
　当行は、中期経営計画の基本方針の１つに「企業の社会的
責任（ＣＳＲ）」を掲げています。
　地域に根ざした当行の経営資源や人的資源を活かし、地域
振興につながる活動に継続して取組むことにより、社会的責任
を果たしてまいります。
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地域社会への貢献

ＣＳＲ（企業の社会的責任）の推進

　当行がCSRの一環として支援している｢Yoshino Heart
プロジェクト｣は、吉野産の杉・ヒノキを利用した木製品に冠する
｢Yoshino Heart｣というブランドの普及を通じて、吉野材の需
要を喚起することにより、
　①吉野の林業関連産業の活性化
　②森林の整備を通じたCO₂吸収による地球環境保全等
をめざす活動です。
　このプロジェクトの収益の一部は、NPO法人を通じて森林整
備等に役立てられます。

　本プロジェクトは、これまでにコンビニエンスストアで配布す
る割り箸「アド箸」や間伐材の活用に寄与する紙「吉野3.9ペー
パー」の需要開拓において一定の成
果を収めました。今後は、東京・虎ノ
門に開設する「アンテナショップ」を
有効に活用しつつ、その対象を「暮ら
しの道具」や「おもちゃ」など直接消
費者に届く商品に拡げることにより、
吉野材のファン層を拡大し、新たな
木材需要の開拓をめざしています。

森林・木材を活かした地域支援

　平城遷都1300年祭の「祈りの回廊～奈良
大和路 秘宝・秘仏特別開帳」事業を人的側面
から支援するため、当行退職者36人によるボラ
ンティア・グループ「ナント・なら応援団」が特別
開帳期間を通じて、寺院など15か所において
拝観者のガイドなどを行いました。
　拝観者や寺院からご好評いただくとともに、
応援団メンバーからも「県を挙げた祭典に協力
できて光栄」との声が上がりました。

「ナント・なら応援団」が大活躍

ＣＳＲ（企業の社会的責任）の推進

森林・木材を活かした地域支援

「ナント・なら応援団」が大活躍

　当行は昭和57年、わかくさ国体を契機に女子ホッケー部を
創部しました。県内の小･中学生を対象に「ホッケースクール」
を開催するなど、ホッケーを通じた地域社会との交流にも力を
入れています。

南都銀行ホッケー部
　南都銀行「小さな親切」の会は、明るい地域社会づくりを
めざして、清掃活動や献血活動等幅広い公益活動を実施して
います。

「小さな親切」の会

　当行は、近年、立ち枯れなど衰退の兆候が目立ってきてい
る、世界遺産･吉野山(奈良県吉野町)のシロヤマザクラ（約３万
本）を守るため、官民を挙げて設立された「吉野の桜を守る会」
に特別会員として参加しています（具体的活動はP6ご参照）。
　今後とも、地域に根ざした当行の人的ネットワークを活かし
て、桜の保護･育成活動や募金などに協力してまいります。

「吉野の桜を守る会」に参加
　＜ナント＞萬葉ウォークは、昭和63年にスタートし、毎年春と
秋、万葉集ゆかりの史跡をウォーキングしています。平成16年
秋からは「チャリティーウォーク」とし、参加人数に応じた寄付
金を当行から奈良県社会福祉協議会に贈呈しています。
　第50回の節目となった22年11月21日の記念大会では、
記念式典のほか各種イベント（タイムカプセル開封式、記念品・
写真プレゼント、クイズラリー等）も併催しました。

＜ナント＞萬葉チャリティーウォーク

　当行は、地元中学校等への講師派遣や銀行見学の受入れ
のほか、｢全国高校生金融経済クイズ選手権｣の奈良大会の開
催など、地元における金融経済教育に注力しています。
　平成22年9月には奈
良女子大学から学生10
名を受入れ、5日間にわ
たり「企業の社会的責
任」に関する研修を行い
ました。

金融経済教育への取組み
　当行はすべてのＡＴＭに、目のご不自由な方やご高齢の方に
も安心して操作いただける「音声案内機能」や、車いすをご利
用の方でも操作しやすい「ユニバーサルデザイン」を採用してい
ます。
　また、お客さまのご依頼に
より、口座残高や取引明細
を点字でお知らせするほか、
口座名義や番号を点字表示
した通帳ケース・カードケー
スもお作りしています。

視覚障がい者の方に配慮した取組み

　地域のシンクタンクとして地域の経済・産業に関する調査・研
究を行うとともに、セミナー等の開催や有資格者による経営コ
ンサルティングの実施など、地域の経済･産業の振興に関わる
取組みを行っています。

財団法人南都経済センター
　地元の人材育成に奉仕するため、奈良県下に居住する人柄・
学力とも優秀な高校生・大学生を対象に、奨学金援助を行って
います。平成22年11月現在の奨学生は72名で、卒業生は
1,233名に達しています。

財団法人　南都育英会

南都銀行ホッケー部 「小さな親切」の会

「吉野の桜を守る会」に参加 ＜ナント＞萬葉チャリティーウォーク

金融経済教育への取組み 視覚障がい者の方に配慮した取組み

財団法人南都経済センター 財団法人　南都育英会
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大学生への研修風景 音声案内（VI）機能付ATM

壷阪寺での事前研修

史跡頭塔でのガイド

●環境保全活動の推進
●社会貢献活動の推進
●ＣＳＲの組織化
●ＣＳＲに関する情報開示の充実

●環境保全活動の推進
●社会貢献活動の推進
●ＣＳＲの組織化
●ＣＳＲに関する情報開示の充実

Yoshino Heartロゴマーク
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駅構内や一部の商業施設内キャッシュコーナー、
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地域社会への貢献地域社会への貢献 店舗チャネルの状況店舗チャネルの状況

地域社会への貢献

環境保全への取組み
　また、創立70周年を記念し平成16年に植樹を行った明日香
村の「南都の森」では、毎年、行員ボランティアによる追加植樹
や下草刈りを実施しています。
　こうした当行の環境保全活動は数々の外部機関から高い
評価を受けています。

環境保全への取組み
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店舗チャネルの状況店舗チャネルの状況

「南都の森」の下草刈り

当行は、地域における環境保全活動を金融面からも積極的にバックアップしています！
環境配慮型金融商品・サービス ラインナップ環境配慮型金融商品・サービス ラインナップ

（※）受付件数や受付期間等に制限があります。くわしくは当行ホームページをご覧ください。

〈ナント〉グリーン私募債

〈ナント〉環境配慮型融資

〈ナント〉みのりアシスト

〈ナント〉太陽光発電ローン※

｢奈良県産材｣利用住宅向け
住宅ローン金利優遇制度※

「低公害車」または「低燃費車」に該当する新車のご購入や省エネ・高齢者対応の
ための住まいのリフォームを応援する低金利（〈ナント〉マイカーローン、〈ナント〉
リフォームローン比）の商品です。

奈良県内に居住（または居住予定）の方が、太陽光発電設備の設置費用をお借り
入れされる場合、その利子が奈良県より全額補給される商品です。

奈良県が新設した「奈良の木づかいＣＯ₂固定量認証制度」と連動する形で、奈良県
産材を利用した新築住宅にかかるお借り入れについて、通常の金利優遇制度に
加えてさらに、「0.1％」の金利優遇を行う制度です。

環境に配慮した経営や環境負荷の低減に資する事業を行われている企業が発行
される私募債の引受に際して、保証料や手数料の一部を優遇する商品です。

環境に配慮した経営を行われている企業の環境配慮にかかる設備資金に対応した、
当行所定の環境ランクに基づき金利を優遇する商品です。

奈良県内の農業者等（法人・個人）のお客さまに対して、設備資金や運転資金など
農業に関する事業資金をサポートする融資商品です。

〈ナント〉エコマイカーローン／
エコ増改築ローン

個人のお客さま

事業者のお客さま

地球環境賞（平成１４年）
関西推奨エコオフィス賞（平成１７年）
環境保全功労賞（平成１８年）

ＦＴＳＥ４Ｇｏｏｄに採用（平成20年）

●奈良市
●関西広域機構
●奈良県（知事表彰）

●英国ＦＴＳＥ社
フォーグッドフ ッ チ ー

外部機関による環境保全活動の評価

　当行は、平成14年、本店および事務センターを対象に環境
ISO（ISO14001）の認証を取得し、その後リサイクルセンター
や研修センター等4か所において認証を追加取得しました。
　認証対象部署においてISO規格に準拠した環境保全活動を
継続しているほか、認証対象外の支店や関連会社などでも
「クールビズ」や「身近な環境保全活動」を実践するなど、
当行グループを挙げて環境保全活動を行っています。


