信用基金協会の保証付
で、農業者の皆さまにご利用しやすい商品となっております。

　農業者の皆さまの販路拡大に向けたビジネスマッチングにも積極的に取組んでいます。
第8回ぶぎん農業経営塾

具体的な取組み事例 −異業種からの農業新規参入を支援−
・ A社では、高齢となった従業員の雇用の場の確保、グループ会社が運営する飲食店への食材の安定的な供給などを背景に、

農業への新規参入を検討していました。
・ 当行は、埼玉県の担当部署と連携し、農業生産法人B社の新規設立に向けた支援を行いました。
・ B社では事業展開に適した農地の取得を実現（農業生産法人は農地取得が可能）、当地名産のトマトを始めとした各種野菜の

生産を開始しました。
・ A社のグループ会社が運営する飲食店では、地元産のトマトを使用したメニューを展開、地域の観光振興にも貢献しています。

■ 経営革新の支援

■ 資金調達支援

■ 販路拡大の支援
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　全国的に外国人誘客の動きが活発化しているなか、ラグビーワールドカップや東京オリンピック・パラリンピック
の開催も控え、埼玉県における観光産業の確立に大きな期待が寄せられています。
　当行では、立教大学との産学連携協定に基づく取組みとして観光学部と連携し、地域情報誌「ぶらってシリーズ」
を発行しているほか、店頭での外国人のお客さま対応力の向上などに努めています。

■ 観光分野への取組み

　27年3月より、自動車部品関連メーカーを対象に、技術力強化や企業間連携
の強化等をテーマに、ぶぎん「ものづくり経営塾」を継続的に開催しています。
　専門家による講演や各社の事例発表を交えた企業交流会など、ニッチトップ・
グローバルニッチトップ企業を目指す皆さまの経営課題の解決をサポートして
います。

■ 自動車関連企業への取組み

ぶぎん「ものづくり経営塾」

具体的な取組み事例
　立教大学（観光学部）と連携し、県内の隠れた観光資源を発掘し紹介する

「まち歩きマップ」や「フリーペーパー」を制作、配布しております。

具体的な取組み事例
　28年4月より、店頭備え置きのiPadに「てがき翻訳」アプリを導
入し、外国人のお客さまが来店された際のコミュニケーションサ
ポートツールとして活用しております。

第5弾
MAP
武蔵野銀行＆
立教大学観光学部

武蔵野銀行、立教大学観光学部
産学連携事業

埼玉 地域交流フットパスプロジェクト

M

U S A S H I N O  B A N K  &  R IK K Y O  U N IV.Saitama

FootPath

私たち立教大学観光学部生は、埼玉で暮らし日常生活に幸せを見出している女

性たちを「SimpleでSmartな暮らしをしている埼玉の女性（Saitama）」=「3Sウー

マン」と名付け、彼女たちを紹介するフリーペーパーを制作してきました。今回が

その第3号ですが、遂にこの号をもって本シリーズが完結します。最後を飾るテー

マは「未来の3S ウーマン」！ これから社会人となり、自分の描く将来に向けて新

たな一歩を踏み出す彼女たちのお話は注目です。また、私たちが4年間を過ごし

た思い出深い新座・志木のオススメスポットもたくさん載っています。お楽しみに！

武蔵野銀行、立教大学観光学部

産学連携事業ぶらって笑顔新聞プロジェクト

TAKE FREE
第3

　26年2月より、埼玉県が国と連携して先端産業の育成を目指す「埼
玉県先端産業創造プロジェクト」に参加しています。県内の他金融機
関と連携し、新産業の育成・振興を積極的にサポートしています。
　また、27年5月に開設された「先端産業支援センター埼玉」と連携し
た支援にも取組んでいます。

■ 先端産業等への取組み

・ナノカーボン
・航空・宇宙
・ロボット

・新エネルギー
・医療

■ 埼玉県先端産業創造プロジェクトの取組分野

具体的な取組み事例
　27年11月、ソフトバンクが開発した人型ロボット「Pepper for Biz」を導入しました。コミュニケーショ
ン機能に重点を置き、人間の感情認識機能を装備している本ロボットを、来店いただいたお客さまへの「声
かけ」や「商品紹介」等で活用しております。
　28年8月からは、さいたま新都心パーソナルプラザにて、株式会社生活革命、ローレルバンクマシン株
式会社との協業による、番号呼出などの受付業務を開始し、ご来店されたお客さまをおもてなししています。

■「ものづくり経営塾」の主なテーマ

27年度 ・バーチャルエンジニアリングの現状とものづくり企業へのインパクト
・加工プロセス、解析シミュレーションが実現するものづくりの革新

28年度 ・IoT時代の製造業の方向性
・競争力強化に向けたデジタル対応・スマート工場化への取組み
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　26年9月より、地域の皆さまとともに、さいたま市の「見沼たんぼ」での小麦の生産と6次産業の創造に取組ん
でいます。
　28年6月には初収穫を行い、収穫した小麦を用いた製品化の取組みを開始しました。同年12月には試作品の
試食会を行い、製品化に向けた開発・改良に繋げていくなど、新たな地域産業創造に向けた取組みを行っています。

❖地域の魅力を発信

■ 見沼たんぼを舞台とした新たな産業の創造 −さいたま市内での小麦の地産地消を促進−

プロジェクト概要

「さいたま小麦トライアルファーム」

現在は見沼たんぼで作付していない
小麦の生産と商品化、販売を研究

生産者
農業関連事業者
食品関連企業

〈産業〉 〈金融機関〉

大学・研究機関
〈学校〉

地元協力者
〈民間〉

埼玉県
さいたま市
商工団体

〈官公庁〉

加工品
パン・ケーキ・お菓子ラーメン・パスタ・うどん

地元産野菜・果物

販　売
地元飲食店 サッカースタジアム 地元コンビニ 等

製品の試作・試食

６次産業
　1次産業者である農林漁業者が、
豊富な地域資源を有効活用し、原
料供給だけでなく、2次産業（加
工・製造）、3次産業（流通・販売）
を展開する経営形態。豊富な地域
資源を有効活用し、新たな付加価
値を生み出す取組み。
　1次×2次×3次＝6次産業

「見沼たんぼ“小麦”6次産業創造研究会」発足
現在は見沼たんぼで作付していない小麦の生産
復活に向けた研究会を立ち上げました。

約200キログラムの小麦粉になりました
さまざまな小麦製品を試食していた
だきました

26
年度

「さいたま小麦トライアルファーム」オープン
さいたま市見沼区での小麦栽培を開始しました。27

年度

初収穫した小麦を
用いて、市内の食
品加工業者などと
連携し、製品開発
を開始しました。

28
年度
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119名が元気にダンス!

　県内企業等46団体が参加し、リレー形式でリズミカルな音楽とユニークな歌詞に合わせ
てダンスを踊り、埼玉県の魅力をPRする映像「そうだ埼玉」の制作に協力しました。
　当行より行員119名が出演し、「郷士愛」を元気いっぱいのダンスで表現しています。

■ 埼玉県PR映像に出演

「そうだ埼玉」作詞・作曲・歌　社会人ロックバンド「６才児」（全員が埼玉県出身）
（サビの部分）
この町に生まれてよかったと　毎日思わないけど　嫌だと思ったこともないぜ
そうだ埼玉　そうだ　埼玉　そうだ　埼玉　そうだ　埼玉　そうだ　埼玉

動画はコチラ

［そうだ埼玉.comのURL］ http://soudasaitama.com/

そうだ埼玉

桐の表彰状

宿場町の街並みに合った黒と
白を基調とした和風の外観

　魅力あるまちづくりのため、春日部支店の建て替
えに際し、日光道中粕壁宿の歴史を伝える周辺の街
並みに配慮したデザインや色彩を取り入れました。
このことが評価され、27年12月、春日部市より春
日部市景観賞が授与されました。

■ 街並みに配慮した店舗づくり

さいたま市内営業店での写真展

　見沼たんぼの魅力と大切さを広く伝えるため、見沼・さぎ山交流ひろば主催
のもと、毎年開催されている「私の好きな見沼たんぼ」写真コンクールに協賛し、
さいたま市内の営業店ロビーにて受賞作品展を開催しています。
　また、年2回発行しているミニディスクロージャー誌において、28年10月
に開局した「造幣局さいたま支局」や、平成29年に開催される「第８回世界盆栽
大会」PRの一貫とした大宮盆栽美術館の作品を紹介しています。

■ 地域の魅力を発信

「私の好きな見沼たんぼ」写真コンクール受賞作品 大宮盆栽美術館

第8回 世界盆栽大会 in さいたま
世界中に愛好家が広がる「盆栽」。その
中心地は「大宮盆栽村」です。平成29年
4月には、さいたま市で「第8回世界盆栽
大会」が開催されます。

証券コード：8336

2015.4.1　2016.3.31

2016.3
Vol. 41

ミニディスクロージャー誌
DISCLOSURE
mini

第93期 営業のご報告

写真提供：大宮盆栽美術館（さいたま市）

造幣局 さいたま支局


