
ESG／SDGsへの取組み

株式会社 愛知銀行

2021年5月

～ 地域社会からの信頼を大切にし、
地域社会の繁栄に貢献します ～
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あいぎんグループＳＤＧｓ宣言

愛知銀行グループは、国際連合が提唱する持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の趣旨に賛同し、地域経済の発

展と地域社会の課題解決を支援することで、地域に暮らす人々の安心で豊かな生活と持続可能な社会の実現

に努めてまいります。

ESG／SDGsへの取組み

≪環境の保全≫
環境保全・負荷低減に取り組むお客さま
を支援するとともに、自行での取組も充
実してまいります。

≪地域経済の持続的発展≫
お客さまの多様なニーズや地域社会の課
題に対し、金融サービスを通じて支援す
ることで、地域経済の持続的発展に貢献
してまいります。

≪豊かな生活と多様な人材の活躍≫
金融知識の普及を通じて、豊かな生活と
多様な人材が活躍できる社会等の実現に
向け取り組んでまいります。

重点取組方針



The Aichi Bank, LTD    

2

ESG／SDGsへの取組み

あいぎんＳＤＧｓ私募債「あすなろ」

当行が受け取る私募債発行手数料の一部で、発行企業様
が指定する学校や地方公共団体等に書籍やスポーツ用品

等の物品を寄贈、ある
いは当行が指定する公
的機関や感染症指定医
療機関・新型コロナウ
イルス対策に資する基
金等へ寄付します。

あいぎんＳＤＧs 評価サービス

お取引先企業さまのＳＤＧｓへの取組みを促進・支援する
ため、ＳＤＧｓへの取組み状況を、オリジナルの評価方法
にて「見える化」します。

■サービス内容
－ＳＤＧｓ取組み状況の評価
－評価結果のフィードバックとご提案
－ＳＤＧｓバッジの進呈

取扱実績（2021年3月まで）

１４３件 ／９５億４０００万円

銀行保証付私募債での

サステナビリティボンド発行引受

2020年12月、お取引先企業さまが発行するサステナビ
リティボンド※を引き受けしました。銀行保証付私募債

でのサステナビリティボン
ドの引受は、株式会社日本
格付研究所（ＪＣＲ）によ
るレビューにおいては、日
本国内で初となります。

※調達資金の使途を環境改善効果のあるグリーン
プロジェクトおよび社会的課題の解決に資する
ソーシャルプロジェクト双方への融資または再
融資に限定して発行する債券

ご希望に応じて
－「ＳＤＧｓ 宣言 」の策定
－当行ホームページへの掲載
－当行本店デジタルサイネージへの

社名掲載
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あいぎんＳＤＧｓ・ＥＳＧ応援ローン

対象の事業者さまには、融資利率を当行所定の金利から
最大0.2％優遇する商品です。

全６プラン 対象

途上国向けＳＤＧｓ
事業応援プラン

「ＪＩＣＡ支援事業」の採択を受けて
いる企業の方

事業承継
応援プラン

平成３０年度税制改正における「事業
承継税制の特例」の利用のために必要
となる「特例承継計画」を作成し都道
府県知事の確認を受けた企業の方

女性活躍企業
応援プラン

愛知県がすすめる「女性の活躍促進を
目的とした諸制度」に取り組む法人・
個人事業主で、条件を満たす方

働き方改革
応援プラン

「働き方改革」に取り組む愛知県内に
本社を有する事業者で、条件を満たす
方

健康経営
応援プラン

経済産業省が推奨している「健康経
営」に取り組む法人・個人事業主で、
条件を満たす方

事業者クラス分け
評価制度応援プラン

省エネ法の定期報告に基づく「事業者
クラス分け評価制度」の対象となる法
人・個人事業主で条件を満たす方

※お借り入れにあたっては当行所定の審査がございます。

ＥＳＧファンドの取扱い

ＥＳＧの観点から運用銘柄を選定する投資信託を一般的
にＥＳＧファンドと呼びます。当行は下記のＥＳＧファ
ンドを取扱いしており、ＥＳＧ投資の機会を個人のお客
さまにも提供しています。

■当行が取扱うＥＳＧファンド
ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（資産成長型）

（運用会社：ニッセイアセットマネジメント）

ＥＳＧ投資

独立行政法人国際協力機構が発行するソーシャルボンド※

をはじめ、一般事業法人の発行するグリーンボンド※やサ
ステナビリティボンドへも投資しています。

※ソーシャルボンドは社会課題解決に貢献するプロジェクトなどの資金、グリーンボ
ンドは温暖化対策や環境プロジェクトなどの資金を調達するために発行される債券

ESG／SDGsへの取組み

累計投資額（2021年3月まで）

１０７億円
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ESG／SDGsへの取組み

愛知県内の高校生に、楽しみながら金融経済を学んでもらう
ことを目的として毎年開催しています。（2020年はオンライン開催）

第１４回エコノミクス甲子園 愛知大会

エコノミクス甲子園

参加者累計（第２回東海大会～第１５回愛知大会）

６４４人

大学への寄附講義

2019年度より国立大学法人 名古屋工業大学にて寄附講
義「金融学」を実施しています。

ＳＤＧｓフィールドワークの受入

ＳＤＧｓについてのフィー
ルドワークを行う地元高校
生に対し、地域金融機関が
ＳＤＧｓに取組む意義や、
当行の取組みについて講義
を行いました。
（リモートでの実施）

■カリキュラム（一部）

金融理論

企業分析

リスク分析

資産運用

産学官金連携

デジタルトランスフォーメー
ション

サイバーセキュリティ等

第３８回（2019年5月22日）

テーマ
激動する世界

～日本の針路を考える～

講 師
ジャーナリスト

長谷川 幸洋 氏

各界の著名人を講師に迎え、社会・金融経済の問題を中心に講
演会を開催しています。

愛銀文化講演会

※2020年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止、
2021年度はオンライン開催を予定
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ESG／SDGsへの取組み

＜水素自動車＞

FSC
🄬
認証紙、植物性インキ使用の通帳導入

エコ対応重視型店舗づくり

＜店舗内ＬＥＤ照明等＞＜太陽光パネル＞

ペーパーレス化への取組み

■「受取物件管理システム」
「預かり資産ナビシステム」

お客さまとの現金・通帳等の
授受、投資性商品のお申込み
手続きがタブレット端末への
「電子サイン」により完了し
ます。

環境配慮型の営業車両導入

■通帳レス口座
「あいぎん口座開設アプリ」で開設された口座は通帳レスで
ご利用いただけます。
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ESG／SDGsへの取組み

金融商品を通じた地域への寄付

■あいぎん未来応援定期預金

当行の創業１１０周年を記念し、２０２０
年１０月１日より２０２１年３月３１日ま
で「あいぎん未来応援定期預金」を取扱い
いたしました。
お客さまから本定期預金にお預け入れいた
だいた預金残高の一定割合相当額を、愛知
県の「子どもが輝く未来基金※」に寄付いた
します。

■医療機関への寄付

当行の創業１１０周年を記念し、医療従事者や医療機関
等の活動を支援することを目的として、投資信託の販売
で得られた収益の一部を、名古屋市立大学病院に寄付い
たしました。

※ 愛知県が２０１９年３月１５日に創設した、子どもの
貧困対策に対する基金で、児童養護施設入所児童等の
自立支援や子ども食堂への支援、子どもの学習支援の
取組を充実・強化するものです。

毎年５～６月

募 集

毎年８月頃

選定・決定

毎年10月

贈呈式
助成金等累計（2020年度まで）

７４９先 ２億８２7０万円

愛銀教育文化財団

助成金贈呈式

創業110 周年記念フォトコンテスト

当行の創業110周年を記念し、当行が基盤とする地域とそこにお住
まいの皆さまへの感謝の気持ちを込めて、当地域で残していきた
い大切な風景や行事などをテーマとしたフォトコンテストを実
施、応募作品１件につき110円を「愛知県環境保全基金」に寄付し
ました。

最優秀賞受賞作品

「愛する人と、春を過ごす」
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環境保全への取組みの一環として、
地元で清掃活動を継続的に実施して
います。

2014年から毎年、名古屋ウィメ
ンズマラソンに、当行役職員が
ボランティアとして参加してい
ます。
（2020年、2021年は新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため不参加）

当行と地方創生に関する包括連携協定を締結する自治体と
の意見交換や情報収集の場として定期的に開催しています。

協力先数

愛知県 ２６自治体

岐阜県 １自治体

三重県 １自治体

2021年3月末現在

住み慣れた地域で安心して暮
らし続けられるまちづくりを
目指し、見守り事業等に協力
しています。

地域の清掃活動地域活性化情報交換会

見守り事業等への協力

名古屋ウィメンズマラソン

ESG／SDGsへの取組み

愛知県内の地方公共団体および民間事業者等のＰＰＰ（官
民連携）／ＰＦＩ（民間資金を活用した社会資本整備）の
ノウハウ習得や案件形成能力の
向上、官官・官民などの対話の
場として機能することを目指し
設立、定期的にセミナーを実施
しています。

「あいちＰＰＰ／ＰＦＩプラットフォーム」

テーマ 参加自治体数

第１回 観光ビジネスの現状と今後の展望 ９自治体

第２回
地域活性化のための地場産業の育成～観光業を
題材にして～

１３自治体

第３回 ふるさと投資を活用した地域ブランドの創造 １４自治体

第４回 ふるさと納税による地域活性化の可能性と課題 １３自治体

第５回 地域・地場産業とデザインによる地域活性化 １１自治体

第６回 移住・定住と街づくり １３自治体

第７回 ＳＤＧｓ
１６自治体

（予定）
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お取引先企業さまが抱える経営課題の解決に対応可能な
「ハイレベル人材」（経営幹部層や管理職クラス、専門人
材等）を中心に紹介する
ことで、お取引先企業
さまの持続的な成長を
支援することを目指し、
2020年7月より参入
しました。

8

ESG／SDGsへの取組み

あいぎん未来創造ファンド人材紹介業への参入

地元大学等との連携

地元大学等と連携し、お取引先企業さまの課題解決支援や
学生の金融リテラシー向上およびキャリア形成支援、
ＳＤＧｓの取組み等について幅広く連携を図ります。

■産学連携に関する協定
締結先（締結順）
名古屋工業大学
豊橋技術科学大学
名古屋大学
名古屋市立大学
名城大学
豊田工業高等専門学校
日本福祉大学
愛知大学

（計７大学、１高等専門学校）

独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）
中部センターとの業務連携・協力

ＪＩＣＡ中部と協力し、途上国の開発への貢献が期待され
る優れた技術・製品を有する中小企業の海外展開を支援す
ることで途上国の開発と地域の活性化に貢献します。

事業の創造性や成長性のあるベンチャー企業等の支援育成
及び事業承継等で資本政策の是正を必要とする企業への

支援を目的として、静岡キャ
ピタル株式会社と共同でファ
ンドを設立しています。

↑出資先へのマッチングイベントの様子
（オンライン開催）

投資実績

５４件／１２億８３００万円

※うち５先が上場しました
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健康経営の取組み
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従業員が働きやすい職場づくり

■「健康経営優良法人2021
（大規模法人部門）～ホワイト500～」に3年連続認定!!

ESG／SDGsへの取組み

ダイバーシティ推進室のワーキングチ
ームとして、女性の活躍推進のほか、
若手行員の職業観の醸成、シニア人材
の活躍の３つのテーマを中心に新しい
取組みに向けて活動しています。

～ あいぎん健康宣言 ～

愛知銀行は、経営理念である「地域社会からの信頼を大切にし、地域
社会の繁栄に貢献します 」を永続的に行っていくため、従業員とその
家族の心身の健康こそが重要であると考え、従業員一人ひとりの健康
意識の向上、心身の健康増進、働きやすい職場づくりに取り組んでい
きます。また、金融サービスの提供や地域活動を通じて、健康で活力
ある地域づくりに 貢献していきます。

制度名 機関名

プラチナくるみん 厚生労働省

えるぼし 厚生労働省

あいち女性輝きカンパニー 愛知県

ファミリー・フレンドリー企業 愛知県

愛知県健康経営推進企業 愛知県

女性の活躍推進企業 名古屋市

子育て支援企業 名古屋市

ワーク・ライフ・バランス推進企業 名古屋市

■女性役職者の増加

■ダイバーシティ推進委員会「あいちーむ」

■これまでに受けているダイバーシティ推進に係る公的機関
からの認定・表彰等

■敷地内禁煙の実施
当行および関連会社の全施設を敷地内禁煙
としています。敷地内を禁煙とすることで
受動喫煙ゼロを目指します。
また、喫煙者本人の健康改善や疾病の未然
防止等のため、禁煙を目指す行員を対象に
禁煙外来の治療費等の一部を補助していま
す。

全役職者に占める女性の割合（％）
全女性行員に占める女性役職者の割合（％）
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ESG／SDGsへの取組み

コーポレート・ガバナンスの体制

取 締 役 会

株 主 総 会

監査等委員会

社外取締役４名

報酬委員会

委員長：社外取締役

人事委員会

委員長：社外取締役

コンプライアンス
委員会

金融円滑化
委員会

リスク管理
委員会

経営管理
委員会

本部各部・営業店・連結子会社

監査部

会
計
監
査
人

経営会議

監督・監査

内部監査

会
計
監
査

監査等委員会事務局

社
外
弁
護
士

経営理念である「地域社会からの信頼を大切にし、地域社会の繁栄に貢献します」のもと、お客さま、地域社会、従業員、
株主などあらゆるステークホルダーの信頼をより確かなものにし、地域金融機関として地域社会の発展に貢献していくため
透明・公平かつ迅速・果断な意思決定を行うための実効性あるコーポレートガバナンス体制の構築を経営の最重要課題の一
つとして、その強化・充実に取り組んでいます。

■執行役員制度
執行役員制度を導入し、取締役会の活性化・意思決定の迅
速化及び業務執行機能の充実を通じて、コーポレート・ガ
バナンスの一層の強化を図っています。

■「監査等委員会設置会社」の採用
監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む）に取
締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能
の強化を図り、コーポレートガバナンス体制をより一層充
実させるとともに、権限の委譲により迅速な意思決定を行
い、経営の効率を高めることを目的として、「監査等委員
会設置会社」を採用しています（左図）。


