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対象事業所名 しずおか焼津信用金庫

代表者 理事長　　田形　和幸

所在地 静岡県静岡市葵区相生町１番１号

従業者数 １，０９４名　（令和４年３月現在）

環境管理責任者 経営企画部 部長 三澤　努

担当者 経営企画部　 担当 田中　絢子

連絡先 ＴＥＬ ０５４－２４７－１１７２

ＦＡＸ ０５４－２４８－２４２８

https://www.shizuokayaizu-shinkin.co.jp

E-mail:kikaku@shizuokayaizu-shinkin.co.jp

金融業

昭和　６年　１月 産業組合法による有限責任静岡市信用組合設立

昭和２６年１０月 信用金庫法の施行に伴い改組、静岡信用金庫に商号変更

平成２１年　３月 エコアクション２１認証・登録（本部・本店）取得

平成２５年　２月 エコアクション２１認証・登録（本部・本店および全支店に拡大）

平成２９年  ４月 一般財団法人　しずしん地域文化振興財団設立

令和 元年　７月 焼津信用金庫との合併に伴い、しずおか焼津信用金庫に商号変更

  　事業年度：毎年４月１日から翌年３月末日まで

　　（従業者数は全役職員及びパート、派遣含む。）

従業者数 人 1,136 1,098 1,094

床面積 ㎡ 51,956 50,202 49,379

預金量 百万円 1,573,039 1,690,136 1,736,635

経常利益 百万円 1,408 2,077 3,258

１．事業所名及び代表者氏名

２．環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

３．事業活動の内容

４．沿革

５．事業の規模（各年度３月３１日現在）

活動規模 単位 令和元年度 令和２年度 令和３年度

Ⅰ 組織の概要
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６．エコアクション２１推進組織

⑤部門担当者（ＣＳＲリーダー）

   理事長は実施体制における、各自の役割・責任及び権限を以下の通り定める。

　　　　　①統括責任者（理事長）
　・環境経営システムの構築、環境経営マニュアルの制定並びに見直し
　・環境管理責任者の任命
　・環境経営方針・環境経営目標の決定並びに見直し
　・環境経営計画の承認
　・環境経営システムの構築・運用・維持に必要な経営資源の準備（人材・設備　・資金等）
　・緊急事態発生時の統括

　　　　　②内部監査
　・監査部及び経営企画部で実施
　・内部監査チェックシート及びヒヤリング等でチェック
　・報告書を作成

　　　　　③環境管理責任者
　・環境経営システムを確立し、実施・維持管理を継続的に運用
　・環境経営方針、環境経営目標、環境経営計画の立案
　・環境経営計画の推進状況把握と理事長への報告
　・該当環境関連法規等の把握と管理
　・環境経営システムに関する規定類の整備
　・環境関連教育、訓練の計画策定と統括
　・緊急事態発生時の対応実施と報告
　・問題点発生に対する是正及び予防措置の対応指導
　・理事長による環境経営システムの見直しのための情報を提供

　　　　　④部門管理者(部長・支店長)
　・環境経営計画推進にあたり必要とする資源の準備（部長）
　・環境経営計画の推進、運用管理・監視
　・該当環境関連法規等の遵守状況把握
　・緊急事態及び問題点が発生した場合、その処置と是正並びに予防処置の実施と報告

　　　　　⑤部門担当者（ＣＳＲリーダー）
　・記録測定、管理
　・環境教育・訓練の実施

　　　　　⑥事務局
　・更新審査・中間審査など、申請に係る事務手続き
　・環境経営レポートの作成、データ収集と分析
　・環境活動の啓発
　・環境教育訓練計画の企画・教育資料の作成、配布、掲示
　・活動内容、取組結果の周知・公表など

②内部監査
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店舗等一覧１　(※静岡本部、焼津本部、インターネット支店を除く) 　

令和4年9月1日現在

店番 店 　舗  名 郵便番号 所   在   地 電 話 番 号

001 追手町支店 420-0853 静岡市葵区追手町3番11号 （054）252-1151

002 安西支店 420-0011 静岡市葵区安西3丁目41番地 （054）252-2195

003 駅南支店 422-8067 静岡市駿河区南町3番5号 （054）285-0137

004 長谷支店 420-0866 静岡市葵区西草深町36番1号 （054）245-2438

005 新富支店 420-0075 静岡市葵区五番町8番地4 （054）252-3195

006 清水支店 424-0821 静岡市清水区相生町5番5号 （054）352-1288

008 駒形支店 420-0042 静岡市葵区駒形通2丁目6番2号 （054）254-2491

009 興津支店 424-0204 静岡市清水区興津中町274番地 （054）369-0174

012 石田支店 422-8042 静岡市駿河区石田1丁目1番46号 （054）286-0181

013 小鹿支店 422-8021 静岡市駿河区小鹿2丁目1番17号 （054）286-0381

014 丸子支店 421-0103 静岡市駿河区丸子3丁目6番9号 （054）259-5161

015 籠上支店 420-0873 静岡市葵区籠上9番13号 （054）271-3611

016 吉原支店 417-0058 富士市永田北町6番18号 （0545）51-0915

017 藤枝支店 426-0067 藤枝市前島2丁目29番12号 （054）635-0831

018 八千代支店 424-0946 静岡市清水区八千代町10番24号 （054）352-4151

竜南支店 420-0841 静岡市葵区上足洗3丁目12番16号 （054）247-0212

竜南支店麻機出張所 420-0961 静岡市葵区北1丁目10番6号 （054）247-2662

瀬名支店 420-0913 静岡市葵区瀬名川2丁目32番5号 （054）262-8925

瀬名支店西奈出張所 420-0911 静岡市葵区瀬名6丁目8番2号 （054）262-7511

022 押切支店 424-0008 静岡市清水区押切1448番地 （054）348-6201

023 富士支店 416-0944 富士市横割3丁目8番16号 （0545）63-1171

高松支店 422-8036 静岡市駿河区敷地1丁目15番19号 （054）237-5911

高松支店登呂出張所 422-8033 静岡市駿河区登呂4丁目3番6号 （054）283-9711

025 松富支店 420-0943 静岡市葵区上伝馬19番52号 （054）273-2150

026 小黒支店 422-8072 静岡市駿河区小黒3丁目11番31号 （054）283-2781

028 本店営業部 420-0838 静岡市葵区相生町１番１号 （054）247-1152

029 古庄支店 420-0812 静岡市葵区古庄3丁目15番53号 （054）263-7261

030 焼津支店 425-0035 焼津市東小川2丁目11番地の22 （054）627-8686

033 長田南支店 421-0115 静岡市駿河区みずほ3丁目1番地の3 （054）257-1225

036 西脇支店 422-8044 静岡市駿河区西脇306番地 （054）284-3380

羽鳥支店 421-1215 静岡市葵区山崎1丁目28番地の5 （054）278-5661

羽鳥支店美和出張所 421-2114 静岡市葵区安倍口新田135番地22 （054）296-6220

038 御門台支店 424-0884 静岡市清水区草薙一里山4番1号 （054）348-0001

道原支店 425-0064 焼津市三和1342 （054）623-3751

道原支店大島出張所 425-0066 焼津市大島735番地の172 （054）623-5500

043 東新田支店 421-0112 静岡市駿河区東新田3丁目4番1号 （054）257-1500

045 藤枝水守支店 426-0005 藤枝市水守１丁目19番37号 （054）646-3900

042

037

020

021

024
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店舗等一覧２　(※静岡本部、焼津本部、インターネット支店を除く) 　

令和4年9月1日現在

店番 店 　舗  名 郵便番号 所   在   地 電 話 番 号

101 まるせい営業部 425-0027 焼津市栄町3丁目5番14号 （054）628-8171

102 中央支店 425-0022 焼津市本町4丁目10番28号 （054）628-3151

103 小川支店 425-0031 焼津市小川新町3丁目1番25号 （054）628-3168

石津支店 425-0041 焼津市石津336番地の3 （054）624-2101

石津支店田尻出張所 425-0052 焼津市田尻405番地の1 （054）625-0311

藤枝中央支店 426-0018 藤枝市本町2丁目2番33号 （054）641-0700

藤枝中央支店田中出張所 426-0016 藤枝市郡1131番地の1 （054）645-0100

106 藤枝上支店 426-0025 藤枝市藤枝2丁目5番43号 （054）641-0720

藤枝駅支店 426-0037 藤枝市青木2丁目35番25号 （054）641-1450

藤枝駅支店志太出張所 426-0071 藤枝市志太4丁目1番5号 （054）644-4131

108 岡部支店 421-1121 藤枝市岡部町岡部6番地の27 （054）667-0125

静岡南支店 422-8047 静岡市駿河区中村町6番地の1 （054）282-2251

静岡南支店新川出張所 422-8064 静岡市駿河区新川2丁目8番14号 （054）282-3711

111 焼津西支店 425-0036 焼津市西小川1丁目12番地の7 （054）627-0178

112 長田支店 421-0115 静岡市駿河区みずほ1丁目7番地の4 （054）259-7121

113 羽鳥西支店 421-1215 静岡市葵区羽鳥4丁目4番15号 （054）278-1131

114 焼津北支店 425-0028 焼津市駅北3丁目12番10号 （054）629-1551

117 前島支店 426-0067 藤枝市前島2丁目29番12号 （054）635-1211

118 大富支店 425-0045 焼津市祢宜島403番地の3 （054）623-0111

119 大井川支店 421-0218 焼津市下江留650番地の1 （054）622-3511

120 豊田支店 425-0076 焼津市小屋敷342番地の1 （054）629-1120

121 さかなセンター支店 425-0091 焼津市八楠4丁目13番地の7 （054）628-5141

122 高洲支店 426-0041 藤枝市高柳4丁目16番12号 （054）635-6111

123 榛原支店 421-0421 牧之原市細江3706番地の1 （0548）22-5481

124 吉田支店 421-0301 榛原郡吉田町住吉109番地の2 （0548）32-8311

126 いかるみ支店 426-0015 藤枝市五十海4丁目18番8号 （054）645-1611

大住支店 425-0046 焼津市三右衛門新田632番地の1 （054）623-6600

大住支店西焼津出張所 425-0073 焼津市小柳津508番地1 （054）627-3891

静岡相談プラザ 420-0838 静岡市葵区鷹匠3丁目23番6号 （054）270-8011

クラブハウス 430-0911 静岡市葵区瀬名1丁目22番地1

※店番033長田南支店は、店舗新築建替えにより長田支店内へ仮店舗移転中

※店番126いかるみ支店は、店舗新築建替えにより藤枝水守支店内に仮店舗移転中

※店番112長田支店は、令和４年１０月に長田南支店に統合予定。

110

107

129

104

105
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７．ＳＤＧｓ宣言

　　　　当金庫では、経営理念に掲げる「地域社会との共栄」を実現するために、国連が提唱する持続可能な

　　　開発目標（ＳＤＧs）に取り組んでいます。

   　　  ＜しずおか焼津信用金庫SDGs宣言の内容＞

しずおか焼津信用金庫は、

経営理念に掲げる「地域社会との共栄」を実現するために、

国連が提唱する持続能な開発目標（ＳＤＧｓ）に取組み、

総合金融サービス業としてのソリューションを提供し、

地域の持続可能な社会の実現と地域の明るい未来に貢献してまいります。
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環境経営方針Ⅱ
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１．環境経営目標　

基準年

R１年度 R２年度 R3年度 R４年度 R５年度 R６年度

基準値 -0.5% -1.0% -1.5% -2.0% -2.5%

2,267,497 2,256,160 2,244,822 2,233,485 2,222,147 2,210,810

基準値 -0.5% -1.0% -1.5% -2.0% -2.5%

4,799,434 4,775,437 4,751,440 4,727,442 4,703,445 4,679,448

基準値 -0.1% -0.2% -0.3% -0.4% -0.5%

17,832 17,814 17,796 17,779 17,761 17,743

基準値 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8

基準値 -0.5% -1.0% -1.5% -2.0% -2.5%

79,481 79,084 78,686 78,289 77,891 77,494

基準値 -0.5% -1.0% -1.5% -2.0% -2.5%

85.54 85.11 84.68 84.26 83.83 83.40

基準値 -0.2% -0.4% -0.6% -0.8% -1.0%

30.36 30.30 30.24 30.18 30.12 30.06

基準値 -0.5% -1.0% -1.5% -2.0% -2.5%

14,621 14,548 14,475 14,402 14,329 14,255

　環境関連商品の販売

　SDGs関連商品の販売

　非対面チャネルの充実

環境保全活動の実施

クール・ビズ、ウォーム・ビズの実施

事務効率化

（４）グリーン購入の実施

環境目標項目
環 境 目 標 値

（１）二酸化炭素排出削減
（省エネルギー）
（単位：kg-CO2）

電力消費量の削減
（単位：kWh）

都市ガス使用量の削減
(単位：立方メートル)

液化石油ガス（LPG）
使用量の削減

（単位：立方メートル）

ガソリン使用量の削減
（単位：リットル）

 （２）コピー用紙使用量・可燃ゴミ排出量削減

コピー用紙使用量削減
(単位：トン)

可燃ゴミの排出削減
(単位：トン)

（３）水使用量削減　（節水）
　　　（単位：立方メートル）

　環境に配慮した紙や
物品の積極的使用

　環境に配慮した紙の使用

　リサイクルトイレットペーパーの使用

　文具類のグリーン購入推進

　環境配慮型車両への切り替え

　リサイクル封筒の使用

　各種事務の見直し　

＊電力会社別排出係数は、中部電力0.426kg-CO2/kWhを使用している(2019年度基準)

（５）自らが販売・提供する商品及びサービスに関する環境配慮

　環境関連商品の推進

　インターネット環境を活用した取組み　

（６）しずおか焼津信用金庫独自の取組み

　職員の地域清掃活動、谷津山再生活動の定期的実施

　定期的実施（夏季５月～１０月、冬季１１月～３月）　

環境教育の実施
　定期的実施（全従業者への啓発活動、職員による清掃実施）

　地域・取引先に対する環境教育活動　

　SDGｓ関連商品の取扱および推進活動

環境経営目標Ⅲ
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１．令和３年度環境経営計画と評価

1 　エアコンの温度設定管理 　クール・ビズ実施期間（28℃設定） ウォーム・ビズ実施期間（20℃設定） ○

2 　照明類の消灯徹底 ○

3 　不在時の消灯・設備の停止 　節電推進ステッカー貼付・ＣＳＲリーダーによる定期チェック ○

4 　ＡＴＭの稼働時間短縮 　店舗内ATMの平日稼働時間短縮 ○

5 　ＯＡ機器・ＰＣ・ＡＴＭの省エネ稼働 　各種電化製品の省エネモード設定 ○

6 　エアコンフィルターの定期清掃実施 　定期清掃の実施 ○

7 　空調使用時間の徹底 　管理の徹底（本部建物は18時以降使用停止） ○

8 　定時終了日の徹底 　管理の徹底（定時終了日：第2、第3水曜日） ○

9 　太陽光発電設備の活用 　太陽光エネルギーを電気として利用 ○

10 　トイレの暖房便座の管理徹底 　6～9月電源オフ ○

1 　急発進・急加速の禁止 ○

2 　アイドリングストップの励行 ○

3 　不要な荷物は積まない ○

4 　低燃費車両の導入 ○

3 店舗設計による削減 1 　環境配慮型店舗の拡大 総務部 ○

(２)コピー使用量・可燃ゴミ排出量削減　※通年実施

1 　コピー用紙の両面使用 ○

2 　コピー機のミスプリント防止 ○

3 　シュレッダーごみの再資源化 ○

4 　プリンターの両面印刷化 ○

2 可燃ゴミの排出削減 1 　余分な排出の見直し
経営企画部
営業部店

○

　蛍光灯間引き、野立て看板・15時以降ロビー消灯

　部長会資料の電子化（ペーパーレス化）
　会議体資料等の両面使用
　各種書式の電子化（ペーパーレス化）
　スキャナー導入

取組目標 推進部門

活動項目 推進部門 推進方法

ガソリン使用量の削減

取組目標

（１）二酸化炭素排出量の削減　※原則通年実施 （１-１については、クール・ビズ期間（5-10月）、ウォーム・ビズ期間(11-3月)においてそれぞれ実施）

　昼食等残飯の排出量削減
　ゴミの分別

活動項目 推進方法

1

経営企画部
総務部
 人事部
営業部店

2

経営企画部
総務部
営業部店

　エコドライブ推進ステッカー貼付
　エコドライブの推進啓蒙
　既存車両を低燃費車両に切り替え（リース契約更新時）

　熱交換塗料、LED、太陽光発電、ガラスフィルム等の導入

コピー用紙使用量削減1

評価

評価

総務部
営業部店

電力消費量の削減

Ⅳ 環境経営計画
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（３）水使用量の削減　※通年実施

（４）グリーン購入の推進　※通年実施

1 　環境に配慮した紙及びインクの使用
経営企画部
業務統括部

○

2 　リサイクルトイレットペーパーの使用 経営企画部 ○

3 　文具類のグリーン購入推進 ○

4 　環境配慮型車両への切り替え ○

5 　リサイクル封筒の使用 事務部 ○

（５）自らが販売・提供する商品及びサービスに関する環境配慮　※通年実施

2 SDGｓ関連商品の販売 1 SDGｓ関連商品の推進 業務統括部 〇

3 非対面チャネルの充実 1 　インターネット環境を活用した取組み

事務部
お客様サポート部
　業務統括部
経営企画部

○

（６）しずおか焼津信用金庫独自の取組み　※取組時期は活動項目ごと異なる

1   谷津山再生活動の実施（社会貢献活動） 　整備活動（4月・6月・10月・11月）　その他、環境活動（3月） 〇

2   清掃活動（社会貢献活動）   海岸・地域清掃活動（10月） 〇

1   全従業者への啓発活動 ○

2   新入職員の清掃実施 〇

3   地域・取引先に対する環境教育活動 ○

4 事務効率化 1   各種事務の見直し 事務部 ○

取組目標 活動項目 推進部門 推進方法 評価

　節水推進ステッカーの貼付 ○

取組目標 活動項目 推進部門 推進方法 評価

1 水使用量の削減 1 節水意識の醸成
総務部
営業部店

評価

1
環境に配慮した物品
等の購入・使用

　ミニディスクロジャー誌、庫内報「なないろ」、ポスター、商品チラシ等に使用

　各部店にて回収したシュレッダー屑、古紙類をトイレットペーパーに交換

総務部
営業部店

　環境に配慮された商品（詰め替え可能商品・リサイクル商品等）の購入

　ハイブリッド車、低燃費車等の低公害車（バイク含む）の導入

　紙幣屑を使用した古幣リサイクル封筒の使用

※文具類の購入については、数値目標を立てにくいため、取組面を評価する。

取組目標 活動項目 推進部門 推進方法

1 環境配慮型商品の販売 1 　環境関連商品の推進 業務統括部

取組目標 活動項目 推進部門 推進方法 評価

○

　ローン審査申込、インターネットバンキング、インターネット支店の活用
　ディスクロジャー誌の電子化(ペーパレス化)

※融資推進にあたっては数値目標を立てにくいため、取組面を評価する。

　環境配慮型融資商品の取扱
　　および推進活動（商品チラシ使用による顧客への声掛け）

　令和2年度SDGｓ関連商品の開発・取扱開始
　　営業活動による推進　（商品チラシ活用による顧客へのPR）

　事務削減による効率化

　クール・ビズ、ウォーム・ビズの実施 ○

3 環境教育の実施
経営企画部
総務部
人事部

　管理者への教育（定期的に実施）・従業者への教育（庫内報を活用して随時実施）

  谷津山再生活動の実施（通年）

　当金庫HP、イベント等を通じた環境情報発信・地元の活動支援など（通年実施）

　従業者の服装を軽装にする
　設定温度の管理

総務部
人事部

1
環境保全活動の実
施

経営企画部

2
クール・ビズ、ウォー
ム・ビズの実施

1
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１．環境経営目標の実績

基準年

令和元年度

目標値 基準値 2,244,822 -1.0%

実績値 2,267,497 2,104,715 （-7.2%）

目標値 基準値 4,751,440 -1.0%

実績値 4,799,434 4,418,423 （-7.9%）

目標値 基準値 17,796 -0.2%

実績値 17,832 19,050 6.8%

目標値 基準値 3.8 0.0%

実績値 3.8 0.3 （-92.1%）

目標値 基準値 78,686 -1.0%

実績値 79,481 78,153 （-1.7%）

目標値 基準値 84.68 -1.0%

実績値 85.54 82.1 (-4.0%)

目標値 基準値 30.24 -0.4%

実績値 30.36 28.3 （-6.8%）

目標値 基準値 14,475 -1.0%

実績値 14,621 13,368 （-8.6%）

実績① FSC認証紙を使用

実績② 3,672個

実績③ 13台

実績④
角2封筒、角3封筒
現金封筒全3種

内容 2商品販売

実績

カーライフプラン・エコ
29件　58,630千円
リフォームプラン・エコ
34件　75,590千円

内容

谷津山再生活動
４回実施
計７８名参加

地域清掃活動
426名参加

内容

実績
5/1-10/31
11/1-3/31

　谷津山再生活動の定期的実施、地域清掃活動の実施

谷津山再生活動
4回実施　計115名参加

地域清掃活動
473名参加

　定期的実施

5/1-10/31
11/1-3/31

カーライフプラン・エコ
10件　15,830千円
リフォームプラン・エコ
23件　40,860千円

SDGｓセレクトローン　実績なし

 （６）しずおか焼津信用金庫独自の取組み

（５）自らが販売・提供する商品及びサービスに関する環境配慮

 （４）グリーン購入の実施

FSC認証紙を使用
ベジタブルオイルインク使用

（庫内報、ミニディスクロジャー誌、ポスター等）

4,020個

８台

角2封筒、角3封筒
現金封筒の全3種

3商品販売

　環境に配慮した紙等
　の積極的使用
【内容】
①環境に配慮した紙やインクの使用
②リサイクルトイレットペーパーの使
用
③環境配慮型車両への切り替え
④リサイクル封筒の使用

可燃ゴミの排出削減
（単位：トン）

水使用量の削減
（単位：立方メートル）

コピー用紙使用量削減
（単位：トン）

 （３）水使用量削減（節水）

（２）コピー用紙使用量及び可燃ゴミ排出量削減

環境経営目標項目
環 境 経 営 目 標 値 ・ 実 績 値

令和３年度

（１）二酸化炭素排出削減
(省エネルギー) 単位:kg-CO2

電力消費量の削減
（単位：kWh）

都市ガス使用量の削減
（単位：立方メートル）

液化石油ガス（ＬＰＧ）
使用量の削減

（単位：立方メートル）

ガソリン使用量の削減
（単位：リットル）

環境関連商品の販売

環境保全活動の実施

クール・ビズ、
ウォーム・ビズの実施

実績

＊電力会社別排出係数（kg-CO2/kWh）は、中部電力0.426(2019年度基準)

環境教育の実施 実績
・環境イベント実施
・庫内報にて実施

・環境イベント実施
・庫内報にて実施

Ⅴ 環境経営目標に対する実績
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　※表の数値については月別の集計となっているため、計算上の都合（四捨五入）により、12ページの実績表と数値が若干異なる場合があります。

１．環境経営目標の取組結果とその評価　　　
　（１）　二酸化炭素排出量の削減

単位：kg-CO2

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

基 準 年 度 193,094 168,436 164,891 190,287 218,534 220,827 209,290 174,769 163,751 188,064 194,763 180,792 2,267,497

R ３ 年 度 162,035 137,045 146,339 179,749 204,334 220,529 181,676 157,875 152,227 182,798 193,854 186,254 2,104,715

目 標 値 比 -16.08% -18.64% -11.25% -5.54% -6.50% -0.13% -13.19% -9.67% -7.04% -2.80% -0.47% 3.02% -7.18%

★電気使用量 単位：kWｈ

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

基 準 年 度 416,415 360,544 346,095 403,239 462,914 470,776 446,919 371,709 337,992 396,438 405,724 380,669 4,799,434

R ３ 年 度 340,173 287,974 302,780 374,230 434,659 471,587 383,420 334,380 312,472 380,066 407,514 389,168 4,418,423

目 標 値 比 -18.31% -20.13% -12.52% -7.19% -6.10% 0.17% -14.21% -10.04% -7.55% -4.13% 0.44% 2.23% -7.94%

★ガソリン使用量 単位：リットル

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

基 準 年 度 6,232 6,202 6,597 6,564 7,026 6,806 6,884 6,927 7,300 6,493 6,208 6,243 79,481

R ３ 年 度 6,752 5,982 6,420 7,274 6,347 6,743 6,570 6,412 6,979 6,483 5,621 6,573 78,153

目 標 値 比 8.36% -3.55% -2.68% 10.81% -9.67% -0.93% -4.56% -7.44% -4.40% -0.16% -9.45% 5.28% -1.67%

★ガス使用量
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

基 準 年 度 574 210 996 1,518 2,329 2,077 1,357 162 1,310 1,905 3,481 1,916 17,836

R ３ 年 度 674 227 1,139 1,598 2,058 1,847 1,434 257 1,353 2,709 3,340 2,417 19,051

目 標 値 比 17.29% 7.92% 14.42% 5.28% -11.65% -11.05% 5.63% 58.24% 3.29% 42.16% -4.06% 26.11% 6.81%

引き続き、各項目の使用量削減について、従業者へ
の意識付けを徹底する。また、新店舗への太陽光発
電設備の設置等により、再生可能エネルギーによる
電力使用を進めていく。

評価（問題点）
二酸化炭素排出量は、年度当初の電気消費量が目
標値を大きく下回ったこと等により、目標達成となっ
た。

評価

◎
対応策

単位：立方メートル

太陽光発電の設置

（篭上支店、安西支店、

瀬名支店、藤枝上支店、

藤枝駅支店など）

Ⅵ 環境経営目標の取組結果とその評価

100
120
140
160
180
200
220
240
260

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

(kg-CO2)
基準年度

R ３年度

【評価基準】 ◎目標値以上 ○目標達成（同程度） △目標値未満

環境に配慮した店舗

を作っています！

営業店設置のモニ

ターにて、発電量を

流しています！
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　（２）コピー用紙使用量及び可燃ゴミ排出量削減

★コピー用紙使用量 単位：トン

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

基 準 年 度 7.070 7.260 6.515 7.013 6.855 7.730 7.153 7.530 7.410 6.628 7.545 6.835 85.54

R ３ 年 度 7.730 7.500 5.735 6.718 7.065 7.753 6.598 6.370 7.525 5.770 6.028 7.333 82.12

目 標 値 比 9.34% 3.31% -11.97% -4.21% 3.06% 0.29% -7.76% -15.41% 1.55% -12.94% -20.11% 7.28% -4.00%

単位：トン

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

基 準 年 度 3.06 2.08 2.45 3.19 2.35 2.31 3.18 2.19 2.48 2.53 2.25 2.31 30.36

R ３ 年 度 2.41 1.94 2.91 2.55 2.13 2.10 2.50 2.33 2.73 2.24 2.01 2.46 28.31

目 標 値 比 -21.01% -6.83% 19.01% -19.92% -9.56% -9.38% -21.21% 6.40% 10.22% -11.58% -10.66% 6.72% -6.77%

可燃ゴミ排出量

（３）　水使用量の削減

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

基 準 年 度 1,392 926 1,571 1,038 1,384 1,111 1,462 866 1,306 1,087 1,402 1,077 14,621

R ３ 年 度 1,190 1,002 1,331 921 1,326 873 1,236 953 1,281 1,006 1,233 1,020 13,368

目 標 値 比 -14.55% 8.15% -15.26% -11.23% -4.18% -21.44% -15.47% 9.99% -1.91% -7.46% -12.09% -5.37% -8.57%

★可燃ゴミ排出量

★コピー用紙使用量

【庫内グループウェアの活用】 評価（問題点） 評価

対応策
コピー用紙使用量については、各部
店にあるスキャナーの活用や会議
体資料等は電子化や両面印刷とす
るなど、工夫を行い減少させる。可
燃ゴミ排出量については、ゴミの分
別を引き続き行っていく。

単位：立方メートル

コピー用紙使用量は会議体資料の電子化等の
努力により目標達成した。また可燃ゴミについて
もリサイクルできるものはリサイクル処理する等
の工夫により減少し、目標達成となった。 ◎

評価（問題点） 評価 対応策

目標達成できた。 ◎ 引き続き、従業者への意識付けを徹底する。

500

1,000

1,500

2,000

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
（立方メートル）

基準年度

R３年度

システムによる報告、アンケートの集計により作業を簡略化するとともに、紙の使用量を削減。

1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月

（トン）
基準年度

R3年度

4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月

（トン）
基準年度

R3年度

12



　（４）グリーン購入の実施

基準年度

＜古幣再生封筒の使用＞

　使い古した紙幣を再利用した封筒を

　使用しています。

　（５）自らが販売・提供する商品及びサービスに関する環境配慮

　　※その他、当金庫ホームページでは、消費者ローンの商品において、申込や仮審査を２４時間３６５日受付、
　　　 また一部の商品（7商品）ではWeｂ完結型の取扱いも行っています。今後もインターネット環境を利用した
　　　 非対面チャネルの強化に努めています。
　　※当金庫が発行するディスクロジャー誌の紙媒体を廃止し、ホームページに電子媒体で掲載しています。

対応策

引き続き顧客のニーズ喚起に努めるとともに、積
極的に推進していく。

○

顧客のニーズを把握したうえで、環境配慮型商
品の利用を推奨している。
今後も環境問題に積極的に取組む企業や顧客
との取引強化が必要。

評価

対応策

消耗品購入の取りまとめをしている総務部では、文房
具類は再利用可能な物を購入している。

実績

・ミニディスクロ・庫内報「なないろ」にＶＥＧETABLE ＯＩ
Ｌ ＩＮＫを使用
・庫内報「なないろ」にＦＳＣ認証紙を使用
・リサイクルトイレットペーパーを使用
　（シュレッダー屑や新聞紙を4,020個のトイレットペー
パーにリサイクル）
・古幣再生封筒（リサイクル封筒）の使用

評価（問題点）

実績

・消費者ローン「カーライフプラン・エコ」
　　10件 　 15,830千円
・消費者ローン「リフォームプラン・エコ」
　　23件  　40,860千円
・SDGｓセレクトローン　取扱開始

評価

○

評価（問題点）

リサイクル品等の使用・購入を継続して実施し、同時に
紙媒体の発行物を減らすとともに、チラシ、ミニディスク
ロ、庫内報などの発行には環境に配慮した紙やインク
を積極的に採用している。

close up!!

close up!!

ハイブリッド車

（エコカー・低排出ガス車）

購入費用に対して優遇あり。

・事業用太陽光発電設備資金

・事業用低公害車購入資金

・その他環境対策を目的とした

事業用資金

・SDGｓ目標達成に必要な事業用資金

上記資金に対して優遇あり。
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　（６）しずおか焼津信用金庫独自の取組み

環境保全活動

谷津山再生活動 ～地域の森づくりをサポート！～

海岸・地域清掃活動

環境教育の実施

・全部店においてＣＳＲリーダーを選任し、エコアクションの仕組み、当金
庫の環境活動の取組みについて説明した。その他の職員に対しては、
CSRリーダーおよび庫内報（なないろ・monthly）を通じて、環境活動につ
いて啓蒙した。
・SDGｓポスターの掲示
・地域住民・子どもたちに対し、環境教育を目的に活動。

評価（問題点）

事務効率化
改善提案制度の利用により、各部店からの意見をもとに事務効率化を
図った。

取組項目 実績

環境保全活動の実施

・谷津山再生活動
静岡市葵区谷津山において、役職員によるボランティア活動として、下草
刈りや竹の枝打ちなど放置竹林の整備作業を４回実施。
・海岸・地域清掃活動

クール・ビズ、ウォーム・ビズの実施

全店において、クール・ビズ（5月1日～10月31日）、ウォーム・ビズ（11月1
日～3月31日）を実施。職員の認知度も上がっている。空調を一定温度に
設定した。

・多くの職員に参加してもらうことで、活動のアイ
デアを盛り込むほか、職員同士のコミュニケー
ションの場としても活用する。
・日常的に役職員の環境に対する意識を高める
ためにも、各部店の管理者とＣＳＲリーダーが率
先し、環境活動に取組む。

実績

・谷津山再生活動により、里山の環境保護に加
え、地域住民の憩いの場・子どもたちの環境教
育の場として谷津山を未来に残していくことを目
標としている。また、役職員の環境意識の醸成
の役割も担っている。

・谷津山再生活動を開始し１０年が経過し、谷津
山再生活動の今後の展開の検討が必要。

活動場所の竹の伐採、下草刈り等を実施。ま
た、活動場所に作業路や階段を造るなどして、
参加者が安全に活動できるよう工夫をしている。

評価

〇
対応策

例年は、竹を伐採し、節で切

り、貯金箱の形に成型していき

ます。

地元ボランティア団体の方々

にのこぎりの使い方などを教

わりながら作業します。

例年、日頃お世話になっている

営業地区をブロック（静岡（大浜

海岸、美保海岸）・焼津（焼津新

港、田尻海岸～ディスカバリー

パーク焼津）に分かれて清掃して

います。

静岡県と協定を結び、「しずお

か未来の森サポーター企業」

として谷津山再生活動を始め

て１０年が経過し、静岡県より

この活動に対して功労表彰を

いただきました。
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　環境教育の実施

  1.谷津山再生活動の意義を解説

　谷津山再生活動では、参加する職員に向けて、若手職員がリーダーとなって活動の意義や経緯などを解説しています。

　2.庫内報を通じた取組み

　　月次で発行している庫内報「monthly」や、半期に１度発行する庫内報「なないろ」でSDGｓに対する記事や、

　　谷津山再生活動の様子を掲載しています

　３．SDGｓポスターを作製して、職員の環境問題を含むSDGｓに対する意識の向上を図っています。

ステッカーの掲示による意識づけ

本部、営業店の水道回り、電気のスイッチ回りにステッカーを貼り、

職員に意識付けをするように工夫しています。

金庫の車にはステッカーを貼り、

エコ運転を心掛けています。
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　【未来の森サポーター「谷津山再生活動」への取組み】

しずおか未来の森サポーター

静岡県との協定締結により活動中
（平成22年10月締結、平成31年3月更新)

本店ディスプレイにも、谷津山再生活動の 平成２６年５月、谷津山案内看板を清水山公園に設置しました

　 取組みを紹介しています。

　　４月５月は筍や若竹の伐採、１０月のは大きく成長した竹の伐採作業を行います。

　　また作業路の整備や、下草刈りなどを行いました。

竹の伐採をし、節で切る作業　男性陣が頑張ります！ 切った竹をヤスリにかけ、切り口を整え

貯金箱を成型します！

　※「谷津山」は静岡市中心市街地に位置し、本店近隣にある里山です。
　　近年放置竹林が広がり、災害等危険の伴う里山となっているため、当金庫では定期的に整備活動を実施することにより、
　　市民の憩いの場、子供達の環境教育の場として再生し未来に残すことを目指しています。

静岡の自然を未来へ残そう！

１１月

４月・5月・10月 掘った筍は

参加者に持ち帰

りいただきまし

た。

作成した貯金箱は、毎年「るくるサイエンスピクニック」にて、子ども達に貯金箱作りを通して環境問題や

谷津山の再生活動について学んでもらうワークショップを開催しています。

Ⅶ しずおか焼津信用金庫の環境活動
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　　　　当金庫では、経営理念に掲げる「地域社会との共栄」を実現するために、国連が提唱する持続可能な

　　　開発目標（ＳＤＧs）に取り組んでいます。「エコアクション２１」への取り組みを通じ、ターゲット「７．エネ

　　　ルギーをみんなに そしてクリーンに」「１５．陸の豊かさも守ろう」など、複数の項目に貢献するものと考

　　　えます。今後においても、環境保全への取り組みの他、SDGsに関する様々な活動を行っていきます。

　・ＳＤＧｓ宣言

   　　  ＜しずおか焼津信用金庫SDGs宣言の内容＞

　・ＳＤＧｓ関連商品

ＳＤＧｓセレクトローンの取り扱い開始（令和２年４月～）

　　　ＳＤＧｓに取組む企業への支援として「SDGｓセレクトローン」新設し、

　　　事業者向けに太陽光発電設備設置資金・低公害車購入資金・

　　　環境対策を目的とした事業費用等を対象に推進していきます。

　・ＳＤＧｓ事業

SHIZUOKA　SDGｓ　Action！の開始（令和２年４月～）

　　　「官・民・金」の連携によるSDGｓ事業の取組みを開始しました。

　　　当金庫及び静岡市、焼津市、藤枝市の行政と連携し、環境問題を含む地域課題に先進的に

　　　取組む企業を、SDGｓ・地方創生モデル事業としてHPや支店ディスプレイを通して

　　　通して地域内外へ発信しＰＲしました。

　　　また、ＳＤＧｓ金融として、クラウドファンディングを実施しＳＤＧｓ関連事業の支援も行いました。

しずおか焼津信用金庫は、

経営理念に掲げる「地域との共栄」を実現するために、

国連が提唱する持続能な開発目標（ＳＤＧｓ）に取組み、

総合金融サービス業としてのソリューションを提供し、

地域の持続可能な社会の実現と地域の明るい未来に

貢献してまいります。

SDGｓ専用HP追手町支店ウインドウディスプレイ

Ⅷ しずおか焼津信用金庫のＳＤＧｓへの取組み
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  ・ 静岡市・焼津市・藤枝市へ電気自動車の寄贈（令和３年１１月）

地域に対する感謝とカーボンニュートラルやＳＤＧｓの達成に向けた取組みをより加速

させていきたい思いより、電気自動車を寄贈しました。

　・ＳＤＧｓ啓蒙活動

　　　お客様向け・職員向けＳＤＧｓポスター作製

ロビーに掲示し、来店されるお客様が、

ＳＤＧｓについて考えるきっかけになるよう、

ＳＤＧｓの普及に努めています。

職員向けポスター

を作製し、食堂や

通用口に掲示し、

意識向上に努めて

います。
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1 　エアコンの温度設定管理 　クール・ビズ実施期間（28℃設定） ウォーム・ビズ実施期間（20℃設定）

2 　照明類の消灯徹底

3 　不在時の消灯・設備の停止 　節電推進ステッカー貼付・ＣＳＲリーダーによる定期チェック

4 　ＡＴＭの稼働時間短縮 　店舗内ATMの平日稼働時間短縮

5 　ＯＡ機器・ＰＣ・ＡＴＭの省エネ稼働 　各種電化製品の省エネモード設定

6 　エアコンフィルターの定期清掃実施 　定期清掃の実施

7 　空調使用時間の徹底 　管理の徹底（本部建物は18時使用停止）

8 　定時終了日の徹底 　管理の徹底（定時終了日：毎週水曜日）

9 　グリーン電力の使用

10 　トイレの暖房便座の管理徹底 　6～9月電源オフ

1 　急発進・急加速の禁止

2 　アイドリングストップの励行

3 　不要な荷物は積まない

4 　低燃費車両の導入

3 店舗設計による削減 1 　環境配慮型店舗の拡大 総務部

(２)廃棄物排出量の削減　※通年実施

1 　コピー用紙の両面使用

2 　コピー機のミスプリント防止

3 　シュレッダーごみの再資源化

4 　プリンターの両面印刷化

1 電力消費量の削減

経営企画部
総務部
人事部
営業部店

　蛍光灯間引き、20時消灯野立て看板（本店は21時迄点灯）・15時以降ロビー消灯

2 ガソリン使用量の削減
経営企画部
営業部店

　エコドライブ推進ステッカー貼付・エコドライブの推進啓蒙

　太陽光発電設備等を活用し、ＣＯ2フリー電気を使用

（１）二酸化炭素排出量の削減　※原則通年実施 （１-１については、クール・ビズ期間（5-10月）、ウォーム・ビズ期間(11-3月)においてそれぞれ実施）

取組目標 活動項目 推進部門 推進方法

　熱交換塗料、LED、太陽光発電、ガラスフィルム等の導入

1 コピー用紙使用量削減

経営企画部
総務部
事務部
営業部店

　常務会資料、部長会資料の電子化(ペーパーレス化）
　会議体資料等の両面使用
　各種書式の電子化(ペーパーレス化)
　スキャナーの導入

取組目標 活動項目 推進部門 推進方法

　昼食等残飯の排出量削減
　ゴミを分別する2 可燃ゴミの排出削減 1 　余分な排出の見直し

経営企画部
営業部店

Ⅸ 次年度の環境経営計画
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（３）排水量の削減　※通年実施

（４）グリーン購入の推進　※通年実施

1 　環境に配慮した紙の使用
経営企画部
業務統括部

2 　リサイクルトイレットペーパーの使用 経営企画部

3 　文具類のグリーン購入推進

4 　環境配慮型車両への切り替え

5 　リサイクル封筒の使用 事務部

（５）自らが販売・提供する商品及びサービスに関する環境配慮　※通年実施

2 ＳＤＧｓ関連商品の販売 1 ＳＤＧｓ関連商品の推進 業務統括部

3 脱炭素化支援 1  お客様の脱炭素化に向けた支援 お客様サポート部

（６）しずおか焼津信用金庫独自の取組み　※取組時期は活動項目ごと異なる

1 　谷津山再生活動の実施（社会貢献活動）

2  清掃活動 　海岸・地域の清掃活動（10月）

1 　全従業者への啓発活動

2 　地域・取引先に対する環境活動支援

4 事務効率化 1  各種事務の見直し 本部各部

取組目標 活動項目 推進部門 推進方法

1 上水使用量の削減 1 節水意識の醸成
総務部
営業部店

　節水推進ステッカーの貼付（通年実施）

取組目標 活動項目 推進部門 推進方法

1
環境に配慮した物品
等の購入・使用

　庫内報、商品チラシ等に使用

　各部店にて回収したシュレッダー屑、古紙類をトイレットペーパーに交換

総務部
営業部店

　環境に配慮された商品（詰め替え可能商品・リサイクル商品等）の購入

　紙幣屑を使用した各種封筒の使用

　消費者ローンの推進（環境配慮型商品）

　ハイブリッド車、低燃費車、電気自動車等の低公害車（バイク含む）の導入

※文具類の購入については、数値目標を立てにくいため、取組面を評価する。

取組目標 活動項目 推進部門 推進方法

1 環境配慮型商品の販売 1 　環境関連商品の推進 お客様サポート部

　ＳＤＧｓ関連商品の取扱
　　および推進活動（商品チラシ使用による顧客への声掛け）

　二酸化炭素排出量の可視化支援等

取組目標 活動項目 推進部門 推進方法

　事務効率化、電子化（ディスクロージャー誌）

1
環境保全活動の実

施
経営企画部

　整備活動（10月・11月）　その他、環境活動（3月）

2
クール・ビズ、ウォー
ム・ビズの実施

1
　従業者の服装を軽装にする
　設定温度の管理

総務部
人事部

　クール・ビズ、ウォーム・ビズの実施

3 環境教育の実施
経営企画部
人事部

　管理者への教育（定期的に実施）・従業者への教育（庫内報を活用して随時実施）

　当金庫HP、イベント等を通じた環境情報発信・地元の活動支援など（通年実施）
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１．環境関連法規等の遵守状況

　　当金庫に適用される環境関連法規等の遵守状況を確認した結果、違反なし。

（令和４年９月確認）

遵守状況

収集運搬業者及び処分業者の委託契約契約書、業者の許可証
マニフェスト管理 A・B2・Ｄ・Ｅ票の保管
委託契約書の管理 永久保管
マニフェストの保管 5年間
マニフェスト交付等状況報告 4月1日～6月30日
水銀使用の管理（蛍光管の適正処理） 蛍光管の処分委託会社の許可書確認

○
特定施設からの騒音に関する 特定施設
規制基準の遵守及び施設の届出 送風機6台 圧縮機12台
騒音に係る特定施設設置届 内訳 内訳
（第三種地域、第二種地域） 7.5kW　2台 15.5kW　12台

11kW　3台

18.5kW　1台

特定施設からの振動に関する 特定施設
規制基準の遵守及び施設の届出 水冷チリングユニット　45kW
振動に係る特定施設設置届 水冷パッケージエアコン　7.5kW
（第１種地域の２、第二種地域の１）

対象機器（家電商品）を排出する場合、
対象機器の再商品化等が確実に実施
されるよう小売業者等に適切に引き渡
し、収集・再商品化等に関する料金の
支払いをする。

使用済となった自動車は取引業者へ
引渡す。
リサイクル費用は資金管理法人に預託
リース会社への協力と監督

防火管理者を定め、防火対象物につ 防火対象物について消防計画を
いて消防計画を作成するなど、防火 定める。
管理に必要な措置を講じ、法令の遵 消防用設備の設置・維持等。
守を徹底する。 火災予防
地下タンク貯蔵所（緊急時発電用の 危険物製造所等設置許可（静岡市）
重油保管） 少量危険物貯蔵届出（消防署）

地下タンク等定期点検実施
第１種特定製品（業務用冷凍空調 引取証明証の交付を受け、
機器）の廃棄については、登録された 3年間保存する。
第１種フロン類回収業者に引渡す。
また、書面（回収依頼書）を交付し、
３年間保存する。

フロン漏洩点検 7.5kwh以上50kwh未満は定期点検。
すべての業務用エアコンは
3ヵ月に1度の簡易点検。

合併浄化槽の保守点検と水質検査 保守点検　年4回
水質検査・清掃　年1回

２．訴訟等の有無

　　関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟について過去３年間なし。

３．該当環境関連法規・条例の見直しについて

　　年１回の見直しをする。但し、早急に対応が必要な場合は、その都度改定する。

　振動規制法 ○

環境管理責任者
三澤　努

法 規 等 の 名 称 適　用　内　容 備考（規制基準値、その他）

　廃棄物処理法 ○

静岡市産業廃棄物の
適正な処理に関する条例

産業廃棄物管理責任者の選任
産業廃棄物委託契約業者の現地確認

特別管理産業廃棄物管理責任者　青島淳
年1回実施し、記録を5年間保存

　騒音規制法 ○

浄化槽法 ○

　家電リサイクル法 エアコン・冷蔵庫・洗濯機・テレビなど ○

　自動車リサイクル法 使用済自動車 ○

　消　防　法 ○

　フロン排出抑制法 ○
第１種特定製品の業務用エアコンに
おける定期点検

Ⅹ 環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

21



1 エコアクション２１文書 ： 特になし

2 環境経営目標及び目標達成状況 ： 特になし

3 環境経営計画及び取組実施状況 ： 特になし

4 環境関連法要求一覧及び遵守状況 ： 特になし

5 外部コミュニケーション・対応記録 ： 特になし

6 問題点の是正・予防措置の実施状況 ：
内部監査の指摘内容について、必要に応じ是正処置を
行った。（今回、指摘事項なし）

7
取引先、業界、関係行政機関その他の
外部動向

：
国連が提唱するＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）につい
て、環境保全活動との関連付けを行い、取り組みの活性
化を図っている。

8 その他

　「有」の場合の指示事項等

1 環境経営方針

2 環境経営目標・計画

3 環境経営計画・取組項目

4 環境に関する組織

5 その他のシステム要素

6 その他（外部への対応）

見
直
し
関
連
情
報

項　　　目 　確認　　：　　（必要に応じて評価・コメント記載）

活 動 期 間 作成者（環境管理責任者）

令和３年４月～令和４年３月 経営企画部　部長　三澤　努

有・無

有・無

有・無

全体評価・コメント
（環境経営システムの有効性、環境への取組の適切性

等）

　環境経営目標項目「（１）二酸化炭素排出削減」は、電気使用量が
前年比減少したことなどから目標達成となった。「（２）コピー用紙使用
量・可燃ゴミ排出量削減」は、会議資料の電子化等の効果により目
標達成となった。可燃ゴミ・水道使用量については目標達成となり、
概ね良好な結果となった。
令和３年度はコロナ禍でありながらも、谷津山再生活動や海岸清掃
などの環境保全活動を再開させ、環境経営への意識醸成が図れたと
評価する。今後、地域金融機関として脱炭素に向けた取組みを強化
し、自金庫の排出量の削減、顧客の排出量削減に向けた支援を行っ
ていく。

評 価 者

代
表
者
に
よ
る
全
体
評
価
・
見
直
し
指
示

見直し項目
変更の
必要性

有・無

有・無

有・無

代表者による全体評価と見直しの結果
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