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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

　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「暮らしの道具」や「おもちゃ」
など直接消費者に届く木製品の開発と生産・販売面におけるビジ
ネスマッチングを引き続き支援しています。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、

●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による観光ガイド団体「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）

　当行は、近年、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。

Yoshino Heartロゴマーク

　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、奈良県のスポーツ振興
に貢献しています。また、県
内の小･中・高校生を対象
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47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、平成
22年開催の平城遷都1300年祭を機に結成されました。奈良県内
各地で文化財を特別公開する「祈りの回廊 秘宝・秘仏特別開帳」
等において、元銀行員のきめ細やかな対応を強みに活動し、観光客
から好評を得ています。
　25年秋には、県下の
寺院5ヵ所でガイドとし
て協力しました。これま
で県下5寺院から感謝
状を頂く等、観光地奈良
の地域活性化に取組ん
でいます。

「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
より拠出し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
　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、企業
の社会的責任を果たしてまいります。

吉野杉を使用した「メッセージボード」

点字ブロック音声案内（VI）機能付ATM 聖林寺（桜井市）にて

粗品：吉野杉箸3膳セット

外部機関によるCSRの評価
フッチー　フォーグッド

よしの　　　ハート

　当行はすべてのキャッシュコーナー（店外を含む）に、ご高齢の方や
目のご不自由な方、車いすをご利用の方でも操作しやすい機能を備
えたユニバーサルデザイン仕様のＡＴＭを設置しています。
　さらに、どなたにもご覧いただきやすいよう色のコントラストを強調
し、ボタンの境界をわかりやすくする等の「カラーユニバーサルデザイ
ン」認定を取得した操作画面を順次新型のＡＴＭに導入しています。
　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。
　このほか、車いす用駐車スペー
スの確保、点字ブロックの設置、段
差の解消等、バリアフリーに対応
した店舗づくりに取組んでいます。

点字サービス

新たな木材需要の開拓をめざしています。
　平成25年11月から奈良県内の営業店を中心に、窓口担当者の
自己紹介等を吉野杉で
できた「メッセージボー
ド」に掲げ、お客さまを
お迎えしています。吉野
杉の香りと担当者からの
メッセージを店頭で是非
お確かめください。

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

「吉野の桜を守る会」に参加「吉野の桜を守る会」に参加

バリアフリーへの取組みバリアフリーへの取組み

地域社会への貢献（CSRへの取組み）



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）

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

　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「暮らしの道具」や「おもちゃ」
など直接消費者に届く木製品の開発と生産・販売面におけるビジ
ネスマッチングを引き続き支援しています。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、

●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による観光ガイド団体「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）

　当行は、近年、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。

Yoshino Heartロゴマーク

　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、奈良県のスポーツ振興
に貢献しています。また、県
内の小･中・高校生を対象
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47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、平成
22年開催の平城遷都1300年祭を機に結成されました。奈良県内
各地で文化財を特別公開する「祈りの回廊 秘宝・秘仏特別開帳」
等において、元銀行員のきめ細やかな対応を強みに活動し、観光客
から好評を得ています。
　25年秋には、県下の
寺院5ヵ所でガイドとし
て協力しました。これま
で県下5寺院から感謝
状を頂く等、観光地奈良
の地域活性化に取組ん
でいます。

「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
より拠出し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
　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、企業
の社会的責任を果たしてまいります。

吉野杉を使用した「メッセージボード」

点字ブロック音声案内（VI）機能付ATM 聖林寺（桜井市）にて

粗品：吉野杉箸3膳セット

外部機関によるCSRの評価
フッチー　フォーグッド

よしの　　　ハート

　当行はすべてのキャッシュコーナー（店外を含む）に、ご高齢の方や
目のご不自由な方、車いすをご利用の方でも操作しやすい機能を備
えたユニバーサルデザイン仕様のＡＴＭを設置しています。
　さらに、どなたにもご覧いただきやすいよう色のコントラストを強調
し、ボタンの境界をわかりやすくする等の「カラーユニバーサルデザイ
ン」認定を取得した操作画面を順次新型のＡＴＭに導入しています。
　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。
　このほか、車いす用駐車スペー
スの確保、点字ブロックの設置、段
差の解消等、バリアフリーに対応
した店舗づくりに取組んでいます。

点字サービス

新たな木材需要の開拓をめざしています。
　平成25年11月から奈良県内の営業店を中心に、窓口担当者の
自己紹介等を吉野杉で
できた「メッセージボー
ド」に掲げ、お客さまを
お迎えしています。吉野
杉の香りと担当者からの
メッセージを店頭で是非
お確かめください。

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

「吉野の桜を守る会」に参加「吉野の桜を守る会」に参加

バリアフリーへの取組みバリアフリーへの取組み

地域社会への貢献（CSRへの取組み）



Ｎ

大阪■
帝塚山■
■堺

大阪東
■
■

永和

大阪中央営業部■
■大阪北

■新大阪■尼崎

■大東
■石切

■京都南
■京都

宇治大久保■

■
松井山手

■京田辺
■三山木

■真弓
白庭台駅前
　■ ●鹿ノ台
●あすか野
■生駒
●元町 ■東生駒

■郡山
●矢田南
筒井■

■法隆寺
■中央市場
●法隆寺駅前

■西大和■王寺

■
二上■香芝

■真美ヶ丘
■馬見

■尺土

■新庄

■御所

●野原

▲城戸

▲大塔

■黒滝

十津川■

北山■

■大淀

■下市
■上市 ●新子

川上■

■小川

■掖上

■吉野口

■上牧■箸尾
■川西

■結崎
●初瀬■田原本
■三輪

●桜井北
■桜井

■
明日香

■高取

榛原■

■
大宇陀
■

菟田野

■王寺南
■天理南

■櫟本

■天理

■南生駒
■平群

■
三郷

●
平群北

■精華
●けいはんなプラザ

■玉水
■上狛

■
加茂

■桔梗が丘

●名張東
■名張

城陽■

木津■ ●ガーデンモール

●山田川

■吉田

■八尾
■若江岩田

■羽曳野

■泉佐野

■河内長野

●和歌山北
■和歌山

■橋本
■林間駅前

■高野口
■粉河

■岩出
■高野山

奈良市

大和高田市
橿原市

奈 良 県
和歌山県
京 都 府
三 重 県
大 阪 府
兵 庫 県
東 京 都
計

本支店
71
7
12
2
16
1
1
110

出張所
19
1
3
1
－
－
－
24

代理店
2
－
－
－
－
－
－
2

計
92
8
15
3
16
1
1
136

152
6
23
6
18
－
－
205

（平成２5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
●県庁
●奈良市役所
■大宮
■ＪＲ奈良駅前
■手貝
●青山
■南
●永井
■紀寺

■帯解
■西大寺
■西ノ京
■平城
■あやめ池
■学園前
●平城西
■登美が丘
●中登美
■富雄
※名阪針除く

■高田
■高田本町
■高田北
■橿原
●近鉄八木駅前
■耳成

■畝傍
■真菅
■神宮前
●神宮駅東口
●白橿
■坊城

■：本支店　　●：出張所　　▲：代理店

奈良市（２０店）

大和高田市・橿原市（１２店）

東京 1店

8店
和歌山 92店

奈良

16店
大阪

1店
兵庫

15店
京都

3店
三重

17 18地域社会への貢献（CSRへの取組み） 店舗チャネルの状況

地域社会への貢献（CSRへの取組み） 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ヵ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に取組んでいます。

　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。 環境保全への取組み

　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25年11月現在の奨学生は63名で、卒業生は1,294名に
達しています。

公益財団法人　南都育英会

環境保全への取組み

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。

金融経済教育への取組み金融経済教育への取組み 「小さな親切」の会「小さな親切」の会

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

個人の
お客さま

事業者の
お客さま

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。

環境配慮型金融商品・サービス ラインナップ

地元中学生による銀行見学

街頭での清掃活動


