
ESG／SDGsへの取組み

株式会社 愛知銀行

2021年12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

ＴＣＦＤ提言賛同表明

当行は、気候変動関連財務情報開示タスクフォース（ＴＣＦＤ）提言へ賛同しております。気候変動・環境問題への対応を強化して
いくとともに、ＴＣＦＤ提言を踏まえた気候変動のリスク・機会に関する情報開示の充実に努めてまいります。

※ＴＣＦＤ(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)
金融市場安定化の観点から、２０１５年に金融安定理事会（ＦＳＢ）の下に設置された企業の気候変動リスク・機会の情報開示を推
奨する作業部会。ＴＣＦＤは、各企業が気候関連のリスクと機会を評価し、経営戦略・リスク管理へ反映するとともに、財務上の影
響を把握・開示することを推奨してます。
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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。

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

取扱実績（2021年9月まで）

１７４件 ／１１３億９,０００万円
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ESG／SDGsへの取組み

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

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

取扱実績（2021年9月まで）

１３６件 ※完了件数

ＥＳＧ・ＳＤＧｓの取組に関する
外部機関との連携

2021年12月、三井住友海上火災保険株式会社、ＭＳ＆Ａ
Ｄインターリスク総研株式会社と、「ＥＳＧ・ＳＤＧｓ
の取組に関する包括連携協定」を締結しました。３者の
連携・協力により、お取引先企業への提供価値向上を図
ります。

■連携事項
(1)ＳＤＧｓの取組に関すること
(2)ＥＳＧの取組に関すること
(3)脱炭素取組に関すること
(4)健康経営に関すること
(5)企業の成長戦略に関すること
(6)企業の財務戦略に関すること
(7)その他、企業の経営支援に関すること
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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

途上国向けＳＤＧｓ事業応援プラン

事業承継応援プラン

女性活躍企業応援プラン

働き方改革応援プラン

健康経営応援プラン

事業者クラス分け評価制度応援プラン

※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
・三井住友・日本株式ＥＳＧファンド
・ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド
・クリーンテック株式ファンド（資産成長型）
・グローバル水素株式ファンド
・脱炭素ジャパン（2021年12月10日より）

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。2021年7月に
は日本郵船が国内で初めて起債したトランジションボンド
※へ投資を行いました。

※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。トランジションボンドとは、企業の温室効果ガス排出削減に向けた長期的
な移行（トランジション）戦略に則ったプロジェクトへの投資を使途とする債券
のこと

ESG／SDGsへの取組み

累計投資額（2021年9月まで）

１３９億円

ＬＧＢＴ住宅ローン

ＬＧＢＴ※に対する社会的関心の高まりを受け、住宅ロ
ーンにおける配偶者の定義に「同性パートナー」を追加
しました。同性パートナーとのペアローンや収入合算の
申込が可能です。

※ＬＧＢＴとは、Lesbian（レズビアン、女性同性愛者）、Gay（ゲイ、男
性同性愛者）、Bisexual（バイセクシャル、両性愛者）、Transgender（
トランスジェンダー、身体的性別と性自認が一致しない方）の頭文字をと
った言葉で、性的マイノリティの総称のひとつ
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ESG／SDGsへの取組み

金融経済についてのクイズ大会。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、2021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

インターンシップ

2021年9月から10月にかけ
て、当行で初めて実務経験
型の長期インターンシップ
を実施しました。（法学部
生２名、大学院工学研究科
学生１名）

当行本支店において、小・
中学生および高校生を対象
とし、職場体験学習等を随
時開催しております。

銀行見学

地元大学生が当行のＳＤＧｓ
についての取組みを研究、地
元企業主催のＳＤＧｓ関連イ
ベントにて研究内容を発表し
ました。

大学生による当行取組みの研究
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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

タブレット端末の導入
により、お客さまとの
現金や通帳の授受手続
きや、投資性商品の申
込受付がペーパーレス
で可能です。

環境配慮型の営業車両導入

本店のカーボンニュートラル化

当行本店で使用するガス・電力を「カー
ボンニュートラルな都市ガス」※１、「愛
知県産再エネ由来の環境価値を用いた
CO2フリー電力」※２に切り替え。カーボ
ンニュートラルなエネルギーを使用して
います。

※1  天然ガスの採掘から燃焼に至るまでの工程で発生
するCO2をCO2クレジットにより相殺(カーボンオフセ
ット)したカーボンニュートラルLNGを活用するもの
。なお、CO2クレジットは、信頼性の高い検証機関が
世界各地の環境保全プロジェクト等におけるCO2削減
効果をCO2クレジットとして認証したもの。

※2  愛知県内の再生可能エネルギー発電所にて発電さ
れた環境価値を活用して実質的にCO2排出量をゼロに
するもので、脱炭素と地域経済循環につながる地産地
消型のプラン。
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ESG／SDGsへの取組み

あいぎん未来応援定期預金

２０２０年年度より「あいぎん未来応援定
期預金」を取扱いしております。
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。

※ 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（2021年度まで）

７７４先 ２億９２１０万円

愛銀教育文化財団

助成金贈呈式

お子さまへのＳＤＧｓ啓蒙

ご来店されたお子さま連れ
のお客さまへ、ＳＤＧｓに
ついて学べるシールセット
を配布しております。

第３９回（2021年6月14日～7月13日オンデマンド配信）

テーマ
ＡＩがもたらす未来
～人工知能の現在とこれからの社会～

講 師
東京大学薬学部 教授

池谷 裕二 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
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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。

地域活性化情報交換会

ESG／SDGsへの取組み

「地方創生及び地域産業の発展に向けた連携に

関する覚書」の締結

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

地方自治体との連携

各自治体との円滑な連携を図り、「地方版総合戦略」の推進に積極的に関与していくために、
更に支援体制を充実させてまいります。

■岡崎市との「地域産業の振興に関する連携協定」の締結

2021年10月に岡崎市と「地域産業の振興に関する連携協定」を締結しました。中小企業、小
規模事業者及び創業への多様な支援に関して、双方の有する強みを活かして相互に連携しつつ
、質の高い支援策を地域に提供し、地域産業の振興を図ります。

■包括連携協定締結先（締結順）

犬山市、小牧市、尾張旭市、桑名市、新城市、半田市、清須市、江南市、岩倉市、中津川市、
日進市、愛知県、知多市、豊明市、大府市、大口町 岡崎市との連携協定締結式の様子

2021年12月、愛知県信用保証協会と、「地方創生及び地域
産業の発展に向けた連携に関する覚書」を締結しました。
愛知県内の中小企業の振興に資するために、各種施策及び
情報提供等における相互
協力を一層強化し、地域
経済の活性化と発展の促
進を図ります。
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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）

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9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 見守り事業等への協力

名古屋ウィメンズマラソンボランティア

ESG／SDGsへの取組み

特殊詐欺被害防止啓蒙活動

窓口、ＡＴＭコーナーでの
お声かけやホームページ、
ポスター、ＡＴＭ画面での
お客さまへの注意喚起を行
うなど、特殊詐欺被害の未
然防止に取り組んでおりま
す。
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ESG／SDGsへの取組み

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）

学生へのＳＤＧｓ啓蒙活動を
目的として、学生と当行行員
がＳＤＧｓ視点でディスカッ
ションを行う「愛知大学生と
愛知銀行員が一緒に考えるＳ
ＤＧｓワークショップ」を開
催しました。

＜ＳＤＧｓワークショップの開催（愛知大学）＞＜～ 新城市×愛知大学×愛知銀行 ～
地域商社設立に向けた調査研究事業への参画＞

新城市および愛知大学とともに、「新城公共商社」の立ち上げに
むけた調査研究事業を行っております。

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。

■カリキュラム（一例）

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

＜大学への寄附講義＞

事業内容 「新城公共商社」立ち上げに向けた調査研究

具体的取組
【市民ニーズ調査】愛知大学地域政策学部（豊橋校舎）
【新城市のイメージ調査（名古屋圏）】愛知大学経営学部（名古屋校舎）

当行の役割
・愛知大学での「地域商社」や「地域活性化」等に関する講義の実施
・新城支店における本事業への協力
・学生が行う調査活動に使用するアンケート作成への助言、協力 等
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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。
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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

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

海外展開するお客さまの支援

海外ビジネスに関心のあるお
客さま、海外に進出されてい
るお客さまの支援を目的とし
て、各種セミナー、商談会を
開催しています。

あいぎんビジネスマッチングシステム

お取引先企業のビジネスマッチングニーズをデータベー
ス化し、より高精度なマッチングが可能となりした。ま
た、詳細なビジネスマッチング案件情報を当行内でスム
ーズに共有することで、成約率の向上が期待できます。

↑「タイ・ベトナム オンライン商談会」の様子

←「海外ビジネス展開セミナー」
（オンライン）の様子

名 称 あいぎんビジネスマッチングシステム（あいぎんＢＭＳ）

特 徴

①クラウド上で運用されるビジネスマッチングシステムプラットフォーム
②お取引先企業の様々なビジネスマッチングニーズに対し、効率的かつ

スピーディーな対応が可能
③行内での案件承認業務がシステム化、ペーパレス化され、業務が簡潔かつ

スムーズとなる
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2018/3月期 2019/3月期 2020/3月期 2021/3月期

7.7 8.8
10.1

11.3
11.8 13.4

15.8 17.4

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

■「戦略マップ」および「健康経営に関係する各指標の実績
目標」の制定

健康経営の取組みをより継続的かつ
効果的な取り組みにするため、「戦
略マップ」等を新たに制定し、推進
体制の一部を変更しました。
内容については、当行ホームページ
で公表しています。

全国の第二地銀では
当行のみ！！

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（％）

えるぼし

プラチナくるみん



The Aichi Bank, LTD    

13

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）。


