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ごうぎんチャレンジドは、山陰合同銀行が運営する障
がい者雇用事業所です。
ごうぎんチャレンジドまつえは絵画の制作を業務の柱
とし、ごうぎんチャレンジドとっとりは IT スキルを駆
使した業務などを担っています。

表紙について

「未来への持続的な成長」という思いを込めてデザインし
ました。
地域・お客様と当行の成長を木で表し、SDGsの17のゴー
ルのカラーを意識し、“持続的な成長”をイメージしていま
す。リレーションシップバンキングや地域貢献活動などの
当行の取り組みが養分となり、地域全体の成長につなが
ることをイメージし、山陰合同銀行のサステナビリティを
表現しました。

ごうぎんチャレンジド

まつえ　　とっとり
──  それぞれの事業所の職員が能力を発揮した 

コラボレーションによる価値創造 ──

ごうぎんチャレンジドまつえの職員が描いた絵画を使用し、
ごうぎんチャレンジドとっとりの職員がデザインしました。
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編集方針
山陰合同銀行のサステナビリティへの取り組みをまとめたサステナビリティレポートを作成しました。本レポー
トは「GRIスタンダード」や「TCFD提言」を参考とし、サステナビリティに関する方針や体制、具体的な取組内容
や事例などのESG情報を記載しています。
当行では、持続可能な地域社会と当行の持続的成長は一体であるとの考えのもと、サステナビリティを経営の
重要課題として認識し、本業や地域貢献活動を通じて社会的課題の解決に取り組んでいます。こうした長年の
取り組みをステークホルダーの皆様にお伝えしたく、本レポートを作成しました。

報告対象範囲

原則として山陰合同銀行単体を対象としています。

報告期間

2020年度（2020年4月1日～2021年3月31日）。一部内容に2021年度の活動も含みます。

情報開示体系

参考とした指針
GRIスタンダード ※  GRI（Global Reporting Initiative）：1997年に「サステナビリティレポート」の世界共通のガイドラインを普

及させることを⽬的に設⽴された、国際的な団体。

TCFD提言 ※  TCFD（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）：2015年に主要国の中央銀行や金融
監督当局等が参加する金融安定理事会（FSB）によって設⽴された、企業に対し気候関連情報開示を促すタ
スクフォース。

見通しについて

本レポートには、将来の見通しに関する記述が含まれています。こうした見通しは経営環境の変化等により異な
る可能性があることにご留意ください。
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サステナビリティへの取り組み
リレーションシップバンキングを通じた地域の徹底応援
―事業支援活動でお取引先の課題を解決―

▶ 手のひらに銀行店舗を　　▶ 個々人が活躍できる人事戦略

地域のＤＸへの取り組み
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（ディスクロージャー誌 本編）

統合報告書

決算短信
有価証券報告書
会社説明会資料　等
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皆様には、平素より山陰合同銀行をお引き⽴ていただき
まして、誠にありがとうございます。
このたび、持続可能な環境・地域社会の実現と山陰合同
銀行の持続的成長に向けた当行の取り組みをより一層ご
理解いただくために、初めて「山陰合同銀行サステナビリ
ティレポート2021」を発刊いたしました。
当行は、以前から地域の持続可能性の向上に資する活動
を脈々と続けてきました。本レポートではこれらの活動に
関する情報を拡充して掲載していますので、ぜひご一読く
ださい。

１．地域の課題に向き合う
当行が主要な経営地盤としている山陰は、人口減少や少
子高齢化が全国で最も進んだ、いわゆる課題先進地域で
す。これらの構造的な問題は地域の経済・社会にさまざま
な影響を及ぼしており、担い手不足に起因する事業承継
問題などの地域経済の持続性に関わる課題や、高齢化の
進展による医療・介護など社会インフラの維持・強化に関
わる問題などが、他地域よりも早く顕在化しています。さ
らに近年では、環境問題や気候変動などへの対応も、地
域の課題として取り上げられるようになっています。
こうした経営環境において当行は、リレーションシップバ
ンキング（リレバン）を掲げ、地域が抱えるこれらの幅広い
課題に対し、真正面から向き合ってきました。地域の課題

トップメッセージ

３．持続可能な地域社会の実現に向けて
地域金融機関の存続は、地域経済、地域社会の持続可能
性と一体にあります。当行は今後も、社会・環境課題の解
決に資する取り組みをより一層強化し、地域経済および
地域社会とともに持続的な発展を⽬指してまいります。

皆様には、今後ともより一層のご支援・ご愛顧を賜ります
よう、心からお願い申し上げます。

は地域で解決することを⽬指し、課題先進地域を商圏と
して活動する企業として、地域課題の解決に向けた取り
組みの一翼を担うことを宣言し、実践しています。近年、
ESG経営が脚光を浴びていますが、当行がポリシー・文
化として根付かせてきたリレバンや地域貢献活動が、まさ
にそれにあたると捉えています。

２．地域課題の解決に向けた取り組み
地域の課題を解決し、持続可能性を高めていくには、熱い
思いを持ち、地域のためお客様のために行動できる「人」
が鍵になると考えています。このような人材が育ち、活躍
できるよう、当行では、従業員一人ひとりの働きがいと働
きやすさを高め、自律的な成長をサポートするよう取り組
んでいます。
また、リレバン活動を通じた地域支援として、近年、企業
のデジタル化や人材確保のサポートなど事業支援の幅を
広げていることに加え、「まち・ひと・しごと」の観点から地
方公共団体とも連携した地方創生の実現など、地域活性
化に向けた取り組みにも一層力を入れているところです。
このほか、長年継続している独自の地域貢献活動として、
地域ネットワークにより故郷の森林を守る「森林保全活
動」、障がい者の自⽴・社会参画を支援する「ごうぎんチャ
レンジド」、地域の将来を担う子どもたちの感性・人間力
を育む「尚風館」などが挙げられます。

2021年11月

取締役頭取

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
企業統治に関する

取り組み 各種データ
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ごうぎんのサステナビリティ
地域・お客様とともに歩み続ける
経済基盤の弱い山陰において地域が持続していくためには、地域の課題にオール山陰で向き合い、地域全体が成長するこ
とが必要です。当行は地域との関わりを大切にし、地域の課題は地域で解決するという考えをベースとした活動を展開して
います。
いつの時代においても、根幹にある「地域・お客様のお役に⽴つ」という思いは変わることなく、地域に深く根ざし、地域の
持続可能性に向き合い続ける姿勢は今後も変わることはありません。

経営方針

地域とのリレーションの展開
「ESG経営はリレーションシップバンキングそのものであ
る」という考えのもと、リレーションシップバンキングを普
遍的なビジネスモデルと位置づけ、徹底的に展開してい
ます。
また、地域貢献活動においても、地域と深くつながりなが
ら、あらゆる場面で地域の持続可能性を高めるための活
動を続けています。

ユニークな地域貢献活動の取り組み
さまざまな地域貢献活動を積極的に展開することで、地域社会の発展・向上を⽬指しています。中でも、環境保全、ダイ
バーシティ（障がい者の自⽴支援）、青少年の育成を地域貢献活動の3つの大きな柱として、他社に先駆けたユニークな活動

「森林保全活動」「ごうぎんチャレンジド」「尚風館」の取り組みを一貫して継続しています。

地域の夢、お客様の夢をかなえる
創造的なベストバンク

No.1 の課題解決力で
持続的に成長する広域地方銀行

サステナビリティ宣言
山陰合同銀行グループは、
国連の定めた持続可能な開発⽬標（SDGs）の趣旨に賛同し、
地域の課題解決に取り組むことで、
持続可能な地域社会の実現を⽬指します。

CS宣言
私たちは、お客さまのお役に⽴ちます。
私たちは、お客さまへの感謝の気持ちを忘れません。
私たちは、お客さまを笑顔でお迎えします。

経営理念

長期ビジョン

価値観

行動指針

〜 2000年
経営基盤を強化
地域のリーディングバンクとして存在感アップ

2000年代 〜 2010年代
リレーションシップバンキングと
ユニークな地域貢献活動の展開

2020年 〜
地域の持続可能性に
向き合う姿勢を明確化

地域の課題は地域で解決し、
さらには地域を越え、
社会が直面する課題の解決につながるような
具体的な取り組み・モデルを
山陰から発信しています。

地域を支えるための持続的な成長
地域・お客様の課題解決を本業として取り組むことで、地
方創生や地域経済活性化に貢献しています。本業を通じ
て地域を支え続けるため、さらなる課題解決力を身に付
けることで地域・お客様のお役に⽴ち、ともに成長する姿
を⽬指しています。

地域・お客様の課題解決

DX推進

伴走型コンサルティング

強固な経営基盤
とりまく環境やお客様のニーズの変化に対応し、地域の
リーディングバンクとしての期待にお応えするため、当行
は常に経営基盤の強化を図り、収益力を高めることで健
全性を維持し、最先端の金融サービスやノウハウを提供
し続けています。

安定した財務基盤

山陰での高い取引シェア

厚い自己資本

広域店舗ネットワーク

森林保全活動

環境保全

山陰各地の森林で役職員や家族が参加
する実践的な保全活動

障がいのある方が専門的に就労する事
業所

五感を通して物事の背景や本質に触れ
ることを⽬指した学習

ごうぎんチャレンジド

ダイバーシティ（障がい者の自立支援）

尚風館

青少年の育成

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
企業統治に関する

取り組み 各種データ
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サステナビリティへの取り組みに関する方針

サステナビリティ宣言

山陰合同銀行グループは、国連の定めた持続可能な開発⽬標（SDGs）の趣旨に賛同し、地域の課題解決に取り組むこと
で、持続可能な地域社会の実現を⽬指します。

https://www.gogin.co.jp/about/csr/sustainability/サステナビリティ宣言

近年、世界的にSDGsやESG経営に関心が高まる中、地方銀行に対しても、これらに積極的に取り組み、地域に広める役割
を担うことが各方面から要請されています。
当行では地域の持続可能性を⽬指し、従来リレーションシップバンキング、地方創生、CSR活動などに広範に取り組んでき
ました。SDGs、ESGの考え方は当行のビジネスモデルと理念を同じくするものであることから、SDGsの趣旨に賛同し「サ
ステナビリティ宣言」としてあらためて表明することで、役職員の一層の意識を高めるとともに、地域社会・お客様に対して
これらの理念を広め、地域と当行が持続的に成長できる社会の実現を⽬指していきます。

SDGｓ/ESGへの取り組みを推進していくため、2021年5月に頭取を委員長とするサステナビリティ委員会を設置し、ガバ
ナンスを強化しています。加えて、2021年10月には経営企画部内に、サステナビリティに関連する企画や全体管理を専担
で行うサステナビリティ推進室を設置しました。また、本部各部からなるSDGｓ/ESG推進ワーキンググループでは、気候変
動への対応をはじめとする組織横断的な取り組みを実行しています。

サステナビリティ委員会の開催実績
2021年5月の委員会設置以降、2021年10月までに3回開催しています。委員会での協議事項等の詳細は以下のとおりです。

回 開催日 テーマ 内容 主な課題と今後
取り組むべき事項

第1回 2021年5月11日 投融資方針の改定

社会潮流や環境方針・人権方針を踏まえ、「積極的に取り組む
分野」と「取り組みを回避する分野」を再定義

■  人権侵害や児童労働・強制労働への関与が認められる先
への投融資や石炭火力発電所の新規建設を資金とする投
融資等の取り組みについて厳格化

●  定期的なレビューの実施
●  必要に応じた方針の見直

しと運営の高度化

第2回 2021年8月20日 ESG取組課題と
今後の方針

中期経営計画および2021年度業務計画にて設定したESG課
題への取り組み状況等の報告と今後の方針について協議

■  SDGｓ/ESG普及啓発活動の強化
■  地域の脱炭素化に貢献する新規事業開発
■  金融包摂に資する高齢者・障がい者向け商品・サービスの

展開
■  グリーン、トランジション等環境ファイナンスの取り組み強化
■  気候変動への対応とＴＣＦＤ提言に基づく開示の充実
■  非財務情報開示の充実
■  カーボンニュートラル早期達成に向けた取り組み　等

●  ＳＤＧｓ/ＥＳＧ普及啓発活
動の強化・継続（行職員、
地域、取引先）

●  本業を通じた環境・社会
課題解決への貢献

●  ＴＣＦＤ提言に基づく開示
の高度化（シナリオ分析
等の実施）

●  カーボンニュートラル達
成に向けた具体的な計
画策定

第3回 2021年10月22日 サステナビリティに
関するＫＰＩの設定

環境課題・社会課題・地域課題等の解決に向けた取り組みを
加速させるため、「サステナブルファイナンス⽬標」設定につい
て協議

■  2030年 度までの 新 規 実 行 額1.5兆 円（うち環 境 分 野
5,000億円）

●  サステナビリティにかか
るＫＰＩ設定項⽬の拡充

2019年5月の「サステナビリティ宣言」の表明以降、環境方針・人権方針といった各種方針や行内体制を順次整備し、持続
可能な地域社会の実現に向けた課題解決に取り組んでいます。

サステナビリティ推進体制

サステナビリティ推進強化に向けた取り組み

取締役会

経営企画部・サステナビリティ推進室

サステナビリティ委員会

SDGs/ESG推進ワーキンググループ
本部各部

監督付議・報告

●  サステナビリティに関する中長期的な重要課題（マテリアリティ）に関する事項
の協議・決定

● SDGs/ESGの取組方針に関する事項の協議・決定
● SDGs/ESGの取組状況に関する事項の報告
●  気候変動対応およびその他自然災害対応等に関する事項の報告・協議・決定

2019年度 2020年度 2021年度

2019.5 サステナビリティ宣言
の表明

2019.7 統合報告書2019発刊

2020.5 環境方針、人権方針
策定

2021.3 ワーキンググループ
設置

2020.7 統合報告書2020発刊
2021.3 新中計発表

2021.4 The Valuable 500加盟
2021.4 TCFD賛同
2021.5 サステナビリティ委員会設置
2021.6 投融資方針の改定
2021.7 統合報告書2021発刊
2021.10 サステナブルファイナンス 

⽬標設定

サステナビリティ委員会構成メンバー

委員長 頭取執行役員

メンバー 専務執行役員
常務執行役員
本部各部長（関係部）
監査等委員（オブザーバー）

事務局 経営企画部
サステナビリティ推進室

〜新たな推進体制のもと、環境課題や社会課題、地域課題の解決に向けた取り組みを加速させます〜

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
企業統治に関する

取り組み 各種データ
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マテリアリティ

取り組むべき重要課題 2020年〜2021年の主な取り組み

Environment
環境

環境ビジネスの取り組み サステナブルファイナンスの長期目標を設定

気候変動への対応 TCFD提言への賛同と開示
投融資方針の改定

環境負荷の低減 2020年度CO2排出量（2013年度対比）△28.9％

Society
社会 地域の事業の存続・成長 2021年1月にごうぎんキャピタルとごうぎん事業

承継ファンドを設立

安心・安全な社会の形成 非対面チャネルの拡充
野村證券㈱との連携で資産形成をサポート

地域社会への貢献 SDGs私募債に医療機関寄贈型をラインナップ

地域・お客様のSDGs/ESG後押し 「ごうぎんSDGs経営応援サービス」の開始

ダイバーシティ推進
障がい者雇用率2.48%→2.65%
女性管理職比率22.5%→22.6%

（2020年3月～2021年3月）

Governance
企業統治 グループガバナンス強化

2021年6月　取締役構成の変更
独立社外取締役6名（50%）、
女性取締役2名（16.6%）

リスク管理の強化 RAFの対象範囲の拡大を検討

〜地域を徹底的に支えることで、地域全体の持続的な成長を目指します〜

地域全体の持続的な成長

地域を徹底的に支える

当行が認識する
社会的課題

人口減少
高齢化社会

デジタル社会
への対応経済の低成長 脱炭素社会

の実現
働き方や
価値観の

変化・多様化

当行は、地域全体が成長していくため、社会的課題の解決に向けた活動に長年一貫して取り組むとともに、地域を支え続け
るためには当行自身が強靭な体力を有する必要があると認識し、経営基盤の強化を図り続けています。
2021年度からの中期経営計画を策定するにあたり、外部環境の以前からの潮流に加え、新型コロナウイルスの感染拡大に
よる社会構造の急激な変化を捉え、リスクと機会を把握することで、取り組むべき重要課題（マテリアリティ）を特定しました。
地域活性化、環境への取り組みなど、本業として地域・お客様の課題解決に取り組むことで、地域経済の好循環を生み出し、
地域全体の持続的な成長を⽬指します。

サステナビリティへの取り組みに関する方針

サステナビリティに関する方針

環境に関する取組方針
山陰合同銀行グループは、社会の健全な発展なくして存続できないこと、持続可能な社会の存続が基盤であることを自覚
し、社会とともに歩む良き市民として、自然豊かな環境を次世代へ引き継ぐため、積極的かつ継続的に環境保全活動に取り
組んでまいります。

https://www.gogin.co.jp/about/csr/environment/環境方針

人権に関する取組方針
山陰合同銀行グループは、お客様・従業員をはじめ全てのステークホルダーの基本的人権が尊重される企業風土・職場環
境の醸成に取り組みます。

https://www.gogin.co.jp/about/policy/humanrights/人権方針

投融資方針
山陰合同銀行グループは、国連の定めた持続可能な開発⽬標の趣旨等を踏まえ、本業を通した持続可能な地域社会・地域
環境の実現のため、投融資において積極的に取り組む分野と取り組みを回避する分野について方針を定めます。

山陰合同銀行では、SDGs達成⽬標である2030年度を
ターゲットとするサステナブルファイナンスに係る長期⽬
標を設定しています。サステナブルファイナンスを環境課
題および社会課題の解決に資する投融資と定義し、地域
のSDGs/ESG経営に寄り添い、サポートいたします。

● サステナブルファイナンスの定義
各種国際原則や政府の指針・ガイドラインにおける対象事業・資金使途の例示等に合致する環境課題・社会課題等の解決
に資する投融資とし、以下の事業に対するものを対象とします。

分野 事業 具体例
環境分野 気候変動緩和・適応および

環境配慮に資する事業
再生可能エネルギー事業、省エネルギー事業、
脱炭素・低炭素事業　　等

社会分野 地域経済活性化および
持続可能な地域社会に資する事業

基本的インフラ整備、
必要不可欠なサービス（医療・教育等）、
雇用創出（創業）　　等

■  積極的に取り組む分野
地域の持続的発展に資する事業や生物多様性の保全・脱炭素社会の実現に寄与する事業等への投融資を積極的
に実施します。
■  取り組みを回避する分野
＜特定セクターに係る取組方針＞
① 生物化学兵器やクラスター弾等の兵器を開発・製造・所持する先に対する投融資は行いません。
② 石炭火力発電所の新規建設を資金使途とする投融資は原則行いません。
③ パーム油農園開発に対する投融資は、認証取得状況等を確認した上で慎重に検討します。

https://www.gogin.co.jp/about/csr/investmentandloan/投融資方針

サステナブルファイナンス目標

2021年度〜2030年度 累計実行額　1.5兆円
（うち環境分野 5,000億円）

詳しくは統合報告書2021をご覧ください。

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
企業統治に関する

取り組み 各種データ
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ステークホルダー・エンゲージメント
〜事業活動を通じて関わるステークホルダーの皆様との対話を通じて、

社会的課題の解決と持続可能な社会の形成に貢献します〜

日々の営業活動におけるお客様との対話を大切にし、
質の高いコンサルティングの提供と、商品・サービスのさらなる向上に努めています。

●  お客様との接点強化と対話を通じたコンサルティング 
• 信頼関係構築と事業性評価を起点としたお取引先の課題解決 
• 非対面取引を起点とした接点強化と対面チャネルによる高度なコンサルティング

● お客様の声の収集、お客様アンケート

詳しくはP28～47をご覧ください。

地域社会の一員として、地域社会への責任を果たすべく、
地域に根ざした活動に取り組んでいます。

● 地公体との連携、地方創生、プラットフォームへの参加
● ユニークな地域貢献活動、地域コミュニティへの参画
● イニシアチブへの参加　

詳しくはP12～13、P48～53をご覧ください。

豊かな自然環境を次世代へ継承していくため、
地域・お客様と連携し、環境保全活動に取り組んでいます。

● 気候変動への対応
● 環境保全活動
● 環境負荷低減
● 金融商品を通じたお取引先の環境経営のサポート

詳しくはP16～27をご覧ください。

適切な情報開示とコミュニケーション機会により、
経営の透明性を高めています。

● 積極的な情報開示
● 定時株主総会
● 会社説明会

詳しくはP67をご覧ください。

ビジネスパートナーの皆様とともに、地域・お客様の
課題解決に取り組み、持続可能な社会を目指しています。

●  お取引先の経営課題に対し、最適な解決策を提供するため、 
多くの外部専門家・外部機関などと連携

● 地域における証券ビジネスモデルの確立を目指し、野村證券㈱と提携

詳しくはP24～39をご覧ください。

従業員が活き活きと働き、活力ある企業であるよう、
経営と従業員の双方向のコミュニケーションの強化に努めています。

● 頭取との意見交換会
● 経営理念の共有に向けた取り組み
● 経営による行員との対話
● 頭取メッセージの配信
● キャリアプランサポート・フィードバックの充実
● 従業員意識調査・内部通報制度

詳しくはP54～63をご覧ください。

ごう　ぎん

お客様

従業員

地域社会

株主・
投資家

環境ビジネス
パートナー

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
企業統治に関する

取り組み 各種データ
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イニシアチブへの参加 外部評価
〜イニシアチブへの参加を通して社会に向けて宣言し、社会的課題の解決と

持続可能な社会の実現に向けて、社会の一員として積極的に役割を果たします〜
〜当行のサステナビリティへの取り組みを評価いただいています〜

TCFD （気候関連財務情報開示タスクフォース）

主要国の中央銀行や金融監督当局等が参加する金融安定理事会（FSB）によっ
て設⽴されたタスクフォースで、すべての企業に対し、脱炭素社会への円滑な
移行のために気候変動関連リスク・機会の評価と財務への影響について開示を
行うよう提言しています。
気候変動がお客様や当行に及ぼすリスク・機会を把握・評価しながら、脱炭素
社会の実現に貢献していくため、TCFD提言に賛同し、情報開示の充実に努め
るとともに、投融資活動等の金融仲介機能を通じ、地域やお客様の脱炭素化に
向けた気候変動対応を積極的に支援してまいります。

The Valuable 500

“インクルーシブ（包摂的）なビジネスはインクルーシブな社会を創る”という考
えのもと、障がい者がビジネス・社会・経済にもたらす潜在的な価値を発揮で
きるよう世界の企業が行動することを⽬的とし、その活動を支援し、障がい者
の活躍躍進に取り組む国際的イニシアチブです。
The Valuable 500に賛同している世界500社の企業のうち、日本企業は53
社で、地域金融機関では当行を含め2行のみが加盟しています。
ごうぎんチャレンジドの運営をはじめとする当行の取り組みは、The Valuable 
500 の⽬的に合致するものであり、本イニシアチブに加盟することで、これま
での取り組みをさらに発展させてまいります。

健康経営優良法人2021 （大規模法人部門）ホワイト500

経済産業省および日本健康会議が実施する｢健康経営優良法人認定制度｣において3
年連続で健康経営優良法人に認定されました。
グループ企業のうち、山陰総合リース、松江不動産、合銀ビジネスサービス、ごうぎん
クレジット、山陰債権回収、山陰オフィスサービスも2年連続で中小規模法人部門で認
定されました。

えるぼし

女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」を取得しています。女性の活躍推進に関する
取り組み状況が優良な企業として厚生労働大臣の認定を受け、3段階のうち2段階に
認定されています。

内部通報制度認証（自己適合宣言登録制度）の自己適合宣言登録事業者

2019年8月、地域金融機関としては初めて、消費者庁所管の内部通報制度認証（自己
適合宣言登録制度）の自己適合宣言登録事業者として登録され、毎年更新を行ってい
ます。

プラチナくるみん

次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん認定」を取得しています。
次世代育成を積極的に推進する企業として厚生労働大臣による「くるみん認定」に加
え、男性の育児休業制度の利用状況等、より高い水準の次世代育成支援を先進的に推
進し、実績のある企業として認定を受けています。

21世紀金融行動原則

持続可能な社会の形成のために必要な責任と役割を果たしたいと考える金融
機関の行動指針です。
今後も、地域の環境保全や社会貢献への取り組みをより一層充実させ、地域・
お客様の課題解決を通じた持続可能な地域社会の実現に貢献してまいります。

SOMPO サステナビリティ・インデックス

当行のESGに関する取り組みなどを評価いただき、SOMPOアセットマネジメント株式
会社が運用する「SOMPO サステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に当行株式が
選定されました。 「SOMPO サステナビリティ・インデックス」は、ESG（環境、社会、ガ
バナンス）の取り組みに優れる約300銘柄から構成されており、 SOMPOアセットマネ
ジメント株式会社の「SOMPOサステナブル運用」に活用されます。

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
企業統治に関する

取り組み 各種データ
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SDGs普及啓発への取り組み
SDGsへの関心が高まり、地域・企業・個人それぞれにおいて社会的課題への対応が求められています。地域のリーディン
グカンパニーとして当行自身がSDGsに取り組むことに加え、SDGsの理念を地域社会やお客様に広げる活動や、地域やお
取引先のSDGsの取り組みの支援を通じて、持続可能な地域社会を実現していくことを⽬指しています。

お取引先の脱炭素社会への移行、SDGsの取り組み支援

役職員のSDGs意識の醸成

地域への普及

脱炭素社会への移行によるお取引先の事業への影響についてともに考え、今後の事業展開に有効なご提案やコンサルティ
ングを行っています。また、SDGsの社会的要請が高まる中、 SDGsについて考える機会や情報の提供、 SDGsの事業内容
への落とし込み方や経営への活かし方などビジネスを通じたSDGsへの取り組み支援、 SDGs貢献に通じる金融商品や課
題解決策のご提案など、事業機会の創出や付加価値向上につながるご提案を行っています。

役職員一人ひとりのSDGsへの関心を高め、全行を挙げてSDGsに取り組むべく、行内でも啓発に努めています。SDGsに
関するセミナーの開催や学習コンテンツの作成、検定試験の活用など、役職員が自主的にSDGsについて学び、SDGsへの
理解を深めています。地域・お客様のSDGs／ESG取り組みの後押しとともに、一人ひとりが日々の生活においてできるこ
とを考え、実践しています。

お取引先向けSDGsセミナーの開催
ごうぎん経営者クラブにおいて、お取引先にSDGsの趣旨をご理
解いただき、ともに地域課題の解決に向けて取り組んでいくた
め、Zoomによるオンラインセミナーを開催しました。

SDGs貢献に通じる金融商品・サービスの一例
● サステナブルファイナンス ▶　P24
● J−クレジットの活用 ▶　P26
● SDGs私募債 ▶　P51

「ごうぎんSDGs経営応援サービス」の開始
お取引先のSDGs取り組み状況の把握とSDGs宣言策定のサ
ポートから対外的な情報発信の支援を行っています。
企業の現状分析、課題抽出の精度を高めて、判明した課題をお
取引先と共有し、各種ソリューション提案を実施しています。

「事業支援活動につながるSDGs活用セミナー」の開催
2021年9月、SOMPOリスクマネジメント㈱、損害保険ジャパン
㈱にご協力いただき、法人営業担当者向けに「事業支援活動につ
ながるSDGs活用セミナー」を開催しました。
50名の行員が参加し、お取引先に対するSDGsについての提案
方法などについて学びました。

SDGsビジネスコンサルタントを本部に配置し、地元企業
や地公体、教育機関等でSDGsに関わる研修会の実施や
アドバイスを行うなど、SDGsの理解を深める啓発活動を
展開しています。また、地公体等との連携を図るため、関
連プラットフォーム等に積極的に参加しています。

参画組織
●  地方創生SDGs官民連携プラットフォーム（内閣府）
●  とっとりSDGs推進会議  
（とっとり県民活動活性化センター）

●  とっとりSDGsネットワーク（鳥取県）

SDGs関連書籍の贈呈
ごうぎん島根文化振興財団およびごうぎん鳥取文化振興
財団では、山陰両県内の全小学校へSDGsに関する書籍
を贈呈し、次世代を担う子どもたちの質の高い教育の提
供を支援しています。

普及啓発番組制作への参画
㈱中海テレビ放送（鳥取県米子市）が制作・放送する
SDGs普及啓発番組『Road to 2030 ～SDGsで考える
ふるさとのミライ～』の番組制作の企画へアドバイザーと
して参画し2030年まで続く同番組を支援しています。
番組企画に際しては、事前に同社全社員への研修会も実
施し、SDGsの本質などの社内浸透をサポートしました。

SDGs対応度簡易診断ツール（無償版）

利用企業数　204社
（2021年9月末現在）

SDGs/ESG金融検定試験

合格者　55名
（2021年9月30日現在）

2020年度〜2021年度
ＳＤＧｓ/ＥＳＧに関する学習コンテンツ受講者

延べ　3,276名
（2021年10月末現在）

重要課題 Society 地域・お客様のSDGs/ESG後押し

お申込方法� 申込締切 ▲ 2021年 8月 3日

インターネットからお申込みください
https://www.goukei.com/
※上記URLより必要事項をご記入のうえ、お申込みください。

【お問合せ先】山陰合同銀行法人営業部　ごうぎん経営者クラブ事務局　担当：山崎・神庭・谷口
TEL.0120−31−5138 　平日9：00～17：00（銀行休業日を除く）

主催：山陰合同銀行

ごうぎん経営者クラブ

慶應義塾大学大学院
教授　蟹江憲史氏

WELLNEST�HOME
代表取締役　芝山さゆり氏

SDGsに関する学術研究の第一人者。慶應義塾大学
大学院政策・メディア研究科教授。日本政府SDGs
推進円卓会議構成員、内閣府地方創生推進事務局自
治体SDGs推進のための有識者会議委員など国際的、
国内的にSDGsや環境問題を中心に多方面で活躍。

株式会社ウェルネストホーム代表取締役社長。元小
学校の音楽教師、元専業主婦。「未来の子どもたちの
ために」という理念の下、SDGsに通じる考え方を
創業当時から取り入れていた。健康で快適で長持ち
する家づくりにこだわる住宅メーカーを経営。

●参加者様はあらかじめZoomアプリのインストールをお願いいたします。●セミナー当日はネットワーク環境の良い場所でパソコンやタブレット等でご視聴ください。

SDGsに
取り組む

メリット
って何だ

ろう？

◯SDGsとは何か
◯中小企業がSDGsに取り組む意義
◯中小企業ならではのSDGsへの取り組み事例
◯今後のSDGsへの取り組み方
　　など講師による対談形式で解説します！

×

ごうぎん経営者クラブサービス
ごうぎんBig Advance

会員様は
無料

SDGsを取り入れた活動をしていきたいけど何ができるの？

お悩み
の

経営者
さまへ

SDGs専門家によるスペシャル対談

2021年8月6日金14：00～15：00

ごうぎん経営者クラブサービス

ごうぎんSDGsセミナー

地域企業における
SDGsの実践
～持続可能な社会のために地域社会ができること～

内容 参加費
定員

100名
〈先着順〉

Zoom開催

※ 山陰合同銀行とお取引のある法人企業様に
限らせていただきます

▲

上記以外の方▲ 2,200円（税込み）

■上記URLのごうぎん経営者クラブホームページからお申込みください。　　■同業他社および営利目的のお申込みはお断りさせていただきます。
■セミナー開催日までに申込責任者さま(入力いただいたメールアドレス)宛へ視聴に必要なID、パスワードをお送りいたします。
■お申込みにあたり、申込フォームに入力いただいた内容は、本セミナーの受付、連絡、開催と、その後のフォローのために主催者、講師および講師会社が利用いたします。

ワークショップ

とっとりSDGs伝道師
鳥取県内金融機関職員として初
企業経営や地域の発展のために、「それぞれの活
動にいかに落としこむか」という“ジブンゴト”の視
点を抱いてもらえるように心がけています。
地域振興部　地域振興グループ
調査役　井上　光悦

地方創生に有効なSDGsの思考方法や、ビジネス
を通じたSDGsへの貢献についてのアプローチ手
法などをワークショップを通じて体感する機会を提
供しています。

■ 松江市立第一中学校（2021年6月）
地方創生をテーマに、松江市内のSDGs公認ファ
シリテーターと連携して3年生全クラスで実施しま
した。

SDGs研修会等の開催実績

71回
（2018年度～2021年10月末）

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
企業統治に関する

取り組み 各種データ
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重要課題 Environment 気候変動への対応

気候変動への対応

近年、世界的に異常気象や大規模な自然災害による被害が甚大化する中、気候変動対応は世界共通の課題となっており、
お客様や当行にとっても事業環境や経営そのものに大きな影響を及ぼす要素になりつつあります。
こうした状況を踏まえ、当行は2021年4月に「TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）」提言に賛同しました。引き続
き、気候変動への対応強化を図るとともにTCFD提言が推奨する情報開示の高度化に取り組んでまいります。

ガバナンス

■ 頭取を委員長とする「サステナビリティ委員会」を設置し、気候変動を含むサステナビリティに関連する
事項について協議を行い、取締役会に報告・監督を受ける体制を構築しています。

■ 全行的にSDGs/ESGへの取り組みを強化するためにサステナビリティ推進室を設置し、グループ全体
の活動を企画・推進しています。

■ 本部内にSDGs/ESG推進ワーキンググループを設置。組織横断的な取組推進を図るとともに、気候
変動対応を含むESG課題への具体的な取組状況について、サステナビリティ委員会および取締役会
への定期的な報告実施を行ってまいります。

戦略

当行グループでは、「サステナビリティ宣言」を制定し、持続可能な地域社会の実現に向け、気候変動を含
む環境保全への対応を重点的に取り組む事項として定めています。気候変動対応を重要な経営課題の一
つとして位置付け、機会およびリスクの両面から取り組みを進めてまいります。
■ 機会

再生可能エネルギー事業等にかかるグリーンファイナンスや脱炭素／低炭素化への移行を促進するト
ランジションファイナンスへの取り組みを強化し、地域や取引先の脱炭素／低炭素化をサポートして
まいります。

■ リスク
気候変動に関連するリスクについて、気候変動に伴う自然災害や異常気象の増加等によってもたらさ
れる物理的な被害に伴うリスク（物理的リスク）と、気候関連の規制強化や脱炭素技術移行への対応と
いった脱炭素社会への移行に伴うリスク（移行リスク）を認識しています。
物理的リスク
気候変動による自然災害等の発生により、資産や事業活動に影響を受ける投融資先に対する信用リス
クの増大や、当行グループの営業店舗等の損壊によるオペレーショナルリスクを想定。
移行リスク
気候関連の規制強化や脱炭素に向けた技術革新の進展等により、事業活動に影響を受ける投融資先
に対する信用リスクの増大等を想定。

■ シナリオ分析
今後、気候変動に関する物理的リスクと移行リスクが与信ポートフォリオに及ぼす影響を把握するた
め、シナリオ分析の実施を検討してまいります。

リスク管理

■ 気候変動を含む環境への取り組みを経営の重要課題の一つとして認識し、気候変動への対応方針を
含む「サステナビリティ宣言を踏まえた投融資方針」を策定しています。

■ 気候変動に起因する物理的リスクや移行リスクが、中長期にわたり当行グループの事業内容・戦略・
財務内容に影響を与えることを認識しています。当行では、リスク管理を経営の安定性・健全性を維
持するための最重要課題として位置付け、取締役会を頂点とするリスク管理態勢を構築していますが、
今後、気候関連リスクについても、統合的リスク管理のプロセスへの組み入れを検討してまいります。

指標と目標

（1）温室効果ガス（CO2）排出量削減⽬標・実績
■ 目標　温室効果ガス（CO2）排出量削減⽬標：2023年度に2013年度比50%削減
■ モニタリング指標　Scope1（直接排出）およびScope2（間接排出）のCO2排出量
■ 実績　2020年度排出実績　8,686 t-CO2（2013年度比 △28.9%)

（2）サステナブルファイナンス⽬標　累計実行額
■ 2021年度〜2030年度　1.5兆円（うち環境分野5,000億円）

環境方針 （2020年5月策定）

1. 環境関連諸法規の遵守
環境関連法令および協定等を遵守します。

2. 金融商品・サービスを通じた環境保全活動の推進
環境保全に寄与する金融商品・サービスの提供により環境保全に貢献します。

3. 省資源・省エネルギー・リサイクル活動の推進
省資源・省エネルギー・リサイクル活動の推進により、事業活動における環境負荷の低減に努めます。

4. 地域社会と連携した環境保全活動の推進
地域社会と連携し、積極的に環境保全活動に取り組みます。

5. 環境教育・啓蒙活動の実施
本方針を全役職員に周知･徹底し、一人ひとりが自主的、積極的に環境保全活動に取り組みます。

脱炭素社会の実現に向けて

地域の皆様・お客様とともに

環境保全に取り組んでいます。

Environment環境
〜気候変動への対応強化と情報開示の高度化を図ります〜

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
企業統治に関する

取り組み 各種データ
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環境負荷の低減に関する取り組み
当行では、省資源・省エネルギー・リサイクル活動の推進により、事業活動における環境負荷低減に努めています。

創エネの取り組み
従来より「環境負荷の低減の取り組み」の一環として、一部の店舗において太陽光発電設備を導入し、店舗で使用する電力
の一部を賄っています。
脱炭素、低炭素化実現に向け、今後、新設・改修等を行う店舗等においても積極的に採用することを検討しています。

ペーパーレス化の取り組み
行内のデジタル化を進め、「紙」を使用せずに業務ができ
る環境を充実させることで、あらゆる業務における「紙」の
使用を削減するよう取り組んでいます。
本店で発生する紙ごみの大部分は、廃棄物処理業者を通
じ、トイレットペーパーへの再生等、資源リサイクルに取り
組んでいます。

省エネ・節電の取り組み
行内の冷房・暖房の推奨設定温度を設定し、過度になら
ないよう調整しています。適切な室温の下で快適に過ご
せるよう、本部勤務者を対象にビジネスカジュアルを導
入、営業店ではネクタイ着用を通年任意化し、「クール・ビ
ズ／ウォーム・ビズ」を励行しています。各店においても
一人ひとりができる省エネ・節電対策を考え、取り組んで
います。● 省エネ意識の向上

省エネ・節電対策等を要請することにより、行内の
省エネに対する意識を高めています。 

● 省エネ・環境配慮型製品の導入
空調設備、LED照明、太陽光発電、電気自動車等の
省エネ・環境配慮型製品を導入しています。

● ペーパーレス化・リサイクル
行内文書の電子化やコピー・印刷の削減等により
ペーパーレス化を進めています。また、廃棄文書の
トイレットペーパーへのリサイクル、ゴミの固形燃
料原料へのリサイクル等を実施しています。 

■  温室効果ガス（CO2）排出量の推移と目標（Scope1&2）
当行は2023年度のCO2排出量削減⽬標を「2013年度比50%削減」と設定し、日本政府が掲げる2030年度⽬標 「2013
年度比46%削減」を前倒しして取り組み、早期のカーボンニュートラル実現に貢献していきます。2020年度は、2013年度
比、28.9%削減しています。

■ 温室効果ガス（CO2）排出量・エネルギー使用量・電力使用量
計測項目 単位 2018年度 2019年度 2020年度

CO2排出量

Scope1 （直接排出） 重油、灯油、軽油、ガソリン、
都市ガス、プロパンガス等 t-CO2 1,324 1,324 1,457 

Scope2 （間接排出） 電気 t-CO2 8,610 7,786 7,229 

合計 （Scope1＋Scope2） t-CO2 9,934 9,110 8,686 

エネルギー使用量合計 （原油換算） kL 3,855 3,747 3,836 

エネルギー使用量合計 （原油換算） GJ 149,435 145,226 148,669 

電力使用量 千kWh 12,842 12,399 12,522 

2013

0.11% ▲2.09%
▲5.45% ▲7.70%

▲18.68%

▲25.43% ▲28.90%

▲50%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2023

目標

（年度）

（t-CO2）
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米子支店

● 所在地：鳥取県米子市
● パネル出力：10kWh

北支店

● 所在地 ： 島根県松江市
● パネル出力 ： 7.5kWh

島根医大通支店

● 所在地 ： 島根県出雲市
● パネル出力 ： 10kWh

ごうぎん

資源リサイクルの
仕組み

製紙会社 廃棄物処理業者
トイレットペーパーに

リサイクル
廃棄文書の回収

廃棄文書の排出トイレットペーパーの
購入・利用

2018年度 2019年度 2020年度

42

26

44

29

37

23

（t） 紙ごみ （うちシュレッダーごみ）

0

10

20
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40

50

紙ごみ量の推移（本店）
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森林を育み、次世代につなげていく活動
「ふるさとの自然を守る」「一人ひとりが、できることをできる範囲で継続する」という理念
のもと、地域の皆様と一緒に、森林を育み、次世代につなげていく活動を行っています。
役職員による実践的な森林保全活動や、地域のボラン
ティア団体等との交流を通じて、森林保全の重要性や森
林の現状を発信し、森づくりの輪を広げる活動に長年取
り組んでいます。山陰発の地域と連携した銀行による森
林保全活動の取り組みは全国運動に発展しています。

地域と連携した環境保全活動

「ごうぎん希望の森」　（2006年～）

森林を守ろう!   山陰ネットワーク会議　（2006年～）

日本の森を守る地方銀行有志の会　（2008年～2021年）

鳥取・島根両県の6ヵ所の森林で、当行の役職員や家族による実践的な保全活動を実施しています。

〜地域と連携した森林保全活動の輪を広げる取り組み〜
山陰両県のボランティア団体やNPO法人等を会員とする
ネットワーク組織。当行が事務局を担い、会員同士の交流
や情報交換の機会を提供し、山陰両県内に森林保全活動
の輪を広める取り組みを行っています。

会員との実践活動交流  〜フレンドシップ店制度〜
会員と営業店の連携や親交を通じて、森林保全活動の大
切さや森林の現状を地域に広め、環境保全の機運を盛り
上げています。また、研修会・交流イベントを助成すること
で、会員と他団体・異業種との連携の場を提供しています。

〜山陰発の銀行による森林保全活動の取り組みが全国運動に発展〜
2008年に発足し、2021年まで14年間、森林・環境保全活動の輪を全
国に広めるため、各行が取り組む活動のノウハウや情報の共有に取り組
みました。当行は発足以来事務局を務め、全国の地方銀行64行が加盟
するまでに至り、そのうち49行が森林保全活動を開始しました。
近年、環境問題に留まらず幅広い課題を解決することで持続可能な社
会を⽬指す「SDGs」に世界的な注⽬が集まる中、当会の果たしてきた役
割を全国地方銀行協会の「広報・SDGs部会」が発展的に引き継ぐことと
し、2021年2月、当会は解散しました。

今後の活動方針
山陰の大部分を占める森林を守り育てる活動をベースに、海・川の保全につながる活動を継続し、実際に皆で汗をかくこと
で次の世代にその重要性・大切さを伝えていきます。

森林
保全活動

森林保全活動延べ参加人数

9,506名
（2006年度開始から2021年度上期までの累計）

植樹した本数

17,360本
（2006年度開始から2021年度上期までの累計）

会員数

50団体
（2021年9月現在）

浜田市

大田市
島根県

鳥取県
松江市

米子市 鳥取市

旭

石見銀山

千本ダムの里

大山 三朝

智頭

倉吉市倉吉市

ごうぎん希望の森 分布 MAP

「ごうぎん希望の森 智頭 」　〜15年にわたる活動終了〜
2006年8月、鳥取県「とっとり共生の森」育成支援事業に第1号企業として参画し、同年10月21日、鳥取県智頭町の
民有林2.8haで当行初の活動がスタートしました。
会場はかつて杉等が伐採された後に人の手が入っておらず、下草刈り等もされていない状態だったため、まずは森
林に戻す作業に取り組みました。その後に植栽した広葉樹は15年間の活動を通じて大きく成長し、どんぐりが野生
動物の餌となり、椎茸の原木として今後活用できるまでになりました。このように、植栽した木々に一定の成長が見
られ、下草刈り等の育成期の作業に⽬処が付いたこと
から、2021年、「ごうぎん希望の森 智頭」での活動を
終了しました。
銀行という異色の業態による森林保全活動は、若い人
が環境保全に関心を持つきっかけになったと地元の
方々に感謝されています。

重要課題 Environment 環境負荷の低減

AfterBefore

15年間の活動により山が再生

智頭会場の実績

活動回数18回 ／ 参加延べ人数1,494名

植樹本数 5,500本

「フレンドシップ店」制度
による当行の活動の一例

● 営業店が会員団体訪問
● 会員が実施するイベント等に参加
● 会員の広報活動に協力

2007年 千本ダムの里

2014年 奥大山

2011年 石見銀山

2021年 旭

2008年 智頭

2018年 三朝

PICK UP
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地域と連携した環境保全活動 宍道湖の水質保全への取り組み

地域での清掃活動などの取り組み

ヨシ刈り取りボランティア（2013年〜）
宍道湖水環境改善協議会が取り組まれている宍道湖の水
質浄化を⽬的とした活動に賛同し、ヨシ刈りのボランティ
アに参加しています。ヨシには水をきれいにする働きがあ
りますが、冬に枯れたヨシはヘドロ化し湖底に堆積してし
まいます。刈り取りは、ヨシが吸収した窒素やリンが再び
湖に流出することを防いでいます。

当行では、名刺にヨシを原料とするヨシ紙を使用して
います。

ヨシ紙名刺1枚で約20リットルの水を浄化する効果 ごうぎんチャレンジドについてはP60をご覧ください。

ごうぎんチャレンジドまつえの職員が
ヨシ紙名刺の印刷を行っています。

「日本列島クリーン大作戦」
「小さな親切」運動の活動の一環として、山陰両県18ヵ所
で地域の皆様とともに毎年海岸清掃活動を行っています。
これまでに累計約7万人の方々に参加いただきました。

「小さな親切」運動についてはP49をご覧ください。

その他、各地で清掃活動を行っています
「松江水郷祭」の翌日早朝に地域住民や企業の方と一緒に、開催場所である宍道湖岸と周辺の清掃活動にボランティアで参
加しています。水の都松江の美しい景観保全と、宍道湖の環境保全に取り組んでいます。
その他、各地で行われている清掃活動にもボランティアで参加しています。

当行は、これまで大山隠岐国⽴公園および山陰海岸国⽴公園ならびにその周辺地域において、森林保全
活動や海岸清掃、また環境保全団体との連携など、地域の環境保全に向けた取り組みを展開してきました。
今後は、国⽴公園オフィシャルパートナーとして環境省をはじめ関係自治体等とも連携し、環境保全への理
解を深めるとともに、国⽴公園の利用者の拡大を図り、地域活性化に貢献してまいります。

2021年5月30日に開催された全国植樹祭の事前イベントとして、島
根県内各地で植樹イベントが催されました。4月17、18日に行われ
た小屋原会場（島根県大田市）では当行行員・家族22名も参加し、約
2,000本の苗木を植樹しました。
これからも森林保全活動によりふるさとの自然を次世代につなげて
いきます。

取組内容
● 森林保全活動や海岸清掃等の実施（継続）
● ディスクロージャー誌等を活用した国⽴公園の魅力や情報の発信
● 当行主催セミナー・研修会等における国⽴公園関連情報の周知

など

ヨシ紙名刺の作成

調印式の様子（環境省提供）

環境省と「国立公園オフィシャルパートナーシップ」締結　〜中国地方の金融機関で初〜

全国植樹祭しまね2021 県民参加植樹イベントに参加

取組
事例

取組
事例

重要課題 Environment 環境負荷の低減

三里ヶ浜海岸（益田市）

国府海水浴場（浜田市）

琴ヶ浜海水浴場（大田市）

稲佐の浜海水浴場（出雲市）

古浦海水浴場（松江市）

耳浦海水浴場（西ノ島町）

中村海水浴場（隠岐の島町）

レインボービーチ（海士町）

浦富海水浴場（岩美町）
白兎海水浴場（鳥取市）

雲南市健康の森（雲南市）

宍道湖周辺（松江市）

中海･大海崎堤防道路北側 入江港沿岸周辺（松江市）

湊山公園護岸（米子市）

羽合海水浴場（湯梨浜町）

北浦海水浴場（松江市）
皆生海岸（米子市）

八橋海水浴場（琴浦町）

── 延べ参加人数 ──

69,600名
（1997年度の開始から2020年度までの累計）

山陰両県の主要海岸、湖畔、公園、景勝地等
18ヵ所で清掃活動を展開中

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
企業統治に関する

取り組み 各種データ
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金融商品・サービスを通じた環境への貢献

再生可能エネルギー分野での取り組み

サステナブルファイナンス

ESGの視点を取り入れた船舶建造プロジェクトへの参画

環境への負担が少なく、枯渇の心配がない自然の力から創る再生可能エネルギー事業参入をサポートしています。大規模
な再生可能エネルギー案件に対しては、シンジケーション方式のプロジェクトファイナンスの組成を行っています。

船舶業界における環境負荷低減や脱炭素化・低炭素化を進めるため、クリーンエネルギーを燃料として導入する船舶建造
資金に対し、船舶投資ファンドへの出資やシンジケーション方式のプロジェクトファイナンスに積極的に参加しています。

2021年10月よりサステナビリティ・リンク・ローン、グリーンローン／ソーシャルローンの取り扱いを開始し、ファイナンス
の面で地域、お取引先のSDGs・ESGに向けた取り組みを支援しています。
両商品とも、融資の取り組みにあたっては、各種ガイドラインに準拠した内容である旨について外部機関の評価を取得する
スキームとしています。お取引先は、資金の調達に際し、自社の積極的な関与姿勢をステークホルダーに訴求することが可
能です。

お取引先のESG戦略と整合した取組⽬標を設定し、その
達成状況に応じて金利引き下げ等のインセンティブを設
定する商品です。

ごうぎんサステナビリティ・リンク・ローン
資金使途を環境面（グリーン）や社会面（ソーシャル）の改
善を⽬的とした事業に限定した商品です。

ごうぎんグリーンローン／ソーシャルローン

環境配慮型商品

島根・鳥取県産木材を利用した住宅の購入および新築の
場合に金利優遇を行っています。

環境に配慮した取り組み（ISO14000取得等）を行ってい
る企業を対象とし、私募債の発行による資金調達に加え、
企業イメージの向上を支援しています。

住宅ローン金利優遇

エコ型銀行保証付私募債

太陽光発電・ソーラーシステム・蓄電池購入費用、および
設置工事等に伴う費用に利用でき、金利優遇を行ってい
ます。

リフォームローン

環境配慮型商品の提供等を通じ、お客様の環境に配慮した取り組みを支援しています。
〜本業である金融商品やサービス提供を通じ、地域の環境保全・脱炭素化に貢献します〜
重要課題 Environment 環境ビジネスの取り組み

2021年9月、ごうぎんグリーンローン第1号案件として、（同）福岡みやこソーラーパワーに対し、シンジケーション形式の
太陽光発電プロジェクトファイナンスを組成しました。
年間想定発電量（約69,000MW)は、およそ1万6千世帯の年間消費電力を賄える規模となります。

2021年9月、㈱商船三井が発注する新造フェリー2隻の
建造プロジェクトについて、建造資金を提供する金融団と
して参画しました。
本船は、大阪～別府航路で運航を予定している日本初の
LNG燃料フェリーで、国土交通省「内航船省エネルギー
格付制度」により最高評価5つ星の認証を受けています。
また本船は、西日本地域の海上インフラとしての役割に加え、国内のモーダルシフト※1を推進する効果も期待されていま
す。本ローンは、本邦で初めてトランジション・ローンとして、経済産業省のクライメート・トランジション・ファイナンスモデ
ル事業※2に採択されました。また、本ローンの適格性について、第三者評価を取得しました。
※1 トラックによる貨物輸送を、鉄道・船舶などの大量輸送が可能で環境負荷の小さな他の輸送方法に転換することをいいます。
※2  経済産業省のウェブサイトをご参照ください。 

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/climate_transition/002.html

プロジェクト概要

事業者 合同会社福岡みやこソーラーパワー

組成総額 約184億円

初回融資実行日 2021年9月30日

発電規模（設置パネル容量） 約67MW

CO₂排出量削減効果 23,940t／年

EPCおよびO&M事業者 テス・エンジニアリング株式会社

参加金融機関 山陰合同銀行　ほか7行

アレンジャー 山陰合同銀行

プロジェクト概要

借入人 株式会社商船三井

アレンジャー 日本政策投資銀行、三井住友信託銀行

コ・アレンジャー 三井住友銀行

トランジション・ストラクチャリング・エージェント 日本政策投資銀行、三井住友信託銀行、三井住友銀行

エージェント 三井住友信託銀行

貸付人 山陰合同銀行　ほか12行

資金使途 LNG燃料フェリー2隻（本船）の建造資金

第三者評価機関 株式会社日本格付研究所

当行初のシンジケーション方式によるグリーンローン組成

LNG燃料の客船建造プロジェクトに参画

取組
事例

取組
事例

案件の開発者でありアセットマネージャーの属
するテスホールディングスグループへ代理贈呈

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
企業統治に関する

取り組み 各種データ
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金融商品・サービスを通じた環境への貢献

山陰発「J−クレジット」を活用したカーボン・オフセットの取り組み

お取引先の脱炭素経営を支援

当行では、地元の地方公共団体や林業事業者等の皆様が創出されたJ−クレジットの活用支援に長年取り組んでいます。取
組開始当初は、ふるさとの森林を適正に整備・管理することによる温室効果ガスの吸収量に由来するJ−クレジットの販売
仲介のみでしたが、2020年2月からは住宅用太陽光発電設備の設置に伴う温室効果ガスの排出削減量に由来するJ−クレ
ジットの販売仲介も開始し、より幅広いJ−クレジットを活用したカーボン・オフセットを支援することで、地域の環境保全の
推進にお取引先の皆様とともに貢献しています。

お取引先の脱炭素経営を支援
J−クレジットを活用したお取引先の脱炭素経営の実践と企業価値向上を支援しています。

販売仲介支援
2010年に鳥取県が創設した「J−クレジット地域コーディネーター制度」の制度設計支援をきっかけに、鳥取県造林公社や
鳥取県日南町さらには兵庫県養父市などへも制度導入の波が広がっていきました。また、ビジネスマッチングの仕組みを
活用することで、お取引先の林業事業者が創出したJ−クレジットの販売仲介も開始し、現在では8先のJ−クレジット販売を
支援しています。
近年、ＳＤＧｓ達成への貢献やカーボンニュートラル・脱炭素社会の実現に向けたＥＳＧ経営の実践が、企業の経営基盤の強
化や新たな収益機会の獲得に向けて極めて重要であるという認識が定着してきました。このような外部環境の変化に対し
て、お取引先からのJ−クレジットの購入や自治体等からのJ−クレジット創出に関するお問い合わせが増加しており、アドバ
イスを実施しています。

ESG／脱炭素経営の実践によるSDGs達成に向けた取り組みの一環として、J−クレジットを購入されるお取引先は山陰両
県だけでなく、山陽・関西地区にも広がりを見せています。
2021年度は半年間で1,000t-CO2を超える過去最高の販売支援を記録しており、2021年11月に販売実績が6,000t-
CO2を超えました。お取引先の環境保全・気候変動への具体的な取り組みとして、J−クレジットへの関心の高まりを実感し
ています。

地方創生に資する金融機関等の
「特徴的な取組事例（令和元年度）」において、
J−クレジットを活用したSDGs実現への
取り組みとして、内閣府より表彰されました。
地方創生に資する取り組みを評価し、地方公共団体等と連
携している事例や先駆性のある事例などを選定・表彰する
制度で、2015年度より毎年実施されているものです。
多くの取引先企業の皆様のご理解とご協力のもと、約10
年にわたってJ−クレジットの普及促進に取り組んできた
実績を国に評価いただきました。

■ J−クレジット販売支援実績（累計）
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6,000t-CO2突破!
重要課題 Environment 環境ビジネスの取り組み

鳥取県発の取り組みが地域へ波及

2010年 鳥取県
2011年 鳥取県造林公社
2013年 鳥取県日南町、㈱田部
 兵庫県養父市
2014年 日南町森林組合
2018年 須山木材㈱
2020年 島根県出雲市

当行の販売仲介支援先

J−クレジットの購入先は山陰両県外のお取引先にも拡大

J−クレジット
販売者

（地公体等）

J−クレジット
購入者

（民間企業等）

J−クレジット J−クレジット

¥¥

J−クレジット地域コーディネーター
（山陰合同銀行）

● 趣旨説明から成約までをコーディネート
● 排出量の見える化やカーボン・オフセットのサポート

（※）  J−クレジットの販売者（地公体等）と事前に「地域コーディネーター契約」を締結し任命をうける（有期更新型） 
取引先事業者の場合は、「ビジネスマッチング契約」を締結

カーボン・オフセット

新たな吸収源対策・削減事業への投資

● 販売先の紹介
●  新たな創出プロジェクト支援など （※）

「エネルギーの地産地消」と「J−クレジット購入」でＳＤＧsの実現へ貢献取組
事例

㈱中海テレビ放送（鳥取県米子市）では、 「Chukai電力」と
して電力小売事業に参入して以降、電力の地域内循環を
通じた「再生可能エネルギーの地産地消」の実現を⽬指し
た電力供給サービスを展開されています。地域に根差す
地域新電力として取り組みを強化するべく、毎年「Chukai
電力」のサービス1契約当たり、杉の木1本が1年間に吸
収する温室効果ガス（0.014t-CO2）に相当するJ−クレ
ジットを鳥取県日南町から購入することで、地域の森林保
全・整備への貢献に継続的に取り組んでおられます。

J−クレジット調印式の模様

J−クレジット
活用支援

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
企業統治に関する

取り組み 各種データ
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リレーションシップバンキング活動を通じた地域の徹底支援

経済基盤の弱い山陰は、以前から、後継者不足、人手不足、販路の狭さ、企業数の減少など多様な地域課題を抱えていま
す。加えて、新型コロナウイルスの感染拡大、脱炭素社会への移行、デジタル化、働き方の多様化など事業環境の変化に
伴い、地域・お客様の課題も変化しています。当行の知見やノウハウを発揮し、コンサルティングを展開することで、課題解
決に貢献してまいります。

新型コロナウイルス感染拡大への対応

新型コロナウイルス感染拡大により、社会環境は大きく変化しました。
当行は、コロナ禍で打撃を受けられたお取引先の資金繰り支援・事業支援を最優先事項と位置付け、経営資源を重点的に
投入し、グループ一体となって取り組むとともに、お客様や従業員の安心・安全を確保し、新しい生活様式に対応する「ウィ
ズコロナ時代の金融サービスの提供」に努め、金融インフラの維持という社会的使命を果たしてまいります。また、コロナ
禍の地域を応援する当行独自の取り組みや地域社会への貢献活動も実施し、地域のリーディングバンクとしての社会的責
任を果たしてまいります。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、売上減少などの影響を受けられたお取引先に対し、さまざまな支援策を準備
して資金繰りサポートに努めています。また、「新型コロナ事業支援チーム」を中心として、事業継続支援に加え、将来を見
据えた経営改善策の提案、実行支援を実施しています。お取引先の多様化・高度化するニーズや事業性評価によってあぶ
り出された経営課題を解決できるまで、伴走型で多角的な事業支援活動に取り組んでいます。

■ 新型コロナ事業支援チーム
新型コロナウイルス感染拡大の影響が出始めた後、2020年4月に速やかに⽴ち上げ、兼務者含め50名体制で支援活動を
実施しています。

■ 中小企業再生支援協議会の活用状況
2020/3期 2021/3期 2021/9期

相談持込件数（件） 16 94 36
再生計画策定件数（件） 18 53 33

■ 当行と連携し政府系金融機関が導入した劣後ローン実績（2020年度）
製造業 宿泊業 卸売業 小売業 飲食業 その他 合計

取組件数（件） 12 4 2 3 3 3 27
取組金額（億円） 25 10 7 2 4 8 57

お取引先に対する事業支援の取り組み

■ 融資実績 実行件数（件） 実行金額（億円）
山陰両県 両県外 合計 山陰両県 両県外 合計

プロパー融資 964 439 1,403 725 1,189 1,915
信用保証協会付融資 7,301 593 7,894 1,586 177 1,764

合計 8,265 1,032 9,297 2,312 1,367 3,680
（2020年2月1日～2021年3月31日の実績）

プロパー融資にも積
極的に取り組み、リス
クテイクすることで地
域を支えています。

重要課題 Society 地域の事業の存続・成長

リレーションシップバンキングと

ユニークな地域貢献活動により、

社会的課題の解決に貢献し、

地域の持続可能性を高める活動に

取り組んでいます。

Society社会
〜地域・お客様の課題の解決策の提供に地域金融機関の本業として取り組み、地域活性化に貢献します〜

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
企業統治に関する

取り組み 各種データ
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『しまね大学発・産学連携ファンド』第1号案件

サーキュラーエコノミー（循環型経済）を具体化する『GreenCycleProject（グリーンサイクルプロジェクト）』
～㈲米澤自転車店（鳥取県鳥取市）～

取組
事例

取組
事例

リレーションシップバンキング活動を通じた地域の徹底支援

地域活性化・地方創生

地域産業の成長や雇用創出といった地域課題の解決に向け、当行が保有する経営資源を最大限に活用して活力ある地域
づくりに取り組み、地方創生に貢献します。

持続可能なまちづくりへの支援
地域の社会資本整備事業へ積極的に参画し、持続可能な地域社会の形成に貢献します。

■ PPP/PFI事業向けファイナンスの組成
当行はこれまで蓄積したPPP/PFIに関する専門的な知見
とノウハウを活かし、金融面から積極的な支援を行うこと
で、持続的な社会を支える公共インフラ整備に貢献して
います。
PFI （Private-Finance-Initiative ： プライベート･ファイナンス･イニシアティブ）

公共施設等の建設、維持管理、運営等を、民間事業者の経営ノウハウ
および技術的能力、資金等を活用して行う手法。

■ 国交省とのPPP協定の締結
2018年度より国土交通省と「PPP協定」を締結し、地域の
自治体や民間企業向けのセミナー開催や個別相談に対
応しています。中国地方では唯一の金融機関パートナー
です。
PPP （Public-Private-Partnership ： パブリック･プライベート･パートナーシップ）

行政主体による公共サービスを、行政と多様な構成主体との連携によ
り提供していく考え方。民間委託、ＰＦＩ、指定管理者制度、民営化、地
域協働、産学官連携等を含めた官民連携手法の総称。

創業・新事業開拓支援
地域資源の活用や地域課題の解決等につながる山陰発のビジネスモデルの創出をサポートしています。

■ 大学の知的財産・研究シーズを事業化　〜大学発ベンチャー支援〜
大学発のベンチャービジネスを資金面・経営面でサポートすることを⽬的に「しまね大学発・産学連携ファンド」「とっとり大
学発・産学連携ファンド」を2015年1月に設⽴しました。これまで計10件、1,953百万円の投資を行い、島根大学、鳥取大
学が保有する特許などの知的財産や研究成果を活用したベンチャービジネスの事業化をサポートしています。

PuREC㈱は、間葉系幹細胞が持つ細胞機能である増殖能と分化能、およびその均一性や遊走能
を利用し、安全かつ効果的な幹細胞治療を実現することを⽬指し2016年1月に設⽴されました。
これまで、島根大学をはじめ、日本医療研究開発機構、新エネルギー・産業技術開発機構、富士
フイルム㈱、持田製薬㈱、北海道大学などと連携し、低ホスファターゼ症、関節疾患、脊椎関連疾
患などを対象とした細胞医薬品開発を進めています。
また、2021年1月には、厚生労働省主催の「JHVS 2020 Venture Award」を受賞し、2021年
10月には経済産業省が推進する「J−Startup」第三次選定企業に選出されるなど、事業化へ着実
な歩みを進めています。

■ 山陰に新事業の種を生み出す　〜SAN-IN・イノベーション・プログラム（SIP）〜

地域の課題解決に向けた取り組み
お取引先企業と地元自治体の連携を促進させ、双方の持続的な発展を⽬指します。

■ 地域全体の魅力アップ
　 〜米子市中心市街地エリア復活プロジェクト〜
中心市街地の空洞化という地域課題に対し、「産官学金言
士」といった地域のステークホルダーと連携し、空き店舗
を活用して起業・創業を⽬指す事業者のチャレンジを促す
ビジネスコンテストを開催しました。なお、この取り組み
は地方創生の「特徴的な取組事例（令和2年度）」として内
閣府より表彰されました。
※「産官学金言士」　 産：産業界 ／ 官：地方公共団体 ／ 学：大学 ／  

金：金融機関 ／ 言：言論界 ／ 士：士業

■ 企業版ふるさと納税の活用による地域活性化の促進
企業版ふるさと納税の活用による地域課題の解決や地域活性化を⽬指し、地元事業者と「パートナーシップ契約」を締結し
ました。今後、自治体に対して地域再生計画の策定支援や民間企業とのマッチングを行うことで、持続可能な地域づくりに
貢献します。

取組
事例

地元自治体が発注したPPP/PFI事業について
地元企業の受注を地元金融機関が支援する

「地域完結型PFI」を実現
～鳥取県西部総合事務所新棟・米子市役所糀町庁舎整備等事業～
鳥取県と米子市が共同で実施するPFI事業を受注した、県
内事業者を代表企業とするグループに対し、プロジェクト
ファイナンスを組成し、資金調達を支援しました。

提供：がいなSSJパートナーズ㈱

「令和2年度　地方創生に資する金融機関等の特徴的な取組事例」
地方創生担当大臣表彰

令和3年3月30日

本源的な欲求（Wants＝顕在化していないNeeds）に基
づきベースとなる事業アイデアを創発したうえで、独創的
な事業構想へ高めていくプログラム「SAN-IN・イノベー
ション・プログラム」を2018～2019年度に実施し、現在
12の事業（うち法人設⽴7社）が開始されています。
事業構想の実現に向けては「産官学金」等の連携による地
域経済エコシステム※の機能を活用しながら継続的な事
業化支援を行っています。また、SIPによって生まれた地
域活性化に意欲的な人材のネットワークは、プログラムの
外でも“つながり”を持ち、新たな連携事業構想も生まれ
ています。

※ 地域において、企業、金融機関、地方公共団体等の各主体がそれぞれの
役割を果たしつつ相互補完関係を構築するとともに、地域外の経済主体
等とも密接な関係を持ちながら、多面的に連携・共創していく関係

建築廃材や工業製品の廃棄時に発生する産業廃棄物から、素材の特長
を活かしたアップサイクルプロダクトのプロデュース事業を構想されま
した。プログラム終了後も各関係機関の協力をいただきながら、グリー
ンサイクルプロジェクトとして活動を加速化させています。寄せ木造り
の技術を有する白谷工房（鳥取県日南町）と連携し、廃校舎等の廃材から
味わい深い酒器や、自転車の廃材も組み込んだボトルキーパーやキー
ホルダーなど、さまざまなアップサイクル製品を生み出しています。

山陰の活性化に燃える
意欲的な人材

全国の革新的経営者
（ノウハウ・モチベーション）

山陰に新事業の種を生み出す

×

重要課題 Society 地域の事業の存続・成長

地元企業のPPP/PFI事業への参画を支援
～官民連携事業への支援を通して地域の持続可能なまちづくりに貢献～

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
企業統治に関する

取り組み 各種データ
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地方公共団体との関係深化
行政事務の効率化・デジタル化などの業務改革や官民連携による地域活性化を推し進めます。

■ 自治体DXの推進支援　〜南部町とのパートナーシップ協定〜
2021年9月、デジタル社会の構築による持続可能な地域社会および行政サービスの実現を⽬的に鳥取県南部町と「パート
ナーシップ協定」を締結しました。
自治体DXの実践に向けて「デジタル推進課」を新設した南部町と、中期経営計画の戦略分野として「DXの推進」を掲げる当
行とが連携することで、地域および役場内のデジタル化を加速させ、住民サービスの向上などに貢献していきます。

今後、南部町およびソフトバンク㈱（南部町と連携）とともに、以下を取り組んでいきます。
● デジタル活用による住民サービスおよび地域経済の活性化
● 役場内のデジタル化、キャッシュレス化※

● 公金業務全般の効率化・合理化
※ 2021年9月に南部町役場窓口にJ‐Coin Pay決済を導入済。

■ 地域産品の販路開拓支援 〜㈱地域商社とっとりの企画・運営〜
2017年10月、鳥取県東部圏域を中心とする農水産物・食品加
工品などの域外への販売を主な業務内容とする「株式会社 地域
商社とっとり」が設⽴されました。当行は、設⽴に際し、行政・各支
援機関へ連携を働きかけるとともに出資・人材派遣等の各種支
援を実施するなど、中心的な役割を果たしています。

■ 地域の脱炭素化支援　〜地域新電力会社「いずも縁結び電力株式会社」の設立〜
2021年7月、島根県出雲市、JFEエンジニアリング㈱（東京都）、㈱エネルギア・ソリューション・アンド・サービス（広島県）およ
び当行は、官民連携による地域新電力会社「いずも縁結び電力株式会社」を設⽴し、11月から電力小売事業を開始しました。
新会社に出資する4者は、SDGsの⽬標実現に向けて、再生可能エネルギーの地産地消による地球温暖化への具体的な対
策とともに、地域経済の発展と地域社会の持続性向上に貢献していきます。

■地域課題解決への糸口提供　〜スマート農業への取り組み開始〜
2021年10月､農業分野の課題をスマート農業の導入により解決し、持続可能な農業を実現させることを⽬的に､ヤンマー
アグリジャパン㈱中四国支社と連携協定書を締結しました｡
農業における担い手の高齢化や後継者不足による農業人口の減少、耕作放棄地の拡大など、農業分野の課題は深刻さが
増しており、最先端の農機とデータ活用によるスマート農業を生産者や地方公共団体と連携して活用することで、課題解決
に取り組んでいきます。

発起人である鳥取県東部市町村の首長・地域金融機関の代表者
らによる記者会見

事業概要
新会社は、出雲市次期可燃ごみ処理施設や中国電力㈱の
窪田発電所（水力）などを中心とする地域内の再生可能エ
ネルギーを調達し、市内の公共施設に供給する事業を通
じて、出雲市の再生可能エネルギーの利用率を高め、脱
炭素社会の実現と地域経済の活性化を⽬指します。
将来的には、民間企業が運営する再生可能エネルギー発
電所からの電源調達や、公共施設への自家消費型太陽
光発電設備設置による創エネ事業、公共施設の省エネル
ギー化を実現するESCO事業※等の実施を検討していき
ます。

※  ESCO（エスコ）事業  
お客様が⽬標とする省エネルギー課題に対して包括的なサービス
を提供し、実現した省エネルギー効果（導入メリット）の一部を報酬
として受け取る事業

リレーションシップバンキング活動を通じた地域の徹底支援
重要課題 Society 地域の事業の存続・成長

スマート農業イメージ

＜画像提供＞
ヤンマーアグリジャパン株式会社

コーヒーでSDGs
㈱地域商社とっとりは、2021年8月から鳥取市内の事業者と連携し、SDGs実現への
貢献にもつながるオフィスコーヒー事業を始めました。
使用するコーヒー豆は、自然環境保護や労働環境・生活保障など厳しい条件を満たし
た農園で生産されたものを採用し、㈱地域商社とっとりが本事業にかかる営業で発生
するCO2相当のJ−クレジットを購入することで地域の環境保全に貢献するほか、売上
の1%を日本赤十字社に寄付するなど、SDGs実現に寄与する取り組みとなっています。

サスティナブル珈琲パートナー

１回に１０杯
抽出できます

豆挽きから抽出まで全自動

便利な豆の自動計量付き。豆の挽き
具合も調整可能。自動蒸らし機能で、
コク深い味わいに抽出できます。
水タンクやドリッパーは外して洗え、
お手入れ簡単で衛生的です。

藤珈琲の高品質な豆を採用

厳選された生豆を徹底した品質管理
のもと焙煎してお届け。
香り高い一杯をお楽しみください。
※詳しくは裏面をご覧ください。

１ｋｇで
１２０～１３０杯

TEL 0857-32-8170

地域商社とっとり

地域商社とっとり     藤珈琲

職場で毎日飲む一杯の珈琲が持続可能な社会づくりにつながる、新しい形のサブスクリプションです。
地域商社とっとりでは、この売上の１％を日本赤十字社に寄付するほか、
営業において発生するＣＯ₂についてカーボン・オフセットを行なっています。

オフィスコーヒーで始める

ＳＤＧｓへの取り組み

毎月
お届け ご提供

●お問い合わせは下記までお電話ください

〒６８０ー００３３
鳥取県鳥取市二階町３丁目２０４ アイシン二階町ビル５階
ＦＡＸ：０８５７ー３２ー８１０５　Email：order@cs-tottori.jp
WEB：http://www.cs-tottori.jp

お申込みはこちら

締結式（左：陶山町長、右：山崎頭取） 南部町自治体ＤＸ 推進体制図

CIO補佐官
（ソフトバンクから派遣）

ごうぎん

町長

副町長
（CIO：最高情報責任者）

デジタル推進課

パートナーシップ協定

専門的な助言等

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する
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事業支援活動でお取引先の課題を解決

事業環境が大きく変化する中、厳しい環境下においてもお取引先が事業を成長・継続していくため、お取引先の課題解決、
付加価値向上や事業の成長をサポートし、地域経済の活性化に貢献してまいります。

人材不足問題への取り組み
地方における中小企業の人材不足問題に対し、あらゆる方法でサポートいたします。

2020年10月から1年間、遊技業のほか飲食業、農業、宿泊業など幅広く事業を展開されているLPC
グループの㈱丸三（島根県出雲市）に行員を1名常駐させ経営課題の解決に向けた支援を実施しました。

常駐例

■ 経営戦略策定を支援　〜事業計画策定コンサルティング〜
設⽴50周年を迎えられたサンベ電気㈱（島根県松江市）に対し、「円滑な経営の承継」を⽬的とした中期経営計画策定支援
を行いました。
次期社長をはじめとした経営幹部との協議に加え、従業員の方へのヒアリングや説明を行いながら中期経営計画を策定しま
した。今後は本部と営業店が一体となって計画実行に向けたサポートを継続し、当社のさらなる成長に貢献してまいります。

紙による管理やシステムからシステムへの二重入力等の非効率
な業務を減らし、酒造りや顧客対応等の「人間がすべきこと」に注
力する仕組みを構築したいと思っていましたが、社内にＩＴに詳し
い人材がおらず、また、取引のあるベンダーは遠方でサポートが
弱く、実現できていませんでした。
普段から話をして会社のことをよく知ってくれているごうぎんが
サポートしてくれることで、安心してデジタル化を進めることがで
きました。これからも経営ビジョンの実現に向けたデジタル化を
ごうぎんとともに進めていきたいと思います。

■ IT活用による業務効率化支援　〜ICTコンサルティング〜
「ICTコンサルティング」では、クラウドサービスの導入・運用支援の他、
現状把握、業務分析を通して、ICT化すべき業務の特定およびロード
マップ作成を行い、企業の生産性向上実現を支援しています。
島根を代表する清酒「李白」蔵元の李白酒造㈲（島根県松江市）に対し、
ITによる資材管理の効率化や異なるソフトウェアの連携についてサポー
トしました。

■ 補助金制度の活用を支援　〜事業計画策定サポート〜
2021年3月、企業の思い切った事業の再構築を支援するため「事業再構築補助金」の公募が開始となりました。当行ではお
取引先のニーズにお応えするため2021年4月から事業計画策定サポートサービスを開始しました。現在、当行が策定をサ
ポートした事業計画のうち、4件が採択となっています。当行はお取引先の事業再構築のサポートを通して、地域経済の持
続的な発展に貢献してまいります。

事業計画の概要
当社の強みである、長年にわたるリサイクル事業展開による知名度や大手業者とのグリップを
活かし、鋳物事業で発生するダスト（廃砂）の収集と再利用に向けた製造販売を行う鋳物リサイ
クル事業への新規参入。

山建プラント㈱（島根県出雲市）

リレーションシップバンキング活動を通じた地域の徹底支援
重要課題 Society 地域の事業の存続・成長

常駐型コンサルティング実績

5社
（2021年11月30日現在常駐中含む） ICT関連相談件数累計

198件
（2021年9月末）

㈱丸三
代表取締役社長
羽手原 勉 様

法人営業部
法人コンサルティング
グループ
高橋 伸治

李白酒造㈲　代表取締役社長　田中 裕一郎 様

● 組織改革
● 中期経営計画の策定
● 新規事業の企画・開発支援　など

●  組織力を強化し持続可能な体制で将来に
わたって発展できる組織にする

● 第二創業に向けた新規事業の強化

㈱丸三の経営課題・ニーズ

持続的成長企業へ向け、上場企業同水準の組織にするため、常駐コンサ
ルとして1年間の支援をいただきました。積極的に取り組む姿勢・学ぶ姿
勢は当社の若手幹部にも大変刺激になったと感じています。また、新規
事業をはじめとして的確な意見提案・資料作成をするなど、組織力強化
だけではなく、当社が⽬標とする第二創業に向けてもしっかりとサポート
していただき、当社経営層と一体となった働きに感謝しています。

羽手原社長コメント

田中社長コメント

サンベ電気㈱の思い

事業環境

経営資源

長期
ビジョン

中期
ビジョン

各戦略策定と
中期経営計画化

ごうぎんのサポート
経営幹部との協議、従業員の方へのヒアリング・説明　　など

採択事例

李白酒造㈲の
経営課題・ニーズ ごうぎんのサポート

紙で管理している
資材管理の効率化

●  ヒアリングを重ね在庫管理の現状の業務フローを把握
●  アナログからデジタルへの移行を図るべく、導入を行ったサイボウズ社
「kintone」のアプリケーション作成を支援

販売管理ソフト・
会計ソフトの連携

●  販売管理ソフト販売元のIT企業と李白酒造㈲の仲介役として間に入り、
連携プロジェクトを管理

●  連携実現には相応のIT知識が必要であり、当行が仲介することで両社
のコミュニケーション円滑化や連携テストの滞りない進行を支援

■  経営陣の一員として多くの経営課題に対応 
〜常駐型コンサルティング〜

お取引先に常駐し、実行支援まで行う「常駐型コンサル
ティング」を実施しています。

常駐型コンサルティング内容
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■ 高度なスキルを有する人材の確保　〜人材紹介サービス〜
人口減少が進む地方における人材不足問題への対応、経営幹部や専門人材確保への支援を通じ、地域の持続可能性を高
めます。
働き方が多様化する中で、都会のプロ人材と地元企業を結び、事業の成長をサポートします。

■ 社員の成長を促す人事制度構築をサポート  〜人事コンサルティング〜
2019年4月より「働き方改革関連法」が順次施行され、多様な働き方と
生産性向上の取り組みが注⽬される中、2021年6月より「人事コンサル
ティング」のサービス提供を開始しました。
人事制度は、自社が求める人物像を定義し、その定義に照らし合わせて
客観的に社員を評価し、その評価を適切に報酬へ反映させることで、社
員の成長を促し企業の発展を実現するための制度です。
当行はお取引先の人事制度構築をサポートし、地域経済の持続的な発
展に貢献してまいります。

■  デジタル技術を活用した販路支援 
〜ごうぎんBigAdvance〜

㈱ココペリが提供する全国の金融機関が連携してお
取引先を支援するデジタルプラットフォーム「ごうぎん
BigAdvance」を2020年11月から取扱開始しました。よ
り幅広な商談候補先との非対面でのタイムリーなマッチ
ングによる販路支援をはじめ、企業価値向上に向け経営
をサポートしています。

■ 成長著しいアジア圏域への進出をサポート　〜海外進出支援〜
国内のみならず海外への販路開拓を支援するため、越境ECを利用したテストマーケティングを実施しています。新たな販
売チャネルを利用し、地元企業の持続可能な成長をサポートいたします。

台湾Webサイトにおける
島根県フェア開催

（開催期間：2021年1月13日～2月12日）
●  台湾向け輸出に意欲を持つ事業者の商

品を予約注文で販売
●  利用者へアンケート調査を行い、参加企

業へ新商品開発アドバイス等、台湾市場
での島根県産品販路拡大を支援

域外への販路開拓・進出支援
広域店舗ネットワークを活かし山陰と県外をつなぐ架け橋として、域外への販路開拓や進出をお手伝いします。

■ 広域店舗ネットワークを活かし地域活性化　〜ビジネスマッチング〜

副業人材マッチングサービスを展開する「JOINS㈱」と資本提携
2021年6月、地方と都市部の副業・兼業プロ人材のマッチングサービスを展開する「JOINS株式会社」に出資しました。当
行は2020年10月より人材紹介業務を開始し、お取引先の課題に対し、人材活用による課題解決を提案しています。生活
様式や働き方が急速に多様化する中で、JOINS㈱と提携することで、働く「場所」や「距離」などの制約に縛られない形での
プロ人材とのマッチングをより身近なものにして、地方企業の経営課題の解決を支援します。

活用事例   新たな事業展開に向けた課題を解決する専門人材を紹介
㈲玉木製麺（飲食業）は、事業成長に向けた課題を解決していくにあたり、社内だけでは対応が難しく、地元人材の確保や新
規採用も困難と感じておられました。当行は、当社の課題や人材確保ニーズを確認し、副業人材活用による課題解決を提案
しました。

課題
● 店舗運営の脱属人化・マニュアル化による質向上
● 自社ブランドの社内外への周知・浸透
● 顧客ニーズやデータに即したメニュー改善等

応募状況
応募数 ： 22名 ▶ 契約数：3名
● 募集開始日：2021年2月4日
● 契約開始日：2021年5月1日

募集業務内容 ： 店舗運営マニュアル整備と運用定着

契約人材
概要

60代／男性／東京在住
広告代理店子会社経営／
人材開発／業務プロセス改善／
法人向け営業

30代／男性／東京在住
経営コンサル／
ITベンチャーで経営企画／
生産体制構築／新規事業開発

40代／女性／東京在住
国内食品メーカーで商品企画開
発／外資食品メーカーで販売戦
略企画

㈲玉木製麺
での業務

・ 自社のブランド分析
・ 社内向け冊子等制作

・ 店舗業務動画マニュアル制作
・ 物販受注業務の効率化

・ マーケティングデータ分析
・ メニュー改善施策作成

オンラインで打ち合わせ

人事コンサルティングメニュー
●  現状分析 
（現人事制度の設計面・運用面の
課題整理、社員満足度調査）

●  等級制度構築
●  新制度移行支援
●  評価制度構築
●  新制度運用支援
●  賃金制度構築

サービスメニュー
●  ビジネスマッチング
●  ホームページ作成
●  士業相談
●  補助金・助成金

●  福利厚生「FUKURI」
●  安否確認
●  ビジネスチャット

Webサイト 鴻海（ホンハイ）科技集團の福利厚生サイト
※  電子機器の受託生産企業として世界で最大規模の台湾企業

参加企業数 27社
商品 食品、化粧品、雑貨等　40商品

リレーションシップバンキング活動を通じた地域の徹底支援
重要課題 Society 地域の事業の存続・成長

企業の成長に大きく貢献取組
事例

2012年9月に㈱錦海化成（鳥取県境港市、魚粉製造販売）の販路拡大支援として、包括
的業務協力協定先である三井物産㈱中国支社を通じ、大手飼料メーカーを紹介しまし
た。厳しい品質検査をクリアし取引開始し、継続取引で拡大。その後も販路支援や増産
体制強化のための設備資金等、お取引先の付加価値向上、成長を伴走支援しています。

2012年、事業拡大を⽬指し戦略投資を行った事業転換期に、ごうぎんさんから
ご紹介いただいた先とのお取引開始が成長のきっかけとなりました。また、グ
ループ企業との取引にもつながり、当社（魚粉販売）→配合飼料メーカー→養殖
業者→加工業者→当社（原料仕入）の循環サイクルが構築でき、WIN-WINの取
引が継続しています。振り返れば、タイミング良くいろいろなことが好転し、本当
に幸運だったと感じています。これまでの縁を大切にし、企業と社員の成長が地
域社会の成長につながると信じ、持続可能な社会の一員として、当社が担う社会
的な役割を考え取り組んでいきたいと思います。 0
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ビジネスマッチング

㈱錦海化成 代表取締役 岩本 秀熙 様
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企業存続への取り組み
後継者問題や事業継続の問題に対し、円滑な事業承継・経営改善をサポートいたします。

■ 円滑な事業承継で企業の発展と継続をサポート　〜事業承継コンサルティング〜
山陰地方のお取引先約1,200社へ「事業承継」の状況について調査を行ったところ、後継者を特定していない「後継者未定」
を含めた「後継者不在先」は約40%にのぼることが判明しました。
特に、事業規模が小さな企業ほど「事業承継に関する相談先が分らないため承継が進んでいない」という回答が多かったこ
とから、お取引先に身近な営業店と本部が各機関と連携して、事業承継をサポートしています。

■ 第三者承継（Ｍ＆Ａ）支援の強化　〜Ｍ＆Ａアドバイザリー〜
近年、中堅・中小企業における後継者不在問題の顕在化や他地域・他業種への進出を志向する企業の増加に伴い、お取引
先からＭ＆Ａの相談が急増しています。
当行のM&Aアドバイザリー業務は25年以上にわたる歴史があり、その間にノウハウの蓄積や専門家とのネットワークを構築
してきましたが、このようなお取引先が抱えるニーズにスピーディーに対応するために、2021年7月、法人営業部内にＭ＆Ａ
アドバイザリー業務等の経営及び資本政策にかかわる部門を独⽴させる形で、経営承継支援グループを新設いたしました。
また、野村證券㈱や㈱日本Ｍ＆Ａセンターとのアライアンスにより、お取引先に対して全国規模の情報提供が可能となり、
事業規模の小さな企業から大企業まで一貫してサポートできる体制も構築し、お取引先の多様化するニーズに対応してお
ります。

■ 経営課題の共有で経営改善を支援　〜事業支援〜
地域経済の発展に不可欠である地元企業の活性化に向け、お取引先の様々な経営課題に対し、外部専門家とも連携を図り
ながら、本部と営業店が一体となって事業計画の策定・実行を支援しています。

リレーションシップバンキング活動を通じた地域の徹底支援
重要課題 Society 地域の事業の存続・成長

ごうぎん
営業店・本部

お取引先

連携先
事業承継・引継ぎ支援センター

日本政策金融公庫
顧問税理士

事業承継専門会社

相談
支援

支援

連携

当行とごうぎんキャピタル㈱は、「ごうぎん事業承継投資事業有限責任組合」（通称：ごうぎん事業承継ファンド）を通じて、第
1号案件として㈱野村組に投資を実行いたしました。堅実な経営と確かな技術力をもとに地域の主要な社会インフラ整備を
支えてきた同社は、地域に無くてはならない優良企業であり、同社の持続的な成長と発展を実現すべく、投資を決定いたし
ました。今後もごうぎん事業承継ファンドを通じて、お取引先の事業承継課題の解決ならびに持続的な成長に向けた支援を
行い、地域経済の活性化に貢献してまいります。

医療法人社団尾﨑病院は、鳥取県東部における、透析患者の長
期入院受入が可能な唯一の医療機関であることから、当行はこ
れまで各種支援を継続してきました。
この間事業承継も進み、当行と策定した事業計画も順調に進展
し、経営基盤強化に貢献することができました。理事長からは、
当行派遣行員に対して絶対的な信頼をいただいており、一層のリ
レーション強化につながりました。
当病院は、「地域から信頼され選ばれる最高に優しい病院」を⽬指
し、長く継続していくことが、理事長の経営方針であり、当行とし
ては、地域医療を守るべく、引き続き各種サポートに努めてまい
ります。

ごうぎん事業承継ファンド概要

運営会社 ごうぎんキャピタル㈱
出資者 ㈱山陰合同銀行、ごうぎんキャピタル㈱
総額 30億円
設立日 2021年1月18日
存続期間 約8年間

ごうぎん事業承継ファンドによる投資実行

人的支援で地域医療を守る

取組
事例

取組
事例

投資

事業承継・成長支援
● 次世代経営陣の育成
● 社内体制整備　等

ごうぎん
事業承継ファンド

株式会社 野村組
島根県益田市
土木建築業

投資先

㈱野村組
野村 喜代志様

㈱野村組
代表取締役社長

野村 明生様

アライアンス

野村證券株式会社

株式会社日本M&Aセンター

ごうぎん

譲
渡
希
望
企
業

譲
受
希
望
企
業

②情報提供・連携
（譲渡・譲受）

①譲渡ニーズ ①譲受ニーズ

①譲受ニーズ①譲渡ニーズ

医療法人社団尾﨑病院（鳥取市）
● 1982年に尾﨑外科医院として開院
●  1991年に医療法人社団尾﨑病院として法

人成り
●  現在は病床数180床、職員数約300名の回

復期・慢性期医療を中心とする病院
●  透析患者の長期入院受入が可能な地域で

唯一の医療機関であり、加えてリハビリ患
者、慢性期患者の受入病院として地域医療
を支えている。

ごうぎん

金融支援

事業計画
策定

●  外部専門家や当行本部専門部署
の関与による事業計画策定

人的支援

●  2004年から合計4名の当行行員
を派遣する人的支援を実施

●  医療現場の一翼を担う理事長をは
じめ、病院全体が医療に専念でき
るよう、経営のサポート役を担う

理事長　尾﨑 舞 様理事　企画部長　吉岡 靖晃 様
（当行から出向後に転籍）

M&Aアドバイザリー

契約件数17件 ／ 成約件数5件
（2020年度）

事業承継コンサルティング

契約件数8件 
（2020年度）
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安定した金融インフラを全てのお客様に提供

高齢化の進展、デジタル社会などの社会的課題に直面する中、地域のお客様に安定した金融インフラと質の高いサービス
をご提供し、お客様の豊かな生活の形成をサポートしてまいります。

デジタルツールの充実を図り、お客様に安心・安全にご利用いただけるインフラの提供に努めています。
非対面チャネル／キャッシュレスはデジタル社会への対応とともに、感染症防止等の観点からも有効です。また、ペーパー
レス化による紙資源の節約にもつながります。

非対面チャネルの拡充
銀行にご来店いただくことなく、いつでもどこでも、スマートフォンやパソコンでさまざまな銀行のお取引をご利用いただ
けるよう、商品・サービスの拡充を図っています。

キャッシュレス決済の促進
地域・お取引先のキャッシュレス化を支援するとともに、お客様のキャッシュレス決済の利用促進を図っています。キャッシュ
レス化の取り組みを地域全体に広げることで、消費機会の拡大やお取引先の業務効率化など地域活性化に貢献するととも
に、キャッシュレスによる新しい生活様式への対応をサポートしています。

食べて!泊まって!  山陰応援キャンペーン　2021年10月22日～2021年12月31日
コロナ禍の地元の飲食店や宿泊施設の皆様を応援するキャッシュレスキャンペーン
加盟店・お取引先への送客を促し、売上増加や地域活性化を図るとともに、山陰の魅力再発見の機会となっています。

キャンペーン概要
キャンペーン期間中に、山陰両県内の「飲食店」または「宿泊施設」でのご
利用代金を当行が発行するクレジットカードで決済すると、最大2,000
円キャッシュバック。

■ 飲食店応援キャンペーン
山陰の飲食店での利用代金を当行のクレジットカードで5,000円以上決
済すると、先着2,000名様に、もれなく1,000円をキャッシュバック

■ 宿泊施設応援キャンペーン
山陰の宿泊施設での利用代金を当行のクレジットカードで10,000円以
上決済すると、先着1,000名様に、もれなく1,000円をキャッシュバック

飯南町におけるデジタル商品券実証実験 〜山陰地方初〜
山陰合同銀行とみずほ銀行は、地域の消費活性化および
デジタル化を促進させるため、2021年10月から2022
年1月まで、島根県飯南町における地域振興券のデジタ
ル化の実証実験を実施しています。従来の紙でのプレミ
アム商品券をデジタル化することで、販売や換金にかか
る業務負担軽減が期待できるとともに、町内のデジタル
化推進と消費活性化を図ります。
実証実験を通じて、自治体のデジタル化に向けた課題の
把握およびDX推進による解決と、住民の利便性向上につ
なげてまいります。

デジタル商品券利用の流れ
❶ 飯南町へ参加申込
❷ 飯南町の専用ページにて以下いずれかの方法で商品券購入（チャージ）

クレジットカード／J-Coin Pay／ローソンLoppiまたは銀行振込
❸ 加盟店に設置してあるQRコードをスマートフォンで読み取り決済

店頭でのタブレットによる受付
店頭での普通預金口座開設の受付、個人向けローン商品・クレジットカード・投資信託・保
険商品の商品説明やお申し込みの受付においてタブレットを活用しています。

デジタル社会への対応　～非対面チャネル／キャッシュレス～

ごうぎんアプリ

キャッシュレスによる地域応援

デジタルによる消費活性化支援

手のひらに銀行店舗を

クレジットカードで地元の飲食店・宿泊施設を応援

重要課題 Society 安心・安全な社会の形成

● 普通預金口座開設
ご来店いただくことなく、簡単に普通預金の口座を開設いただけます。

● スマート通帳
紙の通帳と同じように、お取引の明細や残高を確認いただけます。 
通帳記入や通帳繰越が不要です。

● インターネットバンキング
スマートフォンでお振込み、定期預金、税金・各種料金の支払いが可能です。 
住所変更手続きも完了します。

● キャッシュレス決済
現金の受け渡し不要で、お店でのお支払いがスムーズです。

● ローン （住宅ローンを除く）
お申し込みからご契約までスマートフォンでお手続きが完了します。

相続Web受付

ご来店いただくことなく、相続手続きが完結します。

相続手続きに必要な書類等を
郵送または電話によりご案内

郵送で書類の授受

お手続き完結

非対面（Web+郵送）で相続手続き完結　2021年6月取扱開始

当行ホームページ ➡
Web画面の案内に沿って
相続手続きに必要な情報を入力

＜ご利用の流れ＞
ご自宅のパソコンや
スマートフォン等を利用して、
相続手続きのお申し込み

10,000円以上

山陰の
宿泊施設で

5,000円以上

山陰の
飲食店で

※本キャンペーンは「ローソンで購入のGoToEatしまねプレミアム付き食事券」、「鳥取県お食事クーポン券」との併用が可能です。（各種キャンペーン等の詳細については山陰両県のホームページ等に
てご確認ください。） ※2021年12月31日までに応募人数に到達次第キャンペーンは終了します。 ※飲食店または宿泊施設でのお支払いを当行のクレジットカードで決済確認できた方で、専用サイトか
らエントリーいただいた方が対象となります。 ※クレジットカードや決済口座の解約等により、入金できなかった場合は対象外となります。

食べて！泊まって！山陰応援キャンペーン

2021年10月22日（金）～2021年12月31日（金）

キ ャ ン ペ ー ン

当行クレジットカード会員（個人）対 象 者

当行ホームページでエントリー
・飲食店応援キャンペーン：お一人さま１回
・宿泊施設応援キャンペーン：お一人さま１回キャンペーン要件

【飲食店応援】2,000人　【宿泊施設応援】1,000人応 募 人 数

実 施 期 間

キャンペーン期間に山陰の飲食店での利用代金を当行のクレジッ
トカードで5,000円以上決済すると、もれなく1,000円をキャッ
シュバックいたします。
※ローソンで購入するGoToEatキャンペーン食事券を当行のクレジッ
トカードで5,000円以上決済した場合も対象となります。

キャンペーン期間に山陰の宿泊施設での利用代金を当行のクレ
ジットカードで10,000円以上決済すると、もれなく1,000円を
キャッシュバックいたします。

キャンペーン期間中、山陰の飲食店または宿泊施設にて、
ごうぎんのクレジットカードでのお支払い後、ごうぎんWebページにて

エントリーいただくと、それぞれ1,000円キャシュバック!!

ごうぎんの
クレジットカードで

決済すると

キャッシュバック!

Cred
it Ca

rd

2,000円最大

2022年3月中旬に引落口座にキャッシュバックいたします。

内

容

飲食店応援

宿泊施設応援

キャッシュバック

Web
エントリー

飲食店
キャンペーン

から
Web
エントリー

宿泊施設
キャンペーン

から

食べて！泊まって！

キャンペーン
キャンペーン期間

金 金

2021

10/22 12/31
キャンペーン
について

詳しくは
こちら

山陰応援

※「ローソンで購入する
GoToEatキャンペーン食事券」、
「鳥取県お食事クーポン券」を
ごうぎんのクレジットカード
で5,000円以上決済した
場合も対象となります。

※それぞれのキャンペーンでお一人さま1回ずつ
エントリーが可能です。

キャンペーン詳細情報

2021年10月22日現在
クレパンフ084（2021.10制）〈2021.10〉

株式会社山陰合同銀行本キャンペーンに関するお問い合わせは
お近くのごうぎん窓口まで

ごうぎん

みずほ銀行

町内加盟店

飯南町

町民

③商品の購入
スマートフォン決済

②デジタル
　商品券購入

システム活用
ニーズ
提案

ビジネス
マッチング契約

仲介

当行がみずほ銀行と自治体を調整

①参加決定 ④入金

専用
ページ

〜お客様に安心してご利用いただけ、身近な銀行であるよう、商品・サービス向上に努めています〜

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
企業統治に関する

取り組み 各種データ
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安定した金融インフラを全てのお客様に提供

ごうぎん
Duoカード

ヒト・モノ・カネの地域内循環で持続可能な地域づくり
Duoカードをご利用いただくことで、会員・加盟店双方がメリットを享受できる当行独自
の仕組みを構築しています。Duoカードを「地域カード」として普及させ、地元企業の販促
支援と地域内消費を促進することで、地域活性化を図ります。

〜野村證券㈱との提携〜
銀行と証券の強みを合わせた新たな金融サービスで、
人生100年時代を見据えた資産形成をサポート

当行独自キャンペーンの実施
Duoカードを活用したさまざまなキャンペーンの
継続的な実施により、地域における消費機会の拡
大を図っています。また、クレジットカードの日常
利用を促進し、キャッシュレス決済の浸透を図って
います。

Duoコレ
当行独自のポイント交換プログラムの一つで、貯
まったポイントを地域の特産品や商品券へ交換で
きるサービスです。ポイントを活用し、地域経済へ
の貢献と特産品の魅力発見につなげています。

ICキャッシュカード一体型クレジットカード

詳しくはHPをご覧ください。
https://www.gogin.co.jp/personal/service/duocard/

会員数

約28万人
（2021年9月末現在）

加盟店数

約1万店舗
（2021年9月末現在）

高齢化社会を安心して過ごすために考えておくことの一つが老後の資産です。「ふやす」「そなえる」「のこす」などお客様の
多様化するニーズに対し、質の高いご提案でお客様の豊かな生活の形成をサポートしてまいります。

野村證券㈱との提携により、山陰において、当行のお客様
にも日本屈指の証券サービスをご提供しております。山
陰合同銀行の広範なネットワークに、野村證券㈱の専門
的なノウハウと情報をプラスし、より高度なコンサルティ
ングで、人生100年時代を見据えた資産形成をサポート
してまいります。

資産形成や資産寿命について考える
商品ラインナップの充実やシミュレーションツール等の使
用で、コンサルティング力を強化しています。また、メー
ルでの情報提供やWEBセミナーを活用し、セカンドライ
フに向けて現役世代から運用の重要性や、資産寿命につ
いて考える機会をご提供しています。

資産管理や資産承継を考える
コンサルティングを通して、資産管理における家族連携
の重要性についてご説明しています。また、相続対策セミ
ナーの開催やDMの送付など、相続について考える機会
をご提供するとともに、認知機能低下への備えの重要性
についてもご説明しています。商品ラインナップの充実
を図り、スムーズな相続・資産承継をお手伝いします。

高齢化社会における資産形成サポート

地域カードを活用した地域活性化

●地域の充実した営業ネットワーク
●長年培った信用

●専門的な人材・ノウハウ・情報
● 豊富な商品ラインナップ・ 

最新システム

● 充実した商品・サービスラインナップ
800種類以上の投資信託など、現在野村證券㈱が取り扱
う商品・サービスを当行を通じてご購入いただけます。

● 利便性の高いサービス
店頭窓口のみならず、電話やインターネット等の非対面
チャネルなど、お客様に合ったチャネルでお取引いただけ
ます。

● 豊富な情報
野村證券㈱のグローバルネットワークを通じて、日本のみ
ならず世界中の最新情報をいち早くお客様にお届けいた
します。

● より高度なコンサルティング
高い専門性を有するコンサルティングスタッフが、より一
層付加価値の高い金融サービスをご提供してまいります。
また、金融に関する全てのご相談等を当行の窓口で完結
させることができます。

● 店舗体制
3つの店舗体制でお客様のニーズに的確にお応えしてまいります。

コンサルティングプラザ フルラインの商品・サービスをご提供

資産運用相談窓口 幅広いお客様を対象に資産運用・資産形成のご相談
シニアのお客様の資産管理のお手伝い

それ以外の店舗 証券口座の新規開設や投信積⽴のお申込受付

コロナ禍の地域を応援するDuoカードキャンペーン
「さんいんを元気に! !」をテーマに、Duoカードを活用した
地域の皆様、山陰の宿泊施設、飲食業の皆様を応援する
さまざまなキャンペーンを実施しました。

● Duoコレカタログキャンペーン（2020年7月～11月）
● Duoカードで応援!#WeLove山陰キャンペーン※

 （2021年3月）
● Duoカードでまちを元気に!GoToEatキャンペーン
 （2021年4月～8月）

地域産業のお役に立ち、地元山陰両県の
魅力を再発見できる機会となりました。

※  #WeLove山陰キャンペーン  
島根・鳥取両県実施の地域観光振興企画。両県在住者が対象の宿泊施
設を利用する場合の料金を1/2割引。（上限5,000円/1人/1泊あたり）

●  地域に根差した施策によるリレーションシップバンキングの実践

地域の魅力・楽しさの創出

地域への参画・愛着

各種キャンペーン
特典情報提供

各種キャンペーン

●  地域に密着したお得な 
情報とカード利用特典 
の付与

●  オリジナルイベントへの 
参加による地域への愛着

●  会員向けのイベントや 
キャンペーンを通じて、 
地域の活性化を創出

会員 地域

ごうぎん

充実した商品・
サービス

ラインナップ

利便性の高い
サービス 豊富な情報 より高度な

コンサルティング

重要課題 Society 安心・安全な社会の形成

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
企業統治に関する

取り組み 各種データ
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お客様の満足度向上に向けた取り組み
〜お客様のニーズにあった商品・サービスの提供に努めます〜
重要課題 Society 安心・安全な社会の形成

お客様本位の徹底を図るため、お客様の資産形成・資産運用にかかる業務において「お客様本位の業務運営を実現するた
めの方針」を策定しています。本方針のもと、お客様の豊かな生活の実現に向け、お一人おひとりのニーズに応じた最適な
商品・サービスの提供に努めています。

お客様の声を活用し、よりよい商品・サービスの提供に努めています。

お客様の声を活かす仕組み

資産運用商品をご契約いただいているお客様へのアンケートを実施し、「お客様本位の業務運営に向けた取り組み」がお客
様のご期待にお応えできているかを確認するとともに、商品・サービスのより一層の品質向上に努めています。

お客様アンケートの実施

お客様本位の業務運営に向けた取り組み

お客様の声の活用

コンサルティングの実践
●  お客様の知識、ご経験、財産の状況、投資⽬的、投資方針、収入の形態、ご職業、お取引の動機のほか、ライフプランをは

じめとしたさまざまな観点からご意向やニーズをお聞きし、お客様の夢をかなえるための最適な商品・サービスをご提案
するよう努めてまいります。

●  資産運用ガイドや資産設計ツールを用いて、類似商品・サービスとの比較も行いながら、お客様にとって最適な商品・
サービスをご提案するよう努めてまいります。

●  ご提案にあたっては、お客様の家族構成やライフイベント、資産状況などを確認し、ライフプランをお客様と一緒になっ
てシミュレーションするなど、より分かりやすく丁寧なコンサルティングを実践してまいります。

適切な販売手続き
●  取り扱う商品・サービスの手数料の多寡にとわられるこ

となく、お客様の⽴場で安定した資産形成に資する商
品・サービスのご提案に努めてまいります。

●  証券業務においては、業務提携先である野村證券㈱の
豊富なラインナップを取り扱うことにより、お客様の高
度な運用ニーズにもお応えしてまいります。

お客様本位の業務運営を実現するための方針

1. お客様本位の徹底
（お客様に選んでいただける金融機関となるために）
「地域の夢、お客様の夢をかなえる創造的なベストバン
ク」の経営理念のもと、お客様の最善の利益を図るべ
く、役職員全員が、誠実・公正にお客様本位で行動する
よう日々努めます。

2. お客様本位のコンサルティング
全ての役職員がお客様お一人おひとりにしっかりと向き
合って寄り添い、お考えを十分にお聞きしながら、お客
様の⽬的や資産状況、ライフステージなどに照らし合わ
せ、最適な商品・サービスをご提案するよう努めます。

3. お客様本位の情報提供
お客様に最適な商品・サービスをお選びいただけるよ
う、手数料を含めた重要な情報やリスクについて分かり

やすく丁寧にご説明するとともに、お客様の知識・経験
や商品・サービスの特性などに応じて、適切かつ十分な
情報を提供することに努めます。

4. お客様本位の商品ラインアップと販売
商品ラインアップおよび販売手続きにおいては、お客様
の⽴場にたって、利益相反が生じることがないよう、適
切に管理するよう努めます。

5. お客様本位の態勢整備
お客様本位の取組姿勢が徹底されるよう、組織・個人の
評価体系等に取組結果を反映するとともに、取組内容
の定期的な検証・改善に努めます。また、お客様本位の
コンサルティングを行うために必要な知識・スキルを役
職員が習得できるよう充実した教育・研修に努めます。

全文はHPをご覧ください。 ▶　URL：https://www.gogin.co.jp/about/policy/customeroriented/

（1）満足度

■満足　■ほぼ満足　■普通　■やや不満　■不満

（2）担当者の対応・説明

ニーズにあった提案

商品に関する手数料・
費用等の説明

わかり易い説明

意思疎通

ご要望の理解度

専門的知識の高さ

信頼感 46%

26%

28%

30%

34%

31%

28% 41% 28%

47% 20%

46% 18%

47% 21%

52% 19%

51% 23%

42% 10%
7割近いお客様が、
10点満点で8点以上の満足度と
回答されています。

■10点  ■9点　■8点　■7点　■6点　■5点
■4点    ■3点　■2点　■1点　■0点

22%

67%
14%

31%

16%

7%
7%

お客様の声の収集（ツール）
アンケート、HP、コールセンター、ご意見カードなど
を通して、お客様の声を承っています。

お客様の声（ご意見・ご要望）の集約・分析
お客様からいただいたご意見・ご要望を経営や担
当部署へフィードバックします。

改善の検討
今後の方針や施策、商品・サービス向上に向けた具
体的な改善内容を検討します。

よりよい商品・サービスのご提供

※ 2019年5～8月に山陰両県内の店頭窓口等でリスク性運用商品を購入された5,000名のお客様を抽出
（有効回答1,440名 回答率28.8%） 
2020年度は新型コロナウイルス感染拡大防止対策のためにアンケートを実施しておりません。

見本

見本

※  山陰合同銀行は所属証券会社を野村
證券㈱とする金融商品仲介を行ってお
り、野村證券㈱において作成した資料・
広告等をご提供しております。
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ご高齢のお客様・障がいをお持ちのお客様へのサービス向上の取り組み
〜全てのお客様に安心してご利用いただけるよう、ハード・ソフト両面の改善・向上に取り組んでいます〜
重要課題 Society 安心・安全な社会の形成

高齢化の進展に伴い、認知機能低下等によりお取引が困難になられるお客様が増えることが想定されます。当行では、資
産形成のご相談や日ごろのコンサルティングの中で、認知機能低下に備える重要性やご家族の資産管理についてご説明す
るなど、認知機能低下に対する理解・準備を促す取り組みを行っています。また、相続に関するニーズも高まっており、セミ
ナーの開催等、相続について考える機会をご提供しています。お客様の大切な財産を守り、ご家族にも安心いただけるよ
う、時代に応じた金融サービスをご提供しています。

鳥取県および鳥取県教育委員会と障がい者の社会参画支援に関する包括提携協定を締結（2017年）
地域と協働し、障がい者雇用の機運向上と障がい者の社会参画に貢献しています。

ごうぎん後見支援預金
近年、社会問題化している後見人による不正な預金の引
き出しを防止し、被後見人の財産を守るため、成年後見制
度を利用されるお客様の財産のうち、日常的に使用する
金銭とは別に、通常使用しない金銭について管理します。

介護や認知機能低下に備えた保険商品の取り扱い
介護や認知症関連支出に備える保険商品ラインナップを
拡充し、人生100年時代、お客様とご家族が安心してより
豊かにお過ごしいただくためのご提案をしています。

大切な財産を大切な方へ遺すお手伝い
専門家による質の高いコンサルティングで、スムーズな
相続をお手伝いします。
相続関連サービス実績（2013年7月〜2021年3月末）
● 遺言信託 158件
● 遺産整理業務 35件
● 財産承継プランニング 16件
信託商品実績（2018年7月〜2021年3月末）
● 遺言代用信託 42件（295百万円）
● 暦年贈与型信託 75件（1,313百万円）

リスク性金融商品の販売における
高齢者のお取引の制限
リスク性商品の販売にかかる高齢者ルールを策定し、比
較的リスクの高い商品の場合、ご理解・ご検討いただくの
に十分な時間を確保するため、商品のご案内をした当日
のご契約を制限しています。

ATMお取引の制限
ご高齢のお客様には、過去のATMご利用状況をもとに、
1日あたりの利用限度額を設定しています。

ご高齢のお客様、障がいをお持ちのお客様にもご利用いただきやすい店舗づくり、商品・サービスの提供に努めています。
また、お客様の事情に配慮した応対について、実践的な研修の実施、自己学習教材を活用した学習や応対例の共有など、
行職員への教育・研修を行い、適切な応対で全てのお客様に安心してご利用いただけるよう取り組んでいます。

店舗の整備
● 店舗の段差解消、点字ブロックの設置を拡大
● 視覚障がい者対応ATMの設置

ユニバーサルサービス
●  個人のお客様に発行するキャッシュカード全てに視覚障がい者認識
（点字）を表示

● 点字サービス（通帳等）
● 視覚障がいのあるお客様の窓口振込手数料引き下げ
●  コミュニケーションツールの設置

音声拡張器（音声補助器）、コミュニケーションボード（多言語対応）、
簡易筆談器等

● ATMや店舗入り口に障がい者支援申し出用の呼び鈴を設置

行職員への教育・研修
金融ジェロントロジー研修 
～「認知症サポーター」の養成～

認知症サポーター養成講座研修
2020年度2回開催 ／ 2021年度2回開催

高齢者・障がい者等への応対マニュアル ご高齢のお客様、障がいをお持ちのお客様に配慮した応対スキル向上

接遇研修 ユニバーサルマナーの講演会や講習会など、お客様の事情に配慮した
応対の実践的なスキル向上と理解促進

接遇向上勉強会 各営業店で接遇向上に向けた取り組みを実施
あいサポート運動※ あいサポート認定企業として、全行職員が「あいサポーター」に認定

※ さまざまな障がいの特性を誰もが理解して、障がいのある方が困っていることに対してちょっとした手助けや心配りなどを実践するこ
とで、障がいのある方が暮らしやすい社会をみんなが一緒につくっていくことを⽬的とし、鳥取県が開始した運動

地域ネットワークへの参画
地域包括支援センターと連携し、住み慣れた地域で安心し
て暮らせるまちづくりを⽬指します。
● 松江市と「高齢者の見守りネットワーク」に関する協定書

締結（2018年）
● 「鳥取市認知症高齢者等ご近所見守り応援団」に登録
（2021年）

鳥取県中山間集落見守り活動支援事業（2021年）
行政機関と連携し、地域住民の日常生活の異常を早期発
見する体制を整備することで、安全で安心して生活できる
地域づくりを推進します。

日本金融ジェロントロジー協会加入（2021年）
金融ジェロントロジーについて学び、ご高齢のお客様の
心身の状態等の理解を深め、丁寧な対応をするよう努め
ます。また、お客様の事情に配慮した柔軟な応対や、お客
様お一人おひとりに最適な商品・サービスを提供してい
ます。
※ 金融ジェロントロジー（金融老年学）とは、加齢に伴う身体能力や認知能

力の変化が経済、金融行動にどのような影響を与えるかを研究する学問
領域。

認知機能低下等に対応した金融商品・サービスの提供

大切な資産を守るためのご高齢のお客様への対応

ユニバーサルへの取り組み

地域や関係機関等との連携

コミュニケーションボードを店頭に設置。

認知症サポーター登録

約340人
（2021年3月31日現在）

「インターンシップ」「研修プログラム」の提供
ごうぎんチャレンジドとっとり内に研修スペースを併設し、
他の事業所の障がい者職員や特別支援学校の生徒を中
心にインターンシップの受け入れや研修プログラムを提
供しています。

あいサポート条例に基づく
企業の取り組みモデルの構築

「あいサポート条例」の趣旨に従い、障がい者が利用しや
すい、障がい者に配慮した店舗整備に努めています。

障がい者スポーツの推進
障がい者アスリートのサポートや障がい者スポーツの理
解普及のため、鳥取県と一体となって、広報活動等に取り
組んでいます。

当行の店舗ネットワークを活用した活動状況の
積極的な発信と障がい者雇用や支援制度等に
関する情報提供
県イベントの情報発信や障がい者アートの展示など、ご
来店いただいたお客様に障がい者の社会参画支援活動
のPRや情報提供を行っています。

主な活動
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障がい者の自立支援

環境保全活動

子どもたちを育む活動

幅広いユニークな社会貢献活動の展開
重要課題 Society 地域社会への貢献

社会・教育・文化等への社会貢献活動においても、「地域・お客様のお役に⽴つ」という考えのもと、地域社会に対する責任
を果たすよう努め、ユニークな活動を長年にわたり展開しています。

地域社会に対して感謝の気持ちを示すため、地域・社会活動に積極的に参画し、地域社会の発展・向上、青少年の豊かな心
と体を育む明るい社会づくりに貢献しています。

ごうぎん
チャレンジド

尚風館

森林
保全活動

2006年〜 ▶ P20

山陰各地の森林で役職員や家族が
参加する実践的な保全活動

五感を通して物事の背景や本質に
触れることを⽬指した学習

障がいのある方が専門的に
就労する事業所

2007年〜 ▶ P60

2012年〜 ▶ P52

社会・文化貢献活動　地域・社会活動への積極的な参画

ごうぎん一粒の麦の会（1981年〜）
ごうぎんグループの役職員による継続的な募金・寄贈活動を、40年に
わたり行っています。
福祉施設等に、車椅子やテレビ等を贈呈しています。

● ハンドソープ・マスク贈呈
2020年12月、新型コロナウイルス感染症対策として、次代を担う子ど
もたちに役⽴てていただくため、島根・鳥取両県内の小学校にハンド
ソープとマスクを贈呈しました。

● 大学への寄付
コロナ禍において学業・生活に支障が出ている大学生を支援するため、
2021年8・9月に山陰両県7大学の学生基金に合計270万円を寄付しま
した。

両県合わせて、ハンドソープ4,110本、マスク50,000枚
を贈呈

島根大学への贈呈式の模様

● エコキャップ収集運動
会員の方々のご協力により収集した使用済ペットボトルのキャップをリ
サイクル業者に売却し、その売却代金を寄付することで、ユニセフを通
して世界の子どもたちにワクチンを届けています。

「小さな親切」運動（1997年〜）
当行が事務局となり、地域の皆様とともに、「あいさつ運動」や「日本列島
クリーン大作戦」など、さまざまな活動を展開しています。

ごうぎん文化振興財団（1992年〜）
島根県・鳥取県で実施される教育・芸術文化・スポーツ活動に支援・協
賛しています。

● SDGs関連図書贈呈
2021年10月、新型コロナウイルス感染拡大により実施できなかった助成
事業に代わり、山陰両県の全公⽴小学校へSDGs関連図書を贈呈しました。

両県合わせて、1,380冊（両県の345校に4冊ずつ）を
贈呈

寄贈先数／総額

1,189先　／　1億2,493万円相当
（1981年度の開始から2020年度までの累計）

助成件数／金額

島根県1,303件　／　鳥取県1,223件

総額3億1,701万円
（1992年度の開始から2020年度までの累計）

会員数　2,360会員
（賛助会員272先／団体会員2,080名／個人会員8名）

（2021年3月末現在）

重量 ／ ワクチン換算

15,249kg ／ 約7,600本分
（2010年から2020年度までの累計）

〜社会貢献活動を通じ、豊かな地域社会の実現に貢献します〜
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幅広いユニークな社会貢献活動の展開

青少年の育成活動　地域の未来を担う子どもたちを育む活動

金融教育　〜金融リテラシーの向上〜
職場体験の受け入れや出張講座などを通じて、小・中学生に銀行の役割や仕組
み、将来のためのマネープランなどを学んでいただいています。

SAN-IN GODO MUSEUM
本店3階に、昔の貨幣や山陰地方の藩札等を展示したミュージアムを開設して
います。地域の方々や子どもたちに見学していただき、貨幣や銀行の歴史につ
いて学ぶ場としてご利用いただいています。

情操教育　〜紙芝居を通じた情操教育活動〜
「小さな親切」運動の取り組みの一つとして、2005年より毎年『紙芝居キャラバ
ン「声優さんがやってくる」』を実施しています。山陰両県内の小学校をテレビア
ニメ等で活躍中のプロ声優が訪問し、子どもたちに紙芝居を通じて「小さな親
切」の大切さを伝えています。
紙芝居を通じた情操教育活動は、公益社団法人「小さな親切」運動本部でも認
められ、全国に拡大しています。

お取引先の多様な資金調達ニーズにお応えするととも
に、SDGsの⽬標達成に向け、私募債発行を通じて発行企
業とともに地域の課題解決につながる取り組みを支援し
ています。

ごうぎんSDGs私募債「地域おこし型」
私募債発行を通じて山陰両県に新型コロナウイルス感染
症対策等の活動資金を寄付します。

ごうぎんSDGs私募債「医療機関寄贈型」　
私募債発行を通じて山陰両県外の感染症指定医療機関
へ寄付します。

ごうぎんSDGs私募債「教育機関寄贈型」　
私募債発行を通じて地域の小・中学校等の教育機関にス
ポーツ用品や楽器など子どもたちの学びや成長に役⽴つ
物品を寄贈します。

■ SDGs私募債発行件数 124件 （2020年度）

島根県への贈呈式の様子

地域おこし型（島根県） �17件
地域おこし型（鳥取県） �16件
医療機関寄贈型����27件
教育機関寄贈型����43件

スポーツ振興型 �9件
CSR型 �����9件
福利厚生型���3件

発行企業 地域の小・中学校等の教育機関

ごうぎん

■ 教育機関寄贈型
私募債発行金額の0.2%以内の物品を当行と連名で寄贈

発行企業 島根県・鳥取県

医療機関

新型コロナ
対策等の

施策に活用ごうぎん

■ 地域おこし型・医療機関寄贈型
私募債発行金額の0.2%の金額を当行と連名で寄付

地域応援　〜さんいんを元気に!
地域産業のお役に立ち、山陰の魅力を再発見!〜

さんいん応援定期預金キャンペーン（2020年11月9日～2021年3月31日）
コロナ禍の地域の皆様を応援するため、山陰の特産品が抽選で当たるキャン
ペーンを実施しました。キャンペーンの賞品に山陰の美味しいものを採用し、地
域の産業を応援するとともに、お預入れいただいたお客様には山陰の美味しさ
を再発見いただける機会としました。

障がい者支援　〜お客様の思いを山陰両県の障がい者スポーツ協会へ届けました〜
ごうぎん夏のドリームキャンペーン（2021年6月16日～9月30日）
定期預金預入総額の0.01%相当額を当行が拠出し、山陰両県の障がい者ス
ポーツ協会へ寄付しました。お客様の思いをのせた寄付金は、障がい者アス
リートのサポートや障がい者スポーツの広報活動、拠点施設の整備や大会運営
など、障がい者スポーツの発展に役⽴てられます。

ロビー展の企画、地域のイベントや清掃活動・ボランティア活動への参加など、
地域社会の一員として、各営業店が積極的に地域交流活動に取り組んでいます。

定期預金キャンペーンを通じた地域貢献への取り組み 
　金融商品を通じて持続可能な地域社会の実現とお取引先の社会貢献活動を後押し

ごうぎんSDGs私募債 
　金融商品を通じて持続可能な地域社会の実現とお取引先の社会貢献活動を後押し

地域交流活動　営業店での取り組み

ごうぎん女子バドミントン部（1993年〜）
ごうぎん女子バドミントン部は、島根県内のスポーツ振興
のため創部されました。地域のバドミントンのレベルアッ
プに向け、小・中学生への技術指導などを行っているほ
か、地域のスポーツイベントに参加するなど、積極的に地
域との交流を図っています。また、日本トップリーグである
S/Jリーグでの活躍を通じて、地域を盛り上げています。

ごうぎん軟式野球部（1986年〜）
天皇賜杯全日本軟式野球大会などの全国大会に出場し活
躍しています。また、地元中学生チームとの交流試合を行
うなど地域貢献活動にも積極的に取り組んでいます。

地元プロスポーツチームを応援
サッカーJ3のガイナーレ鳥取とバスケットボールB1リーグ
の島根スサノオマジックをスポンサーとしてバックアップして
います。また、冠スポンサー試合の開催や当行クレジットカー
ド会員への特典やJ-Coin Payの特典を提供しています。

S/Jリーグに参戦
山陰でのホームゲームでは気迫ある一流のプレーを間近でご覧いただけます。会
場の熱気や緊迫感など、ハイレベルな試合で応援席とチームベンチが一体となっ
た盛り上がりを体感いただけます。

山陰から世界へ　日本代表選手が所属
日本代表として国際大会で活躍する選手も所属しています。

ジュニア選手の育成　技術指導
山陰をバドミントンの盛んな地域にしようと、週3日のペースで小・中学生を対象に
指導を行っているほか、合同合宿、山陰各地の小・中学校への出前指導などを行っ
ています。

スポーツ振興　スポーツ振興による地域活性化

重要課題 Society 地域社会への貢献

実施累計

鳥取県93校　／　島根県102校
（2005年取組開始以降2020年度までの累計）

寄付金額

929,308円

鳥取しゃんしゃん祭
地域の祭りに参加し、盛り上げています。

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
企業統治に関する
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幅広いユニークな社会貢献活動の展開 重要課題 Society 地域社会への貢献

地域の未来を担う子どもたちを育む活動

高い志を持って、新しい風を起こす
「尚風館」は、ごうぎん島根文化振興財団が2012年に開校した私塾です。
参加する子どもたちが、国内外の古典やふるさとの歴史・自然、伝統文化などから「生き
方や考え方」を学び、将来「社会の中で活躍できる人物」に育っていくことを願っています。
学習塾とは異なり、昔ながらの寺子屋や藩校をイメージした、一人ひとりの個性を尊重し
た指導を行います。教室での講義のほか、校外学習や夏季の宿泊研修により、五感を通
して物事の背景や本質に触れてもらうことを重視しています。

尚風館

伝統文化に学ぶ

郷土に学ぶ

自然に学ぶ

礼儀作法

短期宿泊研修

海外留学支援

漢文の素読
日本の古典の音読

郷土の偉人に
ついて学習

自然や文化に
触れる体験学習

礼儀正しく、志の高い人
思考力、洞察力に優れ、創造性に富んだ人

大局に立って決断し、行動できる人

目指す人物像
初等課程

在籍 20 名

尚風館が大切にする3つの柱（伝統文化
に学ぶ、郷土に学ぶ、自然に学ぶ）の基
礎となる学習を行います。
● 「論語」　● 「竹取物語」　● 「百人一首」
● ふるさとの偉人　● 礼儀作法　
● 宍道湖の生き物と自然　
● 算数数学のおはなし　● 名文暗誦　ほか

中等課程

在籍 13 名

初等課程での学習をベースとし、さらに
深めるとともに、国を超えた異文化にま
で視野を広げる学習を行います。
● 琴　● 書道　● 諸子百家　
● 出雲国風土記　● 島根半島探索　
● 科学の学習　● ディベート　
● 英語表現活動　● 世界の偉人学習　
● 異文化調理実習　● 地域課題学習　ほか

高等課程

在籍 17 名

これまでの学びをふまえ、「志」を持って
自分から行動できる自立した人物を目指
し、学習を行います。
● 課題レポート（年3回）　
● 集合講義（不定期開催）　● 地域課題学習
●  希望者を対象として海外留学補助制度を

用意しています。

尚風館で印象に残っていること

●  ふるさとの人物の学習  
自分が住んでいる県の有名な人物について知ることができて、とても面白いで
す。夏の宿泊研修では、自然学習などの普段できない体験ができ、とても楽しかっ
たです。（小学6年）

●  論語  
論語には人生において参考になることが多く語られています。講義の回数も多く、
尚風館の心得の一つでもある「物事について考える力を身に付ける」ことで、日々
の生活の中にある、些細な出来事にも関心を持てるようになり、自分の生活も豊
かになったと感じています。（中学3年）

●  フィールドワーク  
実際に見て触れて、その場所の空気を感じられることは貴重な体験です。中でも、
島根半島に行ったことが強く印象に残っています。長い年月をかけて造られた自
然の迫力や美しさに圧倒されました。この自然を知ることができて良かったと思う
と同時に、たくさんの人に知ってもらいたいという思いが強まりました。（高校1年）

尚風館入校後、行動や考えが変わったこと

●  以前は気にも止めなかったような事にも関心を持ち、自
分なりの意見を持つことができるようになりました。ま
た、今までは表面的で、ごく一部にしか意識を向けていな
かったことの、その奥にあるより踏み込んだ情報につい
て考えるようになりました。（中学3年）

●  ジオパークや古墳について知ったり、郷土の偉人から志
を学んだり、茶どころ松江の市民として茶道をたしなんだ
り、今まで気づいていなかった地域の誇れるところを知る
ことができました。胸を張って島根を誇れるようになれて
よかったです。（高校1年）

●  物事を一つの見方にとらわれず、多方向から考えられるよ
うになったことです。尚風館では異なる学校に通う仲間と
共に学ぶため、意見交換などをすると普段の学校生活よ
りも多くの考えに触れることができます。また、人権学習
や国際交流活動などを通して自分自身の視野を広げるこ
とができました。（大学1年）

尚風館で学んだことから心掛けていること

●  集中力がとても良くなったと思います。苦手だった漢字も、今はすらすらと
書けるようになりました。尚風館では、礼儀作法も習うので、人への接し方
も考えるようになりました。(小学5年)

●  礼儀作法で習った、⽴ち方、すわり方、姿勢や歩き方を日常でも心掛けて
います。学校では学ぶことのできないことや体験ができてとても楽しいで
す。（小学6年）

今後の自分像

●  身近なことから世界のことまで幅広く学んできて、色々なことに興味を持
てるようになりました。これからは、興味を持ったことについて、考えを深め
ていける人になりたいです。多くのことに挑戦して、尚風館で学んだことを
将来に活かしていく力を身に付けたいと思います。（高校1年）

●  尚風館での約10年間で学んだことを、時々思い出して日々の生活に生か
したり、さらに理解を深めたりできる人。すなわち、「学びて時に之を習う、
亦説ばしからずや」を体現できる人になりたいです。（大学1年）

塾生インタビュー

教育課程
●  小学生から社会人になるまで成長に応じた

三段階の一貫教育を行います。
●  3学年合同のクラスで学びます。

初等課程 3年間
小学4年生～小学6年生

小学6年生～中学2年生

中等課程 3年間
中学1年生～中学3年生

中学3年生～高校2年生

高等課程
高校1年生～高校3年生

社会人となるまで

PICK UP

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
企業統治に関する

取り組み 各種データ
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多様な人材の活躍をサポート
重要課題 Society ダイバーシティ推進

厳しい環境下においても地域を支える存在であり続けるため、地域の課題解決のために行動できる人材の育成と、多様な
人材がその能力を最大限に発揮できる活力ある組織づくりに取り組んでいます。

人権尊重への取り組み

人材育成

人権啓発体制
同和問題をはじめとするあらゆる人権問題・差別問題をよ
り正しく理解し、その解決に積極的に取り組み、差別のな
い職場づくりを⽬指すため、頭取を委員長とする同和問
題研修推進委員会を設置しています。研修や勉強会等に
よる啓発活動や、各部店への推進員を設置するなど、人
権尊重を通じて職場の活性化を図っています。

倫理研修の実施
新入行員から管理職まで階層ごとに継続的に倫理研修を
実施し、人権尊重やハラスメントについての理解を深めて
います。

人権啓発標語の共有
人権啓発活動の一環として、毎年、広く行内から標語を募
集しています。同和問題研修推進委員会事務局において
選考を行い、優秀作品を表彰するなど行内で共有し、人
権意識の高揚を図っています。

ハラスメントのない職場づくり
役職員一人ひとりが互いに尊重し、ハラスメントのない職
場づくりを⽬指すため、ハラスメント防止マニュアルを制
定しています。また、相談窓口を設置して、身近でハラス
メント事案が起こった場合は気兼ねなく相談できるよう体
制を整備しています。

自分らしく生活できる地域社会づくり、LGBTが尊重される社会への取り組み
〜LGBT住宅ローン〜
近年、LGBTに対する自治体における取り組みや理解促進が急速に広がり、社会的な関心が高まっており、ジェン
ダー平等の実現を⽬指した取り組みの一環として、当行ではLGBTに対応した住宅ローンを取り扱っています。
同性パートナーに対応した住宅ローンにより、性的指向や性自認による差別を排除し、誰もが自分らしく安心して生
きることのできる地域社会づくりに貢献してまいります。

地域・お客様の課題解決に貢献できる専門性の高い人材の育成に取り組んでいます
コンサルティングとデジタルを軸としたビジネスモデルを実現し、当行が力強く成長していくためには、組織として体制を強
化するとともに、それぞれの分野の専門人材の育成が不可欠です。従業員一人ひとりが自ら学び専門性を向上させ、自分
の強みに磨きをかけ、個性豊かで多様な人材が活躍することで、存在感のある強靭な銀行としてあり続けてまいります。

ごうぎんの求める人物像
当行が何より大切にしているのは、地域、お客様、仕事に対する熱い思いです。
当行は、いつの時代においても、自己研鑽に努め、知恵を絞り、創意工夫し、情熱を持って取り組むことを役職員に求め続
けています。
地域・お客様のために、銀行だからこそできることはたくさんあり、自ら考え熱い思いで行動できる人物を求めています。
仕事を通じて生み出す価値が自ずと地域・お客様の課題解決につながり、当行のビジネスモデルの変革へとつながってい
きます。

自律的な成長をサポートする人材育成体系
〜自律型人材の育成〜
従業員が、自分で考え、自ら学び、主体的に実践で
きる自律型人材の育成に取り組んでいます。
自らキャリアプランを考え、明確にすることで、従
業員一人ひとりが、キャリアプランの実現に必要
な能力やスキル、経験、自らの課題を認識し、従業
員の主体的な行動と成長意欲の向上を促します。
キャリアプランを起点とし、従業員の自己研鑽を
主体とした能力開発をサポートする体系を強化し、
従業員の自律的な成長につなげています。

従業員一人ひとりの働きがいと働きやすさを高め、
自律的な成長をサポートすることで、
地域・お客様の課題解決に貢献できる人材を育成

地域・お客様に
貢献できる人材

自律的な成長
専門性向上

働きがい
活躍の場拡大働きやすさ

多様な働き方

より専門性の高い人材

自己
研鑽

キャリア
プラン

成長の
確認

自律的な成長

キャリア
形成支援

フィードバックの
充実

自己啓発・
Off-JTの促進

企業風土の醸成

従業員主体の
キャリア開発

サイクル

人権方針 （2020年5月策定）

(1) 国際規範の尊重
世界人権宣言・国連グローバル・コンパクトなど人権
に関する国際規範を尊重します。

(2) 差別の排除
あらゆる企業活動において、人種、国籍、性別、性的指
向、性自認、出身、社会的身分、信条、宗教、障がい、身
体的特徴などを理由とした差別を行いません。

(3) 人権を尊重する企業風土の醸成
人権問題を自分自身の問題としてとらえ、相手の⽴場
に⽴って物事を考えることを励行し、人権を尊重する
企業風土を醸成します。

(4) 働きやすい職場環境の確立
役職員一人ひとりがお互いをビジネスパートナーとし
て認め合い、自由に意見を言い合える対等な関係を構
築することで、働きやすい環境を確⽴します。
セクシャルハラスメントやパワーハラスメント等を人間
の尊厳を傷つける行為として認識し、これらのハラスメ
ントを職場から排除します。

(5) 公正な採用の実施
従業員の採用に当たって、本人の能力と適正のみを基
準とした、厳正かつ公正な採用を行います。

(6) 人権研修の実施
あらゆる人権課題の解決に向け、役職員一人ひとりが
人権に関する正しい理解と認識を深めるため、幅広い
人権啓発研修に取り組んでいきます。

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
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行外研修
2021年度は10月末時点で27名を行外研修に派遣して
います。女性の法人営業育成に関する研修や、本部の専
門人材育成にかかる研修に積極的に参加し、スキルアッ
プを図っています。

多様な人材の活躍をサポート 重要課題 Society ダイバーシティ推進

キャリア形成支援
必要な学びを自ら選択して学習する「自律的な成長」と「学び続ける姿勢」をサポートする研修体系を整備し、従業員のキャ
リア形成を支援します。対話や実践による能動的な学びを通して参加者が相互に気付きを与え合うアウトプット中心の研修
の実施や、行外研修の拡充など研修内容の充実を図っています。

自己啓発促進の取り組み
■ ツールの充実（グロービス学び放題）
従業員の自律的な成長のサポートの一環としてeラーニ
ングコンテンツを導入しています。金融実務からビジネス
スキルまで幅広い学習を支援するコンテンツ、コンサル
ティング能力向上に必要不可欠である経営戦略やマーケ
ティングなどの経営学全般や論理的思考・取引先分析コ
ンテンツ、デジタルリテラシー向上のためのコンテンツ等
各分野の知識の習得に向け、積極的に自己啓発に取り組
んでいます。

■ 公募型行内研修
従業員自らが積極的に参加し、自己研鑽に努めています。

コンサル・デジタル等のスキルアップ
をテーマとしたカリキュラム

コミュニケーションやチームワーク等
組織としての能力の向上

当行の理念の浸透や倫理観の醸成

キャリア開発体系・研修体系

モチベーションの向上
風通しのよい企業風土づくりと、公正な人事制度の構築に取り組み、従業員の行動意欲を高めます。

頭取と従業員が対話する場として「頭取との意見交換会」
を定期的にオンラインで開催しています。頭取の経営理
念や中期経営計画に対する思い、従業員の質問に対する
頭取の率直な考えやアドバイスなどを直接聞くことがで
き、参加した従業員から好評です。経営層との対話の充
実により風通しのよい職場づくりに努めています。

■ 経営層と従業員の一体感の醸成
役員が「経営ビジョン」「想い」を直接従業員に伝え、また、
従業員が「意見」「考え」を直接役員に伝える機会を設けて
います。双方向のコミュニケーションを強化し、相互の理
解を深めることで組織の一体感を高めます。

■ 公正な人事考課
フィードバックの充実を図り、人材育成の強化につなげて
います。従業員一人ひとりに対して考課結果に至った判断
理由を丁寧かつ具体的に説明し、考課に対する納得性を
高めるとともに、従業員一人ひとりの業務に対する取組意
欲の向上につなげます。

■ コミュニケーションの強化
キャリアプラン策定のサポートやキャリア形成支援を通
じ、組織内のコミュニケーションと信頼関係の強化を図り
ます。
また、定期的に所属長による従業員の面談を実施し、キャリ
ア形成や業務に関することのほか、家庭等のプライベート
なことなどあらゆる相談を受ける機会を設定しています。

■ コミュニケーションサポート制度
「職場内での関わり」「家族・地域を含めた関わり」強化が
図れるようコミュニケーションサポート制度を制定し、コ
ミュニケーション向上につながる行事や活動を応援して
います。

「頭取との意見交換会」の開催

長期的な方向性を銀行全体で考えることを⽬的として、経営理念について一人
ひとりが自ら考え、議論する機会を設けています。経営理念に関するアンケー
トでは、経営理念への従業員の共感度が高く、地域・お客様のお役に⽴ちたい
という思いが従業員に広く浸透していることが見てとれた一方で、経営理念と
日々の業務や活動とのつながりをイメージできないという意見が見られまし
た。従業員に対して機会を捉えてメッセージを発信したり、業務や活動の意義を
説くなど、経営理念に対する理解を促しているほか、創⽴記念日に経営理念に
ついて全行的に議論する機会を設けています。従業員一人ひとりが経営理念を
自分事として具体的に解釈し、日々の業務の中で実践するよう促す取り組みを
行うことにより、組織の一体感の強化を図っています。

経営理念の共有に向けた取り組み
経営理念について従業員一人ひとりが考える機会

（
仕
事
力
育
成
体
系
）

役
割
別
体
系

（
人
間
力
育
成
体
系
）

階
層
別
体
系

スキル別研修
高度かつ専門的なコンサルティングコンサル人材

組織全体のデジタルスキル強化デジタル人材

高度金融を担う専門人材本部専門人材

テーマ別研修

倫理研修

年間研修参加者数

延べ1,482名
（2020年度）

年間研修費用

16.5百万円
（2020年度）

公募型行内研修
2021年度上期開催回数 ／ 参加者数

24回 ／ 延べ1,027名

グロービス学び放題受講状況

利用者739名
（2021年9月30日現在）
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ごうぎんに吹く新しい風　〜野村證券㈱との人材交流〜

多様な人材の活躍をサポート 重要課題 Society ダイバーシティ推進

ダイバーシティ&インクルージョン

従業員の多様な個性や価値観を尊重し、一人ひとりが活躍できる組織づくりに取り組んでいます。

障がい者の雇用
障がいのある方を積極的に雇用し、それぞれの能力に
あった活躍の場を設けています。

ごうぎんチャレンジド  （P60）

女性・シニアの活躍推進
従業員が挑戦意欲を高め、能力を十分に発揮し、働きがいのある職場環境の整備に努めています。

■ 女性従業員の管理職への積極的な登用
女性の活躍の場の多様化や研修プログラムの充実など
環境を整備し、女性従業員の管理職への積極的な登用を
行っています。女性活躍推進法に基づく行動計画を策定
し、2023年度末までに女性管理職比率（支店長代理以
上）25%以上を⽬標にしています。

■ 法人営業のスキル習得をサポート
信頼関係の構築・課題やニーズの共有・事業支援実施の
プロセスを通した研修や、ヒアリングスキル向上を⽬的と
した休日セミナーを開催するなど、OJTに重きを置いた
カリキュラムでエリア職の法人営業担当育成をサポートし
ています。また、気軽に質問や相談ができるよう法人営業
教育専任者の配置や本部照会窓口の設置によりサポート
体制を強化しています。
エリア職が前向きに法人営業の活動に取り組めるように、
先輩エリア職の話を聞く機会や女性従業員同士が日ごろ
の悩み、疑問、不安について情報交換できる場として座談
会の開催、現場を肌で感じることができる工場見学等も
積極的に実施しております。

■ 行員登用制度
準職員やパートタイマーの活躍の場を拡大し、積極的な
行員登用を行っています。
行員登用者数

2018年度 5名
2019年度 4名
2020年度 4名

中途採用の積極実施
刻々と変化していく社会情勢や高度な金融サービスの提供
に対応するため、リファラル採用制度などの採用チャネルを
拡充し、積極的に中途採用を実施しています。中途採用者
はキャリア経験を活かして幅広い領域で活躍しています。

野村證券㈱との提携により、野村證券㈱より当
行に約90名の出向者を受け入れています。山
陰に6拠点あるコンサルティングプラザでは、
野村證券㈱の出向者と当行行員が双方の強み
を活かしながら協働して資産形成・資産運用の
コンサルティングを行っています。両社の文化
は異なりますが、「お客様によりよいサービス
を提供したい」という思いは同じで、日々の活
動を通じて相互に刺激し合いながらレベルアッ
プし、より一層高いレベルのサービス提供を⽬
指しています。また、当行と野村證券㈱との違
いなど、出向者だからこそ感じる率直な感想や
意見もあります。野村證券㈱との人材交流によ
り、当行全体に新しい刺激や発想がもたらされ
ており、方針や施策に活かしています。

約300名参加の月初会、ＧＯＯＤビジネス共有会を毎月Web
開催しています。また、コンサルティングプラザの行員は相互
に拠点を訪問し合い、各拠点の活動を実際に知る機会も設けて
います。全拠点が同じ方向を向いて、同じレベルで活動できる
よう、さまざまな取り組みを行っています。

中途採用者数
2018年度 10名
2019年度 7名
2020年度 15名

（注）中途採用者のうち、管理職（支店長代理以上）登用者：22名

■ 女性従業員の活躍の場拡大
エリア職（勤務エリアを限定した職種）のキャリアマップを
拡大し、多様なキャリアパスを整備しています。実践研修
やサポート体制の強化など、エリア職のキャリア形成を積
極的に支援しています。

障がい者雇用率

2.65%
（2021年3月31日現在）

ごうぎんチャレンジドの障がいのある職員数

まつえ18名　／　とっとり13名
（2021年3月31日現在）

女性管理職比率

2023年度末目標　25%以上

21.9 22.5 22.6
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エリア職のキャリアマップ

窓口サービス

個人営業

融資・外為

法人営業

女性管理職比率

22.6%
（2021年3月31日現在）

“インクルーシブ（包摂的）なビジネスはインクルーシブな社会を創る” という考えのも
と、障がい者がビジネス･社会・経済にもたらす潜在的な価値を発揮できるよう世界の
企業が行動することを⽬的とし、その活動を支援する国際的イニシアチブです。
本イニシアチブに加盟することで、これまでの取り組みをさらに発展させてまいります。

障がい者の活躍・躍進に取り組む国際的イニシアチブ
「The Valuable 500」に加盟

世界500社の企業からの賛同を募り、
日本企業53社が加盟
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67名
46名
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2018年度 2019年度 2020年度

エリア職の法人営業への配置転換

月初会

毎月の⽬標・活動方針・
施策の確認

ＧＯＯＤビジネス共有会

事例やお客様のために
なる商品戦略を全員で
共有

役員もＧＯＯＤビジネス共有会に参加

女性管理職の人数・比率の推移

■ 70歳までの継続雇用制度
当行で培った知識・経験・能力を活かして、当行で長く活
躍できる70歳までの継続雇用制度を導入しています。「働
きがい」「やりがい」を持って、今までの経験を活かすこと
のできる後進育成をはじめとした分野で活躍いただいて
います。

感性豊かに絵を描く
ごうぎんチャレンジドまつえの職員

NEW

NEW

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
企業統治に関する

取り組み 各種データ

58 59



多様な人材の活躍をサポート

地域で支える障がい者の自立支援・社会参画支援

当行は、障がいのある方が専門的に就労する事業所を運営しています。それぞれの能力
を活かし、絵画を活用した経済的価値の創出、ITスキルを駆使した事務サポートや業務
効率化など幅広く活躍いただいています。
ごうぎんチャレンジドの取り組みは、慈善事業ではなく、障がい者を継続的に雇用し、障
がい者の経済的な自⽴を図るという、障がい者雇用のモデルケースです。地域社会全体
で障がい者の雇用の促進や自⽴支援を支えていくよう、当行の運営ノウハウの公開や視
察の受け入れ、積極的な情報発信や地域との連携など障がい者雇用の地域におけるモ
デルづくりにつなげています。
地方銀行初の取り組みは地域への広がりとともに、ご賛同企業は全国に及び、当行の障
がい者雇用の取り組みと雇用モデルが全国に広がっています。

ゆめいくワークサポート事業
知的障がいのある方々がもつ芸術的能力により経済的価値を生み出す仕組みを島根県、島根県社会福祉協議会とともに
構築し、地域で障がい者の自⽴を支援する取り組みを行っています。

地方創生の「特徴的な取組事例」に選定
ごうぎんチャレンジドの取り組みは、平成28年度の地方創生の「特徴的な取組事例」として内閣府より表彰されました。

ゆめいくワークサポート事業において、当行は絵画の無償提供に加え、当行の広域店舗ネットワークを活用して都会地の企
業にアプローチを行い、ご賛同いただける企業を開拓する役割も担っています。ゆめいくワークサポート事業のご賛同企
業は全国に広がり、ノベルティなどにごうぎんチャレンジドまつえの絵画をご利用いただいています。

ごうぎん
チャレンジド

重要課題 Society ダイバーシティ推進

知的障がいのある方が専門的に就労し、絵画の制作や絵画を
使用したノベルティの製作、事務業務を行っています。

ごうぎんチャレンジドまつえ
障がいのある職員数：18名

（2021年3月31日現在　開設当初：6名）

2007年9月開設

絵画データ
の提供デザイン使用料

の支払い

島根県 島根県社会福祉協議会

ご賛同いただいた企業
（契約企業）

島根県内の障がい者就労支援事業所・
企業等（仕事・市場の開拓）

交付金
配分

取り組みにご賛同いただいた企業に、
「ごうぎんチャレンジドまつえ」の職
員が描いた絵画を使用いただいてい
ます。絵画の使用料は社会福祉協議
会を経て、障がい者就労支援事業所
や企業に還元され、障がい者自⽴支
援の⽬的に活用されています。

絵
画
の
無
償
提
供

ごうぎんチャレンジドまつえ

視察受け入れ数

54件

（2007年度の開設以降）2020年度までの累計

ゆめいくワークサポート事業

ご賛同企業（契約企業）　9社 （2021年3月末現在）

ゆめいくワークサポート事業　助成実績／助成総額

累計37団体　／　41,325千円
（2021年3月末現在）

ご賛同企業
● 住友生命保険相互会社
● 日本水産株式会社
● 株式会社伊藤園
● カゴメ株式会社
● 日本通運株式会社

●  三井住友ファイナンス
&リース株式会社

● イオンリテール株式会社
● 綜合警備保障株式会社
●  ダイワボウホールディングス

株式会社

精神障がいや発達障がいのある方が主に就労し、書類整備や
データ入力等のITスキルを駆使した作業など幅広い銀行業務
を担っています。

ごうぎんチャレンジドとっとり
障がいのある職員数：13名

（2021年3月31日現在　開設当初：5名）

2017年9月開設

従来、本部や営業店、グループ会社で行っていた業務を
担っています。

「インターンシップ」「研修プログラム」の提供
ごうぎんチャレンジドとっとり内に研修スペースを併設し、他の事業所の
障がい者職員や特別支援学校の生徒を中心にインターンシップの受け
入れや研修プログラムを提供しています。現場体験（銀行業務）やビジネ
スマナー等の習得により、当行や当行以外の企業での就職につながるよ
う支援しています。

項目 内容
インターンシップ 業務体験実習（帳票作成や文字おこし等）

研修プログラム ビジネスマナー、コミュニケーションスキル、
ストレスマネジメント、金銭管理

インターンシップ受入数

36人

研修講師派遣回数

8回

研修プログラム提供回数

2回

インターンシップの受け入れ

（2017年度のチャレンジドとっとり開設以降2020年度までの累計）

ごうぎんチャレンジドまつえの
職員が描いた絵画を使用し、
ごうぎんチャレンジドとっとりの
職員が広報誌の表紙をデザイン

お客様にお配りする
ノベルティを製作しています。

障がい者の社会参画支援における鳥取県および鳥取県教育委員会との連携
鳥取県および鳥取県教育委員会と「障がい者の社会参画支援に関する包括提携協定」を締結し、障がい者雇用の機
運向上と障がい者の社会参画に貢献しています。

PICK UP
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多様な人材の活躍をサポート 重要課題 Society ダイバーシティ推進

ワーク・ライフ・バランス

育児・介護と仕事の両立支援
従業員が安心して働き、当行で長く活躍できるよう、育児休業や介護休業に関する制度の充実を図り、家庭と仕事の両⽴を
サポートしています。

育児休業制度／介護休業制度

育児休業 子どもが3歳の誕生日まで利用可能

短時間勤務、時間外勤務の免除
および制限　など 子どもが小学校3年生修了まで利用可能

介護休業 家族などの介護が必要となった場合、
対象家族1人につき、通算365日の範囲内で、3回まで分割して利用可能

介護短時間勤務、
時間外勤務の制限　など

家族などの介護が必要となった場合、
対象家族1人につき、利用開始から3年の間で2回まで利用可能

健康診断 定期健康診断受診率100%（2020年度）
人間ドック・検診再検査時に利用できる特別休暇「メディカル休暇」を2021年4月新設

就業時間中禁煙、敷地内禁煙 2020年4月より山陰合同銀行グループ内の敷地内禁煙、就業時間中禁煙を実施

メンタルヘルス対策
カウンセリング体制の整備

島根大学とのカウンセリング連携体制に加え、
専門精神科医をメンタルヘルスアドバイザーとして迎え、行職員に対するケアや罹患
の未然防止に向けた取り組みを行っている

■ スマイル・ママミーティング（職場復帰サポート）
育児休業者を対象に懇談会や職場復帰直前ミーティング
を開催しています。休業者同士や、復職経験者と意見交
換することで、充実した育児休業を過ごすとともに、復職
後も相談しあえる仲間づくりを行っています。

■ えるぼし・プラチナくるみん認定
2016年12月に女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」
を、2018年12月に次
世代育成支援対策推
進法に基づく「プラチ
ナくるみん認定」を取
得しました。

■ 男性従業員の育児休業制度取得促進の取り組み
ロールモデルを積極的に紹介するなど意識の醸成を図
り、男性従業員も育児休業制度を取得しやすい環境づく
りに取り組んでいます。

働き方改革
育児・介護と仕事の両⽴や健康経営の観点から、銀行全
体で時間外労働抑制や有給休暇の取得促進に取り組んで
います。また、従業員の多様な働き方の実現を⽬指して、
テレワーク勤務制度、フレックスタイム制勤務、副業制度
を導入しています。全ての従業員が充実したワーク・ライ
フ・バランスを実現できるよう環境整備に努めています。

休暇制度の拡充
有給休暇の取得促進

「スポット休暇」「ミニ連続休暇」「時間単位休暇」の休暇制度を2021年4月に新設。従
業員一人ひとりが柔軟に休暇取得しやすくなるよう休暇制度を拡充
2021年度の有給休暇取得⽬標 ： 年次有給休暇（年間休暇付与日数）の100％　

テレワーク勤務制度
危機管理対応と柔軟な働き方実現を⽬的に、従業員全員が利用可能とするテレワーク
勤務制度を2021年4月導入
在宅勤務と出張先でモバイルワークが可能

フレックスタイム制勤務 従来の就業時間を基本としながら、コアタイム設定の無いフレックスタイム勤務を可能
とする制度を2021年4月導入

副業制度 柔軟な働き方の実現に加え、「地域貢献」「自己実現・成長機会の拡大」「副業で得た知
見・経験の還元」を⽬的に2021年10月導入

健康経営
2018年9月に「健康経営宣言」を行い、
頭取を健康づくり責任者として、山陰合
同銀行グループが一体となって行職員
一人ひとりの心と身体の健康の保持・
増進を図るための取り組みを行ってい
ます。

ビジネスカジュアル
従業員が自分らしく働ける職場環境となるよう本部勤務
者を対象に「ビジネスカジュアル」を導入しています。快
適な職場環境づくりに加え、働き方や職場イメージの変
化を促すことで柔軟な発想による創造的な企画や、モチ
ベーション向上にもつながっています。

健康経営宣言
山陰合同銀行にとって、行職員のみなさん一人ひとりがかけがえのない財
産です。
みなさんの心身の健康の保持・増進に向け、まっすぐに力強く取り組んでい
きます。時間外労働の抑制や有給休暇取得の促進等、みなさんが山陰合同
銀行で活き活きとやりがいを持って働ける職場環境の整備を図ります。

「健康経営優良法人2021 （大規模法人部門）ホワイト500」認定
経済産業省および日本健康会議が実施する｢健康経営優良法人認定制度｣において
3年連続で健康経営優良法人に認定されました。
グループ企業のうち、山陰総合リース、松江不動産、合銀ビジネスサービス、ごうぎ
んクレジット、山陰債権回収、山陰オフィスサービスも2年連続で中小規模法人部門
で認定されました。

（写真中央）頭取
来客のない日はビジネスカジュアルで

仕事をする日もあります。

女性の育児休業復職率

95.4％
（2020年度）

短時間勤務利用者数

62名
（2020年度）

育児休業取得者数

有給休暇取得率

2018年度 2019年度 2020年度
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ガバナンスの取り組み
重要課題 Governance グループガバナンス強化

〜コーポレートガバナンスの強化と充実に取り組みます〜

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当行は、経営理念に掲げる「地域の夢、お客様の夢をかなえる創造的なベストバンク」を実現するとともに、金融環境の変化
に適切に対応し、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図るために、次の基本方針に沿って、コーポレートガバ
ナンスの強化とその充実に取り組みます。

（1） 当行は、株主の権利を確保し、その権利を適切に行使できるよう環境を整備します。また、株主の平等性を確保するよ
う配慮します。

（2） 当行は、株主、お客様、従業員および地域社会等のステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切
に協働します。

（3） 当行は、財務情報や経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示
を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供の充実に努め、経営の透明性を確保します。

（4） 取締役会および監査等委員会は、株主に対する受託者責任を踏まえ、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の
向上を図るべく、その責務を適切に果たします。

（5） 当行は、中長期的な企業価値の向上に資するため、株主との間で建設的な対話を行います。

■ コーポレートガバナンス体制図

補助使用人経営執行会議

会計監査人監査等委員である
取締役　5名
（うち社外3名）

株主総会

本部

指名・報酬
委員会

営業店

監査等委員会
取締役　7名
（うち社外3名）

（監査等委員である取締役を除く）

選任・解任
選任・解任

開示・説明

監査・監督

指揮命令・報告
（特命監査等）

指揮命令・報告

連携
監査

監査

グループ会社

取締役会

監査部
（取締役会直属）

（2021年7月1日現在）

コーポレートガバナンス体制の強化

コーポレートガバナンス改革

ステークホルダーのご期待に応え、持続的な企業価値向上を実現するため、今後もコーポレートガバナンス体制の強
化を継続していきます。

当行は、機関設計や取締役会の構成変更、役員報酬制度の整備など、ガバナンス改革を進めています。

取締役会の目指す姿

リスクテイクの意思決定
への積極的な関与

企業価値向上の
インセンティブとなる報酬制度

迅速な意思決定
取締役会の構成

活発な議論

意思決定プロセス

監督機能

経営の監督機能の強化

経営資源・資本の
適切な配分

透明性・客観性の高い
役員選任プロセス

透明性・客観性向上

指名・報酬委員会の
機能発揮

攻めのガバナンス

リスクテイクに関する
議論の充実

ガバナンス強化に向けた
重点項目

現状の評価 ＝
取締役会の実効性は

十分に確保

2008年 2011年 2016年

役員報酬体系の改定

●  確定金額報酬の導入
●  業績連動報酬の導入
●  株式報酬型ストックオプ

ションの導入

●  取締役会（取締役）
▶ 「経営に関する意思決定機能」および「業務執行

の監督機能」
●  執行役員 ▶ 「業務執行機能」

●  定款に定める取締役の員数を「20名以内」から「10
名以内」に削減
▶ 取締役が十分に議論を尽くし、取締役会が的確

かつ迅速な意思決定が可能

●  アンケートにより取締役会の実効
性を評価

●  課題に対するアクションプランを作
成し改善に取り組む

●  評価結果はコーポレートガバナン
ス報告書で詳細に開示

執行役員制度の導入による機能の分化

取締役の減員による的確かつ迅速な意思決定

取締役会の実効性評価開始

2018年 2019年 2021年

任意の指名・報酬
委員会の設置

●  透明性・客観性の高い役員
選任プロセスと取締役会の
関与

●  企業価値向上のインセン
ティブとなる役員報酬制度

●  監査・監督機能の強化
●  意思決定の迅速化

さらなるガバナンス体制強化のため、取締役総数と構成を変更

取締役会における ①牽制機能強化
②多様性確保目的

取締役総数　13名 ▶ 12名

独⽴社外取締役人数（比率） 5名（38.4%）▶ 6名（50.0%）

女性取締役人数（比率） 1名（  7.6%）▶ 2名（16.6%）

監査等委員会
設置会社への移行 取締役構成の変更 （2021年6月）

コーポレートガバナンス・
コードの基準をクリア

グループガバナンスを強化し、
銀行主導でグループシナジーの最大化を追求します。
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株主等との建設的な対話に関する基本方針
株主・投資家の皆様との建設的な対話を通じて、当行への理解を深めていただくため、「株主等との建設的な対話に関する
基本方針」を制定しています。
※全文は当行ホームページ（https://www.gogin.co.jp）に掲載しています。

定時株主総会の開催
毎年6月、定時株主総会を開催しています。

会社説明会の開催
会社説明会を定期的に開催し、決算内容、経営戦略や持続可能な地域社会形成のための当行の取り組みなどをご説明して
います。2020年度は新型コロナウイルス感染拡大により、開催規模を縮小しました。
● 機関投資家・アナリスト等向け会社説明会　（2020年度は1回開催）
● 個人投資家向け会社説明会　（2020年度は開催中止）
● 地域のお取引先向け会社説明会　（2020年度は開催中止）

機関投資家との個別面談の実施
2020年度はWebまたは電話で18回実施しました。

ホームページ

統合報告書 ミニディスクロージャー誌サステナビリティレポート

Integrated Report 2021
山陰合同銀行 統合報告書 2021
（ディスクロージャー誌 本編）

GOGINGOGINPRESS
2021年9月期

ミニディスクロージャー誌

稲佐の浜（島根県出雲市）

サステナビリティへの取り組み
リレーションシップバンキングを通じた地域の徹底応援
―事業支援活動でお取引先の課題を解決―

▶ 手のひらに銀行店舗を　　▶ 個々人が活躍できる人事戦略

地域のＤＸへの取り組み

Sustainability Report 2021
山陰合同銀行 サステナビリティレポート 2021

積極的な情報開示
決算情報や当行の取り組みについて、統合報告書やディスクロージャー誌の発行、ホームページへの掲載など、積極的な
情報発信に努めています。

取締役会の実効性についての分析・評価結果の概要

社外取締役に対する情報提供

当行は、社外取締役を含む取締役がその役割および責務を果たすために必要とする知識を習得・更新するため、下記内容
について、執行役員または各所管部署等から説明を受ける機会を提供しています。

（1） 当行地区担当執行役員、ブロック店長および所管部長による業務報告
（2） 当行関連会社代表による業務報告
（3） 取締役向け法務・コンプライアンス研修
（4） 新任社外取締役向け勉強会

　当行では、取締役会が「企業価値の向上に貢献しているか」、「適切に機能し成果をあげているか」という観点に基づき、取
締役にアンケートを実施し、回答内容を踏まえ、取締役会の実効性に関する分析および評価を実施しています。分析・評価
結果を踏まえ、PDCAサイクルを回し課題を改善させる取り組みにより、取締役会の機能向上を図っていきます。

評価の方法

●  取締役に対して「取締役会の実効性に関するアンケート」を実施。
（2020年12月取締役会）
●  回答内容を踏まえ、取締役会の実効性に関する分析および評価を実施。

（2021年2月取締役会）

評価結果概要 ●  当行の取締役会は、取締役会の構成、運営、議論の質と意思決定プロセス、リスクテイク、対
外的なコミュニケーション等において、適切な体制が構築されており、実効性が十分に確保さ
れていることを確認した。

●  各取締役は、それぞれの能力、経験に応じて積極的に意見を述べており、取締役としての役割
を適切に果たしていることも確認した。

（自己評価の結果）

（課題）

●  昨年度の自己評価で課題とされた「取締役会運営の更なる向上」について、社外取締役への
行内情報提供のための環境を整備することで、提供する情報が充実し、評価が改善した。

●  一方で、取締役会の実効性を一層高める観点から、「経営課題や営業戦略に関する議論の活
性化」を課題として認識している。

（課題への対応）

取締役会が監督機能を最大限発揮するために必要な以下の2点に取り組む。
(1)  中長期的な経営課題や営業戦略について、経営執行会議等を通じて執行側と監督側のコ

ミュニケーションを一層深める。
(2)  取締役会において、主要な中長期的な経営戦略、課題等の審議を中心とする議案を随時設

けることで、議論の活性化を図る。

適切な情報開示とコミュニケーション機会の創出
〜適切な情報開示とコミュニケーション機会により、経営の透明性を高めています〜

ガバナンスの取り組み

取締役会のPDCAサイクル

取
締
役
会
の
機
能
向
上

PLAN DO CHECK

強みの確認
課題の抽出 課題の改善

ACT

取締役会実効性評価
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リスク管理態勢
重要課題 Governance リスク管理の強化

〜経営の健全性の維持と収益性の向上を目指します〜

リスク管理体制図（2021年7月1日現在）

リスク管理に関する基本的な考え方
当行では、リスク管理を経営の安定性・健全性を維持するための最重要課題として位置付け、取締役会を頂点とするリスク
管理態勢を構築しています。
具体的には、管理すべきリスクの種類を、信用リスク､市場リスク､流動性リスク､オペレーショナル・リスクに分類し、各管
理主管部署を定めています。

統合的リスク管理態勢
統合的リスク管理とは、当行が直面するリスクに関して、それぞれのリスクカテゴリーごとに評価したリスクを総体的に捉
え、それを経営体力（自己資本）と比較・対照することによって経営の健全性維持を図るリスク管理をいいます。当行では、
半期ごとにあらかじめ自己資本の範囲内で各リスク部門に対するリスク資本（リスク許容額）を配賦し、各部門はその範囲の
中で積極的なリスクテイクを行う態勢をとっています。
当行は、経営の健全性を確保しつつ、収益性の向上および効率的な経営資源の活用を行っていくため、引き続き統合的リ
スク管理態勢の高度化に努めてまいります。

監査等委員会

監査部

信用リスク
管理委員会

（リスク統括部）

オペレーショナル・リスク
管理委員会

（リスク統括部）

本部・営業店・関連会社

取締役会 緊急対策本部
（本部長：頭取）

コンプライアンス
委員会

（リスク統括部）

ALM委員会
（リスク統括部）

信用
リスク

リスク統括部

コンプライアンス・
リスク

リスク統括部

市場
リスク

リスク統括部

流動性
リスク

市場金融部

事務
リスク

事務企画部

システム
リスク

IT統括部

イベント
リスク

経営企画部

人的
リスク

人事部

緊急事態

事務局
経営企画部

リスク統括部　統合的リスク管理

オペレーショナル・リスク 統括：リスク統括部

はリスクをVaR等の統一的尺度で計ることにより、各種リスクを統合して管理する態勢
は各主管部のリスク管理状況を報告するライン
は緊急事態発生時にトップダウンにより指示するライン

経営体力とリスクとの
バランスをコントロール

自己資本
（経営体力） リスク資本

（部門ごとのリスク）許容額の合計

リスクの計量化
信用リスク
市場リスク

オペレーショナル・リスク

リスク量と自己資本を
比較・検証し、
適正な水準に

リスクをコントロール

部門ごとに
リスク資本の

範囲内で
リスクテイク

自己資本の
範囲内で、
部門ごとに

リスク資本を配賦

統合的
リスク管理の

考え方

リスク
資本配賦の

考え方

サイバーセキュリティへの対応

緊急事態発生時の対応

不測の緊急事態の発生に対しては、危機管理基本規程を定め、グループ会社を含めた危機管理対応ができる態勢を整備し
ています。
具体的には、風水害・火災・地震等の自然災害、強盗・襲撃・事故等の人的災害およびその他の緊急事態発生時における、
本部・営業店・役職員の行動の基準と対応策を定め、お客様の安全確保を最優先し、また人的・物的被害の軽減により営業
の確保および社会貢献に努めることとしています。

サイバーセキュリティに関する基本的な考え方
当行では、サイバー攻撃の高度化・巧妙化を踏まえ、サイバーセキュリティの重要性を認識し、サイバーセキュリティ管理態
勢の強化に取り組んでいます。

サイバーセキュリティ管理態勢
当行・グループ会社が直面するさまざまなサイバー攻撃の脅威に対し、関連部署で組織されたごうぎんCSIRT（コンピュー
タ・セキュリティ・インシデント・レスポンス・チーム）を設置し、管理態勢の整備や被害拡大の防止策に取り組んでいます。

主な取り組み
新しい生活様式への対応
柔軟な働き方の実現とコロナ禍で顕在化した危機管理への対応として「テレワーク勤務制度」を導入しました。
制度導入にあたり、情報漏えい対策、不正アクセス対策等を行い、テレワーク利用ルールに関する社内教育も実施してい
ます。
また、ウェブ会議環境を整備し、取引先とのリモート面談のほか、社内研修等にも活用しています。

金融犯罪への対応
インターネット上での電子決済サービスの急速な進展に伴って、オンラインサービスを狙うサイバー犯罪が増加してい
ます。
当行では、インターネットバンキング等のオンラインサービス申込時の本人認証や取引時認証の強化、異常取引や不正取
引を検知するモニタリングなど、お客様に安心してお使いいただけるよう様々な取り組みを行っています。

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
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リスク管理態勢 重要課題 Governance リスク管理の強化

コンプライアンスに関する基本的な考え方
当行では、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置付け、行内のコンプライアンス風土の醸成に向けた態
勢強化に積極的に取り組んでいます。
コンプライアンス委員会では、コンプライアンスの状況やコンプライアンス・リスク管理体制の整備・運用について定期的
に検討し、施策の⽴案、問題点の改善を行い、検討事項を定期的に取締役会に付議・報告しています。

コンプライアンス経営強化のため内部通報制度の適切な運用
当行では、コンプライアンス経営の強化のため、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について、従業員が直接相
談・通報することで早期発見と是正を図ることができるよう、社内および社外に内部通報窓口を設置しています。

反社会的勢力排除の取り組み
当行は、金融取引に対する公共の信頼を維持し、業務の適切性および健全性を確保するため、反社会的勢力との関係遮断
に関する社内体制を整備し、当行単体のみならずグループ一体となって、反社会的勢力の排除に取り組みます。また、反社
会的勢力との取引解消や不当要求への対処にあたっては、役職員の安全を最優先に確保します。

●  内部通報制度認証（自己適合宣言登録制度）の 
自己適合宣言登録事業者として登録

当行は、2019年8月16日付で、地域金融機関としては初めて、消費者庁所管の
「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」の自己適合宣言登録事業者とし
て登録されました。1年ごとの更新も行っています。
今後も、より一層、コンプライアンス経営の強化に向け、内部通報制度の適切
な運用によるコンプライアンス違反等の早期発見・是正に取り組んでいきます。

■ コンプライアンス体制図（2021年7月1日現在）

リスク統括部
コンプライアンスリスク管理グループ

コンプライアンス委員会
コンプライアンス統括：事務局　リスク統括部コンプライアンスリスク管理グループ

内部監査

報告

取締役会

監督・監査

監査等委員である
取締役

取締役
（監査等委員である
取締役を除く）

監査等委員会

諮問・指示付議・報告

協議・報告

法的支援
指導 報告・相談 報告・相談

指示・指導

報告・相談

指示・指導

本部各部
（コンプライアンス・オフィサー）

営業店
（コンプライアンス・オフィサー）

監査部

● 当行では、コンプライアンス
を確保・実践するため、リスク
ベース・アプローチの観点に
より、リスクに応じたコンプラ
イアンス・リスク管理を実施す
ることとしています。

● 実効的にコンプライアンス・リ
スク管理を行うため、リスク低
減措置の具体的な実践計画で
ある「コンプライアンス・プロ
グラム」を取締役会において
策定しています。

内部通報制度認証（自己適合宣言
登録制度）に基づくWCMSマーク

マネー・ローンダリング等防止への取り組み
当行は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与（以下「マネー・ローンダリング等」といいます）への対策が国際社会
において金融機関に求められる責務であることを認識し、マネー・ローンダリング等防止態勢の確⽴を経営の重要課題と
位置付け、顧客および役職員等がマネー・ローンダリング等に関与すること、または巻き込まれることを防止し、健全な金
融システムの維持・発展に寄与するよう取り組んでいます。

顧客保護等への取り組み
当行をご利用いただくお客様の保護および利便性向上の観点から、「お客様に対する適切かつ十分な説明」「相談･苦情等
への適切な対応」「顧客情報の適切な管理」「外部委託業務における的確性の確保と顧客情報やお客様への適切な対応」「利
益相反の適切な管理」等を一層充実させ、顧客保護等管理態勢を整備・確⽴することを⽬指しています。
また、定期的にコンプライアンス研修等を実施する中で、顧客保護等の重要性を役職員へ周知・徹底し、お客様の保護およ
び利便性の向上に努めています。

■ マネー・ローンダリング防止体制図
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＜ リスク統括部長 ＞

山陰総合
リース

ごうぎん
キャピタル

マネー・ローンダリング防止
統括補助責任者　等

関連会社

本部

本部

営業部門

営業店・本部

リスク統括部

マネー・ローンダリング対策室

マネー・ローンダリング
対策責任者　等

マネー・ローンダリング対策責任者

マネー・ローンダリング対策補助責任者

人事部 審査部 営業統括部 事務企画部 IT統括部

マネー・ローンダリング対策本部責任者（各2線に配置）
第
２
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第
１
線

第
１
線
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線

監
査
部

顧客保護の徹底・顧客利便性の向上

「お客様の視点」で業務を捉え、各種業務の検証・改善を実施

お客様に対する
適切かつ十分な説明

顧客情報の
適切な管理

顧客保護等管理態勢

利益相反の
適切な管理

外部委託業務における
的確性の確保等

相談・苦情等への
適切な対応
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ESGデータ
■ 環境分野に関するデータ

単位 2018年度 2019年度 2020年度 取組開始
からの累計

該当する
GRI項目 備考

CO2排出量合計 t-CO2 9,934 9,110 8,686 ─
Scope1（直接排出） t-CO2 1,324 1,324 1,457 ─ GRI305-1
Scope2（間接排出） t-CO2 8,610 7,786 7,229 ─ GRI305-2

エネルギー使用量合計（原油換算） kL 3,855 3,747 3,836 ─ GRI302-1
エネルギー使用量合計（原油換算） GJ 149,435 145,226 148,669 ─ GRI302-1
電力使用量 千kWh 12,842 12,399 12,522 ─ GRI302-1
水使用量（上水道） 千m3 39 35 36 ─ GRI303-5 寮社宅及びテナント入居物件での使用分を除く

■ 社会分野に関するデータ
単位 2018年度 2019年度 2020年度 取組開始

からの累計
該当する
GRI項目 備考

従業員数（単体） 人 1,907 1,890 1,893 ─ GRI102-8
男性 人 1,076 1,049 1,033 ─ GRI102-8
女性 人 831 841 860 ─ GRI102-8
男性比率 ％ 56.4 55.5 54.6 ─ GRI102-8
女性比率 ％ 43.6 44.5 45.4 ─ GRI102-8

従業員数（連結） 人 2,221 2,181 2,133 ─ GRI102-8
平均年齢 歳 40.3 40.3 40.5 ─

男性 歳 43.8 43.8 43.2 ─
女性 歳 36.1 36.4 36.7 ─

平均勤続年数 年 17.4 17.4 17.6 ─
男性 年 20.6 20.5 19.8 ─
女性 年 13.9 14.1 14.6 ─

臨時雇用者数 人 804 778 750 ─ GRI102-8
男性 人 58 53 55 ─ GRI102-8
女性 人 746 725 695 ─ GRI102-8
臨時雇用者比率 ％ 29.7 29.2 28.4 ─ GRI102-8 臨時雇用者/（従業員単体+臨時雇用者）

新卒採用者数 人 92 89 70 ─ GRI401-1
男性 人 32 32 28 ─ GRI401-1
女性 人 60 57 42 ─ GRI401-1
男性比率 ％ 34.8 36.0 40.0 ─ GRI401-1
女性比率 ％ 65.2 64.0 60.0 ─ GRI401-1

キャリア（中途）採用者数 人 10 7 15 ─
男性 人 1 3 2 ─
女性 人 9 4 13 ─
男性比率 ％ 10.0 42.9 13.3 ─
女性比率 ％ 90.0 57.1 86.7 ─

離職者数 人   83             91              97 ─ GRI401-1
男性 人 45             45              49 ─ GRI401-1
女性 人 38             46              48 ─ GRI401-1
離職率 ％ 4.0            4.3             4.7 ─ GRI401-1

管理職者数 人 779 754 823 ─
男性 人 608 584 637 ─
女性 人 171 170 186 ─
男性比率 ％ 78.1 77.5 77.4 ─
女性比率 ％ 21.9 22.5 22.6 ─

障がいのある職員数 人 61 61 59 ─
うちごうぎんチャレンジドまつえ職員数 人 19 18 18 ─
うちごうぎんチャレンジドとっとり職員数 人 5 8 13 ─
障がい者雇用率 ％ 2.59 2.48 2.65 ─

育児休業取得者数 人 52 60 79 ─ GRI401-3
男性 人 4 4 15 ─ GRI401-3
女性 人 48 56 64 ─ GRI401-3

育児休業復職率 GRI401-3
男性 ％ 100.0 100.0 100.0 ─ GRI401-3
女性 ％ 98.2 96.2 95.4 ─ GRI401-3

男性の出産休暇取得者数 人 14 11 20 ─ GRI401-3
男性の育児休業または出産休暇の取得率 ％ 41.8 35.7 64.8 ─ GRI401-3
短時間勤務利用者数 人 65 58 62 ─
介護休業取得者数 人 1 2 1 ─

男性 人 0 0 0 ─
女性 人 1 2 1 ─

有給休暇取得率 ％ 65.6 62.1 68.8 ─ 健康経営報告ベース
平均有給取得日数 日 11 11 12 ─ 健康経営報告ベース
年間総労働時間 時間 2,016 2,160 2,010 ─ 年間所定労働時間に年間平均時間外を加算
1人当たり平均月間残業時間 時間 14:24 17:13 12:42 ─ 月次全店送信の「速報ベース」
従業員組合加入率 ％ 53.9 55.1 54.8 ─ 管理監督者・上席業務役および業務役を除く従業員
労働災害発生件数 件 39 25 33 ─
メンタルヘルス休職者数 人 23 28 33 ─ 年度内に1ヵ月以上欠勤ある者(退職、復職含む)
定期健康診断受診率 ％ 100.0 100.0 100.0 ─ 欠勤・休職、産休・育休等を除く

単位 2018年度 2019年度 2020年度 取組開始
からの累計

該当する
GRI項目 備考

喫煙率 ％ 16.0 16.0 13.1 ─ 40歳以上で集計
メタボリックシンドローム該当者率 ％ 11.9 12.2 12.9 ─ 40歳以上で集計
1人当たり研修時間 時間 29 39 32 ─ GRI404-1 研修参加者一人当たりの年間平均受講時間

男性 時間 25 34 33 ─ GRI404-1 男性研修参加者一人当たりの年間平均受講時間
女性 時間 33 43 30 ─ GRI404-1 女性研修参加者一人当たりの年間平均受講時間

平均年間給与 千円 6,514 6,649 6,416 ─ GRI405-2

1人当たり研修費用 円 13,332 11,339 7,986 ─ （物件費）新卒+階層+役割+行外/（4/1現在）行員
（+準職員（2018年度・2019年度のみ、準職員研修あり）

奨学金返済支援手当制度利用者数 人 0 81 102 ─
行員登用数 人 5 4 4 ─

外部研修派遣者数 人 19 26 0 ─ 地銀協研修参加者人数
2020年度は新型コロナの影響

資格取得者数（累計）
FP1級 人 93 96 97 ─
FP2級（個人資産相談業務） 人 854 905 972 ─
FP2級（中小事業主資産相談業務） 人 601 634 669 ─
中小企業診断士 人 9 10 10 ─
ITパスポート 人 7 9 85 ─

認知症サポーター講座受講者数 人 93 87 160 新入行員＋金融ジェロントロジー研修参加者
人権研修受講者数 人 757 765 673 GRI412-2 階層別研修受講者数
人権啓発標語応募数 件 2,029 1,400 1,776 GRI412-2
メイン取引（融資残高1位）の事業先数 先 8,620 8,539 8,529 ─
当行が関与した創業の件数 件 512 482 539 ─
ビジネスマッチング

販路開拓支援 先 560 710 414 ─ 2020年度は新型コロナの影響
地元企業への誘致支援 先 16 4 4 ─

私募債
発行件数 件 260 225 169 ─
発行金額 百万円 26,890 22,450 18,340 ─
うちSDGs私募債
寄贈金額・寄贈品金額換算 千円 21,040 15,720 22,340 ─ 寄贈品は教育、スポーツ、地域おこし、医療型の発

行金額の0.2％
事業承継コンサルティング契約件数 件 7 18 8 ─
M&Aアドバイザリー

契約件数 件 11 24 17 ─
成約件数 件 5 9 5 ─

中小企業再生支援協議会の活用
相談持込先数 先 24 16 94 ─
再生計画策定先数 先 18 18 53 ─

J−クレジット販売支援
数量 t-CO2 922 939 443 4,295 2010年取組開始
件数 件 21 18 14 94

社会貢献活動支出額 万円 12,003 11,799 10,020 ─
森林保全活動 2006年取組開始

参加人数 人 1,090 896 0 9,410 2020年度は新型コロナの影響で開催中止
植栽本数 本 1,225 640 0 17,360 2020年度は新型コロナの影響で開催中止

ごうぎん一粒の麦の会 1981年取組開始
寄贈先数 先 54 42 4 1,189
寄贈品金額換算 千円 2,978 2,843 3,191 124,936
行職員募金額 千円 2,976 2,920 3,117 125,400

ごうぎん鳥取文化振興財団 1992年取組開始
助成先数 件 72 75 22 1,223 2020年度は新型コロナの影響
助成金額 千円 6,320 6,233 2,603 157,746 2020年度は新型コロナの影響

ごうぎん島根文化振興財団 1992年取組開始
助成先数 件 85 79 16 1,303 2020年度は新型コロナの影響
助成金額 千円 6,600 6,466 2,126 159,262 2020年度は新型コロナの影響

「小さな親切」運動 1997年取組開始
「日本列島クリーン大作戦」参加人数 人 2,400 2,200 0 69,600 2020年度は新型コロナの影響で開催中止
「日本列島コスモス作戦」配布種袋数 袋 7,550 7,000 5,500 309,550
収集エコキャップ重量 ㎏ 1,968 1,990 1,806 15,249
使用済み切手等寄付額 円 16,412 19,030 27,798 967,246
車椅子等贈呈数 台 4 4 4 130
杖を贈る運動贈呈先数 市町 4 4 0 24 2020年度、車椅子贈呈と統合
子ども支援運動贈呈先 先 2 2 4 16

■ 企業統治に関するデータ
単位 2018年度 2019年度 2020年度 取組開始

からの累計
該当する
GRI項目 備考

取締役会開催回数 回 12 13 12 ─
指名報酬委員会開催回数 回 6 5 8 ─
取締役人数 人 13 13 13 ─ GRI405-1

うち女性取締役比率 ％ 7.6 7.6 7.6 ─ GRI405-1
うち独⽴社外取締役比率 ％ 38.4 38.4 38.4 ─

取締役の平均出席率 ％ 98.7 100.0 100.0 ─
取締役報酬の総額 百万円 367 372 357 ─
内部通報・相談窓口対応件数 件 3 4 3 ─
社会経済分野の法規制違反 件 0 0 0 ─
コンプライアンス研修実施回数 回 48 41 32 ─
情報セキュリティ研修実施回数 回 30 30 22 ─
納税額 百万円 7,762 7,079 6,351 ─ GRI207-1

※注記のないものは山陰合同銀行単体の数値
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店舗ネットワーク
島根県
72カ店

広島県
5カ店

岡山県
5カ店

兵庫県
10カ店 東京都

1カ店

大阪府
1カ店

鳥取県
54カ店

※  山陰の店舗数は店舗内店舗方式対象の
33ヵ店を含む
その他：ダイレクト支店

山陰合同銀行

決算概要 企業概要
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当行の概要（単体）　（2021年3月31日現在）収益性の状況

安全性・健全性の状況

主要勘定の状況（単体）

効率性の状況

ごうぎんグループの組織体制　（2021年10月1日現在）

設立 1941年7月1日
本店 島根県松江市魚町10番地
資本金 207億円
従業員数 1,961名
拠点数 国内本支店  70

出張所　　  79
（うち店舗内店舗方式対象店33）
国内事務所  1（東京）
海外事務所  3（大連、上海、バンコク）

主要勘定 総資産 6兆3,564億円
預金等（預金+NCD） 4兆7,382億円
貸出金 3兆5,839億円
有価証券 1兆8,091億円

自己資本比率 11.97%
格付 A3 （ムーディーズ・ジャパン㈱）

A+ （㈱格付投資情報センター）
AA− （㈱日本格付研究所）

株主総会

取締役会

監査等委員会

経営執行会議

鳥取営業本部
米子営業本部
石見営業本部
山陽営業本部
兵庫・大阪営業本部
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サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
企業統治に関する

取り組み 各種データ

74 75


