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ただいまご紹介いただいた北都銀行の斉藤です。
今日はこのようなすばらしい機会に恵まれまして、
とても嬉しく、また光栄に思います。スマートカレ
ッジのカリキュラムを拝見したところ、歴史や文化、
地域に加え、暮らしなどのテーマが多く、経済とい
うテーマは１つしかありません。そういう意味で、
今日の私の話は、どちらかというと、経済・経営に
基づく話になるので、皆さんの興味に応えられるか
どうか、あるいはご期待に応えられるかどうか、多
少不安なところもありますが、一生懸命務めますので、よろしくお願いします。
今日のテーマは、『女性が輝く』、いわゆる女性の活躍を促進し、地域をもっと元気に
しよう、というものです。１月に「女性が輝く先進企業」として内閣総理大臣賞という、
とても名誉な賞をいただきました。この受賞理由に、女性管理職比率が非常に高い、ある
いは女性の雇用に一生懸命といった数値的なものもありますが、一方で、女性活躍推進を
経営戦略として捉えている企業、とも評価していただきました。その点を我々は本当に嬉
しく思っております。我々は、単に女性管理職比率の数字を上げるために銀行経営を行な
っているわけではありません。経営戦略として、地域のお客様によりよいサービスを提供
するためには、女性の力が必要だ、と考えました。今、地方創生が安倍政権の中で大きな
テーマになっています。私は、この地方創生は、女性の力がなくては実現できないと思っ
ています。今、秋田県の課題、あるいは日本の課題は人口減少ですが、女性の力がなくて
は創生ができないと思っています。
そして、「今後、現役世代の高齢化により、生産年齢人口が減少します。だから女性を
活躍させなければいけない」と多方面から言われています。しかし私は、それよりももっ
と大事なことがある、「女性は成長のための眠れる資源」であり「女性の感覚を経営に取
り入れると、企業は成長するし、地域も発展する」と思っています。女性の感覚、そして
女性の視点によって、今までなかったサービスが生まれてきます。女性の力の活用という
面では日本、特に秋田県は後進県です。そういう後進県で、我々が全国の名だたる企業と
肩を並べて今回の表彰を受けたことは、非常に嬉しく思っていますし、この賞はただ我々
一企業がもらったということではなく、この秋田、地方に対するメッセージが込められて
いると思います。中小企業あるいは田舎の小さな銀行が全国の名だたる企業と肩を並べた
訳ですから、「地方もがんばれ」というメッセージだろうと思います。これからお話しし
ますが、我々の経営戦略を地方創生に活かすことができるのではないか、そういう観点で
進めさせていただきます。
まず、今日お話しする内容を整理しておきます。最初に簡単に銀行のプロフィールを説
明し、その後に今回いただいた「女性が輝く先進企業表彰」の件をお話しします。それか
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ら、アベノミクス成長戦略の中で主要テーマである女性の活躍を中心に説明します。そし
てアベノミクスの成果は中央に集中している傾向があり、地方への浸透は「これから」と
考えていますが、地方への浸透を享受するためには、何をしなければならないか、それに
向けた当行の役割をお話しします。我々の経営戦略には、女性活躍推進そのものである「プ
ランサーティ（Plan 30）」があります。それは「女性管理職を 30％にしよう」という我
々の女性活躍推進の取り組みです。女性活躍推進には、まだいろいろな課題がありますが、
女性活躍推進を秋田の新しい文化にしていくことが必要だと思います。そこで、最後には
秋田から全国に「秋田は女性が輝く県だ」と発信できるような取り組みが必要でないか、
ということもお話しします。
1.北都銀行のプロフィール
北都銀行は明治 28 年に増田町に創業いたしました。本店と支店をあわせた店舗の数は
83 カ店、県内に 79 カ店ですから、その大半が県内となります。そのほか去年の９月にイ
ンターネット支店、いわゆる仮想店舗を１カ店オープンしています。従業員の数は、1,500
名強、その内の女性従業員は 812 名で、半分以上が女性です。女性の内の 123 名が管理職
です。また、銀行の他に関連企業やパートナー企業がありますが、銀行本体だけではなく
てこれらを含め、全体で女性の活躍を推進していこうとしています。平成 21 年に荘内銀行
との経営統合により、フィデアホールディングスという持株会社をつくりました。その目
的は、業務を効率化し、より専門的な分野をフィデアホールディングスが担当し、両行は
お客様へのサービスをより向上させて、地域に密着した銀行になろうという狙いで、オー
プンプラットフォーム型といわれている方式で経営統合しました。
左が我々の企業グループ、パートナー企業でありま
すが、グループ企業としては、フィデアホールディン
グス、フィデアカード、フィデアベンチャーキャピタ
ル、フィデア総合研究所、フィデア情報システムズな
どがあります。またパートナー企業としては、ウェン
ティ・ジャパン、あきた食彩プロデュースなどがあり
ます。ウェンティ・ジャパンは風力発電の会社です。
また、あきた食彩プロデュースは農業の６次化をプロ
デュースする会社です。
2.女性が輝く先進企業表彰
それでは「女性が輝く先進企業表彰」の件でありますが、実はこれは去年できた制度で、
第１回目というとても名誉のある表彰でした。１月９日に総理官邸で表彰式があり、いた
だいて参りました。
受賞の状況ですが､セブン＆アイ・ホールディングスと当行が内閣総理大臣賞､カルビー
株式会社、資生堂、有限会社ゼムケンサービス、日産自動車株式会社、株式会社 LIXIL グ
ループの５社が内閣府特命担当大臣表彰でした。
表彰式は、とても興奮しました。我々120 年の歴史の中で、本当に銀行創設以来の大き
な出来事でしたので、とても緊張しました。そしてこの時に思ったのは、周りが錚々たる
企業なのですが、「我々地方の銀行にもがんばれば光を当ててくれるのだ」ということで
した。帰ってきたら、すぐにこれを銀行の女性の皆さんに伝えたい、とも思いました。私
が表彰をいただいて帰ってきたら、いろんな方や企業からお祝いやメッセージなどをいた
だきました。私が一番嬉しかったのは、女性行員からのメッセージでした。40 代の女性行
員より、「今まで、銀行に長く勤めていることに罪悪感があった。それはなぜかというと、
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若い人たちの職場でのチャンスを自分が奪っているのではないかと思えていた。今回の表
彰があって、私たちのやっていることが銀行のためになるのだ。そういう自信を持った。
今まで辞めようかと思うことが何回もあったけれども、これからはずっと銀行で働いてい
きたい」と、そういった内容でした。たくさんのお祝いやメッセージをいただきましたが、
私が一番嬉しかったのはこのメッセージでした。
我々が表彰された理由、評価ポイントの一つが、まずは「企業が目標を持っている、そ
して持っているだけでなくそれを公表している」、これが第１点です。そしてその上で、
「女性管理職比率が 26.7％を超えている。この数値は、銀行の業界平均を 10％程度上回っ
ている」とのことでした。なお、４月１日付で異動があって女性の昇進が増えていますの
で、現在の女性管理職比率は 28％を越えています。次に、「女性の従業員比率が 52.5％で
半分を超え、女性の雇用環境を創出している」という点です。そして最後に、「企業内大
学、北都 Women's college を開設するなど、積極的に女性人材を育成している」というこ
とでした。
この表彰までは、かなりハードルが高いのです。まずは、秋田県で推薦されなければな
りません。各県から１社推薦され、全国から集まります。その他に、各団体、たとえば経
団連や商工会議所などからも１社ずつ推薦されてくる。全体で 50 社ぐらいになるのですけ
れども、それから審査会を３回程度行ない、その中から７社選ばれ、最後に２つに絞られ
て選ばれる。ですから、とても名誉なことです。先程述べましたが、地方でもこつこつと
がんばればこのように表彰してくれるということは、一番嬉しいことです。そして有村担
当大臣の懇談会後の挨拶の中で、「北都銀行が選ばれ
たのには、安倍総理の強い思いがありました。その源
には、地方にがんばってもらいたいという気持ちが総
理に大きく働いていたことにありました。」といった
ことをお話ししてくださいました。
左は、昨年度末時点での北都銀行の管理職の割合で
すが、全体の管理職約 700 名ですが、この中でも 117
名が女性で、26.7％になります。地方銀行全体では 10
％程度に比べてかなり高くなっています。中でも女性
支店長が 17 名います。83 カ店中ですから、約２割で
す。これだけ女性支店長がいるというのは、他の銀行でもなかなかないと思います。これ
については後で経営戦略の中で詳しくお話しします。
内閣府男女共同参画局が行なっている「女性が輝く先進企業表彰」の規定には、「役員
・管理職への女性の登用に関する方針、取り組み及び実績並びにそれらの情報開示におい
て顕著な功績があった企業を表彰し、もって『女性が輝く社会』の実現に資することを目
的として今年度から実施するもの」とあります。ここで指す今年度とは 26 年度です。表彰
の種類には、内閣総理大臣表彰と内閣特命担当大臣表彰の２つがあります。
3.アベノミクス成長戦略と女性活躍推進
まず日本の大きな課題あるいは地方の大きな課題ということですが、人口減少と少子高
齢化にあるわけです。そうなりますと、消費者が減るわけですから、マーケットいわゆる
市場はどんどん小さくなり、売り上げもどんどん減っていくわけです。そして生産年齢人
口も落ちていきます。それらの積み重ねによって、国民所得はどんどん減っていくことに
なります。それを阻止する方法は、いわゆる価格競争ではなくて、付加価値のついた商品
・サービスをつくることにあります。難しい言葉で言えば、いわゆる「価値創造経済」と
いうことになります。そのためには、今までの雇用制度では行き詰まります。今までは終
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身雇用・正社員だけ・男性中心といった就業モデルがありましたが、限界に来ているわけ
です。画一的な雇用制度では、もたなくなってきて
います。そのため、女性活躍推進、いわゆる女性視
点で経済を動かしていくことが必要となってきま
す。女性の活躍は眠れる資源であります。これを活
かして、地域経済をしっかり支えて、あるいは創生
していくことが必要だと思っております。
左上は 15 歳から 64 歳の女性の就業率です。1980
年から 2013 年までですが、51.5％から 2013 年現在
62.4％へと高くなってきております。これは女性の
社会進出がどんどん増えていることと共稼ぎ世帯が増えてきた、あるいは勤務形態が多様
化してきていることもあり、女性の就業率がどんどん増える傾向は今後も続くだろう、と
思われます。
左下は日本の女性管理職の状況を世界各国と比べ
てみた場合ですが、日本は一番左端です。紫は女性
管理的就業従事者、いわゆる管理職です。青は女性
就業者。女性就業者から見ていきますと、やはり日
本は欧米に比べると低い状況にあります。高いのは
フランスです。それから、スウェーデンです。日本
は特に管理職の比率が低い。韓国は女性就業率が
41.7％で管理職は 11.0％、これはだいたい日本と似
ていると言えます。これは日本と韓国が労働・雇用
の歴史や文化が似ていることも言えると思います。
そして、日本の管理職が欧米に比べて低いのは、戦後の復興という大きな課題を抱えてき
た、復興には男性の力仕事が必要になったからこそ遅れをとっている、という見方もあり
ます。
左のように、女性役員の比率は惨めと言うしかあ
りません。ノルウェー、フィンランド、スウェーデ
ンの北欧３カ国が大きい数字となっています。ノル
ウェーは 44.2％、スウェーデンで 21.9％。日本は
1.4％。日本より一つ高い位置に韓国、中国で 10％
まで達していません。アメリカで 15％程度となって
います。なぜノルウェーがこんなに高いのか。クォ
ータ制というものをとっているからです。クォータ
制とは「割当」という意味で、「取締役会の女性役
員比率を 40％以上にしなければならない」と国により義務化されていることにその理由が
あります。フィンランドでは、国が定めたコーポレートガバナンスコードの中に「取締役
会に男女両方の性別があること」と明記されています。こういった理由で、この２国につ
いては高いものになっています。日本は、諸外国に大きく離されており、大きな課題であ
ろうと思います。
日本の都道府県別女性管理職比率を見ると、一番高い順に高知県・青森県、この２県は
20％を越えているわけです。47 都道府県の内、秋田県は 44 位で 8.6％です。同じような環
境の高知・青森に比べてあまりにも低い。何が原因か。一つの要因としては「高知も青森
も女性の起業家、自分で会社を興す女性の割合がものすごく高いが、秋田はかなり低い」
ということがあります。秋田の課題としてその辺りのことがある、と思います。
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安倍政権が「女性が輝く社会の実現」のため、2014 年に「女性が輝く社会に向けたシン
ポジウム」を開き、世界各国から人を集めて日本もやるぞという意思表示を去年いたしま
した。「女性が輝く社会の実現」は安倍政権の重要課題の一つとなっています。政府では
2020 年、東京オリンピックの年ですが、この年までに女性管理職を 30％にしようという高
い目標を掲げています。2013 年でまだ 11％を過ぎたばかりですから、2020 年までに実現
するのは大変きつい目標でしょう。安倍政権はやるといったら粘り強くやりますので、こ
の点はもっともっと強い政策が出てくるのではないか、と思っています。
過去、1911 年に平塚雷鳥が青鞜社（せいとうしゃ）を起こして、「婦人参政権運動＝こ
れから女性の社会的自由を確立させよう」という運動が始まりますが、この『青鞜』の本
の中で「もとは、女性は太陽であった。しかし、今は月である。」と書いています。その
昔、飛鳥時代には女帝の持統天皇もおりましたし、女性は地位が高かったのだと思います。
「今の時代は月だ」と言っているわけですが、それは自分で輝くのではなくて、誰かの力
を貰って輝いているような状況だから、「月だ」と表現したのでしょう。また、「これか
ら女性自ら輝いていく時代をつくっていくべきだ」という意味で、このようなことを言っ
たのだと思います。
女性登用の「見える化」は、とても大事なことです。今、企業はこれを求められていま
す。女性の活躍状況に関する情報は、専門用語で言いますと非財務情報に含まれるもので
す。非財務情報に含まれる企業の「見えない価値」、いわゆるバランスシートで言うと「含
み益」に相当すると思いますが、中長期的な競争力の見通しに役立つものとして、投資家
からとても注目されているものです。上場企業を分析したところ、「女性の登用に一生懸
命な企業は業績がいい」との報告があります。現状では、有価証券報告書を提出すること
が企業に求められていますが、その中には役員の男女別構成を記載することにはなってい
ません。先程お話ししたフィンランドなどでは必ず書くことになっていますが、日本では
書いていません。それともう一つ企業に求められるものに、コーポレートガバナンス報告
書というものがあります。企業をどのように統治しているかと、ガバナンスの問題を報告
する書類があります。これらの内容に平成 25 年４月に一部改訂がありました。役員の男女
別構成、役員の女性登用に関する現状、これらの記載例・記入例が明示されましたが、「記
載するかしないかは自由」とされました。556 社上場企業の内、約 17％が現在実施し、ま
だまだ２割まで行き着くことができない、というのが現状です。そして今後の取り組みで
すけれども、有価証券報告書に役員の女性比率の記載が義務づけられることになります。
これが平成 28 年３月からです。いやが上でもやらなければならない、そうでなければ市場
からは評価されない企業ということになります。そしてコーポレートガバナンス報告書に
おいて、企業における役員・管理職への女性の登用状況や登用促進に向けた取り組みを記
載するように要請されています。これらの結果、女性登用はこれから進んでいくことと思
います。
4.アベノミクスの成果と地方への浸透
アベノミクスの成果と地方への浸透についてですが、皆さんも新聞報道などでご存知の
ように、アベノミクスでの３本の矢がありました。まず第１は「大胆な金融政策」、これ
は成功しています。２％のインフレ目標を設定して日銀が頑張り、「異次元の金融緩和」
は引き続き行われています。市場にはお金がたっぷり出ています。これにより、企業は融
資を受ける、お金を十分に借りることができる状況にあります。そして「機動的な財政政
策」ということで第２の矢、これは 10 兆円の経済対策を行ないました。「国土強靱化計画」
というものも行なっております。そして第３の矢、これが一番大切なところなのですが、
「成長戦略」として、「新市場」＝成長分野の育成、「グローバル戦略」＝目を海外に向
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けて海外の成長を取り込む、「産業競争力の回復」＝日本の企業の足腰をもっともっと強
くしていく、海外の企業に負けないような企業をつくっていく、の３点です。これらの結
果、株価はどんどん上がりました。一頃７千円まで下がったものが、今は２万円まで３倍
近くになっています。そして、そろそろ出そろってきましたが、大企業は好決算となり、
過去最高益という企業もあります。そして、もの凄い円安ですね。70 円から 120 円になり
ました。そういう効果が、中央あるいは富裕層や大企業に偏っていると言われています。
ですから、安倍政権は「今こそ地方だ」と地方創生一色になってきているのです。そして
「地方創生」と「女性活躍の促進」がアベノミクスの第２弾となっているのです。先程も
お話ししましたが、女性の活躍推進が、一つは「多様な市場ニーズ」＝いろんなマーケッ
トに関わってきています。価格競争ではなくて、より質の高いサービス・商品を求めてい
る、その対応にいわゆる女性の視点、女性の資源が大切になってくる、ということです。
つまり、女性の潜在能力を掘り起こすことが、新しいマーケットに対応できることになり
ます。また、地方創生は国レベルでは「まち・ひと・しごと創生総合戦略」とされ、各市
町村も、県も、地方版総合戦略というものを年内に策定し、それを来年度から進めていく
という作業を一生懸命やっているところです。目的は、地方の「再生」ではありません、
「創生」です、「新しく創っていく」ことです。
5.秋田県の課題と北都銀行のミッション
秋田県の課題と我々の役割ですが、左は秋田県に
おける「人口減少と生産年齢人口の減少」のグラフ
ですが、棒グラフが秋田県の総人口で、折れ線グラ
フが秋田県の生産年齢人口であります。これはよく
出てくる数値なのでお分かりのことと思いますが、
2035 年には 76 万 3 千人、今より 30 万人ぐらい減っ
てしまう予想です。これは時代で言えば大正時代に
戻ってしまう、ということです。それだけ変化が激
しいわけで、2020 年に 100 万人を切ります。そして
2035 年には 76 万 3 千人になると、そして同じく高齢化が進むことで生産年齢人口も下が
り、どんどん減っていきます。先程も述べましたが、経済規模の縮小はとても憂うべきこ
となので、何とかしなくてはいけません。一方、中小企業の数もどんどん減っています。
ここ 10 年間で１万社以上減りました。平成 11 年には約５万社あったものが、今は３万６
千社程度です。これには企業経営者の高齢化という問題もありますが、その他に後継者問
題、「事業を承継する人がいない」という深刻な問題も絡んできます。今は平均寿命が 80
歳を超えているので、70 歳まで働いても十分やれることになります。北都銀行の町田会長
は 78 歳です。それでもバリバリやっていますので、65 歳で終わりだ、ということはあり
ません。我々も雇用延長して 70 歳まで働ける制度にしています。ですから、一つは新しく
会社を興す人＝起業家を育てる支援する、そしてもう一つはシニアの方々にもまだまだが
んばって貰うことが必要だと思います。そしてもう一つの問題が「秋田県民の県民所得が
低く、全国最下位レベルにある」ことです。平成 13 年と現在の格差水準は変わっていませ
ん。ですから、秋田県では付加価値をもっと高めていかなければいけません。何回も言う
ようですが、そのためには眠れる資源である女性のパワーが必要だと思います。47 都道府
県の内、県民所得は 43 位です。
これまでいろいろ課題を申し上げました。自社の宣伝になってしまうのですが、その課
題に北都銀行がどう取り組もうとしているのかをお聞きください。
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我々の経営戦略・経営基準は、左にありますよう
に、地域の課題に真正面から取り組んでいくことで
す。秋田県は、先程述べましたように人口減少・高
齢化という大きな課題を抱えています。その課題を
解決するために「北都銀行は何をしなければならな
いのか」を考えたわけです。秋田県は大変資源に恵
まれた県です。先程皆さんで歌いました県民歌にも
その一節が出てきますとおり、大変資源に恵まれた
県だと思います。そこで最初のものとして、その資
源の中に「風」という資源利用を考えました。現在、原発問題でいろいろエネルギーが見
直されてきています。原子力発電が低く抑えられ、他方、自然エネルギー・再生可能エネ
ルギーが大変注目されてきています。その中に「風力」があります。秋田県は全国の中で
もとても風＝風況（風の状況）に恵まれた県です。ですから、この風という資源を使わな
ければいけない、と思います。そして今、風力発電が政府からも求められているので、ぜ
ひ我々も取り組んで行こうとしています。最初に申し上げたパートナー企業の中の「ウェ
ンティ・ジャパン」が、それを担っています。秋田県には現在 140 基の風車があり、この
後 200 基の設置計画があります。そのうちの 100 基が具体化に向けて進んでいます。200
基となる経済効果が 1,600 億円です。１基あたり８億円とすると、1,600 億円の投資があ
ることになります。これまでの秋田の風車は、全部中央の資本で作られました。経済効果
はほとんど秋田に落ちていません。全部中央に吸い上げられているのです。ですから、我
我は大事な資源を我々で使おうと、自分たちで会社を作って地域の雇用を生み出すだけで
はなく、そして我々の会社で全部の経済効果を秋田に落とそう、そういう目的で進めてい
ます。ただ、いろいろと公害問題・環境問題がありますので、それらをクリアするために
実直にやらなければならないし、環境アセスメントには我々も特に気を遣っています。先
程言いましたように、経済効果が凄いのです。この風車は高さが 90ｍ・羽の直径が 100ｍ
近い、そして何よりも１基の部品点数が２万点もあります。そうすると中小零細企業まで
が、この風車に関わることができます。
２番目の６次化アグリビジネスですが、秋田県の農業は大変な課題を抱えています。そ
れは何か、生産額が低いことです。秋田は農業県です。しかし、生産額は東北で最下位な
のです。それはなぜか、生産だけで終え、加工はしない、付加価値をつけないので生産額
が低い、という結果になるのです。付加価値が低いことは、農業所得が低くなることです。
こういう大きな課題があるので、それを我々で解決しようと、「あきた食彩プロデュース」
という会社を作りました。秋田県は枝豆日本一を標榜しています。あきた食彩プロデュー
スで企画・開発した第１号がその枝豆を使ったスイーツです。枝豆を茹で、フリーズドラ
イにし、それをホワイトチョコでくるんだものです。大変な人気になりまして、これから
海外にも持って行こうとしています。
３番目がシニアビジネスです。秋田県は高齢化日本一ですが、でもこれはチャンスでも
あるわけです。高齢者の方々に長生きをしてもらい、生き生きとした地域を作ってもらう
ことができるわけです。そして、そこにはいわゆるシニアマーケットがあります。そのシ
ニアマーケットにビジネスチャンスを求めていく商売もできますから、高齢化という変化
をビジネスチャンスとして捉える絶好の好機ではないかと思います。そこで、業者の方々
・金融業者の方々・関係団体の方々を集めてシニアマーケット研究会というものを作り、
それを今勉強しているところです。
そして４番目が、グローバルビジネス、いわゆる海外ビジネスです。秋田県はどんどん
人口が減っていきますので、そのパイが少なくなった分を求めて海外にチャレンジしてい
- 7 -

くことが必要になってきます。アジアの成長を秋田の成長に取り込むことが大事になって
きます。そういう意味で、今我々はグローバルビジネスを展開しています。去年の７月に
バンコクに駐在員事務所を設け、この１月に我々のパートナー企業のあきた食彩プロデュ
ースが台湾に事務所を設けました。これは、我々がそこでビジネスをするのではなく、秋
田県をタイあるいは台湾に売り込んで観光客を増やそう、秋田の食やいろいろなものを販
売しよう、販路を開拓しようという狙いで事務所を置いています。海外戦略には特に我々
も力を入れています。
我々の反省すべきこととして、今までは「地域を活性化するには誘致企業が一番だ、誘
致企業を呼び込むことで雇用を促進していこう」という考え方です。それではいけない、
地域に根ざした産業を興さないといけない、今新しい産業は何かというと「地域資源を活
用した産業」なのです。それはエネルギーの、風の産業であり、あるいは６次化という産
業であり、あるいはシニアマーケットという産業であり、このような地域に根ざした産業
を興していくことが、これからは必要になると思います。そして今回の地方創生に向けて、
我々は先に示した４つの戦略を下のように８つへと細分化しました。
① 自然エネルギーを活かした産業・雇用創出
② 強い中小企業＝新しい企業ではなくて、既存の
企業に強い競争力を持たせる
③ 農林水産業６次化を支援していく
④ 高齢者が生き生きと生活できる地域づくり
⑤ 女性が活躍する地域づくり
⑥ 海外・県外からの移住促進
⑦ アジアの成長を取り込むグローバル戦略
⑧ 観光・交流人口の促進
と細分化して、地域のイノベーションを起こそうと考えています。この中の５番目に「女
性が活躍する地域づくり」が登場するわけです。
6.北都銀行の経営戦略と女性活躍促進
私が頭取になったのは、平成 20 年６月でした。その頃の経営環境としては、大変なデフ
レ経済＝閉塞感のある経済でした。企業は円高でどんどん海外に移転した時期でもありま
した。そしてリーマンショックが起きました。北都銀行としては、大幅な赤字決算に追い
込まれました。前例踏襲といういわば保守的な体質で、なかなか新しいことに挑戦しない
銀行でした。「上から目線の銀行」で、本部の者が現場＝営業店に出ないというような企
業体質がありました。私は、これをどうあっても打破しないといけない、180 度経営を転
換しよう、という決意で経営に臨んだわけですが、最初に「組織改革」を行ないました。
組織を縦割りから横の連携を強化することにシフトし、できるだけ意志決定を早くするよ
うにしました。それまでハンコ・稟議(りんぎ)を重視する「手続きの文化」が浸透してい
ましたが、それを「議論する文化」へ変えようと、経営会議で議論して決める、そういう
改革を行ないました。次に、抜本的な人事制度の改革も行ないました。詳しくは後程ご説
明します。そして、経営ビジョンを明確にするとともに、「地域の課題に一生懸命取り組
む」というミッションを経営ビジョンに入れました。
人事制度の見直しの件ですが、「企業は人なり」とも言われます。もちろん我々もそう
です。またこれは古来からも言われていす。武田信玄は「人は城、人は石垣、人は堀、情
けは味方、仇は敵なり」と言っています。また、「城をつくるのではなく、人をつくるの
だ」と言い、実行しています。だから「人は城と同じ、人は石垣と同じ、人は堀と同じだ」
ということなのです。何よりも私が感動するのは「人は石垣」という言葉ですが、石垣と
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いうものは一つとして同じ形のものがありません。長いもの、短いもの、丸いもの、尖っ
たもの、色も違って、本当にいろいろあります。こういう人材が必要だというメッセージ
なのです。企業も同じです。ダイバーシティーと言われますが、いわゆる多様性が必要な
のです。女性もその一つです。まず行員、これには男性も女性もいます。そして契約行員、
これも 300 名以上いますので、それだけの個性があるのです。我々はパートさんとは呼ん
でいません。「手伝ってくれる人」という意味で“キャストさん”と呼んでいます。そし
て、外部の人材。外部の人材を 20 名くらい、大手銀行・県庁・コンサルタント会社・外国
銀行などから招聘し、役員に登用しています。そしてシニア行員、70 歳まで働ける制度に
していますので、今まで培ったノウハウをぜひ銀行のために活かしてほしい、そういう人
事制度にして、更に「失敗を許す」、それから「若手を登用する」、女性もその中に入り
ますし、「キャストさんから行員になる制度」もあります。私が頭取になってから今現在
まで、約 90 名がキャストさんから行員になり、更に２名が支店長になっています。キャス
トさんも支店長になれます。そういう人事制度の見直しを行ないました。それまでは、た
とえば１回失敗するとなかなか起き上がることができなかったのですが、我々はそれを許
します。つまり、いくら処分を受けても一生懸命頑張ればすぐに戻る、という制度にして
います。「失敗を許す」文化になろうとしています。
今女性の活躍推進の中で、なぜ女性管理職が多くなっていくかというと、新しいビジネ
スモデルを経営改革の中で行なった結果です。最初から女性活躍推進をターゲットとした
のではなく、新しいビジネスモデルを作り、それが「女性に合っていた」ということです。
そして、適材適所の人事を行ない、結果、女性の比率がどんどん高まっていた、というこ
とです。ですから、経営戦略そのものになるのです。その一つは、「インストアブランチ
（以下、ISB）」と言い、これはいわゆる「365 日営業するショッピングセンターの中にあ
る店舗」のことです。土日はもちろん、大晦日も、元旦も営業しています。ISB は、特に
女性が向いています。
二つ目として、「バンカシュアランス」ですが、これは欧米ではごく当たり前に行われ
ている「銀行の中で保険の申し込みや相談ができる」というビジネスモデルです。全国の
地方銀行の中でも当行は比較的早い段階で取り組みました。ISB は県内４店舗あり、御所
野、土崎、大曲プラザ、本荘石脇のイオンモール、それぞれのショッピングセンターの中
にあります。営業スタイルで一番大切にしているのは、お客様とのコミュニケーションで
す。支店長はもちろん女性ですし、ほとんどが女性で、全て女性という店舗もあります。
「バンカシュアランス」では保険の見直しを行なうのですが、電話での申し込み、最近は
Web での申し込みも出てきましたが、先に予約していただき、来店してゆっくりご相談を
していただきます。そのライフプランに応じて提案し、解決方法をご相談し、最後に納得
を得られれば契約となる、という流れになります。我々はセールス to コンサルティングと
呼んでいますが、「セールスはしない、お客様の相談に真心込めて応じ、そこでお客様が
望めば成約となる」というものです。こちらからお願いしますとは言わない、相談だ、コ
ンサルティングだ、という形でやっています。これも女性の方が向いているのです。男性
だと短気でうまくいかないのですが、女性は辛抱強く、きめ細かく、お客様の話をいろい
ろと聞いてくれますので、女性にぴったりあったビジネスモデルだと思っています。だい
たい１回の相談に２時間ぐらいかかり、最後までとなると３回から４回の相談が必要にな
りますので、かなり時間を要します。そういう意味でも、大変女性にあったビジネスモデ
ルだと思っています。
ISB の御所野支店ですが、平成 21 年 5 月に第 1 号店としてオープンしました。この御所
野支店では、たとえば、資産運用・住宅ローンセミナーであったり、あるいはお客様向け
の英会話教室であったりと、いろいろなコミュニケーションを深めるために様々なイベン
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トを行なっております。また元日からの営業もしています。ISB となってからかなり業績
がよくなりました。半期ごとの決算、お店の売れ行きが、実は御所野支店はほとんど毎期
ごとに赤字でした。しかし、ISB にしてからどんどんよくなった、そして支店単位の個人
預金も個人ローンもどんどん伸びてきている、ISB が当行としても新しいビジネスモデル
になってきている、ということです。バンカシュアランスの保険の関係ですが、来店客は
どんどんどんどん増えてきております。４年間で８千組を突破しております。それに関す
る利益も順調に増えてきています。
先程、私が頭取になってから経営改革を行なっ
てきたとお話ししたわけですが、平成 20 年から５
年ほど従業員の意識調査を行ないました。左のグ
ラフにあるとおり、非常におもしろいデータが出
てきました。まず、「従業員の経営に関する信頼
感」ですが、業界平均が赤、北都銀行が青になり
ます。３が一応の合格点と見られていますが、任
意でやっていることですし、業界といっても全部
の企業というわけではありません。更に、地方銀
行は少なくて、大手保険会社あるいは証券会社・銀行が多い状況です。一番惨めな数字は
私が頭取になった頃で、当行が 2.35 に対して業界平均が 3.15 で、その差がものすごく大
きいものでした。リーマンショック後の、各銀行もそうだったのですが、赤字決算になり、
その結果として行員のモチベーションが低下したことに、その理由がありました。その後、
経営改革に入ってどんどんよくなり、３まできたところです。下部の２つのグラフは、経
営トップのビジョンの発信の度合いあるいは変革への意欲について、当行に関する変化の
みを示したものです。最初に目につくのは、平成 20 年の 2.8 および 2.74 という数字です。
これは、ビジョンの発信をほとんどやっていない、変革の意欲もほとんど感じられない、
ということです。これも翌年からどんどん上がり、経営ビジョンの発信はほとんど業界平
均に、そして変革への意欲は業界平均を超した、というような従業員意識の変化が出てき
ました。
従業員表彰という制度が当行にあります。頭取が
年に２回、業績あるいは会議の中で、あるいは自己
啓発などで顕著な方を表彰するものです。左上グラ
フの赤の部分が女性です。青の部分が男性で、年に
よっては女性の方が多い年もありますが、おしなべ
て女性が増えています。そして女性の中でも、黄色
の部分は、キャストさんです。キャストさんの中で
も表彰を受ける人がいます。全従業員 1,500 名強で、
去年はその中でも 60 名ぐらい表彰したわけですが、
女性が増えてきています。
業績の推移と女性管理職の推移を見てみますと、
先程女性管理職が多い企業ほど業績もよいという話
をしましたが、当行の場合もそれが直接あてはまる
のかというところは解明できませんが、左下グラフ
のようにそれぞれの結果を一つのグラフにしてみる
とそのようなことが言えます。青い折れ線グラフが
女性の管理職比率です。赤い棒グラフ部分が純利益
です。同じように上昇しているところから、そのよ
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うなことが言えると思います。そして緑の部分が女性中心の業務分野の利益です。これも
どんどん上がってきている。吹き出しにはその時々の出来事を書き出しました。平成 20
年には頭取就任、平成 23 年には企業内託児所をつくりました。それから Plan 30 を始動、
Woman's college 設立などといろいろありますが、それと同時に増えてきています。
「我々は数字のためにやってきたのではない」と冒頭にお話ししましたが、そのことを
日経ビジネスの３月号にテルモ社取締役の松永真理さんがコメントしてくれています。私
はこの方と全く会ったことも話したこともないのですが、「北都銀行は女性管理職比率
26.7％(平成 26 年９月末現在)を誇る。これは女性を活躍させるための施策をとったからで
はなく、あくまで企業競争力を高めるためにとった経営戦略の結果であり、2014 年３月期
には過去最高益を達成した。昨今、私も銀行で保険商品を購入することが増えてきたが、
それも女性行員によるお薦めがあったからこそである。北都銀行はそういう生活者ニーズ
を鋭くつかみ、業績アップにつなげていったのだ」とたいへん嬉しい言葉をいただいてお
ります。
7.「Plan 30」の策定と取り組み
「Plan 30」とは、女性管理職比率を３割にしようという取り組みで、平成 24 年７月に
発表しております。私は「数字が目的じゃない」とこれまで何度もお話ししていますが、
これもあくまで数字としてのものではなく、更に「みんなでやろう」というものでもなく、
経営の覚悟というか、自分に課する義務というか、経営戦略として「こういうものでやっ
ていくのだ」と示すために「Plan 30」をつくった、ということです。「平成 30 年３月 31
日までに 30％にする」というものですが、すでに 28％を越えましたから、それまでには達
成できるだろうと思っております。なぜやるかは、先程お話ししましたように、「女性の
潜在能力の活用」です。北都銀行は約 52％が女性です。このパワーの活用なくしてはもう
成長できません。そして、女性の視点を経営に取り入れると同時に、女性の感覚あるいは
マーケティングなどを取り入れる、ということです。
先の話と重複するかもしれませんが、北都銀行の
人員構成は、平成 20 年の４月の時点では女性はまだ
半分に至っていませんでした。平成 20 年 4 月の時点
では女性が 44％でした。平成 22 年４月の 800 名、
ここから半分を超えました。そして、平成 26 年 10
月には 52.3％となっています。この要因は、我々の
経営戦略そのものもあります。そして人事制度によ
って女性をどんどん登用できる制度にしました。結
婚しても辞めなくてもいいようにしています。そし
て採用でも女性が多くなってきています。平成 20 年から女性の方がどんどん多くなってい
ます。女性管理職比率と女性支店長の推移を見ますと、これらもどんどん上がってきてい
ます。平成 20 年には７％で３支店長だったものが、平成 27 年 4 月には 28.4％で 17 支店
長となりました。
私が「Plan 30」を発表した時に、８名の女性が立ち上がって「女性サポートチーム『Rise』」
を結成し、支援してくれました。「女性の意識改革をこちらからお願いしていないのに、
自分たちで進めよう、広めようとしてくれる」という、うれしいこともありました。続い
て第２期のメンバーも８名で誕生しました。こちらも、意識改革あるいは業務改革に取り
組んでくれています。たとえば２期メンバーが取り組んでくれたのは、「自分たちがこれ
からどんどん活躍しようとする上で足りないのは、融資の知識だ」「自分たちで勉強しよ
う」「自分たちで声を上げて業務日あるいは土曜日に集まって勉強する」、以上のように
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「自分たちで頑張る」という風土（社風）づくりを担っていました。勉強会は、今まで延
べ 14 回 200 名以上が参加しています。
そして企業内大学ですが、今３期生 25 名が大学に入っています。これは公募で行ないま
す。ですから自由に参加できます。そしてこの中にはキャストさんから支店長まで幅広い
方々が集まってきます。20 代から 50 代までです。６カ月の期間、大学がありますが、１
カ月に２回程度行ないます。特に自分が管理職になった時のマネジメントを勉強すること
にしています。そしてこれは女性の意識改革、あるいは女性登用の登竜門になるというグ
レードになってきています。
もう一つ、女性が中心になって銀行の中に『English College』ができました。今、北都
銀行はグローバル展開を積極的に行っています。アジアの各地にアライアンス＝提携を結
んでいる銀行がたくさんあります。そこから、若い女性が中心になって、自分たち北都銀
行行員も自ら英語を身につけなければいけない、という問題意識のもとでつくられました。
この運営をしているのも若手の女性行員６名です。「自分たちでテキストをつくり、自分
たちで運営していく」という風土になってきています。
職場環境の整備として、企業内保育施設をつくって、今２カ所目もできつつあります。
更にそして、「ママ・ドゥ・カフェ」といって、育児休暇者・産休取得予定者・先輩ママ
行員たちの情報交換の場があります。いろんな不安解消だとか意見交換・情報交換の場と
なっています。また、産休・育児休暇中の行員が常に銀行とコミュニケーションがとれる
ようにと、タブレットを渡しています。イントラネット（北都銀行の社内ネットワーク）
の中でいろいろな銀行の情報が全部得られ、不安を解消する手段にしています。
9.女性活躍推進の今後の課題
今後の課題ですが、社内アンケートの「女性の活
躍機会拡大は、当行の成長を支えるか」という質問
に「はい」と答えた方は全体で 85.4％、女性だけで
見れば 86.7％と多い（左上）のに、「今後、私も活
躍したい、場を拡大させたい」と答えた女性が 46.8
％で、半分に達していません。私はこの 46.8％とい
う数字はものすごく高いと思います。産業能率大学
が新入社 員に対するアンケー ト調査 を昨年実施
（「2014 年度新入社員の会社生活調査」2014 年６月
発行）していますが、その中でキャリア志向かどう
かを尋ねたらおよそ 29％しかいなかったそうです。
ですから、当行の 46.8％という数字はものすごく高
い数字だと思います。そして社内アンケートの中に
は「海外勤務は大丈夫か」という質問には、約 60
名の女性が海外勤務をしたいと答えていたことも加
えておきます。
次に「女性活躍の鍵となるものは何か」です（左
下）。一番高いのは「女性の意欲の向上」で、全体
で 40.2％。なぜこんなに高いのかというと、男性が 52.3％でもっとも高く、全体を押し上
げているのです。これに対して、女性は 30.3％です。その他の育児対策・上司の理解・男
性の意識改革の回答について、男性はほぼ 16％になっていますが、女性は育児対策も上司
の理解も 30％ほどで、休暇が取りづらいとか子育てのために残業がネックになることなど
を「意欲向上」と同じくらいに問題にしています。ここに課題解決に対する男女の認識に
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は大きなギャップがあることが判ります。
両者ともに低い結果にはなっていますが、男性の意識改革は重要です。育児・家事を女
性だけに任せていては、女性活躍の場の推進は広がりません。ですから、我々もこれに取
り組んで行きます。男性の意識改革をするために「イクボスセミナー」を開催しています。
また、「イクボス披露表明」というものもあります。イクボスとは、「ボスを育成する。
職場の信頼のできる上司をつくる」ということです。これまでに育児休暇を取った人数で
すが、女性がほとんどとっています。男性はここ５・６年で３名しかいません。この状況
を改革しなくてはいけない、そういう意味でこの４月から北都銀行では育児休暇制度を制
度化し、男性も全員とることにしました。
ワークライフバランスについては、「時間外のない職場を作ろう」と、フレックスタイ
ム制を導入しています。コアタイムは午前 11 時から午後３時までです。この時間を「必ず
いて欲しい時間」とし、その前後は出社・退社ともに自由だ、という制度にしました。こ
れにより、育児に専念できるようにしています。
これも課題の一つですが、先程言いましたように、半分以上は「今のままで良い」と考
える女性がいるわけです。その人たちも公平に人事処遇していかなければなりません。そ
ういう意味で女性の活躍の場には、ゼネラリストとスペシャリストの二つがあると思いま
す。「ゼネラリストは、役員だとか支店長だとか部長だとか、そのようなキャリア志向の
ラインを目指す人」であり、「スペシャリストは専門家、たとえばバンカシュアランスの
専門家あるいは法人融資の専門家などを目指す人」です。それぞれを目指せるような複線
的な制度にしなければいけない、と思っています。
「女性登用に対する女性職員の声」です。「『女性が優遇されすぎている』と思ってい
る男性が少しでも減ることを願いたい」「キャリアアップだけが働きやすい職場とは思っ
ていない。両立できてこそがんばれる」「女性活躍の機会が増えるのはすばらしいが、仕
事の量も責任も重くなり、家庭と子育てと仕事のバランスをとることが難しくなってきて
いる。女性は仕事だけではなく、抱えているものがたくさんあることを分かってもらうと、
どんどん輝ける」「男性と同じ立場に立つことよりも、女性だから力を発揮できる場に立
ちたいと思っている」このような意見が、生の声として出てきています。
10.「女性が輝く地域社会」を秋田から全国発信～人材の多様性と起業家の育成～
「女性が輝く先進企業表彰」の表彰式が終わった後、その喜びを女性に伝えたいと、私
が帰ってきての２月からですが、女性行員とともにランチミーティングを４カ所で開催し
ました。用事があって参加できない女性行員も多く、全員が参加することは難しいのです
が、それでも秋田の会場では 160 名が、４カ所合わせて全女性行員約６割の 500 名以上が
参加しました。私の思いをお話しして、女性行員は大変感謝してくれました。アンケート
をとりましたので、その時の女性行員の声を紹介します。「頭取の思いをしっかりと聞く
ことができて、大変勉強になった。女性活躍は企業にとって女性の力が必要だと認めてく
ださったトップの考え方があってこそだと思う。北都で働けることを誇りに思い、がんば
っていきたい」「長く勤めていきたい。これからも北都銀行で働きたいと思う」「注目さ
れている銀行で働けて嬉しく思う」「育児や介護を仕事に活かす、日々の生活に無駄なこ
とは何一つもなかった。仕事に活かすことができるのだと自信につながった」、このよう
にさらにモチベーションが上がっています。学者の言葉に「イノベーションには多様なア
イデアが必要である。働き手が同質的な企業では、アイデアも同質的になり、イノベーシ
ョンが生まれない」というものがあります。ですから、先程私が言いましたように、いろ
いろな人材が数多くあれば、いろいろな価値が出てくることになります。
今、いろいろ進めている中に、秋田大学との新戦略連携協定があります。海外、医理工
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連携、人材育成、起業／就職支援、地域活性化の５つの戦略を秋田大学と進めています。
その中でも「人材育成及び女性の活躍推進」は、女性の研究者や起業家を大学で作ってい
こうとするものです。この４月に秋田大学に北都銀行の寄附講座を開設しました。起業力
養成講座として、その目的は女性の研究者・起業家を育てることです。女性も結構来まし
たが、もちろん男性も来ても良いのです。１回目の講義には 120 名の応募がありました。
この講座は 20 名の募集でしたので、選考させていただいて現在 25 名の学生がいます。そ
の中に女性が３名入っていますので、ぜひ女性研究者や起業家が出てくれれば良い、と思
っています。
そして今、「女性経営者ビジネススクール」も検討しています。秋田県は女性社長の人
数が大変低い県ですから、女性経営者、これから経営者になろうとする人を対象に、女性
経営者ビジネススクールを７月から立ち上げようとしています。女性のマネジメント力を
あげることで、秋田県全体の力になっていただきたい、そう思っています。
更に、「輝く女性の秋田会議」というものも検討されています。秋田県は何かと暗いイ
メージがあります。ですから、ぜひこれを明るいイメージに変えようと、「女性が最も輝
く県」だと全国に発信する予定です。８月頃を予定しています。
最後に、もう一言申し上げたいと思います。それは資生堂のことです。実は資生堂は、
女性が従業員の８割なのです。そして、取引先の消費者の９割は女性ですから、女性の活
躍にはかなり力を入れていると思います。表彰式でご一緒した関根常務は、酒田の出身で、
酒田の高校を出て資生堂に入った方です。それも、美容部員で入りました。山形勤務です。
そして、先程バンカシュアランスのところでお話ししたような「セールスをするのではな
く、お客さんの悩みを聞いて応えていく」というスタイルの営業モデルを作ります。それ
がどんどん伸びていって、関西の責任者になりました。その後、常務として女性活躍推進
担当となり、進めてきた方です。
今、私は地方創生を銀行の最大の重要テーマにしています。県外の方の意見をアドバイ
ザー的に取り入れて地方創生の参考にしようと、外国人を含めた県外の方にお願いしてい
るところですが、その中の一人が関根常務です。先日、関根常務に会ってきました。その
場ですぐにＯＫしてくれただけでなく、アイデアもすぐに出て、「秋田県は美人の県だ。
そして高齢化ナンバー１もあるけれど、これを逆手にとって、資生堂の『美の哲学』と結
びつけたらどうだろう。資生堂には化粧品しかないように見えるかもしれないが、資生堂
の哲学には『心の美』というものがある。これを地域の活性化のために役立てることはで
きるのではないか」、そんな話をして来ました。
今後とも、私は地方創生に邁進していきたいと思います。今日はご静聴ありがとうござ
いました。
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