
ESGとは
企業の持続的成長のためには環境（E）・
社会（S）・ガバナンス（G）の３つの視点
が必要であるとの考え方

SDGｓとは
国連加盟国が採択
した2030年までに
達成することを目指
した17の持続可能
な開発目標

持続的経営  ＝「長期志向」＋「社会価値（社会課題の解決）＋ 経済価値」
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｢持続的経営」に向けた社会課題への取組み

「持続的経営」におけるマテリアリティ

「ちばぎんグループサステナビリティ方針」
ちばぎんグループは、持続可能な地域社会実現に向け、金融仲介機能の発揮等の本業に加え、
誠実かつ公正な企業活動、気候変動等の環境問題など地域社会を取り巻くさまざまな課題解決に
向けた活動等に取り組み、経済価値と社会価値の両立を目指す持続的経営を行ってまいります。
これらの活動について、グループ役職員一人ひとりが当事者という意識を持って、積極的に取り
組むとともに、情報開示をつうじ、ステークホルダーの皆さまとのより良い信頼関係を育み、「新た
な地域社会の未来」を共に創ってまいります。

「持続的経営」の考え方

千葉銀行グループでは、「ちばぎんグループサステナビリティ方針」のもと、長期志向で社会価
値と経済価値との両立を目指す「持続的経営」に取り組んでいます。

また、「ちばぎんグループSDGs宣言」にて特定した5つのマテリアリティに基づき、グループ一
体となって、事業活動をつうじた社会課題の解決に貢献する取組みを主体的に進め、地域の持続的
成長を支えていきます。

持続可能な社会　　　当行の持続的成長

■ ESG（環境・社会・ガバナンス）

■ SDGｓ（持続可能な開発目標：Sustainable Development Goals）

環境
Environment

社会
Social

ガバナンス
Governance

010_9326467822007.indd   43 2020/07/14   15:59:46



ちばぎんグループ
SDGs宣言 主な取組み

テーマ マテリアリティ

地
域
経
済
・
社
会

地域経済とコミュ
ニティの活性化に
貢献します

⃝事業承継支援（M&A等)�������������������� P27・28
⃝事業者向けアドバイザリー業務� ������������������ P27
⃝幹部や専門技術者などの人材紹介���������������� P27・36
⃝産業育成への取組み（ベンチャー創業支援・産学連携等）������ P49・50
⃝地方創生の支援、災害復旧支援����������������� P29・30
⃝企業誘致（成田空港周辺等）� ������������������� P13
⃝グループ一体のサービス���������������������� P14
⃝観光関連事業への支援、取引推進���������������� P29・30

高
齢
化

高齢者の安心・安全
な生活を支えます

⃝資産承継支援（遺言信託、遺産整理業務等）������������� P26
⃝認知症への対応
（ファミリートラストサポートサービス、後見制度支援信託）������ P26・61
⃝医療・介護事業への支援、取引推進��������������� P35・50
⃝振り込め詐欺等金融犯罪対策�������������������� P60
⃝高齢者等の見守りと介助用「車いす」・AEDの設置����������� P62

金
融
サ
ー
ビ
ス

より良い生活を
おくるための
金融サービスを
提供します

⃝インターネット・スマートフォンによる金融サービスの拡充� ������� P33
⃝質の高い金融サービスの拡充（相談業務等）� ������ P25・26・31・32
⃝ライフデザインシステムの活用による保険商品提案��������� P25・31
⃝エリア単位での店舗ネットワークの最適化��������������� P31
⃝TSUBASAちばぎんキャッシュレス加盟店サービスの提供� ������� P33
⃝住宅取得やライフイベントでの資金ニーズへの対応
（リバースモーゲージ等）� ��������������������� P25

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ

ダイバーシティと
働き方改革を推進
します

⃝女性活躍に向けたモチベーション向上と長期的なキャリア形成支援� ��� P40
⃝多様な人材の職域拡大等による活用
（中途採用拡大、シニアパートナー制度・障がい者雇用等）������ P38・39
⃝柔軟なワークスタイルの推進� ����������������� P39・42

環
境
保
全

持続可能な環境の
保全に貢献します

⃝本業をつうじた環境保全への貢献
（再生可能エネルギー事業への取組推進等）�������������� P48
⃝森林整備活動（ちばぎんの森）� ������������������ P47
⃝気候変動対策への取組み（TCFD提言への賛同）� ������ P45・46・47
⃝自然災害対策（BCP）の整備�������������������� P67
⃝環境関連事業への支援、取引推進������������������ P48

関連ページ
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｢持続的経営」に向けた社会課題への取組み ｜「持続的経営」におけるマテリアリティ

当行の主要な営業地域である千葉県は、後継者不足による事業承継の困難化、超高齢社会の到
来、デジタル化の進展、個人のライフスタイルの変化や気候変動による自然災害の激甚化など、
環境変化とそれに起因するさまざまな社会課題を抱えており、中長期的な人口減少への見通しにも
備えていく必要があります。

2019年5月に制定した「ちばぎんグループSDGs宣言」において特定した「地域経済・社会」「高
齢化」「金融サービス」「ダイバーシティ」および「環境保全」の5つの分野のマテリアリティの要素
を中期経営計画に組み入れ、地域の問題解決に向けて具体的な活動に取り組んでいきます。
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｢持続的経営」に向けた社会課題への取組み

気候変動への対応

ガバナンス
気候変動に関する「機会とリスク」の識別、評価および管理に関する事項は、頭取を委員長
とし、半期ごとに開催される「ESG推進委員会」において議論されています。
また、重要な気候変動に関する取組み事項については、逐次、取締役会に報告されています。

戦略
気候変動を含む環境への取組みを千葉銀行グループ全体で推進するため、「ちばぎんグループ
サステナビリティ方針」を制定しています。また、「ちばぎんグループSDGs宣言」においては、
気候変動対策を含む「環境保全」を優先的に取り組む課題の一つとして定めています。

●気候変動が当行の経営にもたらす機会とリスク
将来の気候変動に関する「2℃シナリオ」（気温の上昇が現在程度にとどまり、地球温暖化に歯止

めがかかるシナリオ）と「4℃シナリオ」（気温の上昇が著しく、地球温暖化がさらに進むシナリオ）
の２つのシナリオを用いて、気候変動が当行の経営にもたらす機会とリスクに関して定性的なシナリ
オ分析を行っています（P46「シナリオ分析」参照）。
なお、炭素関連資産の信用エクスポージャー※1が信用エクスポージャー全体に占める割合は

1.1％程度であり、炭素関連資産については、継続的に座礁資産化の分析を行っていきます。
また、融資に取り組むことが気候変動を含む環境や社会に大きな影響を与えると考えられる
特定のセクターに関して、当行の与信上の取組姿勢を明確化するために融資ポリシーを定めて
います（P47参照）。
※1　�炭素関連資産の信用エクスポージャー�

TCFD提言が推奨する定義を踏まえたエネルギーセクターおよびユーティリティセクター向け信用エクポージャー。�
2020年3月末の貸出金、支払承諾、外国為替、私募債等の合計。ただし、水道事業、再生可能エネルギー発電事業を除く。

リスク管理
気候変動リスクは、将来的に大きな財務的影響を及ぼす可能性があることを認識し、管理し
ています。
具体的には、気候変動がもたらす当行取引先の事業活動への影響および業況の変化等による
信用リスクや営業店舗の損壊等によるオペレーショナル・リスクを中心に管理を行い、必要に
応じ、各種対策を講じていきます。

当行の主要営業地域である千葉県は、2019年9月、10月に相次いで房総半島を襲った台風に
より多大な被害を被りました。巨大台風が発生する一因として地球温暖化が挙げられており、台風
による被害は、まさに気候変動リスクの具現化と考えられています。こうしたことも踏まえ、当行は、
昨年12月にTCFD（気候変動関連財務情報開示タスクフォース）提言に対する賛同表明を行ってお
り、気候変動関連の財務情報開示に適切に対応していきます。
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｢持続的経営」に向けた社会課題への取組み ｜ 気候変動への対応

指標と目標
CO₂排出量※2の削減目標を「2030
年度CO₂排出量を2013年度比
26％削減する」こととしています。
2019年度の単位面積当たりCO₂排
出量は、2013年度比、約21％削
減しています。
※2　�CO₂排出量（絶対値）は、省エネ法の定期報告

書における千葉銀行のSCOPE1、SCOPE2の
CO₂排出量に加え、グループ会社の同基準に準
拠したCO₂排出量を加算して算出。

■CO₂排出量の推移

●シナリオ分析
2℃シナリオ※３

機会
貸出金・商品・
サービス

⃝�取引先の低炭素化・脱炭素化に向けた設備投資等による資金需要の増加
⃝�環境保全に関連した金融商品・サービスの提供機会の増加

事業コスト ⃝�省資源・省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用による当行の事業コストの低下

リスク

移行リスク

⃝�気候変動に関連する政策・規制の強化によって取引先の事業活動が多大な影響を
被り、当行貸出資産の価値が毀損
⃝�気候変動に関連した技術革新等によって、既存の商品・サービスの代替が進むな
かで、取引先の事業活動が多大な影響を被り、当行貸出資産の価値が毀損

物理的
リスク

急性 ⃝�台風の通過経路や集中豪雨の範囲によっては、取引先企業の担保資産や当行の営
業拠点に相応の被害が発生

慢性 ⃝�顕著な海面上昇や自然環境の変化は生じず、大きな影響は発生しない

4℃シナリオ※４

機会
貸出金・商品・
サービス ⃝�災害対策のためのインフラ投資等による資金需要の増加

事業コスト ⃝�省資源・省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用による当行の事業コストの低下

リスク

移行リスク

⃝�石炭火力発電等、化石燃料セクターに対する投融資に関するレピュテーショナル・
リスクの上昇
⃝�気候の変化に伴い、既存の商品・サービスの代替が進むなかで、取引先の事業活
動が多大な影響を被り、当行貸出資産の価値が毀損

物理的
リスク

急性

⃝�大規模風水害が発生し、取引先の事業継続への支障や、担保資産の資産価値低
下等により、当行貸出資産の価値が毀損
⃝�大規模風水害が発生し、当行の営業拠点に相応の被害が発生
⃝�当行の営業拠点や従業員の被害により、業務継続に支障が発生

慢性
⃝�顕著な海面上昇により、当行取引先が拠点縮小等の多大な影響を被り、当行貸出
資産の価値が毀損
⃝�顕著な海面上昇により、当行営業拠点が縮小

（注）時間軸はいずれも短期（5年程度）、中期（10年程度）、長期（30年程度）
※3　2℃シナリオ：国際エネルギー機関（IEA）によるETP�2DSシナリオ等を参照。
※4　4℃シナリオ：気候変動に関する政府間パネル（IPCC）によるRCP8.5シナリオ等を参照。

87.9 86.9
77.5 75.0 74.4

■ CO₂排出量（絶対値）（トン-CO₂）　　●　 単位面積あたりCO₂排出量（Kg-CO₂/ ㎡）

20,602 20,983
18,699 18,375 18,217

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

69.7

17,041

2018年度

69.3

16,930

2019年度

2013年度比
約21％削減
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｢持続的経営」に向けた社会課題への取組み

環境保全

環境保全に向けた取組み

オリジナルエコバッグの作製
2020年6月、TSUBASAアライアンス参加行

でオリジナルエコバッグを共同作製しました。繰り
返し使用できるエコバッグを配布することで、お
客さまに海洋プラスチックごみの削減と地域にお
ける環境保護意識の醸成を図っています。
本取組みは、環境省の「プラスチック・スマート」

キャンペーンに参加しています。

森林整備活動（ちばぎんの森）
松くい虫や津波の被害により、失われつつある海岸保安林を再生していくことを目的に「ちばぎ

んの森」森林整備活動を行っています。山武市蓮沼の「ちばぎんの森（第5）」では、2018年5月
に約200人の当行役職員やOB・OGのボランティアで植樹を行いました。これまでの「ちばぎんの森」
同様、定期的に下草刈り等を行い、育樹活動を継続しています。

TCFD提言への賛同
地球規模で気候変動による影響が顕在化し、自然災害のリスクが拡大するなか、2019年12月、
気候変動が企業の財務内容に与える影響について適切な情報開示を求める「TCFD（気候変動関
連財務情報開示タスクフォース）」の提言に賛同を表明しました。地球温暖化や気候変動対策を強
化するとともに、継続的に情報開示を行っていきます。

▪特定のセクターにかかる融資ポリシーについて
当行は、地球温暖化に対応する気候変動対策を含む環境・社会課題の解決に向けて、融資に取り組
むことが環境・社会に対して大きな影響を与えると考えられる特定のセクターに関して、当行の与信
上の取組姿勢を明確化するために以下のような融資ポリシーを定めています。
⃝新設の石炭火力発電所向け与信は、原則として、取り組みません。
（ただし、日本国政府等の支援が確認できる場合、例外として国際的ガイドライン等を参考に、発電効率性能等を総合的に勘
案し、慎重に対応を検討する場合があります。）

⃝クラスター弾製造企業向け与信は、資金使途に関わらず禁止します。
⃝�パーム油農園開発向けおよび森林伐採事業向け与信は、国際的な認証の取得状況や環境に対
する配慮状況、地域社会とのトラブルの発生状況等に十分注意のうえ、与信判断を行います。
（詳細は当行HPをご参照下さい。　https://www.chibabank.co.jp/company/sustainability/policies/）

千葉銀行グループでは、「ちばぎんグループSDGs宣言」のマテリアリティのひとつに「持続可能
な環境の保全に貢献します」を掲げています。我々の生活にも密接に関係するCO₂（二酸化炭素）
の排出は、地球温暖化への影響が大きく、また、海に流出したプラスチックごみは、海洋生態系に
甚大な影響を及ぼしています。こうしたCO₂や海洋プラスチックごみの削減については、お客さま
の事業化の取組みを支援するとともに当行グループ自体も積極的に取組みを行っています。

▲エコバッグ

「プラスチック・スマート」キャンペーン※

※�海洋プラスチックごみ問題の解決に
向け、個人、企業などがそれぞれの
立場でできる取組みを応援するキャン
ペーン。

Special Feature特集Ⅰ
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環境問題に取り組む取引先への支援

再生可能エネルギー関連融資
当行では、太陽光発電をはじめ、バイオマス発電・風力発電
事業など再生可能エネルギーに関連するプロジェクトファイナン
スを多数取り組んでいます。
加えて、廃プラスチック削減や資源リサイクルなどの取引先

の事業活動に対しても積極的に資金対応することで、環境保全
に寄与する取組みに対して継続的に支援を行っています。

金融商品販売をつうじた環境保全への貢献

グリーンボンド等の販売
千葉銀行グループでは、2017年9月以降、計4回にわたり、世界銀行（国際復興開発銀行）が
発行する「グリーンボンド」および「サステナブル・ディベロップメント・ボンド」をTSUBASAアラ
イアンス参加行のグループ証券会社にて共同販売しました。環境改善効果のある事業の資金調達を
目的とした債券である「グリーンボンド」、環境を含むより広い資金使途の「サステナブル・ディベロッ
プメント・ボンド」の販売をつうじて、環境保全等への貢献を行っています。

■再生可能エネルギー関連融資残高
（2020年3月末）

太陽光発電 1,138億円
バイオマス発電 68億円
風力発電 76億円
水力発電 1億円
合計 1,285億円

｢持続的経営」に向けた社会課題への取組み ｜〔特集Ⅰ〕環境保全

―― 環境に配慮した取引先事業活動の支援事例 ――

▪紙ストローにより脱プラスチック
「㈱ミヤコシ（本社：習志野市）」は、脱プラ
スチック化に向けて、プラスチックのストローか
ら紙ストローへの切り替え需要を見込み、国内
初の紙ストロー製造機械を開発しました。印刷
機械の製造・販売を行う同社は、自社の製造
技術を活かし、柔軟なカスタマイズを行うなど、
ユーザーの多様なニーズに応えながら、環境
対応商品の市場拡大に取り組んでいます。
当行は、廃プラスチックやCO₂削減に有効

な事業として継続して支援しています。

▪PETボトルの国内リサイクル
廃プラスチックリサイクルに向けた国際動向

や、国内飲料メーカーの再生PETボトル利用
拡大の動きを捉え、一般廃棄物処理業の「ガ
ラスリソーシング㈱（本社：銚子市）」は、国
内でのPETボトルリサイクル率の向上に向け
て、PETボトルの選別・処理工場新設のため
の大型設備投資を行いました。
当行は、国内有数の設備規模による環境

改善効果を評価し、他行と協調融資を取り組
みました。
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｢持続的経営」に向けた社会課題への取組み

千葉銀行グループでは、「ちばぎんグループSDGs宣言」におけるマテリアリティのひとつとして、「地
域経済とコミュニティの活性化に貢献します」を掲げ、地域における産業育成と技術革新の基盤づく
りに対して助成を行っています。助成内容は、産学連携による研究開発費、学生の起業家志向の向
上のためのビジネスアイデアコンテストの開催、フィンテック企業への事業活動費のほか、公益財団
への寄付をつうじたベンチャー企業育成や中小企業の人材育成など、多岐にわたります。

産業育成への取組み

産学連携による研究開発やビジネスアイデアの事業化を支援
「ちばぎん研究開発助成制度」は、新事業に
取り組む企業が、千葉大学、千葉工業大学、
木更津工業高等専門学校のいずれかと共同で
行う研究開発に対して研究費の一部を助成す
るものです。
本制度により、大学・高専の研究成果と中
小企業の新たな技術・商品開発ニーズとの
マッチングを図り、企業の成長をサポートし
ています。

学生のビジネスアイデアの事業化を支援
「ちばぎん学生版ビジネスアイデアコンテスト」では、将来の地域経済の担い手である学生の
アントレプレナーシップ（起業家志向）向上を目的とした表彰を行っています。起業を目指す
受賞者に対しては個別相談や各種支援策の紹介等のサポートを行っています。

フィンテックのビジネスアイデアの事業化を支援
「フィンテックビジネスコンテスト」は、T&IイノベーションセンターがTSUBASAアライアン
ス参加行と共同で開催しているものです。地域が抱えるさまざまな課題をフィンテックの活用
により解決に結び付けることを目的としており、受賞企業と協業に向けて検討を行っています。

ベンチャー企業を支援
「（公財）ひまわりベンチャー育成基金」の目的は、千葉県内のベンチャー企業の支援をつう
じて、千葉県経済の健全な発展と活性化に寄与し、ひいては県民の生活向上に貢献することに
あります。
当行および賛助会員の寄付金により、ベンチャー企業への助成や家賃補助を実施しており、
これまでに助成した先は、合わせて300社を超える規模になっています。

産業育成、技術革新への助成

各助成・表彰実績（累計）
ちばぎん研究開発助成制度 42件／43百万円
ちばぎん学生版
ビジネスアイデアコンテスト 31件

フィンテックビジネスコンテスト 12件／5百万円

（公財）ひまわり
ベンチャー育成基金

助成金
210件／643百万円

家賃補助
114件／62百万円

Special Feature特集Ⅱ
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産業を支える人材育成への取組み

中小企業の人材育成を支援
「（公財）ちばぎんみらい財団」は、千葉県経済の将
来を担う人材の育成を目指し、成長著しいアジア諸国な
どへの派遣費用を助成しています。国際的視野の広い
地域産業人の育成を目的として、これまでにのべ100名
を超える中小企業の人材を海外に派遣しています。

(公財)ちばぎん
みらい財団海外
派遣事業

派遣者数のべ107名
派遣費用25百万円を助成

｢持続的経営」に向けた社会課題への取組み ｜〔特集Ⅱ〕産業育成、技術革新への助成

―― 当行助成先事業の紹介 ――

▪「 救急医療情報システムSmart119」を
社会実装
本事例は、千葉大学との産学連携プロジェ

クトとして、「（株）Smart119（本社：千葉市中
央区）」が開発する「救急医療情報システム�
Smart119」への助成です。このシステムでは、
救急搬送に際し、患者（住民）から消防指令セ
ンターへの通報や救急隊との会話を音声でタ
ブレット等に自動入力することで、医療機関と
の迅速な情報共有を実現します。さらに、救急
臨床データを用いたAIによる病院前診断機能
の搭載により、受入医療機関が早く見つかるよ
うになるため、いわゆる患者のたらい回しがな
くなり、患者が早く正しい救急医療を受けるこ
とが可能になるとともに、救急医療の大幅な迅
速化と効率化が図れると期待されています。
同社に対しては、「（公財）ひまわりベンチャー

育成基金」による助成に加え、グループのちば
ぎんキャピタルが出資したほか、当行からも「ち
ばぎん研究開発助成制度」をつうじて助成を
行っています。

▪ さまざまな有用成分を含むクロレラの大
量培養技術を確立
本事例は、大学発のベンチャー企業である

「（株）アルガルバイオ（本社：柏市）」の特定
の有用成分を多く含む微細藻類の大量培養
技術に対する助成です。同社は、イオンビー
ム照射技術を用いて、特定の有用成分（さ
まざまな栄養素、オメガ３脂肪酸等のオイル）
を多量に含み、さらに、多様な色を呈するク
ロレラの大量培養を可能にしました。クロレ
ラは、総合栄養食として、また、着色料とし
て、食品・化粧品・化学品等、多くの業界か
ら注目を集めています。こうした有用成分を
従来のような化学由来ではなく、天然由来で
供給可能としたことに同社の技術の特長があ
ります。
同社に対しては、「（公財）ひまわりベン

チャー育成基金」による助成のほか、当行が
新規融資取引により事業化を支援するととも
に、グループのちばぎんキャピタルが出資を
行っています。
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｢持続的経営」に向けた社会課題への取組み

ステークホルダーとのコミュニケーション

株主とのコミュニケーション

●株主、投資家に対するディスクロージャーの充実
株主総会や決算説明会、個人投資家向け
説明会等をつうじて、ディスクロージャーの充
実に努めています。
今後ともさまざまな機会をつうじて積極的

な情報発信に取り組むとともに、株主や投資
家の皆さまからのご意見・ご要望をお聞きし
て、経営改善につなげていきます。

お客さまとのコミュニケーション
●「お客さまの声」を経営に反映
店頭に設置している「お客さまの声カード」や専用フリーダイヤル、ホームページをつうじて寄せ

られたお客さまのご意見やご要望をサービス改善に活かしています。こうした「お客さまの声」は、
定期的に開催される「品質向上委員会」をつうじて経営改善にも活かしています。

●お客さまアンケートを中期経営計画に反映
今回の中期経営計画の策定にあたり、約8千先の個人と法人のお客さまに対してアンケートを実
施（回収率20％）し、千葉銀行のイメージや評価、職員の評価について率直なご意見をいただき、
中期経営計画に反映させました。

●ひまわり定期講演会の開催
グループのちばぎん総合研究所では、毎
年各地域で開催する定期講演会に多くの会員
さまをお招きしており、当行役員やグループ
会社社長、各地域の支店長が出席して、お
客さまより直接ご意見を拝聴する機会を設け
ています。

千葉銀行グループでは、「ちばぎんグループサステナビリティ方針」のもと、「株主」「お客さま」「従
業員」「地域社会」などのステークホルダーの皆さまとのコミュニケーションの機会を充実させ、さ
まざまなご意見をお聞きして経営改善につなげるとともに、当行グループの活動について情報を発
信しています。

■2019年度の実施状況

第113期定時株主総会
� 来場者数170名
アナリスト・機関投資家向け決算説明会
� 開催回数2回、来場者数366名
個人投資家向け説明会
� 開催回数2回、来場者数74名
海外投資家との面談
� 欧州、北米に訪問
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｢持続的経営」に向けた社会課題への取組み ｜ ステークホルダーとのコミュニケーション

従業員とのコミュニケーション

●営業店職員と役員との意見交換会の実施～現場の声を経営に反映
毎年実施している「役員との意見交換会」では、各職場において、経営陣と従業員が経営方針や

経営課題について意見交換するとともに、そこで出た現場の意見をさまざまな施策の改善につなげて
います。
また、1990年より、モラールサーベイを実施しており、職場全体の意識の動向を把握し、人事
施策に反映させています。

●中期経営計画の策定プロセス～若手行員の声を経営計画に反映
今回の中期経営計画の策定プロセスでは、当行営業店・グループ会社の若手行員16名、当行
本部の中堅・若手行員52名を中計策定委員に任命し、国内営業戦略ワーキンググループをはじめ
とする各ワーキンググループ（合計19回）の議論を経て抽出した課題を経営計画に反映させました。

地域社会とのコミュニケーション

●地域の社会貢献活動に積極的に関与
当行役職員と当行OBで構成する「Vネット

クラブ」では、地域のボランティア活動をつ
うじて、地域社会とのコミュニケーションの充
実に取り組んでいます。
（2019年度参加人数：のべ6,245名）
また、地域の社会福祉活動を支援するた
め、公益信託「ちばぎんハートフル福祉基金」
をつうじて、毎年、NPO等の福祉団体に助
成金の交付を行っています。
（助成累計：119件／68百万円）

取締役会での議論

営業店委員
メンバー16名
4回開催

本部委員
メンバー52名
15回開催

課題提言

■中期経営計画の策定プロセス ■中計策定委員による会議風景

■ちばぎんハートフル福祉基金助成金交付式
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