
顕彰事業
　愛媛県内の産業経済の発展に寄与された企業や経営者およ
び個人の方々に対する顕彰を毎年 1 回行っています。

【顕彰先】

助成事業
　愛媛県内の文化活動などを行う団体および個人の方々に対
する助成を行っています。 

【助成実績】
2018年3月末までの累計 191先／ 95,190千円

公益財団法人愛媛銀行ふるさと振興基金

企業の部 2017年
9月

2018年
3月

経営者の部

生活協同組合コープえひめ 
桑原運輸株式会社 
菊地木材株式会社

松山子規会（松山市）
平井町春祭りかかし祭り実行委員会（松山市）
今治市民吹奏楽団（今治市）
西予市民劇団もんたかな（西予市）

日招太鼓保存会（松山市）
久兵衛会（松山市）
三芳祝太鼓保存会（西条市）
男声合唱団ジェントルゲザング（西予市）

渡邊 笙子
（学校法人愛媛学園 理事長）

第34 回ふるさと振興賞 顕彰式（2017年4 月）
公益財団法人愛媛銀行ふるさと振興基金
助成金目録表彰状贈呈式（2018 年 3 月）

愛媛銀行 CSR 宣言 愛媛銀行環境方針

よりよいサービスの提供

コンプライアンス

社会貢献活動

人権尊重

　愛媛銀行は、社会の持続的発展を可能にするため、
金融サービス事業を通じて「ふるさと」に根ざした
企業活動を実践し、公共的使命と社会的責任を果た
します。

愛媛銀行は、ふるさとの豊かで美しい自然を守り次
世代へ引き継ぐことが、地域に対する社会的責任で
あると考えています。経営理念である「ふるさとの
発展に役立つ銀行」のもと、全員参加による環境保
全への取り組みを積極的に展開していきます。

1. 環境に関連する法律及びその他要求事項を遵守します。
2. 環境に配慮した商品・サービスの提供などを通じて、環境

保全活動を支援します。
3. 環境マネジメントシステムを構築し、具体的な環境目的・

目標を定めて、環境保全活動の継続的な改善に努めます。
4. 省エネルギー、省資源、リサイクル活動を推進し、環境へ

の負荷の軽減に努めます。
5. 一人ひとりが環境問題に関する認識を深め、環境保全活動

への参加を通じて、地域社会の環境保全に貢献します。
6. 環境方針及び環境に関する取り組みを内外に公表します。

お客さまのニーズにあった質の高い商品・サービス
の提供を行います。

法令・ルール等を遵守し、公正・適正な企業活動を
行います。

環境保護、福祉、教育、文化、その他地域社会への
貢献につながる活動を実践します。

人権を尊重し、働きがいのある職場作りに努め、地
域社会に貢献する人材の教育・育成に努めます。

基本理念

基本方針
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ひめぎんCSR倶楽部

　地域社会の一員として、行員一人ひとりが課題の重要性を認識し、
森林整備や使用済み天ぷら油の回収などの環境保全に繋がる活動を
展開することで、地球環境の保護に取り組んでいます。

「愛媛銀行ecHoの森」森林体験を実施
　愛媛県と公益財団法人愛媛の森林基金および愛媛大学の協力のも
と、近隣小学校 児童および行員の家族など約30名が森林体験に参
加しました。 
　愛媛大学の小林准教授監修のもと、目隠しをして木にくくりつけ
たロープをつたいながら歩く“森林探索”を行い、その後、シイタ
ケの植菌を行いました。（2018 年3月）

　行員からの寄附などによる「ひめぎん愛・愛
ギフト」を主な財源として、環境・福祉・教育
および文化・スポーツへの助成を行っています。

環境への取り組み

ひめぎん CSR 倶楽部

■ 環境マネジメントシステム

環境目的

環境マネジメントシステムの概要

● 電気使用量の削減
● コピー紙の使用量の削減
● 産業廃棄物排出量の削減

PDCA

環境マネジメントシステム

監視測定 運用管理

環境目的・目標

環境方針

経営理念

久司浦三山会
　弓削島において地域の活性化を目的とした ボランティア
団体として海岸の環境改善や観光資源化を目指した「あさり
復活プロジェクト」に取り組まれている久司浦三山会へ助成
金を贈呈しました。（2017年7月）

NPO法人サスケ工房
　障がい者の自立支援のため、パソコンの実務能力開発や就
労機会を提供し一般就労へ導く活動をされているNPO法人
サスケ工房へノートパソコンを贈呈しました。（2018年2月）

あったか愛媛NPO応援基金
　愛媛県が NPO 法人の育成支援のためにした、あったか愛
媛 NPO 応援基金へ寄附金を贈呈しました。当行は、基金が
設立された 2008 年から
毎年寄付しており、今回の
寄付で累計 500 万円とな
りました。（2018年2月）

2017 年度の助成先

● 久司浦三山会
● 日本女子テニス連盟愛媛県支部
● NPO 法人サスケ工房
● あったか愛媛NPO応援基金
● 公益財団法人　愛媛の森林基金

トピックス

●「公益財団法人愛媛の森林基金」へ寄付金を贈呈 （2017年10月）
●「CO2 削減 // ライトダウンキャンペーン」へ参加 
　（2017年4月、6月、7月、11月） 
●「クール・ビズ」を実施 （2017年5月〜10月）
●「ウォーム・ビズ」を実施 （2017年11月〜 2018年3月）

ひめぎん愛・愛ギフト
募金活動

チャリティーイベント

教育 公共施設
の拡充文化 環境スポーツ 福祉

趣旨に賛同した行員・嘱託
毎月一人50円を寄附

愛媛銀行
会員の寄附総額と同額を寄附
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「知るぽると・キッズ体験学習講座」を開催
　次世代を担う子ども達に金融への理解を深めてもらおう
と、愛媛県金融広報委員会（日本銀行 松山支店）と連携し
2010年より毎年開催しています。 （2017年7月）

「キッズジョブまつやま 2017」へ参加
　松山市内の小・中学生を対象に、様々な職業の内容を理
解し、肌で感じ、体験するイベントに参加しています。

（2017年12月）

えひめ国体・えひめ大会への協力・ボランティア 
（2017 年10月）
　2017年10月に開催された、えひめ国体・えひめ大会は、
地元経済の活性化に大きく寄与する大イベントであり、地
元金融機関の使命として、参加協力への声掛けだけでなく、
国体の意義や、県内開催会場の取り組み状況などを、さ
まざまな機会を通じて、情報発信に努めました。写真は、
2017 年 7月、経営説明会（松山会場）の一コマです。えひ
め国体・えひめ大会を盛り上げようと、約 900 名の来場者
を前に、県内ゆるキャラ６体が登壇し、国体・大会への参
加を呼びかけました。 
　なお、大会期
間中は、数多く
の行員がボラン
ティアスタッフ
として参加し、
おもてなしを実
施しました。

「第77回石鎚山ヒルクライム」へボランティアとして
参加  （2017 年8月）

お城下松山クリーンアップ活動「落書き消し」へ参加
（2017 年8月）

「第23 回  愛・愛チャリティコンサート＆オークション」
を開催 （2017年12月）
　2017 年12月、約 300 名参加のもと、盛大に開催され
ました。今回のオークション収益金と募金は、全額、愛媛
県の福祉向上に役立ててもらいます。

「愛媛大学医学部支援基金」へ寄付金を贈呈
　医療従事者育成のための環境整備、医学研究および 先端
医療の推進に努められている愛媛大学医学部支援資金へ寄
付金を贈呈しました。教育・研究を通じて地域医療に貢献
できる人材育成に取り組まれている当基金を積極的に支援
しています。 （2017年6月）

「えひめジョブチャレンジ U-15 フェスタ」へ参加
　愛媛県教育委員会が主催する県内の中学生約 500 名を対
象としたイベントに参加しています。（2018年2月）

職場体験学習の実施
　県内の中学校、高校、専門学校の生徒さんに、実際の銀
行の仕事を体験してもらうことで、金融への理解を深めて
もらっています。

「障がい者の職業訓練支援」の実施
　障がい者職場実習を通じ、銀行の仕事への理解を深めて
もらっています。（2017年10月）

「児童生徒をまもり育てる日」への活動協力
　松山市教育委員会と連携し、児童の登下校時に教職員、
保護者、地域住民、警察署の方々と一緒に見守り活動を実
施しています。

（2017年 4 月、
7 月、11月）

地域への取り組み

教育への取り組み
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愛媛県労働局と「働き方改革に係る
包括連携協定」を締結
　愛媛銀行では、松山市のいくボス、
愛媛県のひめボス宣言を実施するな
ど、多様化してくる働き方について、
高い関心を持ち、愛媛労働局との働き
方に係る連携協定に基づき、積極的な
取り組みに努めております。

（2017年12月）

「愛媛マンダリンパイレーツを応援する日」を実施
　県民球団の愛媛マンダリンパイレーツを、当行役職員お
よびその家族が、地元ファンと一丸となり応援しています。

「愛媛 FC を応援する日」を実施
　J2リーグで活躍している地元愛媛 FCを、当行役職員およ
びその家族が、地元ファンと一丸となり応援しています。

「第 11 回愛媛こども囲碁大会」を開催
　愛媛県内の園児から中学生までの 39 名参加のもと盤上
で大人顔負けの熱戦を繰り広げました。（2018 年2月）

「第 41 回愛媛囲碁フェスティバル」を開催
　プロ棋士の白熱した戦いに、参加した囲碁愛好家約 600
名が大いに盛り上がりました。

（2017年5月）

当行部活動トピックス
● 男子陸上部

「第 14 回駅伝選手権大会」にて、4 度目の優勝！
（2018年1月）

● 女子陸上部
「第 56 回愛媛マラソン」にて、正井選手・大城選手が女子
の部で 1・2 フィニッシュを達成！ （2018年2月）

● 女子卓球部
愛媛県成年女子代表として当行卓球部の選手が「第 72 回
国民体育大会愛顔つなぐえひめ国体」 成年女子の部に出場
し、史上初となる第 3 位に輝きました。（2017年9 月〜
10 月）また、2018年度前期日本卓球リーグ高知大会の 2
部リーグにおいて優勝を飾り、1 部リーグ復帰が決定して
おります。

同協定に基づき「働き方改革に関
するセミナー」を開催
　愛媛労働局を講師にお招きし、働き
方改革に向けた取り組み状況を認識す
るとともに、働き方改革を推進するに
あたり中小企業が利用できる助成金制
度について理解を深め、愛媛県全体の
働き方改革を後押ししてまいります。

「第 3 回子育て支援セミナー」を
開催
　子育てと仕事の両立を目指す育休中
や育休後の女性行員を対象に、働きや
すい環境つくりに向けたセミナーを定
期的に開催しております。最近は、育
児中の男性行員も参加するようにな
り、働き方改革につながる貴重な意見
交換の場となっております。

働き方改革への取り組み

文化・スポーツ活動への取り組み
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