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当行は、「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」と、
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２本柱として、
「ISO14001」の取り組み内容を充実・進化させてまいりました。

地球環境との共存・共栄

「クリーンバンクしがぎん」をめざして

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

省資源・省エネルギー活動1 金融サービスを通じた環境保全2 全員参加と啓発4 環境方針の公開5環境関連法規等の順守3

　ＩＳＯ１４００１の認証取得より１2年目を迎えた、滋賀銀行の環境マネジメントシステム。「エコオフィスづくり」と「環境対応型金融商品・サー
ビスの開発、提供」を2本柱に、「環境経営」、「環境金融」の実践に努めています。
　2010年度においても、環境に関する法令違反、事故はございませんでした。

　2010年 4月、「環境マネジメントシステム」のスパイラルアップを図るため、より現在の活動に即した内容に「環境方針」を改定しました。

　2010年度実績では、温室効果ガス排出量を56.38％削減することができました。

　当行は、「未来からの預かりもの」である琵琶湖を擁する滋賀県の地元銀行として、「環境金融」の更なる充実により、持続可能な社会づ
くりに貢献するとの使命を再認識し、「お金の流れで地球環境を守る」との気概で、「地球温暖化防止」ならびに「生物多様性保全」に向け
た取り組みの実現に努めてまいります。

たとえば小学校の
「ビオトープづくり」
につながる
「エコプラス定期」など。

たとえば「屋上緑化
や太陽光発電」の
導入「電気自動車」
など。

「間接的な取り組み」
環境対応型金融商品・サービスの提供

「直接的な取り組み」
温室効果ガス削減につながるエコオフィスづくり

P9
詳しくは

P6
詳しくは

ＩＳＯ実施責任者の 声

　当社は「紙
だけでなく、
使用電力量
力証書を購入
することや、
に環境関連の
上げる活動な
　また、この

で報告することにより、社員の意識を高め
に意識できる企業をめざしています。

当行では、『３つのブランド戦略～知恵と親切の提供～』を掲げ、
「高い付加価値を提供できる金融サービス業」の実現に向けて、全力で取り組んでいます。
第4次長期経営計画では、「温室効果ガス（ＣO２）排出量２５％削減」にチャレンジしています。

地球温暖化防止活動

紙、ゴミ、電気」の削減
主催するコンサートの
に相当するグリーン電
入し相殺（オフセット）
調査レポート、情報誌
の情報を意識的に取り
などを行っています。
の取り組みを毎月の会議
め、環境保全がごく自然
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「グリーンウェイブ 2011」に参加Topics

地
球
環
境
と
の
共
存
共
栄

クリーンバンクしがぎん

滋賀銀行　環境方針

ＩＳＯ１４００１の取り組み

関連項目はＷebをcheck
●2010年度 環境活動の目標と実績

温室効果ガス排出量25％削減にチャレンジ！！

2007年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011年度 2012 年度

第 3次長期経営計画挑
戦
指
標

実
績

内
訳

2007年度～2009 年度　3年平均で 6％削減

CO2 排出量削減 33.04％ 56.38％

真水による削減

排出権の購入

本業の金融商品を通じた削減

2006 年度比較で 4,857t 削減

CO2 排出量 2,092t 削減

排出権 2,765t を購入し無償譲渡

環境対応型金融商品、植樹等

5.50％

24.89％

2.65％

23.80％

31.45％

1.13％

2010 年度～2012 年度　3年平均で25％削減

第 4次長期経営計画

（基準年：2006年度）

挑戦指標 挑戦指標

株式会社　しがぎん経済文化センター　
森下 剛志

「しがぎんの合言葉」 56.38％削減

電力 85.5％

ガス 1.7％

上下水道 0.6％

ガソリン 10.1％ 重油 2.0％

2010年度CO2排出量比率

環境方針（2010 年 4月改定）

環
境
影
響

0

関接的な
取り組み

直接的な
取り組み

● 役職員自らが省資源・省エネルギー活動に努める
● 環境効率の高い省エネルギー機器への更新
● グリーン ITの導入
● 環境ボランティアによる植樹活動
● 公用車の環境対応車への切り替え
● 本業を通じたCO2の削減
① 環境対応車購入資金の実行
② 太陽光発電システム導入資金の実行
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

環境負荷の軽減を推進する しがぎんの2つの発想

「クリーン」に込めた4つの思い（1999 年に宣言）

地球温暖化防止に向けた、具体的な取組内容
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