2021 年 11 月 26 日

プレスリリース
おかげさまで 100 周年

ふくぎん 創業 100 周年記念事業
～ 福島のために お客さまのために そして未来を育むために ～
福島銀行は、2022 年 11 月 27 日に創業 100 周年を迎えます。
これは、お客さま、株主さまをはじめ、当行に関わって頂いた多くの皆さまのご支援、ご協力の
賜物です。
そこで、皆さまへの感謝の気持ちを込めて、3 年間にわたり「100 周年記念 ふくぎん 10
の感謝」を実施します。なかでも、本業支援 100 の課題解決 「ふくぎんビジネスマッチングシ
ステム（BMS）」実施、「ふくぎん SDGs 宣言」の制定を重点事業として推進します。

【 100 周年記念 ふくぎん 10 の感謝 】
福島のために

お客さまのために

1. 本業支援 100 の課題解決「ふくぎん

5. ご融資を通して ESG・SDGs に資する
取組みを行っている団体や個人へ寄付

ビジネスマッチングシステム（BMS）」実施
2. 「ふくぎん SDGs 宣言」の制定

6. 福島県産品などが当たるくじ付き定期
預金を通して福祉関連団体などへ寄付

3. 「障がい者施設製品大展示即売会」の開催
4. 「公益信託 福島銀行ふるさと自然環境基金」

7. お客さま利便性の高いホームページ
リニューアル

拡大版実施

そして未来を育むために
8. 福島の子ども応援新助成金の制定
9. 100 周年記念講演会「福島の未来」開催
10. 「ふくぎん 100 年のありがとう物語」発行

1

福島のために

1

本業支援 100 の課題解決

期間中プロジェクトチームを設置し、クラウド型

「ふくぎんビジネスマッチングシステ

のシステムを用いて、お客さまの 100 の課題解

ム（BMS）」実施

決に向け、全力をあげて伴走支援します。

2021 年 10 月～

営業店や部署ごとに SDGs の目標を掲げ、私

2

「ふくぎん SDGs 宣言」の制定

たちが暮らす地域のよりよい環境と暮らしやす

2022 年 1 月

い社会づくりに貢献します。

3

「障がい者施設製品大展示即
売会」の開催

2012 年から開催している「障がい者施設製
品大展示即売会」についてカタログ販売を含

2022 年 12 月～

め実施し、販売活動を応援します。
福島県内の自然環境保全を図り、自然と人

4

「公益信託 福島銀行ふるさと

間の調和のとれた社会づくりに貢献することを

自然環境基金」拡大版実施

目的に、環境保護に取り組む団体へ助成しま

2022 年 11 月～

す。（1 先上限 100 万円）

お客さまのために

ご融資を通して ESG・SDGs に

5

資する取組みを行っている団体
や個人へ寄付

6
7

「ふくぎん ESG かんしゃ絆ローン」募集額 100
億円達成後、環境問題や社会問題に取り組
む団体などへ寄付します。（総額 100 万

2021 年 10 月～

円）

福島県産品などが当たるくじ付

ふくしま応援定期預金「わくわくくじら」の残高に

き定期預金を通して福祉関連

応じて、県内の福祉関連団体などへ寄付しま

団体などへ寄付

す。（上限 30 万円）

お客さま利便性の高いホームペ

福島銀行のホームページをより分かりやすく、

ージリニューアル

より使いやすくリニューアルします。

2021 年 10 月～

2022 年 11 月

そして未来を育むために

8

福島の子ども応援新助成金の

子どもの学びや遊びなどを支援する団体を対

制定

象とした新たな助成金を制定します。

9

100 周年記念講演会

福島県内の各地区で福島の経済に資する

「福島の未来」開催

記念講演会を実施します。

10

「ふくぎん 100 年のありがとう
物語」発行

2022 年 11 月
2022 年 10 月～

お客さまとの 100 年の関わりを通して受け取っ
た「ありがとう」を 1 冊にまとめ、感謝の思いを胸
にさらなるサービスの向上を実現します。

※上記内容は変更になる場合があります。

2

2022 年 10 月

100周年記念

10

ふくぎん

感謝

の

福島銀行は、2022年11月27日に創業100周年を迎えます。

これは、お客さま、株主さまをはじめ、当行に関わって頂いた多くの皆さまのご支援、ご協力の賜物です。
そこで、皆さまへの感謝の気持ちをこめて、3年間にわたり
「100周年記念 ふくぎん10の感謝」を実施します。

1

福島の
ために

本業支援100の課題解決
「ふくぎんビジネスマッチング
システム
（BMS）」実施
2021年10月〜

期間中プロジェクトチームを
設置し、クラウド型のシステム
を用いて、お客さまの100の課
題解決に向け、全力をあげて伴
走支援します。

3

ふくぎんBMS

お客さまの
ために

そして未来を
育むために

2022年1月

「ふくぎんSDGs宣言」を制定し、社会の
課題、経済の課題、自然環境の課題など
について積極的に取り組み、事業活動を
通して、地域経済・地域社会の持続的な
発展に貢献してまいります。

営業店や部署ごとにSDGsの目標を掲げ、私たちが暮らす地域の
よりよい環境と暮らしやすい社会づくりに貢献します。

4

「障がい者施設製品大展示
即売会」
の開催

2022年12月〜

ご融資を通してESG・SDGsに
資する取組みを行っている

団体や個人へ寄付

2021年10月〜

6

福島県産品などが当たる
くじ付き定期預金を通して

福祉関連団体などへ寄付

2021年10月〜

「ふくぎんESGかんしゃ絆ロー
ン」募集額100億円達成後、
環境問題や社会問題に取り組
む団体などへ寄付します。
（総額100万円）

ふくしま応援定期預金「わく
わくくじら」の残高に応じて、
県内の福祉関連団体などへ寄
付します。
（上限30万円）

8

9

福島の子ども応援
新助成金の制定

子どもの学びや遊び
などを支援する団体
を対 象とした新たな
助成金を制定します。

2022年11月

「公益信託 福島銀行 ふるさと
自然環境基金」
拡大版実施

2022年11月〜
福島県内の自然環境保全を図り、自然と人間の調和のと
れた社会づくりに貢献することを目的に、環境保護に取
り組む団体へ助成します。
（1先上限100万円）

2012年から開催している「障がい者施設製品大展示
即売会」についてカタログ販売を含め実施し、販売活
動を応援します。

5

2

「ふくぎんSDGs宣言」
の制定

2022年11月

福島銀行のホームページをより分かりやすく、
より使いやすくリニューアルします。

100周年記念講演会
「福島の未来」
開催

福島県内の4会場（福
島・郡山・いわき・会
津）で福島の経済に
資する記念講演会を
実施します。

7

お客さま利便性の高い
ホームページリニューアル

2022年10月〜

10

「ふくぎん100年の
ありがとう物語」
発行
2022年10月

お客さまとの100年の関わり
を通して受け取った「ありがと
う」を一冊にまとめ、感謝の思
いを胸にさらなるサービスの
向上を実現します。

※上記内容は変更になる場合があります。
詳しくはフリーダイヤルまでお問い合わせください。

0120-12-2940

[受付時間] 午前9時〜午後5時（土・日・祝日を除く）
https://www.fukushimabank.co.jp/

（2021年11月1日現在）

