
編集方針 滋賀銀行データ（2017年3月31日現在）

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2017」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2017)､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(しがぎんビ
ジネスサービス㈱、しがぎん代理
店㈱、しがぎんキャッシュサービス
㈱､滋賀保証サービス㈱､しがぎん
コンピュータサービス㈱､㈱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㈱､㈱しがぎんジェー
シービー)

株式会社 滋賀銀行
THE SHIGA BANK, LTD.
滋賀県大津市浜町1番38号
1933年10月1日
5兆5,173億円
4兆6,174億円（譲渡性預金含む）
3兆4,724億円
330億円
2,125人
137カ店（うち代理店18カ店）

名称

本店所在地
設立
総資産
預金残高
貸出金残高
資本金
従業員
店舗数

1984 ̶ ̶̶̶̶̶̶

・社会福祉法人しがぎん福祉基金設立

1985 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
・日本列島クリーン大作戦に参加

1988 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
・水質調査船建造費として滋賀県に1億

円寄付

1992 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
・ボランティア預金「愛のみずうみ口座」

取扱開始

1994 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
・リサイクルシステム
 稼働

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

・｢エコ・クリーン資金｣取扱開始

1999 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
・「環境委員会」設置

・｢クリーンバンクしがぎんスタートアッ
プキャンペーン｣開始

・｢環境方針｣制定

2000 ̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶

・｢ISO14001｣認証取得

・「ふれあい環境室」設置

2001 ̶̶̶̶̶̶̶
・「UNEP金融機関声明」に
 日本の市中銀行で初の署名

2002 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
・ニュービジネスネットワーク「野の花応

援団」創設

2003 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
・｢土壌汚染対策法｣取組指針を策定

・創立70周年記念事業｢びわこ地球市民
の森｣で植樹

・｢エコプラス定期｣取扱開始

・「第1回日本環境経営大賞」
環境経営パール大賞受賞

2004 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
・｢CSR委員会｣・｢CSR室｣設置

・「第2回『誠実な企業』賞」
金融機関部門賞受賞

・｢第13回地球環境大賞｣　
フジサンケイグループ賞受賞

・｢滋賀労働局優良賞」受賞

・｢FTSE4Good Global Index｣に選定

2005 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
・｢エコスタイル｣キャンペーン開始

・「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

2006 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
・「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

・「事業者向け
 BCPサポートローン」
 取扱開始

2007 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
・「CSR憲章」と「滋賀銀行の行動規範」制定

・環境に配慮した「エコメール」導入

・環境会計を導入

・営業統轄部にCS推進室を設置

・｢カーボンニュートラルローン未来よし｣
取扱開始

・平成18年度 財界「経営者賞」受賞

・「第9回グリーン購入大賞」環境大臣賞受賞

2008
・「ヨシ紙名刺」
  利用開始

・「AED」を全本支店に設置

・しがぎん浜町研修センター「CASBEE」
Sランクを取得

・「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

・｢第12回新エネ大賞｣
新エネルギー財団会長賞受賞

・「第5回企業フィランソロピー大賞」大賞
受賞

・「ワークライフバランス推進企業」に登録

・「BCAOアワード2007」大賞受賞
・｢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む企業｣
として認定

・環境省より
 ｢エコ・ファースト
 企業｣に認定

・平成19年度「関西エコオフィス大賞」受賞
・平成20年度「地球温暖化防止活動環境

大臣表彰」受賞

2009 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
・｢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

・「第12回環境コミュニケーション大賞」
奨励賞受賞

2010 ̶̶̶̶̶̶̶

・「環境方針」改定

・「生物多様性保全方針」制定

・｢成長基盤強化応援ファンド｣取扱開始

・「第13回環境コミュニケーション大賞」
環境金融報告特別優秀賞受賞

・「第8回日本環境経営大賞」環境経営
パール大賞受賞

・日本経済新聞社｢第14回環境経営度調
査｣非製造業：金融部門第1位

2011 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
・「持続可能な社会の形成に向けた金融

行動原則」に署名

・「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

・｢滋賀の魅力発信ファンド｣取扱開始

・｢経営者応援ローン『地産地融』」取扱開始

・「ストップ温暖化大賞―低炭素杯2011－」
審査員特別賞受賞

・｢第14回環境コミュニケーション大賞｣
テレビ環境CM部門:優秀賞受賞

・｢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む企業｣
として2度目の認定

・｢第2回いきものにぎわい企業活動コン
テスト｣農林水産大臣賞受賞

2012 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
・2012年版『環境白書』に“いきものが

たり”活動が掲載

・｢持続可能な社会の形成に向けた金融
行動原則｣グッドプラクティスに選定

2013 ̶̶̶̶̶̶̶

・営業統轄部に｢地域振興室｣を設置

・創立80周年記念事業｢びわこ地球市民
の森｣で植樹

・「食の商談会2013」開催

・「PLB格付80(利子補給用)」運用開始

・「BCPサポートローン(災害対策プラ
ン)」取扱開始

・「第15回グリーン購入大賞」大賞受賞

2014 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
・創立80周年記念事業
  「ビワマス遡上
  プロジェクト」実施

・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

・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

・「第17回環境コミュニケーション大賞」
ダブル受賞
環境報告書部門 ： 環境報告大賞

（環境大臣賞）
テレビ環境CM部門 ： 優秀賞

（地球・人間環境フォーラム理事長賞）

・環境省より「エコ・ファースト企業」に再認定

・「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む企業｣
として３度目の認定

・「第50回献血運動推進全国大会」厚生
労働大臣表彰受賞

・第2回「『京環境配慮建築物』顕彰制度」
奨励賞受賞(京都支店)

2015 ̶ ̶̶̶̶̶̶

・金融教育「中学生チャレンジウィーク」開始

・「カーボンニュートラル店舗」（栗東支店）
グランドオープン

・「しがぎんふるさと投資ファンド」設立

・「第1回買うエコ大賞」優秀賞受賞

・「第18回環境コミュニケーション大賞」
環境報告書部門：優良賞受賞

・第1回「低炭素な『まちと建物』コンテス
ト」優秀賞受賞（栗東支店）

・第3回「持続可能な社会の形成に向けた
金融行動原則」グッドプラクティスに選定

・「『誠実な企業』賞2015-Integrity　
Award-」優秀賞受賞

・「環境人づくり企業大賞2014」最優秀賞受賞

・平成27年度｢均等・両立推進企業表彰｣
ファミリー･フレンドリー企業部門：滋賀
労働局長優良賞受賞

・「UCDAアワード2015」最優秀賞受賞

2016 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
・「滋賀どこでもATMネット」(県内6金融

機関相互のATM利用手数料無料)開始

・CSR医療機関債「はぐくみ」取扱開始

・第4回「持続可能な社会の形成に向け
た金融行動原則」グッドプラクティスに
選定

・「イクボス宣言」実施(239名)

・「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

・「滋賀県環境保全協会長表彰」環境保
全優良事業所として表彰

2017 ̶̶̶̶̶̶̶

・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

・「第20回環境コミュニケーション大賞」
環境報告書部門：

 優良賞受賞

・「サステナブルファイナンス大賞」
 地域金融賞受賞

・「しが生物多様性大賞」大賞受賞
・「日本創生のための将来世代応援知事同

盟」による「将来世代応援企業賞」受賞

CSR History

みやこ

あ  す

2008年1２月

しがぎん浜町研修センター
認証番号：IBEC-C00３７-NC(ｂ)
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