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未来創造への挑戦

SDGs をビジネスへ
ビジネスの世界において、SDGs が
「共通言語」
となりつつあります。SDGs は
「世界が目指
す未来の姿」
を明確にし、
「現状」
とのギャップが、新たなビジネスチャンスを提示しています。
当行は SDGs をビジネスに落とし込んで戦略的に取り組み、地域やお取引先にも波及させる
ことで、持続可能な地域社会の実現に貢献し、企業価値向上につなげていきます。

ESGファイナンスを加速
2020 年 9 月、当行はサステナビリティへの取り組みを強化す
ることを社会に表明しました
（→ P12）
。サステナビリティ方針に基
づき、持続可能な社会の実現に向けて、地域社会のサステナビリ
ティを推進するためのさまざまな取り組みを展開しています。

ＥＳＧファイナンスの専門チームを設置
持続可能な社会の実現に向けて、ＥＳＧファイナンスを通じ、地
域社会におけるＳＤＧｓの取り組みを一層加速させるべく、2020
年 10 月、営業統轄部内にＥＳＧファイナンスの専門チームを設置
し、担当者３名を配置しました。
同チームは、地域におけるＳＤＧｓの普及・啓発活動とお客さ
まの持続可能なビジネスの展開を、
コンサルティングを通じてサ

SDGsコンサルティングの様子

ポートします。また、サステナビリティ・リンク・ローンや、
グリーン
ボンドなどのＥＳＧファイナンスの組成をサポートし、
コンサルティ
ングからファイナンスまでワンストップで支援します。

グリーンボンド引受

今後は、気候変動対応を地域の重要な課題と位置付け、2050

グリーン事業への投資を後押しするグリーンボンドは、資金使

年の脱炭素に向けて、お客さまのサステナビリティ経営をコンサ

途がグリーン事業に限定され、お客さまのサステナビリティ戦略

ルティングとファイナンスで強力にサポートしていきます。

に沿った投資である必要があります。コンサルティングを通じてサ
ステナビリティ戦略の立案をサポートするとともに、
グリーンボン

ＳＤＧｓコンサルティング
いまや企業にとって、ＳＤＧｓに取り組むことはチャンスにつなが
り、取り組まないことがリスクになる時代です。当行では、地域に

ポジティブ・インパクト・ファイナンスへの参加

おけるＳＤＧｓの啓発活動と併せて、お取引先の経営戦略にＳＤＧｓ

企業活動が環境・社会・経済に及ぼすポジティブ・インパクトと

の考え方を取り入れ、新たなビジネス展開をサポートする
「ＳＤＧｓ

ネガティブ・インパクトを包括的に分析・評価し、活動の継続的な

コンサルティング」
を行っています。

支援を目的とするポジティブ・インパクト・ファイナンスへの参加を

持続可能なビジネスの展開には、経営理念や経営戦略から具
体的戦術に至るまで、一貫したサステナビリティ戦略が必要です。
きめ細やかなコンサルティングにより、サステナビリティ戦略の立
案から具体的な行動指標の策定をしていただき、お取引先の
「ＳＤ
Ｇｓ宣言」
というかたちで対外的な公表をサポートしています。
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ド、
グリーンローンの普及に努めています。

通じて、
ＥＳＧ金融の推進に努めています。
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価値創造を支える力

● SDGs をビジネスに取り入れ、経済的価値の創造と社会的価値の創造を両立します。
●お取引先による SDGs の取り組みを後押しし、企業価値向上に貢献します。

地銀初の取り組み サステナビリティ・リンク・ローンを商品化
2020 年 8 月、地方銀行で初めてサステナビリティ・リンク・ロー

ドラインに準拠する必要があり、当行では、個別案件の取り組みに

ン
（ＳＬＬ）
を商品化し、
『しがぎん』サステナビリティ・リンク・ローン

あたって、外部評価機関
（株式会社格付投資情報センター、株式会

の取り扱いを開始しました。

社しがぎん経済文化センター等）
のセカンドオピニオンを取得し
ています。

サステナビリティ・リンク・ローンは、ＳＤＧｓやＥＳＧに関連する野
心的な事業挑戦目標
（サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲッ

ご融資契約・挑戦目標の設定

ト＝ＳＰＴｓ）
を利用企業が設定し、その達成状況と融資条件が連動
お客さま

する仕組みの融資商品です。お客さまのＳＤＧｓ宣言や環境方針

取組結果の報告・公表

等に基づいた具体的行動を、金利等の融資条件の優遇というイン

滋賀銀行

レポーティング

センティブによって後押しします。

セカンドオピニオン

サステナビリティ・リンク・ローンは、国際的なサステナビリティ・

評価機関

リンク・ローン原則、環境省のサステナビリティ・リンク・ローンガイ

株式会社格付投資情報センター（R&I）
株式会社しがぎん経済文化センター等

■ 脱炭素に向けた特別プラン
「
『しがぎん』
サステナビリティ・リンク・ローン“ しが CO ２ネットゼロ”プラン」
挑戦目標
（ＳＰＴｓ）
をＣＯ２削減に関連するものに限定しており、お客

2021 年 3 月、滋賀県が進める脱炭素の取り組みと呼応して、
滋賀県内に事業所を有するお客さまを対象とした『しがぎん』サス

さまには、
ＳＰＴｓとその取組状況を滋賀県の
「事業者行動計画書制

テナビリティ・リンク・ローン
“しがＣＯ２ネットゼロ”
プラン
（以下、同

度」
に則って報告していただき、当行にも報告内容を提出いただ

プラン）
の取り扱いを開始しました。

きます。報告された内容は制度に基づいて県から公表されます。
同プランを活用し、事業者、行政、金融機関が足並みを揃え、地域

2050 年までの
「脱炭素社会」
の実現に向けて、脱炭素への取り

の脱炭素に取り組みます。

組みは経営上の重要な課題として、あらゆる事業者に求められて
い ま す。同プランで は、サステナビリティ・リンク・ローンの 事 業

●滋賀県と連携したサステナビリティ・リンク・ローン

しがCO2ネットゼロ
ムーブメントに賛同
「事業者行動計画書制度」

脱炭素・
サステナビリティ経営に
取り組む

お客さま

削減目標・計画

削減目標・計画の策定
融資契約

取組状況の公表

取組状況の報告

CO2ネットゼロ

CO2削減サポート

セカンドオピニオン

CO2削減数値の検証

滋賀銀行

包括連携協定にもとづく取り組み

削減目標・計画

滋賀県の三日月知事
（右）
と高橋頭取が連携プラン発表の記者会見
を行いました。

取組状況の公表

しがぎん経済文化センター
（評価機関）

株式会社
格付投資情報センター
（R&I）

スキーム全体に対する包括的なセカンドオピニオン
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SDGs をビジネスへ

環境金融
SDGs 私募債
「つながり」

その他の ESG 投融資事例

ＳＤＧｓ私募債発行記念として、当行が発行総額の 0.2％相当額

・Ｊ
ＩＣＡ
（独立行政法人国際協力機構）
債への投資

を拠出し、物品を学校や特定公益増進法人へ寄贈しています。
（→

・日本学生支援債券への投資

情報編 P10）

・低炭素日本株ファンドへの投資
・サステナビリティローンへの参加

● SDGs 私募債の仕組み

・サステナビリティ・リンク・ローンへの参加

発行企業

SDGs 私募債発行

国連環境開発会議・地球サミット
（1992年6月）

地球環境保全のための「両輪」の条約策定
環境配慮を評価する企業格付
SDGs

贈呈

滋賀銀行

●学校
●特定公益増進法人

地域循環共生圏構築への取り組み

全への取り組みを格付に反映しています。

●企業格付制度
企業格付制度

●
●
●
●

事 業 者： 奥伊吹水力発電合同会社様
所 在 地： 滋賀県米原市

取引評価
取引採算
保全度
親密度
環境配慮

取引方針

SDGs 私募債の仕組み
水力発電事業へのグリーンボンド引受

取 引 方 針マトリックス

事例①

法 人・事 業 者

スを通じた取り組みを推進しています。

定量評価
● 収益性
● 安全性
● 成長性 など

自己査定

完し支えあうことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを
目指す
「地域循環共生圏」
の実現に向けて、プロジェクトファイナン

定性評価
● 業界動向
● 事業基盤
● 環境配慮 など

企 業 価 値の向 上 に 向 け た 提 案 活 動

信用格付

自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補

格 付の開 示 を 通 じた 要 改 善 点 ︑課 題の共 有 化

各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら

当行の
「企業格付」
では
「環境配慮評価項目」
を設けて、環境保

資金使途： 奥伊吹発電所の建設費用

■ 独自の環境格付（PLB 格付）
琵琶湖をはじめとする地球環境保全を目的に
「しがぎん琵琶湖
原則
（PLB=Principles for Lake Biwa）
」
を独自に策定し、お取引
先に賛同を呼びかけています。さらに、ご希望いただいたお取引
先には、当行が独自の評価基準により
「環境格付
（ＰＬＢ格付）
」
を実
施。環境経営に対する気づきのツールとしてご活用いただいて
います。
事例② リサイクル燃料事業へのグリーンボンド引受
事 業 者： 株式会社カンポ様
所 在 地： 京都府京都市
資金使途：リサイクル燃料
（ＲＰＦ）
製造工場の設備資金等
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また、環境保全に役立つ製品・サービスの開発や省エネ設備な
どを導入される場合には、
「琵琶湖原則支援資金
（ＰＬＢ資金）
」
によ
るご融資を用意。環境格付に応じた金利優遇を行います。
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環境保全のための取り組み
エコオフィスづくり

環境ボランティア

「環境方針」
のもと、省資源・省エネルギー活動を積極的に進め

地球がもたらす豊かな恵みを将来世代に引き継ぐため、環境お

ています。

よび生物多様性の保全に取り組んでいます。

■ 節電対策

■ “ いきものがたり ” 活動

夏季
（5 月～ 10 月）
・冬季
（12 月～ 3 月）
の
「しがぎんエコスタ

琵琶湖の水質を守り、魚の産卵場所となるヨシ群落を守り育て、

イル」
や照明の間引き、早帰りの励行等を実施しています。2016

琵琶湖の固有種で絶滅危惧種のニゴロブナ・ワタカを保護・育成・

年度には、本部事務センターの改修工事を行い、最新省エネ設備

放流し、侵略外来魚を駆除するなど、滋賀県ならではの“ いきも

により大幅に電力使用量を削減しました。

のがたり”活動を展開しています。
ヨシ苗植えボランティア

■ エコ通勤の促進

ヨシ刈りボランティア

2011 年よりエコ通勤優良事業所の認証を取得。一人ひとり
のエコ通勤への意識を高め、環境負荷の少ない電車やバス、自転
車、徒歩などへの転換を図っています。

森づくりサポート活動

ヨシ刈り

■ 環境配慮型店舗の展開
2015 年にＣＯ２の排出量を実質ゼロにする
「カーボンニュート
ラル店舗」
として栗東支店をグランドオープン。店舗で働く職員
やご利用いただくお客さまの環境意識向上を図っています。

外来魚駆除・釣りボランティア

ニゴロブナ・ワタカ放流式

■ ISO14001 でサステナビリティ経営を実践
2000 年の認証取得以降、当行独自の環境マネジメントシステ
ムを運用しています。これまでの取り組みで築いてきたＰＤＣＡサ
イクルにＳＤＧｓを取り入れ、中期経営計画とも連動させることで、
本業による社会的課題解決につなげています。

S TAK EHO LDERS’

VO I CE

草津電機株式会社

代表取締役社長

髙田 豊郎

様

『しがぎん』サステナビリティ・リンク・ローン “しがＣＯ2ネットゼロ”プラン ご利用
弊社は、経営理念に環境保全を掲げ、早くからサステナビリティ経営を実践し、2020 年 4 月には
「ＳＤＧｓ宣言」
を公表しています。脱炭素は中小企業にとっても決して避けて通ることのできない、経営上の大きな課題となりつ
つあります。一企業の取り組みのインパクトは大きなものではありませんが、脱炭素の動きが広がり、多くの企業
が行政や金融機関と手を携えて取り組むことで、地域の脱炭素に向けた大きな力になり、
ビジネスチャンスにもな
ると感じました。
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未来創造への挑戦

地域社会の生産性向上
５Ｇによる通信速度の向上やＡＩ活用など、
デジタル技術は加速度的に発展・普
及しています。それらを有効活用することで、
ビジネスプロセスや私たちの日常
生活を大きく変容・発展させることが可能となります。地域やお取引先の課題
解決にデジタルの力を使って取り組み、地域社会全体の生産性を向上させ、地域
の魅力や稼ぐ力の向上に貢献していきます。

当行のデジタル戦略

■ デジタル戦略の基本方針

2020 年 9 月、当行はデジタルへの取り組みを強化することを
社会に表明しました
（→ P12）
。デジタル戦略を経営戦略の中枢の

お客さまの
利便性・満足度向上

一つと位置づけ、以下の 3 つをデジタル戦略の基本方針としてい

業務の
生産性向上

安心・安全な
デジタルサービス
提供

ます。
●デジタルの活用でお客さまの利便性向上や満足度向上に貢献

デジタルの活用

していくこと

金融サービスの充実

●業務の生産性を向上させること

業務の効率化とリスクコントロール

●安心・安全なデジタルサービスの提供に取り組むこと
デジタル戦略の基本方針に沿って、お客さまのニーズに的確に

戦略的経営施策を実現できるシステムづくり

応える
「金融サービスの充実」
、さらなる
「業務の効率化とリスクコ
ントロール」
、柔軟で拡張性のある
「戦略的経営施策を実現できる
システムづくり」
を目指し、
デジタル活用の取り組みを積極的に進
め、より一層のお客さま熟知と付加価値のあるサービス提供に努
めます。

■ 未来を見据えたデジタル戦略イメージ
インフラ

（戦略に応じた
最適基盤選択）

戦略投資

（集中投資）

基幹システム

お客さま
サービス

生産性
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働き方改革

持続的発展
に貢献

勘定系 API
地域の
キャッシュレス化
取引先の
業務効率化

API 連携

FinTech
高度化

印鑑レス
スマホ完結
取引

通帳レス

スマホ認証
生体認証
パスワードレス
活用
カードレス

ネットと
リアルの
融合

タブレット
活用

業務効率化

地域へ展開
（I T ビジネスサポート）

オープンイノベーション

セルフ化

ペーパーレス
削減・統合

地域の

キャッシュレス

共通
営業店業務

未来予測

次世代
基幹系
システム
更改

商品体系等
の見直し

顧客利便性

軽量化

未来戦略

バックキャスティング

情報共有
拡大と効率化

印鑑レス
非同期コミュニケーション

●店舗軽量化
●事務機器
削減
軽量化

地元企業・団体
との連携
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価値創造を支える力

●デジタル活用の取り組みを積極的に進め、
より一層便利で安心・安全なサービスの提供を実現していきます。
提供できる価値

●お取引先・地域社会と共に未来を描き、
デジタル化の促進をサポートすることで、地域の生産性向上や業務
効率化に貢献します。

Flexsusプロジェクト
銀行のコンピュータシステムは重要な社会インフラの一つであ

バンキングシステム」
の導入を決定しました。独自性を保持し、柔

り、安全・確実な金融サービスを提供するため、堅牢なシステム

軟かつ機動的に対応するため、勘定系システムを現行の
「メインフ

基盤が求められます。

レーム」
から
「オープン系」
へと刷新します。本システム構築に関

当行の基幹系システムは、30 年以上にわたって稼働してきまし

するプロジェクトを
「Flexsus
（フレクサス）
プロジェクト」
と題し、さ

たが、次世代のデジタル社会を展望した新しい基幹系システムに

まざまなスキルを持つ多様な人材が中心となって進めています。

刷新すべく、今般、株式会社日立製作所
（本社：東京都）
の
「次世代

※ Flexsus…Flexible( 柔軟 ) で Sustainable( 持続可能 ) な経営基盤に刷新すると
いう意味を込めています。

次世代システム（オープン系）

■ Flexsusプロジェクトによる移行のイメージ

銀行外との連携（オープン）

価値協創パートナー（提携先）

銀行業務での利用（クローズ）

オープン な
金融システム

銀行システム
窓口
ATM
ネット

複雑な構成

システム連携

お客さま

勘定系システム

お客さま

これまでのシステム（メインフレーム）

地元企業

地公体

API 連携

窓口
ATM
ネット

専門サービス会社
API 連携

銀行システム
勘定系システム

システム

シンプルな構成

連携

＜地域社会を支えるデジタル化方針＞
1. 迅 速 な ビ ジ ネ ス 展 開 を 支 え る 開 発 ス
ピードと適応力
2. お 取 引 先 の 信 頼 に 応 え る セ キ ュ リ
ティー対策の充実
3. 安全で柔軟な API 接続による外部連携
< 次世代システムへの移行効果 >
1. レガシー資産からの脱却と開発期間の
短縮・コストの低減
2. 安心・安全な決済基盤の提供とパート
ナーとの円滑なシステム連携
3. デジタル社会への変革に対応する人材
の育成・輩出

地域

安全かつオープン な金融インフラの構築

こ
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地域社会の生産性向上

デジタルへの取組体制を強化
デジタルへの取り組みを強化するにあたり、2020 年 10 月に
「デジタル戦略グループ」
と
「デジタル推進室」
を本部内に設置しました。
「デジタル戦略グループ」
においては、
コロナ禍などの社会環境の変化やさまざまな新技術の動向などを踏まえた中長期的なデジタル
戦略を企画・立案し、行内のデジタル化を推進しています。
また、
「デジタル推進室」
においては、地域社会やお取引先のデジタル化支援を担っており、行内のデジタル化を通じて得られた知見やノ
ウハウを積極的に提供し、お取引先の経営課題をデジタルの視点から解決していく
「Ｉ
Ｔビジネスサポート」
に取り組んでいます。
具体的な推進体制としては、営業現場に
「デジタル推進リーダー」
「デジタル推進サポーター」
「デジタル推進責任者」
を配置し、加速度的
に地域のデジタル化に取り組んでいます。

■デジタル戦略の流れ
with コロナ

新技術

社会の変化

社会・銀行の未来予測
中長期
戦略

デジタル戦略

取り組み

時間創出

お客さま・地域のデジタル化推進

提案力強化

行内のデジタル化推進

重要インフラ：オープン API

重要インフラ：タブレット

デジタル推進室の新設（ ITビジネスサポート強化）

タブレットを活用した働き方改革
Flexsus

API を活用した外部連携推進（オープンイノベーション）

外部企業への出向等（人材育成）

( 次世代オープン
勘定系）

内部プロセス改革（オペレーション、店舗機能）

Flexsus PJ 等による業務効率化、人材育成

お客さま・地域の持続的発展（サステナビリティ）
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特集

“ しがぎん” について

価値創造のための挑戦

未来創造への挑戦

価値創造を支える力

● デジタル推進室

● デジタル戦略グループ
デジタル戦略を企画・統轄するデジタル戦略委員会を設置し、

デジタルの側面から持続可能な地域社会を実現することを

中長期の視点で向かうべき方向性を示す「デジタル戦略ロード

ミッションとして設置。地域社会やお取引先のデジタル化支援

マップ」を策定しています。

を担っています。

TSUBASAアライアンスへの参加を通じて、広域・先進的な

具体的には、お取引先の経営課題をデジタルの視点から解決

領域において他行との連携を強化するとともに、デジタル化が

していく
「ITビジネスサポート」
を中心に、行内のデジタル化で

急速に進む地域社会において迅速かつ細やかなサービスの提供

得たノウハウなどを積極的に提供するとともに、さまざまな外

を実現するため、さまざまな外部企業との連携も進めています。

部 企 業 と 連 携 し な が ら、地 域 社 会 のデジタルトランスフォ ー

また、
タブレットを活用した働き方改革を進め、抜本的な業務

メーション
（ＤＸ）
を推進していきます。

効率化を図り、お客さまとの対話の時間を捻出することで、質の
高い課題解決型金融情報サービスの提供に努めています。

地方公共団体との連携

お取引先の課題をデジタルの視点で解決に導く

デジタル庁設置が予定されるなか、地方公共団体においても行

地域社会やお取引先の課題解決に貢献し、持続可能な地域社

政手続きのデジタル化、
ワンストップ・ワンスオンリー化などの取

会の実現をデジタルの視点から支援する取り組みとして
「ＩＴビジ

り組みや、中小企業をはじめとする地域のデジタル化支援の取り

ネスサポート」
を行っています。

組みが加速しています。

具体的には、まずお取引先の経営課題を共有し、
デジタルツー

滋賀県においても、
デジタル技術活用に向けて、専門性の高い

ルの導入方針を決定します。そして実際に導入され、運用される

民間企業と市町、県内事業者をマッチングするプラットフォーム
「Ｄ

までの支援を行っています。デジタル化することが目的ではなく、

Ｘ官民協創サロン」
が創設されるなど、さまざまな取り組みが広

あくまでも
「お客さまの経営課題を解決すること」
を目的としてい

がっています。

ます。そのために、お客さまの経営課題を知り、
デジタルの側面

地域のお取引先のデジタル化支援を行っている当行も地方公

から解決手法を探ります。

共団体と連携し、行政のデジタル化支援や地域社会全体のデジタ
ル化を推進していきます。

今後も、幅広くさまざまなデジタルサービスを提供する外部企
業との連携を拡大していく方針であり、多様化・高度化するお取
引先の経営課題に対応していきます。

S TAK EHO LDERS’

VO I CE

三軌工業株式会社

代表取締役社長

古川 哲也

様

弊社は米原市を拠点とし、軌道工事業・土木工事業・自動車修理工場を営んでいます。コロナ禍もあり、
デジタ
ル化や IT 活用に取り組まなければという思いがありましたが、正直、どこから手を付ければ良いのかわからず、身
近な滋賀銀行さんに相談したところ、
デジタル化への取り組み支援が受けられると提案され、今まで紙やハンコ、
ホワイトボードなどで行ってきた業務を思い切って見直し、
クラウドサービスなどを導入した新しい業務スタイルに
変革できました。デジタル化というと難しく考えがちですが、私たちと同じ使う側に立ってサポートしてもらうこと
で、安心してデジタル化に取り組むことができました。
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未来創造への挑戦

課題解決型金融情報サービス業への進化
従来の銀行業務の枠を超え、地域やお取引先の課題を共有し、解決に取り組む
「課題
解決型金融情報サービス業」
を展開していきます。地域にはさまざまな課題があり、
それらの課題に一つひとつ丁寧に向き合って解決していくことで、地域の持続的発展
に貢献していきます。そのために、
コンサルティングメニューの高度化や役職員一人
ひとりのコンサルティング能力の向上に取り組んでいきます。

地域経済を活性化させる
地域経済活性化の必要性

■しがぎん野の花賞
「サタデー起業塾」受講生によるニュービジネスへの取り組み

このたびのコロナ禍で、改めて地方創生が重要視されるよう

を表彰するもので、エントリーいただいた事業者とともにビジ

になりました。地方創生に取り組むにあたって重要な課題は、

ネスプランの企画・設計・実践に取り組んでいます。受賞後も

地域経済を活性化させることです。地域経済が活性化すること

丁寧にサポートを行い、ニュービジネスの創出から育成へとつ

で、その地域で暮らし、働く人が増え、人口の増加・安定につな

なげていきます。

がります。それにより、生活インフラの充実や行政サービス水
準の向上、そして日本全体の活力向上にもつながります。
地域経済の活性化は、地方銀行の取り組むべき重要課題です。
地域社会やお客さまの課題を知り、細やかなコンサルティング
を通じて持続可能な地域社会の実現につなげていきます。

地域に新たなビジネスを生み出す
地域に新産業を創出し、地域経済の活性化につなげるため、さ
まざまな取り組みを行っています。
サタデー起業塾 / しがぎん野の花賞

野の花大賞を受賞された株式会社バイオアパタイト様
（左から 2 人目）

野の花応援団
ニュービジネスサポート資金
クラウドファンディング
しがぎん地方創生SDファンド

■しがぎん地方創生ＳＤファンド
2020 年 7 月、新たな成長の可能性を秘めたニュービジネス
の創出を支援する投資ファンド「しがぎん地方創生 SDファン
ド投資事業有限責任組合」を設立し、同年 12 月、遠隔で集中治

新規事業の創出を応援

■サタデー起業塾
旺盛な起業家精神をサポートすることを目的として、2000
年度から毎年開催しています。SDGs・地域資源・人材等をテー
マに、各業界で活躍されている経営者による講演などを実施し
ています。時代に合った新しいビジネスヒントを提供し、社会
的課題の解決につながる創業・第二創業をサポートしています。
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療の医療サポートを提供する株式会社 T-ICU へ投資を行いま
した。
引き続き、成長分野における新事業開拓事業者および既存分
野において革新的なビジネスモデルにより成長を目指す企業を
支援していきます。
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提供できる価値

特集

“ しがぎん” について

価値創造のための挑戦

未来創造への挑戦

価値創造を支える力

●課題解決を通じて、地域やお客さまの持続的発展に貢献します。
●多様なネットワークを活用し、それぞれの課題に応じた適切な金融情報サービスを提供します。

地域資源の魅力を生かす
■ 地域商社構想プロジェクト
2019 年 5 月、地域にあふれる魅力的な産物、磨かれた技術、

＜クラウドファンディング事例①＞
森村商会

様

歴史ある文化遺産などを活用し、事業者の皆さまと新たなビジネ

新型コロナウイルスの影響で、行き場をなくしたお肉を家庭で美

スを創造する
「地域商社構想プロジェクト」
をスタートさせました。

味しく食べてほしいという思いから組成されました。

現在は近江茶を活用した新商品開発や日本酒の海外販路開
拓、湖魚の養殖活性化など、複数のプロジェクトが進行しており、
幅広いネットワークと蓄積されたノウハウを有効活用し、地域資源
の販路拡大、観光資源の活性化などに取り組んでいます。
このプロジェクトを通じて、地域の課題解決、お取引先の夢の実
現、持続可能な社会の実現に貢献していきます。
＜主な取組内容＞
●

産品などの地域資源の発掘、
マーケティングや販売支援

●

観光資源の発掘、観光商品開発や観光振興支援

●

人材確保の支援、地域への人材還流促進

■クラウドファンディング
クラウドファンディングの手法を用いて、地域ブランドの魅力向

＜クラウドファンディング事例②＞
株式会社ナンガ 様
防災対策商品として、寝袋とエアマットの製作に挑戦。防災需要
だけでなく、キャンプ需要を取り込み、大ヒットとなりました。

上や地域資源を活用した新商品・新サービスの提供に取り組む
事業者をサポートしています。
クラウドファンディングを活用することで、資金調達に加え、商
品・サービスの新たな顧客獲得やテストマーケティングの実施な
ど、さまざまな効果が期待できます。コロナ禍における販路拡大
のためのツールとして、
ますますニーズが高まっています。

地域との連携
産業界や学術界、官公庁など、地域のさまざまなステークホル

の解決に取り組み、また学生には、和食料理店を営むお取引先か

ダーとの連携により、地域の課題解決や地域経済の好循環・活性

ら地域農業や食文化をフィールドワークを通じて学べる機会を提

化につなげています。たとえば、大学との包括連携協定により、

供するなど、
さまざまなコラボレーションが生まれています。

顧客データ分析や e-コマース戦略など、お取引先が抱える課題
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課題解決型金融情報サービス業への進化

事業者ごとの課題に応じたサポート

また、国際協力銀行（JBIC）への研修生派遣などにより、海外
コンサルティングのネットワーク拡大にも取り組んでいます。

対話を通じて、お取引先の熟知や課題の把握に努めています。

国際社会の課題解決に取り組んでいる海外企業に対しても積

さまざまなソリューションメニューを取り揃え、お取引先の課題に

極的な支援を行っています。2021 年 2 月、タイの缶詰製造大

応じて、適切かつ丁寧なサポートを展開しています。

手企業タイユニオンが調達するシンジケーション方式のサステ
ナビリティ・リンク・ローンに参加し、融資を行いました。同社
は、水産資源の持続可能性確保や人権保護に取り組んでおり、こ

■ 人にまつわる経営課題の解決
事業者の多くは、
「人材」に関してさまざまな課題を抱えてい
ます。お取引先の人にまつわる経営課題を解決するために、当

のローンが同社の ESG、SDGs への取り組みのさらなる動機付
けとなることが期待されます。

行のグループ会社である株式会社しがぎん経済文化センター
は、有料職業紹介事業の許可を取得し、2020 年 4 月より人材紹

■ BCP サポート
地震発生や気候変動対応、感染症の流行といった予期せぬ災

介事業を開始しました。
また、滋賀銀行グループでは、内閣府の「先導的人材マッチン

害に備え、事業継続に必要な事業継続計画（BCP）の整備を支援

グ事業※」の間接補助事業者の採択を受け、人材紹介会社と連携

しています。損害保険会社や提携先と連携し、災害リスクコン

したマッチング業務を展開しており、地域企業の経営幹部や経

サルティングや万一の際の備えなど、リスクヘッジをご提案し

営課題解決に必要な専門人材確保のサポートを行っています。

ています。

※先導的人材マッチング事業…お取引先と経営課題を共有し、その解決のために必要
な人材の検討を行ったうえで、
ハイレベルな幹部人材や兼業・副業人材のマッチングを
行うもの。

また、災害発生時には BCPサポートローン災害対策プランを
発動し、迅速かつ柔軟な資金対応を行います。

■ 事業承継・Ｍ＆Ａ
経営課題・人材ニーズ

お客さま

滋賀銀行グループ
連携

課題解決サポート
人材の紹介

人材紹介会社等

経営者にとって、事業承継は一生に一度の大きなイベントで
す。後継者が既に決まっているお取引先には、計画的な後継者
の育成や自社株の移転、分散株式の集約など、円滑な事業承継
をサポートしています。後継者がいないお取引先には、外部専
門機関と連携し、Ｍ＆Ａによる第三者承継のお手伝いをしてい
ます。

■ 海外コンサルティング
コロナ禍においても、地域経済活性化のためには、地域ビジネ

顧客や信用といった目に見えない資産も含めて事業承継を考え

スのグローバル展開が必要です。当行の海外拠点である香港

る必要があります。また、後継者育成は自然に進むものではな

支店や上海駐在員事務所、バンコク駐在員事務所と連携を強化

いため、計画的に着手することが重要です。当行では、後継者に

し、お取引先に高度な海外ビジネスソリューションを提供して

対するコンサルティングを通じて、計画的に後継者育成を支援

います。

しています。

今日、お取引先の海外ビジネス展開における課題は多様化し

事業承継において、オーナー個人の相続も重要な課題の一つ

ています。国際協力機構（JICA）の中小企業海外展開支援事業

です。自社株の承継は思わぬ資金負担につながるため、計画的

「地域金融機関連携案件」等を通じて、途上国の開発ニーズとお

に進める必要があります。当行では、オーナー個人の“ 争族”

取引先の製品・技術のマッチングを行うなど、自治体や公的機

対策・遺言信託、納税資金対策等の相続対策もコンサルティン

関、民間企業との連携をさらに緊密にし、海外コンサルティング

グを通じて支援しています。

機能の高度化に取り組んでいます。
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事業承継問題の解決手法としてだけではなく、成長戦略の選
択肢として M&A の活用が進んでいます。拡大するお取引の
ニーズに的確にお応えするべく、専門家の育成や、外部機関との

価値創造のための挑戦

未来創造への挑戦

価値創造を支える力

「ソリューション営業室」
「ファイナンス室」を設置
2021年 6 月 25 日、多様化・高度化する地域のお客さまの
課題を解決し、企業価値向上につなげることを目的として、営業

戦略的提携関係の構築を行っています。
M&A では、専門的な業務知識はもちろん必要ですが、実際の
経験を 1 つでも多く積み、問題に対処できることが重要となり

統轄部内に「ソリューション営業室」、市場国際部内に「ファイナ
ンス室」を設置しました。

ます。そこで当行では、業務提携先であるＭ＆Ａ専門会社にト

「ソリューション営業室」は、法人・事業者向けコンサルティ

レーニーとして定期的に行員を派遣しています。トレーニー派

ング、個人向けコンサルティング、地方創生への対応を一体とし

遣終了後、OJT を通じて、豊富なスキルと経験を有する人材の

て行う体制とし、デジタル化を含めたお客さまサポート業務を

育成を図っています。

強化することで、地域社会の持続可能な発展に貢献することを

また、外部の専門機関や TSUBASAアライアンスへの参加を
通じて、自行単独では補えない専門的知見やネットワーク力を
補完し、お取引先への「価値提供力」を拡充しています。

目指します。
「ファイナンス室」は、新たなファイナンス手法への取り組み、
法人・事業者向けファイナンス業務の強化により、お客さまの
多様な資金ニーズにお応えします。

親族への承継
事業承継対策

従業員等への承継
第三者への承継
（M&A）

事業承継
計画書

株式上場（IPO）
廃業支援

TOPICS

経営課題・人材ニーズ

連携
お客さま事業承継・M&Aカンファレンス2020」
「SDGs
を開催
課題解決サポート

人材紹介会社等
2020 年 11 月、
「人材の紹介
SDGs 事業承継・M&Aカンファ
レンス2020」を、M&A 業務で国内トップの日本Ｍ＆
Ａセンターと共同開催しました。業界別のＭ＆Ａ最
新動向や事業承継問題の解決手法、東京プロマーケッ
トの紹介、ファンドと組んだ成長戦略など、21テーマ
にわたって最先端の情報を提供。お取引先のさまざ
まな課題解決に役立てていただける内容としました。
当日のライブ配信は、滋賀や京都、大阪など 5,400 社
8,200 名の方にご視聴いただきました。
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課題解決型金融情報サービス業への進化

人生100 年時代に対応できる資産形成
資産形成の必要性

資産を増やすお手伝い

人生 100 年時代において、計画的な資産形成や老後の資産管

地域のお客さまの金融リテラシー向上のため、職場におけるセ

理などが重要な課題となっています。物価上昇への対応や十分

ミナーや相談会等の実施により、資産運用の必要性を啓発する活

な老後資産の確保のため、
「貯蓄から資産形成へ」
の流れを加速さ

動を行っています。

せる必要があります。
計画的に資産形成を進めることで、豊かで安心できる暮らし

早くから継続的に無理なく資産形成に取り組んでいただくため、
「長期・分散・積立」
による投資を推進しています。特に長期的

の実現につながり、ひいては地域の活性化にもつながります。

な資産形成に有効な投信積立、確定拠出年金
（ｉＤｅＣｏ）
やＮＩ
ＳＡ等

Sustainability Design Company として、地域の皆さまが幸せ

の非課税制度活用の提案を積極的に行っています。また、
アプリ

に暮らせる社会の実現に努めていきます。

やインターネットバンキングなどの非対面チャネルを充実させ、お
客さまの利便性向上にも取り組んでいます。

金融リテラシー教育
～
「貯蓄から資産形成へ」
の流れを生み出す～

2020 年 7 月には、休日も営業する資産運用相談窓口
「パーソ
ナル」
を新たに 4 店舗で開設するとともに、
「パーソナル」
設置店に
併設しているローン相談窓口
「しがぎんプラザ」
の機能を統合しま

主に県内の大学を対象に金融経済教育セミナーを開催し、お

した。全 7 店舗において、資産運用や保険の見直し、住宅ローン

金の学習を通じて、若い世代が資産形成に対する知識と判断力

などの休日相談を承り、お客さまの幅広いニーズにワンストップ

を醸成できる環境づくりに取り組んでいます。

でお応えできる体制を整え、お一人おひとりに寄り添ったきめ細

2020 年度は滋賀大学、滋賀医科大学、立命館大学の学生を対

やかなサービスをご提供します。

象にセミナーを開催しました。コロナ禍のため、オンライン配信
や Web 動画の視聴という新しい形式でのセミナーでしたが、
学生からは多くの質問が寄せられ、関心の高さが伺えました。
金融リテラシーの普及によって、早くから資産形成の必要性

資産を目減りさせないお手伝い
日本銀行は、消費者物価上昇率（インフレ率）を年 2％とする

を認識し、豊かで安心できる暮らしの実現に貢献していきます。

目標を掲げ、その実現に向けた金融政策を行っています。物価

また、SDGs の開発目標である「１．貧困をなくそう」
「４．質の高

上昇による資産価値の実質的な目減りを防ぐため、効率的に資

い教育をみんなに」の達成にも貢献します。

産を運用していただけるよう、お手伝いをしています。当行で
は、投資信託や生命保険、金融商品仲介など多様な商品を取り揃
え、お客さまお一人おひとりのライフプランやお考えに沿った
資産運用の提案を行います。
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資産を引き継ぐお手伝い

価値創造のための挑戦

未来創造への挑戦

価値創造を支える力

お客さま本位の業務運営にかかる方針

形成された資産をどのように次世代へ引き継ぐのかについて、

当行は、お客さまの資産形成に貢献することを目的に
「お客さま

早めに検討していくことが、後のトラブルを未然に防ぐことにつな

本位の業務運営にかかる方針」
を策定しています。本方針は金融

がります。当行では、資産運用のご相談に加え、相続や資産承継、

商品・サービスの提供にかかる業務において
「お客さま本位の業

不動産の有効活用など、お客さまの多様なニーズに合わせたコン

務運営」
を実現するために定め、取組状況を定期的に公表し、より

サルティングを行っています。

良い業務運営の実現を目指してまいります。

2020 年 4 月より、銀行本体による信託業務の取り扱いを開始
しました。金銭信託
（遺言代用信託）
や遺言信託、遺産整理など複

1. お客さまの最善の利益の追求

数のメニューを取り揃え、お客さまの相続・資産承継のお悩みに

2. 利益相反の適切な管理

対して真摯に寄り添い、責任ある提案・サービスをワンストップで

3. 手数料等の明確化

提供します。

4. 重要な情報の分かりやすい提供
5. お客さまにふさわしい金融商品・サービスの提供

コンサルティング力の向上

6. 役職員に対する適切な動機づけの枠組み等

お客さまの多様かつ高度なニーズにお応えするため、ＡＦＣ
（エ
リア・フィナンシャル・コンサルタント）
、証 券アドバイザー、保 険ア
ドバイザー で 構 成 さ れ る
「ＳＤ
（Sustainable Development）
チーム」
が、営 業 店 のコンサルティング業 務 をサポートして い ま
す。資産運用や資産管理を中心とする個別案件の相談や営業店
職員への勉強会実施などを通じて、
コンサルティング力のさらな
る強化を図り、高度な金融情報サービスの提供に努めています。
S TAK EHO LDERS’

VO I CE

株式会社バイオアパタイト 代表取締役社長

中村 弘一

様

弊社は２０１７年設立、
２０１９年に拠点を滋賀県に移しました。身近な食品廃棄物である
「卵殻」
に大きな価値を見
出し、
「卵殻由来バイオアパタイト」
の製造に成功しました。
この度、ニュービジネス奨励金
「しがぎん野の花賞」
にエントリーし、
ビジネスプランのイノベーションマネージメ
ントを滋賀銀行とともにブラッシュアップした結果、
「野の花大賞」
に選定されました。これからも卵殻を
「究極のリ
サイクル資源として、世界の医療の発展や人間の生命維持につなげる」
と言う理念を持ち、卵の偉大なる恩恵を世
界にあまねく広げる事業に挑戦していきます。ご指導よろしくお願いいたします。

S TAK EHO LDERS’

VO I CE

国立大学法人 滋賀医科大学
特任教授

松浦 昌宏 様

研究戦略推進室

産学連携推進部門

2019 年から毎年
「医療イノベーションの基礎」
という講義の中で、滋賀銀行の担当者さんから金融リテラシーに
ついて講演いただいています。学生がお金について学ぶ機会がない中で、有意義な取り組みだと感じています。
将来、医療関係の仕事に従事する学生たちが多いので、保険や将来の資産形成、お金の管理などを考えることは、
とても大切です。滋賀銀行さんとは包括連携協定も締結しており、産学官金連携でもお互いに協力していますの
で、今後も引き続き多様な取り組みにチャレンジして、連携していきたいと考えています。
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未来創造への挑戦

持続可能な収益構造への転換
効率的な店舗運営を実現するため、営業拠点の集約と、地域の特性や人口動態に合
わせた機能特化型の店舗形態へ転換を進め、適切な人員配置を行います。また、店舗
ネットワークの再構築とともに、
オペレーション改革によるお客さまの利便性向上と営
業店事務負担の軽減も進めていきます。それにより、地域やお客さまと深度ある対話
を行い、持続可能な収益構造への転換を進めてまいります。

チャネル戦略
地域に適した営業店のあり方を

などを継続してご利用いただけることから、利便性の低下を抑え
つつ、効率的な店舗ネットワークの構築を図るものです。

お客さまの多様なニーズにお応えするために店舗機能の見直

また、大規模店の窓口業務等
（預金・振込などの店頭受付業務）

しを進め、各店舗の役割を明確化するとともに、営業体制の強化・

を連結子会社の
「しがぎん代理店株式会社」
が運営するインスト

経営資源の最適化を目指しています。

ア代理店も展開しています。

県内における店舗展開は、人口動態や地域の特性・成長性を見

インストア代理店の導入により、行員はお客さまへの提案活動

極め、
フルバンキング店舗から出張所・代理店などの機能特化型

などに特化し、きめ細やかにお客さまのニーズ・課題解決に対応

店舗への転換を図り、お客さまのニーズに応じた営業体制を構築

することが可能となり、より付加価値の高いサービスを提供でき

することを通じて、
さらなるサービスの向上を図っています。

る体制を構築しています。

県外における店舗展開は、1938 年に京都支店、1941 年に大

これらの取り組みにより、最適な店舗ネットワークを再構築する

阪支店、1946 年に東京支店を開設するなど、当行は早くから
「広

とともに、お客さまへのより一層のサービス向上を実現していき

域地銀」
として営業展開してきました。近年の県外への新規出店

ます。

については、単なるボリューム拡大を目的とするのではなく、地縁・
人縁・情報を最大限に活用した営業活動により、一定のボリューム
を確保した後に、新しい店舗を構える戦略を展開し、中小企業を主
なターゲットとした
「法人特化型店舗」
を新設してきました。
こうした基本的方針は堅持しつつ、これからの時代に相応しい
店舗ネットワークの再構築を進め、さらなるお客さまの利便性向
上と持続可能なサービス提供の両立を図っていきます。
2020 年 2 月より、店舗ネットワークの効率化と、より高い付加
価値の提供体制を構築するため、店舗内店舗方式
（ブランチ・イ
ン・ブランチ）
による店舗統合を行っています。

非対面チャネルの充実
リアルの店舗戦略などと合わせて、非対面チャネルの充実を
図り、デジタルを活 用したネットチャネルへ のシフトを進めてい
ます。
具体的には、口座開設アプリ等の提供やネットバンキングの充
実を図るとともに、ＡＴＭ機能の高度化や他の金融機関との相互
連携を進めています。
また、Ｆ
ｉ
ｎＴｅｃｈ企業とのＡＰ
Ｉ連携拡大、次世代基幹系システム

店舗内店舗方式とは、一つの店舗内に複数の支店などが同居す

の構築を通じて、お客さまの利便性向上と業務量削減による生産

る店舗形態であり、お客さまには統合後も通帳やキャッシュカード

性向上を実現していきます。

●店舗内店舗方式による統合（ブランチ・イン・ブランチ）

●インストア代理店
ローカウンター ハイカウンター

融資係

営業係
（預金・為替業務）

ローカウンター ハイカウンター

得意先係

融資係

B支店

得意先係

BANK

A支店

B支店

A支店

BANK

BANK

しがぎん代理店へ
業務委託
（しがぎん代理店の
職員で運営）
代理店長

店長席

店長席

B 支店を A 支店内に移設
※ローカウンター：ご融資、
資産運用などのご相談
ハイカウンター：入出金・お振込などの受付
（一般的な銀行窓口業務）
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価値創造のための挑戦

未来創造への挑戦

価値創造を支える力

●効率的な店舗運営を行い、地域やお客さまの課題解決への取り組みに尽力し、地域社会の持続的発展に貢献
提供できる価値

します。
●オペレーション改革プロジェクトを進め、お客さまの利便性向上を実現していきます。

営業店のオペレーションを改革
営業店改革に向けた取り組み

などのお手続き、投資信託や生命保険などの金融商品契約のタブ
レット申し込みを導入し、
ＩＣＴ技術の活用によるさらなる生産性の

ますます多様化するお客さまのニーズにお応えできるサービス
を提供するため、これからの営業店に求められる機能を的確に捉
え、営業活動を支える事務や設備・システムも時代に合ったもの
へと変えていく必要があります。
このような背景のもと、
「オペレーション改革プロジェクト」
を立
ち上げ、抜本的に意識を改革し、生産性の向上とお客さま満足度

向上にも取り組んでいます。

導入が進む新たな店舗スタイル
レイアウト変更

サポートオフィス

との窓口にご案内。

サポートオフィスに集中。

総合案内で、ご用件を伺い目的ご

（ＣＳ）
および従業員満足度
（ＥＳ）
の向上に取り組んでいます。

から順次全店に展開しています。
同プロジェクトでは、営業店で取り扱う預金、為替などを中心と
する管理事務全般を抜本的に見直し、生産性向上により事務量・
事務コストを大幅に削減することで、店頭での待ち時間短縮や窓
口での提案活動の時間を増やし、お客さまとのリレーションの深

サービス窓口
（複雑な取引）
相談窓口︵相談など︶

「オペレーション改革プロジェクト」
の取り組みは、2019 年 4 月

クイック窓口︵単純な取引︶

オペレーション改革の取り組み

営業店で行う事務処理を

総合
案内

タブレット取引の導入

口座開設や届出事項変更な
どの手続きをタブレットで
受け付け。

セルフ取引の拡大

¥

店頭に足を運ぶことなく、ATM や
スマホで各種取引が完結。

化やサービス向上を実現します。
具体的には、お客さまのご来店目的に応じた
「目的別窓口体制」
の導入、営業店後方業務や相続等の事務処理の集中拠点
（サポー
トオフィス）
の運営を開始しています。また、新規口座開設や諸届

S TAK EHO LDERS’

VO I CE

業務統轄部

村瀬 国雄

事務量

削 減

待ち時間

短 縮

利便性

向上

お客さま
との接点

増加

参事役

サポートオフィスでは、これまで集中化が困難と考えていた“ 少量多品種”の事務を集約し、各店の事務量と事
務リスクを大幅に削減しています。これにより、営業店ではお客さまとのコミュニケーションに多くの時間を費や
すことができます。また、
「スキルセンター」
として、お客さまへの安心・安全のご提供に寄与します。今後も働く
職員のＥＳを大切にしつつ、来る次世代基幹系システム稼働後の事務を支える基幹センターとして業務の持続可能
性確保に努めてまいります。
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未来創造への挑戦

考働改革（考え方改革、働き方改革）
従来の銀行の発想や枠組みを超え、持続可能な地域社会を実現するため、
「考え方」
や
「働き方」
の改革に取り組みます。従来の銀行主体の発想をお客さまや地域社会主
体の視点に改め、お客さまの夢の実現のため、自ら考え働くことができる人材の育成を
進めています。また、役職員一人ひとりがやりがいや働きがいを感じながら能力を発
揮し、活躍できる職場環境の整備に努めています。

「考え方」と「働き方」を変えていく
当行自身がサステナブルであるために、
「考え方」と「働き方」
の改革に挑戦しています。役職員一人ひとりの考える力を育て、やりが
いを持っていきいきと働くことができる組織の実現を目指しています。

「考働」
できる人材を育てる

未来志向を軸に

多様かつ高度に変化していくお客さまのニーズに的確にお応

■ 銀行起点の考え方からお客さま・社会起点の考え方へ

えし、期待を超えるためには、最新の知識やスキルを有し、柔軟さ

地域やお客さまに寄り添い、夢をかなえるための課題解決に取

とスピード感を伴った仕事をすることが求められます。そのた

り組 む
「ゴール・ベース・サポート」
を徹 底し、プロダクトアウトから

めに、物事の本質を正確に理解し、自ら考え働くことができる行

マーケットインへ、考え方および行動の変革に取り組んでいます。

員を育成しています。
「考働」
の基本となるのは
「お客さま起点」
で
す。新入行員研修や各階層別研修などの多くの研修でグループ

４つの力を発揮し、
お客さまの夢（ゴール）の

ワークやディスカッションを積極的に行い、物事を
『自分ごと』
と

実現に向けてサポート

して捉え、
課題解決につなげるトレーニングをしています。

目指す姿

また、働き方や価値観が多様化する現代において、自らキャ
リアをデザインし、実現できる環境の整備も重要と考えていま

聴く力

す。そのため、階層別研修によるキャリア形成サポートや、自ら
のキャリアなどについて上司と話し合う「はなしあい制度」によ
り、行員一人ひとりのキャリアデザインから実現まで、継続的な
サポートを行っています。

寄り添う力

キャリア形成支援においては、休日を活用した『課店長セミ
ナー』や『ゆとりプランセミナー』、Webセミナー『e-JINZAI for

理解する力

Finance』など多様な学びの機会を提供しています。また、外部
専門機関への出向や、中小企業大学校、滋賀大学大学院、グロー
ビス経営大学等の外部研修への派遣も積極的に行い、行内では
得がたいさまざまな経験を積み、知見やスキルを習得する機会
としています。

提案する力

目指す姿を実現するために必要な「４つの力」

●行動指針・考え方
スタンス

お客さまに寄り添う

実現したいこと

お客さまの夢

メインバンクとは

一番に相談され、一番親身に寄り添う銀行

ゴールを考える主体 お客さまに寄り添い、
一緒に考える

研修の様子
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TOP MESSAGE

提供できる価値

特集

“ しがぎん” について

価値創造のための挑戦

未来創造への挑戦

価値創造を支える力

●お客さまや地域社会を主体とする視点で物事を考え、ニーズに沿った質の高いサービスを提供します。
●多様な人材が活躍できる職場環境を整備し、役職員のやりがいや働きがいの向上に努めます。

■「考働」
を評価する業績評価体系へ
受け身の姿勢ではなく、地域やお客さまの課題解決に向けて、
自ら主体的に
「考働」
できる行員を育成することが、地域社会やお
客さま、そして当行の持続的発展につながります。第７次中期経
営計画では、それらの
「考働」
を評価する業績評価体系を導入しま
した。地域やお客さまを起点に
「考働」
できるよう役職員のさらな
るリテラシー 向 上を図るとともに、
マーケットインに基づく
「ゴー
ル・ベース・サポート」
を実践し、サステナブルを実現できる体制へ
進化させてまいります。

多様な考え方、働き方ができる会社へ
■ はなしあい制度の充実
自身の描くキャリアや、仕事や私生活での悩みなど、さまざまな
事柄を上司と話し合うための
「はなしあい制度」
に、今年度より、
「１
ｏｎ１ミーティング」
を導入しました。１ｏｎ１ミーティングは、上司と
部下による１対１の定期的な対話の時間で、職員が自ら考え発言し
ていくことを促していく、
「職員のための時間」
です。
「部下起点」
で
対話を行い、上司は部下の心身の状態や不安、悩み、関心ごとな
どを確認し、課題や問題をサポートして部下の目標達成と成長の

自ら手を挙げて、
チャレンジできる会社へ
■ 人材公募制度

支援を行います。

■ ワーク・ライフ・バランス
職員が仕事と生活の調和を実現し、やりがいや充実感を感じ

職員の一人ひとりがやりがいや働きがいを感じながら働くため

ながら働くとともに、家庭生活などにおいても多様な生き方を選

には、高いモチベーションを持って自らチャレンジし、力を十分に

択・実現することができるよう、各種福利厚生制度の充実を図る

発揮できる環境が必要であると考えています。

とともに、多様で柔軟な働き方ができる職場環境の整備を行って

多様化かつ高度化するお客さまのニーズにお応えし、地域のさ

います。

まざまな課題を解決するため、専門性の高い人材の育成を目的と

2021 年度からは、既存の各種制度休暇に加えて
「時間単位年

する
「行内人材公募制度」
を設けています。行員の自主的かつ積

次有給休暇制度」
を新設しました。また、
タブレット端末を活用し

極的なチャレンジを奨励するこの制度を通じて、自身が描くキャリ

た在宅勤務など、勤務場所にとらわれない柔軟な働き方の実現に

ア実現の機会や、多様な人材・能力を生かすことができる職場環

も取り組んでいます。

境の整備につなげています。
公募部門
（例）
法人外交、人事企画、地域振興室、デジタル推進室、
コンサルティング部門、
ファイナンス部門、グローバル人材、
システム
（次世代）
部門

など

※ 2020 年度応募実績：38 名
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考働改革（考え方改革、働き方改革）

■ ダイバーシティ推進委員会

■ 育児・介護支援
育児・介護と仕事の両立を支援するために制度の充実を図っ

ダイバーシティ推進委員会では、当行が持続可能で地域社会
の成長のために必要とされる企業になることを目指し、
これまでの

ています。
育児支援として、育児休業期間は最長３年と、法を上回る期間と

「女性活躍」
の考え方を発展させ、多様な個性が尊重され、一人

しています。育児休業中の各種情報提供や復帰をスムーズにす

ひとりが持てる力を発揮し、生きがい・働きがいを感じられる職場

るための育休復帰前面談、復帰後のフォローを目的とする復帰後

環境を整備するために活動しています。

セミナーなどを通じて、継続的なキャリア形成を支援しています。

委員会活動を進める上で、多様な意見を反映するため、2020

また、介護支援として、常時介護を必要とする対象家族を有す

年 7 月に
「ダイバーシティ推進チーム」
を設置し、営業店から公募

る職員が利用できる介護休業制度の取得可能期間を最長１年間
としているほか、年間１０日間取得可能な介護休暇は有給として

で集まったチームメンバーが積極的に意見を出し合っています。
2020 年度は、同チームメンバーが中心となって職員との
「はな
しあい制度」
における課題や改善策について議論を重ね、2021

います。

年 6 月からスタートした
「１ｏｎ１ミーティング」
の導入において、重
要な役割を果たしました。

■ ビジネスカジュアル
ジェンダー平等に向けた取り組みの一環として、2021 年 4 月
からビジネスカジュアルを正式導入しています。男性はスーツ、
女性は制服という従来の固定観念を廃し、柔軟な発想で仕事に向
き合える、
よりフラットな組織風土の醸成を図っています。

STA K EHO LDERS’

VO I CE

経営管理部

辻 和真

私は滋賀大学大学院の社会人学生として、AI やビッグデータについて学び、
データが持つ可能性の大きさを感
じると同時に、人だけが提供できる価値についても改めて考えさせられました。滋賀銀行には多様な人材が所属
し、地域で最もデータが集まる存在の一つであるという大きな強みがあります。人の強み、
データの強みを適切
に理解し、
「人」
×
「データ」
によるお客さまの感動につながる、滋賀銀行だからできるサービスの提供に挑戦してい
きます。

STA K EHO LDERS’

VO I CE

石部支店

國領 真理子

ダイバーシティ推進チームでは、人材育成や職員の意識改革等において現場の声を反映させる活動を行ってい
ます。近年では、仕事へのやりがいが感じられず離職につながるケースがみられます。受身になっていることが
その要因の一つと考え、1on1ミーティングの導入などを議論しました。職員自らが発信することがモチベーショ
ン向上につながると考えています。
今後も課題を話し合い、働きがいのある職場環境を実現するために活動していきます。
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