
　当行および関連会社の役職員、約2,200名分の募金を基に寄付活動を行うなど、地域に役立てています。平成27年
度は、お身体の不自由な子供たち100名を東京ディズニーリゾートへご招待したほか、福祉施設に入所されている方
など428名を（公財）千葉県文化振興財団や（公財）ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉が主催するクラシック
コンサートへご招待しました。また、歳末たすけあい寄付等も行っています。

小さな親切運動
　女性の就業継続支援とキャリア開発支援の一環として、さま 
ざまなセミナーを行うことで女性の意欲向上を図るとともに、 
中長期的視点で管理職候補者を育成しています。また、管理職向けに
意識改革セミナーを実施し、風土作りを行っています。

キャリア開発研修

○��指導的地位に占める女性の割合を、平成30年3月までに18%以上にする

○��女性の渉外営業職の人数を12名から25名以上にする

○��年次有給休暇取得促進を図るために、ファミリーデー（記念日）休暇の取得を促進する

行 動 計 画

　女性の活躍は、人財戦略のなかでも重要なテーマと位置づけ、
平成28年4月から平成30年3月までの2年間を第1期として、女性
活躍推進に関する「行動計画」を策定しました。

女性の活躍推進

　さまざまな価値観を持った多様な「人財」が、前向きに仕事に取り組める職場環境を実現し、活力ある組織を
作り上げることで、お客さまから選ばれ続ける銀行を目指します。

　平成27年度障害者雇用優良事業所として「厚生労働大臣賞」を受賞しました。障がい者の積極雇用だけでなく、きめ
細やかな職務配置や業務習得支援による職場定着が評価されたものです。

①女性渉外育成　②管理職向け意識改革セミナー（ダイバーシティマネジメント研修）
③女性行員向け意識改革セミナー（ライフキャリア研修、ウィメンズリーダーシップ研修）
④αママの会　⑤職場復帰研修会　⑥ワークライフマネジメント研修

障がい者が活躍できる組織風土

　“ふるさと千葉の自然環境の保全と再生への貢献”を趣旨に活動
する「ちば環境再生基金」に賛同し、寄付活動を継続的に行って
きたことが評価され、ちば環境再生推進委員会より感謝状を受贈
いたしました。

ちば環境再生推進委員会より
感謝状を受贈

　千葉市が推進する「ちばし道路サポート制度」に参加し、平成27
年10月に千葉みなと本部の役職員が、本部ビル周辺道路等の清掃
活動を行いました。今後も年4回実施していきます。

千葉みなと本部周辺の清掃活動

　金融教育支援の一環として成田高等学校付属中学校の生徒を
対象に、銀行の業務や社会的役割について理解を深めてもらえる
よう、出張授業を開催しました。

金融教育への取り組み

お客さまから信頼される銀行を目指して
ダイバーシティへの取り組み 地域貢献・社会福祉活動

キャリア開発研修一覧
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　当行では、本店および千葉みなと本部にショーウィンドーギャラリーを設置し日本の生活や伝統をテーマに、伝統
的な工芸品などを紹介しています。

ショーウィンドーギャラリー

　昭和49年のカレンダーより、東山魁夷画伯をはじめ県内にゆかりの深い有名画家
の作品をご紹介してきましたが、平成14年からは、今後ますます活躍が期待される
若手画家を中心に紹介しています。
　今年は船橋市出身の日本画家 綿引 はるな氏の作品をご紹介しています。

カレンダーの県内若手有望画家起用

　平成元年より、将来性のある若い演奏家の育成と芸術文化の
振興を目的として、（公財）千葉県文化振興財団が主催する「若い芽の
αコンサート」（毎年6月、千葉県文化会館大ホール）に協賛して
います。

若い芽のαコンサートの協賛

　地域スポーツ振興の一環として、子供から高齢者まで人気があり、楽しめるスポーツの支援をしています。

グランドゴルフ大会の後援
　高齢者スポーツとして人気の高いグランドゴルフの大会へ、
賞品等を寄贈し後援しています。

ママさんバレーボール大会の支援
　毎年秋に千葉県ママさんバレーボール連盟とバレーボール 
大会を共催しています。

少年野球大会の支援
　平成27年8月に開催された、「第25回世界少年野球大会千葉大会」に協賛しました。また、「第39回千葉市少年
軟式野球協会秋季中央大会」（117チーム 約3,000名の小学生が参加）へ優勝カップを寄贈しました。

各種地域スポーツへの支援

情報誌「きずな」
　「健康で心豊かな暮らし」を提案する情報誌として、旅と健康をテーマに、人と地域
の「きずな」にスポットを当てた特集や、セカンドライフを充実させる生活情報などを
ご紹介しています。

地域向け情報冊子『道で発見！ちば』
　平成27年10月から平成30年9月まで、千葉県内を結ぶ道に沿って、歴史や自然を
ご紹介しています。「道の駅」などにもスポットを当てながら、千葉県の魅力をお伝えし、
千葉県をさらに盛り上げていきます。

各種情報誌の発刊

ホームページでもご覧いただけます。
　
京葉銀行　情報誌
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館山自動車道
千葉市から富津市までの
約55 kmを紹介！

コンセプトは「房総を食べて旅するマーケット」。房総の恵み・風土・人・
料理・地産品を通じて、房総を凝縮したマルシェを多彩に演出！

寄り道して見つける千葉の魅力

千葉県PRマスコット
キャラクター　チーバくん
千葉県許諾 第Ａ3-9号

●市原サービスエリア《SA》（上り）

　館山自動車道走行中にも目に入っ
てくるオレンジの看板ロゴは、TABE 
TABI MARKET。カジュアルで、ショッ
ピングモールのようにお洒落な建物
です。館内に入ると、定食、そば・うど
ん、Cafe、ハンバーガーショップ、パン
店などが軒を連ねる開放的なフード

コートが広がっています。ドッグランに面するテラス席
では、ペットも一緒に食事ができます。房総の名産品
や市原SA上り線オリジナル商品、千葉ならではの土
産品も充実しているので、ショッピング目的で立ち寄
りたいと思える充実の品揃えが嬉しいSAです。
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人気の商品BEST3
ごまくろ饅頭　
(8個入）￥864

黒い皮に、黒い餡という真っ
黒な饅頭は、ごまの風味と香
ばしさが後を引く逸品。

いかまるごとせんべい
（1枚）￥550

生イカをまるごとプレス器
で焼き上げたせんべい。
香ばしさと旨味が凝縮。

※価格はすべて税込価格です。

▲ドッグラン

今回の道

親子丼
（1人前）￥880

佐原の水郷どりと千葉の
地養卵、千葉のお米を使っ
た県産絶品親子丼。
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館山自動車道、姉崎袖ケ浦IC付近

館山自動車道、姉崎袖ケ浦IC付近（夜景）

第9回

館山自動車道
TATEYAMA  EXPWY

《 道 で 発 見！ち ば 》今 月 の 誌 上 クイズ！
　館山自動車道の開通は2007年
（平成19年）。この年に、現在も継続
されている人気の高いマラソン大
会の記念すべき第1回が開催され
ましたがそのイベント名は？

●サービスエリア・コンシェルジェ
　【平　日】8:30～ 19:00 
　【土日祝】8:30～ 19:00
●駐車場
　大型：32／小型：168
●トイレ
　男：大7／小16 　女：36
●障がい者等用施設
　障がい者等用駐車場　
　大型：1台／小型：4台
　障がい者等用トイレ　共用：1 
　オストメイト対応トイレ

海の幸・山の幸をはじめ、地域の隠れた名物や銘品が集うマーケット。
房総ならではの賑わいや、旅の高揚感が高まるドラマティックエリアです。

●市原サービスエリア《SA》（下り）

　館内には、本物のクルマが置かれ
ていて、インパクト大。房総半島を実
際に走り、魅力的なモノや情報を集
めてきたというシーンの演出の1つ
です。フードコートには、海の幸満載
の定食や丼の店、かき揚げや天ぷら
蕎麦の専門店、こだわりのラーメン

専門店など、いずれも千葉の食材と本格的な味を売
りにした店が競って出店しています。海鮮加工品や旅
を楽しくするグッズなど、房総の魅力を伝える品々を
取り揃えたマーケット「BOSO LOCO MARKET」で
は、選ぶ楽しみも一緒に味わうことができます。
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人気の商品BEST3
MAXクッキー
(12枚入）　￥640

MAXコーヒーとコラボした市
原SA下り線限定商品。甘さ控
えめがクセになる味。

アップルwithカス
タードたいやき
（1個）　￥400

人気のデニッシュ食パン「MIYABI」の
生地で焼いたサクサク食感が人気。

1

※価格はすべて税込価格です。
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●サービスエリア・コンシェルジェ
　【平　日】7:30～ 18:00 
　【土日祝】7:30～ 18:00
●駐車場
　大型：34／小型：170
●トイレ
　男：大7／小16 　女：36
●障がい者等用施設
　障がい者等用駐車場　
　大型：1台／小型：4台
　障がい者等用トイレ　共用：1 
　オストメイト対応トイレ

① 東 京 マ ラ ソ ン 大 会
② 福 岡 国 際 マ ラ ソ ン
③ ちばアクアラインマラソン

※答えは、京葉銀行のホームページにある、「道で発見！ちば」の第9回をご覧ください。

以下の3つの中から正解を1つ選んで
ください。

●市原SAは、上下線とも一般道から利用可能！

寄り道寄り道

　館山自動車道市原
サービスエリアは、上
下線ともに一般道か
ら利用できます。ドッ
グラン利用や食事の
ために一般道から立
ち寄ることもできるの
で、便利です。

1

▲ドッグラン

（釜炊きごはんの海山食堂）

（BOSO LOCO MARKET）

（大庄水産）

（たい焼きコーナー）（たべやび屋台）

13種類の魚介を盛っ
た豪華丼は県産こし
ひかり使用。

贅沢大漁祝い丼
（1人前）　￥2,300
贅沢大漁祝い丼
(1人前)　￥2,300
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★看板が目印★

（TABE TABI SHOP）SA内のレストランなどの営業時間は、
NEXCO東日本が運営している
Webサイト「ドラぷら」をご覧ください。

SA内のレストランなどの営業時間は、
NEXCO東日本が運営している
Webサイト「ドラぷら」をご覧ください。
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人 と 人 、人 と 地 域 の き ず な を 結 ぶ 情 報 誌

幻の技能を、
ゆるぎなく伝える。
佐倉市

幻の技能を、
ゆるぎなく伝える。
佐倉市

荷風が暮らした時代を思いながら
「断腸亭日乗」の街を歩く。
荷風が暮らした時代を思いながら
「断腸亭日乗」の街を歩く。

千葉 物語の散歩道

特集

毎日繰り返し使うから、
安心して調理できるキッチンに。
毎日繰り返し使うから、
安心して調理できるキッチンに。
作業がスムーズにはかどり、楽しくなる理想の空間にする。作業がスムーズにはかどり、楽しくなる理想の空間にする。

HOUSING　住宅

お客さまから信頼される銀行を目指して
文化・スポーツ活動
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