
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。 

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。 

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。 
 

「第12回 環境コミュニケーション大賞」奨励賞受賞　 

浜町研修センター「CASBEE」Sランクを取得 

平成20年度「地球温暖化防止活動環境大臣表彰」受賞 

「ヨシ紙名刺」利用開始 

平成19年度「関西エコオフィス大賞」受賞 

環境省より「エコ・ファースト企業」に認定 

「BCAOアワード2007」大賞受賞 

「第12回新エネ大賞」新エネルギー財団会長賞受賞 

「第5回企業フィランソロピー大賞」受賞 

「第9回グリーン購入大賞」環境大臣賞受賞 

環境にやさしい「エコメール」を導入 

「CSR憲章」と「滋賀銀行の行動規範」制定 

平成18年度 財界「経営者賞」受賞 

「女性活躍推進委員会」スタート 

「エコスタイル」キャンペーン開始 

FTSE4Good Global Indexに選定 

「滋賀労働局長優良賞」受賞 

CSR委員会・CSR室設置 

「第13回地球環境大賞」フジサンケイグループ賞受賞 

第2回「誠実な企業」賞・金融機関部門賞受賞 

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 

「第1回日本環境経営大賞」最優秀賞受賞 

「土壌汚染対策法」への当行取り組み指針を策定 

「UNEP金融機関声明」に、日本の市中銀行で初の署名 

ふれあい環境室設置　 

「ISO14001」認証取得 

「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 

環境委員会設置 

全店の焼却施設を撤去 

ノベルティグッズをグリーン購入品へ 

リサイクルシステム稼動 

水質調査船建造費として滋賀県に1億円寄付 

日本列島クリーン大作戦に参加 

社会福祉法人しがぎん福祉基金設立 

 

しがぎんＣＳＲ活動の歩み 
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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



　「100年に一度の金融危機」と、「100年に1℃近くも上がった地球温暖化」の2つの危機に私た
ちは直面しています。各地で猛威をふるった今年の梅雨の豪雨は、地球から私たちへの鋭い問いか
けである「地球の涙」とさえ思わせます。 
　また、「地球環境の縮図」である琵琶湖の姿が大きく変化しています。水質の悪化や水草の異常
繁茂、湖水の大循環による「琵琶湖の深呼吸」が遅れるなど、さまざまな現象は、世界の環境問題を
象徴していると言えます。　　 
　このまま地球温暖化が進むと、地球の｢体温｣のティッピング・ポイント（臨界点）である｢平均気温
＋2℃｣を超えるのは2032年と予想されています。刻 と々迫る危機的状況を前に、低炭素社会の実
現は地球を「将来世代」に引き継ぐための、まさに現在の私たちに課せられた責務であります。 
　当行には「自分にきびしく　人には親切　社会につくす」という「行是」があります。そして、この「行
是」をCSR（企業の社会的責任）経営の原点とし、「地域社会」、「役職員」、「地球環境」との「共
存共栄」を多面的に追求しています。 
　具体的には、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・サービスの提
供に努めております。また、環境配慮型のニュービジネスを育成することが地域に根ざす金融機関の
使命と考えて取り組んでおります、｢エコビジネスフォーラム・サタデー起業塾｣は今年ではや10年目を
迎えます。加えて、環境ビジネス展開に積極的な地元の中堅・中小企業のお客さまに、エコビジネス・
パートナー探しの“場”を提供する｢エコビジネスマッチングフェア｣も昨年より開催し、今年は120社
のご出展、2,600名のご来場をいただきました。 
　今後を展望しますと、気候変動、排出量取引、企業と生物多様性、ISO26000（SR規格）などが
新しいテーマとして、現代の企業に、その取り組みを迫っています。持続的発展をめざす企業には、従
来は無かった斬新な考えと活動、いわば“環境価値創造”が求められています。 
　環境分野は、中小企業ならではの新しい発想と技術が最も活かされる分野です。琵琶湖を有する
滋賀県にエコ・ビジネスの「芽」が次 と々生まれ、育っているのは頼もしい限りです。 
　このような状況下で、当行は｢お金の流れで地球環境を守る｣のは金融機関の社会的使命である
ことを再認識して、経営に環境を取り込んだ「環境経営」を一層充実し、持続可能な社会の実現に
貢献するとともに、地域社会、そして地球環境との「共存共栄」に努めてまいります。 
 
平成21年9月 

編集方針 
　「CSRリポート2009」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。 
　地方銀行で初めて制定（平成19年4月）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20年度（平成20年4月1日から平成21年
3月31日）を主な報告対象とし、一部には、平成
20年度以前の活動や、平成21年 8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22年9月 

 

しがぎんのデータ（平成21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　4兆1,077億円 
預 金 残 高　3兆7,710億円（譲渡性預金含む） 
貸出金残高　2兆7,183億円 
資　本　金　330億円 
従　業　員　2,289人 
店　舗　数　135ヵ店（うち代理店8ヵ店） 

取締役頭取 

「環境価値創造」 

平成20年度 森づくりサポート活動 1

「CSRのしがぎん」をめざして 
ＣＳＲ活動ダイジェスト 

しがぎんのめざす“ＣＳＲ”とはどのようなものですか？ 

「エコ・ファーストの約束」進捗状況 

 
地球環境との共存共栄 
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？ 

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？ 

「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？ 

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？ 

環境ボランティアにはどのようなものがありますか？ 

環境会計 

 
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？ 

 
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 

第三者意見　 
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サタデー起業塾 

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」大賞を受賞 

●「第24回しがぎん福祉基金贈呈式」開催 

●「パートタイマーから嘱託」、「嘱託から行員」への　 

　 採用を開始（P26） 

5月 
● 次世代育成支援対策推進法に基づく認定（P27） 

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
 

● ニゴロブナ放流事
業へ120万円を寄贈

 

● 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 

7月 
●「エコ・ファースト企業」に認定（P5） 
●「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 
●「エコビジネスマッチングフェア」開催 
● 平成19年度「関西エコオフィス大賞」受賞（P9） 

10月 
● 森づくりサポート活動実施（P20） 
●「半日年次有給休暇制度」、「配偶者出産特別休暇制度」開始（P29） 
●「GPN500万人グリーン購入一斉行動キャンペーン」に参加 
 

11月 
●「ヨシ紙名刺」を導入（P20） 

●「びわ湖環境ビジネスメッセ2008」に出展（P
19） 

● 森づくりサポート活動 

　 シラカシの移植と3,000本の植樹を実施（P20）
 

●「子ども虐待防止・オレンジリボンキャンペー
ン」に参加（P32） 

●「びわ湖検定」の受験 

12月 
● 女性活躍推進委員会主催「キャリア☆デザイン講座」開催（P28） 
● 高島市でヨシ刈りを実施（P20） 
●「上海ビジネス商談会2008」に出展 （P19） 
●「みるエコおうみ」に参加 
● 平成20年度「地球温暖化防止活動環境大臣表彰」受賞（P10） 
●「浜町研修センター」竣工、「CASBEE」Sランクを取得（P8） 
●「試行排出量取引スキーム」に参加（P7） 

7月 
● 日本列島クリーン大作戦に参加（P20） ●「エコビジネスフォーラム2009 
   『サタデー起業塾』」開講（P18） 

BCAOアワード2007

平成20
年 

平成21年 

「エコ・ファーストの約束」式 

第12回環境コミュ
ニケーション大賞

 

ニゴロブナ放流式 

第25回しがぎん福祉基金贈呈式 

エコビジネスマッチングフェア 

日本列島クリーン大作戦 

育休mamaセミナー 

森づくりサポート活
動 

シラカシ移植セレモニー 

ヨシ刈り 

C S R 活 動ダイ ジェスト  
（平成2 0年 4月～平成

 2 1 年 7月） 

地球温暖化防止活動環境大臣表彰 

1月 
● ISO14001更新審

査の受審 

● 近畿財務局より「
環境金融の取り組み

」の顕彰を受ける（
P7） 

●「チャリティーカ
レンダー展」に参加

 

● リフォームローン
「環境サポートキャ

ンペーン」開始（P
17） 

●「GPN500万人グ
リーン購入一斉行動

キャンペーン」に参
加 

4月 
● KEIBUN創立25周年記念事業 
　「びわ湖 音楽の春“GIFT”2009」開催（P23） 
●「第25回しがぎん福祉基金贈呈式」開催（P22） 

5月 
●「国内クレジット制度」共同実施者の申請承認（P15） 

6月 
●「エコビジネスマッチングフェア」開催（P18） 
● 小学校3校に「学校ビオトープ」づくりの資金104万円を寄贈（P12） ●「育休mamaセミナー」開催（P29） 

2月 
●「温室効果ガス削減支援業務」取扱開始（P15） 
3月 
●「第12回環境コミュニケーション大賞」奨励賞受賞 
● 全国銀行協会主催「環境金融シンポジウム」に登壇（P18） ● ニゴロブナ放流式を開催（P16） 

2 3

8月 
● インターンシップ生の受け入れ 

9月 
● BCP訓練を実施 
　　　 



サタデー起業塾 

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」大賞を受賞 

●「第24回しがぎん福祉基金贈呈式」開催 
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6月　 
●「BCP策定コンサ
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●「エコビジネスフ
ォーラム2008『サタ

デー起業塾』」開講
 

● ニゴロブナ放流事
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● 小学校5校に「学
校ビオトープ」づく
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寄贈 
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BCAOアワード2007

平成20
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平成21年 
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第12回環境コミュ
ニケーション大賞
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森づくりサポート活
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ヨシ刈り 
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（平成2 0年 4月～平成
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　「びわ湖 音楽の春“GIFT”2009」開催（P23） 
●「第25回しがぎん福祉基金贈呈式」開催（P22） 

5月 
●「国内クレジット制度」共同実施者の申請承認（P15） 

6月 
●「エコビジネスマッチングフェア」開催（P18） 
● 小学校3校に「学校ビオトープ」づくりの資金104万円を寄贈（P12） ●「育休mamaセミナー」開催（P29） 

2月 
●「温室効果ガス削減支援業務」取扱開始（P15） 
3月 
●「第12回環境コミュニケーション大賞」奨励賞受賞 
● 全国銀行協会主催「環境金融シンポジウム」に登壇（P18） ● ニゴロブナ放流式を開催（P16） 

2 3

8月 
● インターンシップ生の受け入れ 

9月 
● BCP訓練を実施 
　　　 



1．“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積極
的に推進します。 

◆本年4月から取り扱いした「カーボンオフセット定期預金 未来の種」により、定
期預金額の0.1％（6百万円相当）の排出権を購入し、京都議定書の約束期間であ
る5年間、国へ無償譲渡します。 

◆「カーボンオフセット定期預金 未来の種」で、皆さんからの地球温暖化防止へ
の願いが込められたご預金を、温室効果ガス削減への取組に融資する「事業者
向け環境配慮型融資『未来の芽』」を洞爺湖サミット開催にあわせ取り扱いい
たします。 

◆紙資源を節約し、「学校ビオトープづくり」に貢献する「エコプラス定期」を
2010年3月末までに550,000件推進します。 

◆お客さまの環境保全をお手伝いする環境対応型融資商品の「エコ＆耐震住宅ロー
ン」、「エコ・クリーン資金」、「琵琶湖原則支援資金」、「カーボンニュートラ
ルローン 未来よし」を積極的に推進し、持続可能な社会の実現に努めます。 

◆琵琶湖をはじめとする地球環境保全への願いを込めた、「しがぎん琵琶湖原則」
への賛同を広く呼びかけてまいります。 

 
2．地球温暖化の防止に向けた取組を積極的に推進します。 
◆「クリーンバンクしがぎん」を合言葉に、省資源・省エネルギーの「エコオフィ
スづくり」に努め、温室効果ガス（ＣＯ2）排出量を、当行全体で2010年3月までに
2006年度比で15％削減します。 

◆環境成長経済で滋賀県の雇用創出と事業革新を牽引する、「滋賀エコ・エコノ
ミープロジェクト」を実践し、2030年までにＣＯ2排出を50％削減する低炭素社会の
実現に貢献します。 

◆「エコビジネスフォーラム」、「エコビジネスマッチングフェア」を開催し、「環
境力」と「金融力」の融合を目指し、環境ビジネスを積極的に支援します。 

◆設備並びに事務機器の省エネを推進するとともに、店舗は3Ｒ品や、省エネルギー
機器、太陽光発電設備の導入など環境に配慮した仕様にします。 

 
3．循環型社会の形成に向けた取組を積極的に推進します。 
◆行内の「リサイクルシステム」を活用し、紙・ゴミを年間500ｔリサイクルいた
します。 

◆環境にやさしい「エコメール」を導入し、紙資源・ビニール袋等の廃棄物削減
に努めます。 

しがぎんのめざす“ＣＳＲ”とは 
どのようなものですか？ 

「エコ・ファーストの約束」 
進捗状況 

4 5

Q.

 

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 

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。 
　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」を平成１９年４月、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」（Ｐ３１参照）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 

　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
平成20年7月に認定を受けました。 
　平成20年度の「エコ・ファーストの約束」項目については、
順調に推移しています。 

平成２０年度 ２,０００t 
平成２１年度 ２,０００t 
２年間で、合計４,０００tの
排出権を国に譲渡して
います。 

平成２０年７月に取り扱
いを開始（P１３） 
※ご好評いただき、取り扱いは
終了しています。 

①１６２件　②１９件 
③１５８件　④１０８件 

CO2排出量２１.５５％削減 

「しがぎん浜町研修セ
ンター」、「南草津パー
ソナル出張所」ともに
環境に配慮した仕様に
しました。（P８・９） 

エコメール（P８） 
取り扱い数 　６１,６９５通 
紙資源等削減量 ９５６kg

３１０,９４４件（P１２） 

ご賛同企業は累計で 
４,５２８先（P１４） 

「しが炭素基金」に資
金を拠出し、低炭素社
会の実現に寄与してい
ます。（P１９） 

来場者数 ２,６００名 
商談件数 ８１８件 

エコビジネスマッチン
グフェア（P１８） 

産学官・金の連携で「エ
コビジネス」にチャレンジ 

リサイクル（P８） 
５０１tの紙ゴミをリサイクル 

サタデー起業塾（P１８） 

「エコ・ファーストの約束」を交わした鴨下一郎環境大臣（当時）と大道頭取（右） 

① 

② ③ ④ 

「エコ・ファーストの約束」進捗状況（2008年度） 

「
C
S
R
の
し
が
ぎ
ん
」
を
め
ざ
し
て 

大津市 
びわ湖バレイ（水仙） 



1．“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積極
的に推進します。 

◆本年4月から取り扱いした「カーボンオフセット定期預金 未来の種」により、定
期預金額の0.1％（6百万円相当）の排出権を購入し、京都議定書の約束期間であ
る5年間、国へ無償譲渡します。 

◆「カーボンオフセット定期預金 未来の種」で、皆さんからの地球温暖化防止へ
の願いが込められたご預金を、温室効果ガス削減への取組に融資する「事業者
向け環境配慮型融資『未来の芽』」を洞爺湖サミット開催にあわせ取り扱いい
たします。 

◆紙資源を節約し、「学校ビオトープづくり」に貢献する「エコプラス定期」を
2010年3月末までに550,000件推進します。 

◆お客さまの環境保全をお手伝いする環境対応型融資商品の「エコ＆耐震住宅ロー
ン」、「エコ・クリーン資金」、「琵琶湖原則支援資金」、「カーボンニュートラ
ルローン 未来よし」を積極的に推進し、持続可能な社会の実現に努めます。 

◆琵琶湖をはじめとする地球環境保全への願いを込めた、「しがぎん琵琶湖原則」
への賛同を広く呼びかけてまいります。 

 
2．地球温暖化の防止に向けた取組を積極的に推進します。 
◆「クリーンバンクしがぎん」を合言葉に、省資源・省エネルギーの「エコオフィ
スづくり」に努め、温室効果ガス（ＣＯ2）排出量を、当行全体で2010年3月までに
2006年度比で15％削減します。 

◆環境成長経済で滋賀県の雇用創出と事業革新を牽引する、「滋賀エコ・エコノ
ミープロジェクト」を実践し、2030年までにＣＯ2排出を50％削減する低炭素社会の
実現に貢献します。 

◆「エコビジネスフォーラム」、「エコビジネスマッチングフェア」を開催し、「環
境力」と「金融力」の融合を目指し、環境ビジネスを積極的に支援します。 

◆設備並びに事務機器の省エネを推進するとともに、店舗は3Ｒ品や、省エネルギー
機器、太陽光発電設備の導入など環境に配慮した仕様にします。 

 
3．循環型社会の形成に向けた取組を積極的に推進します。 
◆行内の「リサイクルシステム」を活用し、紙・ゴミを年間500ｔリサイクルいた
します。 

◆環境にやさしい「エコメール」を導入し、紙資源・ビニール袋等の廃棄物削減
に努めます。 

しがぎんのめざす“ＣＳＲ”とは 
どのようなものですか？ 

「エコ・ファーストの約束」 
進捗状況 

4 5

Q.

 

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 

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。 
　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」を平成１９年４月、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」（Ｐ３１参照）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 

　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
平成20年7月に認定を受けました。 
　平成20年度の「エコ・ファーストの約束」項目については、
順調に推移しています。 

平成２０年度 ２,０００t 
平成２１年度 ２,０００t 
２年間で、合計４,０００tの
排出権を国に譲渡して
います。 

平成２０年７月に取り扱
いを開始（P１３） 
※ご好評いただき、取り扱いは
終了しています。 

①１６２件　②１９件 
③１５８件　④１０８件 

CO2排出量２１.５５％削減 

「しがぎん浜町研修セ
ンター」、「南草津パー
ソナル出張所」ともに
環境に配慮した仕様に
しました。（P８・９） 

エコメール（P８） 
取り扱い数 　６１,６９５通 
紙資源等削減量 ９５６kg

３１０,９４４件（P１２） 

ご賛同企業は累計で 
４,５２８先（P１４） 

「しが炭素基金」に資
金を拠出し、低炭素社
会の実現に寄与してい
ます。（P１９） 

来場者数 ２,６００名 
商談件数 ８１８件 

エコビジネスマッチン
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① 

② ③ ④ 

「エコ・ファーストの約束」進捗状況（2008年度） 

「
C
S
R
の
し
が
ぎ
ん
」
を
め
ざ
し
て 

大津市 
びわ湖バレイ（水仙） 
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「環境金融」に高い評価 ～地域密着型金融の取り組み～ 

　平成２１年１月、当行の「環境金融」
の取り組みが、平成１９年度の地域
密着型金融の優れた取り組みとして、
近畿財務局より顕彰されました。 
　当日は、「環境金融」の取り組み
について事例発表を行うとともに、
地域密着型金融の取り組みにつ
いて顕彰を受けた各団体とともに、
当行の中川常務が意見交換会に
参加しました。 

TOPICS

 顕彰を受ける中川常務（右） 

注目 ココ
に 

　私の所属するシステム部では、Ｉ
ＳＯの独自の取組項目である連続
用紙（大型コンピュータで利用す
る専用用紙）の使用量削減を各
種資料の電子化等の推進により
進めています。関係する部署と連
携しながら独自の取組項目を進め
ることにより、当行全体の「直接
的な取り組み」である紙資源の削
減を図り、よりよい「エコオフィスづ
くり」になるよう努めています。 

システム部　田中 稔 

ＩＳＯ実施責任者の声 しがぎん 
VOICE

ＩＳＯ14001 ～認証取得から10年～ 

心身ともにクリーンバンクしがぎん 
　平成１１年から「クリーンバンクしがぎん」を合言葉に、
役職員一人ひとりの環境意識を高めるとともに、透明
度の高い情報開示にも努め、「心身ともにクリーンバ
ンクしがぎん」の実現をめざしています。 注目 ココ

に 

　当行のＣＯ２排出量の約9割が
電力の使用によるものです。 

地
球
環
境
と
の
共
存
共
栄 

近江八幡市 
水郷めぐり（和船） 

大津市 
びわ湖開き 

温室効果ガス（CO2)排出量削減結果（平成19年4月～平成21年3月） 

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 2,047.3t

電力 
都市・LPガス 
上下水道 
ガソリン 
重油 

①364件 
②26件 
③4,000t

99台 

　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」をめざすため、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、「温室効果ガス（CO２）排出量６％削減（平成１８年度比）」を掲げ、
平成２１年３月末までに、ＣＯ２排出量を２３.２９％削減することができました。 

　※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/investor_bank_２００９_０８-１１_chouki.pdf

　「ＩＳＯ１４００１」を認証取得し、１０年目を迎えました。当行
の「環境マネジメントシステム」は、省エネ・省資源の「エ
コオフィスづくり」に加え、銀行の本業を通じた「環境対応
型金融商品・サービスの開発、提供」を目標に組み込み、
平成１２年３月に取得。継続的改善に取り組んでいます。 

　平成２０年度においても、環境に関する法令違反、なら
びに環境に関する事故はございませんでした。 

温室効果ガス排出量23.29％削減 

263.7t 105.0t 
増加 

244.2t 2,082.6t

16.8t 56.0t 5,000本 

29.8t 13.7t

※省エネ活動のエネルギー使用量については、平成19年度と平成20年度の平均値を計上しています。 
※CO2排出量は新事務棟・しがぎん浜町研修センターの稼動により１.１９％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２３.２９％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。 

1,022千kWh増加 
6,793m3削減 
7,457m3削減 
10.4k   増加 
33.2k   削減 

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。 

平成20年度 環境活動の目標と実績 

環境法規制の遵守 

地球温暖化防止 

平成20年度　環境目的・目標 実績 備考 

省資源 
（本部・本店） 

省エネルギー 
（本部・本店） 

評価 

＝達成 　　　＝おおむね達成 　　　＝未達成 

23.29% 

0.44%増加 

69種類 

6.70% 

2.70% 

27,477m3 

24,486m3 

66台 公用車375台中、 
環境対応車は291台で採用率は77.60％ 

ＣＯ2換算　2,047.3ｔ削減 

諸制度改正により紙使用量増加 

累計で431種類を電子化 

 

平成19年度比　87千kWh削減 

平成19年度比　5.51%削減 

平成19年度比　1.09%削減 

※各部・関連会社においても、個別・単独の目標を設定し、取り組んでいます。 

電力 
88.3％ 

ガス 
1.5％ 

上下水道 
0.5％ 

ガソリン 
7.8％ 重油 

1.9％ 

平成２０年度 CO２排出量比率 

「クリーン」に込めた４つの思い 
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 

温室効果ガス排出量を平成18年度比6％削減（3カ年計画） 

紙使用量の削減（A4換算枚数）、平成19年度比1.85％削減 

帳簿用紙の削減（電子化）、帳簿用紙70種類を電子化 

連続用紙の使用量削減、平成19年度比0.5％削減 

事務室電力使用量の削減、平成19年度比0.5％ 

ガス使用量の削減、ガス使用量を28,900m3以下 

水道使用量の削減、水道使用量を24,900m3以下 

公用車の環境対応車への切替、33台を環境対応車に切替 

『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。 

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？ 

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.

　政府が主導する温室効果ガスの「試行排出量取引スキーム」に参加しています。 
　同制度への参加により排出量取引のノウハウを蓄積し、今後の「地元中小企業向け
の環境対策支援サービス」に活かしていきます。 

「試行排出量取引スキーム」に参加 
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「試行排出量取引スキーム」に参加 
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　当行が使用する公用車を、ハイ
ブリッドなどの環境対応車に順次
切り替えています。 
　また、バイクについても、環境
に配慮した電動バイクを導入して
います。 

　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月より導入
しています。 
　平成２０年度は６１，６９５
通をエコメールで発送し、
不要となる封筒やビニー
ル袋などの廃棄物９５６ｋｇ
を削減することができ
ました。 

地球環境に配慮 
「エコメール」 

「環境」と「人材育成」のシンボルタワー 
「しがぎん浜町研修センター」 

環境対応車導入率 77.6％ 

　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。 

　平成２０年１２月に竣工した、しがぎん浜町研修センターは、「人（研修）」「環境」
「健康」をコンセプトに、「人材育成」と「環境を主軸としたCSRのしがぎん」
のシンボルタワーとして位置づけています。 
　特に環境面では、高品質な室内環境と省エネルギー、総合的な環境効率を
高めるために、太陽光発電や自然採光、屋上緑化をはじめ、当行の環境ビジネ
ス支援を通して実を結んだお取引先さまの最先端環境技術・製品を多数導入。
財団法人建築環境・省エネルギー機構の認証する「CASBEE※」で最高の「S
ランク」を、京都滋賀地域で初めて、西日本の金融機関でも初めて取得しました。 

　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。 
　平成２０年度は５０１tの紙ゴミを破砕室へ持ち込み、リサイクル
率は９９％になります。 

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 

　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２６℃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。 

守山市　 
なぎさ公園のひまわり 

守山市　 
もりやま芦刈園 

「関西エコオフィス大賞」受賞（平成20年7月） 

　関西広域機構が
主催する「平成19年
度関西エコオフィス
大賞」において、最
高賞の大賞（大企業
部門）を受賞しました。 

NEW！ 

　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。 注目 ココ

に 

TOPICS

　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。 注目 ココ

に 

　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。 

注目 ココ
に 

　今回竣工した研修センターと同規模の建物を建てた場合と比較すると、
CO2排出量は年間約55ｔ削減（削減率22.4％）できます。 注目 ココ

に 

　「滋賀グリーン購入ネットワーク」
が進める、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。 

　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。 

　私がエコ検定を受検したのは、支店独
自の取り組みとして「個人の環境マインド
を高めよう、そのために希望者を募ってみ
んなでエコ検定を受検しよう」との支店長
の言葉がきっかけでした。 
　受検会場には以前勤務していた支店
のお客さまもおられ、改めてお客さまの環
境保全に対する意識の高さを認識しました。 

虎姫支店　横田 英男 

エコ検定合格者の声 しがぎん 
VOICE

　当行の環境ビジネス支援の中で実を
結んできた取引先の技術も採用し、環境
に配慮した店舗を企画しています。 
　例えば、ＡＴＭコーナーの使用電力相
当を賄う太陽光発電の導入や、雨水を植
栽への散水として利用しています。しかし、
ハード面の充実だけでなく、それを使用す
る役職員一人ひとりの環境への意識をよ
り維持向上させることが、本来の環境配
慮に繋がるものと考えています。 

総務部　八太 誠樹 

環境配慮店舗企画者の声 

地
球
環
境
と
の
共
存
共
栄 

「エコオフィスづくり」とは 
どのような取り組みですか？ 

Q.

CASBEE 
Comprehensive Assessment System for Building Environmental Effi ciency 
省エネや省資源・リサイクル性能といった環境負荷削減の側面はもとより、室
内の快適性や景観への配慮といった環境品質・性能の向上といった側面も
含めた、建築物の環境性能を総合的に評価するシステム。 

用
語
説
明 

自然採光／ 
スカイライトチューブ 
6階の廊下に屋根面採光
を5ヵ所設置。3階宿泊室
と廊下には、ハイサイドライ
トを設置。また、すべての居
室に十分な自然採光がで
きるように、効果的に窓を
設置。 

太陽光発電／ 
ソーラー街路灯 

4階デッキの両側に
発電出力10kWの太
陽光発電を設置。屋
上に蓄電池を備えた
太陽電池4.8kWを集
中設置し、街路灯へ
供給。 

屋上緑化 
宿泊室屋根部分は
天然素材土壌を用い
た省管理型のコウラ
イシバを採用。 

モニタリング（ＢＥＭＳ） 
中央監視設備に建物管理支援機能を持た
せ、エネルギー消費量の管理を行うとともに、
設備のシステム効率の評価を実施。 

高効率機器（ビル用マルチエアコン） 
電気使用量を約30％削減す
ることのできる空調機を採用。 

壁面緑化 
エントランス壁面にスナゴケの
壁面緑化を採用。 

超高効率 
アモルファス変圧器 
エネルギー
変換効率の
高い変圧器
を採用。 

健康壁紙 
宿泊室天井の仕
上材に通気性・
吸湿性の優れた、
高機能けいそう
土壁紙を採用。 

エコキュート 
従来の燃焼式給湯器よりも高い、省エネルギー効
果が期待できるヒートポンプ式給湯システムの採用。 

節水機器（環境トイレ） 
節水型、省水型機器などを採用。 

高効率照明器具（ＬＥＤ照明） 
エントランスホール照明にLEDを採用。
LED照明以外の照明器具も高効率のもの
で、センサーによる照明制御も採用。 

自然換気とペアガラス 
すべての居室に開閉可能な窓を設置し十分な自然換
気性能を確保。断熱性能の高いペアガラスを採用。 

水平ルーバー 
直射日光をカットしつつ間接光を導
入（空調負荷の低減）、また外部か
らの視線をやわらかく受けとめるスク
リーンとして、水平ルーバーを採用。 

備品など 
研修センターで使用する机、
椅子、宿泊室の寝具、食堂
の箸・食器などの備品は、リ
サイクル可能製品を積極的
に採用。 

木質加熱アスファルト 
リサイクルインターロッキングブロック 
駐車場床舗装に再生材
を使用した舗装材と、窯
業廃土を利用したインター
ロッキングブロックを採用。 

雨水利用 
建物の地下に雨
水貯留槽を設け
屋上緑化散水に
利用。 

夏 冬 
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高効率機器（ビル用マルチエアコン） 
電気使用量を約30％削減す
ることのできる空調機を採用。 

壁面緑化 
エントランス壁面にスナゴケの
壁面緑化を採用。 

超高効率 
アモルファス変圧器 
エネルギー
変換効率の
高い変圧器
を採用。 

健康壁紙 
宿泊室天井の仕
上材に通気性・
吸湿性の優れた、
高機能けいそう
土壁紙を採用。 

エコキュート 
従来の燃焼式給湯器よりも高い、省エネルギー効
果が期待できるヒートポンプ式給湯システムの採用。 

節水機器（環境トイレ） 
節水型、省水型機器などを採用。 

高効率照明器具（ＬＥＤ照明） 
エントランスホール照明にLEDを採用。
LED照明以外の照明器具も高効率のもの
で、センサーによる照明制御も採用。 

自然換気とペアガラス 
すべての居室に開閉可能な窓を設置し十分な自然換
気性能を確保。断熱性能の高いペアガラスを採用。 

水平ルーバー 
直射日光をカットしつつ間接光を導
入（空調負荷の低減）、また外部か
らの視線をやわらかく受けとめるスク
リーンとして、水平ルーバーを採用。 

備品など 
研修センターで使用する机、
椅子、宿泊室の寝具、食堂
の箸・食器などの備品は、リ
サイクル可能製品を積極的
に採用。 

木質加熱アスファルト 
リサイクルインターロッキングブロック 
駐車場床舗装に再生材
を使用した舗装材と、窯
業廃土を利用したインター
ロッキングブロックを採用。 

雨水利用 
建物の地下に雨
水貯留槽を設け
屋上緑化散水に
利用。 

夏 冬 
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米原市　 
シモツケソウ　伊吹山頂 

草津市　 
烏丸半島の蓮 

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（P18） 

10周年を迎える「サタデー起業塾」 

エコビジネス 
マッチングフェアを開催！！ 

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） 
〈好評につき、取り扱い終了〉 

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） 

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） 

〈好評につき、取り扱い終了〉 

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（P25） 

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） 
〈好評につき、取り扱い終了〉 

環境保全に取り組まれる 
事業者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！ 

地球環境の保全を願って 
私たちのＣＳＲ活動は 
「環境対応型金融商品・サービスの開発、提供」が大きな柱です。 
環境保全に取り組まれるお客さまに、 
「金融」の役割を通じてサポートをすることで、 
琵琶湖をはじめとする地球環境の保全をとの願いを込めています。 
地球温暖化や生物多様性保全の問題をはじめ、 
企業に求められる役割は多様化していますが、 
「環境金融」が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。 

平成20年度 
「地球温暖化防止活動環境大臣表彰」を受賞 
　環境対応型金融商品「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』」による環境保全活動が、平成20年度「地
球温暖化防止活動環境大臣表彰（対
策技術導入・普及部門）」（主催：環
境省）を受賞しました。 
　これは、地球温暖化防止への思い
が込められたご預金を、温室効果ガス
削減への取り組み等に融資するなど、
さまざまな環境対応型金融商品・サー
ビスを開発・提供し、地域の皆さまの
環境保全活動を支援してきた功績が
評価されたものです。 

ビジネスチャンスの創出を 
強力にバックアップ（P18） 

地
球
環
境
と
の
共
存
共
栄 

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～ 

Q.

ＣＳＲ関連商品・サービスの取り扱い　 

平成  4年  5月 

平成10年  4月 

平成10年  4月 

平成15年  4月 

平成17年  8月 

平成17年12月 

平成18年  7月 

平成18年  8月 

平成19年  4月 

 

平成20年  4月 

 

平成20年  6月 

 

平成20年  7月 

平成20年  7月 

 

平成21年  2月 

愛のみずうみ口座 
エコ・クリーン資金 
ニュービジネスフォーラム 
エコプラス定期 
エコ＆耐震住宅ローン 
しがぎん琵琶湖原則支援資金 
子育て＆高齢者向け住宅ローン 
事業者向けＢＣＰサポートローン 
カーボンニュートラルローン  
未来よし 
カーボンオフセット定期預金 
「未来の種」 
環境に特化した 
「エコビジネスフォーラム」 
エコビジネスマッチングフェア 
事業者向け環境配慮型融資 
「未来の芽」 
温室効果ガス削減支援業務 
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環境対応型金融商品には 
どのようなものがありますか？ 

Q.

12 13

大津市　 
びわ湖大花火大会 

野洲市　 
三上山（近江富士） 

「学校ビオトープ」助成累計は13校に 

　「エコプラス定期」による拠出金贈呈式を平成２１年６月に開催し、平成２１年度
は３校へ「学校ビオトープ」づくりの活動資金を贈呈しました。 
　今年度の助成先の一つ、草津小学校のビオトープでは、琵琶湖で採取したメダ
カやフナを放流するとともに、ヨシやマコモ、ガマなどの水生植物を配して整備を実施。
太陽光発電で動く噴水装置も設置されました。子どもたちは、このビオトープの観察
をとおして、生態系や環境保全の大切さについて学んでいくことでしょう。 
　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１３校となり、
総額６０４万円を寄贈しています。 

TOPICS

「生物多様性保全」の取り組み① 

　「未来を担う子どもたちに、多様な生物との共生空間である『ビオ
トープ』を通じて、命の大切さや生態系の仕組みを学ぶきっかけをつ
くるお手伝いがしたい」との思いから始まった助成活動。「ホタルが舞っ
た」「カマキリやバッタが身近で見られるようになった」「カエルは冬
に冬眠することを知った」など、子どもたちは生き物や植物の観察を
通して多くのことを学び、環境学習の実践の場としてご活用いただ
いています。 

注目 ココ
に 

　エコプラス定期は、当行創立７０周年を記念して平成１５年４月
より取り扱いを開始。お客さまが当行のダイレクトチャネル（ＡＴ
Ｍ、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２０年度は５校に、それぞれ５０万円を寄
贈しました。 

　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』」の取り扱いを、平成２０年４月、国内の金融
機関で初めて開始しました。 
　また、同年７月には「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「事業者向け環境配慮型融資『未来の芽』」
の取り扱いを開始しました。 
　「温室効果ガス削減への思いが込められたご預金を原資に、温室
効果ガス削減に取り組まれようとする事業先へご融資する」、まさに
「お金の流れで地球環境を守る」という当行独自の「環境金融」です。
両商品ご好評いただき、ご預金枠・ご融資枠ともに６０億円に達した
ため、取り扱いは終了させていただきました。 

「学校ビオトープ」で環境学習 ～エコプラス定期～ 

平成21年度助成先 
近江八幡市立北里小学校、東近江市立御園小学校、草津市立草津小学校 

エコプラス定期実績 

※件数は単年度の実績、金額は取り扱い開始からの累計額を表示しています。 

1,400,000 
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1,000,000 

800,000 
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200,000 

0

件数（件） 
金額（百万円） 

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 平成20年度 
平成20年度 

「学校ビオトープ」 
助成先 

178,910

151,571

157,566

273,012

161,614

390,879

240,073

604,208

303,894

898,736

310,944

1,213,185

　各企業では、ＣＯ２の削減等、環
境配慮型への設備投資がどんど
ん進んでいます。私も、設備投資
のお手伝いで、各企業の環境マ
インドの高まりを実感しております。
PLB資金でお役に立てることは、
近江商人の「三方よし」に「環境
よし」を加えた理念の実践だと自
負しております。今後も地域社会・
地球環境との共存共栄を担って
いきたいと思います。 

五個荘支店　池野 元章 

営業店の声 しがぎん 
VOICE

未来の「種」から「芽」へ ～預金と融資を地球環境保全で結ぶ～ 

孫や子どもの 
暮らす地球環境を守りたい 

退職金を環境保全に 
役立てたい 

業務で排気ガスにより 
環境に負荷をかけており、 
温暖化防止に役立ちたい 

ご融資先 

カーボンオフセット 
定期預金 

事業者向け 
環境配慮型融資 

ご預金枠60億円 ご融資枠60億円 

排出権購入 

国に移転 

→
 

環境事業限定融資 
エコ
のかけはし

　「カーボンオフセット定期預金『未来の種』」のお預け入
れ件数は、個人が８割を占め、年代別では５０代以上が全
体の７割を占めています。 
　窓口でのお客さまの反応は、京都議定書の５年間に合
わせた預け入れ期間の長さに戸惑われることもありましたが、
地球温暖化防止に込めた当行の思いをご説明すると、ご
賛同いただける方も多く、環境意識の高い個人の方を中
心にお預け入れいただきました。 
　平成２１年度も、お預け入れ残高の０．１％分として排出
権２,０００ｔを購入し、初年度分と併せて４，０００ｔの排出権を
国に無償で譲渡しました。 

※PLB資金についてはP14をご参照ください 

環境配慮への取り組みが 
「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 地球環境保全に貢献

する企業、事業者への
ご融資を実施 

地球温暖化防止への
志のあるご預金をお預
かり 

しがぎん 

排出削減 

ご預金者の思い ご預金者の思いを受け継いで、温室効果ガス削減につながる事業資金にご融資 

安土町立　老蘇
小学
校

高島市立　マキノ北小
学校

県立　鳥居
本養
護

学
校

長浜市立　長浜北小
学校

近江兄弟社小
学校

地
球
環
境
と
の
共
存
共
栄 

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 
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環境対応型金融商品には 
どのようなものがありますか？ 

Q.

12 13

大津市　 
びわ湖大花火大会 

野洲市　 
三上山（近江富士） 

「学校ビオトープ」助成累計は13校に 

　「エコプラス定期」による拠出金贈呈式を平成２１年６月に開催し、平成２１年度
は３校へ「学校ビオトープ」づくりの活動資金を贈呈しました。 
　今年度の助成先の一つ、草津小学校のビオトープでは、琵琶湖で採取したメダ
カやフナを放流するとともに、ヨシやマコモ、ガマなどの水生植物を配して整備を実施。
太陽光発電で動く噴水装置も設置されました。子どもたちは、このビオトープの観察
をとおして、生態系や環境保全の大切さについて学んでいくことでしょう。 
　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１３校となり、
総額６０４万円を寄贈しています。 

TOPICS

「生物多様性保全」の取り組み① 

　「未来を担う子どもたちに、多様な生物との共生空間である『ビオ
トープ』を通じて、命の大切さや生態系の仕組みを学ぶきっかけをつ
くるお手伝いがしたい」との思いから始まった助成活動。「ホタルが舞っ
た」「カマキリやバッタが身近で見られるようになった」「カエルは冬
に冬眠することを知った」など、子どもたちは生き物や植物の観察を
通して多くのことを学び、環境学習の実践の場としてご活用いただ
いています。 

注目 ココ
に 

　エコプラス定期は、当行創立７０周年を記念して平成１５年４月
より取り扱いを開始。お客さまが当行のダイレクトチャネル（ＡＴ
Ｍ、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２０年度は５校に、それぞれ５０万円を寄
贈しました。 

　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』」の取り扱いを、平成２０年４月、国内の金融
機関で初めて開始しました。 
　また、同年７月には「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「事業者向け環境配慮型融資『未来の芽』」
の取り扱いを開始しました。 
　「温室効果ガス削減への思いが込められたご預金を原資に、温室
効果ガス削減に取り組まれようとする事業先へご融資する」、まさに
「お金の流れで地球環境を守る」という当行独自の「環境金融」です。
両商品ご好評いただき、ご預金枠・ご融資枠ともに６０億円に達した
ため、取り扱いは終了させていただきました。 

「学校ビオトープ」で環境学習 ～エコプラス定期～ 

平成21年度助成先 
近江八幡市立北里小学校、東近江市立御園小学校、草津市立草津小学校 

エコプラス定期実績 

※件数は単年度の実績、金額は取り扱い開始からの累計額を表示しています。 
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　各企業では、ＣＯ２の削減等、環
境配慮型への設備投資がどんど
ん進んでいます。私も、設備投資
のお手伝いで、各企業の環境マ
インドの高まりを実感しております。
PLB資金でお役に立てることは、
近江商人の「三方よし」に「環境
よし」を加えた理念の実践だと自
負しております。今後も地域社会・
地球環境との共存共栄を担って
いきたいと思います。 

五個荘支店　池野 元章 

営業店の声 しがぎん 
VOICE

未来の「種」から「芽」へ ～預金と融資を地球環境保全で結ぶ～ 
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暮らす地球環境を守りたい 

退職金を環境保全に 
役立てたい 

業務で排気ガスにより 
環境に負荷をかけており、 
温暖化防止に役立ちたい 

ご融資先 

カーボンオフセット 
定期預金 

事業者向け 
環境配慮型融資 
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排出権購入 

国に移転 

→
 

環境事業限定融資 
エコ
のかけはし

　「カーボンオフセット定期預金『未来の種』」のお預け入
れ件数は、個人が８割を占め、年代別では５０代以上が全
体の７割を占めています。 
　窓口でのお客さまの反応は、京都議定書の５年間に合
わせた預け入れ期間の長さに戸惑われることもありましたが、
地球温暖化防止に込めた当行の思いをご説明すると、ご
賛同いただける方も多く、環境意識の高い個人の方を中
心にお預け入れいただきました。 
　平成２１年度も、お預け入れ残高の０．１％分として排出
権２,０００ｔを購入し、初年度分と併せて４，０００ｔの排出権を
国に無償で譲渡しました。 

※PLB資金についてはP14をご参照ください 

環境配慮への取り組みが 
「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 地球環境保全に貢献

する企業、事業者への
ご融資を実施 

地球温暖化防止への
志のあるご預金をお預
かり 

しがぎん 

排出削減 

ご預金者の思い ご預金者の思いを受け継いで、温室効果ガス削減につながる事業資金にご融資 
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環境対応型金融商品には 
どのようなものがありますか？ 

Q.

14 15

多賀町　 
河内風穴 

大津市　 
柳が崎湖畔公園（びわ湖大津館） 

ＰＬＢへの賛同先数は、４,５２８先にのぼり、県内・県外を問
わず大きな反響をいただいています。（平成２１年３月末現在） 注目 ココ

に 

「温室効果ガス削減」を支援 
～地域経済の活性化と地球規模での温暖化防止に貢献～ 

〈エコクリーン資金・PLB資金・未来の芽〉実績 

※件数は単年度の実績、金額は取り扱い開始からの累計額を表示しています。 
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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１２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ＣＳＲ
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。 

　当行は、オリックス株式会社と提携し、平成２１年２月より
ESCO事業を中心とする「温室効果ガス削減支援業務」を開
始しました。 
　具体的には、温室効果ガス排出削減の必要性を認識された
中小企業者を当行がオリックス株式会社に紹介し、同社と共同
で温室効果ガス削減の手法を提案。省エネ設備への投資を促
進して地域経済の活性化をめざすとともに、当行が削減に必要
となる設備の導入費用等に対する資金をご融資することで、地
域のお取引先中小企業の地球温暖化防止に向けた取り組みを
力強くサポートするものです。 

　「琵琶湖原則支援資金（PLB資金）」は、環境保全に取り組
まれる企業・事業者の皆さまをサポートする「エコ・クリーン資
金」（平成２１年３月末現在実行累計：６８８件、８５億８８百万円）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％差し引かせていた
だく商品です。 
　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います。 
　平成２１年３月末現在、融資累計は６３０件、１１９億６８百万円と
なりました。 

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）～ 

格付評価項目 

PLB格付 格付評価 金利引き下げ幅 
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 

みずすましプラン ISOプラン エコ・アクションプラン 

土壌汚染防止プラン 省エネ・温暖化ガス削減プラン リサイクルプラン 

〈PLB3原則〉 
1.環境保全に役立つ生産・販売・サービス基準を策定します。 
2.環境配慮行動とビジネスチャンスの両立をめざします。 
3.環境リスクを軽減し、持続可能な地域社会を実現します。 

〈PLB資金プラン〉 

　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 
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「企業格付制度」は 
“環境”も視野に 

国内クレジット制度 
大企業が資金や技術を提供して中小企業等が行った温室効果ガス排出
抑制の取り組みによる排出削減量を、「国内クレジット認証委員会」が認証
し、排出権として利用できる制度。 

用
語
説
明 

CO2の地産地消 
　当行は「国内クレジット制度」に基づく温室効果ガス排出削
減事業の共同実施者として事業認証を申請し、平成21年5月
に地方銀行として初めて承認されました。 
　具体的には、繊維製品製造工場で実施する温室効果ガス
排出削減事業の共同実施者となり、排出削減に協力し、将来
的に当行が排出権を取得するものです。 
　地元で発生した排出権を取得することで、地域経済の活性
化と地球規模での温暖化防止の両方に貢献できる新たな取り
組みと考えています。 

TOPICS

「温室効果ガス削減支援業務」のスキーム図 

オリックス 

①温室効果ガス 
　削減ニーズ把握 

⑤設備資金融資 ②
顧
客
紹
介 ③エネルギー診断 

　削減提案 

④削減契約締結 

滋賀銀行 

中小企業 

繊維製品製造工場のボイラーにおける燃料転換 

年間3,885tのCO2削減 

石炭・重油ボイラーを 
都市ガスボイラーに更新 

石炭 
・ 
重油 

都市ガス 
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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１２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
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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。 

　当行は、オリックス株式会社と提携し、平成２１年２月より
ESCO事業を中心とする「温室効果ガス削減支援業務」を開
始しました。 
　具体的には、温室効果ガス排出削減の必要性を認識された
中小企業者を当行がオリックス株式会社に紹介し、同社と共同
で温室効果ガス削減の手法を提案。省エネ設備への投資を促
進して地域経済の活性化をめざすとともに、当行が削減に必要
となる設備の導入費用等に対する資金をご融資することで、地
域のお取引先中小企業の地球温暖化防止に向けた取り組みを
力強くサポートするものです。 

　「琵琶湖原則支援資金（PLB資金）」は、環境保全に取り組
まれる企業・事業者の皆さまをサポートする「エコ・クリーン資
金」（平成２１年３月末現在実行累計：６８８件、８５億８８百万円）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％差し引かせていた
だく商品です。 
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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 
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格付評価項目 

PLB格付 格付評価 金利引き下げ幅 
L1 

L2 

L3 
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取り組みが十分 
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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 

みずすましプラン ISOプラン エコ・アクションプラン 

土壌汚染防止プラン 省エネ・温暖化ガス削減プラン リサイクルプラン 

〈PLB3原則〉 
1.環境保全に役立つ生産・販売・サービス基準を策定します。 
2.環境配慮行動とビジネスチャンスの両立をめざします。 
3.環境リスクを軽減し、持続可能な地域社会を実現します。 

〈PLB資金プラン〉 

　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 
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自己査定 ＋ 
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・親 密 度  
・保 全 度  
・環境配慮 
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・業界動向 
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・環境配慮など 
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・収益性 
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・成長性など 

取
引
方
針
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法
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・
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格
付
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じ
た
要
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善
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題
の
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値
の
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に
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「企業格付制度」は 
“環境”も視野に 

国内クレジット制度 
大企業が資金や技術を提供して中小企業等が行った温室効果ガス排出
抑制の取り組みによる排出削減量を、「国内クレジット認証委員会」が認証
し、排出権として利用できる制度。 

用
語
説
明 

CO2の地産地消 
　当行は「国内クレジット制度」に基づく温室効果ガス排出削
減事業の共同実施者として事業認証を申請し、平成21年5月
に地方銀行として初めて承認されました。 
　具体的には、繊維製品製造工場で実施する温室効果ガス
排出削減事業の共同実施者となり、排出削減に協力し、将来
的に当行が排出権を取得するものです。 
　地元で発生した排出権を取得することで、地域経済の活性
化と地球規模での温暖化防止の両方に貢献できる新たな取り
組みと考えています。 

TOPICS

「温室効果ガス削減支援業務」のスキーム図 

オリックス 

①温室効果ガス 
　削減ニーズ把握 

⑤設備資金融資 ②
顧
客
紹
介 ③エネルギー診断 

　削減提案 

④削減契約締結 

滋賀銀行 

中小企業 

繊維製品製造工場のボイラーにおける燃料転換 

年間3,885tのCO2削減 

石炭・重油ボイラーを 
都市ガスボイラーに更新 

石炭 
・ 
重油 

都市ガス 

地
球
環
境
と
の
共
存
共
栄 
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大津市　 
琵琶湖大橋 

守山市　 
ほたるの森資料館 

　経済産業省主催「第１２回新エネ大賞」
において「新エネルギー財団会長賞」を受
賞しています。（平成２０年２月） 

注目 ココ
に 

注目 ココ
に 

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 
ニゴロブナ放流式を開催 

TOPICS

グリーン電力証書をプレゼント 

TOPICS

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 

　「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、排出権取引価格を参考
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。 
　なお、各商品で適用される金利プランからさらに金利を差し引くことで、環境保全に“志”
のあるお客さまをサポートしています。 
　平成１９年度から毎年１２０万円を、財団法人滋賀県水産振興協会が実施するニゴロブナ放
流事業に寄贈しています。 

環境＋防災意識の 
共有化と促進 
～エコ＆耐震住宅ローン～ 

太陽光発電システムの導入をサポート 
～「カーボンニュートラルローン 未来よし」でニゴロブナを放流～ 

新エネ大賞エンブレム 

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。 

　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 

ファンド名 

　放流する「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します。 

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よりご提供いただきました。 

※掲載の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。 

「生物多様性保全」の取り組み② 

　琵琶湖の固有種「ニゴロブナ」は平成１９年８月に、野
生生物の絶滅危惧種としてレッドリストに登録されています。
「ニゴロブナ」の放流・増殖の資金を拠出することにより、
琵琶湖の生態系を保全するとともに、「ふなずし」などの
湖国の食文化（スローフード）を守り、地産地消と食育に
つながる、滋賀県ならではのＬＯＨＡＳな取り組みを展開し
ています。 

　平成２１年１月から、“リフォームローン「環境
サポートキャンペーン」”を展開しました。 
　具体的には、太陽光発電システムや省エネ
設備の設置などを伴うリフォームに対してご融資
する「セレクトリフォームローン（エコ＆耐震）」を
対象に、①１世帯あたり４００ｋＷhの「グリーン電
力証書」をプレゼントすることに加えて、②ご融
資金利を通常金利から年０．４％を引き下げした
ものです。 
　「グリーン電力証書」を通じて地球温暖化防
止へ貢献いただける商品として、ご好評いただ
きました。 

　「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、金利を引き下げする
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を込めています。 

●日興エコファンド 

●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 

●ニッセイ環境先進国債券ファンド 
　＜愛称：エコインカム＞ 
●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＞ 

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 

　平成２１年３月、草津市の志那漁港において、昨年に引き続き２回目とな
る「ニゴロブナ放流式」を開催しました。　　 
　放流式には、財団法人滋賀県水産振興協会の粟野理事、高田会長、
大道頭取が出席。１年間養殖し、体長１２cm程度になったニゴロブナを、「元
気に育って」と呼びかけながら湖に放ちました。 

地
球
環
境
と
の
共
存
共
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　環境先進企業として「エコ・ファースト」の認
定を受けている、当行と積水ハウスは相互に関
連のある「賃貸アパート」業務で提携し、地球
温暖化ガス削減を進めています。 
　具体的には、賃貸アパートへの環境配慮型
設備の普及促進のため、同社と協力して取り
組むもので、オール電化仕様や高効率給湯器導入、太陽光発電導入
や積水ハウス次世代省エネ仕様（断熱仕様）の４項目に対してそれぞ
れ年０.１％、最大で年０.４％を当行所定の基準金利から差し引かせて
いただくものです。 

環境対応型金融商品には 
どのようなものがありますか？ 

Q.

NEW！ 

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 
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　環境先進企業として「エコ・ファースト」の認
定を受けている、当行と積水ハウスは相互に関
連のある「賃貸アパート」業務で提携し、地球
温暖化ガス削減を進めています。 
　具体的には、賃貸アパートへの環境配慮型
設備の普及促進のため、同社と協力して取り
組むもので、オール電化仕様や高効率給湯器導入、太陽光発電導入
や積水ハウス次世代省エネ仕様（断熱仕様）の４項目に対してそれぞ
れ年０.１％、最大で年０.４％を当行所定の基準金利から差し引かせて
いただくものです。 

環境対応型金融商品には 
どのようなものがありますか？ 

Q.

NEW！ 

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 
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　ブースには、「びわ湖の
ために、今できること」をテー
マに、来場者に環境宣言を
ご記入いただく「びわ湖へ
の誓い」ボードを設置。期
間中、４８０のメッセージが集
まり、環境保全への思いを
共有しました。 

注目 ココ
に 

　しが炭素基金への参加企業が利用できる
「参加証マーク」は、ニゴロブナをモチーフとし、
「ＣＯ2を減らして、新しい産業の芽を育てて
いこう」という思いが込められています。 

注目 ココ
に 

「グリーン購入フォーラムin滋賀」に 
大道頭取がパネリストとして登壇 

TOPICS

「環境金融シンポジウム」にパネリストとして登壇 

　平成２１年３月、「環境金融シンポジウム（主催：全国銀行協会）」
が開催され、当行西堀ＣＳＲ室長がパネリストとして登壇しました。 
　同シンポジウムでは、「地球環境問題で銀行に期待される役割は
何か」をテーマに、社会的・公共的使命を担う銀行にとって、金融仲
介機能を活かした環境配慮行動をとるための具体的行動について
活発な討論が展開されました。 

TOPICS

サタデー起業塾10周年～「産学官・金」連携によりエコビジネスにチャレンジ～ 

「しが炭素基金」に参加 
～滋賀エコ・エコノミープロジェクト～ 

環境力と金融力の融合 
エコビジネスマッチングフェアを開催 

　平成２０年１２月、上海に拠点を持つ日本の地方銀行１３行が、製
造業を中心とするお取引先企業の中国でのビジネスチャンス拡
大を願って「上海ビジネス商談会２００８」を上海市で開催しました。 
　会場内では、中国での原材料調達、委託加工先の拡大、販売
拡大のニーズを持つお取引先企業が出展し、出展企業同士、あ
るいは中国ローカル企業などとの商談が約３，３００件繰り広げら
れました。 
　当行もブースを特設し、パネルで環境経営の取り組みをPR。
中国でも「環境友好型社会建設」が進められており、参加者の注
目を集めました。 

　低炭素社会の実現をめざし、滋賀県と経済界でつ
くる「滋賀エコ・エコノミープロジェクト（戦略本部長：
高田紘一）」が、企業からの拠出金によりCO2排出
量の削減事業に活用する「しが炭素基金」を設立（平
成２１年４月）。 
　この基金は、県内CO2排出量削減の取り組みを
促進するとともに、低炭素社会に向けた技術開発、
啓発事業などに活用。当行も趣旨に賛同し、「しが
炭素基金」に参加しています。 

上海ビジネス商談会で「環境のしがぎん」をＰＲ 

　平成２０年１１月５日～７日の３日間、「びわ湖環境ビジネスメッ
セ２００８」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。 
　ご来場いただいた方には、「お金の流れで地球環境を守る」
という金融機関ならではの環境保全活動についてご説明し、「銀
行業界の環境トップランナーとして、これからもさまざまな活
動を期待しています」などのお言葉をいただきました。 

環境ビジネスを支援 
～びわ湖環境ビジネスメッセ2008～ 

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.

　エコビジネスに積極的に取り組
まれているお取引先の皆さまに「新
たなビジネスチャンスを提供したい」、
来場者の皆さまに「エコビジネスを
身近なものと実感してほしい」との
思いで、フェアを企画しました。本
支店一丸となった出展募集、来
場誘致により、数多くの商談が繰
り広げられたことに満足しています。
引き続き商談の成約や新たな課
題解決のお手伝いをしていきます。 

営業統轄部　水口 栄寿 

エコビジネスマッチングフェア 
企画担当者の声 

しがぎん 
VOICE

　びわ湖環境ビジネスメッ
セと同時に開催されたセ
ミナー「グリーン購入フォー
ラムin滋賀」に、大道頭
取がパネリストとして登壇
しました。 
　大道頭取は、当行の「環
境経営」の取り組みや、「滋賀エコ・エコノミープロジェクト」
について紹介するとともに、「景気後退時で経済危機の対
応に追われるがあまり、地球温暖化への対応を忘れてはな
らない。」と、強く地球温暖化防止への思いを語りました。 

　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。
今年度も、「環境ビジネス」に特化した「エ
コビジネスフォーラム」として、「産学官・
金の融合による環境ビジネスの進展」をテー
マに、平成２２年２月までに５回開催します。 
　また、滋賀大学、滋賀県立大学のご協力
を得て、第３、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。「産学官・金」の連携で、大学のシー
ズと企業のニーズをマッチングし、ニュー
ビジネスの育成をめざします。 
　おかげさまで「サタデー起業塾」は１０周
年を迎え、延べ１,２４７名の卒業生が起業や
第二創業に活躍されています。 

大津市　 
ドラゴンボート体験学習 

米原市　 
雲海　伊吹山頂 

　平成２１年６月、昨年に引き続き、
「エコビジネスマッチングフェア」
を開催しました。 
　このフェアは、当行のネットワーク
を活用し、環境ビジネスに積極的に
取り組まれる企業同士を結びつけ、
今後の新たな事業展開をお手伝いす
ることを目的として企画しているも
ので、今年は出展ブースを１２０社・団体、
出展分野も「アグリ・フードビジネス」
を加え、規模を拡大して開催。当日は
約２，６００名の皆さまにご来場いただき、
最新の環境ビジネス情報の交換や、
事業展開のヒントを得ていただくと
ともに、８００件を超える商談が積極的
に行われるなど、各ブースは終日賑
わいました。 
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「環境経営」を推進するための 
「経営管理」・「コミュニケーション」ツールとして役立てています 
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   森づくりサポート活動 
植樹累計は、16,180本に！ 

　平成２１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９４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をめ
ざし、毎年展開しています。 

日本列島クリーン大作戦で 
琵琶湖岸を清掃 

　琵琶湖の生態系における葦（ヨシ）の重要性と、環境保全
への意識を啓発する活動としてヨシ刈りボランティアを毎
年実施しています。 
　平成２０年１２月は、湖西エリア６１名が、高島市新旭町針江
でヨシ刈りボランティアに参加。背丈の倍程もある大きな
ヨシを前に、終始、汗を流しながらの作業となりました。 

「ヨシ刈り」ボランティアで 
琵琶湖の環境保全に貢献 

　創立７０周年の際に植樹をし
たドングリの苗木は、役職員が
２年がかりで職場や家庭でドン
グリの実から育てたものです。
当初３０cm程であった苗木は、
すくすくと大きくなり、今では立
派な実をつけています。 

注目 ココ
に 

　地球温暖化防止やCO２排出
削減は私たちの責任です。その1つ
の取り組みとして、森づくりサポート
活動に参加し、植樹や除草作業
を行っています。苗木が育ち雄大
な森の実現に向け、一人ひとりが
力を合わせて笑顔で励みました。
力強く成長する苗木とともに、自
分自身の成長を振り返ることがで
きました。今後も積極的に参加し
たいと思っています。 

山科支店　杉本 知美 

森づくりサポート活動参加者の声 しがぎん 
VOICE

大津市 
ディンギーヨットレース 

守山市 
琵琶湖夕景 
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「生物多様性保全」の取り組み③ 

　浜町研修センター敷地内で、当行とともに
歩んできた樹齢７０年の「シラカシ」の大木を、
「びわこ地球市民の森」に転植しました。 

　当行創立７０周年（平成１５年１０月）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」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。 
　５年目を迎えた平成２０年度は、秋に２回実施。総勢１,３２０名が集
い、除草作業や、創立７５周年を記念して、ヤマザクラやヤマモミジ
など、さまざまな苗木３,０００本を植樹しました。 

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保全効果が図れたとともに、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。 

環境対応型金融商品は、短期的な効果を求めるのではなく、長期的な目線でお客さまと継続的なリレーション（長期的な関係）
を構築し、持続可能な社会を築いていくことに意義があり、それこそが地方銀行としての使命であると考えています。 

1．対象期間　平成20年4月1日～平成21年3月31日　　　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 

（3）環境保全対策に伴う経済効果 

（2）環境保全効果 

※地球環境保全コストの投資額は「浜町研修センター」の環境保全設備投資です。 

（1）環境保全コスト （単位：百万円） 

分類 
平成20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 

資源循環コスト 

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 
環境広告、環境商品パンフレット、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 
公害防止コスト 

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19年度 平成20年度 環境保全効果 
平成19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 

208 
14 

2,000 
12,780 
222 

79,084 
441 

1,042,057 
2,620 
2,184 
6,782

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累計（ＣＯ2/ｔ） 
植樹活動（累計本数） 
公用車の環境対応車への切替（累計台数） 
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） 

▲ 52 
▲ 2 
2,000 
3,400 
69 

6,174 
▲ 57 

310,944 
162 
2,344 
5,186

293 
5 

234

671 
14 

656

土壌汚染防止のためのコスト 
【投資額】浜町研修センターの環境保全投資 
【費用額】低公害車、破砕機リース代金および減価償却費 

156 
12 

4,000 
16,180 
291 

85,258 
384 

1,353,001 
2,782 
4,528 
11,968

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） 

23,350 
63,552 
4,311 

122,560 
282 
88

6,982

21,152 
57,559 
1,612 

118,832 
299 
62

6,812

▲ 2,198 
▲ 5,993 
▲ 2,699 
▲ 3,728 

17 
▲ 26

▲ 170

（単位：百万円） 

効果の内容 具体的な取り組み 平成19年度 平成20年度 

収益 
 

費用削減 
合計 

環境対応型融資商品による資金利益 
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 

▲ 100 
43 
0 

▲ 35 
▲ 92

33 
4 
0 
13 
52

671

52 
6 
69 
2 
8 
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環境ボランティアには 
どのようなものがありますか？ 

Q.

NEW！ 

「生物多様性保全」の 
取り組み④ 
　「ヨシ」は琵琶湖の水
質浄化、魚の産卵場所、
水鳥の生息場所として大きな役割を
果たしています。 
　環境ボランティアにより刈り取ったヨシを活用した「ヨ
シ紙名刺」を導入し、ヨシ群落を「守り、育てる」活動から、
「活用する」活動へと内容を一層充実させました。 

〈平成20年度における環境対応型融資商品の取り組み内容〉 
①環境対応型融資商品の残高は85,258百万円と前期比6,174百
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に384百万円の金
利を優遇いたしました。 

その結果、環境対応型融資商品による融資収益（貸出金利息－
資金調達原価）は33百万円となりました。 



環境会計 
「環境経営」を推進するための 
「経営管理」・「コミュニケーション」ツールとして役立てています 
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   森づくりサポート活動 
植樹累計は、16,180本に！ 

　平成２１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９４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をめ
ざし、毎年展開しています。 

日本列島クリーン大作戦で 
琵琶湖岸を清掃 

　琵琶湖の生態系における葦（ヨシ）の重要性と、環境保全
への意識を啓発する活動としてヨシ刈りボランティアを毎
年実施しています。 
　平成２０年１２月は、湖西エリア６１名が、高島市新旭町針江
でヨシ刈りボランティアに参加。背丈の倍程もある大きな
ヨシを前に、終始、汗を流しながらの作業となりました。 

「ヨシ刈り」ボランティアで 
琵琶湖の環境保全に貢献 

　創立７０周年の際に植樹をし
たドングリの苗木は、役職員が
２年がかりで職場や家庭でドン
グリの実から育てたものです。
当初３０cm程であった苗木は、
すくすくと大きくなり、今では立
派な実をつけています。 

注目 ココ
に 

　地球温暖化防止やCO２排出
削減は私たちの責任です。その1つ
の取り組みとして、森づくりサポート
活動に参加し、植樹や除草作業
を行っています。苗木が育ち雄大
な森の実現に向け、一人ひとりが
力を合わせて笑顔で励みました。
力強く成長する苗木とともに、自
分自身の成長を振り返ることがで
きました。今後も積極的に参加し
たいと思っています。 

山科支店　杉本 知美 

森づくりサポート活動参加者の声 しがぎん 
VOICE

大津市 
ディンギーヨットレース 

守山市 
琵琶湖夕景 

地
球
環
境
と
の
共
存
共
栄 

「生物多様性保全」の取り組み③ 

　浜町研修センター敷地内で、当行とともに
歩んできた樹齢７０年の「シラカシ」の大木を、
「びわこ地球市民の森」に転植しました。 

　当行創立７０周年（平成１５年１０月）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」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。 
　５年目を迎えた平成２０年度は、秋に２回実施。総勢１,３２０名が集
い、除草作業や、創立７５周年を記念して、ヤマザクラやヤマモミジ
など、さまざまな苗木３,０００本を植樹しました。 

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保全効果が図れたとともに、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。 

環境対応型金融商品は、短期的な効果を求めるのではなく、長期的な目線でお客さまと継続的なリレーション（長期的な関係）
を構築し、持続可能な社会を築いていくことに意義があり、それこそが地方銀行としての使命であると考えています。 

1．対象期間　平成20年4月1日～平成21年3月31日　　　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 

（3）環境保全対策に伴う経済効果 

（2）環境保全効果 

※地球環境保全コストの投資額は「浜町研修センター」の環境保全設備投資です。 

（1）環境保全コスト （単位：百万円） 

分類 
平成20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 

資源循環コスト 

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 
環境広告、環境商品パンフレット、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 
公害防止コスト 

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19年度 平成20年度 環境保全効果 
平成19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 

208 
14 

2,000 
12,780 
222 

79,084 
441 

1,042,057 
2,620 
2,184 
6,782

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累計（ＣＯ2/ｔ） 
植樹活動（累計本数） 
公用車の環境対応車への切替（累計台数） 
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） 

▲ 52 
▲ 2 
2,000 
3,400 
69 

6,174 
▲ 57 

310,944 
162 
2,344 
5,186

293 
5 

234

671 
14 

656

土壌汚染防止のためのコスト 
【投資額】浜町研修センターの環境保全投資 
【費用額】低公害車、破砕機リース代金および減価償却費 

156 
12 

4,000 
16,180 
291 

85,258 
384 

1,353,001 
2,782 
4,528 
11,968

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） 

23,350 
63,552 
4,311 

122,560 
282 
88

6,982

21,152 
57,559 
1,612 

118,832 
299 
62

6,812

▲ 2,198 
▲ 5,993 
▲ 2,699 
▲ 3,728 

17 
▲ 26

▲ 170

（単位：百万円） 

効果の内容 具体的な取り組み 平成19年度 平成20年度 

収益 
 

費用削減 
合計 

環境対応型融資商品による資金利益 
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 

▲ 100 
43 
0 

▲ 35 
▲ 92

33 
4 
0 
13 
52

671

52 
6 
69 
2 
8 
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環境ボランティアには 
どのようなものがありますか？ 

Q.

NEW！ 

「生物多様性保全」の 
取り組み④ 
　「ヨシ」は琵琶湖の水
質浄化、魚の産卵場所、
水鳥の生息場所として大きな役割を
果たしています。 
　環境ボランティアにより刈り取ったヨシを活用した「ヨ
シ紙名刺」を導入し、ヨシ群落を「守り、育てる」活動から、
「活用する」活動へと内容を一層充実させました。 

〈平成20年度における環境対応型融資商品の取り組み内容〉 
①環境対応型融資商品の残高は85,258百万円と前期比6,174百
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に384百万円の金
利を優遇いたしました。 

その結果、環境対応型融資商品による融資収益（貸出金利息－
資金調達原価）は33百万円となりました。 
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　CSRの一環として、青少年の健全な育
成に寄与するため、当行創立６０周年を契
機に、「滋賀県サッカースポーツ少年団選
手権大会」に協賛し、毎年、「しがぎんカップ」
を開催しています。 

　社会福祉法人しがぎん福祉基金は、当行創立５０周年を記
念し、地域福祉の向上を願って昭和５９年８月に設立。当行の
寄付金３億円を基本財産（平成２１年３月末現在４億４,５５８万円）
に、滋賀県内で展開される福祉の実験的・開拓的な取り
組みに対して助成を行うもので、助成の対象を県内に限
定した、全国でもユニークな基金です。 
　第２５回となる平成２１年度は、９件、総額１,０００万円の助
成を決定し、第１回（昭和６０年度）以来の助成累計は、３７４件、
総額２億８，６２２万円となります。 

地域福祉の向上を願って 
設立25周年を迎える「しがぎん福祉基金」 

青少年の健全な育成を願って 
しがぎんカップ 

　地域の皆さまに余暇を利用して専門的な事柄を楽し
く学んでいただくため、平成１０年より「文化講座」を開
講しています。毎年春と秋の２回にわたり、歴史や絵画、
文学など１０コースを用意。「知」と「心」の新境地を求
めて、多くの方に受講いただいています。 

ＫＥＩＢＵＮ文化講座で 
生活に潤いを 

情報誌の刊行 

25周年記念演奏会を開催 

　創立２５周年の記念事業として、「びわ
湖 音楽の春“ＧＩＦＴ”２００９」を、平成２１
年４月４日から６日まで３日間、びわ湖ホー
ル（全館）で開催しました。 
　クラシック音楽をメインに、ジャズや
日本の伝統芸能など、国内外のトップアー
ティストと、湖国ゆかりの俊英奏者の皆
さまにご出演いただき２０公演を企画。
のべ８，５００名のお客さまにご来場いただき、
湖畔の美しい景色のもと、一流の音楽と
の触れ合いをお楽しみいただきました。 

　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、頭取と地元企業のトップによる「か
けはしTOP対談」や県内経済動向、アジア情報など、経
済の最新情報や日々の経営に役立つノウハウを発信し
ています。 

地元テレビ局の 
経済情報番組を提供 
　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。 
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「しがぎん福祉基金」設立秘話 

　基金の立案者、当時の廣野寛会長は設立にあたり、「すべてを税金に
頼る従来の福祉から脱却しなければ、日本における福祉の成長はストップし
てしまう。そこで従来からある全国規模の民間福祉基金の県民版ができな
いか。具体的には県内の福祉事業に限って助成するという基金を滋賀銀
行の後援で作れたらと考えたわけです。しかし地域を限定した社会福祉法
人など、当時、日本全国どこにもありませんでしたから、国はなかなか設立を
認めてくれません。『こちらは地方銀行ですから、何とか地元にお礼がしたい。
日本全国が助成対象ではなんともなりません』と何度、東京まで行って頭を
さげたことか」と、語っています。 
　助成対象を滋賀県内に限定し、地域福祉の向上を願った立案者の思い
を現在も受け継ぎ、平成２１年８月、同基金は設立２５周年を迎えました。 

　お客さま参加型イベントとして、毎
年１２月に「第九コンサート」を開催
しています。 
　合唱の参加希望者は、県内を中
心に広く一般募集し、夏から練習を
重ね、その成果を披露。「歓喜の歌」
に想いを込めて、湖国の歳末を華
やかに彩ります。 

注目 ココ
に 

　助成先の先駆的な
取り組みや活動状況は、
季刊文化情報誌「湖」
で紹介しています。 

注目 ココ
に 

TOPICS

東近江市 
秋の百済寺 

大津市 
秋の西教寺 

昭和59年3月、関連会社「しがぎん経済文化センター（ＫＥＩＢＵＮ）」を設立。 
当行と連携し、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を開催。 
おかげさまで今年で創立25周年を迎えました。 

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

佐渡裕（指揮）兵庫芸術文化センター管弦楽団 

文化講座受講生による作品展 

ＫＥＩＢＵＮ文化講座一覧（平成２１年秋） 
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 
天武天皇を考古学する 
写らないものを感じさせる写真 
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 

福祉団体に助成金目録を贈呈する高橋理事長 

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？ 

Q. 文化の取り組みには 
どのようなものがありますか？ 

Q.
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災害時の事業継続計画 

注目 ココ
に 

　新型インフルエンザに対しては、平成２１年５月に国内で感
染者が発生したことから、本部内に危機対策本部を設置し、イ
ンフルエンザの感染拡大防止に向けた取り組みを行いました。 

注目 ココ
に 

　ＣＳの取り組みの中で一番難しい
と感じたことは、支店全員への活動
目標の周知や認識の統一を図るこ
とです。当店では「ＣＳレポート※」を
活用し、月一回「ＣＳだより」としての
回覧や、具体的に数字で表せるも
のを目標としたことで全員が目標意
識を持って取り組むことができました。 
　お客さまからは「活気が出てきて
気持ちいい！」というお葉書もいただき、
とてもやりがいを感じています。これ
を励みに今後も更にお客さまにご満
足いただける支店をめざし“みんな
の力”をひとつにしてCSへの取り組
みを進めてまいります。 

栗東支店　古川 真弓 

ＣＳ推進リーダーの声 しがぎん 
VOICE

※栗東支店が独自で作成しているレポート。朝礼当
番がＣＳの取り組みについて自己評価をチェックし、
感想等を記入している。 

　CS活動の取りまとめ部署として「CS推進室」を平成１９年１０月に設置し、同時に各部店に「CS
推進リーダー」を設置しました。各部店では「CS推進アクションプログラム」を策定、「待ち時間
の短縮」等の目標を設定し、実行・評価・改善のサイクルにより、継続的かつ効率的なCS向上の
取り組みを実施しています。 
　統轄部署であるCS推進室では、各部店の取り組みの進捗管理と改善指導を行い、好取組事例
の共有化を図ることで、しがぎんグループ全体で「お客さま満足度の向上」に取り組んでいます。 

　台風や地震などの自然災害の被害や、今年発生した新型イン
フルエンザの流行は企業経営に直接・間接的に大きな影響を及
ぼしています。 
　当行では、平成１９年３月に「事業継続計画（ＢＣＰ）」を策定、
継続的に見直し、危機発生時に円滑に業務を継続する体制を構
築しています。また、ＢＣＰはあくまでも計画であり、いかに行内
に浸透させ、戦略的に活用するかという「マネジメントの視点」（＝
ＢＣＭ）について、「ＢＣＰ委員会」を中心に、訓練の実施や役職
員の教育等を積み重ね体制を整備しています。 

　店舗入口にスロープや手すりを設置して、車椅子の
方や足の不自由な方にも利用していただきやすい店
舗づくりを進めています。 

ＣＳ推進の 
取り組み 

CS推進態勢図 

報告 

対応指示 

検討・報告 

常務室 

商品・サービスの 
開発・提供 

本部担当各部 

CS推進室 

お客さま お客さま 
　「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％差し引
かせていただくものです。 

PLAN 
（計画） 

CHECK 
（評価） 

DO 
（導入） 

ACT 
（見直し） 

BCM 
リスクマネジメント 

の一環 

基本方針の策定 
（継続すべき重要業務の絞込み・目標復旧時間の設定） 

店舗のバリアフリー化 
　窓口でお待たせする時間を短縮するため、お手続方法や
ATMの操作方法等についてご案内する「ロビーアドバイザー」
を随時増員しています。 

ロビーアドバイザーの増員 
　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」を発行しています。また全店
に同カード対応のATMを設置しました。 

手のひら静脈認証機能付ＩＣキャッシュカード 

　まわりを気にするこ
となく、ゆったりとした
空間で落ち着いて資
産運用についてご相談
いただけるよう「コン
サルティングサロン」
等の相談コーナーの
設置を進めています。 

コンサルティングサロンの設置 

　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ヵ所に
「AED（自動体外式除細動器）」を設置しま
した。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。 

AEDの設置 

　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、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。 

ホームページをカラーバリアフリーに 
　当行カードで２４時間セブン銀行のＡＴＭにより入金・出金をし
ていただけるようになりました。 
　セキュリティの面では当行の全ATMの操作画面に覗き見防
止フィルムを貼り、また、「振り込め詐欺」被害防止のためATM
画面上で注意喚起もしています。 

ATM機能の充実 

　お客さまからご要望をいただくことが多い駐車場に
ついては、身体障がい者用優先駐車スペースの確保や、
警備員を配置する等、順次対策を講じています。 

駐車場の整備 

コミュニケーション支援ボード・杖ホルダーの導入 

災害への備えをサポート　BCPサポートローン 

　耳の不自由な方や外国人のお客さまなど、言葉や文
字によるコミュニケーションに不安のあるお客さまに、
イラストや数字を指し示していただくことで、円滑なコミュ
ニケーションが可能となる「コミュ
ニケーション支援ボード」を
設置するとともに、杖をお
持ちのお客さまが窓口や
記帳台で杖を掛けられ
るよう、「杖ホルダー」を
設置しています。 

高島市　 
渓流釣り場とバーベキューハウス 

木之本町　 
鶏足寺の紅葉 

営業店 

テレホンセンター 
（ハローサポート） 

コミュニケーションカード 
お客さまアンケート 

お客さまの声を 
集約・分析 

お 客 さ ま の 声  を 踏 ま え た 具 体 的 な 取 り 組 み  

教育・訓練 
↓ 

企業文化としての定着 

経営層による見直し 

点検と是正 

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？ 

Q.

地
域
社
会
と
の
共
存
共
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　階層別CS講演会（店長席・役席・CS推進リーダー・
パートタイマー）を実施し、意識啓発を行うとともに、「お
客さまアンケート」や
店頭での「コミュニケー
ションカード」を活用し、
お客さまの声を商品
やサービスの開発・改
善に反映させています。 
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リスクマネジメント 

の一環 

基本方針の策定 
（継続すべき重要業務の絞込み・目標復旧時間の設定） 

店舗のバリアフリー化 
　窓口でお待たせする時間を短縮するため、お手続方法や
ATMの操作方法等についてご案内する「ロビーアドバイザー」
を随時増員しています。 

ロビーアドバイザーの増員 
　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」を発行しています。また全店
に同カード対応のATMを設置しました。 

手のひら静脈認証機能付ＩＣキャッシュカード 

　まわりを気にするこ
となく、ゆったりとした
空間で落ち着いて資
産運用についてご相談
いただけるよう「コン
サルティングサロン」
等の相談コーナーの
設置を進めています。 

コンサルティングサロンの設置 

　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ヵ所に
「AED（自動体外式除細動器）」を設置しま
した。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。 

AEDの設置 

　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、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。 

ホームページをカラーバリアフリーに 
　当行カードで２４時間セブン銀行のＡＴＭにより入金・出金をし
ていただけるようになりました。 
　セキュリティの面では当行の全ATMの操作画面に覗き見防
止フィルムを貼り、また、「振り込め詐欺」被害防止のためATM
画面上で注意喚起もしています。 

ATM機能の充実 

　お客さまからご要望をいただくことが多い駐車場に
ついては、身体障がい者用優先駐車スペースの確保や、
警備員を配置する等、順次対策を講じています。 

駐車場の整備 

コミュニケーション支援ボード・杖ホルダーの導入 

災害への備えをサポート　BCPサポートローン 

　耳の不自由な方や外国人のお客さまなど、言葉や文
字によるコミュニケーションに不安のあるお客さまに、
イラストや数字を指し示していただくことで、円滑なコミュ
ニケーションが可能となる「コミュ
ニケーション支援ボード」を
設置するとともに、杖をお
持ちのお客さまが窓口や
記帳台で杖を掛けられ
るよう、「杖ホルダー」を
設置しています。 

高島市　 
渓流釣り場とバーベキューハウス 

木之本町　 
鶏足寺の紅葉 

営業店 

テレホンセンター 
（ハローサポート） 

コミュニケーションカード 
お客さまアンケート 

お客さまの声を 
集約・分析 

お 客 さ ま の 声  を 踏 ま え た 具 体 的 な 取 り 組 み  

教育・訓練 
↓ 

企業文化としての定着 

経営層による見直し 

点検と是正 

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？ 

Q.

地
域
社
会
と
の
共
存
共
栄 

　階層別CS講演会（店長席・役席・CS推進リーダー・
パートタイマー）を実施し、意識啓発を行うとともに、「お
客さまアンケート」や
店頭での「コミュニケー
ションカード」を活用し、
お客さまの声を商品
やサービスの開発・改
善に反映させています。 
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木之本町　 
琵琶湖八景　 
新雪：賤ヶ岳の大観 

湖北町　 
イルミネーションフェスタ 

「次世代育成支援対策推進法」の取り組み 

　「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
けています。 

TOPICS

　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、活動できるよう階層別に「ＣＳＲ研修」も実施しています。 注目 ココ

に 

　第一子・第二子とも、出産後に
約１年の育児休業を取得し、いず
れの時も休業前の職場で同じ業
務での復帰となりました。異動の
際も通勤時間等を考慮していただ
き感謝しています。行内には仕事
と育児の両立をされている目標と
なる先輩もたくさんいらっしゃいま
すので、私も魅力ある行員をめざして、
ますますレベルアップに努めていき
たいと思います。 

膳所駅前支店　田村 由美子 

育児休業取得者の声 しがぎん 
VOICE

　現在所属する営業統轄部プライ
ベートバンキングチームでは、営業
店の資産運用提案に比べ、更に幅
広い提案ができる金融商品と環境
があり、自分の経験を活かすチャン
スとして、行員採用試験にチャレン
ジしました。現在は、京都・山科・大
阪エリアを担当し、金融商品仲介業
務を中心に法人・個人先ともに資
産運用提案を行っております。資産
運用提案を通じて「知恵と親切」を
実践することで、お客さまや支店行
員の皆さんに喜んでいただけること
に大変やりがいを感じています。 

営業統轄部　有本 明美 

「嘱託から行員」採用者の声 しがぎん 
VOICE

　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や海外拠点への派遣な
ど、多岐にわたっています。 

　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図っています。 

　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。 

自らを磨こうとする 
“志”を応援 
「人材公募制度」 

一人ひとりの能力を 
最大限発揮できる 
公正な人事制度 

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 

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、がんば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２１年４月より、出産や育児、介護などで一度退職された方に、もう一度

行員として働いていただくため「再雇用制度」の要件を緩和。「勤続３年以上、
退職後１０年以内」であれば、選考のうえ、退職時の職位・職級で雇用するこ
ととしました。 

「再雇用制度」の要件緩和 

　平成１８年４月から、「改正高年齢者雇用安定法」の施行に伴い、就労
可能な健康状態であれば希望者全員を厚生年金（定額部分）の受給資
格を取得するまで（最長満６５歳）再雇用できるように改めました。 

高齢者再雇用制度 

人権啓発への取り組み 

セクシュアルハラスメント対策 

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～ 

さわやかに人権が語り合える職場づくりをめざして 

平成20年度 

平成21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20年度 

改定前 
退職事由 
退職時の条件 
再雇用時の条件 

結婚、妊娠、出産、育児、介護、家庭の事情その他円満退職 
勤続年数3年以上 
退職後10年以内 

出産、育児、介護等 
勤続年数5年以上 
退職後5年以内 

改定後 

男性 女性 

総合職 

事務職 

その他 

採用者数（名） 

従業員数（名） 

 

 

 

育児休業取得者数（名） 

介護休業取得者数（名） 

平均勤続年数（年） 

高齢者再雇用者（名） 

障害者雇用率（%） 

55 

1,381 

1,092 

11 

278 

1 

0 

16.8

135 

933 

120 

248 

565 

24 

0 

9.1 

57 

1.992

　 「パートタイマーから嘱託」、 
「嘱託から行員」への採用を開始 
　当行は、「働く意欲のある非正規社員（パートタイマー、嘱託等）
を対象に、一層のキャリアアップと活躍の機会を提供し、組織全
体の活性化を図りたい」との思いから、非正規社員から行員（正
社員）への採用を平成２０年４月から実施。個人のスキルと意欲、
ライフスタイルに応じた多様な選択を可能にしました。 

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。 

一人ひとりの「心」と「能力」を磨く道場 
「しがぎん浜町研修センター」 

TOPICS

【第二期行動計画】 
計画期間  平成２０年４月～平成２３年３月 
概    要 
①男性の育児休業取得者を１名以上とする 
　女性の育児休業取得率を８０％以上にする 
②再雇用制度の要件を緩和する（上記参照） 
③配偶者出産特別休暇制度を新設する（Ｐ２９参照） 
④半日年次有給休暇制度を新設する（Ｐ２９参照） 
※②③④は実施済みです。 

次世代認定マーク 
（愛称「くるみん」） 

　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「セクハラホットライン」
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。 

　平成２０年度は、「パートタイマーから嘱託」への採用を６名、
さらに「嘱託から行員」への採用を４名実施しました。 注目 ココ

に 

　平成２０年１２月に竣工した「しがぎん浜町研修センター」（Ｐ８参照）は、より
実践に近い形で学べるように、模擬店舗室や端末機研修室、パソコン研修
室など最先端の設備を完備。快適な環境
下で宿泊研修も実施できます。 
　加えて、当行の歴史と伝統、滋賀銀行
員としての魂を感じる場として「研修資料室」
を創設。当行の原点である行是に込めら
れた深遠な「心」を継承していくために積
極的に活用しています。 

NEW！ 

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？ 

Q.

　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１５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。 
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木之本町　 
琵琶湖八景　 
新雪：賤ヶ岳の大観 

湖北町　 
イルミネーションフェスタ 

「次世代育成支援対策推進法」の取り組み 

　「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
けています。 

TOPICS

　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、活動できるよう階層別に「ＣＳＲ研修」も実施しています。 注目 ココ

に 

　第一子・第二子とも、出産後に
約１年の育児休業を取得し、いず
れの時も休業前の職場で同じ業
務での復帰となりました。異動の
際も通勤時間等を考慮していただ
き感謝しています。行内には仕事
と育児の両立をされている目標と
なる先輩もたくさんいらっしゃいま
すので、私も魅力ある行員をめざして、
ますますレベルアップに努めていき
たいと思います。 

膳所駅前支店　田村 由美子 

育児休業取得者の声 しがぎん 
VOICE

　現在所属する営業統轄部プライ
ベートバンキングチームでは、営業
店の資産運用提案に比べ、更に幅
広い提案ができる金融商品と環境
があり、自分の経験を活かすチャン
スとして、行員採用試験にチャレン
ジしました。現在は、京都・山科・大
阪エリアを担当し、金融商品仲介業
務を中心に法人・個人先ともに資
産運用提案を行っております。資産
運用提案を通じて「知恵と親切」を
実践することで、お客さまや支店行
員の皆さんに喜んでいただけること
に大変やりがいを感じています。 

営業統轄部　有本 明美 

「嘱託から行員」採用者の声 しがぎん 
VOICE

　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や海外拠点への派遣な
ど、多岐にわたっています。 

　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図っています。 

　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。 

自らを磨こうとする 
“志”を応援 
「人材公募制度」 

一人ひとりの能力を 
最大限発揮できる 
公正な人事制度 

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 

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、がんば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２１年４月より、出産や育児、介護などで一度退職された方に、もう一度

行員として働いていただくため「再雇用制度」の要件を緩和。「勤続３年以上、
退職後１０年以内」であれば、選考のうえ、退職時の職位・職級で雇用するこ
ととしました。 

「再雇用制度」の要件緩和 

　平成１８年４月から、「改正高年齢者雇用安定法」の施行に伴い、就労
可能な健康状態であれば希望者全員を厚生年金（定額部分）の受給資
格を取得するまで（最長満６５歳）再雇用できるように改めました。 

高齢者再雇用制度 

人権啓発への取り組み 

セクシュアルハラスメント対策 

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～ 

さわやかに人権が語り合える職場づくりをめざして 

平成20年度 

平成21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20年度 

改定前 
退職事由 
退職時の条件 
再雇用時の条件 

結婚、妊娠、出産、育児、介護、家庭の事情その他円満退職 
勤続年数3年以上 
退職後10年以内 

出産、育児、介護等 
勤続年数5年以上 
退職後5年以内 

改定後 

男性 女性 

総合職 

事務職 

その他 

採用者数（名） 

従業員数（名） 

 

 

 

育児休業取得者数（名） 

介護休業取得者数（名） 

平均勤続年数（年） 

高齢者再雇用者（名） 

障害者雇用率（%） 

55 

1,381 

1,092 

11 

278 

1 

0 

16.8

135 

933 

120 

248 

565 

24 

0 

9.1 

57 

1.992

　 「パートタイマーから嘱託」、 
「嘱託から行員」への採用を開始 
　当行は、「働く意欲のある非正規社員（パートタイマー、嘱託等）
を対象に、一層のキャリアアップと活躍の機会を提供し、組織全
体の活性化を図りたい」との思いから、非正規社員から行員（正
社員）への採用を平成２０年４月から実施。個人のスキルと意欲、
ライフスタイルに応じた多様な選択を可能にしました。 

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。 

一人ひとりの「心」と「能力」を磨く道場 
「しがぎん浜町研修センター」 

TOPICS

【第二期行動計画】 
計画期間  平成２０年４月～平成２３年３月 
概    要 
①男性の育児休業取得者を１名以上とする 
　女性の育児休業取得率を８０％以上にする 
②再雇用制度の要件を緩和する（上記参照） 
③配偶者出産特別休暇制度を新設する（Ｐ２９参照） 
④半日年次有給休暇制度を新設する（Ｐ２９参照） 
※②③④は実施済みです。 

次世代認定マーク 
（愛称「くるみん」） 

　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「セクハラホットライン」
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。 

　平成２０年度は、「パートタイマーから嘱託」への採用を６名、
さらに「嘱託から行員」への採用を４名実施しました。 注目 ココ
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　平成２０年１２月に竣工した「しがぎん浜町研修センター」（Ｐ８参照）は、より
実践に近い形で学べるように、模擬店舗室や端末機研修室、パソコン研修
室など最先端の設備を完備。快適な環境
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　加えて、当行の歴史と伝統、滋賀銀行
員としての魂を感じる場として「研修資料室」
を創設。当行の原点である行是に込めら
れた深遠な「心」を継承していくために積
極的に活用しています。 

NEW！ 

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？ 

Q.

　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１５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。 
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西浅井町　 
琵琶湖夕景（奥琵琶湖） 

米原市 
三島池 

　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」を平成１８年１２月に発足。女性の積極的な登用や職務開
発、制度の充実や休職者へのフォローをはじめ、「女性が働きやすく、長く勤められる
風土づくり」をめざして、各方面での環境整備を進めています。 

　現在、当行の女性管理職は１３５名、管理職に占める
女性の比率は１３％を超えます。また、今まで男性行員
が中心であった外交役席ならびに融資役席への女性
登用を積極的に行っているとともに、５年前には３６名だっ
た女性の外交係も現在は５８名に増加しています。 

「女性活躍推進委員会」が活躍中 

積極的な「女性の登用」 

一人ひとりの人生と 
仕事のバランスを考えた制度の充実 

　育児休業は最長で子どもが
１歳６ヵ月まで取得でき、復帰
に際してのブランクに不安を
抱える人が少なくありません。
このような不安を軽減するため、
平成２０年１０月より、「育児休
業復帰前面談」を開始しました。 
　これは、職場復帰の１ヵ月前
に人事部の担当者と面談し、
子どもの世話の方法（実家に
預ける、保育園に入園する等）、
通勤方法、今後のキャリアの
希望などを話し合い、職場へ
のスムーズな復帰を支援する
ものです。 

休職者への不安解消と 
復帰に向けたバックアップ 

〈今後の課題〉 

女性活躍推進委員会メンバーによる、 
支店訪問がスタート 

TOPICS

　新しい時代の女性管理職を育成することをめざし、「キャ
リア・アップ講座」を新設しました。 
　これは、①若手女性のロールモデルとなる管理職を育成し、
マネジメントできる女性を増やすことで、女性のキャリア形成
を支援する、②女性行員同士のネットワークの構築により、
情報の共有化を図り、モチベーションの維持向上につなげ
ることを目的とするものです。 

注目 ココ
に 

　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月に登録されて
います。 
　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。 

注目 ココ
に 

「キャリア☆デザイン講座」を開催 

TOPICS

　平成２０年２月より、女性自身がキャリアについて考える機
会を設けようと、休日にセミナーを開催しています。 
　第２回（平成２０年１２月）は働き甲斐の見つけ方・作り方、
人生を豊かにするためのキャリアの考え方などをテーマに「キャ
リア☆デザイン講座」を開催。後輩指導や部下指導などの
内容を盛り込んだこともあり、男性の参加も２０名近くにのぼり
ました。女性の活躍
の場を広げるためには、
男性も女性のキャリ
アを認識する必要が
あり、今後は男性管
理職向けのセミナー
も検討しています。 

「育休mamaセミナー」を開催 

TOPICS

　「女性活躍推進委員会」の認知度向上と活動報告、情報収集など
を目的に、平成２１年５月から女性活躍推進委員会メンバーによる支店
訪問を開始しました。 
　第1回は、職場の雰囲気や働きやすさ、子育て支援制度について
意見交換を行い、若手行員からは「先輩の経験談や仕事に対する
思いを聞くことができて良かった」などの声があがりました。今後も定
期的に、各店を訪問する予定です。 

　新しい制度として、平成２０年１０月に「半日年次有給休暇制度」と「配偶者
出産特別休暇制度」がスタートしました。 
　「半日年次有給休暇制度」は、家族の学校行事や通院など短時間ですむ家
庭の所用、地域行事への参加等に取得できる制度です。「非常に利用しやすい」
と好評で、取得者は平成２１年３月末までの半年間で約３００名にのぼりました。 
　「配偶者出産特別休暇制度」は、配偶者の出産時の付き添いなどのために、
出産予定日の１ヵ月前から出産後の１ヵ月までの間に３日以内で利用できます。
分割取得も可能なことから、半年間で８名の取得者がでています。 
 

　出産後、ある程度精神的なゆとりができ
た女性を対象に、育児休業者向け懇談会「育
休mamaセミナー」を平成２１年６月にスター
トさせました。 
　この懇談会は、当行の施策や銀行業務
の変化などの情報を発信し、復帰までのブ
ランクを埋めていただくために企画。子ども
連れで参加できることから、育児休業取得
中の方同士で育児に対する悩みなども相
談しあうことができ、３ヵ月に一度の頻度で開催するため、必要な時に
何度でも参加できる体制を整えています。 

●女性が当たり前に活躍できる風土の浸透 
⇒マネジメント層向けや、女性向けのセミナー 
　制度の理解を促す仕組みづくり 

●女性のキャリア形成支援・積極的な登用 
⇒管理職への積極的な登用 
　職務・職域の拡大 

●ワーク・ライフ・バランスに関する諸制度の充実 
⇒育児や介護と仕事の両立が可能になるような制度づくり 　「配偶者出産特別休暇」を取

得し、出産の立会いや退院時の
付き添いに利用しました。６時間
にも及ぶ難産であったため、夫婦
共々、喜びもひとしおでした。実際
に出産に立ち会ったことにより、あ
らためて「命の誕生の尊さ」「父
親としての責任の重さ」を実感し、
現在は子育てに奮闘中です。 
　これからは職場の皆さんやお客
さまに、仕事を通じて恩返しをした
いと思っています。 

梅田支店　柳原 和範 

「配偶者出産特別休暇」 
 取得者の声 

しがぎん 
VOICE

　小委員会のメンバーは全員が女性で構
成されており、「女性が働きやすい職場づく
り」をめざして、諸制度の整備、経営への提
言、セミナーの企画・運営などを行っています。 
　今後はますます働き方等の多様化が
進む中で、「どうすればすべての役職員が
仕事も家庭も充実させた日々 を送れるのか」
を最大のテーマとして、頑張っていきたい
と思います。 

業務統轄部　大島 裕美 

女性活躍推進委員会 
メンバーの声 

しがぎん 
VOICE

　私が長男を出産した２０年前は育児休業
制度もない時代。その時、母が「これからは
女性も働く時代、子どもは私がみてあげるか
ら頑張りなさい」の一言で今まで頑張ってこ
られました。今は母や家族に感謝しています。 
　支店長代理となってからは責任ある立
場に悩みも多いですが、「与えられた仕事
を一生懸命やること」、「仕事は楽しくする
こと」をモットーに、良いチームワークづくり
をめざしています。 

堅田駅前支店　山本 妙子 

女性管理職の声 
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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。 

NEW！ 

NEW！ 

NEW！ 

NEW！ 

NEW！ 

Q.
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と思います。 
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制度もない時代。その時、母が「これからは
女性も働く時代、子どもは私がみてあげるか
ら頑張りなさい」の一言で今まで頑張ってこ
られました。今は母や家族に感謝しています。 
　支店長代理となってからは責任ある立
場に悩みも多いですが、「与えられた仕事
を一生懸命やること」、「仕事は楽しくする
こと」をモットーに、良いチームワークづくり
をめざしています。 
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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。 
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NEW！ 
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30 31 

大津市　 
びわ湖バレイスキー場 

湖北町　 
湖北町水鳥公園 

　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、半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。 

　会社法およ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います。 

　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、不祥事件
等の未然防止を目的として、
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時間電話受付可
能）を設置しています。 

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。 

内部統制 
システムの 
整備状況 

　「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 

内部統制報告制度への対応 

　心身ともに「クリーンバンクし
がぎん」を実現するため、役職員
の法令等遵守の徹底に全力をあ
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、法令や
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 

コンプライアンス態勢図 
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人事部 

監
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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。 

　平成２０年４月以降、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
プでは、決算の信頼性を高めるために財務報告に係
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、内部統制報告制度に対応しています。 

●マネー・ローンダリング 
 の防止 
●個人情報の管理 

●苦情･トラブル等の対応 
●反社会的勢力の排除 

●総合的なリスクの 
 管理統轄 

●コンプライアンスに 
 関する統轄部門 

●新商品･新業務の 
 企画･開発･運営 

滋賀銀行の行動規範 

　「コンプライア
ンス・プログラム」
に基づく研修を部
店内全員に実施
した後、モニタリン
グを行い、各部店
のコンプライアン
スの現状を把握し
ています。 
　今後もＰＤＣＡ
サイクルを繰り返
すことにより、各
部店のコンプライ
アンス態勢の整
備を行っていきます。 

注目 ココ
に 

不祥事件防止ビデオの制作 
　当行では、不祥事件の防止を目的に、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。 

注目 ココ
に 

　当部は外国為替（外為）業務
の専門部署です。日常各支店担
当者やお客さまから外為法令等
について、さまざまなご照会やご相
談が電話等で寄せられます。それ
に対し全部員が外為業務のプロ
として正確、迅速にアドバイスがで
きること、さらにその前提として、滋
賀銀行員としてお客さまから信頼
していただける行員の育成に努め
ていきたいと考えています。 

国際部　大室 誠治 

コンプライアンスオフィサーの声 しがぎん 
VOICE
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お客さまサポート 

顧客保護に関するお取扱いについて 

「個人情報保護方針」 

「個人情報の取り扱いについて」 

 http://www.shigagin.com/ 

『しがぎん』からのお知らせ 

「内部統制システム構築に関する基本方針」 

Plan

「コンプライアンス・
プログラム」の策定 

Act
現状の把握 
・問題事象への対処 
・仕組み、制度の見直し 
・継続的改善 

Check

モニタリングの実施 

Do

部店内研修の実施 

●コンプライアンス・プログラムに基づく
部店内研修の実施 

●部店内における法令等遵守状況の把
握（モニタリング） 

●エリア統轄店における法令等遵守状
況の把握 
●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 

ホームページを 
ご覧ください！ 

ホームページを 
ご覧ください！ 

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？ 

Q.
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大津市　 
寿長生の郷（梅林） 
 

第三者意見 

ＳＲＩファンドへの組み入れ 

ＣＤＰへの参画 

募金ができる自動販売機 
「ハートフルベンダー」を設置 
　平成２１年８月、特定非営利
活動法人ハートフル福祉募
金の運営する自動販売機型
募金箱「ハートフルベンダー」
を、滋賀県内で初めて設置
しました。 
　この自動販売機で飲料を
買うと、飲料メーカーと自動
販売機設置業者から、１本あ
たり２円ずつ、合計４円が「滋
賀県共同募金会」に寄付さ
れる仕組みで、１０円と１００
円の募金ボタンもあること
から、購入者が直接寄付を
することもできます。 
　集めた募金は、滋賀県共
同募金会を通じて、高齢者
福祉や教育支援、災害支援
などに活用されます。 

　ＣＤＰ（カーボン・ディスクロー
ジャー・プロジェクト）は、欧米を中
心とした機関投資家が連携して、
気候変動への戦略や温室効果ガ
ス排出量の公表を各国の企業に要
請することで、企業の気候変動対
策を促そうという国際的なプロジェ
クトです。 
　平成２１年度は、金融機関４７５社
が参加し、約３,７００の企業に情報
の開示を求めました。 
　当行もＣＤＰに参画しており、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 

オレンジリボン 
キャンペーンを展開 
　子ども虐待防止の「オレ
ンジリボンキャンペーン」
の趣旨に賛同し、しがぎん
グループで児童虐待防止の
啓発活動に取り組みました。 
　これは、１１月の児童虐待
防止推進月間を中心に、オ
レンジリボンを「知る（理解）」、
「考える（関心）」、「動く（参
加）」ことにより、児童虐待
防止につなげていくことを
目的に実施したもので、期
間中は役職員がオレンジリ
ボンを身につけるとともに、
お客さまにも配布。広く地
域の方に知っていただく機
会となりました。 

　国連環境計画（ＵＮＥＰ）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。 
　当行では、「環境経営」を展開し、「金融機関声明」の精神
の実現に努めています。 

　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６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７年連続で選ばれて
います。 

NEW！ 

NEW！ 

※掲載の滋賀県の写真は、社団法人・びわこビジターズビューロー様よりご提供いただきました。 

　「我が社のＣＳＲ」という言葉はよく聞きますが、「ＣＳＲのしがぎん」という表現に、ＣＳＲ経営への覚悟と自負

を感じます。その核になっているのが、1999年に打ち出した「クリーンバンクしがぎん」構想の具現化であり、

昨年金融業界初の認定を受けた「エコ・ファースト企業」への進化でしょう。「カーボンオフセット定期預金『未

来の種』」と「事業者向け環境配慮型融資『未来の芽』」の取り扱いを開始するなど、常に“金融機関初の”

という枕詞がつくほどの先駆的な取り組みに、次代を見据え時代をリードする、「環境を主軸としたＣＳＲ経営」

がダイナミックに展開されていることを実感します。 

　来年には、生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）が愛知・名古屋で開催されることが決定し、今年８

月には「生物多様性民間参画ガイドライン」が環境省から発表されました。「事業活動と生物多様性との関わり（恵

みと影響）を把握するよう努め、生物多様性に配慮した事業活動を行う」ことを挙げています。このように、企業に

対し、新たなテーマへの取り組みに次 と々期待が寄せられていますが、“しがぎん”では、早くから生物多様性保

全・排出量取引・気候変動への取り組みに着手しておられます。トップメッセージにもありますように、さらに、新たな

「環境価値創造」に向け、エコビジネスを生み出す牽引力としての期待もますます増大していますが、“エコをビジ

ネスに”というキャッチフレーズが安易に横行し始めている今こそ、環境先進企業として、真の環境経営の範を示

していただきたいと思います。 

　そうした中で、「地域社会・役職員・地球環境」との共存共栄の実現を担う主体は役職員です。また、これ

はそれぞれが有機的に絡み合いながら進化していくものです。地域社会への参加、役職員同士の横断的な

コミュニケーションなどがもう少し明確に可視化できると、共存共栄にもっと厚みと広がりが出てくるのではない

でしょうか。そのために、レポートも報告としての機能に留めるのではなく、双方向のコミュニケーションツールと

しての役割を持たせてはいかがでしょう。職員同士の意見交換や、お客さまや取引先の人たちの感想や要望

なども交えると、それがさらなる議論を起こし、新たな発想を生み出すチャンスにもつながると思います。 

　環境経営を柱にしたＣＳＲ経営は、役職員の誇り、地域の活力、地球の元気を創りだすための大いなるチャ

レンジに他ならないことを強く感じます。そのメッセージがさらに強く広く社会に届き、持続可能な社会の実現

のために資する企業としてのますますの発展を期待しています。 

公益社団法人日本フィランソロピー協会　理事長 

高橋 陽子 

たかはし・ようこ 
1973年 津田塾大学学芸学部国際関係学科卒業。高校教師を経て、85年上智大学カウンセリ
ング研究所専門カウンセラー養成課程修了、専門カウンセラーの認定を受ける。85年～91年関
東学院中学・高校心理カウンセラーとして生徒、教師、父母のカウンセリングに従事。91年より日
本フィランソロピー協会。事務局長・常務理事を経て2001年より理事長。 

　ＣＳＲリポートの発行も９回目を迎えました。制作にあたり、大切にしたことは“しがぎん”らしさであり、地域の皆さまに楽しみながら読み進めていた
だける冊子をめざしました。 
　冒頭のトップメッセージにもありますように、私たちは「金融危機」と「地球温暖化」という２つの危機に直面しています。常に一歩、二歩先の未来
を見据えながら、ピンチをチャンスに変えて、本業である「金融」機能を活かした商品展開・サービスの提供により、地域の皆さまと歩みを進めていき
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。 
　皆さまの忌憚のないご意見、ご提案をお待ちしております。 

総合企画部ＣＳＲ室 

編  集  後  記 
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滋賀銀行は、環境省認定の 
「エコ・ファースト企業」として、 
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「第12回 環境コミュニケーション大賞」奨励賞受賞　 

浜町研修センター「CASBEE」Sランクを取得 

平成20年度「地球温暖化防止活動環境大臣表彰」受賞 

「ヨシ紙名刺」利用開始 

平成19年度「関西エコオフィス大賞」受賞 

環境省より「エコ・ファースト企業」に認定 

「BCAOアワード2007」大賞受賞 

「第12回新エネ大賞」新エネルギー財団会長賞受賞 

「第5回企業フィランソロピー大賞」受賞 

「第9回グリーン購入大賞」環境大臣賞受賞 

環境にやさしい「エコメール」を導入 

「CSR憲章」と「滋賀銀行の行動規範」制定 

平成18年度 財界「経営者賞」受賞 

「女性活躍推進委員会」スタート 

「エコスタイル」キャンペーン開始 

FTSE4Good Global Indexに選定 

「滋賀労働局長優良賞」受賞 

CSR委員会・CSR室設置 

「第13回地球環境大賞」フジサンケイグループ賞受賞 

第2回「誠実な企業」賞・金融機関部門賞受賞 

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 

「第1回日本環境経営大賞」最優秀賞受賞 

「土壌汚染対策法」への当行取り組み指針を策定 

「UNEP金融機関声明」に、日本の市中銀行で初の署名 

ふれあい環境室設置　 

「ISO14001」認証取得 

「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 

環境委員会設置 

全店の焼却施設を撤去 

ノベルティグッズをグリーン購入品へ 

リサイクルシステム稼動 

水質調査船建造費として滋賀県に1億円寄付 

日本列島クリーン大作戦に参加 

社会福祉法人しがぎん福祉基金設立 

 

しがぎんＣＳＲ活動の歩み 
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