
桜の種を植える植野頭取（右）と
育成中の苗木（左）

地域社会への貢献（CSRへの取組み）

　当行は、近年、立ち枯れなど衰退の兆候が目立つ世界遺産･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。
　同会に対しては金銭面の支援に留まらず、各種イベントへのボランティア・スタッフの派遣など活動面から
も積極的に支援しており、地元金融機関として「吉野の桜」の保護・育成活動に積極的に協力しています。
　また明日香村の当行植樹地や行員の自宅でシロヤマザクラを種から育てる取組みを行っており、育った
桜は吉野山に植樹する計画としています。

　当行は、CSRの一環として｢Yoshino Heart プロジェクト｣を支
援しています。同プロジェクトは吉野材（杉・ヒノキ）を使った製品
に冠する｢Yoshino Heart｣ブランドの普及を通じ、吉野材への需
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森林整備によるCO₂吸収に伴う温暖化防止等
をめざす活動です。
　当行はこれまで、吉野産割り箸の配付や間伐材を活用した吉野
3.9ペーパーの冊子類への利用を通じて、森林保全や林業活性化
に対する「木づかい」の必要性の周知に努めてまいりました。
　現在は、奈良県等とも連携しつつ第2回となる「暮らしの道具デ
ザインコンペ」に積極的に協力しており、引き続き「暮らしの道具」

ＣＳＲ（企業の社会的責任）の継続的な推進ＣＳＲ（企業の社会的責任）の継続的な推進

森林・木材を活かした地域支援森林・木材を活かした地域支援

●英国FTSE社………………
●近畿財務局………………
●近畿農政局………………
●奈良県知事………………
●農林水産大臣……………
●奈良県知事………………
●奈良県電力利用合理化委員会…

当行株式をSRI株価指数「FTSE ４Good」の組入れ銘柄に採用（平成20年）
「Yoshino Heart プロジェクトの応援・支援」に対して顕彰（平成21年）
「近畿地産地消給食等メニューコンテスト」で局長賞を受賞（平成22年）
当行ＯＢによる解説ボランティア団体「ナント・なら応援団」に感謝状（平成22年）
「木づかい運動」の積極的な普及啓発に対して感謝状（平成23年）
社会福祉事業への貢献に対して感謝状（平成23年）
「省エネ取組み優秀事業所表彰」を受賞（平成24年）

や「おもちゃ」など直接消費者に届く木材商品の開発と生産・販売
面におけるビジネスマッチングを支援しています。また、吉野材を
使用した粗品の配付などを通じ、吉野材のファン層のさらなる拡大
と、新たな木材需要の開拓をめざしています。

●環境保全活動の推進
●社会貢献活動の推進
●吉野地区の林業活性化への取組み

Yoshino Heartロゴマーク

地元中学校での講演

聖林寺(桜井市)でのガイド

　当行はすべてのＡＴＭに、目のご不自由な方やご高齢者にも安心し
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
　当行は、地元中学校等への講師派遣や銀行見学・実習生の受入
れ、「全国高校生金融経済クイズ選手権“エコノミクス甲子園”」
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。
　また養護学校への講師派遣や職場実習の受入れを通じ、知的
障がいをお持ちの方への学習・就業支援も行っています。

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 金融経済教育への取組み

　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。平成24年には、部員2名がロンドンオリンピックに出場し
ました。（P.8ご参照）
　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

　当行退職者37人から成る「ナント・なら応援団」は、県下の寺院
などにおいて拝観のガイドを行うボランティア・グループです。
　平成22年開催の平城遷都1300年祭を機に結成され、24年秋
の「祈りの回廊 秘宝・秘仏特別開帳」においては、県下の寺院など
6ヵ所においてのべ174人がガイドとして協力しました。 

「ナント・なら応援団」の活動

　〈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。

〈ナント〉萬葉チャリティーウォーク

南都銀行ホッケー部

「ナント・なら応援団」の活動

〈ナント〉萬葉チャリティーウォーク
よしの ハート

フッチー　　フォーグッド

15 16地域社会への貢献（CSRへの取組み）

地域社会への貢献（CSRへの取組み）

　当行は中期経営計画の基本方針の１つに「永続的な地域貢献活動の推進」
を掲げ、「ＣＳＲの取組みの充実」に努めています。
 当行の経営資源を活かし、地域社会・地域経済の発展および環境保全に継
続的に取組むことにより、社会的責任を果たしてまいります。

前回「デザインコンペ」入賞作品初の
商品化 “吉野杉を使用した「ランチョ
ンボード」”

吉野の桜を守る会に参加吉野の桜を守る会に参加

音声案内（VI）機能付ATM

第54回〈ナント〉萬葉チャリティーウォーク
山の辺の道（天理～柳本）

外部機関による
CSRの評価
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地域社会への貢献（CSRへの取組み）

公益財団法人　南都育英会 「小さな親切」の会

17 18店舗チャネルの状況

　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、認証対象外の営業店や関連会社などでも「クールビ
ズ」や「身近な環境活動」を実践するなど、当行グループを挙げて
環境保全活動に取組んでいます。
　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植樹
地では、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。

環境保全への取組み環境保全への取組み

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！

〈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

「低公害車」または「低燃費車」に該当する新車のご購入を応援する低金利（〈ナント〉マイカー
ローン比）の商品です。

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

〈ナント〉エコリフォームローン
「奈良県産材」利用住宅向け
住宅ローン金利優遇制度※
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（平成２4年11月末現在）
店外キャッシュ
コーナー

■名阪針

■五条

駅構内や一部の商業施設内キャッシュコーナー、
提携コンビニATMでは、平日の最長で朝7時から
夜23時までのご利用が可能です！

■本店営業部
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　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24年11月現在の奨学生は67名で、卒業生は1,271名
に達しています。

公益財団法人　南都育英会
　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

　同原則は、21世紀における持続可能な社会の実現には金融の果たす役割が重大で
あるとして、環境省の審議会の政策提言を受け策定されたものです。
　当行は平成23年12月に署名した同原則の趣旨を環境ISO活動に反映させること
により、地域における環境保全に金融を通じて貢献してまいります。

奈良市（２０店）

大和高田市・橿原市（１２店）

省エネのための住まいのリフォームを応援する低金利（〈ナント〉リフォームローン比）の商品
です。
奈良県の「奈良の木の家づくり推進事業」に連動する形で、奈良県産材を利用した住宅にかか
るお借入について、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。

「持続可能な社会の形成に向けた
金融行動原則」に署名

地域社会への貢献（CSRへの取組み）

クールビス（24年は10月末まで延長して実施）
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地域社会への貢献（CSRへの取組み） 店舗チャネルの状況

　電力需給悪化への対応として、平成23年夏に引き続き24年7
月～9月において、電力使用量削減率の目標値（22年同期間比）を
10％以上と設定し、節電施策
を実施しました。営業店ロビー
の温度設定や照明の減灯など
お客さまにもご協力いただいた
結果、取組期間中の電力使用
量は22年同期間比で17.6％
減となり、目標を達成すること
ができました。

環境配慮型金融商品・サービス ラインナップ
和歌山 7店

奈良 92店

兵庫 1店

東京 1店

大阪 15店

京都 15店

三重 3店

（※）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。


