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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

環 境

❖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

■ 投融資を通じた持続可能性への貢献

■ 環境車を活用したまちづくりへの協力

　「グリーンボンド」や「サステナビリティファイナンス」など、持続可能性に貢献するプロジェクトへの投融資を行っ
ています。

　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（桜木町ビル）	 （2019年7月）

■ 電気自動車用普通充電器設置店舗（９か所）

ヤブツバキシラカシ外構緑化 JHEP認証証書

発行形式・発行体 使途など

2018年11月 グリーンボンド
（大和証券グループ本社）

・再生可能エネルギー発電プロジェクトへの投融資資金
・グリーンビルディングに係る設備資金

2019年		3月 サステナビリティファイナンス
（鉄道・運輸機構）

・環境改善効果（グリーン性）
	CO2排出量が少ないなど環境負荷低減に資する鉄道の建設、船舶の海洋汚染防止など
・必要不可欠な交通インフラの整備（ソーシャル性）
	多くの人が利用できる鉄道の建設、離島航路の整備など
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■ 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。

　さまざまな環境関連商品をお取扱いしています。
●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。

❖環境関連商品のお取扱い

❖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」の皆さまのご
協力のもと、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。 三ツ又沼ビオトープでの外来植物

駆除活動
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21世紀金融行動原則
【原則1】　	自らが果たすべき責任と役割を認識し、予防的アプローチの視点も踏まえ、それぞれの事業を通じ持続可能な社会の形成に向けた

最善の取組みを推進する。
【原則2】　	環境産業に代表される「持続可能な社会の形成に寄与する産業」の発展と競争力の向上に資する金融商品・サービスの開発・提供を通

じ、持続可能なグローバル社会の形成に貢献する。
【原則3】　	地域の振興と持続可能性の向上の視点に立ち、中小企業などの環境配慮や市民の環境意識の向上、災害への備えやコミュニティ活

動をサポートする。
【原則4】　	持続可能な社会の形成には、多様なステークホルダーが連携することが重要と認識し、かかる取組みに自ら参画するだけでなく主

体的な役割を担うよう努める。
【原則5】　	環境関連法規の遵守にとどまらず、省資源・省エネルギー等の環境負荷の軽減に積極的に取り組み、サプライヤーにも働き掛けるよ

うに努める。
【原則6】　	社会の持続可能性を高める活動が経営的な課題であると認識するとともに、取組みの情報開示に努める。
【原則7】　	上記の取組みを日常業務において積極的に実践するために、環境や社会の問題に対する自社の役職員の意識向上を図る。

■「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。

　2018年度の総エネルギー投入量は、139,751千MJ、CO2排出量は6,446t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

■ 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
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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
　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、2019年6月に約85万円を寄付しました。これまでの寄付は約1,600万円
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。
　2019年度は、18団体に総額170万円を助成し、助成実績は延べ277団体、総額7,000万円となりました。

2019年度	助成先の活動状況を紹介します	（50音順・敬称略）

■ 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おり、これまでの
寄付額は1億705万円となりました。

2019年5月、埼玉県知事より感謝状を
授与

エコ田んぼNORA
（活動地域：ふじみ野市駒林地区水田約1,000㎡）

有機・無農薬、手作業による田植え、稲刈りなど伝統的
農業を継承して生物多様性あふれる水田の保全に努め
るとともに、地域や
学校に開放し、農業
と自然の豊かさを学
び合いながら地域コ
ミュニティづくりを
目指しています。

▲	天日干しした稲の脱穀風景

特定非営利活動法人くまがや地域通貨研究会
（活動地域：熊谷市）

「まちに良いこと」参加者に、協力店で利用できる「く
まがやありがとう券」を差し上げています。ゴミ拾い
&まち歩き「スカベ
ンジャー」や生物多
様性を考える「イエ
ローハンカチーフ・
プロジェクト」等を
実施中です。

▲	外来種で草木染。児童養護施設にて

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（全長7.2Km）の一画、面積6461㎡）

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
環境維持に努めています。むささび等の生物と四季折り
折り散歩道を楽しむ
住民の為、間伐、植
林、下草刈りを定期
的に実施。秋には小
学生の山林体験教室
を催しています。

▲	秋の小学生山林作業体験教室

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。

▲	外来種捕獲大作戦　がんばるぞ!
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学校法人佐藤栄学園　栄東中学・高等学校　理科研究部
（活動地域：芝川上流（桶川市）〜下流（川口市）の流域（調整池を含む））

2019年度は、芝川流域の小学校を対象に実施した「川
のアンケート」の集計結果の分析を進めます。また、流
域の小学校と連携
した川の清掃活動
を実現したいです。
2018年度に着手し
た「芝川の歴史」研究
も深めていきます。

▲	芝川の歴史（芝川水門碑）の調査

特定非営利活動法人自然環境観察会
（活動地域：県内全域(主に県央域)）

身近な自然環境の観察、調査、保全、研究会、広報、環
境教育、会員の自然観の向上を目的としています。普
段は庭や農地の一角
に生態補償地（緑の
オアシス）を設置し、
楽しい昆虫や鳥を保
全しQOLを育む活動
を行っています。

▲	第4土曜日定例の生態園の観察

白子川と流域の水環境を良くする会
（活動地域：和光市）

白子川は流域の湧水が水源となっていることから、流域
の湧水保全のため湧水調査を継続観察してきました。ま
た、2011年に親水
公園化されたわくわ
くパークで川掃除や
アユの放流などの活
動を行っています。

▲	親子参加でアユの放流

智光山・野草園の会
（活動地域：埼玉県狭山市北部に位置する智光山公園内の野草園）

市内で消滅しつつある自生植物を保護、育成し、次世代
に残すことを主な目的として、毎週1回、除草、樹木の
剪定、柵の補修、堆
肥作りなどを行って
います。作業日には
観察希望者を受け入
れ、年に数回プチ森
林セラピーを開催し
ています。

▲	サネカズラのための柵を作成中

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。

▲	笹目川の清掃活動

特定非営利活動法人ジョイライフさやま
（活動地域：狭山市）

｢これからの狭山のために｣を目標に地域をさやまを活性していく事を創造
していきたいと考えて活動しています。地域の子供たちの育成を目指す川
育、木育、川や田んぼの生き物調査など健全育成を目指します。人と人と
のつながりを作る地域交流ふれあい事業による高齢者支援活動、街の環境
美化を目指す放置林の環境保全活
動、私どもで一番大きな事業とな
る8年続けた福島原発被災地復興
支援活動、地域団体とのさやまっ
子元気プロジェクト活動など地域
活性を目指して活動しています。 ▲	｢環境の未来と夢を子供たちとともに｣

カヤック乗り体験による川の清掃活動

新河岸川水系水環境連絡会
（活動地域：荒川右岸、埼玉県・東京都の新河岸川流域及び荒川下流域）

1994年から毎年6月に、約66団体の市民ネットワーク
による身近な川「里川」の一斉水質調査や、武蔵野台地の
河川・湧水・調節池等
様々な水辺の水質・
魚類・水生昆虫・植物、
人の繫がり等の総合
調査をしています。

▲	住宅地を流れる湧水路の総合調査

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）

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
生に向け、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
の夏の風物詩として
定着させていきたい
と願い活動しています。

▲	30周年記念、ミニ森の音楽会
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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）

原市みどりの再生ボランティアの会は毎月第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。下草を刈
り、古木を伐採し、
若木を植林して、雑
木林の若返りを図っ
ており、10年後を楽
しみにしています。

▲	高校と小学生による植林作業です。

みどりの会（若松小学校周辺の環境を考える会）
（活動地域：所沢市内（主に東部地区））

会が発足して20年｢人とのつながりを大切にしたい｣と
の思いで活動してまいりました。主に地域の小中学校に
関わる緑化作業を中
心に活動。今後も地
域に貢献できるよう
な活動をしたいと考
えています。

▲	若松小学校環境整備（下草刈り）

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目的としていま
す。主な活動は公園計画地でのどんぐりの森づくり、年
2回の河川水質調査、
高沼用水めぐりな
ど、また水環境ネッ
トワークなどにより
関係他団体との連携
を図っています。

▲	秋のドングリの森づくり風景

特定非営利活動法人　ふるさと創生クラブ
（活動地域：行田市の西部地区を中心に、自然保護活動など他地域へ拡大）

地域の子供の安全と健全育成高齢化社会に対応する地域
福祉、良い環境を次世代へつなぐための自然保護と環
境改善など多岐にわ
たっており活動は全
てボランティア活動
です。自然保護、青
少年育成、安全、福
祉の各委員会で活動
を進めています。

▲	2年生と魚取り

ヤマガラくらぶ
（活動地域：入間市加治丘陵）

地元の里山である加治丘陵を、生き物にとってやさしく
元気な森にしようと集まったボランティアグループです。
毎月第一日曜日を基
本として、活動地の
間伐・下刈り・散策路
整備などを行ってい
ます。

▲	間伐材を運び出しているところ

和光自然環境を守る会
（活動地域：和光市内の荒川水系越戸川）

当会は“生き物と人と風景が溶け合う越戸川”を目指して、
月2回のゴミ拾い等定例美化活動に加え、環境啓発のた
め川まつりや夏休み
ジャブジャブ大会等
のイベント開催、近
隣小学校の総合学習
の支援等を行ってい
ます。

▲	越戸川で総合学習中の小学5年生

環
境
へ
の
配
慮




