


■ 永井新頭取インタビュー

『現場主義』を重視し『いちばんに相談したい銀行』へ

Q1. 新しく頭取に就任された、今のお気持ちを 
お聞かせいただけますか？

A1. 当地区の経済は、海外経済の緩やかな回復
により、輸出や生産の持ち直しから設備投資の水準
が維持されるとともに、雇用や所得環境の改善などに
より個人消費も堅調に推移しております。しかし、金融
機関の競争は依然として激しく、厳しい状況が続いて
いる中で頭取を拝命し、身が引き締まる思いです。
　今年度は、当行にとって第16次中期経営計画の最終
年度であり、また、第17次中期経営計画につなぐ重要な
年度であります。このタイミングで頭取が交代したからと
いって行内がバタバタしてはいけません。私は室前頭取が
進めてきた第16次中期経営計画をシームレス、つまり
つぎ目なく引き継いで、役職員がしっかり地に足をつけて
諸目標を達成できるようかじ取りをしていきたいと思います。

Q2. 2代続けての生え抜き頭取となりますが、 
抱負をお願いします。

A2. 深町会長と室前頭取が作り上げた「チームワーク」
を高いレベルで維持するとともに、個々の力と責任感を

高めて、もう一段レベルアップし、目指す姿である
「いちばんに相談したい銀行」を実現したいと考えて
います。
　私は、今回頭取を拝命いたしますが、常に現場の状況
を把握し、地域の皆さまのご期待にしっかり応えていき
たいと思っています。私はこれまで「現場主義」を
重視し、営業店でも本部でも、また、役員になってからも、
1軒でも多くという思いで、お客さまを訪問させていただき
ました。町工場にお伺いしたら「これは何を作って
いるのですか？」とか、卸売や小売のお客さまであれば
商品を見せていただき「どういうお客さまをターゲットに
しているのですか？」と尋ね、お客さまが気軽に会話を
していただけるように心がけています。これからも
「現場主義」を重視し、常にお客さまに身近に感じて
いただけるような接し方を心がけていきたいと思っています。

Q3. 自己紹介をお願いできますか？
A3. 昭和32年9月1日に三重県鈴鹿市に生まれ、
現在59才です。
　昭和55年、大学を卒業後、中京相互銀行に入行し
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昭和32年　9月1日生まれ　三重県出身
昭和55年　3月	 早稲田大学商学部卒
　　　　　	4月	 株式会社中京相互銀行入行
平成13年　4月	 高蔵寺支店長
平成15年　5月	 東海支店長
平成17年10月	 大曽根支店長
平成20年　5月	 浄心支店長
平成22年　4月	 個人営業部長	兼	営業統括部
	 　	 部長
　　　　　	6月	 執行役員就任　同上委嘱
平成24年　6月	 執行役員　総合企画部長委嘱
平成26年　6月	 取締役就任　同上委嘱
平成27年　6月	 取締役常務執行役員就任
	 	 同上委嘱
平成29年　6月	 取締役頭取就任（執行役員兼務）

東京支店に配属となりました。平成13年に高蔵寺
支店長、その後、東海支店、大曽根支店、浄心支店の
支店長、個人営業部長兼営業統括部部長を経て、
平成22年に執行役員、平成26年に取締役に就任し、
今回頭取を拝命いたしました。
　性格は、「凝り性」と「几帳面」だと思います。
　「凝り性」については、若い頃、アウトドアが好きで
オートキャンプに凝って、テントや寝袋、コンロなど道具を
一式そろえました。テントは、雪用のものを含めて10張り
以上持っていましたし、ランタンも強風に耐えられるもの
などを4つほど持っていました。ちょうど、東京に勤務
しているときだったので、栃木や群馬、福島などのオート
キャンプ場にRVに乗ってよく出かけていました。キャンプ
というと夏をイメージされるかもしれませんが、夏休みは
シーズンで混み合いますし、山とはいえ暑い時期は
避けて、春・秋・冬によく出かけていました。3年続けて
オートキャンプ場で年越しをしたこともあります。
　それから、意外と思う方もいるかもしれませんが、
実は「几帳面」なのです。自分のすべきことはスマホ
などのToDoリストで管理しており、終わる度に「済」に
していきます。このリストには、簡単なことまで登録
してすぐに片付けていきます。「済」の数が増えて
いくと仕事が進んでいるという気持ちになり、前向き
になれます。

Q4. 中京銀行に入行された経緯を教えていただけ
ますか？

A4. 私は、東京での学生時代に、家庭教師、トラックの
運転手、喫茶店やレストランの厨房など、様 な々アルバイト
をした経験から、柔軟性が高く、環境適応能力が高い
と自己分析し、今思えば自信過剰だったのですが、どんな
仕事でもできると思っていました。そこで、就職活動では、
航空、生保、損保、商社、物流などの企業を訪問しました。
自分が入社し、活躍することで、その企業を業界トップに
したいという思いから、各業界の№2の企業を受けました。
その中の企業から内定をもらいましたが、父の健康の
こともあり、地元に戻ることにしました。すでに1次募集が
終わってしまった時期でしたが、地元に貢献できる仕事
はないかと考えて、大学の求人票を見ていたところ、
当時の中京相互銀行の2次募集が出ていました。
就職活動で様々な業種の会社を見て、どの業種にも
関心を持っていたため、地方銀行なら幅広い業種に
関わって地元に貢献できると思い、応募することにしました。
当時神田にあった東京支店で面接を受け、縁あって

入行することとなりました。このように“U”ターン就職を
目論み中京相互銀行に入行しましたが、思惑が外れ
東京支店に配属になり、“O”ターンになってしまい、
結局地元に帰ってこられたのはずいぶん後になって
しまいました。

Q5. これまでの銀行員生活の中で苦労されたことや 
印象に残っていることはありますか？

A5. 営業推進部の企画課長をしていた時の話ですが、
私は、当時のトップに、「そこの“何とかいう課長”」と
呼ばれていました。決して名前を知らなかったわけ
ではないと思いますが、そう呼ばれては、毎日のように
よく叱られました。
　お客さまに配布するポケットティッシュのデザインを
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愛知県大府市出身
平成13年	 	 富山テレビ放送に
	 　	 アナウンサーとして入社
	 　	 現在は名古屋を中心にフリー	
	 　	 アナウンサーとして活躍中
　　　　　	
出演経歴	 	 ドラゴンズくらぶ（メーテレ）
	 　	 インフォメーションアナウンサー

企画したときのことですが、トップから「当行のポケット
ティッシュは何色（なんしょく）か？」と聞かれ、私はてっきり
ティッシュペーパーのことだと思い「1色です」と答えた
ところ、「バカモン、袋のほうだ！」と怒鳴られ、「すぐに他の
銀行を調べてきなさい」と指示を受けました。自分の
デスクに戻るとすぐに、企画課全員で近くの銀行の
ポケットティッシュを集めに行ったのを覚えています。
　企画課長は苦労も多く相当の激務でしたが、何とか
体調も崩さず、3年間勤めることができました。その間
結局トップから褒められた記憶はなく、名前で呼ばれる
こともありませんでした。
　ところが転勤後のある日こんな話を聞きました。私の
転勤が発表された後、当時の営業推進部の部長・
次長・課長がトップに呼ばれてこう言われたそうです。

「営業企画はこれまで永井でもっていた。これからは
力を合わせて2倍は働いてもらわないといけない」と。
この話を聞いた時は嬉しかったですね。3年間の苦労を
いっぺんに忘れることができました。

Q6. 頭取が仕事でこだわっていることはありますか？
A6. 一言でいえば「努力は裏切らない」「結果は嘘を
つかない」ということです。「努力は裏切らない」は、
努力をすれば全て報われるという意味ではありません。

何事も努力の度合いに応じて、それ相応の結果になる
ということです。幸運を得て、全く努力をせずに良い結果
が出たとしても、幸運はそう何度も続きません。努力をして
良い結果が出せなくても、長い目でみれば、常に努力を
惜しまないことこそが良い結果につながると信じて
います。
　そして、一生懸命に取り組んで導き出された「結果」
には、真摯に向き合わなければなりません。それは

「結果は嘘をつかない」からです。良い結果であればいい
のですが、悪い結果のときには、誰しも目を背けたくなる
ものです。しかし、結果は、やってきたことが十分だった
のか、何が足りなかったのか、プロセスのどこに問題が
あったのかを教えてくれます。結果は嘘をつきませんし、
次へのヒントを教えてくれます。失敗に終わってしまった
としても、その結果に真摯に向き合い、反省し、次の一歩を
踏み出すことが大切だと考えています。

Q7. 尊敬する人物はいますか？
A7. 坂本竜馬が好きですね。坂本竜馬は、歴史の
教科書に出てくる回数は少ないですが、日本の歴史上
非常に重要な役割を果たしました。最初はややミーハーな
気持ちでしたが、好きになってからは、関連する本を
ずいぶん読みました。坂本竜馬という人物を説明する
必要はないと思いますが、私が好きなところは『常に
前向きである』ということです。坂本竜馬は「ドブの中で
死のうとも、前のめりで死ぬ」という考え方で、叩かれても、
叩かれても前へ前へ進もうとした人物であり、私もそう
ありたいと思います。
　人生には、失敗やうまくいかないことが沢山あり
ますが、いちいちくよくよしていても仕方ありません。
後ろを振り返っても足跡しかありませんし、足跡で飯は
食えません。反面、前には可能性が溢れていますから、
前へ進むしかないのです。
　また、坂本竜馬は、夢半ばにして凶刃に倒れて
しまいました。人生は神様に与えられたようなもので、
いつ終わるか分かりません。だからこそ一日一日を大事
にしていかなければならないと思います。

Q8. 心身共にお疲れになることが多いと思いますが、
気分転換やストレス発散の方法を教えていた
だけますか？

A8. 実は、銀行を離れると仕事のことがほとんど頭から
離れてしまうので、気分転換や息抜きの必要はありません。
スポーツを観戦することが好きですので、休みの日には

NEWS LETTER vol.613



地元三重県のサッカーチームやJリーグの試合を観に
行きます。また、陸上大会を観るのも好きで、東京の
国立競技場まで観に行ったこともあります。こう見えても、
学生時代には走り幅跳びや800m走の選手として、
陸上大会に出場したこともあります。
　それから、海の側で育ったこともあり、今でも海を眺める
ことが好きですね。何も考えず、半日くらいは眺めて
いられます。海の何が好きかというと、『表情』が好きです。
海に『表情』というのは変かもしれませんが、海というのは
表情が沢山あって、同じ表情を見せることはありません。
海の表情はいろいろなことを私たちに教えてくれます。
朝日で海面が赤ければ、その日の天気が良いこと、
青っぽいと曇りだということを教えてくれます。風が吹
いて波が立っているのは、まるで怒っているような表情で、
荒れた天気になります。これは漁師さんたちに危険を
教えてくれているのかもしれません。その日その時に見せる
一度しかない表情と、それが変わるのを静かに見て
いることもありますね。

Q9. 熱中されていることや趣味などはありますか？
A9. 好奇心が旺盛なので昔からいろいろなことに
のめり込んできました。小さい頃は釣りが好きで、よく
父親に頼んで連れて行ってもらい、グレやイサキを

釣っていました。私の釣りは、釣った魚の大きさや重さ
ではなく、おいしく食べられるかどうかを基準にして
います。
　銀行に入ってからはゴルフです。ゴルフは、その奥深さ
がまるで人生のようであり、よく行きます。プレーには
リズムがあって、いい時はとことんいいものの、逆に
悪い時は何をやってもダメで負のスパイラルに陥ります。
しかし、どうせだめだと思って開き直って打つといい
ショットが出ることもあって、思い通りにいかないもどかしさ
が好きですね。妻とハワイでプレーをするのが毎年の
恒例行事になっています。どうしても都合がつかず
行けない年もありましたが、8年ほど前から続けて
います。私が毎年ハワイに行くことを知っている人から、
ハワイのおすすめの観光地を聞かれるのですが、
ホテルとゴルフ場の往復がほとんどなので、その間の
地理は分かっても、観光地は恥ずかしながら分からない
のです。

Q10. 頭取の座右の銘を教えていただけますか？
A10. 「一期一会」です。昔から好きな言葉で、業務にも

「お客さまには、今できる最大のサービスをご提供
しよう」という気持ちで臨んでいます。頭取になり、
今までお会いできなかったお客さまにも、これからお会い
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できると思います。先ほど人生は神様に与えられた
ようなもので、いつ終わるか分からないと申しあげました。
頭取になっても一つひとつの出会いを大切にしていき
たいですね。

Q11. ところで、この地域では、金融機関の再編が
ニュースなどで取り上げられることがあり
ますが、金融機関の再編について頭取はどう
お考えですか？

A11. これまで総合企画部の担当役員として、
深町会長・室前頭取と一緒に経営に携わってきました
ので、金融再編に対するベクトルは同じです。「地域金融
の安定」のために地域金融機関の役割は極めて大きく、
再編は経営の選択肢のひとつと考えています。決断
すべき時は決断しますが、それがいつになるか分かり
ませんし、今はありません。

Q12. 行員の皆さんに一言メッセージをお願い
します。

A12. 夢を沢山持ってほしいと思います。「夢を持つ
こと」は、自分自身に力を与えてくれます。夢を実現する
ことはもちろん難しいですが、実現に時間のかかるような
大きい夢とともに、小さい夢も含めてたくさんの夢を
持ってほしいと思います。小さい夢を実現することで、

人生が充実し、いずれは大きい夢も実現するはずです。
言ってみれば、夢の数が幸せを作るのだと思います。
　また、成功体験を数多く得てほしいと思います。
成功体験により、私たちは自信を持ち、困難な目標にも
向かっていくことができます。成功体験の裏にはそれ
以上の数の失敗体験があるはずですが、先ほども
申しあげましたように、失敗しても、その結果に真摯に
向き合い、悪かった点を反省し、次の一歩をすぐ踏み
出してほしいと思います。

Q13. 最後に頭取のお考えになる経営方針を教えて
いただけますか？

A13. 私は、行員の皆さんが、中京銀行で働くことに
誇りを持てる銀行にしたいと考えています。行員が自分の
働く銀行を良い銀行と思わなければ、お客さまに良い
銀行だとは思っていただけません。行員の皆さんが
愛着をもって活き活きと働くその前向きさにより、本当に
お客さまのことを考え、より良いサービスを提供できると
思います。そういった思いと行動を一人ひとりが積み
重ねていくことで、中京銀行への信頼は高まっていき
ます。そして、地域の皆さまやお客さまにお認めいただく
ことで、「いちばんに相談したい銀行」を実現してきたい
と思います。
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