Value Creation

中期経営計画
 層信頼される銀行となるための
重点戦略 5 一

経営基盤の強化
組織・風土改革

ACTION

サービス向上委員会の体制
お客さま本位の業務運営の一層の推進・実践を図って

の 声」と「社 員 の 声」をいかし、経 営 陣 を 中 心に商 品・

いくことを目的に、代表執行役社長を委員長とする専門

サービスの改善・向上に取り組んでいます。

委員会「サービス向上委員会」を設置しました。
「お客さま
サービス向上委員会
委員長

池田社長

お客さまの声

組織文化・風土改革分科会
「組織文化・風土改革分科会」は、
「お客さま本位」のサービス向上に向けた
「組織力の向上」を目的としています。社員一人ひとりが日々の業務活動の
中で「お客さま本位の業務運営」を実践していく、持続性のある組織風土改
革に取り組んでいます。

社員の声

窓口サービス・デジタル化・事務効率化分科会
商品・サービス変革分科会

ソフト面

組織内・組織間のコミュニケーション
強化
フロントラインと経営陣のコミュニケーショ
ン強化等によるお客さま本位の経営理念の

営業目標・人事評価体系の見直し
そ の他項目

営業の品質

高品質のサービスを提供できる
職場環境になっているか
例：コミュニケーション、人材育成等

品質項目［営業目標］
質の高い提案を行ったか、
どれぐらい満足いただいたか
例：
「お客さまの声」ハガキの評価

社内浸透
行内組織間、グループ内外企業との人事交
流の促進

プロダクト視点

お客さま視点

ハード面

組織・規程類・人事評価等の見直し
お客さま本位の考え方の組織・評価体系等
への反映

規模項目［営業目標］

基盤項目［営業目標］

資産運用商品等をどれだけ販売したか
例：投信純増額

資産形成に資する商品等の利用者数を
どれだけ増加させたか
例：投信積立利用口座増加数

営業の実績

全社員が“お客さま本位の業務運営”を実践し、一層信頼される銀行へ
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信頼される銀行を目指す
当行は、
「信頼を深め、金融革新に挑戦」のスローガンのもと、全社員
がお客さま本位の業務運営を実現し信頼される銀行を目指し、持続性あ
る組織風土改革と内部管理態勢の強化に取り組んでいます。特に組織風
土改革は、社長直轄のサービス向上委員会を中心に、組織内での情報共
有を徹底し、お客さまの立場で業務を行う風土の浸透を図っていきます。
「社長直通ご意見箱」を設置し、全社員とのコ
また、2020 年9 月には、
ミュニケーションを推進しました。このご意見箱に寄せられた意見には
すべて目を通しており、意見への回答は動画メッセージ等で全社員へ配
信しています。また、
「営業の実績」よりも「営業の品質」を、
「プロダク
取締役兼代表執行役社長

ト視点」より
「お客さま視点」を重視した営業目標・人事目標に抜本的な

池田

見直しを行いました。このような取り組みを通じて、信頼される銀行を

憲人

目指していきます。

お客さまの声・社員の声を取り入れるしくみ
社長・役員の動画メッセージの定期配信
フロントラインミーティングの実施
（経営陣とのコミュニケーション強化策）
「ゆうちょ銀行社長直通ご意見箱」の設置
お客さまサービス統括部への改組、等
詳細は P52 をご覧ください
役員の動画メッセージ撮影の様子
（執行役副社長

萩野

フロントラインミーティングの実施

善教）

ダイバーシティ・コミッティの設置と活動
当行では 、組織や地域ごとに異なる課題の解決にむけ

ダイバーシティ・フォーラム」を開催しています。2020 年

て、本社・各エリア本部・貯金事務センターという、すべて

度は初めてオンラインで開催し、年齢、役職、性別などを問

の組織でダイバーシティ・コミッティ活動を展開していま

わず、多様な全国各地の社員約 240 名が参加しました。会

す。コミッティは、代表執行役社長をトップとし、各組織に

社のトップである社長と全国各地の社員が、ダイバーシティ

おいてさまざまな経験や経歴を持つメンバー によって構

推進に関する意識や想いを直接リアルタイムで共有し、対

成され、ダイバーシティ・マネジメント推進に関する各組織

話する場を設けました。

の方針や施策を検討・決定するほか 、社員からの声を踏ま
え、課題や実情に沿った提言を行っています。
また、ダイバーシティについて認識を深め、明日の行動に
つなげるための全社的な意識醸成を目的として「ゆうちょ

サービス向上委員会の組織文化・風土改革分科会はトッ
プダウンであるのに対し、ダイバーシティ・コミッティはボ
トムアップであり、双方の活動で相乗効果をあげられるよ
う進めています。

ゆうちょダイバーシティ・フォーラムを

好事例取組の組織として

代表執行役社長（左）
と

オンラインで開催

表彰を受けた九州エリアの社員

ダイバーシティ推進部長（右）

統合報告書

ディスクロージャー誌 2021
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ACTION

重点戦略 5  一層信頼される銀行となるための経営基盤の強化

内部管理態勢の強化

リスクマネジメント態勢の強化
・3 線（監査部門）の社内横断的な牽制
1 線（営業部門・事務部門）の自律的管理の強化、1 線に対する2 線（管理部門）
態勢の強化など、リスクマネジメント態勢の強化に取り組みます。

安心・安全の確保
高度なセキュリティ対策の実行と、新たなリスクに備えた IT ガバナンスとセキュリティ検証態勢の強化等 、
「 安心・
安全の確保」に努めていきます 。

そ の他の取り組み内容
被害発生時の迅速な補償

1 線・2 線・3 線の人材育成・人事交流強化等によるリスク感度向上と、リスク関連情報の収集・社内共有
適時・適切な情報開示

サイバーセキュリティ※への対応
当行では、サイバー攻撃によるリスクを経営上のトッ

の整備をしています。専門知識を有する人材を配置す

プリスクの一つと位置づけ、経営主導によりサイバー

るとともに、外部専門機関との連携等を通じて新たな

セキュリティの継続的な向上に取り組んでいます。

攻撃手口の分析や対策を講じることにより、お客さまに

サイバーセキュリティに関する専門部署の設置やサイ
バーセキュリティ担当役員（ CISO:Chief Information

安心・安全なサービスを持続的に提供できるように努
めています。

Security Officer ）を配置し、多層的な防御・検知対策
※電子データの漏えい・改ざん等や、期待されていた IT システムや制御システム等の機能が果たされないといった不具合が生じないようにすること。

マネー・ローンダリング／テロ資金供与対策の高度化
当行は、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資
金供与対策に関するガイドライン」に則して、基本的な方

し、これを実効的に低減するため、当該リスクに見合った
適切な対応を講じています。

針を定め 、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与

また、外部の専門的知見も活用しながら経営陣が主導

（以下、
「マネロン等」といいます。）対策について、経営

的にマネロン等対策に取り組むとともに 、マネロン等対

上の最重要課題であるとの認識のもと、経営主導により

策に係る統括責任者をコンプライアンス部門担当執行役

態勢整備を進めています。

とするなど、マネロン等対策にかかわる役員および社員

具体的には、当行が行うさまざまな業務がマネロン等
に悪用されることを防止する観点から、事業の特性、代

の役割・責任を明確にしてマネロン等の防止に取り組ん
でいます。

理店の状況および法令等を踏まえてリスクを特定・評価

コンプライアンス態勢の強化
グループ一体となって信頼回復に向けた業務運営を進

生原因の分析、再発防止策の検討等を行い、不祥事件の

めている最中、2021 年 4 月6 日に公表した、長崎県内の

撲滅に向けてコンプライアンスの徹底・強化に取り組ん

郵便局における長期・高額な現金詐取事案を含め、部内

でいます。

犯罪が増加している事態を深刻に受けとめています。い

このほか、資産運用商品については、適正な販売に努

ずれの事案についても 、被害に遭われたお客さまに対

めるとともに、内部通報窓口の改善に取り組みました。

する補償を行うとともに、日本郵便株式会社と連携し、発
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詳細は P71 をご覧ください

ACTION

今後のIT 投資計画

お客さまからの信頼を深めるためには 、高品質なシ

として 、5 年間で 5,000 億円程度の投資を計画してい

ステム基盤の存在が不可欠であると考えています 。中

ます 。加えて 、
「 新たな成長に向けた戦略的な IT 投資」

期経営計画では 、従来から行ってきた基幹システム等

として 1,300 億円程度を投資し、DX 推進等を図ってい

に係る「安定的かつ持続可能な業務運営のためのIT 投資」

きます 。

IT投資計画
新たな成長に向けた戦略的なIT 投資
DX 推進
リテールビジネスの変革

業務改革・生産性向上

安心･安全を最優先に、すべてのお客さまが利用しやすい

デジタル技術を活用した窓口･貯金事務センター等の

デジタルサービスの拡充

抜本的な業務改革・生産性向上

セキュリティ態勢強化

AML/CFT 態勢強化

市場運用・リスク管理の深化

国際基準に則った強固な

国内大手行同等水準の

収益管理、将来シミュレーション、

セキュリティ態勢の構築

AML/CFT 態勢の構築

リスク量計測等の機能の高度化

5年間で

1,300 億円程度の戦略的なIT投資を計画

安定的かつ持続可能な業務運営のためのIT 投資
基幹系システム等の着実な更改・維持

5年間で

全国の郵便局の窓口端末機／ ATM の更改・改良等

5,000 億円程度のIT投資を計画

信頼を支える高品質なシステム基盤を維持しつつ、戦略的なIT投資を積極的に推進

6,300 億円程度

合計：

統合報告書
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