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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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