
編集方針
滋賀銀行は､2016年度から｢統合報告書(ディスクロージャー誌)｣を発行し､これまでの「CSRリポート」
(非財務情報)の要素を｢統合報告書｣へ統合しました｡そして「CSRリポート2018」は、その簡易版として
作成しています。本リポートは､国際標準化機構のISO26000が提示する主題を参考に､当行の｢CSR憲章
(経営理念)｣である｢地球環境｣｢地域社会｣｢役職員｣との共存共栄の各テーマを軸に､写真や図表などを
用いて内容をよりわかりやすく編集しています｡財務面及びその他詳細な情報につきましては､統合報告書
(ディスクロージャー誌2018)､またはホームページ(http://www.shigagin.com)をご覧ください。

対象組織
・㈱滋賀銀行
・関連会社
・しがぎんコンピュータサービス㈱
・しがぎんビジネスサービス㈱
・㈱しがぎん経済文化センター
・㈱滋賀ディーシーカード
・しがぎんリース･キャピタル㈱

・しがぎん代理店㈱
・㈱しがぎんジェーシービー
・しがぎんキャッシュサービス㈱
・滋賀保証サービス㈱

本誌の内容をもっと詳しく知りたい方は
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ともに描き、ともに創る未来。
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公式 SNSでも、様々な情報を発信しています。

当行は、環境省認定
「エコ・ファースト企業」です。

「環境金融」で低炭素社会へ

当行は、気候変動キャンペーン
「Fun to Share」に賛同しています。

SDGsを
変革の「道標」に　　
地域社会の未来を
デザインする

1

　滋賀銀行は、近江商人の「三方よし」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」を原点に、「環境」
「福祉」「文化」を3本柱とする「ＣＳＲ経営」を展開しています。
　世界は今、気候変動や海洋汚染、資源の枯渇、生態系破壊
など、地球規模での環境問題に加え、爆発的な人口増加、
先進国を中心とする少子・高齢化、格差拡大など、複雑に絡み
合う様々な課題を抱えており、多くの人が、その未来と持続
可能性に危機感を募らせています。
　このような時代にあって私たちは、固定観念や既成概念を
打ち砕き、時代の一歩先を見据えた「変革」を生み出すことで、
持続可能な社会を実現しなければなりません。そのために、
理想とする未来を描き、それを起点に今何をすべきかを考える
「バックキャスティング」の発想と行動が求められています。
　また、「変革」を生み出すためには、地域社会、お取引先をは
じめとする多様なステークホルダーとの協働が欠かせません。
「世界中の誰一人取り残さない」をスローガンとし、国連が
２０１５年９月に採択したＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）も、誰もが
社会的課題を｢自分ごと｣として捉え、パートナーシップ（連携）
で解決することを呼びかけています。当行は、ＳＤＧｓを世界の
共通言語として活用し、地域の皆さまとともに、「金融」の力を
通じて持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。

　本「ＣＳＲリポート2018」では、当行役職員一人ひとりが、
地域のあるべき未来を見据えて社会的課題に立ち向かう、
との決意を込め、「SDGsを変革の『道標』に地域社会の未
来をデザインする」をテーマとしました。また、表紙のデザイ
ンは、「ダイバーシティ（多様性）」と「インクルージョン（包摂）」
そして「パートナーシップ」を表現しました。一人ひとりが個性
（色）を存分に発揮しながら、互いに連携してひとつの大きな
力（輪）となる、との願いを込めています。
皆さまには、是非ご高覧賜りますとともに、当行のCSR活動に
対しましてより一層のご支援をお願い申し上げます。
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三方よしの精神を継承した行是をCSRの原点とし、真の「共存共栄」を実現

行是 「自分にきびしく　人には親切　社会につくす」

CSR憲章（経営理念）の実現に向けて 「地域社会」「地球環境」「役職員」との共存共栄

CSR経営の追求「私たち企業は何のためにあるのか」

社会福祉法人しがぎん福祉基金設立
1984

・滋賀県と「地域密着連携協定」締結
・「しがぎん成長戦略ファンド」設立
・「『滋賀健康創生』特区利子補給金制度融資」
  取扱開始
・「しが6次産業化ファンド」設立
・「CSR私募債『つながり』」取扱開始
・「『しがぎん』スポーツ応援定期 未来りーと」
  取扱開始

2014
・「滋賀どこでもATMネット」開始
 （県内6金融機関相互のATM利用手数料無料）
・ CSR医療機関債「はぐくみ」取扱開始

2016

本業支援サポートローン
「GAP認証者
サポートプラン」取扱開始

2017

・ ニュービジネスサポート資金
  （SDGｓプラン）取扱開始
・ ニュービジネス奨励金「SDGｓ賞」新設
・ SDGs私募債、SDGs医療機関債取扱開始

2018

「しがぎんふるさと投資ファンド」設立
2015

環境省より「エコ・ファースト企業」に再認定
2014

・ 「しがぎんSDGｓ宣言」を表明

・ 関西SDGsプラットフォームに参加

2017

・ 気候変動イニシアティブに参加
・ 地方創生SDGs官民連携プラットフォームに
　参加

2018

・清水書院発行の高等学校「現代倫理」の
 教科書に当行のCSR活動が掲載
・創立80周年記念事業
 「ビワマス遡上プロジェクト」実施

2014
・「イクボス宣言」実施

・「次世代育成支援対策推進法」に基づき
 「プラチナくるみん」に認定

2016

金融教育「中学生チャレンジウィーク」開始
2015

「カーボンニュートラル店舗」（栗東支店）
グランドオープン

2015

「お金の流れで地球環境を守る」 「地域社会の発展なくして当行の発展はない」

変わらぬ思い、ともに未来を創る

｢企業は､地域社会の
一員である｣との企
業市民の認識に立っ
て｢環境｣｢福祉｣｢文
化｣を三本柱に社会
貢献活動を展開。

「カーボンニュートラル
  ローン未来よし」
取扱開始

2007
「成長基盤強化応援ファンド」設立
2010

・営業統轄部に「地域振興室」を設置
・「BCPサポートローン（災害対策プラン）」取扱開始

2013

・「滋賀の魅力発信ファンド」設立
・「スピードローン ジャストサポーﾄ（災害復旧プラン）」
  取扱開始
・「BCPサポートローン（震災影響対策プラン）」
  取扱開始
・「経営者応援ローン『地産地融』」取扱開始

2011

・「環境方針」改定
・「生物多様性保全方針」制定

2010

・創立80周年記念事業
 「びわこ地球市民の森」で植樹

「21世紀金融行動原則」
に署名

2011

2012版「環境白書」に
“いきものがたり”が活動掲載

2012

ボランティア預金
「愛のみずうみ口座」取扱開始

1992

ニュービジネスネットワーク「野の花応援団」創設
2002

「エコプラス定期」取扱開始
2003

「事業者向けBCPサポートローン」取扱開始
2006

「エコスタイル」キャンペーン開始
2005

創立70周年記念事業
「びわこ地球市民の森」で植樹

2003

「CSR委員会」「CSR室」設置
2004

「ISO14001」認証取得
2000

｢UNEP金融機関声明｣署名
2001

・ 「エコ＆耐震住宅ローン」取扱開始
・ 「琵琶湖原則支援資金」取扱開始

2005

・ 「女性活躍推進委員会」スタート
・ 「エコプラス定期」による学校ビオトープ助成開始

2006

｢ニュービジネスの
種をまき、芽を育て、
花を咲かせる｣

｢経済的･社会的発展と環境保護との
調和｣による「持続的発展」の実現に
向け、金融業務を通じて貢献すること
を誓い、日本の市中銀行で初めて署
名しました。

未来を担う子どもたち
に自然の仕組みと命の
大切さを学んでもらう
きっかけをつくるお手
伝いをしたいとの思い
で助成を始めました。

琵琶時の恵みを未来に引き継ぐため、地域に根ざした
環境ボランティアを展開。植樹した苗木がすくすく
育つよう、除草や枝打ちなどの作業を「森づくり
サポート活動」として毎年実施しています。

「土壌汚染対策法」取組指針を策定
“土地をきれいなまま子供たちへ、そして未来へ残そう”

日本列島クリーン大作戦に参加
1985

｢小さな親切｣運動の
一環として､琵琶湖
岸での一斉清掃活動
を実施しています。

行内に｢リサイクルシス
テム｣を構築し、紙資源の
リサイクルと情報漏洩の
防止に努めています。

｢エコ・クリーン資金｣取扱開始
1998

・ ノベルティグッズをグリーン購入品へ
・ 全店の焼却施設を撤去

1998

・ 「クリーンバンクしがぎん」スタート
・ 「環境方針」制定

1999

水質調査船（みずすまし2世）建造費として
滋賀県に1億円寄付

1988

リサイクルシステム稼働
1994

「環境委員会」設置
1999

「ふれあい環境室」設置
2000

2003

・ 「エコビジネスマッチングフェア」開催
・ 「カーボンオフセット定期預金『未来の種』」
  取扱開始
・ 「事業者向け環境配慮型融資『未来の芽』」
  取扱開始

2008

・ 「琵琶湖原則支援資金
   （環境省利子補給活用プラン）」取扱開始
・ 「生物多様性格付」運用開始

2009

・ 環境に配慮した「エコメール」導入
・ 環境会計を導入

2007

・ 「CSR憲章（経営理念）」と
  「滋賀銀行の行動規範」制定
・ 営業統轄部にCS推進室を設置

2007

・ 「AED」を
   全店に設置

・ 「ワークライフバランス推進企業」に登録

2008

「ヨシ紙名刺」利用開始

しがぎん浜町研修センターが
「CASBEE」Sランクを取得

環境省より
「エコ・ファースト企業」
に認定

2008

ヨシ刈りボランティアで刈り
取りしたヨシを名刺に活用し
ています。

定期預金で滋賀県ゆかり
のアスリートを応援

最先端の省エネ設備を最大限に活用し、CO2排出量
を実質ゼロとする「カーボンニュートラル店舗」をオー
プン。CO2削減効果はもちろん、働く行員やご利用
いただくお客さまの環境意識向上を目指し店舗運営
を行っています。

2017年11月22日、
持続可能な社会の実
現に努めることを誓
い、｢しがぎんSDGs宣
言｣を表明しました。

職員が仕事と家庭を両立させ、イキイキと活躍できる
職場環境づくりを推進するため、多様化する時代に対
応した新しい上司「イクボス」の育成を目指し、「イクボ
ス宣言」を近畿の地方銀行で初めて実施しました。

2013

地域社会との
共存共栄
05-08P

※1 IPCC予測（2081～2100年）と（1986～2005年）平均に対する気温上昇予想　［出典］平成30年版 環境省ホームページ（http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/）環境・循環型社会・生物多様性白書

戦略
本業を通じた
社会的課題の解決

1

「金融」の役割を通じて、地域が抱えるさまざまな課題解決を目指す取り組みを推進。地域・お客さ
まとのつながりを強化し、信頼と信用の構築に努め、ともに持続可能な地域づくりを目指します。

戦略的取り組み

地域の課題

4.8˚C
2.6~

※1

上
昇

環境金融の深化／社会的課題解決（少子高齢化･人口減少）／地域循環型社会の構築
地域資源発掘支援（観光･特産品･文化）／ネットワーク・連携強化（産学官・NPO）

地域活性化

地球環境との
共存共栄

09-10P

業務における環境課題の解決

「エコオフィスづくり」

役職員一人ひとりが、地球市民としての環境意識を持ち、営業活動における省エネ・省資源活動に
取り組む「エコオフィスづくり」を実践し、持続可能な環境づくりに努めます。

戦略的取り組み

地域の課題

温室効果ガス排出量削減／環境配慮型店舗･設備･省資源化／
ISO14001（業務の効率化・リスク低減）／環境ボランティア活動

地球温暖化 生物多様性

※1 滋賀県における2030年の人口減少率（2015年と比較）　※2 滋賀県における2030年の75歳以上人口　［出典］国立社会保障・人口問題研究所　ホームページ（http://www.ipss.go.jp/）

役職員との
共存共栄

11-14P

ポジティブ･アクション、ワーク・ライフ・バランス、高齢者雇用、障がい者雇用、「人財」育成等に積極
的に取り組み、CSR基盤の強化に努めます。

戦略的取り組み

地域の課題

コンプライアンス､BCP､サプライチェーン／
人財育成､女性活躍､ワーク･ライフ･バランス／環境ボランティア活動､地域との対話

人口減少社会 少子高齢化

本業を支える
CSR基盤の強化 2.9%

24万人

減
少

約 

※1

※2

戦略2

戦略3

持続可能性の追求

社会的課題解決こそ私たちの使命
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私たちが取り組むべき
社会的課題

地域ブランド

「SDGsプラン」取扱開始

GAP

481
3 6017

クラウド
ファンディング

「重点課題の特定」

地域経済の創造

農業生産工程管理

クラウドファンディングの手法を活用し
て、地域の魅力向上をサポートします。 応援したい

事業への
出資

事業報告
特典
分配金

Good Agricultural Practice 

当行のGAP認証取得支援の取り組みが評価されました。

福祉への
取り組み

「当行を支えていただいている地域の皆さまに何とかお礼がしたい」との
思いから、創立50周年（1984年）に『社会福祉法人しがぎん福祉基金』
を設立。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
て幅広く助成を行っています。

件

億
万円
助成

CSR私募債発行 贈呈

学校等

億円324 万円5,092 校310

（2018年7月末実績）

金融の力を通じて､社会的課
題の解決とイノベーションの
促進による新たなビジネスモ
デルを創出するとともに､地
域の魅力を育み、人と街が成
長する豊かな地域経済を創出
します

滋賀の農業をより強く！

第2回グリーンオーシャン大賞2018「協賛企業賞」受賞

CSR私募債のしくみ

CSR私募債「つながり」

発行
企業

滋賀
銀行

全店で「『ユニセフ外国コ
イン』募金活動」を行い、
お客様から募金いただい
た“国内では両替できない
外国コイン”を公益財団
法人日本ユニセフ協会に
寄贈しました。

累計

誰もが住みよい町づくり

移住促進ローン

「誰ひとり取り残さない」

LGBT
への取り組み 魅力ある町への移住・定住を促進し、地域の人口増加を目指す取り組み

として2016年より取扱開始。移住を希望される方が利用しやすいよう、
勤続1年未満のお客さまについても個別に対応いたします。

住宅ローンのお申込みにおける「配偶
者」に「同性パートナー」を含める取り
組みを開始しました。誰もが不自由な
く、ありのままに生活を営むことができ
る地域づくりを目指します。

子ども
たちの学びや
成長を応援する

物品

ターゲット2030

地球環境の持続性
｢環境経営｣を主軸としたCSR
経営を追求し､地球温暖化防止
や生物多様性保全など、持続
可能な社会の実現に努めます

多様な人材の育成
働き方改革とダイバーシティ
の推進により､すべての人々
にとって生きがい･働きがい
のある職場環境をつくり、もっ
て個性と能力が存分に発揮で
きる持続可能な人材育成に努
めます

〈しがぎん課題マッピング〉

社
会
の
持
続
性
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト

しがぎんグループにとってのインパクト

新産業
創出

生産性
向上 事業継承 少子高齢化

人口減少

生物
多様性

脱炭素
再エネ 気候変動 地域資源

の活用

琵琶湖の
水質保全 健康 働き方

改革
ダイバーシ
ティの推進

防災 人材育成 コンプライ
アンス

目利き力を向上

将来性
を評価
事業性評価に基づく融資や、
企業のライフステージに応じ
た最適なソリューションの
提案を行うことで、地域活性
化に貢献します。

地域の芸術・文化の結集力を
大切にし、滋賀ゆかりの演奏
家の活動を応援しています。

当行は創立60周年を機に、青少
年の健全な育成と地域共感を
目的として、小学生対象の滋賀
県内最大のサッカー大会「しがぎん
カップ（滋賀県サッカースポーツ
少年団選手権大会）」への協賛を
続けています。

TOPIC
S

TOPIC
S

TOPIC
S

の育成

ニュービジネス支援

ニュービジネスサポート資金

「ニュービジネスの種をまき、芽を育て、花を咲かせる」
ニュービジネス奨励金「SDGｓ」賞を新設

45億
円
突
破

ニュービジネスサポート資金
（2018年3月末実績）

統合報告書／P7

統合報告書／P27

統合報告書／P28

途上国支援 スポーツ
次世代

支援

文化振興

地域とともに
持続可能な未来を切り拓く
SDGs × 社会的課題解決型ビジネスの創出

統合報告書／P53

寄贈先の子どもたちの声

（2018年4月末実績）

統合報告書／P25

統合報告書／P58
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1 2

3 4 1.省資源・省エネルギー活動

2.金融サービスを通じた環境保全

3.環境関連法規等の順守

4.全員参加と啓発

5.環境方針の公開

TOPIC
S

8

ダイレクトチャネル(ATM､電話､インターネット)でお預入れいただく｢エコプラス
定期｣(2003年～)や｢インターネット投信｣の｢電子交付サービス｣(2013年～)を
ご利用いただくことによる紙使用量削減相当額を当行が拠出し､滋賀県内の小･中
学校へ｢学校ビオトープ｣づくりの資金として､2016年度まで毎年助成してまいり
ました。2017年度からはニゴロブナ･ワタカの放流資金として拠出しています。

地球温暖化
防止

生物多様性
保全

上
昇

環境方針 （抜粋）

・1999.10 制定・2010.4 改定

※JICA債：JICAが開発援助を実施するための資金調達を目的に発行する債券。
　　　　  調達資金は、開発途上国向けの有償資金協力に全額充当されます。

環境預金
エコ預金で琵琶湖の生物多様性を守る

環境
コミュニケーション
エコビジネスマッチングフェア2018

環境産業の振興を目的とした｢びわ湖環境ビジネス
メッセ2017｣が長浜バイオ大学ドームで開催。当行
は｢環境ビジネスサポーター『しがぎん』～お金の
流れで地球環境を守る～｣をテーマに、映像やパネ
ルで環境活動をPRしました｡3日間で約1,250名
のお客さまにご来場いただきました。

びわ湖環境ビジネスメッセ2017に出展

本業を通じた社会的課題の解決を目的に、
ESG(環境・社会・ガバナンス)に配慮した社会

貢献型の債券(ソーシャルボンド)や､温室効果ガス
削減に向けて積極的に取り組んでいる日本企業を

投資対象とするファンドを購入しました。

ESG投資

環境 金融
EC
FINA NCE

共生と循環の
　　地域づくりを目指して

ともに環境ビジネスに取り組むパートナーとして これからも価値ある企業としてあり続ける

環境を主軸とする
　　CSR経営の実現

（2003～2016年度累計）

預けてよし 預かってよし 世間・環境によし
金利がプラス 紙使用量を削減 ビオトープづくり ニゴロブナ・

ワタカの放流

累計 件
万円を
助成！35 1,679

小・中学校、琵琶湖 等お客さま しがぎん しがぎん琵琶湖原則(PLB)の3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目指します
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

賛同1

11,133件
(事業先比59.6％）

格付2

10,750先
（事業先比57.6％）

PLB格付

5,837先
（事業先比31.3％）

PLB格付BD

お借入3

1,883 件
PLB格付実行件数累計

371億円総額

〈2018年7月末実績〉

PLB格付BD実行額累計

お取引先の､環境ビジネスをサポートすることを目的に毎年
開催。11回目となる2018年度は、新たに｢SDGｓ｣をテーマに
取り入れ、出展企業、ご来場者の皆さ
まとともに、持続可能な開発について
考える機会ともなりました。92社･団
体が出展、来場者は1,309人となり、
商談件数は734件にのぼりました。

JICA債「国際協力機構債券」
● 開発途上地域の経済発展に寄与
● 長期的な視点で、環境配慮や社会的課題の解決に貢献

「低炭素日本株ファンド」
● 温室効果ガスの排出量を公表し、低炭素化に向けて積極

的に取り組んでいる企業を投資対象として銘柄を選定。

「日本学生支援債券」
● 教育の機会均等を通じて、次世代を担う人材の育成に貢献

地域社会・
地球環境との

共存共栄

持続可能な社会へ

「気候変動イニシアティブ」とは2018
年7月に発足した、脱炭素社会を目指
す企業や自治体でつくるネットワーク
です。設立段階で105団体が参加を表
明しています。「脱炭素化」に向けた試
みは、SDGｓの目指す持続可能な未来
にもつながっており、当行はこのネット
ワークへの参加を通じ、脱炭素社会の
実現に向けた変革の取り組みに貢献し
てまいります。

脱炭素 社会の実現を目指して

気候変動イニシアティブ
に参加

ビオトープ

(2007～2017年度までの放流事業開始以来累計)

※2016年度までは「カーボンニュートラルローン
　未来よし｣より拠出。累計 万匹56.5

ニゴロブナ・ワタカ

琵琶湖をはじめとする地球環境保全のため、2005年に「しがぎん琵琶湖原則
(PLB=Principles for Lake Biwa)」を策定｡ご賛同をいただいたお取引先へ
当行独自の評価基準に基づいて｢環境格付(PLB格付)｣を実施｡2009年には､
｢生物多様性格付(PLB格付BD)｣を策定。多くのお取引先に環境経営に対する
｢気づき｣のツールとしてご活用いただいています｡

環境融資
独自の環境格付で地球環境を守る

ＣＳＲ委員会
「ＣＳＲ経営の深化」のために

年３回、頭取を委員長とするＣＳＲ委員会を開催。
2017年度は｢しがぎんＳＤＧｓ宣言｣をはじめとする
ＣＳＲ経営における重要な議論を交わしました。

今後も適正なリスク管理のもと、運用資産の収益性向上を図る中で、ESGや
SDGｓを考慮した投融資を継続していきます。

環境金融
「地球環境の持続性」をめぐって、
世界中で様々な取り組みが行わ
れています。当行は、環境対応型
金融商品・サービスの開発・提供
等、「金融」の役割を通じてお客さ
まの環境への取り組みをサポート
し、持続可能な地球環境づくりに
努めています。これからも、「お金の
流れで地球環境を守る」との気概で

「環境金融」を進めてまいります。

エコオフィス
づくり

環境
ボランティア
活動

環境金融

環境経営
サイクル
環境経営
サイクル

※日本学生支援債券：独立行政法人 日本学生支援機構が担う奨学金事業のうち、
　貸与奨学金の財源として発行する債券
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2006年度より環境会計を導入し、事業活動における環境
保全のためのコストと､その活動により得られる保全･
経済効果を公表しています。

本年度のISOの取り組みでは、従来のISO14001の領域を広げ、
広く「社会」環境として取り組むべき課題を洗い出し、より効果的
に持続可能な社会を目指す活動をしています。

2000年に認証を取得してから18年間、当行独自の環境マネジメ
ントシステムを運用しています。毎年、一般財団法人日本品質保証
機構（JQA）による審査を受けており、2016年度には新規格:
2015年改訂版への対応を行いました。当行が、これまで
ISO14001の取り組みで築いてきたPDCAサイクルを、新たに
SDGｓを取り入れた運用に発展させ、さらに深化したISO14001
の取り組みへとステップアップさせています。

「オペレーション改革プロジェクト」は、営業店で取り扱う預金､為替等を中心と
する管理事務全般について､抜本的な見直しを行い､生産性向上による事務量と
事務コストの大幅な削減をねらいとしています。施策としては､生産性向上に向
け、事務処理を本部に集中化するバックレス改革や、ペーパーレス、キャッシュレ
スを意識した新たな処理方式によるフロント改革などを実現していく予定です。

ISO
14001

の成果

（ペットボトルキャップ回収）

14,865kl

グリーン購入率

0
プランター等へ
生まれ変わります

CSRチャレンジ

SH
IG

A BA
N

K

第6次中期経営計画(2016～2018年度)の挑戦指標として､温室
効果ガス排出量削減目標を設定。当行の環境経営への｢本気
度｣を高め、全役職員が目標達成に向けて取り組んでいます。

自転車通勤／
ワンコインエコパス制度の推奨

エコ通勤
優良事業所

■ 太陽光発電量
■ 照明電力量
■ 屋外電気使用量
■ 営業車CO2排出量
■ 空調換気電力量
■ コンセント電気使用量

100
%

34%
削減

従
来
型
店
舗
を

と
す
る
と

太
陽
光
発
電

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
店
舗

CO2排出量

再生業者回収 県内共同作業所

49.5
64台

176kg

万枚利用

浄化

%99.9%99.9

実質

カーボンニュートラル店舗
でCO2排出量

ヨシ紙名刺
で琵琶湖を浄化

リサイクル事業
へ参加

環境対応車
への切替

リサイクル
システム

行内

節電対策

6.6前年度比%削減

20142013

208.08

190.46

176.25

163.45

152.54

2015 2016 2017

環境会計 ー 環境と経済の両立に向けてー環境

「環境」「環境」
「社会」環境「社会」環境

から社会目線へISO14001で変えるSDGsで変わる

環境保全
対策に伴う
経済効果

億円
4.5

環境保全
効果

環境保全
コスト

費用
3.0億円

コピー紙使用削減枚数
前年度比 135万枚削減

（A4換算）

環境対応型融資商品
による収益等

エネルギー
費用の削減

CO2排出削減量
前年度比 377t削減

投資
4.6億円

生産性向上を目指す取り組み

営業店オペレーション改革

ステップアップの
ポイント

持続可能性追求の
新たなアプローチ

250

200

150

100

50

0
20142013

1,430

1,381

1,379

1,344

1,257

2015 2016 2017

1,450

1,400

1,350

1,300

1,250

1,200

1,150

紙使用量 単位：万枚

（年度） （年度）

一人当たり年間時間外労働
単位：時間

（2016～2018年度3年間平均）

※ 2017年度実績

30
2006年度比較

%
削
減 36.22

2017年度単年度実績

%
削
減

温室効果ガス排出量削減

提
供

販
売
収
益
還
元

%82.1%82.1
（紙類） （文具類）（紙類） （文具類）

バイオ
ディーゼル車
導入

20,000

15,000

10,000

5,000

0

（千KWh）

（年度）20172016201520142013

17,777

16,775

16,180

15,674

14,632

ISO 14001

SDGs

ISO14001 目指す姿で

ISO
14001

リスクと
機会

評価・
コミュニケーション

目標設定

計画策定

持
続
可
能
な
社
会
の
実
現

ISO
26000

紙
廃棄物

エネルギー

従来の領域

紙資源
再生

機密情報
漏洩防止%99.8

（リサイクル率）

SH
IG

A BA
N

K

エコオフィスづくり
｢滋賀銀行 環境方針｣のもと、営業
活動に伴う電力や紙使用量の削
減、グリーン購入・リサイクル・エコ
スタイル・エコ店舗など、省エネ・
省資源活動に努める「エコオフィス
づくり」を積極的に進めています。

エコオフィス
づくり

環境
ボランティア
活動

環境金融

環境経営
サイクル
環境経営
サイクル

WEBで
チェック

※ 2017年度の実績を記載しています。

※ 2006年度排出係数による削減率

TOPIC
S

幅広く金融サービスを提供できるほか、大規
模災害発生時において、ATMサービスの利
用や電源供給への利用が可能になります。

移動金融車「しがの助GO！」

挑戦指標

（2018年7月～営業開始）

（電力使用量）
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エコ・ファーストin関西 外来魚駆除釣りボランティア

“いきものがたり”活動
琵琶湖の生物多様性を守るため、魚の産卵
場所であるヨシ群落を守り・育て、琵琶湖
の固有種で絶滅危惧種のニゴロブナ・ワタ
カを保護・育成・放流し、侵略外来魚を駆
除するなど、滋賀県ならではの｢“いきもの
がたり”活動｣を展開しています。この活動が､
環境意識の高い人財の育成につながり、
活動は年々広がりを見せています。

ヨシ刈り

ニゴロブナ・
ワタカの
放流

ヨシ苗植え

外来魚駆除
・釣り

くりの輪地域づ
続可能な広がる持

私たちの住む地域には、貴重な文化財や、豊かな自然と
ともに育まれてきた文化や産業等が多く存在しています。
しかし、時代の経過とともに埋もれ、“眠れる「宝」”へと姿を
変えてしまったものも少なくありません。私たちは、地方銀行
ならではの地域ネットワークを生かし、それらの魅力を掘り
起こし、再び“地域を照らす「宝」”へとよみがえらせるため、
地域の皆さまと協働した取り組みを展開しています。

こだかみの茶再生プロジェクト
セタシジミと瀬田川観光船復活事業

観音寺城跡整備プロジェクト

針江大川清掃活動

魚のゆりかご水田プロジェクト

琵琶パール復活プロジェクト

琵琶湖一斉清掃クリーン大作戦森づくりサポート活動ビワマス遡上プロジェクト外来魚駆除釣りボランティア

伊吹ススキ刈りボランティア

ニゴロブナ・ワタカ放流式

ヨシ刈りボランティア

ヨシ苗植えボランティア

滋 賀を代 表する伝 統 産 業 の 一つ｢ 琵 琶
パール｣の復活プロジェクト。従来からの
当行の地道な取り組みの一つ一つが持続
可能な地域づくりにつながっています。

金融

文化・
産業振興 環境 ヨシ群落保

全活動によ
る琵琶湖の
環境保全

琵琶パールの
復活

クラウドファンディング
による資金支援

オオバナミズキンバイ除去プロジェクト

地域資源再生プロジェクト

｢琵琶パール｣復活に向けて

エコオフィス
づくり

環境
ボランティア
活動

環境金融

環境ボランティア活動
地域に根ざす銀行として、当行は、
琵琶湖を中心とした滋賀の環境
を守り続けていく使命を感じてい
ます。森・里・川・湖の連環を通じ
て、地域と人の交流を深め、多く
の活動を地道に継続。滋賀の文化
や歴史を次の世代へと引き継いで
いきます。

環境経営
サイクル
環境経営
サイクル
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女性管理職の内訳

私たちが目指す姿

TOPIC
S

人権啓発

メンタル
ヘルスケア

はなしあい制度

しがぎんが目指す「人財」育成の在り方

お客さまや社会の課題解決に向けた
価値を創造できる「人財」へ目指す姿

戦略的
取り組み

課題

1.充実のキャリアステップ／2.心豊かに生き生きと働ける職場づくり
3.ライフプランに合わせた働き方の選択／4.厚い信頼・安心の基盤づくり
5.真のお客さま満足度向上を目指して

ダイバーシティ

働くパパママ応援セミナー

配偶者出産特別休暇制度

半日年次有給休暇取得制度

育休復帰後セミナー

提携保育所の設置

お客さま・社会のニーズの多様化 人口減少

働き方改革 少子高齢化

個人の力を最大限に発揮し、
一人ひとりが確かな成長を実感できる環境を実現

充実のキャリアステップ
多様な個性を尊重し、一人ひとりが持てる力を
最大限に発揮できる職場へ

人材公募制度（一部）

・集合研修
・指導員制度 等

・自己啓発、行外研修
・ゆとりプランセミナー
・課店長セミナー 等

・海外での国際業務
・営業戦略の企画・立案 等

階層別研修
職務別研修

インターンシップ
新入行員研修

“自分の目標は自分で決め、目標達成に向けてチャレ
ンジする”これがしがぎんの「人財育成」スタイルです。
2018年度より、新人事制度を導入し、これまで以上に
一人ひとりが自身の｢働き方｣を見つめ、働くことを通じ
て成長を実感できる仕組みづくりを目指しています。

性別や年齢等に関係なく、活躍
できる機会を確保し、行員一人
当たりの業務効率や生産性を向
上させ、仕事だけでなく、人生そ
のものを充実させることができ
る環境づくりを進めています。

「滋賀銀行の行動規範」を
遂行し､法令順守を徹底す
るなど､専務取締役を委員
長とする｢コンプライアン
ス委員会｣が中心となり､
｢コンプライアンスプログ
ラム｣に取り組んでいます。

危機管理や防災等に関する規程等を整備するとと
もに､訓練･教育を実施｡業務を円滑に継続できる
体制を構築しています。

42

2016年4月
近畿の地方銀行で

初めて取得

コンプライアンス 内部通報窓口設置
● コンプライアンスヘルプライン
● 弁護士相談制度

ＢＣＰ（事業継続計画）制定

● 「BCP委員会」の設置

キャリア制度

ワークライフバランスの実現に向けて

中途退職者の再雇用制度／高齢者
の再雇用制度／キャリア採用／障
がい者雇用／地銀人材バンク 等

働き方の見直し・事務効率化の
推進により着実に成果が出て
います。

充実の
研修制度

一人ひとりの人生を豊かにする「働き方」を目指して

1

ライフプランに合わせた働き方の選択
ーダイバーシティの推進ー

3

真のお客さま満足度向上を目指して
ーお客さまと築く、サステナブルな関係ー

5

厚い信頼･安心の基盤づくり4

心豊かに生き生きと
働ける職場づくり

2

名

資
格
者
数

取
得
者
数

FP1級

181

（2007.3）

（2018年3月末実績）

子育て支援制度

10時間
削減

一人あたりの
時間外労働時間
前年度比（年間）

お客さま満足度向上
を目指し､営業統轄
部内の｢ＣＳ推進室｣
と｢エリアマネジメン
トグループ｣を統合し
｢マーケットイン推進
室｣を設置しました。
(2018.1～) マナー、接遇、美観

ニーズに合った
提案・サービス

ニーズを超えた
提案・サービス
ニーズを超えた
提案・サービス

当行をご利用いただく皆さまへの感謝の
気持ちを忘れず、お客さまからの｢これか
らも利用したい｣の声を生む、魅力ある行
員の育成、店舗づくりに努めています。

心が通うおもてなしを

中小企業診断士

名

95.5%

管理職に占める女性の割合
輝くキャリアに向けて

23.4%

輝く未来を創造する「人財」を育成

支店長・
次長

人19

支店長
代理

人62
主任
人145

育休後の復職率

1413

（2018年8月末現在）

（2018年8月末現在）
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