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❖環境関連商品のお取扱い
　さまざまな環境関連商品をお取扱しています。
● 環境関連商品

商品名 商品内容

住宅ローン「スーパー大満足」
エコパックプラン

「新築物件購入費用」と「エコ設備費用」を住宅ローンとしてまとめてお申込みいただけます。エ
コ設備費用についても、住宅ローンと同じ金利・期間でご利用いただけます。

「埼玉の家」
エコな暮らし応援‼住宅ローン

埼玉県との連携により自然エネルギー利用や省エネルギー対策等、地球環境に配慮した住宅建
設を促進するための住宅ローンです。

「むさしのくらし快適ローン
（太陽の恵み・エコリフォームプラン）」

環境配慮型リフォーム（太陽光発電システム、オール電化等）、埼玉県産木材を使用したリフォー
ムにご利用いただけます。

「二刀流〈エコベスト〉」 環境に配慮した事業資金（運転資金・設備資金）に限定した商品です。

「エコ私募債」 環境に配慮した事業資金（運転資金・設備資金）に限定した私募債です。

「排出権信託受益権
無償顧客紹介サービス」

CSRやカーボンオフセットへの活用等で排出権信託受益権購入を検討している法人のお客さま
を対象とした商品です。排出権信託受益権購入について提携先の三菱UFJ信託銀行株式会社を紹
介いたします。

むさしの太陽光発電事業支援融資
「太陽の恵み」

再生可能エネルギーの固定価格買取制度をご利用される法人・個人事業主のお客さまを対象とし
た商品です。10kw以上の発電能力を有する太陽光発電事業に必要な設備資金にご利用いただけ
ます。

損保ジャパン・グリーン・オープン
“愛称：ぶなの森”（投資信託） 環境保全意識が高く、環境対策等に積極的に取組む企業の株式に投資する「エコファンド」です。

Web�Note
（インターネット専用口座）

通帳を発行せず、インターネットバンキングでお取引明細をご確認いただける預金口座（総合口
座・普通預金）です。紙の削減にもつながり環境にやさしい口座であるとともに、通帳記帳等の
必要がなく紛失の心配もありません。一般的な普通預金と同様、給与・年金・配当金の自動受取
や各種公共料金の自動支払い等、日常のおサイフがわりにご利用いただけます。

❖従業員への環境教育
　公益財団法人埼玉県生態系保護協会及び「あらかわ市民
環境サポーター」の皆さんのご協力を得て、毎年、新入行
員研修で荒川河川敷の三ツ又沼ビオトープで外来植物の
駆除活動等を行うなど、環境教育に取組んでいます。

埼玉県の平野部を含む「武蔵野」は雑木林などにみられるように豊かな
自然と人の営みが調和する持続可能な環境のシンボルです。こうした
持続可能な環境を次世代に受け継いでいくため、環境に配慮した様々
な取組みを展開しています。また、企業活動における環境負荷軽減に
継続的に取組むとともに、環境保全団体との協働・活動支援などを実
施しています。Environment
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❖環境に配慮した店舗づくり
　生物多様性など環境に配慮した店舗拠点づくりに取組んでおり、事務集中拠点の建設にあたっては、かつて地域周
辺に見られた在来の植物種を外溝等に植栽しています。
　こうした取組みにより、銀行業界で初めて、公益財団法人日本生態系協会の「JHEP」認証を取得しています。

❖持続可能な社会の実現に向けて

■ 環境車を活用したまちづくりへの協力

　CO2排出量の削減に向け、本部営業車両に電気自動車を導入しているほ
か、トヨタ自動車の新型燃料電池車「ＭＩＲＡＩ（ミライ）」を使用しております。

燃料電池車「ＭＩＲＡＩ」

秩父支店、東松山支店、志木支店、七里支店、松伏支店、日高支店、
戸田西支店、八潮支店、他1か所� （2018年7月）

■ 電気自動車用普通充電器設置店舗（９か所）

■ グリーン購入の推進
　「武蔵野銀行グリーン購入方針」に基づき、備品・消耗品等の購入を行っています。

武蔵野銀行グリーン購入方針
備品・消耗品・営業車輌等を調達するにあたっては、自然環境への影響を考慮して以下の基本姿勢とする。
　①�購入は最低限とし、不要なものは絶対に買わない。
　②�次に掲げるものを優先して購入する。
　　・長期間使用が可能なもの　　　　　　　　　・再使用が可能あるいは再生可能な材質のもの　・再生材料や部品を使っているもの
　　・環境負荷軽減に取組む企業が提供するもの　・その他環境負荷が少ないもの
　③�購入にあたっては使用及び廃棄にかかるコストを考慮する。

■ ペーパーレス化の取組み
　行内における業務改革を通じたペーパーレス化に取組むとともに、「紙文書に基づく業務運営」の抜本的見直しに
取組んでいます。

■主な取組み
・行内文書（稟議書や報告書）の電子化、回付等手続きのワークフロー化� ・ペーパーレス会議システムを活用した会議運営
・お客さまに対するご提案・ご説明におけるタブレット端末の活用� ・電子文書回覧機能を活用した部門間の情報共有促進

ヤブツバキシラカシ外構緑化 JHEP認証証書
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■「21世紀金融行動原則」に署名
　日本における環境金融の裾野の拡大と質の向上を目指し、持続可能な社会の
形成のために必要な責任と役割を果たすことを企図した「持続可能な社会の形
成に向けた金融行動原則（21世紀金融行動原則）」に署名し、持続可能な社会の
形成に向け取組んでいます。

　2017年度の総エネルギー投入量は、149,099千MJ、CO2排出量は6,887tとなりました。今後も当行では、エネル
ギーの節約に努め、CO2排出量の削減に貢献してまいります。

■ エネルギー使用量調査の実施

※エネルギー投入量及びCO2排出量は埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づき算出しています。

● エネルギー投入量 ● CO2排出量

6,0396,0399,5859,585 （149,099） 2017年度
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（6,887）（6,887）6,627 1752017年度
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❖森林を守るために

■「法人の森林」制度に参加
　林野庁の森林整備事業に協力し、1993年より「法人の森林」制度に参加し、埼玉県比企郡ときがわ町の2.47haに及
ぶ国有林のオーナーとなっています。
　なお、「法人の森林」による、当行の環境貢献度は以下のとおりです。

● 水源かん養便益
森林内に一時的に水を貯め、森林外にゆっくり
流すことにより、河川の流量を平準化し、洪水
や渇水の緩和、水質の浄化に役立つ働きのこと。
森林がない状態と比べて、森林があることにより増加した水の浸透量で計算されます。
● 山地保全便益
落ち葉や森林内の植生によって土壌が覆われ、
雨水による土壌の浸食や流出を防ぐ働きのこと。
森林がない状態と比べて、森林があることにより減少した流出土砂量で計算されます。
● 環境保全便益
森林の樹木が、光合成を行うことにより、大気
中のCO2を吸収して、有機物を生成し、樹木の
幹等に貯蔵し、地球温暖化の防止に寄与する働きのこと。幹の体積の成長から推測できます。
� （参考：関東森林管理局「法人の森林による環境貢献度」通知参考資料）

流域貯水量
2ℓ入りペットボトル　52万6千本分（1,051m3/年）

水質浄化量

土砂流出防止量 10tダンプトラック　6台分（31m3/年）

CO2吸収・固定量 ヒト一人が1年間に排出するCO2　37人分（12t/年）

■「日本の森を守る地方銀行有志の会」への参加
　森づくり活動の地方銀行情報ネットワークである「日本の森を守る地方銀行有志の会」のメンバーとして、国内の美
しい健全な森林を次世代に引き継いでいくための活動を行っています。
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❖地域の緑化推進の取組みを支援

■「緑の募金運動」への協力

■ さいたま緑のトラスト基金への寄付
　埼玉県の「さいたま緑のトラスト基金」に毎年寄付を行っています。2018年
には50万円を寄付し、これまでの寄付額は1億705万円となりました。

　公益社団法人埼玉県緑化推進委員会の「緑の募金運動」に毎年協力を行って
おり、2018年6月に約90万円を寄付しました。これまでの寄付は約1,515万円
となりました。

■「公益信託武蔵野銀行みどりの基金」による助成
　「公益信託武蔵野銀行みどりの基金」は、1992年7月、埼玉県内における自然環境保全及び創出に資する事業に対し
活動資金を助成することにより、美しく住み良い環境づくりに貢献することを目的として創設されました。
　2018年度は、20団体に総額170万円を助成し、助成実績は延べ259団体、総額6,800万円となりました。

2018年度�助成先の皆さま�（敬称略）
NPO法人エコ．エコ

（活動地域：さいたま市緑区見沼たんぼ）

生物多様性が保たれる環境が広がることを目的にしてい
ます。湿地での希少動植物の保護、自然観察会、環境講
演会、里山体験など
を実施し、自然のつ
ながりや仕組みを共
に学び、より良い未
来になることを願い
活動しています。

▲�保全地の葦を利用して龍を制作

NPO法人エンハンスネイチャー荒川・江川
（活動地域：荒川中流域）

1989年、荒川支流の江川において貴重な自然が残存し
ているのを知り、トラストを発足させ、自然環境の保全・
再生活動を行い、荒
川の原風景を再現し
ました。今後も荒川
中流域のサクラソウ
ネットワーク実現に
向けて活動を続けま
す。

▲�荒川原風景を市民で再現しました

大台東緑化クラブ
（活動地域：大台東自治会地区内）

私たちの地区は、市街化調整地区が約半分を占めてい
るため、押切川や水路等に産廃の不法投棄やゴミのポ
イ捨てが多く、2011年の自治会の分割時に地区内の
美化活動を目的に設
立しました。現在は、
押切川の清掃をはじ
め、水路や道路の側
道に植栽を行い、美
化活動に取組んでお
ります。

柿沼堀を守る会
（活動地域：熊谷市柿沼地内）

古い農業用水路を整備し、自生している半夏生などの
希少植物の育成と月２回の除草・清掃を実施しています。
６月に開催している
ホタルキャンドルナ
イトの夕べを通して
地域の交流を深めて
います。

▲�キャンドルナイトの夕べ▲�市道H３・６号線の側道の美化活動
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加治丘陵につつじを植え戻す会
（活動地域：入間市加治丘陵の散歩道の一画）

入間茶畑を一望する加治丘陵里山の自然を守り緑豊かな
環境保全に努めております。四季折り折り散歩道を楽し
む住民の方々のため
に間伐、下草刈りを
定期的に実施してい
るほか、コナラ、ツ
ツジ、山百合等の植
付けを行っています。

▲�散歩道周辺の下草刈り作業

金子山いろりあん
（活動地域：入間市）

隣接する住民にとって安全で、美しい緑の里山になるよ
う、毎月定期的に下草刈りや除草、竹や樹木等の適正な
整備管理を行ってい
ます。加治丘陵の豊
かな自然環境を保全
することで、市民の
心を癒してくれる憩
いの場となるよう努
めています。

▲�里山管理地の枝葉の整理、片付け

埼玉県生態系保護協会加須支部
（活動地域：加須市）

加須市大利根地域にある「お花が池」の水辺環境保護活動
を中心に、市内での自然観察会やはなさき水上公園、さ
いたま水族館などの
イベントにも協力し、
活動を広めています。

▲�お花が池・地元小学校の環境学習

笹目川の環境を守る会
（活動地域：さいたま市、戸田市　笹目川上流地域）

地域の生活に潤いをもたらす水辺に、貴重な自然環境を
取り戻し、住みよいまちづくりの推進に寄与するため、
河川の清掃、水質の
調査、生きもの調べ、
自然観察会などを実
施し、水辺の環境保
全の重要性を訴えて
います。

▲�川の生きもの調べ（笹目川）

認定NPO法人熊谷市ほたるを保護する会
（活動地域：熊谷市）

自然発生するゲンジボタルを保護するため、環境保全活
動を市民等と一体になり行っています。里山でくずかき
をし、焼いもを楽し
み、小魚を探し、自
然に親しんでいます。

▲�バケツの中にいるのは何でしょう

高麗川ふるさとの会
（活動地域：坂戸市浅羽　堤外地「浅羽ビオトープ」）

ふるさとの清流高麗川の河川改修時に整備された「浅羽
ビオトープ」で、市街地の隣に残されている自然環境を
守る活動を行ってい
ます。

▲�本基金で購入したベンチの設置作業

新河岸川水系水環境連絡会
（活動地域：埼玉県・東京都の新河岸川流域）

1994年以来、毎年6月に約66団体の市民ネットワーク
による川の一斉水質調査や、身近な水辺「里川」の総合調
査をしています。ま
た、河川協力として
荒川の秋ヶ瀬堰下か
ら河口までの魚類・
水質調査を実施して
います。

▲�水辺の総合調査、親子も見学に！

NPO法人秩父の環境を考える会
（活動地域：秩父地域及びその周辺）

私たちを取巻く自然環境について、共に学び活動する
ことを目的としています。奥秩父に生息する希少動植
物の調査とその保
護、荒川のゴミ拾
いや昆虫の森づく
り、市民への開放
講座や学校への出
前授業など幅広く
活動しています。

▲�川だいすき！釣りと川の生き物
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新座キツネノカミソリ保存会
（活動地域：新座市）

市場坂キツネノカミソリの里に生息する山野草の保護育
成に向け、定期巡回、下草刈り等を実施しています。８
月の開花に合わせて
キツネノカミソリ鑑
賞会を開催し、新座
のお盆の風物詩とし
て定着させていきた
いと活動しています。

▲�キツネノカミソリ鑑賞会

NPO法人はとやま環境フォーラム
（活動地域：鳩山町とその周辺）

鳩山町とその周辺を主な活動地域として、環境監視・環
境保全・自然観察・文化創造活動に取組んでいます。「石坂
の森」でのトウキョ
ウサンショウウオ調
査や水環境調査のほ
か、「熊井の森」里山
再生事業などを行っ
ています。

▲�「熊井の森」での竹藪伐採作業

原市みどりの再生ボランティアの会
（活動地域：さいたま緑のトラスト12号地）

毎月第2・第4土曜日の午前中を中心に、原市地区の雑木
林の保全活動
を行っていま
す。放置されて
鬱蒼としていた
雑木林はみちが
えるほど明るく
見通しの良い林
になってきてい
ます。 ▲�整備された森でコンサートを開催

未来遺産・見沼たんぼプロジェクト推進委員会
（活動地域：さいたま市・川口市の見沼たんぼと周辺台地地域）

首都近郊の大規模緑地空間「見沼
たんぼ地域」の多様な価値を、す
ぐれたものとして、100年後の子
ども達に伝え遺すため、21の市
民団体・農業経営体・大学の研究室
と共同で活動しています。

別府沼を考える会
（活動地域：熊谷市西別府）

湿性植物の保護・復元のため、別府沼において水質浄化
活動や湿性地の
草刈りなどに取
組んでいます。
また、熊谷市と�
合同で観察会な
ども実施してい
ます。

▲�現在発行している「見沼旬彩」▲�刈った葦を中学生と一緒に清掃

ふかや緑の王国ボランティア
（活動地域：深谷市）

ふかや緑の王国を活動拠点に「市民がつくり　市民が守
り育てる　市民の森」をスローガンに活動を行っていま
す。深谷市との協働による、王国内の管理をはじめ、梅
まつりや森の音楽祭
などの四季折々のイ
ベントや各種ガーデ
ニング教室等の開催
など、年間を通して
様々な活動を行って
います。 ▲�３月に開催した梅まつり

与野・水と緑の会
（活動地域：さいたま市中央区全域）

地域の水と緑を生かしたまちづくりを進めています。主
な活動は種から育てるドングリの森づくり、年２回の
河川水質調査、高沼
用水めぐりなどです。
また、水環境ネット
などによって他団体
との連携を図ってい
ます。

▲�ドングリの森は住民の汗の結晶

寄居町かたくりを守る会
（活動地域：寄居町）

町の花「かたくり」の保護のた
め運動公園鉢形城跡北側斜面
などに点在する群生地の下刈
や株の増殖、種取り種蒔きに
取組んでいます。４月上旬の
開花時期に合わせて写真水彩
画などの作品展と観察会を実
施しています。

▲�４月の「かたくり」観察会




