
海外金融機関での研修も公募
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個性と能力を発揮し、誇りと意欲を持って仕事に取り組める職場づくりを進めています。

　全役職員が更なる成長を遂げお客さまのために最大限能力
を発揮できるよう、日々のコミュニケーションをベースとした人
材育成を行っています。
　２０１３年度の人材育成方針は、「長期的な視野を持ってお客さ
まや地域への貢献を考え、行動できる『人財』の育成～自ら学
び・自ら考え・自ら行動する風土の醸成～」です。当行の安定した
持続可能な成長を実現するための取り組みを実践しています。

お客さまや地域への貢献を考え
行動できる「人財」の育成

　入行１年目の行員が、銀行員としての基礎スキルを身につけ
るため、ＯＪＴや集合研修を行っています。また、各営業店での
育成体制として「指導員制度」を設けています。新入行員１人
に対して先輩行員１人が指導員となり、「新入行員ノート」等を
通じてコミュニケーションを図ることで、銀行員としての第一
歩をサポートしています。

新入行員の育成のために
　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。

　行内研修については、階層別の研修と職務別の研修を設
け、役職や職務内容に応じたスキルを身につけるためのサ
ポートを行っています。２０１２年度は７８種類の研修を開催し、
２,２００名以上の職員（パートタイマー含む）が参加しました。

メンタルヘルスへの取り組み

はなしあい制度
　部下が自己の役割や目標を十分に確認できるよう、半期ごと
に上司と面談する「はなしあい」を実施しています。職員の意
欲や適正に応じて、一人ひとりが最大限に能力を発揮できる
ような態勢を整えています。

人材公募制度

役職員との　 存 　栄共 共

役職員との　 存 　栄共 共 役職員との　 存 　栄共 共

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）

公募できる部門（一部）

研修制度の充実

　専門家を招いて、今話題となっている経済トピックスや海外
の経済動向等の解説を行う、行員向け講座「ゆとりプランセミ
ナー」を土日に開催しています。自由参加型のセミナーで、余

暇を利用して知識を深めることができます。

ゆとりプランセミナーの開催

採用者数（名）  46 60
従業員数（名）  1,381 927
 総合職 1,021 157
 特定職 25 264
 その他 335 506
平均勤続年数（年） 16.06 10.11
管理職（名） 814 160
育児休業取得者数（名） 0 70
高齢者再雇用者（名） 35
障がい者雇用率（%） 2.236

2012年度 男性 女性

（2013年3月末現在）

キャリア制度の充実

人権啓発のために
セクシュアルハラスメントや同和問題など、さまざまな人権
問題に対する理解を深め、人権感覚を磨くことを目的に研修
を実施しています。２０１３年度は、研修テーマを「人権が尊重
されていることが実感できる環境づくり」として、各種研修を
本部および全営業店にて開催します。
　また、全ての役職員にとって働きやすい秩序ある職場環境
づくりの観点より、セクハラ相談窓口「セクハラホットライン」
を設置。
　その他にも各種ポスターの掲示や人権標語を職員から広
く募ることにより、人権啓発に心掛けています。

　当行は、特定の業務において公募
制度を設定し、意欲旺盛な行員がチャ
レンジできる制度を設置しています。

●海外での国際業務
●営業戦略の企画・立案
●市場性取引業務
●中小企業大学校への派遣　など

　働く意欲のある非正規職員（パートタイマー、嘱託）を対象
に、キャリアアップと活躍の機会を提供することを目的として
積極的な登用を行っています。

「パートタイマーから嘱託」、「嘱託から行員」への登用

　結婚、出産などにより中途退職をされた方であっても、勤
続３年以上、退職後１０年以内であれば、希望者は選考の上、
退職時の職位、職級で再雇用しています。

中途退職者の再雇用制度

　定年退職者のうち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再雇
用しています（最長満６５歳）。

高齢者の再雇用制度

　当行では、障がい者雇用を促進しています。障がい者雇用率
は、２０１１年度が１．９９７％、２０１２年度が２．２３６％と法定雇用率
２．０％（2013年4月1日より1.8％→2.0％へ引き上げ）を上
回っています。

障がい者雇用

　営業力強化と組織活性化のため、銀行、証券、生命・損害保
険などの金融業界出身者を中心に、スキルを持つ人材の採
用を行っています。

キャリア採用

スキル向上のために

各種制度利用者等 一覧

パートタイマーから嘱託への登用 6 0 6 2 2
嘱託から行員への登用 4 0 0 0 0
高齢者の再雇用制度 13 8 10 11 10
障がい者雇用 3 8 7 6 14
中途退職者の再雇用制度 0 0 0 1 1
キャリア採用 2 3 1 3 3
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一人ひとりが力を発揮できる職場づくり

新入行員入行前研修
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育児休業取得後のサポート

　子どもの参観日や運動会等の行事参加や、病院への通院に
役立つ「半日年次有給休暇制度」を設け、半日休暇を取得でき
るようにしています。２０１2年度は、７４０名が取得しました。
　また、男性行員が配偶者の出産時に付き添いができるよう
「配偶者出産特別休暇制度」を設けており、２０１３年３月末現在
でのべ２１名が取得しています。
　当行は、子どもの家庭教育に取り組む企業として、滋賀県教
育委員会と「滋賀県家庭教育協力企業協定」を締結し、上記制
度の利用を積極的に促しています。

ワークライフバランスを
考えた制度の充実

役職員との　 存 　栄共 共 役職員との　 存 　栄共 共

　二度目の出産の立ち会いのため、「配偶者出産特別休暇」を利用しました。

双子の出産であり不安でしたが、母子ともに元気に分娩室から出てきて

くれたことに感動を覚えるとともに、妻への感謝の気持ちでいっぱいでした。

今では週末に3人の子どもと

お風呂に入ることが楽しみです。

これからも家族の支えを

エネルギーにして、仕事も

頑張っていきたいと思います。

田中 徹

「配偶者出産特別休暇」取得者の声
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二度目の出産の立ち会いのため、「配偶者出産特別休暇」を利用しました。

双子の出産であり不安でしたが、母子ともに元気に分娩室から出てきて

くれたことに感動を覚えるとともに、妻への感謝の気持ちでいっぱいでした。

今では週末に3人の子どもと

お風呂に入ることが楽しみです。

これからも家族の支えを

エネルギーにして、仕事も

頑張っていきたいと思います。

田中 徹

　育児休業は最長で子どもが３歳になるまで取得できます
が、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、２００８年より「育児休業
復帰前面談」を実施しています。職場復帰の２ヵ月前に、所属部
店にて面談を行い、それぞれの子育ての環境などを把握する
ように努めています。
　また、職場復帰した後も「育休復帰後セミナー」を開催し、子
育てをしながら働くことのメリットや、苦労されること等、さま
ざまな意見交換を行う場を提供しています。

育児休業中のサポート
　育児休業中の行員を対象に、「育休mamaセミ
ナー」を２００９年より開催しています。育児休業によっ
て職場から一時的に離れていることへの不安を和ら
げ、育児休業中の行員同士が情報交換できる場を提
供しています。これまでに１４回開催し、のべ２７８名が
参加しました。
　また、育児休業中のコミュニケーションを図るため、
定期的に所属部店にて面談しています。

積極的な女性の登用

女性管理職の養成

　当行の女性管理職は１６０名、管理職に占める女性の比率は
16.4％を超えます（２０１３年３月末現在）。従来は男性行員が中
心であった得意先係、融資係等の職務への女性の登用も、積極
的に行っています。2012年には女性の職域拡大の一環として、
初めて女性の滋賀県信用保証協会への派遣を行いました。
　また、２０１３年４月に野村證券株式会社が「女性の活躍」を切り
口として銘柄選定した「ノムラ女子力３０」（株式投資）に、滋賀銀
行が選定されています。

　女性が活躍する職
場づくりを目的に、女
性の観点から経営に提
言を行う「女性活躍推
進委員会」を設置して
います。
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　出産後に育児休業を1年半取得しました。復帰前には人事部と復帰店

の支店長に面談いただいたことで、復帰への不安が軽減され、スムーズに

職場復帰することができました。復帰後は

支店の方々のサポートのおかげで、仕事と

育児に充実した毎日を過ごすことができ、

周りの方々に感謝する毎日です。

今後も、仕事と育児の両立に努めたいと

思います。

木浜支店 前吉 朱沙

京都南支店

育児休業取得者の声
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　1年間、滋賀県信用保証協会にて研修するという経験をしました。

事業性融資は全く初めてで、最初は不安でいっぱいでした。

周囲の方々のサポートもあって、

何とかやり遂げることができました。

　現在は営業店に戻り、事業性の得意先係

という新たなチャンスをいただきましたので、

この経験を生かしてお客さまに喜んで

いただけるよう頑張りたいと思います。

本店営業部 河原田 真樹

滋賀県信用保証協会
派遣研修者の声
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　住宅ローン等消費者向け融資に始まり、本部勤務、事業性融資担当、

法人外交を経て融資役席となりました。　　

　葛藤や苦しいこともありましたが、上司や

同僚のおかげで乗り越え、いろいろな環境の

下で経験を積んだことは自信となっています。　

　更に責任も重くなりますが、これまで成長

させていただいた地域のお客さまへの感謝も

こめ、一層 後輩の人材育成にも励んで

いきたいと思っています。

大宝支店 岩田 智子

女性管理職の声

ました。　　

たが、上司や

いろな環境の
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れまで成長

まへの感謝も

励んで

子育て支援制度の充実
　当行は、育児休業や短時間勤務など、男性・女性とも利用できる子育て支援制度を設けており、制
度を利用しやすい職場環境の構築に取り組んでいます。
　２０１１年には「子育て支援に積極的に取り組む企業」として２回目の認定を受けました。第三期行動
計画（期間：２０１１年度～２０１３年度）に沿って、子育て支援を推進しています。

育児休業制度 取得者

80

70

60

50

40

30

20

10

0

（人数）

10 8
16

24
15

26

36
45

54

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

70

2012（年度）

各年度末の育児休業制度取得者

女性活躍推進委員会

1
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支店長・次長 支店長代理 代理補

　女性管理職を養成し、女性同士のネットワーク構築を支援す
る「女性リーダー・エンカレッジ講座」を毎年開催しています。
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育休mamaセミナーの様子

女性活躍推進委員会の様子

グループワークでは意見交換を行いました

女性の管理職者数推移

次世代認定マーク（愛称「くるみん」）
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