
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

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（重要課題）のもと、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ています。

ちばぎんグループサステナビリティ方針と持続的経営の考え方

マテリアリティ（重要課題）特定のプロセス

「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。

ESG推進委員会
当行では、ESG課題をはじめ、広くサステナビリティに関する取組みを組織横断的に議論し、推進す

るため「ESG推進委員会」を設置しています。同委員会は、頭取を委員長とし、半期毎に開催してい
ます。特に現在、世界的な懸念事項となっている気候変動リスクについても、その評価・管理について
の議論を行い、取組みを協議しています。

SDGsの把握と「持続的経営」の意義確認、当行のCSR活動の総括

国際的な社会課題と日本・千葉県の社会課題を網羅的に抽出

千葉県との意見交換、課題の認識と若手意見の集約、マテリアリティの整理

2019年5月、5つのテーマによるマテリアリティの特定
(「地域経済・社会」「高齢化」「金融サービス」「ダイバーシティ」「環境保全」)
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ちばぎんグループ
SDGs宣言 主な取組み

対応する
SDGsの
ゴール

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

⃝新型コロナウイルス感染症対応 ………………………P17・18・54
⃝地域商社の設立 ……………………………………………… P35・44
⃝産業・新技術の育成 ………………………………………… P49・50
⃝地方創生の支援 ……………………………………………… P33・34
⃝農業法人の運営 …………………………………………………… P33
⃝TFT（Table For Two）の取組み ……………………………… P48
⃝「ちばぎんハートフル福祉基金」における助成金交付 …………… P54
⃝BCPの強化 …………………………………………………… P10・73 

高
齢
化

高齢者の安心・
安全な生活を支
えます

⃝「ちばぎん財産管理信託」の取扱開始 …………………………… P30
⃝相続関連業務・信託業務 ………………………………………… P30
⃝「人生100年時代・課題解決コンソーシアム」の創設 ………… P30
⃝認知症サポーターの育成 ………………………………………… P67
⃝高齢者見守りネットワーク事業 …………………………………… P67
⃝AEDと車いすの設置 ……………………………………………… P67
⃝医療機関への支援 ………………………………………P17・48・54
⃝振り込め詐欺等金融犯罪対策 …………………………………… P66

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

⃝「ちばぎんアプリ」の機能追加 ………………………………… P29・43
⃝「ちばぎんビジネスポータル」の導入 ………………………… P31・43
⃝ICTコンサルティング業務 …………………………………… P32・44
⃝店頭受付システム（「TSUBASA Smile」) …………………… P29・44
⃝住宅ローン電子契約システム …………………………………… P29
⃝TSUBASAちばぎんVisaデビットカード …………………………… P44
⃝TSUBASAちばぎんキャッシュレス加盟店サービス ……………… P44
⃝リモートでの金融コンサルティングサービスの提供 ……………… P36
⃝電力データ活用サービスの提供 ………………………………… P36

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

⃝人権方針の制定 …………………………………………………… P51 
⃝企業行動指針 ……………………………………………………… P65
⃝健康経営宣言 ……………………………………………………… P54
⃝女性活躍の推進 ……………………………………………… P51・52
⃝多様な人材の活用 ………………………………………………… P51
⃝働き方改革の実現 …………………………………………… P10・40

環
境
保
全

持続可能な環境
の保全に貢献し
ます

⃝環境に配慮した新本店ビルの竣工 ………………………… P10・47
⃝気候変動対策への取組み（TCFD提言に基づく開示） ……P55～58
⃝CO₂排出量の推移 ……………………………………………… P57
⃝環境方針の制定 …………………………………………………… P47
⃝再生可能エネルギー事業関連融資 ……………………………… P58
⃝サステナブル・ファイナンスの目標設定 ………………………… P58
⃝環境配慮車の導入 ………………………………………………… P47
⃝森林整備活動（ちばぎんの森） ………………………………… P48
⃝清掃活動（クリーンウォーク等） ………………………………… P48

関連ページ
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「ちばぎんグループSDGs宣言（5つのマテリアリティ）」と主な取組み
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」「環境保全」の5つの分野のマテリアリティを、中期経営
計画の重要戦略に組み入れ、地域の課題解決に向けて具体的な活動に取り組んでいます。

｢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
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｢持続的経営」に向けた社会課題への取組み

環境対策と社会貢献

主な取組み

●「ちばぎんグループ環境方針」の制定
昨年11月、千葉銀行グループは「ちばぎんグループ環境方針」を制定しました。
本方針では、地球温暖化の進展に伴い、世界で環境に対する危機感がかつてないほどの高まり

をみせるなか、環境保全に対する当行グループの取組姿勢を明文化しました。
特に気候変動リスクに関しては、その重大性を認識のうえ、「脱炭素社会の実現に向けた取組み」

を図るとしています。
今後も引き続き、当行グループのCO₂排出量の削減だけでなく、金融支援等をつうじて社会全

体のCO₂排出量の削減に注力していきます。

ちばぎんグループ環境方針の詳細については、当行のウェブサイトをご参照ください。
https://www.chibabank.co.jp/company/sustainability/policies/environment.html

●環境に配慮した新本店ビルの竣工

昨年竣工した新本店ビルは、太陽光発電設備
のほか、環境性能を高めた複合的な空調システ
ムを備えるなど、環境の指標であるCASBEEの

「S」ランクに相当します。
また、災害時には地域のために開放することも

想定しており、地域の防災拠点としての機能も
併せ持っています。

※特集Ⅰ新本店ビルの竣工はP9をご参照 ▶

●環境配慮車の積極的な導入
当行では、水素燃料自動車や電動自動車ある

いはガソリンハイブリッド車等の「環境配慮車」
を積極的に導入しています。

次世代の新エネルギーの代表である水素を
活用した水素燃料自動車（トヨタ・MIRAI）を
2014年から導入しています。また、電動自動車
やガソリンハイブリッド車等については当行全店
の営業車等で累計200台以上導入しています。

地球温暖化の進展に伴い、環境問題に対する危機感はかつてないほどの水準にまで高まっていま
す。また、「誰ひとり取り残さない」ということがSDGsの理念となっていますが、依然として飢餓に
苦しむ人たちも少なくありません。
当行では、地球環境問題を人類共通の課題であると認識するとともに、持続可能な地域社会の
実現を図るため、食糧支援等を中心とした社会貢献活動に力を入れています。

■環境性能を高めた複合的な空調システム

■新型MIRAI
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●森林整備と清掃活動
当行では、2003年より森林整備活動として「ちばぎんの森」による植樹・育樹に努めてきました。
過去に5か所の「ちばぎんの森」の植樹を実施し、当行役職員やOB等のボランティアによる定期

的な下草刈り等を行い、育樹活動を継続してきました。
また、2003年6月より、「九十九里浜クリーンウォーク」をスタートして以降、役職員やOBのボ

ランティアにより定期的に開催し、環境美化活動につとめています。過去、印旛沼をはじめとして県
内各地でのクリーンウォーク活動や店舗周辺の清掃活動を行っています。

●TFT（Table For Two）の開始
現代社会において途上国などでは依然として飢餓に苦し

む人たちが少なくありません。一方、先進国では栄養過多
による成人病等の健康障害が生じています。これら双方の
解決を目指す取組みがTFT（Table For Two）です。

TFTとは、対象のヘルシーメニューを注文するとTFT事務
局をつうじて1食当たり20円が途上国に寄付される食料支
援プログラムで、当行では本店ビルの従業員食堂において
本年1月より実施しています。なお、1食当たりの寄付金額
20円は途上国の食事1食分に相当するとされています。

●フードバンクをつうじた食糧支援の実施
昨年9月、当行は、フードバンクちば及び社会福祉法人

千葉県社会福祉協議会と「食品提供等に関する包括連携協
定」を締結し、生活困窮者への食品提供をつうじた社会貢
献活動を開始しています。

今回の社会貢献活動にはグループのちばぎん証券も賛同
を表明しており、同様の三者間連携協定を締結しています。

●寄付型私募債引受けによる社会貢献
当行では、私募債発行手数料の一部を発行企業が指定する学校や自治体等に寄贈・寄付する

「地方創生私募債（未来はぐくみ債）」「スポーツ応援私募債（ちばスポーツ債）」「医療応援私募債（医
療に感謝債）」を取り扱っています。

本年3月末までの私募債発行（引受）総額は700億円、寄贈・寄付金総額は113百万円に達して
います。

｢持続的経営」に向けた社会課題への取組み ｜ 環境対策と社会貢献　

■TFTヘルシーメニューの一例

地方創生
私募債

スポーツ応援
私募債

医療応援
私募債 合計

取扱件数（件） 585 53 63 701

発行額（億円） 572 48 79 700

寄贈・寄付額（百万円） 97 7 8 113
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｢持続的経営」に向けた社会課題への取組み

産業・新技術の育成

産業育成への取組み

●産業や新技術に対する各種の助成・支援・表彰制度
当行および当行が出捐する公的財団法人による、産業や新技術に対する助成・支援・表彰制度

は多岐に亘っており、2020年度までの実績は以下のとおりです。

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」を掲げています。将来の地域経済を支える産業や
新しい技術を育成・支援することは、地域のトップバンクとしての使命です。
これまで、フィンテック企業やベンチャー企業の助成・育成、産学連携による研究開発への助成、
起業家志向のある学生向けのコンテストの開催のほか、海外派遣事業への寄付をつうじた企業の人
材育成などに取り組んでいます。

■各制度による助成・支援・表彰実績�（2020年度までの累計）

●T&Iイノベーションセンター～フィンテックによるビジネス化を支援
近年の急速な情報通信技術の進展に伴い、「フィンテック」と呼ばれる、金融をめぐる様々な革新

的なサービスの開発が国内外で進められています。2016年、当行含む「TSUBASA金融システム
高度化アライアンス」に参加する地方銀行6行と日本アイ・ビー・エム㈱との共同出資により、フィ
ンテックに関する調査・研究やフィンテックを活用した新たな金融サービスの企画・開発等を専門的
に行うことを目的としてT&Iイノベーションセンターを設立しました。

同社では、既に革新的な金融サービスを提供している多くのベンチャー企業と幅広く連携し、優
れた金融サービスのスピーディーな実現に取り組んでいます。
「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、過去2回の開催で延べ12先を表彰しています。

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：221件／676百万円
家賃補助：119件／64百万円

ちばぎん研究開発助成制度 48件／48百万円

ちばぎん学生版ビジネスアイデアコンテスト 36件
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｢持続的経営」に向けた社会課題への取組み ｜ 産業・新技術の育成　

●「（公財）ひまわりベンチャー育成基金」～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」は、千葉県内のベンチャー企業の支援を行うことで、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を目的としてい
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社を超えています。

●「ちばぎん研究開発助成制度」～産学連携による研究開発を支援
「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。
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

成長をサポートすることで、地域の産業および経済の発展に貢献していきます。

●「ちばぎん・はまぎん学生ビジコン2020」～学生の起業家志向を育成・表彰
当行では、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）向上を目的として、2012年より8回にわ
たり「ちばぎん学生版ビジネスアイデアコン
テスト」を開催してきました。

昨年度は、「千葉・横浜パートナーシップ」
の連携施策として、「ちばぎん・はまぎん学生
ビジコン2020」を当行と横浜銀行が共催し
ました。

過去のコンテスト受賞者のうち8組が起業
を果たしており、起業を目指す受賞者には、
個別相談や各種公的支援策の紹介など起業
に向けた様々なサポートを行っています。

産業を支える人材育成への取組み

●「（公財）ちばみらい財団」～海外派遣事業による人材育成を支援
「（公財）ちばみらい財団」は、千葉県経済の将来を担う人材の育成をめざし、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。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。

この取組みは、経済成長著しいアジア諸国等の産業・経済動向の実情調査、海外に進出してい
る日本企業への訪問による情報収集、現地の経済団体との意見交換などをつうじて、国際的視野
の広い地域産業人の育成を目的としています。

■�「ちばぎん・はまぎん学生ビジコン2020」
表彰式
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｢持続的経営」に向けた社会課題への取組み

人権とダイバーシティ

主な取組み

●「ちばぎんグループ人権方針」の制定
昨年11月、当行グループでは「ちばぎんグループ人権方針」を制定しました。
同方針では、あらゆる差別の解消や人権侵害を容認しない旨を明文化しているほか、お客さまやサ

プライヤーに対しても人権を尊重し、侵害しないことを求めています。

ちばぎんグループ人権方針の詳細については、当行のウェブサイトをご参照ください。
https://www.chibabank.co.jp/company/sustainability/policies/human_rights.html

●グループ全体で多様な人材を活用
当行グループでは、60歳定年退職者の再雇用

制度である「シニアスタッフ制度」を導入し、経験や
能力のあるシニアスタッフがさまざまな職場で活躍
しています。

2019年7月からは、65歳超の当行勤務経験者を雇用する「シニアパートナー制度」を創設しました。
また、障がい者雇用の特例子会社であるちばぎんハートフルでは、2019年9月に「障害者雇用優良

事業所等厚生労働大臣表彰」において、同社社員が職業人として模範的な業績をあげている優秀勤
労障害者として表彰されました。

●「令和2年度 地方創生に資する金融機関等の『特徴的な取組事例』」の選定
本年3月、地域における女性活躍推進プロジェ

クト「輝く女性の活躍を加速するちばのリーダーの
会」※２への参画が、内閣官房まち・ひと・しごと創
生本部の「令和2年度 地方創生に資する金融機関
等の『特徴的な取組事例』」に選定されました。

今回の選定において、地域の産・官・学のリー
ダーが参加する「輝く女性の活躍を加速するちばの
リーダーの会」の賛同企業として、同会主催の異
業種交流会に積極的に参加するなど、地域におけるネットワーキングを進めながら女性活躍推進に
取り組んでいることが高く評価されました。

※2  千葉県における女性活躍推進の裾野を広げ、意欲・能力のある女性の積極登用を進めていくため、県内のリーダーが主導して社会的ムーブメントを起
こし、それを地方創生につなげていくことを目的とした組織。

企業はヒトであり、役職員の力を発揮させるには、あらゆる差別等を排除し、人権の尊重をその
根底に置くことが重要となります。また、多様な人と人が連携し、お互いの持ち味を活かすことで、
環境の変化に柔軟かつスピーディに対応できる組織を創ることが可能となります。
千葉銀行グループでは、多様な人材が互いに尊重し合い、いきいきと活躍する風土を醸成するた

め、ダイバーシティ推進を持続的成長のための経営戦略と位置付け、積極的に体制の整備に取組
んでいます。

障がい者雇用者数※1 158人
※1　 2020年度のグループの障がい者雇用率算定用の数値

■障がい者雇用数に関するデータ
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｢持続的経営」に向けた社会課題への取組み ｜ 人権とダイバーシティ

①女性登用数
　　取締役 3名
　　執行役員（部長） 1名
　　部長・担当部長 6名
　　支店長・所長・副部長 25名
②女性管理職比率 20.0％
③女性リーダー職比率 31.6％

（いずれも2021年7月現在）

④企業内保育所 県内3か所
⑤男性育休取得率 114.8%

（2020年度現在）

■ダイバーシティに関する外部評価

■女性活躍に関するデータ ■仕事と育児の両立支援に関するデータ

「新・ダイバーシティ経営企業100選プライム」選定 「MSCI日本株女性活躍指数（WIN）」構成銘柄 

「なでしこ銘柄」（4年連続） 「プラチナくるみん」認定 「えるぼし」3段階目認定

●「2021 J-Winダイバーシティ・アワード」アドバンス部門の大賞受賞
本年3月、当行は、特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノ

ベイティブ・ネットワーク（略称：NPO法人J-Win）が主催する「2021 
J-Winダイバーシティ・アワード」において、アドバンス部門の大賞を受
賞しました。なお、地方銀行が大賞を受賞するのは、各部門をつうじ
て当行が初となります。

今回の受賞は、当行がダイバーシティ推進を経営戦略の中核に位置
付け、経営トップによる強力なリーダーシップのもと、役職員一丸となっ
て女性のキャリア意識向上や登用促進、従業員の意識改革を続けてい
ること、また業界や地域に対しても影響力を発揮し、活動をリードして
いることなどが評価されました。

MSCI指数への株式会社千葉銀行の組み入れ、およびMSCIのロゴ、商標、サービスマーク
または指数名称の使用は、MSCIまたは関連会社による株式会社千葉銀行への後援、推奨、
宣伝ではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名
称およびロゴは、MSCIまたはその関連会社の商標もしくはサービスマークです。
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｢持続的経営」に向けた社会課題への取組み

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
当行では、「お客さまの声」を経営改善に活用しています。
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、ホームページ等をつうじて寄

せられたお客さまのご意見やご要望等を「品質向
上委員会」に報告するとともにサービス改善に活か
す取組みを継続的に行っています。

株主とのコミュニケーション

●株主総会と決算説明会
当行では、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。
昨年度は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、アナリスト・機関投資家向け、個人投資家

向け説明会および海外投資家との面談はオンラインにて開催しました。
今後とも様々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・ご要望を伺い、経営改善につなげていきます。

「持続的経営」を実現するためには、ステークホルダーの皆さまから何を求められているかをよく
知り、それを商品・サービスの向上に反映させていくことが何よりも重要であると考えています。
千葉銀行グループでは、「お客さま」「株主」「従業員」「地域社会」などのさまざまなステークホ

ルダーの皆さまと多くコミュニケーションを図る仕組みをつくり、ステークホルダーの声を積極的に
経営改善に反映させています。

ステークホルダーとのコミュニケーション

第114回定時株主総会 来場者数39名
アナリスト・機関投資家向け決算説明会※ 開催2回、参加者数296名
アナリスト・機関投資家向けその他説明会※ 開催3回、参加者数182名
個人投資家向け説明会※ 開催2回、参加者数3,209名
海外投資家との面談※ オンライン面談の実施
※オンラインにて実施

●株主優待制度の拡充
当行は、株主さまの日頃のご支援にお応えし、より多くの方々に当行の株式を長期にわたり継続し

て保有していただくため、2007年11月より株主優待制度を導入しており、株主の方のご意見にお応
えして制度内容を拡充しました。

本年3月末を基準日とする株主優待制度に「寄付コース」を新たに追加し、株主さまへの優待品贈
呈に代えて、優待品相当額を日本赤十字社千葉県支部またはちば環境再生基金へ寄付することがで
きるようになりました。

■ 2020年度の実施内容

■当行ホームページ「お客さまの声」
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従業員とのコミュニケーション

●営業店の声を経営に反映
各営業店では、「役員との意見交換会」を毎年実施しています。それぞれの営業店において、経

営方針や経営課題を役員と従業員が共有するとともに、職場の生の声を取り入れて、さまざまな施
策の改善につなげています。

また、1990年より、職場全体の意識の動向を把握するためモラールサーベイを実施しています。
サーベイの結果は、さまざまな人事施策に反映させています。

●健康経営の実践
健康経営とは、企業が従業員一人ひとりの健康保持・

増進や働きがい向上を図るため、健康関連の施策を積極
的に行っていくことです。従業員が心身ともに健康で働き
がいのある会社づくりを進めることが、お客さまへの良質
なサービス提供につながるという考えのもと、「健康経営
宣言」を制定し、健康経営を推進しています。

｢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

【健康経営宣言】千葉銀行は、従業員の心身の健康保持・増進や感染症予防に向けた取組みを進め、多様な人材
が働きがいを持って活躍できる会社づくりに努めることで、お客さまや地域社会のパートナーとして地域経済の持続
的な発展に貢献します。

地域社会とのコミュニケーション

●コロナ禍での地域社会への貢献
昨年6月、当行は、新型コロナウイルス感染症対策に取り組む千葉県に対し、5百万円を寄付しま

した。この寄付金は、医療・福祉、事業者支援、教育など、千葉県が実施する様々な分野の感染
症対策事業に役立てられます。また、当行は昨年5月に地域医療の中核的な存在である千葉大学医
学部附属病院へフェイスシールドを寄贈したほか、本年2月には、同病院に対して1千万円を寄付し
ました。

こうした取組みは、地域金融機関としての支援の一環であり、今後も本業をつうじた支援とあわ
せ、継続していきます。

●「ちばぎんハートフル福祉基金」における助成金交付
昨年9月、当行は、2020年度の公益信託「ちばぎんハートフル福祉基金」において、14団体に

対し、総額800万円の助成金を交付しました。この基金は、千葉県内で主たる事業を実施する社会
福祉法人･ボランティア団体の皆さまが行う、障がい者福祉、高齢者福祉、児童福祉などの社会福
祉活動や、障がい者スポーツ運営を資金面からお手伝いするものです。今回の助成を含め、これま
での助成金交付実績は、133件／76百万円となりました。

■新入行員への健康教育
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TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）への対応
当行では、2019年12月にTCFD提言に対する賛同表明を行い、気候変動による影響に関する

情報開示を積極的に行っています。

ガバナンス
⃝ 気候変動を含む環境への取組みを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

り組む重要課題（マテリアリティ）の一つとして定めています。
⃝ 経営会議・取締役会での議論を経て策定された現中期経営計画において、気候変動への対応を

含むSDGsへの取組強化を重要戦略として組み込んでいます。
⃝ 頭取を委員長とするESG推進委員会において、気候変動リスクに関する評価・管理についての議

論を行っています。また、気候変動リスクに関する重要な取組事項については、経営会議での議
論を経て取締役会に付議、報告を行っています。

⃝ 昨年11月には、「ちばぎんグループ環境方針」を制定しました。気候変動に関するリスクへの対応
が地球環境にかかる重大な課題であることを認識したうえで、「脱炭素社会」の実現を目指した取
組みを実施することを定めています。

戦　略
⃝ 短期（5年）、中期（10年）、長期（30年）の時間軸で気候変動に伴うリスク（物理的リスク、移行リ

スク）と機会を定性的に分析しています。
⃝ 気候変動に伴うリスクと機会を以下のとおり認識し、「脱炭素社会の実現」を目指した取組みとし

て、当行グループによるCO₂排出量の削減のほか、再生可能エネルギー関連融資をはじめとする
サステナブル・ファイナンスの強化等を行っています。

リスク
物理的
リスク

大規模風水災等の発生による不動産担保の損壊等による信用リスクの発生（短期～長期）
同様にお客さまの営業拠点被災に伴う事業停滞による信用リスクの発生（短期～長期）
同様に当行拠点の毀損によるオペレーショナル・リスクの発生（短期～長期）
海面上昇によるお客さまの営業拠点被災に伴う事業撤退による信用リスクの発生（長期）

移行
リスク

気候変動に関する規制や税制等の変更に伴うお客さまの事業への影響に伴う信用リスクの発生（中期～長期）
脱炭素関連技術の失敗や市場の変化に伴うお客さまの事業への影響に伴う信用リスクの発生（中期～長期）

機会 再生可能エネルギー関連融資やお客さまの脱炭素社会への移行を支援する金融商品・サービスの提供等、�
ビジネス機会の増加（短期～長期）
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（短期～長期）
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（中期～長期）

昨年10月、菅首相は「2050年カーボンニュートラル」を宣言しました。地球温暖化に伴う異常
気象等をはじめとする気候変動による影響については、世界的な懸念事項となっており、今世紀半
ばまでの脱炭素の達成が主要国の間で共通の目標となっています。
当行では、「脱炭素」に向けた取組みを喫緊の重要課題と認識し、気候変動リスクに対する対応

を強化していきます。

気候変動への対応
｢持続的経営」に向けた社会課題への取組み

特 集 Ⅳ
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｢持続的経営」に向けた社会課題への取組み ｜［特集Ⅳ］気候変動への対応

●シナリオ分析

▍物理的リスク
⃝ 物理的リスクについては、台風・豪雨等風水災による千葉県内における当行不動産担保の損壊に

よる担保価値影響額を分析対象としました。
⃝ 2019年秋、当行の主要営業基盤である千葉県では、「房総半島台風」や「東日本台風」、それに

続く大雨により未曽有の風水災を被りました。今回、同風水災による千葉県の被災データおよび
2℃シナリオ・4℃シナリオに基づく将来的な台風による被災状況に関する試算等を踏まえ、2050
年までの物理的リスクの分析を実施しました。

⃝ 物理的リスクに関する分析結果は以下のとおりです。

データおよびシナリオ 2019 年秋の「房総半島台風」「東日本台風」およびそれに続く大雨に伴う千葉県内に
おける建物被災データ
IPCC の RCP2.6 シナリオ（2℃シナリオ）および RCP8.5 シナリオ（4℃シナリオ） 

分析内容 台風・豪雨等風水災による当行不動産（建物）担保の損壊等による担保価値影響額

分析対象 千葉県内の不動産担保（住宅ローンを除く一般貸出のみ） 

分析期間 2050 年まで

リスク量 与信関係費用に影響する担保価値影響額：30 ～ 40 億円

▍移行リスク
⃝ TCFD提言が推奨するセクター等を対象に定性的な分析を行った結果、最も移行リスクが高いと

考えられるセクターとして「石油・ガス、石炭」および「電力・ユーテリティ」セクターを特定しました。
⃝ また、TCFD提言が推奨する定義を踏まえた「炭素関連資産※１」の当行貸出金等に占める割合は、

2021年3月末時点で1.1％程度ですが、この「炭素関連資産」は、上記の「石油・ガス、石炭」お
よび「電力・ユーテリティ」セクターと一致するものであり、移行リスクの分析対象（国内のみ）とし
て選定しました。

⃝ 移行リスクの分析に際しては、国際エネルギー機関（IEA）のWorld Energy Outlook レポートの
持続可能な開発シナリオ（SDSシナリオ）等における資源需要や発電における電源別構成に関する
将来予測データおよび炭素税の予測データ等を使用し、2050年までの融資先に対する財政状態
や経営成績に関する変化についての予想を行い、与信関係費用の変化を分析しました。

⃝ 移行リスクに関する分析結果は以下のとおりです。

シナリオ IEA の SDS シナリオ

分析対象 「石油・ガス、石炭」「電力ユーティリティ」セクター（国内）

分析期間  2050 年まで

リスク量 与信関係費用の増加額：最大で 140 億円

当行貸出金等に占める炭素関連資産の割合：1.1％程度
※1　 炭素関連資産 

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2021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。
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｢持続的経営」に向けた社会課題への取組み

特集Ⅳ：気候変動への対応

リスク管理

▍気候変動リスクの特定と管理態勢
⃝ 当行では、気候変動リスクが、地球環境に重大な影響をもたらすリスクであると認識しています。
⃝ 気候変動に関連する物理的リスクや移行リスクに関する定性的および定量的な分析結果を踏まえ、

当行取引先の事業活動に及ぼす信用リスクや当行拠点にかかるオペレーショナル・リスクを中心に
総合的な管理を実施していきます。

▍気候変動リスクを踏まえた融資ポリシーの公表等
⃝ 昨年5月、当行では、地球温暖化等気候変動リスクを含む地球環境に影響を及ぼす特定のセクター

に関する融資ポリシーを公表しました。
⃝ 同ポリシーでは、地球温暖化に直接的な影響を及ぼす石炭火力発電所向け与信の厳格化（「新設

の石炭火力発電所向け与信には原則として取り組まない」）等を含む当行の与信上の取組姿勢を明
文化しています。

特定のセクターにかかる融資ポリシーの詳細については、当行のウェブサイトをご参照ください。
https://www.chibabank.co.jp/company/sustainability/policies/financing.html

指標と目標

▍CO₂排出量の推移

当行グループのCO₂排出量の推移はグ
ラフのとおりです。

昨 年 度のCO₂排 出 量は、1 9,0 1 6t-
CO₂であり、単位面積当たりCO₂排出量※ 

は72.7㎏-CO₂/㎡と、2013年度から昨
年度にかけて△25.1％の削減となりまし
た。（CO₂の総排出量が増加した要因は、
昨年9月に新本店が竣工し、増床となっ
たためです。）

なお、当行グループでは、CO₂排出量
の削減目標について「2030年度CO₂排
出量を2013年度比△26％削減する」こと
としておりましたが、脱炭素社会の実現
に向けた取組み強化の観点から現在、目
標の見直しを検討しています。

※　 CO₂排出量（絶対値）は、省エネ法の定期報告書における当
行のCO₂排出量に当行営業車の使用による排出量を加算。
さらにグループ会社の上記基準に準拠したCO₂排出量を加
算して算出。

2020年度CO₂排出量は
2013年度比△25.1％削減

■ CO₂排出量（絶対値）（t-CO₂）　　●　 単位面積当たりCO₂排出量（Kg-CO₂/m²）

97.1

77.7 76.9 72.7

22,748
18,986 18,783 19,016

2013年度 2018年度 2019年度 2020年度

■過去3年のSCOPE別排出

■CO₂排出量の推移

2018年度 2019年度 2020年度
SCOPE1 2,591 2,493 2,425
SCOPE2 16,395 16,290 16,591
SCOPE3※ — — —
総CO₂排出 18,986 18,783 19,016

※ SCOPE3 については未算定

（t-CO₂）
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【参考】 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、風力発電等、再生可能エネルギーに関

連する融資やプロジェクトファイナンスに積極的に取り組んでいます。
当行の再生可能エネルギー関連融資による発電量は、約550万MWH、電力供給が可能な

世帯数は約150万世帯（理論値）にのぼります。
また、同発電によるCO₂削減効果は約250万t-CO₂にのぼります。

千葉銀行 統合報告書 2021 58

「
持
続
的
経
営
」に
向
け
た

社
会
課
題
へ
の
取
組
み

｢持続的経営」に向けた社会課題への取組み ｜［特集Ⅳ］気候変動への対応

▍サステナブル・ファイナンス目標
金融機関として「脱炭素社会」の実現に向けて最も社会的貢献に資する取組みは、融資等による

ファイナンスであり、以下のとおりサステナブル・ファイナンス及び環境系ファイナンスの実行金額の
目標を設定しました。

サステナブル・ファイナンス実行額目標（2019年度－2030年度） 2兆円
うち環境系ファイナンス実行額目標 1兆円

なお、「サステナブル・ファイナンス」とは、環境課題や社会課題の解決を資金使途とするファイナ
ンスであり、お客さまのESGやSDGsへの取組みを支援するファイナンスを含みます。

太陽光発電 1,301億円

バイオマス発電 132億円

風力発電 113億円

水力発電 3億円

合計 1,549億円

全国

うち千葉県内案件

年間発電量 約550万MWH 約180万MWH

電力供給可能世帯数 約150万世帯 約50万世帯

CO₂排出削減量 約250万t-C0₂ 約80万t-C0₂

■再生可能エネルギー関連融資残高

■�主な環境系プロジェクト
ファイナンス案件

■�再生可能エネルギー関連融資による�
電力供給可能世帯数

● 太陽光
● バイオマス
● 風力
● 洋上送電設備

愛知田原
バイオマス発電

日本  直近1年間貸出実行先（2020年４月～ 2021年3月）
欧州  貸出残高のある先（2021年3月末現在）

欧州

市原八幡埠頭
バイオマス発電

群馬新巻
メガソーラー

（2021年3月末）
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