
（様式第２号） 

2020 年 11 月 10 日 

SDGs 達成に向けた宣言書 

 

所在地 宇都宮市桜四丁目 1 番 25 号                

                             企業名 株式会社 足利銀行                

代表者 取締役頭取 清水和幸                

当社は、SDGs の内容を理解し、SDGs 達成に向けた方針及び取組を下記のとおり宣言します。 

記 

 

３側面 

主な分野

に○ 

SDGs 達成に向けた 

重点的な取組 

2030 年に向けた 

指標 

重点的な取組及び 

指標の進捗状況 
 

登録年月：令和３年１月 

要件２の

関連する

番号 

環境 

社会 

経済 

エネルギー消費量削減 

（2020年3月末時点4,112ＫＬ） 

エネルギー使用量の

10％削減 

（2020 年 3 月末基準） 

 12 

環境 

社会 

経済 

社会課題解決に係る商品、 

サービス等の開発・実施 

企業の課題解決に係る

商品・サービス等を新た

に 10 件追加 

 31 

環境 

社会 

経済 

男性の育児休職取得者比率の 

向上 

（2020 年 3 月末時点 4.5%） 

男性の育児休職取得者

比率 30％ 
 7 

【記載留意点】 

・上記については「SDGs 達成に向けた経営方針等」を記載いただくとともに、「SDGs 達成に向けた具体

的な取組のチェックリスト」（様式第３号）に記載いただいた取組を踏まえ、「SDGs 達成に向けた重点的

な取組」を記載してください。 

・指標は、原則として数値目標を記載してください。 
・「環境」、「社会」、「経済」の 3 側面の全てについて重点的な取組を記載してください。なお取組が 

 複数の分野にまたがる場合は、それぞれの分野に「○」をしてください。 

・重点的な取組及び指標の進捗状況については、新規登録時は記入不要です。 

・要件２に記載した取組との関連性がある場合には、「要件２の関連する番号」に番号を記載ください。 

・重点的な取組及び指標の進捗状況については、年 1 回以上進捗管理を行い、状況を記載してください。 

 株式会社めぶきフィナンシャルグループの株式会社足利銀行は、「豊かさの創造に寄与する」「地域と

共に生きる」「誇りと喜びをもって行動する」を企業理念に掲げ、地域のお客さまとともに地域の発展に

取り組んでまいりました。これからも持続的な地域社会をつくるＳＤＧs の達成に向けて、当行は円滑な

金融仲介機能を維持するとともに、事業性評価等を通じてお客様と共有した課題に対して、地公体や外

部機関とも連携し、その解決・支援に努めてまいります。 



県内事業所一覧

1 本店 32 江川出張所

2 宇都宮支店 33 足利市役所出張所

3 県庁内支店 34 東支店

4 宇都宮中央支店 35 毛野出張所

5 一条町支店 36 六丁目支店

6 つるた出張所 37 葉鹿支店

7 大谷出張所 38 足利南支店

8 峰町支店 39 佐野支店

9 雀宮支店 40 高砂町出張所

10 江曽島支店 41 佐野南支店

11 西川田出張所 42 赤見出張所

12 駅東口出張所 43 田沼支店

13 中央市場支店 44 葛生支店

14 やなぜ出張所 45 栃木支店

15 問屋町出張所 46 片柳出張所

16 今泉町出張所 47 新栃木支店

17 宇都宮西支店 48 藤岡支店

18 岡本支店 49 大平支店

19 金井台出張所 50 栃木西支店

20 インターパーク支店 51 都賀支店

21 清原出張所 52 西方出張所

22 宇都宮市役所支店 53 岩船支店

23 戸祭支店 54 壬生支店

24 宝木出張所 55 おもちゃのまち支店

25 宇都宮東支店 56 獨協医大出張所

26 宇都宮北出張所 57 野木支店

27 振込第一支店 58 小山南支店

28 パスカル支店 59 小山東支店

29 上三川支店 60 犬塚出張所

30 足利支店 61 小山支店

31 足利市場出張所 62 県南市場出張所

事業所名・支店名等事業所名・支店名等



県内事業所一覧

事業所名・支店名等事業所名・支店名等

63 小山市役所出張所 94 烏山支店

64 ひととのや出張所 95 南那須出張所

65 間々田支店 96 黒田原支店

66 小山北出張所 97 那須出張所

67 小金井支店 98 馬頭支店

68 石橋支店 99 大田原支店

69 自治医大出張所 100 黒羽支店

70 南河内支店 101 大田原南出張所

71 鹿沼支店 102 真岡支店

72 楡木支店 103 真岡西出張所

73 粟野支店 104 久下田支店

74 鹿沼東支店 105 茂木支店

75 今市支店 106 芳賀支店

76 今市東出張所 107 益子支店

77 日光支店 108 市貝支店

78 足尾支店

79 鬼怒川支店

80 大沢出張所

81 宝積寺支店

82 高根沢出張所

83 塩谷支店

84 氏家支店

85 喜連川支店

86 矢板支店

87 塩原支店

88 西那須野支店

89 三島出張所

90 南郷屋出張所

91 黒磯支店

92 黒磯西出張所

93 那須塩原駅出張所


