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ごあいさつ

　皆さまには、平素より滋賀中央信用金庫に対し
まして格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上
げます。
　本冊子は、令和元年度における当金庫の経営内
容や活動状況を取りまとめ作成いたしました。ご
高覧賜り、金庫に対するご理解を一層深めていた
だければ幸いに存じます。
　現下の経済環境は、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大も主要国におけるロックダウンの効果
が顕在化し、収束の気配を見せるなか徐々に経済
活動を回復させる動きにありますが、サプライ
チェーンの乱れや世界貿易の縮小等により実体経
済への影響は大きく、グレート・ロックダウンと
表現されるように景気回復には相当の時間を要す
るとの見方が大勢です。
　地域経済においても、コロナ禍が実体経済に及
ぼす影響は大きく、景況感を押し下げる要因となっ
ています。当金庫は、地域の皆さまとともにこの
難局に立ち向かい、皆さま一人ひとりの身近な相
談者として地域経済の回復と活性化を担うべく、
円滑な資金供給による企業支援とコンサルティン
グ機能を発揮してまいります。
　また、令和2年3月にはSDGs宣言を公表、地域社
会の一員として皆さまとのつながりを大切にし、
社会的課題解決、持続可能で多様性と包摂性のあ
る社会の実現に向けSDGsの達成に取り組む所存で
ございます。
　今後も、内部管理態勢の充実・強化、役職員の
コンプライアンス意識の醸成に努め、地域の皆さ
まに親しまれ、信頼されるよう取り組んでまいり
ますので、引き続きのご支援、ご鞭撻を賜ります
ようお願い申し上げます。

令和２年７月

理事長　沼尾 　護
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経 営 理 念

1. 地域を大切にし、発展的未来を共に創造する。

2. 人々の「幸福」かつ「安定」した生活設計に寄与する。

3. 常に積極的で、最良のサービスを提供する。

高品質なサービスで
地域に貢献

経 営 方 針

協同組織金融機関の特色を
活かして、顧客ニーズに応
じた高品質な商品とサービ
スを安定的かつ積極的に提
供し、地域社会と中小企業
の繁栄に寄与する。

健全・透明な
経営の実践

健全で透明な金庫経営を通
じて社会的企業価値の最大
化に尽力するとともに、地
域顧客のパートナーとして、
地域社会のさらなる活性化
をめざす。

職員の資質向上

自由闊達で活力ある職場環
境をつくり、職員の資質の
向上とより良い人材育成に
努める。
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