
ENVIRONMENT

環境
❖ 環境に配慮した店舗拠点づくり
　事務集中拠点にて外構等に、かつて地域周辺に見られた在来の植物種を植栽するなど、生物多様性など環境に配慮
した店舗・拠点づくりに継続的に取組んでいます。
　現在建設中の新本店ビルについても、生物多様性に配慮し、高い環境性能を備えた建物となる予定です。

❖ 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（桜木町ビル） （2020年7月）

■電気自動車用普通充電器設置店舗（９か所）

■ 投融資を通じた持続可能性への貢献
　「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。

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

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。

外構緑化 公益財団法人日本生態系協会
JHEP認証

シラカシ

ヤブツバキ

事務集中拠点

（2021年秋竣工予定）

環境と調和した新本店ビル
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■ 環境負荷軽減に向けた取組み�ー地元企業と連携した卵殻の有効活用ー
　地元企業開発の卵殻配合素材を用いた名刺やノベルティを使用し、卵殻を廃棄することで生じる二酸化炭素削減に
貢献しています。

　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

預 金 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。

個 人 向 け
ロ ー ン

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。

事業者向け
融 資 商 品
お よ び
私 募 債

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。

「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。

投 資 信 託

損保ジャパン・グリーン・オープン
“愛称：ぶなの森”

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。

ジャパンESGクオリティ 200
インデックスファンド

“愛称：ESGナビ”
環境などの社会的課題に積極的に取組む、ESG評価の高い企業の株式に
投資し、持続的な成長を目指すファンドです。

そ の 他 の
サ ー ビ ス

「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。

❖ 環境関連商品のお取扱い
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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。

❖ 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、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（2019年）

MUSASHINO BANK INTEGRATED REPORT 2020 ▪ 029

環
境
へ
の
配
慮

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、様々な取組みを行ってい
ます。

■ 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



030▪

■ エネルギー使用量調査の実施
　2019年度の総エネルギー投入量は、125,766千MJ、CO2排出量は5,779t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
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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。



❖ 地域の緑化推進の取組みを支援

大台東緑化クラブ
（活動地域：深谷市）

押切川や地域内の水路の美化活動に取組み、今年で10
周年を迎えます。市と協定を結び、市老人福祉センター
仙元荘の閉館に伴い、
地域の活動の場とし
てゲートボール場を
借 り 受 け、「 大 台 ふ
れあい広場」として、
清掃はもちろん、除
草や植栽活動を行っ
ています。 ▲ふかやハーフマラソン走路清掃

2020年度	助成先の活動状況を紹介します （50音順・敬称略）

NPO法人�エコ.エコ
（活動地域：さいたま市）

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。湿地での希少な動植物の保護、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、よりよい
未来になることを願
い活動しています。

▲龍神作りのヨシ刈り

エコ田んぼNORA
（活動地域：ふじみ野市）

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、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。

▲子どもも大人も皆で脱穀作業

加治丘陵遊々クラブ
（活動地域：入間市）

加治丘陵は豊かな自然の恵みに満ちています。その一角
の放置された檜の植林地が私たちの活動地です。主な活
動内容はこの檜林の
間伐作業です。伐採
後の樹間を爽やかな
風が吹き抜けるとき、
作業のやりがいを感
じます。

▲ある日の伐木風景

■ 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、これまでの寄付は約1,600万円と
なりました。

■ 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、2019年度には60万円を寄付し、これまでの寄付額
は1億765万円となりました。

■ 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。
　2020年度は、18団体に総額167万円を助成し、助成実績は延べ295団体、総額7,130万円となりました。

1 自然環境の保全及び創出に資する事業
・動植物保護育成のための自然環境の保全及び創出
活動（植物、野鳥、獣類、魚類、昆虫などの動物
の保護育成）
・特異地質、地形等の保全活動
・自然環境の保全及び創出に必要と認められる美化、
整備活動（単なる園芸、外来種等の植生は除く）
・その他自然環境の保全及び創出活動

自然環境の保全及び創出のために必要と
認められる普及啓発に関する事業

2

・セミナー・自然観察会などの開催
・自然環境保全及び創出を題材としたキャンペーン活動
・自然環境保全及び創出に関する冊子等の発行（有償の
ものは除く）
・指導者の研修、養成のための活動
・その他自然環境保全及び創出のために必要な普及啓発活動

自然環境の保全及び創出活動を促進
するために必要な調査研究

3

・自然環境の調査研究（動植物の生態調査など）
・調査研究のための資料、文献収集
・調査研究会の開催
・その他自然環境の保全及び創出活動を促進す
るための調査研究

助成対象事業
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金子山いろりあん
（活動地域：入間市）

毎月1回定例活動日を定め、イノシシや鹿が出没しにく
いように、住宅と隣接している里山の下草刈り、除草、
竹林樹木の適正管理
をしています。加治
丘陵の自然環境を保
全し、住民の憩いの
場となるよう活動を
行っています。

▲管理地内の倒木の整理・片付け

高麗川ふるさとの会
（活動地域：坂戸市）

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、自然環境を守る活動を行っています。
発足17年間継続して
きた水路・水中のゴ
ミ拾い活動などで水
質も改善され、また
助成で設置した外来
魚（鯉・ライギョ）侵
入防止作の効果も表
れています。 ▲本基金で購入した外来魚侵入防止柵

NPO法人 自然環境観察会
（活動地域：上尾市ほか）

県内の自然環境の観察、保全、研究会、環境教育、会員
の自然観の向上を目指しています。普段は庭や農地に設
けた生態補償地（緑
のオアシス）の昆虫
や鳥類の調査を行っ
ています。また、春
秋の展示会のほか、
夏休みの昆虫採集と
標本作りの講習会を
行っています。 ▲夏の昆虫採集と標本作りの講習会

智光山・野草園の会
（活動地域：狭山市）

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、毎週一回、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。

▲園内工事予定地のギンランを移植

NPO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。児童養護施設で

NPO法人 ジョイライフさやま
（活動地域：狭山市）

環境への意識向上と、豊かな自然を大切にする心を養うため、環境の未
来と夢を子どもたちに伝えています。自然環境が織りなす将来を子どもた
ちに継承するため、自然を
破壊する不法投棄をなくし、
緑多き環境を目指していま
す。私たちは劣化した樹木
の回復と持続可能な樹木の
保全をしながら荒廃した環
境課題解決を図り、人と人
とのつながりによる地域環
境の創出を行っていきます。 ▲�「環境の未来と夢を子どもたちとともに」地曳網

による生態系と水質の調査活動

NPO法人 秩父百年の森
（活動地域：秩父市）

荒川源流域の秩父にて、森でカエデなどの広葉樹の種を
集め、畑で育て、大きくなった苗を植樹して針広混交
林の持続可能な森づ
くりを行っています。
山、里、街の連携に
よって豊かな森の復
活と地域の活性化を
目指しています。

▲杉の間伐地で子どもたちと植樹

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：さいたま市ほか）

部活動全体では、学校のすぐ横を流れる芝川の環境改善
のため、川の調査や清掃活動を行っています。また、個
人研究として、結晶
の成長率についての
研究や家具用免震装
置の開発、埼玉県に
残る関東地震の記録
調査等に取組んでい
ます。

▲芝川の川原の清掃活動調査
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ふるさと上谷沼地域創造塾
（活動地域：さいたま市）

都会のオアシスでもある上谷沼調節池の自然を守るため、
観察会や外来植物抜きなどを行っています。ジャングル
のような草原での作
業は、中高生にも大
人気。行政には生き
物にやさしい草刈を
働きかけ、地域全体
の活動を展開してい
ます。

▲植物・昆虫・野鳥の観察会を実施

宮代水と緑のネットワーク
（活動地域：宮代町）

新しい村のホッツケで里山自然環境の保全活動を行ってい
ます。一つ目は田んぼの学校として、田植・稲刈体験をし
ています。二つ目は自然保護として、ホタルの里親の会や
宮代野草クラブのほ
か、蝶の繁殖を行っ
ています。三つ目は
環境学習として、スー
パーナイトハイクと
ホッツケの生き物調
査を行っています。

与野・水と緑の会
（活動地域：さいたま市）

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。
主な活動は市民参加のドングリの森づくり、年二回の河
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。

▲水質調査と野鳥観察風景

NPO法人�ふるさと創生クラブ
（活動地域：行田市）

地域の子どもの安全と健全育成、高齢化社会に対応する
地域福祉、良い環境を次世代に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。 ▲ビオトープを利用した魚釣り教室

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）

さいたま市と川口市の東部に広
がる「大規模田園緑地・見沼たん
ぼ地域」の魅力と価値を、100
年後の子どもたちに伝え遺して
いくことができるように、21
の市民団体・農業経営体・教育機
関などが多彩な活動を展開して
います。

見沼農業応援誌・見沼旬彩春号

▲

寄居町かたくりを守る会
（活動地域：寄居町）

春の訪れを告げる可憐な花であるカタクリは、町の花で
す。手をかけて守らないと消えてしまうかもしれない
儚さと、花の美しさ
に魅せられて30年も
保護活動を続けてい
ます。下刈りや種と
りで群生地を保護し、
寄居の自然とカタク
リの魅力を伝えてい
きたい。 ▲カタクリの群生地での下刈り

■公益信託「武蔵野銀行みどりの基金」の仕組み

イメージ図

委託者
（武蔵野銀行）
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（埼玉県）
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受託者
（三菱UFJ信託銀行）
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　に関する助言・勧告

⑤助成金給付⑥助成金使用報告
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重要事項の承認等

指導・監督
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　助成先の募集
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