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・基準日残高の0.01％相当額
・満期案内不発行郵送料相当額

選定協議会
・北洋銀行
・北海道
・北海道環境財団
・日本動物園水族館協会

使途明確化

公平性・透明性

拠出金 寄付金 北海道の希少動植物
保護団体等

当行は、「環境保全」への取り組みの一環として、北海道の生物多様
性保全を目的とした「ほっくー基金」を平成22年に設立しました。
「ほっくー基金」の取り組みとして、「ほっくー定期預金」を全店にて
お取り扱いしています。お客さまからお預けい
れいただいた「ほっくー定期預金」の３月末残
高の0.01％相当額と、満期案内不発行による
郵送料相当額を、当行は「ほっくー基金」に拠出
します。
これにより、お客さまは金銭負担なく間接的に
基金に参加し、北海道の生物多様性保全に貢献
いただくことができます。

● 北洋銀行経営理念
北海道の洋々たる発展の礎となる銀行

● 札幌北洋グループにとっての企業の社会的責任
私たち札幌北洋グループの将来と地域の未来に寄与するため、「環
境保全」「医療福祉」「教育文化」を重点取組テーマとしてご期待に応
えるまちづくりをサポートしていきます。

● 札幌北洋グループ経営理念
お取引先に良質なサービスを提供し、お客さまと共に発展する。
企業価値の増大を図り、株主と市場から高い信認を得る。
職員がその能力を十分に発揮できる働きがいのある職場をつくる。

当行は「CSR委員会」を設置し、銀行本体でのCSR推進方針・推進策等の協議ならびに進捗管理等を
行っています。

重点
テーマ

環境保全 医療福祉

教育文化

とは

北海道で生きるみんなのために

CSR推進体制

CSRとは、Corporate（企業） Social（社会的） Responsibility（責任）の頭文字三文字からとったものです。 

私たちが考えるCSRとは

平成28年度贈呈先

設立以来、延べ42先4,580万円を助成しました。

一般社団法人エゾシカ協会

特定非営利活動法人近自然森づくり協会

駒生川に魚道をつくる会

札幌市円山動物園

特定非営利活動法人シマフクロウ・エイド

知床ウトロ海域環境保全協議会 

公益財団法人日本野鳥の会　鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ

ノシャップ寒流水族館

北海道外来カエル対策ネットワーク



地域と人とともに

● 障がいのあるお客さま・ご高齢のお客さまへの対応
障がいのあるお客さまやご高齢のお客さま
が利用しやすい銀行を目指し、対応力向上の
ための社内研修の実施、サポート体制の充
実などさまざまな取り組みを行っています。
全店に筆談ボードや音声案内対応ATMの設
置、助聴器を配備しています。

研修の様子 音声案内対応ＡＴＭ

●各種商談会の開催
当行は、道産食材・食品の国内販路拡大支援
を目的に、インフォメーションバザールを昭
和59年から開催しています。また、北海道の
ものづくり振興を目指し、北洋銀行ものづく
りテクノフェアを展示型商談会として平成19
年より開催しています。

インフォメーションバザールin Tokyo2016 ものづくりテクノフェア2016

●地域社会の一員としての取り組み
当行は、道内の小学生から大学生を対象に
お金の大切さや仕組み、金融機関の役割を
学んでもらうための出張授業や本支店見学
などの各種金融教育を実施しています。
また、地域貢献に繋がる行事への参加や、支
店ロビーを活用しての地域交流など、全店
を挙げてCSR活動に積極的に取り組んでい
ます。 中学生への金融教育を実施

（大谷地支店）
第50回おたる潮まつりに参加

（小樽ブロック各店）

あっけし牡蠣まつりにて運営協力
（厚岸支店）

子どもたちやお客さまによる作品をロビー展示
（西の里支店）

台風災害復興ボランティアに職員63名が参加

とととととととととととももとともともとともともににももにもにももにもにとととととももとともと ににももにも



環境保全 自然豊かな未来へ、いまできることを。

● ほっくー基金
当行は、北海道の生物多様性保
全を目的とした「ほっくー基金」を
通じて、希少動植物保護に取り組
む人々や団体を応援しています。
これまでの贈呈先の累計は、平成
28年度贈呈先を含め、延べ42先
4,580万円となります。

平成28年度贈呈先
知床ウトロ海域環境保全協議会

平成28年度贈呈先
駒生川に魚道をつくる会

● ビジネスを通した環境保全への取り組み

医療福祉 笑顔が広がるふれあいと助け合い。

● パラスポーツ応援債
お客さまが私募債を発行することにより、当行が「ほっ
くー障がい者スポーツ基金」より道内の障がい者スポー
ツ活動団体等に寄付金を贈る「パラスポーツ応援債」の
取り扱いを平成29年2月より開始しました。平成29年
度の贈呈先は7先、寄付金は総額374万円となります。
当行は、地域のお客さまと共に、道内のパラスポーツを
積極的に支援しています。

●  市民医療セミナーの開催 
道民の皆さまがより健康に元気に暮らせる心身づくり、地域医療への貢献、産学が組み
互いに発展することを目的に、北海道大学・札幌医科大学・旭川医科大学・北海道医療大
学と包括連携協定を締結し、市民向け講座やセミナー等を開催しています。

市民医療セミナー

●  骨髄バンクへの支援
「北海道骨髄バンク推進協会」は、ドナー登録者の拡大と、
骨髄移植の推進と活動を行っています。当行は、事務局運
営および啓発活動への協力のほか、骨髄ドナー休暇を設
けて職員の貢献活動も推進しています。

地域イベントでの啓発活動 ドナー登録会

環境エネルギー分野などを中心に、成長分野に対して融資
面でサポートするファンド「飛翔NEO（はばたきネオ）、環
境に配慮した取り組みを行っている企業に対して金利優
遇を行う私募債「北洋エコボンド」等を取り扱っています。
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教育文化 豊かな心と、輝く瞳をはぐくむ。

働きやすい組織づくり

●ワークライフバランスへの取り組み
働きがいのある職場作りのために、仕事と生活の両立を積極的に支援する制度
を導入しています。夫婦帯同転勤制度、育児介護リキャリアプラン、半日有休休暇
制度などワークライフバランス関連制度を充実。また、人事部内に女性活躍支援
室を設置し、女性職員のキャリアアップやライフ・プランについての相談や育児休
業中の職員の職場復帰の支援を行っています。こうした取り組みが評価され、平
成28年12月に内閣府「女性が輝く先進企業表彰」で「内閣府特命担当大臣表彰」
を受賞。当行は引き続き女性が働きやすい環境を整備してまいります。

育児休業者意見交換会

● クラシックコンサートの開催
北海道の文化がますます盛んになるよう、札幌交響楽団
によるクラシックコンサートを道内各地で年2回開催して
います。平成28年度まで、延べ15,800名のお客さまを
無料ご招待し、名曲の数々をお楽しみいただきました。

北洋銀行presentsクラシックコンサート
（苫小牧）

札幌コンサートホール
Kitaraにて開催

北洋大通センターでの表彰式 特選「文部科学大臣賞」受賞者
成田梨菜さん

● 中学生作文コンクールへの協賛
北海道の未来を担う中学生の育成を目的に、毎日新聞
社主催の中学生作文コンクールに協賛しています。平
成28年度の作文テーマは「心、ふるえるとき」で、全道2
万点を超える応募がありました。表彰式は当行本支店
を主会場として道内5地区で開催しています。

平成29年度
障がい児者スポーツ団体助成先決定通知書授与式

平成29年度
障がい児者スポーツ活動団体助成先

ウィルチェアラグビーチームSILVERBACKS

スポーツ教室
「道体協チャレンジクラブ【地域版】」（石狩市）

● スポーツ応援事業
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北海道との包括連携協定の一環として、北海道のスポーツ発展を目的に、平
成27年4月より「子ども」ならびに「障がい児者」に重点を置いたスポーツ応援
事業を開始しました。道内各地での子どものスポーツ教室「チャレンジクラブ
地域版」開催や、障がい児者スポーツ活動団体への助成を行っています。



株式会社 北洋銀行 経営企画部
〒060-8661 札幌市中央区大通西3丁目7番地
電話 011- 261-1311（代表）

http://www.hokuyobank.co.jp/about/csr/
くわしくは 北洋銀行 CSR 検索

北洋銀行百年史パネル展

創立100周年記念
北洋銀行 presents クラシックコンサート

夏休みだよ！「ほっくー教室」

劇団四季のディズニーミュージカル
『ライオンキング』貸切公演

ほっくー基金自然環境フォーラム

創立100周年記念配当の実施（予定）

北海道日本ハムファイターズ
北洋銀行創立100周年記念サンクスマッチ

当行100年の歴史を振り返るパネル展を開催しています。
期間：平成29年4月～平成30年3月　場所：北洋大通センター1F

北海道日本ハムファイターズのホームゲーム（埼玉西武ラインズ戦）にイベント協賛いたします。
日時：平成29年8月20日　場所：札幌ドーム

小学4年生～6年生のお子さまを対象に、『夏休みだよ！「ほっ
くー教室」』を開催します。
日時：平成29年8月3日
場所：北洋大通センター4Fセミナーホール

劇団四季のディズニーミュージカル『ライオンキング』にお客さまをご招待いたします。
日時：平成29年9月17日　場所：北海道四季劇場

平成22年に設立した北海道の生物多様性保全を目的とした、｢ほっくー基金｣の贈呈先の活動状況を
報告いたします。
日時：平成29年11月9日　場所：北洋大通センター4Fセミナーホール

株主の皆さまの日頃のご支援に感謝の意を表すため、平成30年3月期の中間配当において、1株につ
き1円の記念配当を実施させていただくこととしました。これにより、中間配当金は記念配当1円を
含め6円となる予定です。

札幌交響楽団によるクラシックコンサートにお客さまをご招待いたします。

平成29年  4月27日 旭川市民文化会館

平成29年  6月  2日 苫小牧市民会館

平成29年  8月  9日 北見市民会館

平成29年10月  2日 帯広市民文化ホール

平成29年12月11日 札幌コンサートホール Kitara

平成30年  2月28日 釧路市民文化会館

日時 場所

※上記のほか、北洋銀行百年史の発刊、記念植樹などを実施する予定です。各記念事業への応募方法等や詳細については、当行ホームページをご覧ください。

当行は、今年8月20日に創立100周年を迎えます。
お客さま、地域、株主の皆さまへ感謝の気持ちをお伝えするため、
様々な創立100周年記念事業を実施いたします。

創立100周年を迎えるにあたって

百年史パネル展

創立100周年記念
クラシックコンサート（旭川）

ほっくー教室にて「南極セミナー」開催
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