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1984.  8  社会福祉法人しがぎん福祉基金設立 
1985.  7  日本列島クリーン大作戦に参加 
1988.  9  水質調査船建造費として滋賀県に1億円寄付 
1990.  5  古紙再生紙の利用開始 
1994.12  リサイクルシステム稼動 
1998.  4  ノベルティグッズをグリーン購入品へ 
1998.  4 「エコ・クリーン資金」取扱開始 
1998.12  全店の焼却施設を撤去 
1999.10  環境委員会設置 
1999.11 「クリーンバンクしがぎんスタートアップキャンペーン」開始 
2000.  3 「ISO14001」認証取得 
2000.  4 （財）淡海環境保全財団に400万円寄付 
2000.  6  ふれあい環境室設置 
2001.  4 「第4回グリーン購入大賞」優秀賞受賞　　　　　　　　 
2001.10 「UNEP金融機関声明」に、日本の市中銀行で初の署名 
2001.11 「びわ湖国際環境ビジネスメッセ2001」に出展 
2002.11 「第5回グリーン購入大賞」準大賞受賞 
2003.  2 「土壌汚染対策法」への当行取組指針を策定 
2003.  4 「エコプラス定期」取扱開始 
2003.  5 「第1回日本環境経営大賞」最優秀賞受賞 
2003.10  当行創立70周年記念事業として「びわこ地球市民の森」で植樹 
2004.  3  第2回「誠実な企業」賞・金融機関部門賞受賞 
2004.  4 「第13回地球環境大賞」フジサンケイグループ賞受賞 
2004.  4   CSR委員会・CSR室設置 
2004.  6 「滋賀労働局長優良賞」受賞 
2004.  9   FTSE4Good Global Indexに選定 
2005.  7 「エコスタイル」キャンペーン開始 
2005.12 「しがぎん琵琶湖原則」策定 
2006.  8 「事業者向けBCP（事業継続計画）サポートローン」取扱開始 
2006.12 「女性活躍推進委員会」スタート 
2007.  1  平成18年度 財界「経営者賞」受賞 
2007.  4 「CSR憲章」と「滋賀銀行の行動規範」制定 
2007.  4 「カーボンニュートラルローン 未来よし」取扱開始 
2007.  8  環境にやさしい「エコメール」を導入 
2007.10 「第9回グリーン購入大賞」環境大臣賞受賞 
2007.12  第11回環境経営度調査　非製造業：金融部門　第1位 
2008.  2 「第12回新エネ大賞」新エネルギー財団会長賞受賞 
2008.  2 「第5回企業フィランソロピー大賞」受賞 
2008.  4 「カーボンオフセット定期預金『未来の種』」取扱開始 
2008.  4 「BCAOアワード2007」大賞受賞 
2008.  7  環境省より「エコ・ファースト企業」に認定 
2008.  7 「事業者向け環境配慮型融資『未来の芽』」取扱開始 
2008.  7  平成19年度「関西エコオフィス大賞」受賞 

未来をみつめて。 
 クリーンバンクしがぎんは、 

持続可能な社会の実現に向けて歩みを進めています。 
 

あ し た  

滋賀銀行は、環境省認定の「エコ・ファースト企業」として、「環境経営」に 
取り組みます。 

しがぎんＣＳＲ活動の歩み 



　当行は「自分にきびしく　人には親切　社会につくす」という「行是（社是）」を永
久に堅持すべき哲学として掲げ、環境保全を中心としたＣＳＲ（企業の社会的責任）
経営を企業活動の柱と位置づけて展開してまいりました。 
　「環境保全のシンボル」というべき琵琶湖畔に本拠を置く金融機関として、11年前から
“クリーンバンクしがぎん”を合言葉に、「環境経営」の実践に努めているところです。 
　具体的には、銀行ならではの取り組みとして、「お金の流れで地球環境を守る」との
気概で、環境対応型金融商品を地域の皆さんに提供しています。「学校ビオトープづ
くり」に貢献する「エコプラス定期」をはじめとして、本年4月には、お客さまの定期預金
のお預け入れ金額に応じて当行が温室効果ガス排出権を購入する、全国の金融機
関初の「カーボンオフセット定期預金『未来の種』」と、7月には、それを原資とした「事
業者向け環境配慮型融資『未来の芽』」など、当行独自の商品の取り扱いも開始し
ました。また一方で、9年目を迎えたニュービジネスフォーラム「サタデー起業塾」では、
今年はテーマをエコビジネスに絞り込んで開催中であり、7月には「エコビジネスマッチ
ングフェア」を、1800名余の多数のご来場を得て、盛大に開催することができました。 
　このような環境対応型金融商品等の開発・提供や、地域社会の環境ビジネス支援
への取り組みが評価され、本年7月、環境省から全国7番目、金融機関では第1号として
「エコ・ファースト企業」の認定をいただきました（詳細は本誌3ページをご参照願います）。 
現在は「エコ・ファースト宣言」の実践に努めるとともに、さらに、経済団体の一員として、
環境成長経済の実現をめざす「滋賀エコ・エコノミープロジェクト」（戦略本部長：当
行高田会長）に参画し、2030年までに滋賀県のＣＯ2排出量の50％削減と、低炭素
社会の実現に貢献すべく取り組んでおります。 
　環境問題は、“Think Globally, Act Locally（地球規模で考え、足元から行動せよ）”
と言われます。滋賀銀行は、「環境経営」が人類の未来にとって不可欠であるとともに、
事業としても大きなビジネスチャンスであることを、地域の皆さまにあらゆる角度から働き
かけ、地域社会の環境保全への取り組みに貢献してまいりたい、また、地域のエコ・ベ
ストプラクティス（成功事例）を、全国・世界に発信していきたいと考えています。 
　今回で8回目の発行となる本リポートや“しがぎんグループ”に対しまして、皆さまから忌
憚のないご意見、ご提案をいただき、今後のＣＳＲ活動の更なる充実に努めてまいる所存です。 
 
平成20年9月 
 

取締役頭取 

編集方針 
　「ＣＳＲリポート2008」は、滋賀銀行が「クリー
ンバンクしがぎん」として果たすべきＣＳＲ（企業
の社会的責任）に関する方針や活動を報告する
ものです。 
　平成19年 4月に地方銀行で初めて制定した「Ｃ
ＳＲ憲章（経営理念）」の3つの約束、すなわち、
①地域社会との共存共栄 ②役職員との共存共
栄 ③地球環境との共存共栄の各テーマを軸に、
わかりやすい言葉と写真の多用により、当行の方
針や活動内容をご理解いただけるよう心がけました。 
　一人でも多くの方に本リポートを手にとってい
ただき、滋賀銀行の取り組みについて知っていた
だければ幸いです。 

報告対象範囲 
　滋賀銀行の活動を対象としていますが、一部
グループ会社の活動も掲載しています。 

対象期間 
　平成19年度（平成19年4月1日から平成20年
3月31日）を主な報告対象とし、一部には、平成
19年度以前の活動や、平成20年 7月までの最新
情報を含んでいます。 

次回の報告書発行予定：平成21年9月 

 

しがぎんのデータ（平成20年3月31日現在） 

名　　　称　株式会社 滋賀銀行 
　　　　　　　ＴＨＥ ＳＨＩＧＡ ＢＡＮＫ ， ＬＴＤ ． 

本店所在地　滋賀県大津市浜町1番38号 
設　　　立　昭和8年10月1日 
総　資　産　4兆984億円 
預 金 残 高　3兆6,994億円（譲渡性預金含む） 
貸出金残高　2兆5,589億円 
資　本　金　330億円 
従　業　員　2,268人 
店　舗　数　135カ店（うち代理店4カ店） 

「CSRのしがぎん」をめざして 
しがぎんのめざす“ＣＳＲ”とはどのようなものですか？ 

環境省に「エコ・ファーストの約束」を宣言！  

ＣＳＲ活動ダイジェスト！ 

 
地球環境との共存共栄 
地球温暖化防止に向けてどのような取り組みをしていますか？ 

環境マネジメントシステムにはどのような特徴がありますか？ 

「エコオフィスづくり」とはどのような取り組みですか？ 

お金の流れで地球環境を守る 
～当行独自の環境対応型金融商品・サービス～ 

環境対応型金融商品にはどのようなものがありますか？ 

環境ボランティアにはどのようなものがありますか？ 

どのような環境コミュニケーションを展開していますか？ 

 
地域社会との共存共栄 
社会貢献活動にはどのようなものがありますか？ 

文化の取り組みにはどのようなものがありますか？ 

お客さまの安心・満足のための取り組みにはどのようなものが
ありますか？ 

 
役職員との共存共栄 
役職員との共存共栄に向けてどのような職場づくりを進めて
いますか？ 

女性にとって働きやすい職場環境づくりに取り組んでいますか？ 

学生とのコミュニケーションにはどのような取り組みがありますか？ 

 
コンプライアンスへの取り組み 
コンプライアンス強化に向けてどのような取り組みをしていますか？ 

 
ＣＳＲトピックス 
各部店ごとのＣＳＲ活動にはどのようなものがありますか？ 

グローバルな取り組みにはどのようなものがありますか？ 

 

環境会計 

第三者意見　 
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「エコ・ファースト企業」として 
～環境金融への新たな挑戦～ 
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しがぎんのめざす“ＣＳＲ”とは 
どのようなものですか？ 

「
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2 3

Q. 環境省に「エコ・ファーストの約束」を宣言！ 
～金融機関の第1号として～ 

エコ・ファースト制度 
環境省が業界のトップランナー企業の環境保全に関する
行動を更に促進していくため、企業が環境大臣に対し、京
都議定書の目標達成に向けた地球温暖化対策など、自ら
の環境保全に関する取り組みを約束する制度として、平
成20年4月に設けられたもの。 

用語説明 

ＣＳＲ 
Corporate Social Responsibility（企業の社会的責任） 
企業活動の社会的、経済的、環境的側面においてバランスのとれた責任を果たすべき、とする経営の理念。 

用語説明 

　平成20年7月1日、当行は環境省が創
設した「エコ・ファースト制度」において、
全国で第7号、かつ金融業界初のエコ・ファー
スト企業として認定を受けました。 
　これは、当行が「カーボンオフセット定
期預金『未来の種』」をはじめとする、多
種多様な環境対応型金融商品を開発・
提供するとともに、「エコビジネスフォー
ラム」の開催等を通じて、地域の環境ビ
ジネスの支援に積極的に取り組んでいる
ことが評価され認定に至ったものです。 
　“約束”の達成に向けて、「環境金融」
の取り組みを一層進めてまいります。 

ＣＳＲ憲章に込めた 
地域社会・役職員・地球環境との 
共存共栄の実現です！ 

　私たちは、伝統ある近江商人の「三方よし（売り手よし、買い手よし、世間よし）」の精神を
継承した行是「自分にきびしく　人には親切　社会につくす」をCSR（企業の社会的責任）
の原点とし、社会の一員として「共存共栄」を実現してまいります。 

　滋賀銀行は、環境を主軸とするＣＳＲ（企業の社会的責任）の追求を「銀行経営の要諦」と位置づけ、「クリーンバンクしがぎん」を
合言葉に、経営に環境を取り込んだ「環境経営」を展開しています。 
　平成19年4月、当行が果たすべき社会的責任を一層明確にするため、行是「自分にきびしく 人には親切 社会につくす」（昭和41
年制定）の精神を原点とし、「地域社会」「役職員」「地球環境」との共存共栄を追求する「ＣＳＲ憲章」を地方銀行で初めて制定。加
えて、憲章に込められた精神を体現するための具体的指針「滋賀銀行の行動規範」（Ｐ29参照）を策定しました。 
　今後とも、当行のCSR活動を一層充実、強化するため、頭取を委員長とする｢CSR委員会」を中心に、ＣＳＲ憲章に込めた「共存共
栄」の実現に向け、全役職員が一丸となって「ＣＳＲのしがぎん」の確立に努めてまいります。 

CSR憲章（経営理念） 

役職員との共存共栄 
 

役職員一人ひとりの人権や個性
を尊重し、働きがいのある職場づ
くりに努め、心身ともに「クリーン
バンクしがぎん」の実現に努めます。 

地域社会との共存共栄 
 

地域とともに歩む銀行として、お
客さまの信頼と期待にお応えする
ため、「健全」と「進取」の精神を
貫き、地域社会の発展に努めます。 

地球環境との共存共栄 
 

琵琶湖畔に本拠を置く企業の
社会的使命として「環境経営」
を実践し、地球環境を守り、持
続可能な社会づくりに努めます。 

「エコ・ファーストの約束」を交わした鴨下一郎環境大臣と大道頭取（右） 
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7月 
●日本列島クリーン大作戦に参加 

8月 
●エコメールの取扱開始（P8） 

9月 
●インターンシップ生の受け入れ（P27） 
●森づくりサポート活動実施（P18） 
●BCP訓練実施（P23） 

10月 
●「地球温暖化防止フェアinびわこ・くさつ」に参加（P19） 
●第9回グリーン購入大賞「環境大臣賞」受賞（P11） 
●森づくりサポート活動実施（P18） 
●「びわ湖環境ビジネスメッセ2007」に出展（P19） 

11月 
●ペットボトルキャップリサイクルに参加（P9） 

12月 
●CO2ダイエットコンテストinおうみ「準グランプリ」受賞 
●第11回環境経営度調査 非製造業：金融部門 第1位 

6月 
●「BCP策定コンサルティング」の開始 
●「エコビジネスフォーラム2008『サタデー起業塾』」 
　開講（Ｐ19） 
●ニゴロブナ放流事業へ120万円を寄贈（Ｐ16） 
●小学校5校に「学校ビオトープ」づくりの資金 
　250万円を寄贈（Ｐ12） 

7月 
●「エコ・ファースト企業」に認定（Ｐ3） 
●「事業者向け環境配慮型融資『未来の芽』」取扱開始（Ｐ13） 
●日本列島クリーン大作戦に参加（Ｐ18） 
●「エコビジネスマッチングフェア」開催（Ｐ19） 
●平成19年度「関西エコオフィス大賞」受賞 

4月 
●「カーボンオフセット定期預金『未来の種』」 
　取扱開始（Ｐ13） 
●BCAOアワード2007「大賞」受賞（Ｐ23） 
●「第24回しがぎん福祉基金贈呈式」開催（Ｐ20） 

5月 
●次世代育成支援対策推進法に基づく認定（Ｐ25） 

2月 
●第12回新エネ大賞 
　「新エネルギー財団会長賞」受賞（Ｐ16） 
●第5回「企業フィランソロピー大賞」受賞（Ｐ10） 
●全店に「コミュニケーション支援ボード」 
　「杖ホルダー」を設置（Ｐ23） 
●ISO14001定期審査を受審 

3月 
●滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業に登録（Ｐ25） 

1月 
●「グリーン購入シンポジウムin 滋賀」開催（Ｐ9） 
●「エコラボはーと・しが」に参加（Ｐ9） 
●AEDを全本支店に設置（Ｐ22） 
●ヨシ刈り（P18）・ニゴロブナ放流式（Ｐ16）を実施 

平成19年 

平成20年 

日本列島クリーン大作戦 

第23回しがぎん福祉基金贈呈式 

森づく　りサポート活動 

びわ湖環境ビジネスメッセ2007

「エコ・ファー　ストの約束」式 

第9回グリーン購入大賞 

エコビジネスマッチングフェア 

ＢＣＡＯアワード2007

第5回企業フィランソロ　ピー大賞 

二ゴロブナ放流式 

ヨシ刈り 

エコメール 4月 
●「CSR憲章」「滋賀銀行の行動規範」制定（P2） 
●「カーボンニュートラルローン 未来よし」取扱開始（P16） 
●「第23回しがぎん福祉基金贈呈式」開催 

5月 
●滋賀県立大学「近江環人地域再生学座」で 
　高田頭取（現会長）が講義 

6月 
●二ゴロブナ放流事業へ120万円を寄贈 
●小学校3校に「学校ビオトープ」づくりの資金150万円を寄贈 

地球温暖化防止フェアinびわこ・くさつ 

AED

高
島
市
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CO2排出削減量等を表示するATM 宇治支店の「太陽光発電パネル」 

知恵と親切の 
しがぎん 

アジアに強い 
しがぎん 

CSRのしがぎん 

間接的な取り組み 
環境保全に取り組まれるお客さま
をサポートする環境対応型金融商
品、サービスの開発・提供 

直接的な取り組み 
電力使用量の削減や、紙ゴミのリ
サイクルをはじめとするエコオフィス
づくり 

環境影響 

0

＋ 

－ 

エコオフィスづくり 
努力して環境影響を0に近づける。 

環境対応型金融商品・サービスの提供 
0から出発し、取り組めば取り組むほど
環境にプラスの影響を与える。 

地球温暖化防止に向けて 
どのような取り組みをしていますか？ 

地
球
環
境
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地球温暖化ガス（CO2)排出量削減結果（平成19年4月～平成20年3月） 

新世紀第3次長期経営計画 

省エネ活動 

項目 取り組み内容 削減計画 累計実績 CO2削減量 
合計 

本業を通じた 
CO2の削減 

植樹活動 

自社車輌の 
環境対応車への切替 

電力、都市・LPガス、上下水道、ガソリン、 
重油使用量の削減 

役職員ボランティアによる植樹 

環境対応車への切替 

①「ジャストサポート（エコ）」 
　「PLB｣「エコ・クリーン資金」 
　（環境対応車の購入）の実行 
②「エコ＆耐震住宅ローン」 
　「セレクトリフォームローン（エコ＆耐震）」 
　（太陽光発電システムの導入）の実行 
③「カーボンオフセット定期預金『未来の種』」による 
　排出権の購入 

554.5t 1,860.8t

電力 
都市・LPガス 
上下水道 
ガソリン 
重油 

①208件 
②14件 
③2,000t

33台 

Q. 環境マネジメントシステムには 
どのような特徴がありますか？ 

Q.

　当行は、新世紀第3次長期経営計画（平成19年4月～平成22年3月）において、「地域社会との『共存共栄』の貫徹」を目指すため、3
つのブランド戦略（「知恵と親切のしがぎん」「アジアに強いしがぎん」「CSRのしがぎん」）を柱とした営業戦略を展開しております。 
　とくに｢CSRの実践」では、「地球温暖化ガス（CO2）排出量6％削減（平成18年度比）」を掲げ、更なるCSR経営の充実を図ってまいります。 
　具体的には、①省エネ活動によるＣＯ2排出量の削減 ②お客さまが取り組まれる環境保全活動への金融面（本業）での支援 ③植樹活
動によるＣＯ2の吸収 ④自社車輌の環境対応車への切り替えなどに努めています。 
　これらの環境保全に努めてきた結果、平成20年3月末までに、ＣＯ2排出量を21．16％削減することができました。 

宇治支店オープン 
～店舗の環境配慮仕様、紹介します～ 

　平成20年2月、宇治支店を開設しました。
屋上には「太陽光発電パネル」を設置し、
ＡＴＭコーナーに発電量やＣＯ2排出削減
量を表示、ＡＴＭ内の電力を賄っています。 
　加えて、「氷蓄熱空調システム」「雨水
利用」「ソーラー外灯」を採用するなど、環
境に配慮した仕様となっています。 

地球温暖化ガス排出量21.16％削減 「滋賀銀行環境方針」のもと、環境を主軸とするＣＳＲを追求し、 
心身ともに「クリーンバンクしがぎん」の実現にしがぎんグループをあげて取り組んでいます。 

TOPICS

リスク管理の高度化による企業価値の向上 計画期間：平成19年4月～平成22年3月（3年間） 

目指すべき姿 

メインテーマ 

地域社会との『共存共栄』の貫徹 

基本戦略 

営業戦略 

グループ力の結集による　3つのC+CSR 
（Consolidation,Credit Risk,Cost Control+CSR）の実践 

商品・サービスの向上、合理的かつ積極的なリスクテイク（Consolidation） 
信用リスク管理の高度化（Credit Risk） 
生産性の向上（Cost Control） 
環境・社会に対する取り組みの充実とコーポレートガバナンスの整備（CSR） 

資産の質を重視し、3つのブランド戦略を柱とした展開 

263.7t 190.2t 
増加 

244.2t 2,029.7t

16.8t 17.9t 1,600本 

29.8t 3.4t

※CO2排出量は新事務棟の稼動により増加しましたが、排出権を2,000t購入し、カーボンオフセットする
ことにより21.16％削減いたしました。 
※平成18年 度（基準年）のCO2排出量は8,791.9tです。 

　定期的に、環境に関す
る法規制などの制定・改正・
廃止の情報収集を行い、
平成19年度においても環
境に関する法規制等の遵
守状況を確認しております。 

　「環境マネジメントシステム」は、当行が直接的に取り組むものと、間接的に取り組む
ものに分け、それぞれについて具体的に活動を展開しています。 

環境マネジメントシステム 

ＩＳＯ14001

環境法規制の 
遵守 

平成19年度環境活動の目標と実績 

　弊社では取引先企業のISO14001などの環境認証の
取得に向けて、これまでビデオライブラリー、ｅ-ＫＥＩＢＵＮな
どによる環境情報の提供や、コンサルティングを実施して
きました。今年度は新たに環境ニュースの発信を行い、さら
に環境認証取得に向けてのセミナーも企画中です。ISO
の輪がもっと広がるように努めてまいります。 

ＩＳＯ実施責任者の声 

しがぎんVOICE

『しがぎん』の環境方針　～クリーンバンク『しがぎん』をめざして～ 
1 滋賀銀行は、地球環境の保全ならびに環境への負荷低減を企業活動の基本と認
識し、環境マネジメントシステムの継続的改善および環境汚染の予防に努め、「環
境との共生」をめざします。 

2 関連する環境の法規制、および滋賀銀行が同意するその他の要求事項を遵守します。 

3 エコオフィスづくりの中で、省資源および省エネルギーを推進します。 

4 環境対応型金融商品の開発・推進ならびに情報提供を通して、琵琶湖をはじめと
した自然環境保全への取り組みを、地域とともに行います。 

5この環境方針を基に全従業員が環境について考え行動します。 
平成11年に宣言！ 

①省資源・省エネルギーの「エコオフィスづくり」 
②環境対応型金融商品・サービスの開発、提供による
地域への環境保全活動への働きかけ 

③倫理観の強い行員づくり 
④透明度の高い情報開示 

クリーンバンクしがぎん 
～込められた4つの思い～ 

　「エコオフィスづくり」に
加え、銀行の本業を通じて
の環境保全活動を「環境
マネジメントシステム」に組
み込み、活動している点が
審査機関に評価され、当
行は平成12年に金融機
関の中ではいち早く、環境
管理の国際規格であるＩＳ
Ｏ14001の認証を取得し
ています。 

地球温暖化防止 

平成19年度　環境目的・目標 平成19年度実績  備考 

省資源 

省エネルギー 

評価 

地球温暖化ガス排出量を 
平成18年度比6％削減（3カ年計画） 

コピーカウント数の削減 
平成18年度比 0.4％削減 

コピーの両面化率の向上 
コピーの両面化率 59.95％ 

帳簿用紙の削減（電子化） 
帳簿用紙15種類を電子化 

連続用紙の使用量の削減 
平成18年度比 0.1％削減 

紙類のグリーン購入率の向上 
紙類のグリーン購入率 100％ 

文具類のグリーン購入の推進 
文具類のグリーン購入率 85％ 

事務室電力使用量の削減 
平成18年度比 1％削減 

紙ゴミのリサイクル率の向上 
紙ゴミのリサイクル率99％ 

水道使用量の削減 
水道使用量を25,100m3以下 

ガス使用量の削減 
ガス使用量を29,000m3以下 

公用車の環境対応車への切替 
29台を環境対応車に切替 

＝達成 　　　＝おおむね達成 　　　＝未達成 

古紙配合率偽装問題への 
対応・調査を実施 

3.91％増加 

56.74％ 

15種類 

3.12％削減 

 

 

1.04％削減 

99.90％ 

24,757m3 

29,080m3 

33台 

21.16％削減 

法制度改正への対応等、 
特殊要因により紙使用量は増加 

公用車352台中、 
環境対応車は222台で採用率は63.1%

累計で362種類を電子化 

 

 

 

平成18年度比 53千kWh削減 

539tを再生紙リサイクル 

平成18年度比 1.41%削減 

平成18年度比 0.59%増加 

ＣＯ2換算1,809t削減 

平成20年度の環境目的・目標については、コピーカウント数、両面化率の目標を廃止し、紙使用量全体の削減目標に見直しを行い、 
各部・関連会社においても、個別・単独の環境目標を設定し、取り組んでいます。 

（株）しがぎん経済文化センター　高橋 和也 

2,121千kWh増加 
2,447m3削減 
5,593m3削減 
2.0k   増加 
20.1k   削減 

NEW！ 

※新世紀第3次長期経営計画の詳細については、ホームページをご覧ください。http://www.shigagin.com/pdf/bank/2008_10-13_chouki.pdf

高
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田 



CO2排出削減量等を表示するATM 宇治支店の「太陽光発電パネル」 

知恵と親切の 
しがぎん 

アジアに強い 
しがぎん 

CSRのしがぎん 

間接的な取り組み 
環境保全に取り組まれるお客さま
をサポートする環境対応型金融商
品、サービスの開発・提供 

直接的な取り組み 
電力使用量の削減や、紙ゴミのリ
サイクルをはじめとするエコオフィス
づくり 

環境影響 

0

＋ 

－ 

エコオフィスづくり 
努力して環境影響を0に近づける。 

環境対応型金融商品・サービスの提供 
0から出発し、取り組めば取り組むほど
環境にプラスの影響を与える。 

地球温暖化防止に向けて 
どのような取り組みをしていますか？ 

地
球
環
境
と
の
共
存
共
栄 

6 7

地球温暖化ガス（CO2)排出量削減結果（平成19年4月～平成20年3月） 

新世紀第3次長期経営計画 

省エネ活動 

項目 取り組み内容 削減計画 累計実績 CO2削減量 
合計 

本業を通じた 
CO2の削減 

植樹活動 

自社車輌の 
環境対応車への切替 

電力、都市・LPガス、上下水道、ガソリン、 
重油使用量の削減 

役職員ボランティアによる植樹 

環境対応車への切替 

①「ジャストサポート（エコ）」 
　「PLB｣「エコ・クリーン資金」 
　（環境対応車の購入）の実行 
②「エコ＆耐震住宅ローン」 
　「セレクトリフォームローン（エコ＆耐震）」 
　（太陽光発電システムの導入）の実行 
③「カーボンオフセット定期預金『未来の種』」による 
　排出権の購入 

554.5t 1,860.8t

電力 
都市・LPガス 
上下水道 
ガソリン 
重油 

①208件 
②14件 
③2,000t

33台 

Q. 環境マネジメントシステムには 
どのような特徴がありますか？ 

Q.

　当行は、新世紀第3次長期経営計画（平成19年4月～平成22年3月）において、「地域社会との『共存共栄』の貫徹」を目指すため、3
つのブランド戦略（「知恵と親切のしがぎん」「アジアに強いしがぎん」「CSRのしがぎん」）を柱とした営業戦略を展開しております。 
　とくに｢CSRの実践」では、「地球温暖化ガス（CO2）排出量6％削減（平成18年度比）」を掲げ、更なるCSR経営の充実を図ってまいります。 
　具体的には、①省エネ活動によるＣＯ2排出量の削減 ②お客さまが取り組まれる環境保全活動への金融面（本業）での支援 ③植樹活
動によるＣＯ2の吸収 ④自社車輌の環境対応車への切り替えなどに努めています。 
　これらの環境保全に努めてきた結果、平成20年3月末までに、ＣＯ2排出量を21．16％削減することができました。 

宇治支店オープン 
～店舗の環境配慮仕様、紹介します～ 

　平成20年2月、宇治支店を開設しました。
屋上には「太陽光発電パネル」を設置し、
ＡＴＭコーナーに発電量やＣＯ2排出削減
量を表示、ＡＴＭ内の電力を賄っています。 
　加えて、「氷蓄熱空調システム」「雨水
利用」「ソーラー外灯」を採用するなど、環
境に配慮した仕様となっています。 

地球温暖化ガス排出量21.16％削減 「滋賀銀行環境方針」のもと、環境を主軸とするＣＳＲを追求し、 
心身ともに「クリーンバンクしがぎん」の実現にしがぎんグループをあげて取り組んでいます。 

TOPICS

リスク管理の高度化による企業価値の向上 計画期間：平成19年4月～平成22年3月（3年間） 

目指すべき姿 

メインテーマ 

地域社会との『共存共栄』の貫徹 

基本戦略 

営業戦略 

グループ力の結集による　3つのC+CSR 
（Consolidation,Credit Risk,Cost Control+CSR）の実践 

商品・サービスの向上、合理的かつ積極的なリスクテイク（Consolidation） 
信用リスク管理の高度化（Credit Risk） 
生産性の向上（Cost Control） 
環境・社会に対する取り組みの充実とコーポレートガバナンスの整備（CSR） 

資産の質を重視し、3つのブランド戦略を柱とした展開 

263.7t 190.2t 
増加 

244.2t 2,029.7t

16.8t 17.9t 1,600本 

29.8t 3.4t

※CO2排出量は新事務棟の稼動により増加しましたが、排出権を2,000t購入し、カーボンオフセットする
ことにより21.16％削減いたしました。 
※平成18年 度（基準年）のCO2排出量は8,791.9tです。 

　定期的に、環境に関す
る法規制などの制定・改正・
廃止の情報収集を行い、
平成19年度においても環
境に関する法規制等の遵
守状況を確認しております。 

　「環境マネジメントシステム」は、当行が直接的に取り組むものと、間接的に取り組む
ものに分け、それぞれについて具体的に活動を展開しています。 

環境マネジメントシステム 

ＩＳＯ14001

環境法規制の 
遵守 

平成19年度環境活動の目標と実績 

　弊社では取引先企業のISO14001などの環境認証の
取得に向けて、これまでビデオライブラリー、ｅ-ＫＥＩＢＵＮな
どによる環境情報の提供や、コンサルティングを実施して
きました。今年度は新たに環境ニュースの発信を行い、さら
に環境認証取得に向けてのセミナーも企画中です。ISO
の輪がもっと広がるように努めてまいります。 

ＩＳＯ実施責任者の声 

しがぎんVOICE

『しがぎん』の環境方針　～クリーンバンク『しがぎん』をめざして～ 
1 滋賀銀行は、地球環境の保全ならびに環境への負荷低減を企業活動の基本と認
識し、環境マネジメントシステムの継続的改善および環境汚染の予防に努め、「環
境との共生」をめざします。 

2 関連する環境の法規制、および滋賀銀行が同意するその他の要求事項を遵守します。 

3 エコオフィスづくりの中で、省資源および省エネルギーを推進します。 

4 環境対応型金融商品の開発・推進ならびに情報提供を通して、琵琶湖をはじめと
した自然環境保全への取り組みを、地域とともに行います。 

5この環境方針を基に全従業員が環境について考え行動します。 
平成11年に宣言！ 

①省資源・省エネルギーの「エコオフィスづくり」 
②環境対応型金融商品・サービスの開発、提供による
地域への環境保全活動への働きかけ 

③倫理観の強い行員づくり 
④透明度の高い情報開示 

クリーンバンクしがぎん 
～込められた4つの思い～ 

　「エコオフィスづくり」に
加え、銀行の本業を通じて
の環境保全活動を「環境
マネジメントシステム」に組
み込み、活動している点が
審査機関に評価され、当
行は平成12年に金融機
関の中ではいち早く、環境
管理の国際規格であるＩＳ
Ｏ14001の認証を取得し
ています。 

地球温暖化防止 

平成19年度　環境目的・目標 平成19年度実績  備考 

省資源 

省エネルギー 

評価 

地球温暖化ガス排出量を 
平成18年度比6％削減（3カ年計画） 

コピーカウント数の削減 
平成18年度比 0.4％削減 

コピーの両面化率の向上 
コピーの両面化率 59.95％ 

帳簿用紙の削減（電子化） 
帳簿用紙15種類を電子化 

連続用紙の使用量の削減 
平成18年度比 0.1％削減 

紙類のグリーン購入率の向上 
紙類のグリーン購入率 100％ 

文具類のグリーン購入の推進 
文具類のグリーン購入率 85％ 

事務室電力使用量の削減 
平成18年度比 1％削減 

紙ゴミのリサイクル率の向上 
紙ゴミのリサイクル率99％ 

水道使用量の削減 
水道使用量を25,100m3以下 

ガス使用量の削減 
ガス使用量を29,000m3以下 

公用車の環境対応車への切替 
29台を環境対応車に切替 

＝達成 　　　＝おおむね達成 　　　＝未達成 

古紙配合率偽装問題への 
対応・調査を実施 

3.91％増加 

56.74％ 

15種類 

3.12％削減 

 

 

1.04％削減 

99.90％ 

24,757m3 

29,080m3 

33台 

21.16％削減 

法制度改正への対応等、 
特殊要因により紙使用量は増加 

公用車352台中、 
環境対応車は222台で採用率は63.1%

累計で362種類を電子化 

 

 

 

平成18年度比 53千kWh削減 

539tを再生紙リサイクル 

平成18年度比 1.41%削減 

平成18年度比 0.59%増加 

ＣＯ2換算1,809t削減 

平成20年度の環境目的・目標については、コピーカウント数、両面化率の目標を廃止し、紙使用量全体の削減目標に見直しを行い、 
各部・関連会社においても、個別・単独の環境目標を設定し、取り組んでいます。 

（株）しがぎん経済文化センター　高橋 和也 

2,121千kWh増加 
2,447m3削減 
5,593m3削減 
2.0k   増加 
20.1k   削減 

NEW！ 

※新世紀第3次長期経営計画の詳細については、ホームページをご覧ください。http://www.shigagin.com/pdf/bank/2008_10-13_chouki.pdf
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「エコオフィスづくり」とは 
どのような取り組みですか？ 
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Q.

　平成20年6月開催の株主総会においてもエコスタイルで実
施し、株主の皆さまのご理解を賜りながら、地球温暖化防止に
努めています。 

　環境（不要な包装の削減）
＋福祉（障がい者雇用促進）
に貢献できる、滋賀オリジナ
ルのCSR活動です。 

　販売されたキャップはモップとして再製品化され、会員企業が購
入し、県内の小・中学校26校に78セットのモップが寄贈されました。 

　お客さま自身が“グリーンコンシューマー”となっていただけるよう、
お客さまにお贈りするノベルティグッズ（頒布品）もグリーン購入です。 

　当行の定めるグリーン購入基本方針のもと、環境負荷がで
きるだけ少ない商品やサービスを優先的に購入する「グリーン
購入」の実践に取り組んでいます。 

　行内のリサイクルシステムの活用により、機密情報の漏洩も防
止できます。 

　行内に「リサイクルシステム」
を設置し、顧客情報などに関
する機密書類を全店から集め
て破砕処理し、再生紙工場に
持ち込んで、ノートやファイル、
トイレットペーパーなどに再生し
ています。 
　また、新たな取り組みとして、
当行の再生紙を活用してキッ
チンクリーナーなどに再生し、
お客さまへノベルティグッズと
して提供しています。 
　平成19年度は539 tの紙ゴ
ミを破砕室へ持ち込み、リサイ
クル率は99.9％を誇っています。 

ココに 
注目 

ココに 
注目 

ココに 
注目 

ココに 
注目 

ココに 
注目 

ココに 
注目 

　開封テープと宛名ラベルは簡単に
はがすことができます。 

　従来は封筒に入れて郵送していた
発送物（冊子）を、開封テープと宛名ラ
ベルのみの簡易包装で発送する「エコ
メール」を平成19年 8月より順次導入
しています。 
　平成19年度は31,525通をエコメー
ルで発送し、不要となる封筒やビニー
ル袋など535ｋｇの廃棄物を削減するこ
とができました。 

TOPICS 
 

　環境省が推進するチームマイ
ナス６％の「ＣＯＯＬ ＢＩＺ＋」キャ
ンペーンに参加しました。本キャ
ンペーンは、クールビズに自分な
らではの温暖化防止アクション
をプラスし宣言するもので、私は“で
きるだけ階段を利用する”と宣言！ 
　階段の利用により無駄なエネ
ルギーを発生させず、地球環境
保全に努めたい、そして自分自
身の健康のためにも階段の利
用を推奨しています。 

総合企画部　東京事務所　 
杉江 秀樹 

地球環境に配慮 
「エコメール」 
を導入 

行内のリサイクルシステムで、 
紙ゴミを再生 ノベルティグッズも 

グリーン購入 

ペットボトルキャップの 
リサイクル 

夏・冬の 
エコスタイルで 
電力使用量を 
削減 

箱なしコピー用紙配達 
「エコラボはーと・しが」で 

環境と福祉に貢献 
　「滋賀グリーン購入ネットワーク」がすすめる、
箱なしコピー用紙配達事業「エコラボはーと・し
が」に参加しています。 
　これは、共同作業所のスタッフが、通常のダ
ンボール箱の代わりに、何度も使用できるプラ
スチック製の通い箱を活用して、コピー用
紙を参加企業へ配達する取り組みで、
本部で使用するコピー用紙の一部を
本事業より購入しています。 

大
津
市
　
び
わ
湖
バ
レ
イ（
水
仙
） 

　夏季の軽装により、室内
温度を本部・関連会社は28℃、
営業店は2 6℃とし、電力使
用量を削減して温室効果ガ
ス排出量を削減しようと「し
がぎんエコスタイル」キャンペーンを全店で展開しています。 
　加えて、冬季は室内温度を本部・関連会社は20℃、営業
店は22℃に設定し、省エネ活動に取り組んでいます。 

「グリーン購入シンポジウムin滋賀」開催！！ 

　平成20年1月、「グ
リーン購入シンポジ
ウムin滋賀」が、び
わ湖ホールで開催さ
れました。 
　同シンポジウムは、
滋賀県のグリーン購
入の一層の底上げを
図るとともに、全国の
グリーン購入活動を
牽引していくため、「第
9回グリーン購入大
賞」の滋賀県内受

賞団体の様 な々事例を紹介。当行は、「環境経営」についての事例発表を行うとともに、
高田頭取（現会長）が「グリーン購入は地球温暖化防止の特効薬となり得るか？」をテー
マに座談会に参加しました。 
　高田頭取は、「環境活動は、それぞれの企業がサスティナブル（持続可能）な発展を
遂げるための重要なテーマであり、前向きな投資である」と、お取引先さまの好事例を交
え熱く語りました。 

NEW！ 

NEW！ 

NEW！ 

NEW！ 

再生されたノートやファイル、 
キッチンクリーナー 

　滋賀県内の企業が加盟する社
会貢献組織「淡海フィランスロピー
ネット（会長：高田紘一）」のペット
ボトルキャップリサイクル事業に参
加しています。 
　当行本店にてペットボトルキャッ
プを回収し、滋賀県内の共同作
業所に提供。回収したペットボト
ルキャップは、分別・洗浄作業をへ
て再生業者に販売され、その収益
が共同作業所に還元されています。 

「ＣＯＯＬ ＢＩＺ＋（プラス）」 
参加者の声 

しがぎんVOICE
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Q.
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～当行独自の環境対応型金融商品・サービス～ 
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第5回「企業フィランソロピー大賞」受賞 
（平成20年2月） 

　本業を生かして社会に貢献する企業を顕彰する、「企業フィランソ
ロピー大賞」（主催：社団法人・日本フィランソロピー協会）において、
当行は最高賞の「企業フィランソロピー大賞」を受賞しました。 
　これは、10年前から「環境経営」を展開し、自らの省エネ・省資源
のエコオフィスづくりの活動に加え、金融機能を生かして、地域全体
の環境保全活動の啓発に努めてきたことが高く評価されたものです。 

第9回グリーン購入大賞 
「環境大臣賞」受賞 
（平成19年10月） 

　グリーン購入ネットワークが主催する第9回グリーン購入大賞において、
当行は最高賞の「環境大臣賞」を受賞しました。 
　これは、当行が環境を主軸としたＣＳＲ経営を実践し、独自の「環境対
応型金融商品・サービス」の提供による環境保全への働きかけを行うな
ど、金融を通じて、環境に配慮した地域社会づくりに全行あげて取り組
んできたことが評価され、今回の受賞に至ったものです。 

融
資
商
品 

預
金
商
品 

個　人 

法　人 

エコでチャレンジ！！ 
「ニュービジネス」にかける 
起業家精神をサポート（P19） 

エコビジネスマッチングフェアを開催！！ 
ビジネスチャンスの創出を 
強力にバックアップ（P19） 

定期預金の金額に応じて 
排出権を購入。 
皆さまとともに 
地球温暖化防止に貢献（Ｐ13） 

預金をしながら環境サポート 
紙資源削減＆「学校ビオトープ」 

づくりのお手伝い（Ｐ12） 

無通帳口座でペーパーレス 

ＳＲＩファンド 
ＣＳＲに積極的に 
取り組む企業に投資（Ｐ17） 

エコ関連・耐震住宅建設を 
サポート（Ｐ17） 

環境対応車の購入等を 
低利融資とスピード対応で 
強力にサポート 

省エネルギー・耐震住宅への 
リフォームをサポート（Ｐ17） 

太陽光発電等の導入をサポート。 
ＣＯ２削減量に応じて 
二ゴロブナを放流（Ｐ16） 

定期預金の金額に応じて 
排出権を購入。 
皆さまとともに 

地球温暖化防止に貢献（Ｐ13） 

環境を主軸とする 
ＣＳＲ経営をサポート（Ｐ14） 

災害対策に取り組む 
事業者の皆さまを 
コンサルティングから 
ご融資までサポート（P23） 

農林漁業の皆さまの 
夢を力強くサポート 

地球温暖化防止の 
思いが込められたご預金を 
環境配慮への取り組みが 
先進的な企業等にご融資（Ｐ13） 

環境保全に 
取り組まれる 

事業主の皆さまを 
サポート（Ｐ14） 

その他にも… 
CSRの観点で、お客さまの 
課題解決をサポート！ 

あれから10年、私たちの思いは変わりません 
　平成10年4月、当行最初の環境対応型融資商品「エコ・クリーン資金」を提供して以来、 
早くも10年が経過しました。 
　その間も、銀行としての本業である「金融」の役割を通じて、 
さまざまな環境対応型金融商品・サービスを提供。 
地域の皆さまの環境保全活動への支援に積極的に取り組んでまいりました。 
　当行は、今後とも「環境金融」が地球温暖化防止をはじめとする、 
持続可能な社会づくりに貢献できるとの使命を認識し、 
「お金の流れで地球環境を守る」との気概で、 
金融機関ならではのＣＳＲ活動を展開してまいります。 

滋賀銀行はグリーン購入ネットワークの会員です 

Think Globally,Act Locally 
しがぎんは地球規模で考え、地域で行動しています。 

東
近
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市
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の
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ケ
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Q.

　エコプラス定期は、お客さまが当行のダ
イレクトチャネル（ＡＴＭ、電話、インターネッ
ト）を利用して定期預金をしていただくと、1
回のお預け入れごとに7円（ダイレクトチャ
ネルで不要となる定期預金申込用紙代
相当額）を当行が負担して積み立て、滋
賀県内の小学校の「学校ビオトープ」づく
りの資金として拠出させていただくものです。
　平成19年度は3校に、それぞれ50万円
を寄贈しました。 
　なお、平成20年3月末現在の取扱高は
104万件、8,987億円にのぼっています。 

TOPICS「学校ビオトープ」 
平成20年度は5校に助成！！ 

　「エコプラス定期」による拠出金贈呈式を平成20年6
月に開催。平成20年度は、5校へ「学校ビオトープ」づくり
の活動資金として各 5々0万円を贈呈しました。 
　贈呈式では、各校長先生が「ホタルの舞う、夢のあ
るビオトープ」や「ビオトープを通して、生き物への愛情、
思いやりの心を育むために活用したい」など、それぞれ
の思いを語り、子どもたちの心身の成長に期待を膨ら
ませておられました。 
　これで、「学校ビオトープ」づくりの助成校は、平成18年
度以来累計で10校となり、総額500万円を寄贈しています。 

「学校ビオトープ」で環境学習 
～エコプラス定期～ 

　「未来の種」、「未来の芽」を企画しました。 
　当行の様々な形の社会貢献の中で、本業である環境
対応型金融商品の開発・推進は最も重要だと思ってい
ます。商品を通じて環境を守る「新しいお金の流れ」を
生み出すこと、「地球温暖化問題」や「排出権」の仕組
みをお客さまに知っていただくこと、そしてビジネスとの両
立を目指して開発しました。 

営業統轄部　　田 浩平 

商品企画担当者の声 

しがぎんVOICE

平成20年度助成先 
長浜市立長浜北小学校 
高島市立マキノ北小学校 
安土町立老蘇小学校 
県立鳥居本養護学校 
近江兄弟社小学校 

『未来の種』にお
預け入れいただい
たお客さまに、感
謝の気持ちを込
めて「お預け入れ
感謝カード」をお
渡ししています。 

　当行が定期預金額の一定割合（0.1％）分の排出権を購入し、
初年度分としてあらかじめ負担する排出権2,00 0t分の費用（約6
百万円）に相当するまで取り扱う、総預入枠約60億円を上限と
する商品です。京都議定書で削減目標が定められている第一約
束期間の5年間にわたり、毎年、当行が排出権を購入します。 

ココに 
注目 

未来の地球を守る種まき 
～カーボンオフセット定期預金～ 
 

“未来の種”を育てます 
～事業者向け環境配慮型融資～ 

ご預金者 ご融資先 

カーボンオフセット 
定期預金 

『未来の種』 

事業者向け 
環境配慮型融資 

『未来の芽』 

ご預金枠60億円 

排出権購入 

国に移転 

ご融資枠60億円 

しがぎん 

排出削減 

→
 

環境事業限定融資 

地球温暖化防止への 
志のあるご預金をお預かり 

地球環境保全に貢献する企業、 
事業者へのご融資を実施 

大
津
市
　
び
わ
こ
文
化
公
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　「環境学習の場の提供」として「学校ビオトープ」づくりをご支援す
ることで、未来を担う子どもたちに、命や環境の大切さを学ぶ、きっかけ
を作るお手伝いがしたいとの思いを込めています。 

ココに 
注目 

湖北町立　速水小学校 

米原市立　醒井小学校 

高島市立　今津北小学校 

100万件を 
突破しました！ 

NEW！ 

NEW！ 

カーボンオフセット 

地球温暖化対策として、企業や消費者が排出した温室効果ガスの一部を排
出権の取得や自然保護活動への協力等で相殺すること。 

用語説明 

種から芽へ ～預金と融資を地球環境保全で結ぶ～ 

　お客さまからお預け入れいただいた定期預金の金額に応じ、当
行が費用を負担して温室効果ガス排出権を購入する「カーボン
オフセット定期預金『未来の種』」を、平成20年 4月1日、国内の
金融機関で初めて取り扱いを開始しました。 
　この預金は、これまで10年にわたり展開してきた当行の環境経
営を、地域の皆さまとともに充実させていく
ため、地球温暖化を身近な問題
として捉えていただくきっ
かけづくりと、地球温暖化
防止に対する、お客さまの
具体的な行動手段を提供
するための商品です。 
　取り扱い開始以来、「孫や
子どもたちの暮らす地球環境を
守りたい」という思いをはじめ、お
客さまの行動が地球温暖化防止
に直接つながる商品として共感を
集めています。 

　「カーボンオフセット定期預金『未来の種』」による、地球
温暖化防止への思いが込められたご預金を、環境配慮に先
進的な事業者の皆さまや、温室効果ガス削減への取り組み
で必要とされる資金にご融資する新商品「事業者向け環境
配慮型融資『未来の芽』」を、平成20年7月7日の北海道洞
爺湖サミットの開催に合わせ、取り扱いを開始しました。 
　具体的には、「未来の種」にお預け入れいただいたご預金
を原資に、温室効果ガス削減目標を掲げて削減に取り組ん
でいる等の「環境配慮に先進的な企
業」や「環境配慮事業者が実施する
温室効果ガス削減につながる取り組
み」を支援するため、ご利用いただき
やすい固定金利でご融資。ご預金者
の地球環境保全への思いを受け継ぎ、
「お金の流れで地球環境を守る」とい
う当行の「環境金融」を一層充実さ
せる商品です。 

環境配慮への取組が 
「先進的」な企業 

環境配慮企業 

環境関連 
ニュービジネス企業 

エコ
のかけはし

エコプラス定期実績累計 

平成19年度 
「学校ビオトープ」 

助成先 

1,200,000 

1,000,000 

800,000 

600,000 

400,000 

200,000 

0

金額（百万円） 件数（件） 

151,571
273,012

390,879
604,208

898,736

1,042,057

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 

336,476

498,090

738,163

178,910
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るビオトープ」や「ビオトープを通して、生き物への愛情、
思いやりの心を育むために活用したい」など、それぞれ
の思いを語り、子どもたちの心身の成長に期待を膨ら
ませておられました。 
　これで、「学校ビオトープ」づくりの助成校は、平成18年
度以来累計で10校となり、総額500万円を寄贈しています。 

「学校ビオトープ」で環境学習 
～エコプラス定期～ 

　「未来の種」、「未来の芽」を企画しました。 
　当行の様々な形の社会貢献の中で、本業である環境
対応型金融商品の開発・推進は最も重要だと思ってい
ます。商品を通じて環境を守る「新しいお金の流れ」を
生み出すこと、「地球温暖化問題」や「排出権」の仕組
みをお客さまに知っていただくこと、そしてビジネスとの両
立を目指して開発しました。 
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県立鳥居本養護学校 
近江兄弟社小学校 

『未来の種』にお
預け入れいただい
たお客さまに、感
謝の気持ちを込
めて「お預け入れ
感謝カード」をお
渡ししています。 

　当行が定期預金額の一定割合（0.1％）分の排出権を購入し、
初年度分としてあらかじめ負担する排出権2,00 0t分の費用（約6
百万円）に相当するまで取り扱う、総預入枠約60億円を上限と
する商品です。京都議定書で削減目標が定められている第一約
束期間の5年間にわたり、毎年、当行が排出権を購入します。 

ココに 
注目 

未来の地球を守る種まき 
～カーボンオフセット定期預金～ 
 

“未来の種”を育てます 
～事業者向け環境配慮型融資～ 

ご預金者 ご融資先 

カーボンオフセット 
定期預金 

『未来の種』 

事業者向け 
環境配慮型融資 

『未来の芽』 

ご預金枠60億円 

排出権購入 

国に移転 

ご融資枠60億円 

しがぎん 

排出削減 

→
 

環境事業限定融資 

地球温暖化防止への 
志のあるご預金をお預かり 

地球環境保全に貢献する企業、 
事業者へのご融資を実施 
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　「環境学習の場の提供」として「学校ビオトープ」づくりをご支援す
ることで、未来を担う子どもたちに、命や環境の大切さを学ぶ、きっかけ
を作るお手伝いがしたいとの思いを込めています。 

ココに 
注目 

湖北町立　速水小学校 

米原市立　醒井小学校 

高島市立　今津北小学校 

100万件を 
突破しました！ 

NEW！ 

NEW！ 

カーボンオフセット 

地球温暖化対策として、企業や消費者が排出した温室効果ガスの一部を排
出権の取得や自然保護活動への協力等で相殺すること。 

用語説明 

種から芽へ ～預金と融資を地球環境保全で結ぶ～ 

　お客さまからお預け入れいただいた定期預金の金額に応じ、当
行が費用を負担して温室効果ガス排出権を購入する「カーボン
オフセット定期預金『未来の種』」を、平成20年 4月1日、国内の
金融機関で初めて取り扱いを開始しました。 
　この預金は、これまで10年にわたり展開してきた当行の環境経
営を、地域の皆さまとともに充実させていく
ため、地球温暖化を身近な問題
として捉えていただくきっ
かけづくりと、地球温暖化
防止に対する、お客さまの
具体的な行動手段を提供
するための商品です。 
　取り扱い開始以来、「孫や
子どもたちの暮らす地球環境を
守りたい」という思いをはじめ、お
客さまの行動が地球温暖化防止
に直接つながる商品として共感を
集めています。 

　「カーボンオフセット定期預金『未来の種』」による、地球
温暖化防止への思いが込められたご預金を、環境配慮に先
進的な事業者の皆さまや、温室効果ガス削減への取り組み
で必要とされる資金にご融資する新商品「事業者向け環境
配慮型融資『未来の芽』」を、平成20年7月7日の北海道洞
爺湖サミットの開催に合わせ、取り扱いを開始しました。 
　具体的には、「未来の種」にお預け入れいただいたご預金
を原資に、温室効果ガス削減目標を掲げて削減に取り組ん
でいる等の「環境配慮に先進的な企
業」や「環境配慮事業者が実施する
温室効果ガス削減につながる取り組
み」を支援するため、ご利用いただき
やすい固定金利でご融資。ご預金者
の地球環境保全への思いを受け継ぎ、
「お金の流れで地球環境を守る」とい
う当行の「環境金融」を一層充実さ
せる商品です。 

環境配慮への取組が 
「先進的」な企業 

環境配慮企業 

環境関連 
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　お客さまと手を携え、環境保全に向けた取り組みを一層促進させるため、平成17年1 2
月に「しがぎん琵琶湖原則（ＰＬＢ＝Principles for Lake Biwa）」を策定し、琵琶湖をは
じめとする地球環境保全への願いを込めた、この原則への賛同を広く呼びかけています。 
　ご賛同いただいたお客さまのうち、ご希望の方には、お客さまの「環境を主軸としたＣＳ
Ｒ経営に関する資料」に基づき、当行独自のＰＬＢ格付（環境格付）を実施。 
環境経営に対する「気づき」のツールとしてご活用いただいております。 

　環境保全に取り組まれる企業・事業主の皆さまに通常より金利を優遇してご融資する「エコ・
クリーン資金」（平成20年3月末現在実行累計：669件82億8,900万円）の商品内容を充実・
発展させ、ＰＬＢ格付によるお客さまの取り組み度合いを反映して最大で金利を年0.5％優遇
する「琵琶湖原則支援資金（PLB資金）」の取り扱いを平成17年12月より開始しています。 
　この「ＰＬＢ資金」には、地元中堅・中小企業による「環境を主軸としたＣＳＲ経営」を支援し、
地域と連携して「持続可能な企業と地域社会」を実現しようとの強い願いを込めており、県内・
県外を問わず大きな反響をいただいております。 
　平成20年3月末現在、融資累計は472件、67億8,200万円、PLBにご賛同いただいた企業・
事業者は、2,184先にのぼっています。 

地球環境保全への願いを込めて 
～「しがぎん琵琶湖原則（ＰＬＢ）」～ 

環境を主軸とする 
CSR活動をサポート 

～琵琶湖原則支援資金（ＰＬＢ資金）～ 

Principles for Lake Biwa 

しがぎん琵琶湖原則（PLB） 

滋賀銀行は、地域自然環境の象徴である近畿の水源・琵琶湖を擁する滋賀県の地元銀行としてＣＳＲ（企業の社会
的責任）を全うし、「持続可能な企業と地域社会」を実現するために、三項目からなる「しがぎん琵琶湖原則」を策
定し、お取引先にその理解と協力を求め、地域全体で「環境を主軸とするＣＳＲ経営」の推進に努めてまいります。 

私たちは地球を、日本を、琵琶湖を愛し、本業の中において発生する環境負荷を低減し、地域の環境保全に
役立つ環境配慮行動を組み込んだ生産・販売・サービス基準を策定することによって、琵琶湖を擁する地元
滋賀県の水質・大気・土壌などの環境保全や地域社会の持続的な発展に貢献します。 
 
私たちは地球を、日本を、琵琶湖を愛し、環境保全や地域社会等の持続的な発展に役立つ製品・商品・サー
ビスを開発・普及することによって、環境配慮行動とビジネスチャンスの両立をめざします。 
 
私たちは地球を、日本を、琵琶湖を愛し、地球温暖化ガス（ＣＯ2）・土壌・ダイオキシン汚染に代表される環境リス
クへの対応として、滋賀銀行と取引先の双方が環境リスクマネジメントに必要不可欠な情報の共有をめざし、コ
ミュニケーション活動を推進することにより環境リスクを軽減し、持続可能な地域社会を実現します。 

趣　旨 

ＰＬＢ三原則 

　当行では、ＣＳＲの側面も加味した、「企業格付制度」を実施し
ています。 
　「企業格付制度」では、環境保全に熱心なお取引先の活動を
取引評価ならびに信用格付に反映させるため「環境配慮評価
項目」を設けています。 
　また、この格付制度を、お取引先の企業価値向上に向けた提
案や親身なソリューション活動を充実させるための「コミュニケー
ションツール」として活用し、「知恵と親切を提供するビジネス」を
展開してまいります。 

企業格付制度 

取 引 評 価  

信 用 格 付  

自己査定 ＋ 

取引採算 
親 密 度  
保 全 度  
環境配慮 
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環境配慮など 

定量評価 
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成長性など 
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「企業格付制度」は“環境”も視野に 
1
2
3

格付評価項目 

「PLB格付」と「PLB金利優遇制度」 

エコクリーン資金・PLB資金実績累計 
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PLB資金プラン・ラインナップ 

プラン 

資金使途 

プラン 

資金使途 

エコ・アクションプラン みずすましプラン ISOプラン 

環境保全に役立つ製品・商品・サービ
スの開発・販売を行うにあたり必要と
する運転資金・設備資金 

水質の汚濁を防止するための施設
の設置、改善または整備に必要な設
備資金 

ISO認証取得にかかる運転資金・設備
資金（ ISO14000シリーズの他、
ISO9000シリーズを含む） 

省エネ・温暖化ガス削減プラン 土壌汚染防止プラン リサイクルプラン 

地球温暖化を防止するための設備資金 
①営業車としての低公害車、低燃費車
等の購入資金 

②社屋・営業所・工場等におけるエネ
ルギー使用の合理化・温暖化ガス削
減のための設備資金 

土壌汚染を防止し、除去するための覆
土事業、舗装事業、遮断事業、物理的・
化学的処理による物質の除去または
無害化事業に必要な設備の購入およ
び調査等に要する費用 

廃棄物をリサイクル化するための機械
設備およびリサイクル商品の製造設備
の購入に要する費用 

「しがぎん琵琶湖原則」にご賛同いただきますと、
PLB格付のランクに応じて、「琵琶湖原則支援資金」
の貸出金利を優遇させていただきます。「環境保
全や地域社会等の持続的な発展」に役立つ資
金を必要とされる際には、ぜひともご利用ください。 

①PLBへの賛同 ②PLB格付を取得 ③PLB資金によるお借入 
（金利優遇） 

PLB格付 格付評価 金利優遇幅 

L1 

L2 

L3 

L4

取り組みが先進的 

取り組みが十分 

取り組みが普通 

今後の取り組みに期待 

0.5％ 

0.4％ 

0.3％ 

0.2％ 
（注）L5に格付された場合はPLB資金をご利用いただけません。 

ISO14001等の認証取得 

環境会計導入 

土壌汚染、騒音、振動等への取組 

環境に配慮した製品・商品の取扱 

法令遵守方針の策定 

環境方針の策定 

環境保全のボランティア活動 

省エネ・省資源への取組 

グリーン調達・グリーン購入の取組 

 

 

環境報告書の発行 

投資案件決定時の環境考慮対応 

 

 

リサイクルへの取組 

コンプライアンスの推進部署の 
設置状況 

地球温暖化ガス（CO2）排出量 
削減への取組 

湖
北
町
　
早
崎
港 
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Q.

　お客さまと手を携え、環境保全に向けた取り組みを一層促進させるため、平成17年1 2
月に「しがぎん琵琶湖原則（ＰＬＢ＝Principles for Lake Biwa）」を策定し、琵琶湖をは
じめとする地球環境保全への願いを込めた、この原則への賛同を広く呼びかけています。 
　ご賛同いただいたお客さまのうち、ご希望の方には、お客さまの「環境を主軸としたＣＳ
Ｒ経営に関する資料」に基づき、当行独自のＰＬＢ格付（環境格付）を実施。 
環境経営に対する「気づき」のツールとしてご活用いただいております。 

　環境保全に取り組まれる企業・事業主の皆さまに通常より金利を優遇してご融資する「エコ・
クリーン資金」（平成20年3月末現在実行累計：669件82億8,900万円）の商品内容を充実・
発展させ、ＰＬＢ格付によるお客さまの取り組み度合いを反映して最大で金利を年0.5％優遇
する「琵琶湖原則支援資金（PLB資金）」の取り扱いを平成17年12月より開始しています。 
　この「ＰＬＢ資金」には、地元中堅・中小企業による「環境を主軸としたＣＳＲ経営」を支援し、
地域と連携して「持続可能な企業と地域社会」を実現しようとの強い願いを込めており、県内・
県外を問わず大きな反響をいただいております。 
　平成20年3月末現在、融資累計は472件、67億8,200万円、PLBにご賛同いただいた企業・
事業者は、2,184先にのぼっています。 

地球環境保全への願いを込めて 
～「しがぎん琵琶湖原則（ＰＬＢ）」～ 

環境を主軸とする 
CSR活動をサポート 

～琵琶湖原則支援資金（ＰＬＢ資金）～ 

Principles for Lake Biwa 

しがぎん琵琶湖原則（PLB） 

滋賀銀行は、地域自然環境の象徴である近畿の水源・琵琶湖を擁する滋賀県の地元銀行としてＣＳＲ（企業の社会
的責任）を全うし、「持続可能な企業と地域社会」を実現するために、三項目からなる「しがぎん琵琶湖原則」を策
定し、お取引先にその理解と協力を求め、地域全体で「環境を主軸とするＣＳＲ経営」の推進に努めてまいります。 

私たちは地球を、日本を、琵琶湖を愛し、本業の中において発生する環境負荷を低減し、地域の環境保全に
役立つ環境配慮行動を組み込んだ生産・販売・サービス基準を策定することによって、琵琶湖を擁する地元
滋賀県の水質・大気・土壌などの環境保全や地域社会の持続的な発展に貢献します。 
 
私たちは地球を、日本を、琵琶湖を愛し、環境保全や地域社会等の持続的な発展に役立つ製品・商品・サー
ビスを開発・普及することによって、環境配慮行動とビジネスチャンスの両立をめざします。 
 
私たちは地球を、日本を、琵琶湖を愛し、地球温暖化ガス（ＣＯ2）・土壌・ダイオキシン汚染に代表される環境リス
クへの対応として、滋賀銀行と取引先の双方が環境リスクマネジメントに必要不可欠な情報の共有をめざし、コ
ミュニケーション活動を推進することにより環境リスクを軽減し、持続可能な地域社会を実現します。 

趣　旨 

ＰＬＢ三原則 

　当行では、ＣＳＲの側面も加味した、「企業格付制度」を実施し
ています。 
　「企業格付制度」では、環境保全に熱心なお取引先の活動を
取引評価ならびに信用格付に反映させるため「環境配慮評価
項目」を設けています。 
　また、この格付制度を、お取引先の企業価値向上に向けた提
案や親身なソリューション活動を充実させるための「コミュニケー
ションツール」として活用し、「知恵と親切を提供するビジネス」を
展開してまいります。 

企業格付制度 

取 引 評 価  

信 用 格 付  

自己査定 ＋ 

取引採算 
親 密 度  
保 全 度  
環境配慮 

定性評価 
業界動向 
事業基盤 
環境配慮など 

定量評価 
収益性 
安全性 
成長性など 

取
引
方
針
マ
ト
リ
ッ
ク
ス 

法
人
・
事
業
者 

取
引
方
針 

格
付
の
開
示
を
通
じ
た
要
改
善
点
、課
題
の
共
有
化 

企
業
価
値
の
向
上
に
向
け
た
提
案
活
動 

「企業格付制度」は“環境”も視野に 
1
2
3

格付評価項目 

「PLB格付」と「PLB金利優遇制度」 

エコクリーン資金・PLB資金実績累計 

16,000 

14,000 

12,000 

10,000 

8,000 

6,000 

4,000 

2,000 

0

金額（百万円） 件数（件） 

505

19 31
99
193

327
412

528

726

958

1,141

1,167 1,994
2,814

3,874
5,673

7,091

9,704

12,362
15,071

平成 
10年度 

平成 
11年度 

平成 
12年度 

平成 
13年度 

平成 
14年度 

平成 
15年度 

平成 
16年度 

平成 
17年度 

平成 
18年度 

平成 
19年度 

PLB資金プラン・ラインナップ 

プラン 

資金使途 

プラン 

資金使途 

エコ・アクションプラン みずすましプラン ISOプラン 

環境保全に役立つ製品・商品・サービ
スの開発・販売を行うにあたり必要と
する運転資金・設備資金 

水質の汚濁を防止するための施設
の設置、改善または整備に必要な設
備資金 

ISO認証取得にかかる運転資金・設備
資金（ ISO14000シリーズの他、
ISO9000シリーズを含む） 

省エネ・温暖化ガス削減プラン 土壌汚染防止プラン リサイクルプラン 

地球温暖化を防止するための設備資金 
①営業車としての低公害車、低燃費車
等の購入資金 

②社屋・営業所・工場等におけるエネ
ルギー使用の合理化・温暖化ガス削
減のための設備資金 

土壌汚染を防止し、除去するための覆
土事業、舗装事業、遮断事業、物理的・
化学的処理による物質の除去または
無害化事業に必要な設備の購入およ
び調査等に要する費用 

廃棄物をリサイクル化するための機械
設備およびリサイクル商品の製造設備
の購入に要する費用 

「しがぎん琵琶湖原則」にご賛同いただきますと、
PLB格付のランクに応じて、「琵琶湖原則支援資金」
の貸出金利を優遇させていただきます。「環境保
全や地域社会等の持続的な発展」に役立つ資
金を必要とされる際には、ぜひともご利用ください。 

①PLBへの賛同 ②PLB格付を取得 ③PLB資金によるお借入 
（金利優遇） 

PLB格付 格付評価 金利優遇幅 

L1 

L2 

L3 

L4

取り組みが先進的 

取り組みが十分 

取り組みが普通 

今後の取り組みに期待 

0.5％ 

0.4％ 

0.3％ 

0.2％ 
（注）L5に格付された場合はPLB資金をご利用いただけません。 

ISO14001等の認証取得 

環境会計導入 

土壌汚染、騒音、振動等への取組 

環境に配慮した製品・商品の取扱 

法令遵守方針の策定 

環境方針の策定 

環境保全のボランティア活動 

省エネ・省資源への取組 

グリーン調達・グリーン購入の取組 

 

 

環境報告書の発行 

投資案件決定時の環境考慮対応 

 

 

リサイクルへの取組 

コンプライアンスの推進部署の 
設置状況 

地球温暖化ガス（CO2）排出量 
削減への取組 

湖
北
町
　
早
崎
港 



ＳＲＩファンドラインナップ 

その他 

外国株式 

国内株式 

投資対象 

●ＤＩＡＭ高格付インカム・オープンＳＲＩ 
　＜愛称：ハッピークローバーＳＲＩ＞ 
●『しがぎん』ＳＲＩ三資産バランス・オープン 
　＜愛称：ＯＨみらい＞ 
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　「カーボンニュートラルローン 未来よし」は、琵琶湖の環境と生態系の保全をめざして、平成19
年4月に取り扱いを開始しました。 
　この商品は、お客さまが当行の環境対応型金融商品である「琵琶湖原則支援資金」「エコ・
クリーン資金」「エコ＆耐震住宅ローン」「セレクトリフォームローン（エコ＆耐震）」の利用を通じ
て「太陽光発電システム」等を導入された場合、削減された温室効果ガスの量に応じて、「EU
排出権取引価格」（排出権購入に必要な金額）を参考に当行が試算し、琵琶湖の固有種「ニ
ゴロブナ」放流事業に資金を拠出するものです。 
　平成19年度、平成20年度ともに、財団法人・滋賀県水産振興協会が実施するニゴロブナ放
流事業に120万円を寄贈しました。 

TOPICS

第12回新エネ大賞 
「新エネルギー財団会長賞」受賞（平成20年2月） 
　太陽光発電システムなどを導入すると、さらに金利を優遇する「カーボンニュー
トラルローン 未来よし」の商品性は非常にユニークで、削減したＣＯ2排出
量に応じて琵琶湖の固有種ニゴロブナ放流資金を拠出する仕組みは、地
域密着型の社会貢献であるとして、高い評価を受けました。 

　「エコ＆耐震住宅ローン」（平成17年 8月取扱開始）は、エコ関連お
よび耐震の住宅建設の促進を目的に、同住宅を購入される場合には、
金利を優遇するものです。 
　太陽光発電システム導入住宅など、エネルギー効率の高い住宅を普
及促進することにより、温室効果ガスの排出量を削減。また滋賀県には
琵琶湖西岸に断層帯が存在しており、耐震住宅の建設を促進すること
により、お客さまの生命、財産を守るためのお役に立ちたいとの願いが
込められています。 
　また、省エネルギー住宅や耐震住宅へのリフォームをお考えのお客さ
まには、「セレクトリフォームローン（エコ＆耐震）」を通常よりも低い金利
で必要な資金をご融資させていただいております。 

環境＋防災意識の共有化と促進 
～エコ＆耐震住宅ローン～ 

ＣＯ2削減量に応じて 
二ゴロブナ3万匹放流 

～カーボンニュートラルローン 未来よし～ 

新エネ大賞エンブレム 

「頑張って育てよ」 
ニゴロブナ放流式を開催！！ 

　平成20年1月、役職員ボランティア340名が草津市下物町の烏丸
半島に集合。例年実施しているヨシ刈りに加えて、二ゴロブナの放流
式を開催し、「頑張って育てよ」などの呼びかけの中、二ゴロブナは次々
と琵琶湖に放たれ、元気に泳いでいきました。冬の寒い一日でしたが、
琵琶湖の環境保全を願って心がひとつになりました。 

豊富なＳＲＩファンド 
ラインナップ 

　「土地をきれいなまま子どもたちへ、そして未来へ残そう」
との願いから、土壌汚染対策法の施行（平成15年2月）に
伴い、以下の対応を行っています。 

　これらの対応に込めた当行の願いは、お取引先のご理解
を得て、土壌浄化に自主的に取り組んでいただける例が増
えています。 

　当行は、環境問題や法令遵守、社会的責任への取り組み
が高いと評価される企業に投資する投資信託商品、ＳＲＩ（Socially 
Responsible Investment：社会的責任投資）ファンドを豊
富に取り扱っています。　 

担保土地に対する対応 
新規担保 
「汚染可能性が高い土地」に該当する土地は原則として新
規の担保として取得しません。 
（注1）「汚染可能性が高い土地」とは、使用中のものを含め、法に定

める特定有害物質を取り扱う「特定施設」の敷地を言います。 
（注2）汚染調査の結果、汚染されていない土地や浄化された土地は

担保取得します。また「汚染可能性が高い土地」に該当しても、
総合的に判断のうえ取得を検討する場合もあります。 

既存担保 
法の定めにより都道府県知事が作成する指定区域の台帳
に記載された土地については、評価額をゼロ円とします。 
（注）浄化されれば台帳の記載から消去されますので、通常の評価

に戻します。 

大規模な環境被害を引き起こした企業等については、該
当先に対して行内の信用格付をランクダウンさせます。 

大規模な環境被害を引き起こした 
企業等への対応 

ダイオキシン類対策特別措置法（平成12年1月施行）の
趣旨を踏まえて担保土地のダイオキシン類に関する対
応を平成15年8月から開始しました。土壌汚染対策法
への対応に準じたものです。 

担保土地のダイオキシン類に関する対応も 

きれいな土地を 
未来へ 

ニゴロブナにしがぎんマーク　ひと目でわかる放流効果 

ファンド名 

●モーニングスターＳＲＩインデックスオープン 
　＜愛称：つながり＞ 
●日興エコファンド 
●エコ・ファンド 

●地球温暖化防止関連株ファンド 
　＜愛称：地球力＞ 
●グローバル ウォーター ファンド 

高
島
市
　
白
ひ
げ
浜
水
泳
場 

カーボンニュートラル 

日常生活や事業活動に伴って発生する温室効果ガスを、植林や自然エネルギーの導入などにより実質的にゼロに近づける取り組み。 

用語説明 

　放流される「ニゴロブナ」は、内耳の「耳石」に特殊な色素で染色し、
識別できることから、一定期間後にサンプリング（捕獲）して繁殖状況な
どを調査。また、「ニゴロブナ」の増殖により「ふなずし」など湖国の食文
化（スローフード）を守り、振興しようとの願いも込めています。 

　絶滅危惧種である、ニゴ
ロブナを保全することにより、
生物多様性への取り組み
を進めています。 

ココに 
注目 

　平成19年11月に、戸別毎の住宅に適用してきた「エコ＆耐震住宅ローン」
の対象を、分譲住宅や分譲マンションの環境配慮型プロジェクトにも適用を
拡充しました。住宅の分譲開発から建築・購入にいたるまで、分譲業者・購
入者・当行の三者が一体となってCO2の削減に向けた良好な住環境の街
づくりの取り組みをめざします。 
　更に、環境配慮型プロジェクト内で本ローンをご利用いただく皆さまには、
緑の街づくりのサポートとして、当行より「樹木の苗木」をプレゼントしています。 

ココに 
注目 

ニゴロブナ放流式 

ふなずし 
日本最古の「すし」と言われており、琵
琶湖産のニゴロブナを約3カ月塩漬け
した後、ご飯を詰めて焼酎などで本漬
けした滋賀県古来の珍味 

耳石 染色された耳石 

※掲載の耳石の写真は滋賀県水産試験場、ふなずしの写真は滋賀県水産課よりご提供い 
　ただきました。 

しがぎんが放
流したニゴロ
ブナのしるしと
して、3重のリ
ングマークを
つけています 

Q.
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　これらの対応に込めた当行の願いは、お取引先のご理解
を得て、土壌浄化に自主的に取り組んでいただける例が増
えています。 
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高
島
市
　
白
ひ
げ
浜
水
泳
場 

カーボンニュートラル 
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ロブナを保全することにより、
生物多様性への取り組み
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ココに 
注目 
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ニゴロブナ放流式 

ふなずし 
日本最古の「すし」と言われており、琵
琶湖産のニゴロブナを約3カ月塩漬け
した後、ご飯を詰めて焼酎などで本漬
けした滋賀県古来の珍味 

耳石 染色された耳石 

※掲載の耳石の写真は滋賀県水産試験場、ふなずしの写真は滋賀県水産課よりご提供い 
　ただきました。 

しがぎんが放
流したニゴロ
ブナのしるしと
して、3重のリ
ングマークを
つけています 

Q.
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Q. どのような環境コミュニケーションを 
展開していますか？ 

Q.

　平成20年7月、「小
さな親切」運動の
一環として、琵琶湖
岸の一斉清掃活動
に役職員121名が
参加。“未来からの
預かりもの”である
琵琶湖の美化活動
と豊かな心づくりに
努めています。 

　平成19年10月5日～7日の3日間、草津市の烏丸半島
芝生広場において「地球温暖化防止フェアinびわこ・くさ
つ」が開催され、当行もブースを出展しました。 
　期間中は、パネルに加えて二ゴロブナの泳ぐ水槽を展示。
ニゴロブナの耳石部分にしがぎんマークがついている話を
すると、子どもたちも興味津 ！々連日多くの方が訪れ、広く
当行の環境保全活動を知っていただく機会となりました。 

　平成19年10月24日～26日の3日間、「びわ湖
環境ビジネスメッセ2007」が長浜ドームで開催さ
れ、「環境ビジネス支援」をテーマにブースを出
展しました。 
　「なぜ滋賀銀行が環境メッセに出展している
のか？」とご来場いただいた方の多くは、環境と
金融の関係について疑問を抱かれていましたが、
「お金の流れで地球環境を守る」という当行の
環境保全活動についてご説明すると、皆さま納
得されたご様子。「これからも滋賀県の環境ビジ
ネスをリードしてください」など力強い激励をいた
だきました。 

　平成15年10月に、当行創立70周年を記念して植樹し
た1万本の苗木の生長を促すため、毎年「びわこ地球市民
の森」（滋賀県守山市）で除草などのメンテナンス作業を
役職員ボランティアにより展開しています。 
　4年目を迎えた平成19年度は、9月、10月の2回実施し、
総勢960名の役職員が参加。高さ3～4ｍほどに生長した
樹木の枝打ち作業や、そびえるようにのびた雑草の刈り取
り作業に加えて、ヤマザクラやヤマモミジをはじめ様々な苗
木1,500本を植樹しました。 

森づくり 
サポート活動に 
役職員９６０名が参加 

エコビジネスマッチングフェアを 
初めて開催 

「ヨシ刈り」ボランティアで 
琵琶湖の環境保全に貢献 

日本列島クリーン大作戦で 
琵琶湖岸を清掃 

環境ビジネスを支援します！！ 
～びわ湖環境ビジネスメッセ2007に出展～ 

エコビジネスフォーラム2008 
～ニュービジネス最前線～ 

地球温暖化防止フェア 
inびわこ・くさつに参加 

　平成20年1月、
340名の役職員
ボランティアが草
津市の烏丸半島
に集合し、葦（ヨ
シ）の刈り取り作
業に汗を流しました。 
　これは、琵琶
湖の生態系にお
ける葦の重要性と、
環境保全への意
識を啓発する活
動として平成11
年に実施して以
来、毎年展開し
ています。 

ココに 
注目 

　当行は、ニュービジネス（野の花）の育成が地
域金融機関の使命と考え、平成12年度より「サ
タデー起業塾」を毎年開講。9年目となる平成20
年度は、昨今注目される「環境ビジネス」に特化し、
「ニュービジネス最前線～エコでチャレンジ～」を
メインテーマに6月28日に開講、平成21年2月ま
でに5回開催します。 
　また、今年度は京都大学、龍谷大学、立命館
大学のご協力を得て、第2回～第4回は各大学
のキャンパスで開催し、最新の環境分野におけ
る大学シーズを提供します。 

　平成20年7月22日、「エコビジネスマッチングフェ
ア」を琵琶湖ホテルで初めて開催しました。これ
は、当行お取引先の皆さまに「環境に特化」し
た商談と交流の場を提供し、今後の事業展開
のヒントや新しいビジネスパートナーを見つけて
いただくもので、環境ビジネスに積極的に取り
組む企業75社が出展。当日、約1,800名の皆
さまにご来場いただき、最新の環境情報の交換
や商談が積極的に行われるなど、各ブースは終
日賑わいました。 

　このフェアは、地球環境に配
慮したグリーン電力を利用して
開催しました。 

　昨年、湖西エリア総勢60名の方々とともに、高島市
主催のヨシ刈りボランティアに参加しました。 
　何もかも初めての体験でしたが、皆で力を合わせて刈
り取った広大なヨシ原を見ると、素晴らしい達成感を味わ
うことができました。また、この活動は、私自身琵琶湖の
環境について考える良い機会となり、とても貴重な体験
となりました。 

今津支店　仲谷 麻衣子 

環境ボランティア 
参加者の声 

しがぎんVOICE

甲
賀
市
　
三
筋
の
滝 

7月26日（土）京都大学／桂キャンパス 

NEW！ 
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うことができました。また、この活動は、私自身琵琶湖の
環境について考える良い機会となり、とても貴重な体験
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7月26日（土）京都大学／桂キャンパス 

NEW！ 
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Q. 文化の取り組みには 
どのようなものがありますか？ 

Q.

当行は、関連会社「しがぎん経済文化センター」（ＫＥＩＢＵＮ）と連携し、 
地域の経済活性化、文化振興を願って、さまざまな情報発信やイベント開催を行っています。 

　湖国の歳末を彩る、お客さま参加型イベント「第九」を毎
年12月に開催しています。 
　23回目となる平成19年度は、円光寺雅彦氏指揮、大阪フィ
ルハーモニー交響楽団、そしてＫＥＩＢＵＮ第九合唱団が共演。
満員のびわ湖ホールを感動の輪で包みこみました。 
　また、その他滋賀県内各文化ホールとの共催によるコンサー
トやイベントを開催し、地域文化の振興に取り組んでいます。 

　社会福祉法人しがぎん福祉基金（理事長：高橋宗治郎）は、地
域福祉の向上を願い、滋賀県内で取り組まれている、行政の補助
が受けにくい福祉の実験的・開拓的な事業や活動に対し、幅広く
助成を行っています。 
　同基金は、昭和59年に当行が創設したもので、基本財産（平
成20年3月末現在4億4,523万円）の運用収益を原資に運営
しています。 
　第24回となる平成20年度は、14件、総額1,001万円の助成を
決定。平成20年4月、本店しがぎんホールで贈呈式が行われました。 
　これで、第1回（昭和60年度）以来の助成累計は、365件、総額
2億7,630万円となります。 

　年齢に関わりなく、さまざまな「文化」に触れ合い、
生活の中に潤いをもつことは素晴らしいことです。 
　「知」と「心」の新境地を求めて、ぜひ「ＫＥＩＢＵＮ
文化講座」で、新しい自分を発見してみませんか。 

ＫＥＩＢＵＮ文化講座で 
生活に潤いを 

情報誌の刊行 

ＫＥＩＢＵＮの第九 

高
島
市
　
熱
気
球
琵
琶
湖
横
断 

　経済、金融、海外、
経営、企業・商品、
地域に関するさまざ
まな情報をタイムリー
にお届けするインター
ネット情報サービス
「e-KEIBUN」 。 
　従来型の情報提
供にとどまらず、会員
間のビジネスマッチン
グの場や会員相互
の情報・知識共有の
場を、インターネットを
通じて提供しています。 

インターネット 
情報サービスの提供 

　平成17年4月から、びわ湖放送「滋賀経
済ＮＯＷ」を提供しています。 
　同番組は、“元気印”の湖国企業を紹
介し、視聴者の皆さまに経営上のヒントを
つかんでいただこうとの趣旨で制作・放映
されています。 

地元テレビ局の 
経済情報番組を提供 　当行は、小学生対象のサッカー大会「しがぎんカップ」に協

賛しています。これは、当行創立60周年を契機に、青少年の
健全な育成に寄与するため、「滋賀県スポーツ少年団選手権
大会」に協賛を開始したものです。 
　平成19年度は、株式会社平和堂様との共同協賛となり「第
15回しがぎんカップ・第1回平和堂杯」として開催しました。 

青少年の 
健全な育成を願って 

しがぎんカップ 

地域福祉の向上を願って 
しがぎん福祉基金 

お問い合わせ先：しがぎん経済文化センター　　電話：077 ―526 ―0005

枕草子の世界 
文学を通してみる近江の風景 
万葉秀歌を読む 
戦国武将に学ぶ 
名画をめぐって―ルネサンス編 
天智天皇を考古学する 
写らないものを感じさせる写真～語る写真～ 
名作オペラへご招待 
世界遺産にみるイスラム文明 
初めての日本画 

ＫＥＩＢＵＮ文化講座名（平成20年秋） 

しがぎん福祉基金　平成20年度助成先一覧 

　地元に最新の情報を提供するため、月刊経営情報誌「かけはし」
（14,000部）や季刊文化情報誌「湖」（28,000部）を刊行、ホーム
ページ（http://www.keibun.co.jp）でも発信しています。 

　「かけはし」では、
頭取と地元企業に
よる「かけはし対
談」を連載、生き
た情報の発信
に努めています。 

助成先の名称 助成金の使途 

精神障害者共同作業所で活用するパソコンの購入 

障害者フライングディスク講習会・競技会の開催 

学習療法の導入に伴う建物の増築費 

保育園の食器洗浄機・付属品の購入 

陶芸作品を焼き上げる電気陶芸炉の購入 

児童食堂調度品整備事業 

送迎用福祉車輌の購入 

精密自動タッピングマシン及びアタッチメントの購入 

視覚障がい者向けの情報提供として録音機の購入 

母子子育て相談センターの備品購入 

送迎用福祉車輌の購入 

施設活動用福祉車輌の購入 

自立援助ホームで利用するコピー機の修理 

演奏ボランティアの機材購入 

共同作業所　陽だまり  

滋賀県障害者フライングディスク協会  

特定非営利活動法人　キアラカーザ 

社会福祉法人　近江はちまん社会福祉事業協会 

社会福祉法人　とよさと 

社会福祉法人　さざなみ学園 

しあわせ作業所  

社会福祉法人　白蓮　もりやま作業所  

朗読ボランティア　うさぎのミミ 

特定非営利活動法人　わらべ村 

共同作業所　若鮎の家 

共同作業所　びわこダルク  

特定非営利活動法人　びわこ青少年をサポートする会 

男声合唱団　まほろば 

合　　　計　　14件 

福祉団体に助成金目録を贈呈する高橋理事長 
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Q.

　お客さまから寄せられたご意見やご
要望をサービスや商品に反映し、お
客さまの満足度（CS）をより一層向
上させるため、平成19年1 0月、本店
営業統轄部内に「CS推進室」を設置。
今後もCSの向上に全店あげて取り
組んでいきます。 

TOPICS

　平成19年9月3日、しがぎんグループは「び
わこ西岸断層帯地震」を想定した「防災・
事業継続計画（BCP）訓練」を実施しました。 
　具体的には、しがぎんホールに「危機対
策本部」を設置し、①店舗被災状況の確
認 ②役職員の安否確認 ③関連機関へ
の連絡、ホームページ上での営業状況案
内などを訓練しました。 
　従来の防災訓練は、人命の安全と銀行
の財産保全を最優先していましたが、平成
19年度からスタートしたBCP訓練では、人
命と銀行の財産を保全したうえで銀行業務
を継続し、金融機関としての社会的役割を
全うすることをめざしています。 

　ホームページのカラーバリア
フリー（色覚障がいの方に配
慮した色使い）を可能にするソ
フトウェア「UD color 」を当行
ホームページに導入しています。 
　ホームページの色彩が識別
しにくい部分を、色覚障がいの
方の特性に応じて自動的に変
換、ご覧いただきやすいように
配慮しております。 
 

　お客さまとの双方向
のコミュニケーションを
強化するため、コミュニ
ケーションボードを設置
しています。 
　当行からは、CS向上
に向けエリアや支店で
決定した目標や、店頭
混雑状況の発信に加え、
「湖」や「かけはし」など
の情報誌を掲示。 
　また、お客さまからの
発信としては、「お客さ
まアンケート」やポスター
などの掲示スペースを
設けています。 

コミュニケーションボードの活用 

ホームページを 
カラーバリアフリーに 

ＣＳ推進室を 
新たに設置 

　平成20年4月、特定非営利活動法人・
事業継続推進機構（BCAO）が主催す
る「BCAOアワード2007」の表彰式が
開催され、当行は最高の「大賞」を受賞
しました。 
　今回の受賞では、①自ら詳細なBCP
に取り組んでいること ②経営層が陣頭
に立ち、全行的活動で推進しているこ
と ③「BCPサポートローン」や「災害リ
スクコンサルティング」を提供し、金融
業務を通じてBCPの普及に取り組んで
いること ④これらの活動が多くの企業
の参考となること、などが評価されました。 

全店で対応の 
「手のひら静脈認証機能付ＩＣキャッシュカード」 

「コミュニケーション支援ボード」「杖ホルダー」設置で 
バリアフリー店舗づくりを推進 

大地震を想定し、防災・ＢＣＰ訓練を実施 

　お客さまの財産を守り、安心
して銀行をご利用いただくため、
キャッシュカードの盗難・偽造防
止対策として、「手のひら静脈
認証機能付ICキャッシュカード」
を発行しており、同カード対応
のATMを全店に設置しています。 

ＡＥＤを全本支店に設置 

AED（自動体外式除細動器） 
心臓がけいれんし血液を流すポンプ機能を失った状態
になった時に、電気ショックを与えることにより正常なリ
ズムに戻すための医療機器 

ココに 
注目 

盗難・偽造カードの不正防止策 
①キャッシュカードの支払限度額を「1日あたり
200万円」に設定（10～1，000万円の範囲
で変更可能） 
 
②ATMによる暗証番号変更機能 
 
③ATM画面の「のぞき見」防止措置 
 
④他人に類推されやすい数字を暗証番号とし
てご使用にならないよう注意喚起 

　平成20年1月～2月
にかけて、出張所・代
理店を含めたすべて
の営業店のATMコー
ナーと、本店ビルおよ
び当行関連施設140
カ所に「AED（自動体
外式除細動器）」を設
置。また、安全にAED
を使用できるよう、本
支店の担当者向けに
講習会を実施していま
す。 

BCPからみた新事務棟の特徴 

●電源設備の二重化（電力事故対策） 
●自家発電設備（電力事故対策） 
●避雷設備（落雷対策） 
●給水備蓄（飲料・生活用水の対策） 
●超高感度煙感知器（火災対策） 

BCP（Business Continuity Plan ： 事業継続計画） 

企業が自然災害・大火災等の緊急事態に遭ったとき、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早
期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段を取り決めておく計画のこと。 

用語説明 

　「コミュニケーショ
ン支援ボード」は、耳
の不自由なお客さま
や外国人のお客さま
など、言語や文字に
よるコミュニケーショ
ンに不安のあるお客
さまが、銀行の店頭
で希望される取引や
手続きを円滑に伝え
ていただくことができ

るよう、主な取引や手続きをイラスト化したものです。イラストを
指し示すことにより、簡単にご要望をお伝えいただけます。 
　また、「杖ホルダー」の設置により、杖をお持ちのお客さまが、
銀行窓口で書類などを記入される際に、杖が倒れないよう固
定することができます。 

「BCAOアワード2007」大賞受賞 

災害への備えをサポート 
事業者向け「BCPサポートローン」 

　「BCPサポートローン」は、災害に備えたBCPの普及
を目的とした商品（平成18年8月取扱
開始）。BCPをすでに策定されている、
または関連会社しがぎん経済文化セ
ンターが提供する災害リスクコンサル
ティングを受けられた事業者の皆さま
を対象に、耐震補強やシステム機器
の購入等の災害対策に必要な資金を、
通常金利より0.3％優遇するものです。 

NEW！ 

NEW！ 

コミュニケーションボード 

日
野
町
　
ブ
ル
ー
メ
の
丘
と
コ
ス
モ
ス 
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上させるため、平成19年1 0月、本店
営業統轄部内に「CS推進室」を設置。
今後もCSの向上に全店あげて取り
組んでいきます。 

TOPICS

　平成19年9月3日、しがぎんグループは「び
わこ西岸断層帯地震」を想定した「防災・
事業継続計画（BCP）訓練」を実施しました。 
　具体的には、しがぎんホールに「危機対
策本部」を設置し、①店舗被災状況の確
認 ②役職員の安否確認 ③関連機関へ
の連絡、ホームページ上での営業状況案
内などを訓練しました。 
　従来の防災訓練は、人命の安全と銀行
の財産保全を最優先していましたが、平成
19年度からスタートしたBCP訓練では、人
命と銀行の財産を保全したうえで銀行業務
を継続し、金融機関としての社会的役割を
全うすることをめざしています。 

　ホームページのカラーバリア
フリー（色覚障がいの方に配
慮した色使い）を可能にするソ
フトウェア「UD color 」を当行
ホームページに導入しています。 
　ホームページの色彩が識別
しにくい部分を、色覚障がいの
方の特性に応じて自動的に変
換、ご覧いただきやすいように
配慮しております。 
 

　お客さまとの双方向
のコミュニケーションを
強化するため、コミュニ
ケーションボードを設置
しています。 
　当行からは、CS向上
に向けエリアや支店で
決定した目標や、店頭
混雑状況の発信に加え、
「湖」や「かけはし」など
の情報誌を掲示。 
　また、お客さまからの
発信としては、「お客さ
まアンケート」やポスター
などの掲示スペースを
設けています。 

コミュニケーションボードの活用 

ホームページを 
カラーバリアフリーに 

ＣＳ推進室を 
新たに設置 

　平成20年4月、特定非営利活動法人・
事業継続推進機構（BCAO）が主催す
る「BCAOアワード2007」の表彰式が
開催され、当行は最高の「大賞」を受賞
しました。 
　今回の受賞では、①自ら詳細なBCP
に取り組んでいること ②経営層が陣頭
に立ち、全行的活動で推進しているこ
と ③「BCPサポートローン」や「災害リ
スクコンサルティング」を提供し、金融
業務を通じてBCPの普及に取り組んで
いること ④これらの活動が多くの企業
の参考となること、などが評価されました。 

全店で対応の 
「手のひら静脈認証機能付ＩＣキャッシュカード」 

「コミュニケーション支援ボード」「杖ホルダー」設置で 
バリアフリー店舗づくりを推進 

大地震を想定し、防災・ＢＣＰ訓練を実施 

　お客さまの財産を守り、安心
して銀行をご利用いただくため、
キャッシュカードの盗難・偽造防
止対策として、「手のひら静脈
認証機能付ICキャッシュカード」
を発行しており、同カード対応
のATMを全店に設置しています。 

ＡＥＤを全本支店に設置 

AED（自動体外式除細動器） 
心臓がけいれんし血液を流すポンプ機能を失った状態
になった時に、電気ショックを与えることにより正常なリ
ズムに戻すための医療機器 

ココに 
注目 

盗難・偽造カードの不正防止策 
①キャッシュカードの支払限度額を「1日あたり
200万円」に設定（10～1，000万円の範囲
で変更可能） 
 
②ATMによる暗証番号変更機能 
 
③ATM画面の「のぞき見」防止措置 
 
④他人に類推されやすい数字を暗証番号とし
てご使用にならないよう注意喚起 

　平成20年1月～2月
にかけて、出張所・代
理店を含めたすべて
の営業店のATMコー
ナーと、本店ビルおよ
び当行関連施設140
カ所に「AED（自動体
外式除細動器）」を設
置。また、安全にAED
を使用できるよう、本
支店の担当者向けに
講習会を実施していま
す。 

BCPからみた新事務棟の特徴 

●電源設備の二重化（電力事故対策） 
●自家発電設備（電力事故対策） 
●避雷設備（落雷対策） 
●給水備蓄（飲料・生活用水の対策） 
●超高感度煙感知器（火災対策） 

BCP（Business Continuity Plan ： 事業継続計画） 

企業が自然災害・大火災等の緊急事態に遭ったとき、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早
期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段を取り決めておく計画のこと。 

用語説明 

　「コミュニケーショ
ン支援ボード」は、耳
の不自由なお客さま
や外国人のお客さま
など、言語や文字に
よるコミュニケーショ
ンに不安のあるお客
さまが、銀行の店頭
で希望される取引や
手続きを円滑に伝え
ていただくことができ

るよう、主な取引や手続きをイラスト化したものです。イラストを
指し示すことにより、簡単にご要望をお伝えいただけます。 
　また、「杖ホルダー」の設置により、杖をお持ちのお客さまが、
銀行窓口で書類などを記入される際に、杖が倒れないよう固
定することができます。 

「BCAOアワード2007」大賞受賞 

災害への備えをサポート 
事業者向け「BCPサポートローン」 

　「BCPサポートローン」は、災害に備えたBCPの普及
を目的とした商品（平成18年8月取扱
開始）。BCPをすでに策定されている、
または関連会社しがぎん経済文化セ
ンターが提供する災害リスクコンサル
ティングを受けられた事業者の皆さま
を対象に、耐震補強やシステム機器
の購入等の災害対策に必要な資金を、
通常金利より0.3％優遇するものです。 

NEW！ 

NEW！ 

コミュニケーションボード 
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　行員一人ひとり
が当行の環境マネ
ジメントシステムをは
じめ、ＣＳＲ経営を正
しく理解し、活動で
きるよう「ＣＳＲ研修」
も実施しています。 

　出産・育児、介護などで退職した場合も、
原則5年以内であれば、選考のうえ、退職
時の職位・職級で雇用する「再雇用制度」
を平成17年度より実施しています。 

　高齢化社会の到来により、高齢
者雇用を促進するための、「改正高
年齢者雇用安定法」施行に伴い、
60歳以上の希望者全員を再雇用
する「高齢者再雇用制度」を平成
18年4月から導入し、積極的に高齢
者の雇用を推進しています。 

　挑戦する意欲と、自分の適性を発揮し、希望する職種や部署へ
と異動できる「人材公募制度」を実施しています。対象業務は、本
部の企画・システム開発・証券業務等専門性の高い分野への配
属、大学院や海外拠点への派遣など、多岐にわたっています。 

　滋賀県では、「子育てしやす
い職場」、「男女がともに働き
やすい職場」など、ワーク・ライフ・
バランスの実現に向けた職場
環境づくりに積極的に取り組む
企業を「ワーク・ライフ・バランス
推進企業」として奨励支援して
おり、当行は平成20年3月21日
付けで登録。 
　今後も、仕事や育児、介護な
どの両立を支援するため、諸制
度の充実に取り組んでいきます。 

　当行では、一人ひとりの感性を高め、全役職員が生活や社会体験を通じて
差別意識に気づき、人権感覚を磨くことを目的に、人権研修を実施しています。 

　役職員が心身ともに健康な社会生活が送れるよう、職場のメンタル
ヘルスケアに取り組んでいます。 
　管理職を対象に、産業医による「メンタルヘルス」をテーマとした研
修を実施。定期健康診断時には、行内に設置している健康管理室の
看護師が役職員一人ひとりと面談し、精神面のフォローを行うとともに、
必要に応じて外部の専門家と連携をはかっています。 

ココに 
注目 

　がんばった人が報われる。それが当行の人事制度（人
材育成・人材配置・評価体制）の特色です。個人の
能力を「公平・透明・納得」を基本に、目標達成度合
いだけでなく、そのプロセスも積極的に評価しています。 

TOPICS“子育て支援に積極的”と認定されました 

　当行は「次世代育成支援対策推進法」に基づき、
子育て支援に積極的に取り組んでいる企業として、
滋賀労働局長の認定を受けました。 
　当行は平成17年4月から平成20年3月を行動計画
期間とし、再雇用制度や看護休暇制度の導入、時間
外勤務制限措置の拡充など積極的に雇用環境を整備。
今回の認定はこの行動計画の目標達成によるもので
すが、平成20年 4月から第2期行動計画を策定し、引
き続き子どもたちがすくすくと成長できる環境づくりに
取り組んでいきます。 

自らを磨こうとする“志”を応援 
人材公募制度 

がんばった人が報われる 
公正な人事制度 

　地域社会との共存共栄を実現するため、「知恵」と「親切」でお客さま
の課題を解決できる人材育成をめざし、「新入行員研修」をはじめ「階層
別研修」「職務別研修」など、さまざまな教育研修制度を設けています。 
　また、毎年全行員を対象に論文を募集し、選ばれた約30名を中国やヨー
ロッパへ派遣する、海外研修も実施しています。 

チャンスは誰にも平等　公平な研修制度 

メンタルヘルスへの取り組み 

高齢者 
再雇用制度 

再雇用制度 

自分で目標を決めてチャレンジ！ 
「はなしあい」 

ＣＳＲの追求において、役職員一人ひとりがいきいきと働くことができる環境づくりは大切な取り組みです。 
当行は、一人ひとりの個性を最大限に発揮して働くことができる環境づくり、頑張れば認められる風土づくり、 
風通しの良い職場づくりに努めています。 

平成20年度職務研修体系 

上級 

窓口・営業 外交 融資 共通 

中級 

初級 

営業決裁実務研修 

金融資産運用アドバイザー養成講座 
コンサルティングテラー講座 
営業事務担当者研修 

テラー基礎講座 
パートタイマー窓口研修 
ロビーアドバイザー研修 
ビジネスアシスタント研修 

債権管理研修 
ソリューション講座 

事業性融資ステップアップ研修 
法人融資渉外実践講座 
法人融資渉外基礎講座 

外交基礎研修 外国為替貿易事務研修 

財務分析基礎研修 外国為替基礎研修 

人材公募制度・行外研修・行外トレーニー 
海外研修 

通信講座・各種資格試験 
ゆとりプランセミナー 
融資支援システム研修 

CS・マナー 

ワーク・ライフ・バランスの推進 

人権啓発への取り組み 

　平成19年4月「改正男女雇用機会均等法」
が施行され、職場におけるセクシュアルハラスメ
ント対策が義務化されました。当行では、女性を
担当者とするセクハラ相談窓口を設置し、啓発
ポスターを掲示、全役職員に対して研修を実施
するなどの対策を講じています。 

セクシュアルハラスメント対策 

ハラスメントのない職場づくり 

ともに生きる社会をめざして 
～原点を見つめて力強い前進～ 

平成19年度 

平成20年度 

人権研修のテーマ 

しがぎんの従業員に関するデータ 
（嘱託・パートタイマー除く） 

平成19年度 

男性 女性 

総合職 

事務職 

その他 

採用者数（名） 

従業員数（名） 

 

 

 

育児休暇取得者数（名） 

介護休暇取得者数（名） 

平均勤続年数（年） 

女性管理職（名） 

高齢者再雇用者（名） 

障害者雇用率（%） 

76 

1,404 

1,112 

12 

280 

0 

0 

17.1

191 

890 

100 

246 

544 

11 

0 

9.1

123 

44 

1.952

Q.

　平成20年3月に入行し、コンプライアンス関連の業務に従事
しています。 
　仕事がら、今までになかったことを形にしていくことも少なくあ
りません。まわりの方 に々助けていただきながらの毎日ですが、し
がぎんの伝統を守りつつ、これまでの経験をフルに活かし、より
良い「これから」に向けて動きまわっていきたいと思います。 

経営管理部　和田 あおい 

　自分の目標は自分で決めて、目標に向けてチャレンジ。
そのために、自己の役割・目標を確認できるよう、上司と

面談する場が「はなしあい」です。結果は、個々のモチベーションを喚起するためフィー
ドバック。納得できない場合は「異議申し立て」をすることもできます。 
　また、「気づき」の貴重な機会として、部下が上司を評価する「多面評価制度」
も導入。明るく活気ある職場づくりに努めています。 

キャリア採用者の声 

しがぎんVOICE

　長女を出産後、約1年の育児休暇を取得し復帰しました。
復帰後は希望の係に配属され、また帰宅時間には特に配
慮されるなど、やりがいのある充実した毎日を過ごしています。
当店には同じように復帰された先輩もいて、色々なアドバイ
スをいただけ、働きやすい環境です。これからも仕事でのレ
ベルアップを目指し家庭との両立に努めていきたいです。 

彦根駅前支店　阪井 玲子 

育児休暇取得者の声 

しがぎんVOICE

次世代育成支援対策推進法 
平成15年7月に成立した法律で、300人を超える労働者を雇用する事業主に「仕事と子育ての両立を
可能にし、少子化の流れを変える次世代育成支援対策のための行動計画」の策定を義務付けている。 

用語説明 

新入行員研修 

前職で培った専門知識とノウハウを活かす　 
キャリア採用 　お客さまのニーズが多様化し、行員に求められる仕事が
高度化・複雑化する中、当行は平成17年からキャリア採用を開始。メガバンクや
信託銀行、生命保険会社、損害保険会社などで経験を積んだキャリア採用者が、
各職場のスペシャリストとして活躍しています。 
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しく理解し、活動で
きるよう「ＣＳＲ研修」
も実施しています。 

　出産・育児、介護などで退職した場合も、
原則5年以内であれば、選考のうえ、退職
時の職位・職級で雇用する「再雇用制度」
を平成17年度より実施しています。 

　高齢化社会の到来により、高齢
者雇用を促進するための、「改正高
年齢者雇用安定法」施行に伴い、
60歳以上の希望者全員を再雇用
する「高齢者再雇用制度」を平成
18年4月から導入し、積極的に高齢
者の雇用を推進しています。 

　挑戦する意欲と、自分の適性を発揮し、希望する職種や部署へ
と異動できる「人材公募制度」を実施しています。対象業務は、本
部の企画・システム開発・証券業務等専門性の高い分野への配
属、大学院や海外拠点への派遣など、多岐にわたっています。 

　滋賀県では、「子育てしやす
い職場」、「男女がともに働き
やすい職場」など、ワーク・ライフ・
バランスの実現に向けた職場
環境づくりに積極的に取り組む
企業を「ワーク・ライフ・バランス
推進企業」として奨励支援して
おり、当行は平成20年3月21日
付けで登録。 
　今後も、仕事や育児、介護な
どの両立を支援するため、諸制
度の充実に取り組んでいきます。 

　当行では、一人ひとりの感性を高め、全役職員が生活や社会体験を通じて
差別意識に気づき、人権感覚を磨くことを目的に、人権研修を実施しています。 

　役職員が心身ともに健康な社会生活が送れるよう、職場のメンタル
ヘルスケアに取り組んでいます。 
　管理職を対象に、産業医による「メンタルヘルス」をテーマとした研
修を実施。定期健康診断時には、行内に設置している健康管理室の
看護師が役職員一人ひとりと面談し、精神面のフォローを行うとともに、
必要に応じて外部の専門家と連携をはかっています。 
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　がんばった人が報われる。それが当行の人事制度（人
材育成・人材配置・評価体制）の特色です。個人の
能力を「公平・透明・納得」を基本に、目標達成度合
いだけでなく、そのプロセスも積極的に評価しています。 

TOPICS“子育て支援に積極的”と認定されました 

　当行は「次世代育成支援対策推進法」に基づき、
子育て支援に積極的に取り組んでいる企業として、
滋賀労働局長の認定を受けました。 
　当行は平成17年4月から平成20年3月を行動計画
期間とし、再雇用制度や看護休暇制度の導入、時間
外勤務制限措置の拡充など積極的に雇用環境を整備。
今回の認定はこの行動計画の目標達成によるもので
すが、平成20年 4月から第2期行動計画を策定し、引
き続き子どもたちがすくすくと成長できる環境づくりに
取り組んでいきます。 

自らを磨こうとする“志”を応援 
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Q.
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女性にとって働きやすい 
職場環境づくりに取り組んでいますか？ 

　小委員会のメンバーは、入行5年目の女性から、産前休
暇や育児休業、育児時間の制度を利用した後、営業店に
復帰した女性、これまで女性の配属が少ないポジションで勤
務する女性など、総勢8名で活動しています。 

1.新入行員対象のアンケート調査を実施 
　アンケート調査の結果から、女性の8割が結婚しても仕事
を続けていきたいと希望していながら、実際には結婚を機に
多くの女性行員が退職していることが判明。その原因は、「周
囲の理解・協力が得られない」、「労働時間が長く、仕事と家
庭の両立が難しい」、「制度が利用しづらい」など、さまざま
ですが、今後これらを改善するために討議を進めていきます。 
 
2.「センスアップ講座」を開催！ 
　女性自身がキャリアについて考える機会を設けようと「ゆとり
プランセミナー『センスアップ講座』」を平成20年2月に開催。
　講師の有限会社キャップス・代表取締役の清水智子氏は、「女
性が働くことの意味、働く大人の女性の魅力」をテーマに、女性
のキャリアアップについて講演。受講者は110名を超え、受講
後のアンケートでは「前向きになれた」「これからの働き方に
ついて考える良い機会になった」など大変好評でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.女性がもっと働きやすく！ 各種制度への提案 
　「次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境
をつくる」ことを目的として制定された法律、「次世代育成
支援対策推進法」の行動計画に関する提言を行っています。 
　具体的には、再雇用制度の要件緩和や、子育て支援制度
の一環として、配偶者出産特別休暇制度、半日休暇制度の
新設を提言し、今後整備に向けた取り組みが進められます。 

　女性活躍推進委員会は、今後も女性活躍の場の拡充に向けて、
さまざまな活動を展開していきます。 

ココに 
注目 

多彩な取り組みで働く 
女性を応援！！ 

　平成18年12月、女性に積極的な活躍の機会を創り出し、
女性の声を経営に反映させることを目的として、「女性活躍
推進委員会」を発足。さまざまな取り組みを行っています。 
　体制面では、人事担当の専務取締役を委員長、人事部
長を副委員長に、本部の課長クラスや営業店の支店長、支
店長代理の８名で構成。さらに、多様なニーズを持つ女性の
声を幅広く吸収し、能力と意欲ある女性の活躍の場を広げ
るため、女性だけで会議を企画・運営する、小委員会を設け
ています。 

女性のパワーで、 
女性が働きやすい職場づくりを！ 
「女性活躍推進委員会」の活動 

学生とのコミュニケーションには 
どのような取り組みがありますか？ 

　当行では、就職活動を控えた大
学生に対し、就業体験機会を提
供する「インターンシップ」を実施し、
毎年各大学より十数名を受け入
れています。 

　コーオプ演習とは、企業が抱える課題に大学院生と学部生が一体と
なって取り組み、半年間かけてその解決をめざす教育プロジェクトです。 
　平成19年9月、ＣＳＲ室にて2チーム11名を2日間企業研修として受
け入れ、『滋賀銀行のＣＳＲにおける新たな企画』をテーマに、学生と活
発な意見交換を展開。 
　平成19年12月には、プロジェクトのまとめとして、2チームそれぞれが
学生ならではの自由な視点、発想で、当行のＣＳＲに対し新たな企画を
提案しました。 

　大学生への就職活動支
援として、約3,000名に対して、
広く金融業界、銀行業務に
ついて理解してもらうため、
本店と各大学において業界
研究セミナーを開催しています。
加えて、女性を対象とした女
性スタッフによる就職セミナー
を本店で開催するなど、女性
ならではの疑問・質問にもお
答えしています。 

インターンシップ生の 
受け入れ 

女性の働き方を考える 
女性セミナーの開催 

　小委員会は女性だけで会議を企画・運営し、当行の
女性がより一層輝くための施策について様々な提言を
行っています。イキイキとプロ意識をもって働く女性の増
加は、当行ファンになっていただけるお客さまの増加にも
つながると思いますので、今後も女性の真の声を吸収し、
多様な働き方ができる職場を作っていきたいと思います。 

証券国際部　白髭 節子 

女性活躍推進委員会 
メンバーの声 

しがぎんVOICE

女性活躍推進委員会の活動報告 

滋賀銀行の 
ＣＳＲについて考える 

～コーオプ演習生の受け入れ～ 

21世紀の課題とＣＳＲ経営をテーマに 
京都学生祭典「ＫＹＯ－ＳＥＮＳＥ勉強会」で 

高田頭取が講演 

　平成20年6月1 2日、キャンパスプラザ京都にて、京都学
生祭典実行委員の学生が運営する、環境に配慮したライフ
スタイルを提案するＫＹＯ－ＳＥＮＳＥプロジェクトの勉強会が
開催され、高田頭取（現会長）が講演しました。 
　高田頭取は、21世紀の課題として“平和と環境”を挙げ、
当行の「アジアビジネスを積極的に支援することによる、民
間ベースでの世界平和実現への取り組み」や、「省エネ活
動をはじめ、お金の流れを通じて地域の皆さまの環境保全
活動の支援に努める当行のＣＳＲ経営」について紹介。 
　学生らには、「“平和と環境”の課題解決には、若い力が
必要であり、それを当行もサポートしたい」と、京都学生祭典
の活動に対しての期待を述べました。 

ゆとりプランセミナー「センスアップ講座」 

女性活躍推進委員会（小委員会） 

大
津
市
　
浮
御
堂（
満
月
寺
） 
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コンプライアンス強化に向けて 
どのような取り組みをしていますか？ 

28 29

不祥事件防止ビデオの制作 
　当行では、不祥事件の再発防止を目的に、これまでに発生した
事例等を題材とした独自の教育用ビデオを平成20年4月に制作し、
コンプライアンスの徹底に努めています。 

　法令等遵守を徹底するため、専務取締役を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置（平成10年）。態勢強化のための計
画書「コンプライアンス・プログラム」を期初に定め、1年間実施後に取締役会でその実施状況を確認しています。 
　また、業務運営現場におけるコンプライアンスを浸透・推進するため、全部店、各関連会社に「コンプライアンス・オフィサー（法令
等遵守責任者）」を配置。部店内研修とその浸透度を確認するモニタリングを実施し、コンプライアンス態勢の整備に努めています。 
　このほか、金融商品販売法や消費者契約法、金融商品取引法などを収録した「コンプライアンス・マニュアル」を行内のイントラ
ネットに掲載し、必要なときにいつでも誰でも閲覧できる仕組みにしています。 

　当行では、会社法及び会社法施行規則に基
づき、内部統制システム構築に関する基本方針
を取締役会において決議し、業務の適正を確保
する体制の整備に努めております。 

　当行内での法令等違反を役職員
の通報により早期に発見し、適切に
問題を解決することを目的として、平
成18年3月、経営管理部法務室内に
コンプライアンスヘルプライン（24時
間電話応対可能）を設置しています。 

ココに 
注目 

TOPICS

裁判員制度への取り組み 

　平成21年5月に開始される裁判員制度を前に、平成20年6月、大津地方裁判所で模擬
裁判が開かれました。テーマは「殺人未遂」で、当行行員を含む裁判員らは審理から判決ま
での一連の流れを体験。当行は、ＣＳＲの観点から裁判員制度の開始に向けて、行員への
支援体制も含め積極的に取り組んでいます。 

コンプライアンス態勢 

役職員による 
内部通報窓口を設置 

「CSR経営」の基本は健全なマネジメント体制にあります。 
当行では、法令等の遵守はもちろんのこと、「倫理観」を持って行動し、誠実な企業活動を行うため、 
経営管理部法務室を中心に、この重要課題に全行あげて取り組んでいます。 

　模擬とはいえ、本番さながらの刑事裁判に裁判員として
参加するという得難い経験をしました。最終、法律という手
段で解決するほかない、重く、苦しい当事者を前に、裁判官
とともに評議を行い、量刑を決定する責任の重大さを思い
知りました。私たち一般市民が司法とかかわる裁判員制度
への理解を深め、今後の運用を見守りながら、社会全体が
良い方向へ向かうことを切望します。 

システム部　山岡 潔司 

模擬裁判参加者の声 

しがぎんVOICE

内部統制 
システムの 
整備状況 

　当行は「個人情報の保護に関す
る法律」の施行（平成17年4月）に
伴い、7項目からなる「個人情報保護
方針」を制定するとともに、「個人情
報の取り扱いについて」を公表し、個
人情報を利用する際の「業務内容」
「利用目的」などを行内外に明らかに
しています。 

個人情報保護 

財務報告に係る内部統制への対応 

　心身ともに「クリーンバンクしがぎん」を実現
するために、役職員の法令等遵守に全力をあげ
ています。 
　全役職員に携帯用冊子「行動マニュアル」
を配布して、法律や社会的規範を尊重した行動
の徹底に努めるとともに、行内のイントラネットを
活用して、融資・外交・事務などの職務担当者別、
階層別に定期的に研修を実施。役職員のコン
プライアンスマインドの高揚に取り組んでいます。 

倫理観の強い行員の育成のために 

Q.

コンプライアンス態勢図 
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コンプライアンス委員会 
（事務局：経営管理部） 

コンプライアンス・ 
プログラム 

エリア･コンプライアンス 
オフィサー 

エリア（営業店）･本部各部 

法令等遵守状況の把握 
（モニタリング）、研修 

経営管理部法務室 

取締役会 

付議･報告 

付議･報告 

監査役･監査役会 

内部監査報告会 

監査部 

人事部 

監
査･

指
導 

1.信頼の確保と社会的責任の遂行 
　銀行の公共的、社会的使命を十分に認識し、CSR（企業の社会的責任）を
果たすことにより、揺るぎない信頼の確保に努めます。 

2.質の高い金融サービスの提供 
　お客さまに提供する商品・サービスについて、常に創意と工夫をこらし、社
会の発展に貢献します。 

3.法令やルールの厳格な遵守 
　あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、誠実かつ公正な企業活動を遂行し
ます。 

4.社会とのコミュニケーションの充実 
　経営情報等の積極的かつ公正な開示により、顧客、株主、地域社会等との
コミュニケーションを図り、透明な経営の確保に努めます。 

5.役職員の人権の尊重による働きがいのある職場づくり 
　役職員の人権と個性を尊重し、各人の能力を最大限に発揮できる活力ある
職場づくりに努めます。 

6.環境経営の推進 
　省資源に努めるとともに、地域社会と連携して環境保全に貢献する「環境
経営」を積極的に展開します。 

7.社会貢献活動の充実 
　郷土を愛し、社会とともに歩む「良き企業市民」として、文化や福祉活動等
の多面的な社会貢献活動の充実に努めます。 

8.反社会的勢力の排除 
　健全な市民社会に脅威を与える反社会的勢力は断固排除します。　以上 

ホームページをご覧ください！ 

 http://www.shigagin.com/ 

お知らせ 

「内部統制システム構築に関する基本方針」 
ホームページをご覧ください！ 

 http://www.shigagin.com/ 

お客さまサポート 

「個人情報保護方針」 

「個人情報の取り扱いについて」 

　平成20年4月より金融商品取引法に基づく内部統制報告制
度が適用開始となりました。 
　当行グループの「財務報告に係る内部統制」の企画、統轄、
評価を実施する専門部署として平成20年6月、経営管理部内
に「内部統制グループ」を新設し、決算財務報告に関連する業
務プロセスの文書化から有効性評価を実施するなど、内部統制
報告書提出に向けて準備を進めております。 

●マネーローンダリング 
 の防止 
●個人情報の管理 

●苦情･トラブル等対応 
●反社会的勢力排除 

●総合的なリスク管理統轄 

●コンプライアンスに 
 関する統轄部門 

●新商品･業務の 
 企画･開発･運営 

●エリア統轄店における法令等遵守状況把握 
●コンプライアンスに関する指導 
●コンプライアンス委員会への報告 

●コンプライアンス･オフィサー設置 
●オフィサーによる法令等遵守状況の把握 

コンプライアンス・プログラムに基づく、 
部店内研修、モニタリングの実施 

　私自身が経験した中で、ある時上司から「心すっきりしよう」
という言葉をいただきました。この言葉は、私のコンプライアン
ス・オフィサーとしてのカテゴリの一つになっています。社会人
として、また普段においても滋賀銀行員として恥ずかしくない
行員の育成に努めていかなければならない立場である事を、
改めて認識するとともに身の引き締まる思いが致します。 

瀬田駅前支店　井上 千鶴 

コンプライアンス・オフィサーの声 

しがぎんVOICE
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み 
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不祥事件防止ビデオの制作 
　当行では、不祥事件の再発防止を目的に、これまでに発生した
事例等を題材とした独自の教育用ビデオを平成20年4月に制作し、
コンプライアンスの徹底に努めています。 

　法令等遵守を徹底するため、専務取締役を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置（平成10年）。態勢強化のための計
画書「コンプライアンス・プログラム」を期初に定め、1年間実施後に取締役会でその実施状況を確認しています。 
　また、業務運営現場におけるコンプライアンスを浸透・推進するため、全部店、各関連会社に「コンプライアンス・オフィサー（法令
等遵守責任者）」を配置。部店内研修とその浸透度を確認するモニタリングを実施し、コンプライアンス態勢の整備に努めています。 
　このほか、金融商品販売法や消費者契約法、金融商品取引法などを収録した「コンプライアンス・マニュアル」を行内のイントラ
ネットに掲載し、必要なときにいつでも誰でも閲覧できる仕組みにしています。 

　当行では、会社法及び会社法施行規則に基
づき、内部統制システム構築に関する基本方針
を取締役会において決議し、業務の適正を確保
する体制の整備に努めております。 

　当行内での法令等違反を役職員
の通報により早期に発見し、適切に
問題を解決することを目的として、平
成18年3月、経営管理部法務室内に
コンプライアンスヘルプライン（24時
間電話応対可能）を設置しています。 

ココに 
注目 

TOPICS

裁判員制度への取り組み 

　平成21年5月に開始される裁判員制度を前に、平成20年6月、大津地方裁判所で模擬
裁判が開かれました。テーマは「殺人未遂」で、当行行員を含む裁判員らは審理から判決ま
での一連の流れを体験。当行は、ＣＳＲの観点から裁判員制度の開始に向けて、行員への
支援体制も含め積極的に取り組んでいます。 

コンプライアンス態勢 

役職員による 
内部通報窓口を設置 

「CSR経営」の基本は健全なマネジメント体制にあります。 
当行では、法令等の遵守はもちろんのこと、「倫理観」を持って行動し、誠実な企業活動を行うため、 
経営管理部法務室を中心に、この重要課題に全行あげて取り組んでいます。 

　模擬とはいえ、本番さながらの刑事裁判に裁判員として
参加するという得難い経験をしました。最終、法律という手
段で解決するほかない、重く、苦しい当事者を前に、裁判官
とともに評議を行い、量刑を決定する責任の重大さを思い
知りました。私たち一般市民が司法とかかわる裁判員制度
への理解を深め、今後の運用を見守りながら、社会全体が
良い方向へ向かうことを切望します。 

システム部　山岡 潔司 

模擬裁判参加者の声 

しがぎんVOICE

内部統制 
システムの 
整備状況 

　当行は「個人情報の保護に関す
る法律」の施行（平成17年4月）に
伴い、7項目からなる「個人情報保護
方針」を制定するとともに、「個人情
報の取り扱いについて」を公表し、個
人情報を利用する際の「業務内容」
「利用目的」などを行内外に明らかに
しています。 

個人情報保護 

財務報告に係る内部統制への対応 

　心身ともに「クリーンバンクしがぎん」を実現
するために、役職員の法令等遵守に全力をあげ
ています。 
　全役職員に携帯用冊子「行動マニュアル」
を配布して、法律や社会的規範を尊重した行動
の徹底に努めるとともに、行内のイントラネットを
活用して、融資・外交・事務などの職務担当者別、
階層別に定期的に研修を実施。役職員のコン
プライアンスマインドの高揚に取り組んでいます。 

倫理観の強い行員の育成のために 

Q.

コンプライアンス態勢図 

頭　取 

業務統轄部 
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コンプライアンス委員会 
（事務局：経営管理部） 

コンプライアンス・ 
プログラム 

エリア･コンプライアンス 
オフィサー 

エリア（営業店）･本部各部 

法令等遵守状況の把握 
（モニタリング）、研修 

経営管理部法務室 

取締役会 

付議･報告 

付議･報告 

監査役･監査役会 

内部監査報告会 

監査部 

人事部 

監
査･

指
導 

1.信頼の確保と社会的責任の遂行 
　銀行の公共的、社会的使命を十分に認識し、CSR（企業の社会的責任）を
果たすことにより、揺るぎない信頼の確保に努めます。 

2.質の高い金融サービスの提供 
　お客さまに提供する商品・サービスについて、常に創意と工夫をこらし、社
会の発展に貢献します。 

3.法令やルールの厳格な遵守 
　あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、誠実かつ公正な企業活動を遂行し
ます。 

4.社会とのコミュニケーションの充実 
　経営情報等の積極的かつ公正な開示により、顧客、株主、地域社会等との
コミュニケーションを図り、透明な経営の確保に努めます。 

5.役職員の人権の尊重による働きがいのある職場づくり 
　役職員の人権と個性を尊重し、各人の能力を最大限に発揮できる活力ある
職場づくりに努めます。 

6.環境経営の推進 
　省資源に努めるとともに、地域社会と連携して環境保全に貢献する「環境
経営」を積極的に展開します。 

7.社会貢献活動の充実 
　郷土を愛し、社会とともに歩む「良き企業市民」として、文化や福祉活動等
の多面的な社会貢献活動の充実に努めます。 

8.反社会的勢力の排除 
　健全な市民社会に脅威を与える反社会的勢力は断固排除します。　以上 

ホームページをご覧ください！ 

 http://www.shigagin.com/ 

お知らせ 

「内部統制システム構築に関する基本方針」 
ホームページをご覧ください！ 

 http://www.shigagin.com/ 

お客さまサポート 

「個人情報保護方針」 

「個人情報の取り扱いについて」 

　平成20年4月より金融商品取引法に基づく内部統制報告制
度が適用開始となりました。 
　当行グループの「財務報告に係る内部統制」の企画、統轄、
評価を実施する専門部署として平成20年6月、経営管理部内
に「内部統制グループ」を新設し、決算財務報告に関連する業
務プロセスの文書化から有効性評価を実施するなど、内部統制
報告書提出に向けて準備を進めております。 

●マネーローンダリング 
 の防止 
●個人情報の管理 

●苦情･トラブル等対応 
●反社会的勢力排除 

●総合的なリスク管理統轄 

●コンプライアンスに 
 関する統轄部門 

●新商品･業務の 
 企画･開発･運営 

●エリア統轄店における法令等遵守状況把握 
●コンプライアンスに関する指導 
●コンプライアンス委員会への報告 

●コンプライアンス･オフィサー設置 
●オフィサーによる法令等遵守状況の把握 

コンプライアンス・プログラムに基づく、 
部店内研修、モニタリングの実施 

　私自身が経験した中で、ある時上司から「心すっきりしよう」
という言葉をいただきました。この言葉は、私のコンプライアン
ス・オフィサーとしてのカテゴリの一つになっています。社会人
として、また普段においても滋賀銀行員として恥ずかしくない
行員の育成に努めていかなければならない立場である事を、
改めて認識するとともに身の引き締まる思いが致します。 

瀬田駅前支店　井上 千鶴 

コンプライアンス・オフィサーの声 

しがぎんVOICE
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Q.

Ｃ
Ｓ
Ｒ
ト
ピ
ッ
ク
ス 

各部店ごとのＣＳＲ活動には 
どのようなものがありますか？ 

　ＣＳＲ通信により、
各店・各エリアの
ＣＳＲ活動をグッド
プラクティスとし
て発信。全役職
員への更なる意
識づけを目的に
コミュニケーショ
ンツールとして活
用しています。 

ココに 
注目 

高
島
市
　
雪
の
ユ
リ
カ
モ
メ 

グローバルな取り組みには 
どのようなものがありますか？ 
Q.

一人ひとりの地道な活動が、やがて大きな実を結ぶとの願いから、 
各エリアや各支店単位でのＣＳＲ活動を推進しています。 

ＳＲＩファンドへの 
組み入れ 

湖西エリア 
平成19年12月、高島市主催のヨシ
刈りボランティアに、湖西エリア60
名が参加。琵琶湖3大ヨシ原のひと
つである、高島市新旭町針江のヨシ
原で、琵琶湖の環境保全を願い、作
業を実施しました。 

今津支店 
今津支店では、平成20年
1月に自宅での不用品を
持ち寄り、店内でチャリティ
バザーを実施。その収益
金20,000円は、福祉事業
費としてお役立ていただく
ため、京都新聞・社会福
祉事業団に寄付をしました。 

ボート部・総合企画部 
平成19年10月、大津市のなぎさ公園
で、滋賀県主催の「びわ湖・藻刈りま
っか大会」に、ボート部と総合企画部
の7名が参加。 
総勢150名のボランティアが、琵琶
湖に異常繁茂した水草を竹ざおで刈
り取り、4tダンプカー2台分の水草を
回収しました。 

東大津エリア 
平成19年4月より、東大津エリ
アの約200名が、地球温暖化
防止に向けたCO2排出削減
の取り組みとして「1ポトリ運動」
を展開。「今わたしたちのでき
ることをやろう」を合言葉に、レ
ジ袋の削減をはじめ、公共交
通機関の利用、地産地消の
取り組みなどを推進しています。 湖南エリア 

平成19年10月、「地球温暖化防止フェ
アinびわこ・くさつ（Ｐ19参照）」に湖南
エリアの125名が参加。家族とともに、
地球温暖化について理解を深めました。 

彦根エリア 
平成19年7月、彦根市で実施された「びわ湖の日」
環境美化活動に、彦根エリアのボランティア50
名が参加しました。 

水口エリア 
水口エリアでは、甲南支店の新築移転を機に、平成19年4月よ
り使用済み切手の収集運動を実施。エリア13カ店の協力のもと、
16,000枚の古切手を収集し、平成19年9月に甲南社会福祉協
議会に寄贈しました。古切手は、知的障がい者の方の社会活
動支援に活用されます。 

　当行は、欧米を中心とした機関投資家が連携し、世界の株式時価総額
上位500社をはじめとする約2,00 0の企業に、地球温暖化への姿勢や取り
組みに関する情報開示を求め、回答を公開するCDP（カーボン・ディスクロー
ジャー・プロジェクト）に署名しています。 
　これは、地球温暖化問題への取り組みを、投資判断基準の一つにする
として平成15年から実施されているもので、地球温暖化問題への企業の
取り組みを促進すべきという認識のもと、当行も活動の普及促進に貢献し
ています。 

「ＵＮＥＰ金融機関声明」 
の精神で活動 

ＣＤＰへの署名 

湖北エリア 
平成20年2月、虎姫町教育委
員会主催の日本の伝統文化
体験“茶道教室”が開催され、
虎姫支店をはじめ、長浜支店、
長浜駅前支店の女性行員・
パートタイマーの有志が講師
として参加。町内の約40名の
小学生を対象に、茶道の指導
を行いました。 

八日市エリア 
平成20年5月、愛知川八千代橋下流河川敷で開
催された「八日市大凧まつり2008」に、八日市エリ
アの新入行員
8名が参加。2
週間かけて製
作した2畳敷
の大凧を空高
く揚げ、祭りを
大いに盛り上
げました。 

金融機関は、その投融資あるいは保険の対象とするプロジェクト
もしくは事業者が、社会もしくは環境にどのような影響を与える
かについてあらかじめ適切に考慮し、社会・環境に与える影響が
望ましい方向になるべく投融資及び保険の対象の選定その他に
おいて適切な行動をとる。 

金融機関は、環境の保全もしくは社会の持続的発展に資する事業を
積極的に選択し、これを投融資活動において支援し、また保険や資産
運用など金融商品の開発販売においても環境の保全もしくは社会
の持続的発展に資するような商品を普及するべく努力する。 

金融機関は、上記の金融活動を行うに際し、自らの経営方針、組織体
制、情報開示の指針等ガバナンス全般について最適な体制を採ると
ともに、その直接的な環境影響等についても十分に留意する。 

金融機関は、あらゆるステークホルダーとのコミュニケーションを
通じて、持続可能な社会の実現に資する普及啓発に努めるもの
とする。 
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持続可能な社会の実現に向けての 
東京原則 

東湖南エリア 
平成20年4月、守山支店、守
山北支店、播磨田支店、木浜
支店の有志16名が、「びわこ
地球市民の森のつどい2008」
に参加し、植樹とバザーを実施。
バザーの収益金は「守山ほた
るパーク＆ウォーク」の活動費
用や「環境協力金」に充当し、
「守山ほたるパーク＆ウォーク」
開催中には、17名がスタッフとして参加しました。 

　当行は、英国の新聞フィナンシャル・タイムズとロンドン証券取引所
の合弁会社であるFTSE社の「FTSE4Good Global Index 」の構
成銘柄に5年連続で選ばれています。 
　「FTSE4Good」指数シリーズは、世界で最も注目されているＳＲＩ
株価指数の1つで、環境・社会・人権など、世界的に認められた「企業
の社会的責任基準」を満たした企業により構成されています。 
　また、投資信託情報などを提供するモーニングスター株式会社（本社・
東京）が組成・管理する「モーニングスター社会的責任投資（ＳＲＩ）株
価指数」の構成銘柄にも6年連続で選ばれています。 

　当行は、国連環境計画（ＵＮＥＰ、本部：ケニア・ナイ
ロビ）が提唱している「環境と持続可能な発展に関
する金融機関声明」に市中銀行で初めて署名（平
成13年10月）しています。 
　声明には、①環境破壊を予見し、回避するための
予防的な取り組みを支援する ②エネルギーの節約、
資源の再利用に努める ③環境保全を進める商品・サー
ビスを開発する―など3分野17項目の環境目標が掲
げられています。 
　また、ＵＮＥＰ主催で平成15年10月、アジアで初めて
東京で開かれた「『金融機関声明』国際会議」で「持
続可能な社会の実現に向けての東京原則」が採択
されています。 
　当行では、「環境経営」を展開し、「金融機関声明」、
「東京原則」の精神の実現に努めています。 
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各部店ごとのＣＳＲ活動には 
どのようなものがありますか？ 

　ＣＳＲ通信により、
各店・各エリアの
ＣＳＲ活動をグッド
プラクティスとし
て発信。全役職
員への更なる意
識づけを目的に
コミュニケーショ
ンツールとして活
用しています。 

ココに 
注目 

高
島
市
　
雪
の
ユ
リ
カ
モ
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グローバルな取り組みには 
どのようなものがありますか？ 
Q.

一人ひとりの地道な活動が、やがて大きな実を結ぶとの願いから、 
各エリアや各支店単位でのＣＳＲ活動を推進しています。 

ＳＲＩファンドへの 
組み入れ 

湖西エリア 
平成19年12月、高島市主催のヨシ
刈りボランティアに、湖西エリア60
名が参加。琵琶湖3大ヨシ原のひと
つである、高島市新旭町針江のヨシ
原で、琵琶湖の環境保全を願い、作
業を実施しました。 

今津支店 
今津支店では、平成20年
1月に自宅での不用品を
持ち寄り、店内でチャリティ
バザーを実施。その収益
金20,000円は、福祉事業
費としてお役立ていただく
ため、京都新聞・社会福
祉事業団に寄付をしました。 

ボート部・総合企画部 
平成19年10月、大津市のなぎさ公園
で、滋賀県主催の「びわ湖・藻刈りま
っか大会」に、ボート部と総合企画部
の7名が参加。 
総勢150名のボランティアが、琵琶
湖に異常繁茂した水草を竹ざおで刈
り取り、4tダンプカー2台分の水草を
回収しました。 

東大津エリア 
平成19年4月より、東大津エリ
アの約200名が、地球温暖化
防止に向けたCO2排出削減
の取り組みとして「1ポトリ運動」
を展開。「今わたしたちのでき
ることをやろう」を合言葉に、レ
ジ袋の削減をはじめ、公共交
通機関の利用、地産地消の
取り組みなどを推進しています。 湖南エリア 

平成19年10月、「地球温暖化防止フェ
アinびわこ・くさつ（Ｐ19参照）」に湖南
エリアの125名が参加。家族とともに、
地球温暖化について理解を深めました。 

彦根エリア 
平成19年7月、彦根市で実施された「びわ湖の日」
環境美化活動に、彦根エリアのボランティア50
名が参加しました。 

水口エリア 
水口エリアでは、甲南支店の新築移転を機に、平成19年4月よ
り使用済み切手の収集運動を実施。エリア13カ店の協力のもと、
16,000枚の古切手を収集し、平成19年9月に甲南社会福祉協
議会に寄贈しました。古切手は、知的障がい者の方の社会活
動支援に活用されます。 

　当行は、欧米を中心とした機関投資家が連携し、世界の株式時価総額
上位500社をはじめとする約2,00 0の企業に、地球温暖化への姿勢や取り
組みに関する情報開示を求め、回答を公開するCDP（カーボン・ディスクロー
ジャー・プロジェクト）に署名しています。 
　これは、地球温暖化問題への取り組みを、投資判断基準の一つにする
として平成15年から実施されているもので、地球温暖化問題への企業の
取り組みを促進すべきという認識のもと、当行も活動の普及促進に貢献し
ています。 

「ＵＮＥＰ金融機関声明」 
の精神で活動 

ＣＤＰへの署名 

湖北エリア 
平成20年2月、虎姫町教育委
員会主催の日本の伝統文化
体験“茶道教室”が開催され、
虎姫支店をはじめ、長浜支店、
長浜駅前支店の女性行員・
パートタイマーの有志が講師
として参加。町内の約40名の
小学生を対象に、茶道の指導
を行いました。 

八日市エリア 
平成20年5月、愛知川八千代橋下流河川敷で開
催された「八日市大凧まつり2008」に、八日市エリ
アの新入行員
8名が参加。2
週間かけて製
作した2畳敷
の大凧を空高
く揚げ、祭りを
大いに盛り上
げました。 

金融機関は、その投融資あるいは保険の対象とするプロジェクト
もしくは事業者が、社会もしくは環境にどのような影響を与える
かについてあらかじめ適切に考慮し、社会・環境に与える影響が
望ましい方向になるべく投融資及び保険の対象の選定その他に
おいて適切な行動をとる。 

金融機関は、環境の保全もしくは社会の持続的発展に資する事業を
積極的に選択し、これを投融資活動において支援し、また保険や資産
運用など金融商品の開発販売においても環境の保全もしくは社会
の持続的発展に資するような商品を普及するべく努力する。 

金融機関は、上記の金融活動を行うに際し、自らの経営方針、組織体
制、情報開示の指針等ガバナンス全般について最適な体制を採ると
ともに、その直接的な環境影響等についても十分に留意する。 

金融機関は、あらゆるステークホルダーとのコミュニケーションを
通じて、持続可能な社会の実現に資する普及啓発に努めるもの
とする。 
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持続可能な社会の実現に向けての 
東京原則 

東湖南エリア 
平成20年4月、守山支店、守
山北支店、播磨田支店、木浜
支店の有志16名が、「びわこ
地球市民の森のつどい2008」
に参加し、植樹とバザーを実施。
バザーの収益金は「守山ほた
るパーク＆ウォーク」の活動費
用や「環境協力金」に充当し、
「守山ほたるパーク＆ウォーク」
開催中には、17名がスタッフとして参加しました。 

　当行は、英国の新聞フィナンシャル・タイムズとロンドン証券取引所
の合弁会社であるFTSE社の「FTSE4Good Global Index 」の構
成銘柄に5年連続で選ばれています。 
　「FTSE4Good」指数シリーズは、世界で最も注目されているＳＲＩ
株価指数の1つで、環境・社会・人権など、世界的に認められた「企業
の社会的責任基準」を満たした企業により構成されています。 
　また、投資信託情報などを提供するモーニングスター株式会社（本社・
東京）が組成・管理する「モーニングスター社会的責任投資（ＳＲＩ）株
価指数」の構成銘柄にも6年連続で選ばれています。 

　当行は、国連環境計画（ＵＮＥＰ、本部：ケニア・ナイ
ロビ）が提唱している「環境と持続可能な発展に関
する金融機関声明」に市中銀行で初めて署名（平
成13年10月）しています。 
　声明には、①環境破壊を予見し、回避するための
予防的な取り組みを支援する ②エネルギーの節約、
資源の再利用に努める ③環境保全を進める商品・サー
ビスを開発する―など3分野17項目の環境目標が掲
げられています。 
　また、ＵＮＥＰ主催で平成15年10月、アジアで初めて
東京で開かれた「『金融機関声明』国際会議」で「持
続可能な社会の実現に向けての東京原則」が採択
されています。 
　当行では、「環境経営」を展開し、「金融機関声明」、
「東京原則」の精神の実現に努めています。 



32 33

環境会計 第三者意見 
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　環境保全活動の報告の一環として、平成18年度より環境会計をＣＳＲリポートで公表しています。 
　省エネ・省資源による「エコオフィスづくり」に努め、事業活動による環境負荷削減効果は逓減傾向にありますが、環境対応型金融商品
の提供による「環境金融」は着実に増加しており、環境会計にその成果が表れております。 
　今後も「お金の流れで地球環境を守る」との気概のもと、お客さまの環境保全活動を一層促進することにより、地域社会・地球環境との
「共存共栄」を多面的に追求してまいります。 

1．対象期間　平成19年4月1日～平成20年3月31日 

※新事務棟の稼動により電力使用量が増加しましたが、排出権を購入しＣＯ2排出量を1,81 0t削 減いたしました。 
※経済の血液である「金融」を通じて、地球温暖化防止をはじめとする、持続可能な社会づくりに貢献できる可能性はますます拡大しています。当行では、このような金融機関としての使命を真摯に受けとめ、
平成10年よりお客さまの環境保全活動を促進するために、金融面で支援する環境対応型金融商品・サービスの開発・提供等を積極的に展開しています。 
※平成19年度における環境対応型融資商品の取り組み内容は以下の通りです。 
　①環境対応型融資商品の残高は77,184百 万円と前期比8,526百 万円増加いたしました。 
　②お客さまの環境保全活動をサポートするための金利優遇額は435百 万円となりました。 
　③その結果、環境対応型融資商品による融資収益（融資収益＝貸出金利息－資金調達原価）は▲106百 万円となりました。 

※エコ関連投資信託の販売手数料増加は、グローバルウォーターファンド、地球温暖化防止関連株ファンドの新規取り扱いによるものです。 
※新事務棟の稼動による電力使用量の増加により電灯電力費が増加いたしました。 

（3）環境保全対策に伴う経済効果 

（2）環境保全効果 

※店舗新築時の地球環境保全投資として、太陽光発電システム、インバーター空調機、雨水利用等の設備投資を行いました。 

（1）環境保全コスト （単位：百万円） 

分類 
平成19年度 

備考 
投資額 費用額 

（2）上・下流コスト 
（3）管理活動コスト 
（4）研究開発コスト 
（5）社会活動コスト 

25 

7 

62 

2 

7 

224

（1）-3　資源循環コスト 

133 

1 

 

 

 

 

134合計 

一般・産業廃棄物の処理、処分コスト 

再生紙回収、リサイクル費用 

環境商品パンフレット、環境広告、環境イベント等 

環境保全に資する会費、研究コスト 

学校ビオトープ支援、ニゴロブナ放流、環境ボランティア費用 

（1）事業エリアコスト 

（1）-1　公害防止コスト 

（1）-2　地球環境保全コスト 

環境保全効果の分類 環境パフォーマンス指標（単位） 平成18年度 平成19年度 環境保全効果 
平成18年度対比 

事業活動に投入する 
資源に関する 
環境保全効果（インプット） 

事業活動から排出する 
環境負荷に関する 
環境保全効果（アウトプット） 

事業活動から産出する 
財・サービスに関する 
環境保全効果 

環境対応型金融商品による 
地域への環境保全活動 

102 

21 

0 

11,180 

189 

68,658 

319 

738,163 

2,102 

1,010 

4,199

環境対応車購入資金（実行件数） 

太陽光発電システム導入資金（実行件数） 

未来の種による排出権購入（ＣＯ2/ｔ） 

植樹活動（累計本数） 

公用車の環境対応車への切替（台数） 

環境対応型融資商品の残高（百万円） 

環境対応型融資商品による金利優遇額（百万円） 

エコプラス定期（累計件数） 

エコ＆耐震住宅ローン実行（累計件数） 

琵琶湖原則支援資金賛同書（累計件数） 

琵琶湖原則支援資金実行累計額（百万円） 

106 

▲ 7 

2,000 

1,600 

33 

8,526 

116 

303,894 

518 

1,174 

2,583

117

146 

4

134
土壌汚染防止のためのコスト 

投資額：自然エネルギー、省エネ設備による環境保全投資 
費用額：低公害車、破砕機リース代金及び減価償却費 

208 

14 

2,000 

12,780 

222 

77,184 

435 

1,042,057 

2,620 

2,184 

6,782

電力使用量（千kWh） 

都市ガス（m3） 

ＬＰガス（m3） 

上下水道（m3） 

ガソリン（注入量・k  ） 

重油（注入量・k  ） 

温室効果ガス（ＣＯ2）排出量（ＣＯ2/ｔ） 

 

21,229 

65,708 

4,602 

128,153 

280 

108

8,792

23,350 

63,552 

4,311 

122,560 

282 

88

6,982

2,121 

▲ 2,156 

▲ 291 

▲ 5,593 

2 

▲ 20

▲ 1,810

（単位：百万円） 

効果の内容 具体的な取り組み 平成18年度 平成19年度 

収益 

費用削減 
合計 

エコ関連ファンド販売手数料 

リサイクルによる売却収入 

省エネ、省資源によるエネルギー費用の節減 

1 

0 

13 

14

44 

0 

▲ 36 

8

2．対象範囲　滋賀銀行単体 3．集計方法　環境省発行の「環境会計ガイドライン」を参考 

　滋賀銀行にまた一つ、「環境の勲章」が付いた。2008年夏、環境省の「エコ・ファースト制度」の認定を、金融機

関として初めて受けた。「ローマは一日にしてならず」のことわざ通り、『環境金融のトップバンク』を祝福する新た

な勲章も、同行の早くからの地道な積み上げの結果である。 

　1990年代後半の金融危機の激動期に、環境配慮融資「エコ・クリーン資金」を立ち上げ、すでに11年目。国連

環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）にいち早く署名。土壌汚染対策法が施行されると、「汚染可能性の高

い土地」を新規担保としない方針を打ち出すなど、常に金融界の先頭を切ってきた。 

　その成果を満載したのが、このCSRリポートだ。エコ・クリーン資金から発展したPLB資金融資、地元密着のエコ預

金、SRIファンドなどの金融商品・サービスだけではない。ニゴロブナ保護やヨシ刈りボランティアなどの社会貢献活動、

サタデー起業塾やエコビジネスマッチングフェアなどの顧客支援活動などなど、エコとCSRが、てんこ盛りされている。 

　地球温暖化問題が「待ったなし」のテーマなだけに、わが国の金融界でも、環境は避けられないリスクであり、マー

ケットでもあるとの認識が広がってきた。ただ、そうした広がりの先をダントツで走る滋賀銀行の取り組みの原動力

は何だろうかと、リポートを何度か読み直して、一つの思いに辿り着いた。 

　40年以上前の「行是」の精神を原点に据えたCSR憲章。そこでは地域社会と役職員と地球環境との「3つの共

存共栄」をうたっている。近江商人の「三方よし」の現代版だが、実は共存共栄は、３つの並存と読むよりも、地域社

会（ローカル）と地球環境（グローバル）を、滋賀銀行の役職員がつなぎ合わせるぞ、との決意という風に読める。 

　「何でも第一号」と世間におもねるためのエコ・ファーストや、ブームだからの環境金融商品では、持続可能性は

乏しい。必要なところにお金を供給する銀行ビジネスの真髄を肌身に受け止めた同行の役職員が、それぞれの立

場で「金融を環境に活かそう」と知恵を絞ってきたからこそ、成果を伴ってきたのだろう。 

　今、市場から求められているのは、環境のリスクと機会を、社会と企業の利益につなげる金融の工夫だ。カーボ

ンオフセット定期預金「未来の種」と環境配慮型融資「未来の芽」の連動は、これまで別々だった環境配慮の調

達と融資をつなぐ日本の金融で初の試みである。環境配慮の金融行動が、収益の適正な拡大につながることを、

是非、実証してもらいたい。 
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上智大学地球環境学研究科教授 

藤井良広 

藤井良広（Yoshihiro Fujii） 
上智大学大学院地球環境学研究科教授。大阪市立大学経済学部卒業。日本経済新聞社入社、ロンドン
駐在、経済部編集委員等を歴任、記者時代は主に金融問題を担当。2006年に大学に転身、金融機能を応
用して多様な環境問題の解決を目指す「環境金融論」のほか、CSR経営論、金融NPO論、中央銀行論等
を専門にしている。主な著書に『金融で解く地球環境問題』（岩波書店）、『金融ＮＰＯ』（同）、『縛られた金
融政策』（日本経済新聞社）、『金融再生の誤算』（同）など多数。日本金融学会、環境経済・政策学会、日
本ＥＵ学会、環境科学会に所属。ＪＡバンクアグリサポート基金理事、国際情勢研究会理事、日本経済研究
センター客員研究員などを兼務。 

　今回で8回目を迎えるＣＳＲリポートの制作にあたり、大切にしたことは“しがぎん”らしさです。決して背伸びせず、地方銀行と
して地域の皆さまに楽しみながら読んでいただける冊子をめざしました。日頃どのような思いで企業活動を行っているのか、少し
でも感じ取っていただければとの思いからです。 
　私たちは、近江商人の経営哲学「三方よし」に「地球環境よし」を加えた「四方よし」の精神で活動の輪を広げてまいりまし
た。表紙のキャッチフレーズにもありますが、「未来をみつめて」常に一歩、二歩先の未来を見据えて、地域の皆さまとともにこ
れからを歩んでいきたい、そのような思いで今後もＣＳＲ活動を展開してまいります。 
　皆さまのご意見をお待ちしております。 

総合企画部ＣＳＲ室 
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環境会計 第三者意見 
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　環境保全活動の報告の一環として、平成18年度より環境会計をＣＳＲリポートで公表しています。 
　省エネ・省資源による「エコオフィスづくり」に努め、事業活動による環境負荷削減効果は逓減傾向にありますが、環境対応型金融商品
の提供による「環境金融」は着実に増加しており、環境会計にその成果が表れております。 
　今後も「お金の流れで地球環境を守る」との気概のもと、お客さまの環境保全活動を一層促進することにより、地域社会・地球環境との
「共存共栄」を多面的に追求してまいります。 

1．対象期間　平成19年4月1日～平成20年3月31日 

※新事務棟の稼動により電力使用量が増加しましたが、排出権を購入しＣＯ2排出量を1,81 0t削 減いたしました。 
※経済の血液である「金融」を通じて、地球温暖化防止をはじめとする、持続可能な社会づくりに貢献できる可能性はますます拡大しています。当行では、このような金融機関としての使命を真摯に受けとめ、
平成10年よりお客さまの環境保全活動を促進するために、金融面で支援する環境対応型金融商品・サービスの開発・提供等を積極的に展開しています。 
※平成19年度における環境対応型融資商品の取り組み内容は以下の通りです。 
　①環境対応型融資商品の残高は77,184百 万円と前期比8,526百 万円増加いたしました。 
　②お客さまの環境保全活動をサポートするための金利優遇額は435百 万円となりました。 
　③その結果、環境対応型融資商品による融資収益（融資収益＝貸出金利息－資金調達原価）は▲106百 万円となりました。 

※エコ関連投資信託の販売手数料増加は、グローバルウォーターファンド、地球温暖化防止関連株ファンドの新規取り扱いによるものです。 
※新事務棟の稼動による電力使用量の増加により電灯電力費が増加いたしました。 

（3）環境保全対策に伴う経済効果 

（2）環境保全効果 

※店舗新築時の地球環境保全投資として、太陽光発電システム、インバーター空調機、雨水利用等の設備投資を行いました。 

（1）環境保全コスト （単位：百万円） 

分類 
平成19年度 

備考 
投資額 費用額 

（2）上・下流コスト 
（3）管理活動コスト 
（4）研究開発コスト 
（5）社会活動コスト 

25 

7 

62 

2 

7 

224

（1）-3　資源循環コスト 

133 

1 

 

 

 

 

134合計 

一般・産業廃棄物の処理、処分コスト 

再生紙回収、リサイクル費用 

環境商品パンフレット、環境広告、環境イベント等 

環境保全に資する会費、研究コスト 

学校ビオトープ支援、ニゴロブナ放流、環境ボランティア費用 

（1）事業エリアコスト 

（1）-1　公害防止コスト 

（1）-2　地球環境保全コスト 

環境保全効果の分類 環境パフォーマンス指標（単位） 平成18年度 平成19年度 環境保全効果 
平成18年度対比 

事業活動に投入する 
資源に関する 
環境保全効果（インプット） 

事業活動から排出する 
環境負荷に関する 
環境保全効果（アウトプット） 

事業活動から産出する 
財・サービスに関する 
環境保全効果 

環境対応型金融商品による 
地域への環境保全活動 

102 

21 

0 

11,180 

189 

68,658 

319 

738,163 

2,102 

1,010 

4,199

環境対応車購入資金（実行件数） 

太陽光発電システム導入資金（実行件数） 

未来の種による排出権購入（ＣＯ2/ｔ） 

植樹活動（累計本数） 

公用車の環境対応車への切替（台数） 

環境対応型融資商品の残高（百万円） 

環境対応型融資商品による金利優遇額（百万円） 

エコプラス定期（累計件数） 

エコ＆耐震住宅ローン実行（累計件数） 

琵琶湖原則支援資金賛同書（累計件数） 

琵琶湖原則支援資金実行累計額（百万円） 

106 

▲ 7 

2,000 

1,600 

33 

8,526 

116 

303,894 

518 

1,174 

2,583

117

146 

4

134
土壌汚染防止のためのコスト 

投資額：自然エネルギー、省エネ設備による環境保全投資 
費用額：低公害車、破砕機リース代金及び減価償却費 

208 

14 

2,000 

12,780 

222 

77,184 

435 

1,042,057 

2,620 

2,184 

6,782

電力使用量（千kWh） 

都市ガス（m3） 

ＬＰガス（m3） 

上下水道（m3） 

ガソリン（注入量・k  ） 

重油（注入量・k  ） 

温室効果ガス（ＣＯ2）排出量（ＣＯ2/ｔ） 

 

21,229 

65,708 

4,602 

128,153 

280 

108

8,792

23,350 

63,552 

4,311 

122,560 

282 

88

6,982

2,121 

▲ 2,156 

▲ 291 

▲ 5,593 

2 

▲ 20

▲ 1,810

（単位：百万円） 

効果の内容 具体的な取り組み 平成18年度 平成19年度 

収益 

費用削減 
合計 

エコ関連ファンド販売手数料 

リサイクルによる売却収入 

省エネ、省資源によるエネルギー費用の節減 

1 

0 

13 

14

44 

0 
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2．対象範囲　滋賀銀行単体 3．集計方法　環境省発行の「環境会計ガイドライン」を参考 

　滋賀銀行にまた一つ、「環境の勲章」が付いた。2008年夏、環境省の「エコ・ファースト制度」の認定を、金融機

関として初めて受けた。「ローマは一日にしてならず」のことわざ通り、『環境金融のトップバンク』を祝福する新た

な勲章も、同行の早くからの地道な積み上げの結果である。 

　1990年代後半の金融危機の激動期に、環境配慮融資「エコ・クリーン資金」を立ち上げ、すでに11年目。国連

環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）にいち早く署名。土壌汚染対策法が施行されると、「汚染可能性の高

い土地」を新規担保としない方針を打ち出すなど、常に金融界の先頭を切ってきた。 

　その成果を満載したのが、このCSRリポートだ。エコ・クリーン資金から発展したPLB資金融資、地元密着のエコ預

金、SRIファンドなどの金融商品・サービスだけではない。ニゴロブナ保護やヨシ刈りボランティアなどの社会貢献活動、

サタデー起業塾やエコビジネスマッチングフェアなどの顧客支援活動などなど、エコとCSRが、てんこ盛りされている。 

　地球温暖化問題が「待ったなし」のテーマなだけに、わが国の金融界でも、環境は避けられないリスクであり、マー

ケットでもあるとの認識が広がってきた。ただ、そうした広がりの先をダントツで走る滋賀銀行の取り組みの原動力

は何だろうかと、リポートを何度か読み直して、一つの思いに辿り着いた。 

　40年以上前の「行是」の精神を原点に据えたCSR憲章。そこでは地域社会と役職員と地球環境との「3つの共

存共栄」をうたっている。近江商人の「三方よし」の現代版だが、実は共存共栄は、３つの並存と読むよりも、地域社

会（ローカル）と地球環境（グローバル）を、滋賀銀行の役職員がつなぎ合わせるぞ、との決意という風に読める。 

　「何でも第一号」と世間におもねるためのエコ・ファーストや、ブームだからの環境金融商品では、持続可能性は

乏しい。必要なところにお金を供給する銀行ビジネスの真髄を肌身に受け止めた同行の役職員が、それぞれの立

場で「金融を環境に活かそう」と知恵を絞ってきたからこそ、成果を伴ってきたのだろう。 

　今、市場から求められているのは、環境のリスクと機会を、社会と企業の利益につなげる金融の工夫だ。カーボ

ンオフセット定期預金「未来の種」と環境配慮型融資「未来の芽」の連動は、これまで別々だった環境配慮の調

達と融資をつなぐ日本の金融で初の試みである。環境配慮の金融行動が、収益の適正な拡大につながることを、

是非、実証してもらいたい。 
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上智大学地球環境学研究科教授 

藤井良広 

藤井良広（Yoshihiro Fujii） 
上智大学大学院地球環境学研究科教授。大阪市立大学経済学部卒業。日本経済新聞社入社、ロンドン
駐在、経済部編集委員等を歴任、記者時代は主に金融問題を担当。2006年に大学に転身、金融機能を応
用して多様な環境問題の解決を目指す「環境金融論」のほか、CSR経営論、金融NPO論、中央銀行論等
を専門にしている。主な著書に『金融で解く地球環境問題』（岩波書店）、『金融ＮＰＯ』（同）、『縛られた金
融政策』（日本経済新聞社）、『金融再生の誤算』（同）など多数。日本金融学会、環境経済・政策学会、日
本ＥＵ学会、環境科学会に所属。ＪＡバンクアグリサポート基金理事、国際情勢研究会理事、日本経済研究
センター客員研究員などを兼務。 

　今回で8回目を迎えるＣＳＲリポートの制作にあたり、大切にしたことは“しがぎん”らしさです。決して背伸びせず、地方銀行と
して地域の皆さまに楽しみながら読んでいただける冊子をめざしました。日頃どのような思いで企業活動を行っているのか、少し
でも感じ取っていただければとの思いからです。 
　私たちは、近江商人の経営哲学「三方よし」に「地球環境よし」を加えた「四方よし」の精神で活動の輪を広げてまいりまし
た。表紙のキャッチフレーズにもありますが、「未来をみつめて」常に一歩、二歩先の未来を見据えて、地域の皆さまとともにこ
れからを歩んでいきたい、そのような思いで今後もＣＳＲ活動を展開してまいります。 
　皆さまのご意見をお待ちしております。 

総合企画部ＣＳＲ室 

編
　
集
　
後
　
記 

・　・ ・　・ 



発行／平成20年9月 
お問い合わせ／滋賀銀行  総合企画部ＣＳＲ室 
〒520-8686  大津市浜町1番38号  電話077-521-2207 
ホームページアドレス／http://www.shigagin.com
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1984.  8  社会福祉法人しがぎん福祉基金設立 
1985.  7  日本列島クリーン大作戦に参加 
1988.  9  水質調査船建造費として滋賀県に1億円寄付 
1990.  5  古紙再生紙の利用開始 
1994.12  リサイクルシステム稼動 
1998.  4  ノベルティグッズをグリーン購入品へ 
1998.  4 「エコ・クリーン資金」取扱開始 
1998.12  全店の焼却施設を撤去 
1999.10  環境委員会設置 
1999.11 「クリーンバンクしがぎんスタートアップキャンペーン」開始 
2000.  3 「ISO14001」認証取得 
2000.  4 （財）淡海環境保全財団に400万円寄付 
2000.  6  ふれあい環境室設置 
2001.  4 「第4回グリーン購入大賞」優秀賞受賞　　　　　　　　 
2001.10 「UNEP金融機関声明」に、日本の市中銀行で初の署名 
2001.11 「びわ湖国際環境ビジネスメッセ2001」に出展 
2002.11 「第5回グリーン購入大賞」準大賞受賞 
2003.  2 「土壌汚染対策法」への当行取組指針を策定 
2003.  4 「エコプラス定期」取扱開始 
2003.  5 「第1回日本環境経営大賞」最優秀賞受賞 
2003.10  当行創立70周年記念事業として「びわこ地球市民の森」で植樹 
2004.  3  第2回「誠実な企業」賞・金融機関部門賞受賞 
2004.  4 「第13回地球環境大賞」フジサンケイグループ賞受賞 
2004.  4   CSR委員会・CSR室設置 
2004.  6 「滋賀労働局長優良賞」受賞 
2004.  9   FTSE4Good Global Indexに選定 
2005.  7 「エコスタイル」キャンペーン開始 
2005.12 「しがぎん琵琶湖原則」策定 
2006.  8 「事業者向けBCP（事業継続計画）サポートローン」取扱開始 
2006.12 「女性活躍推進委員会」スタート 
2007.  1  平成18年度 財界「経営者賞」受賞 
2007.  4 「CSR憲章」と「滋賀銀行の行動規範」制定 
2007.  4 「カーボンニュートラルローン 未来よし」取扱開始 
2007.  8  環境にやさしい「エコメール」を導入 
2007.10 「第9回グリーン購入大賞」環境大臣賞受賞 
2007.12  第11回環境経営度調査　非製造業：金融部門　第1位 
2008.  2 「第12回新エネ大賞」新エネルギー財団会長賞受賞 
2008.  2 「第5回企業フィランソロピー大賞」受賞 
2008.  4 「カーボンオフセット定期預金『未来の種』」取扱開始 
2008.  4 「BCAOアワード2007」大賞受賞 
2008.  7  環境省より「エコ・ファースト企業」に認定 
2008.  7 「事業者向け環境配慮型融資『未来の芽』」取扱開始 
2008.  7  平成19年度「関西エコオフィス大賞」受賞 

未来をみつめて。 
 クリーンバンクしがぎんは、 

持続可能な社会の実現に向けて歩みを進めています。 
 

あ し た  

滋賀銀行は、環境省認定の「エコ・ファースト企業」として、「環境経営」に 
取り組みます。 

しがぎんＣＳＲ活動の歩み 
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