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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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