
静岡銀行グループの取組状況 
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2020年度のお客さま本位の業務運営の取組みについて① 

静岡銀行グループでは、お客さまに寄り添った活動（お客さま本位の行動）を通じてお客さま満足度の向上に努め、より多くのお客さまに選ばれる
ことで、保有者数（保険はご契約者数）やご契約件数、預り資産残高の増加を目指して取り組んでいます。 

お客さまアンケートによる
評価の検証 

お客さま本位の 
業務運営方針の実践 

    １．預り資産保有者数（保険は契約者数） 
    ２．預り資産ご契約件数 
    ３．預り資産残高 

2020年度のお客さま本位の業務運営の取組み 

あるべき姿を 
目指すための 

活動 

1．「お客さまアンケート」の実施 【業務運営方針①】 
  ・静岡銀行グループでは、お客さまの声に真摯に耳を傾け、より良いサービスのご提供・商品のご提案を行うために、資産運用のお取引をいただいているお客さまへアンケート 
   調査を実施しています。 
  ・2020年度は、より率直なお声をいただくために、アンケートの実施方法を「手渡し」から「郵送」に変更しました。 

2．人生100年時代に向けた資産形成をサポートし、幅広い年齢層のお客さまに対するコンサルティングの実践 【業務運営方針③・④・⑤】 
  ・お客さまのライフステージに合わせて最適な金融商品をご案内し、取引の開始から終了まで非対面を希望されるお客さまにはマネックスグループのマネックス証券を紹介して 
   います。 
  ・金融ジェロントロジーに対応するための体制整備を進め、高齢者向けの商品ラインアップの一層の充実を図りました。 
  ・静岡銀行では、さまざまなツールを使用して、保険機能を活用したコンサルティングのほか、積立投信による資産形成、「ほけんの窓口＠しずぎん」では保障性保険を含む 
   平準払い保険をご提案してお客さまの資産形成をサポートしています。 

3. 静銀ティーエム証券におけるお客さま本位の業務運営 【業務運営方針①・③・④・⑤・⑥】 
  ・対面型ラップの取扱いを開始するなど、ゴールベースアプローチ(※)によるお客さまの資産形成をサポートしています。 
  ・お客さまのご意向に沿った商品提案を実践するため、商品ラインアップを見直し、4銘柄（8商品）を新たに追加しました。 
  ・オンライントレードシステムにおいて、ワンタイムパスワード機能やメール通知機能等を追加し、セキュリティの向上を図りました。 
  ・営業員の業務用タブレット端末から、各自業務用パソコンの遠隔操作を可能とし、リモートワーク等への対応を図りました。 
  ※ゴールベースアプローチとは、お客さまの将来のライフプランの中で、その設定したゴールに向けた資産運用を実現するコンサルティングを行うことです。 

4. コロナ禍におけるアフターフォロー【業務運営方針①・②】  
  ・ 相場下落に対して、お客さまの不安を解消するため、情報提供に重点を置いたアフターフォローを実施しました。 
  ・ 静岡銀行で窓口販売する一部の保険会社において、リモート（電話）で契約を完結できる体制を整備しました。 
  ・ 保険のご契約者に対するアフターフォローセミナーをオンラインで実施しました。 

5. 行内資格制度の創設【業務運営方針⑥】 
  ・お客さまの課題解決に必要な資格取得を推奨するとともに、コンサルティング力向上のため、行内資格認定制度（４段階）を創設し、96名を認定しました。 
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2020年度のお客さま本位の業務運営の取組みについて② 
<業務運営方針①>お客さまの最善の利益の追求 

<図１>新規ご契約のお客さまに対するアンケート結果（10点満点での評価） 

<静岡銀行 平均点> 

対象商品：保険・投資信託 

<静銀ティーエム証券 平均点> 

対象商品：投資信託 

アンケート用紙の交付方法を郵送形式に変更したことから、手渡し形式に比べてお客さまの率直なご意見をいただくことができました。 

静岡銀行グループでは、これまで以上に幅広いお客さまのニーズにお応えできる商品・サービスの提供に取り組んでいきます。 

 

（点） （点） 

新規ご契約のお客さまに対するアンケート調査（全国地方銀行協会主催のＮＰＳアンケート共同実施に参加）を実施しました。 

 なお、より率直なご意見をいただくため、アンケート用紙の交付方法を郵送形式に変更しました。 

お客さまからいただいたご意見は、今後の活動の改善に活かしていきます。 
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2020年度のお客さま本位の業務運営の取組みについて③ 
<業務運営方針③>お客さまにふさわしいサービスの提供 <業務運営方針④>重要な情報のわかりやすい提供         
<業務運営方針⑤>手数料等の明確化 

従来 

今後 

20歳       30歳       40歳       50歳       60歳       70歳       80歳       90歳       100歳 

人生100年時代の生涯モデル 保障性 
保険 

貯蓄性 
保険 

遺言信託 

つかえて 
安心 

想いつなぐ 
信託 

中年層 高年層 

保険アドバイザー 
ほけんの窓口＠しずぎん 

静銀ティーエム証券 
非対面ニーズ：マネックス証券 

代理店 

代理出金機能付信託 

遺言代用信託 

資産額 

ライフイベントシート Wealth Advisors ＬＤＳ（ライフデザインシステム） 保険商品提案サポートシート わたしの相続プランシート 

 人生100年時代に向けて、さまざまなツールを活用して、お客さまのライフイベントに寄り添った最適なご提案をしています。 

 若年層のお客さまには、「積立投信」を中心に、長期分散投資による資産形成をご提案しています。 

 中年層のお客さまには、貯蓄性保険や「しずぎんラップ」等による「そなえる・ふやす」ニーズに対応しています。 

  また、保険の見直し等による家計費の見直しなどのニーズにも対応しています。 

 高年層のお客さまには、相続プランシート等を利用して、保険を活用した「まもる・そなえる」ニーズに対応しています。また、遺言信託のほか、お

客さまの認知機能の低下等に備える商品「つかえて安心（代理出金機能付信託）」や「想いつなぐ信託（遺言代理信託）」もご提案して

います。商品・サービスの提供については「高齢者ルール」を制定して、よりていねいな説明をしています。 

 保険商品については「商品概要書兼募集補助資料」、投資信託については「目論見書補完書面」「投資信託に関する確認書」等により、商

品内容やネット投信との手数料の違いなどをわかりやすく説明しています。 

投資信託 

積立投信 

しずぎん
ラップ 

若年層 

【ご提案ツール】 
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【静岡銀行】2020年度のお客さま本位の業務運営の取組みについて④ 
<業務運営方針①>お客さまの最善の利益の追求 <業務運営方針②>利益相反の適切な管理 

主催 テーマ 回数（うち土日） 参加人数 
アンケート結果 

満足できた方の割合 
お客さまの声 

静岡銀行 

人生100年時代を見据えた資産形成・資産運用 4回（0回） 226名 76.9% ・説明がわかりやすく、今後の投資の参考になり 

 ました。 

・自身の運用状況を再確認できて安心しました。 

・自分だけでは年金請求書の記入は無理でした 

 ので、助かりました。 

外貨保険のご契約者さまに対する運用報告 4回（4回） 204名 79.0% 

年金の請求手続き・仕組みセミナー 12回（8回） 390名 97.7% 

合 計 
20回（12回） 

 【うちオンライン8回】 
820名 87.3% 

<図2>お客さま向けオンラインセミナー実施内容の一例 

<図3>生命保険アフターフォロー件数 

非対面取引（マネックス証券およびネット投信）の推進 

<図4>積立投信の販売額・新規ご契約者うち非対面取引比率 

2019年3月末 2020年3月末 2021年3月末 

51,438 

62,101 64,758 

 コロナ禍において、これまで以上にお客さまのご希望をお聞きしたうえで、対面でのフォローを希望されるお客さまには継続して対面サポートを行い、

非対面でのフォローを希望されるお客さまには電話等で契約が完結する措置などを講じることで対応しました。 

 ネット取引など非対面取引ニーズが高まる中、持分法適用会社であるマネックスグループのマネックス証券を紹介する仕組みを構築しました。 

 お客さま向けセミナーは対面での開催が困難となったため、各投資信託運用会社、保険会社と連携してオンラインセミナーを実施しました。  

（件） 
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2020年度のお客さま本位の業務運営の取組みについて⑤ 
<業務運営方針⑥>従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 
 

お客さまの課題解決に資する技能検定としてファイナンシャルプランナー（ＦＰ）の取得を推奨しており、取得者数は増加しています。 

従業員のコンサルティング能力の向上を目的に行内資格認定制度を創設し、法人・個人分野のコンサルタントの育成に取り組んでいます。 

お客さま本位の業務運営方針については、公表後にその内容について解説集を用いて従業員に向けて周知しています。 

 
 銀行と証券の連携等ソリューション営業力を

備えた人財の育成を目的としたグループ間
人事交流を実施しています。 
 

 お客さまの課題解決に向けたグループ会社
連携強化等を評価する仕組みを創設しまし
た。 

静岡銀行グループの主な施策 

<図5>FP保有者数 

156 
177 185 

1,851 
1,898 1,968 

<静岡銀行> <静銀ティーエム証券> 

 
 静銀ティーエム証券では、以下の取組みによ

り、お客さま本位の業務運営を実践していま
す。 

   ・ファンドラップの取扱い開始 
   ・株式投資信託商品の拡充 
   ・営業用タブレット端末の機能拡大 
   ・オンライントレードサービス機能向上 

静銀ティーエム証券の取組み 

行内資格と保有資格 コンサルティング提案力 

（行内資格）ダイヤモンド 

シルバー、ゴールド、プラチナに加え 
• 中小企業診断士 
• 社会保険労務士 
• 税理士 
• 弁護士 
• 公認会計士 
• 不動産鑑定士 
• 行政書士 
• 司法書士 

（行内資格）プラチナ 

シルバー、ゴールドに加え 
• M&Aシニアエキスパート 
 または 
• シニアプライベートバンカー 

（行内資格）ゴールド 

シルバーに加え 
• FP1級（必須） 
• 事業承継・M&Aコース（金融業務2
級）または 

• 資産承継コース（金融業務2級） 

（行内資格）シルバー 

• FP2級（必須） 
• 法務3級（必須） 
• ＩＴパスポート（必須） 

<図6>静岡銀行の行内資格認定制度 

行内外のプロフェッショナ
ル人材と同質のレベルで
コンサルティングを行うこ
とができるレベル 

お客さまが抱える課題の
ヒアリングを行い、解決す
るためのツールや商品の
説明ができるレベル 

（人） （人） 

のうち1資格以上 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

【静岡銀行グループ】預り資産残高･保有者数･ご契約件数について 

 2020年度の取組みにより、静岡銀行グループが指標としている「預り資産残高」「保有者数（保険はご契約者数）」「ご契約件数」は以下の
とおり推移いたしました。 

<図7>預り資産残高、保有者数（保険はご契約者数）、ご契約件数(個人) 

静岡銀行グループでは「お客さま本位の業務運営方針」に基づき、お客さまに選ばれることを目指して取り組んでいます。 

静岡銀行グループ全体の保有者数（保険はご契約者数）・ご契約件数は増加しました。ご契約件数の伸び率は前年と比べ鈍化しました。 
 （2020年度 保有者数の伸び率：＋2.7（前年比＋1.7％）、ご契約件数の伸び率 2020年度：＋0.3％（同▲0.9％）） 

株式相場の上昇による時価評価額の増加等を受け、預り資産残高は前年より増加しました。 

一人ひとりのお客さまに合わせた情報提供やコンサルティングの実施、お客さまに寄り添うアフターフォローにより、保有者数（保険はご契約者数）・ご契約件数
の増加を目指すとともに、長期にわたりお取引いただける信頼関係を構築することで、残高の増加に結びつけていきます。 

<静岡銀行グループ合算> <静岡銀行> <静銀ティーエム証券> 

(億円) 
14,662 14,055 13,497 

(億円) 9,856 9,635 9,515 
(億円) 4,803 

4,420 
3,982 

※ 保有者数： 静岡銀行で保険・投資信託・公共債・外貨預金いずれかの取引があるお客さまと静銀ティーエム証券で口座を保有しているお客さまの合計人数 

(人) (人) (人) (件) (件) (件) 



1,078 1,192
1,406

17

49

42

127 139

71

2019年3月末 2020年3月末 2021年3月末

遺言保管者数(人)
遺言執行件数(件)
相続税申告等コンサルティング件数(件)

（億円） （人､件）
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【静岡銀行】保険機能を活用したｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞや相続関連サービス提供による課題解決 
<業務運営方針②>利益相反の適切な管理 <業務運営方針③>お客さまにふさわしいサービスの提供 
 

<図8>終身保険、個人年金保険等の残高･ご契約者数 <図10>一時払、平準払保険の取扱い商品カテゴリ 

8,609 8,592 8,913

141,263 144,842 147,667

201,768
209,387 210,207

2019年3月末 2020年3月末 2021年3月末

残高 契約者数(人) 契約件数(件)（億円） （人､件）  商品種類 
2021年3月末 

取扱商品数 比率 

一
時
払 

円建 10 29% 

  変額年金 0 - 

定額年金 3 9% 

定額終身 7  21% 

外貨建 24 71% 

  変額年金 3 9% 

定額年金 5 15% 

定額終身 16 47% 

合  計 34 100% 

平
準
払 

終身 15 22% 

定期・収入保障 13 19% 

医療・がん 32 47% 

個人年金・養老・学資 8 12% 

合  計 68 100% 

<図11>相続関連サービス 取次件数 <図9>一時払、平準払保険のご契約者数 

静岡銀行では、相続に関するサービスの充実を目的に、テレビCMの放映やホームページ上での来店予約フォームを新設するなど、より多くのお客さまにご利用いただく
ための取り組みをして参りました。 
お客さまの将来の備えを支援するための平準払個人年金保険など、保険商品のラインアップを拡充しました。 
商品の選定・改廃については、当行が公表している「お客さま本位の行動計画」に基づき「預り資産商品選定・見直しマニュアル」を制定し、第三者評価を基準とし
て適切に管理しています。 
 

(人) 
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【静岡銀行グループ】積立投信を中心とした資産形成の取組みについて 
<業務運営方針②>利益相反の適切な管理 <業務運営方針③>お客さまにふさわしいサービスの提供 
 

<図12>積立投信の保有者数･ご契約件数 

 
   

投資対象 
2021年3月末 

前年比 
取扱本数 

取扱商品 
比率 

バランス型 38 23% ▲2 

海外株式型 50 31% - 

海外債券型 22 14% ▲1 

国内株式型 27 17% - 

国内債券型 5 3% - 

REIT型 12 7% - 

その他 8 5% - 

合  計 162 100% ▲3 

<静岡銀行グループ> 

バランス型…ひとつの資産に偏ることなく、異なる複数の資産 
       や地域などにバランス良く投資する投資信託 
海外株式型…外国の企業の株式を中心として投資を行う投資信託 
 
海外債券型…外国の債券を中心として投資を行う投資信託 
 
国内株式型…国内の株式を中心に投資を行う投資信託 
 
国内債券型…国内の債券を中心に投資を行う投資信託 
 
ＲＥＩＴ型…投資家から集めた資金をオフィスビルなどの不動産 
                   に投資し、その賃貸収入等を分配する投資信託 

<図14>投資信託のラインアップ 

投資対象 

2021年3月末 

前年比 
取扱本数 

取扱商品 
比率 

バランス型 30 18% - 

海外株式型 44 26%  +2 

海外債券型 61 37% +3 

国内株式型 17 10% +1 

国内債券型 2 1% ▲2 

REIT型 13 8% - 

合  計 167 100% +4 

<静岡銀行> <静銀ティーエム証券> 

<静岡銀行>       （億円） 

 商品の選定・改廃については、静岡銀行が公表している「お客さま本位の行動計画」に基づき「預り資産商品選定・見直しマニュアル」を制定し、第三者評価を
基準として適切に管理しています。 

 Wealth Advisorsなどの提案ツールを使用して、お客さまのご希望をお聞きしながらリスク・リターンのバランスを反映したポートフォリオ提案を行っています。 
 複数の金融商品・サービスの提供に際しては、それぞれの重要な情報を資料を用いて分かりやすくご説明し、お客さまが比較検討できる体制を整備していきます。
また、情報の重要性を区別し、複雑又はリスクの高い商品においては、お客さまに伝わるよう工夫していきます。 

<図13>積立投信残高 

（件） （人） 
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【静銀ティーエム証券】投資信託を中心とした取組み 
＜業務運営方針①＞お客さまの最善の利益の追求 ＜業務運営方針③＞お客さまにふさわしいサービスの提供 

 
 

お客さまのニーズに合わせ、株式投信を中心とした長期分散投資を提案しています。 

 2020年10月からファンドラップの取扱いを開始し、積立や定期受取りの対応も可能としました。 

銘柄名 残高（百万円） 

1 グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型) 18,691 

2 ダブル・ブレイン 14,888 

3 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 13,510 

4 ﾋﾟｸﾃ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝｶﾑ株式ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型) 12,997 

5 ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ･米国成長㈱投信 Dｺｰｽ 10,906 

6 東京海上･円資産バランスファンド(毎月決算型) 8,680 

7 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙDX関連株式ﾌｧﾝﾄﾞ（予想分配金提示型) 8,584 

8 次世代通信関連  世界株式戦略ファンド 7,004 

9 ベイリー･ギフォード世界長期成長株ファンド 5,541 

10 ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ･米国成長株投信 Cｺｰｽ 5,487 

<株式投資信託残高・保有者数> <株式投資信託残高上位10銘柄> 

<ファンドラップ残高・保有者数> 

残高（百万円） 保有者数（人数） 

3,001 1,204 

（2021年3月末） 

（2021年3月末） 


