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企業・団体名 株式会社 中国銀行 

代 表 者 名 取締役頭取 加藤 貞則 

 

 

 次のとおり真庭市とともに持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に貢献することを宣

言します。 

 

１ 関係するＳＤＧｓ目標（ゴール） （○を入れてください。）複数選択可 
(①貧困) 

 

○ 
(②飢餓）

 

○ 
(③保健)

 

○ 
(④教育) 

 

○ 

(⑤ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ)

 

○ 
（⑥水･衛生）

 

○ 
(⑦ｴﾈﾙｷﾞｰ) 

 

○ 
(⑧成長･雇用)

 

○ 

(⑨ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ)

 

○ 
(⑩不平等)

 

○ 
(⑪都市) 

 

○ 
(⑫生産･消費)

 

○ 

(⑬気候変動)

 

○ 
(⑭海洋資源)

 

○ 
(⑮陸上資源)

 

○ 
(⑯平和) 

 

○ 

(⑰実施手段)

 

○  

 

２ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に貢献する内容 

中国銀行グループは、「地域のお客さま・従業員と分かち合える豊かな未来を共創する」と

いう長期経営計画の長期ビジョンのもと、事業活動を通じて SDGs の達成に貢献し、地

域社会とともに持続的に成長していくことを目指し別紙の通り地域の社会・環境課題に

取組んでいくことを宣言します。 

 

企業・団体の事業等において、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成にどのように貢献するか、１で

○を入れたＳＤＧｓ目標(ゴール)の達成にどのように貢献するかなどを記載してください。 
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中国銀行グループは、「地域・お客さま・従業員と分かち合える豊かな未来を共創する」という長期経営計画の
長期ビジョンのもと、事業活動を通じてSDGsの達成に貢献し、地域社会とともに持続的に成長をしていくことを
目指し次に掲げる地域の社会・環境課題に取組んでいくことを宣言します。

ちゅうぎんSDGs宣言

1

地域経済とコミュニティの
活性化に貢献する

地域経済
・社会

高齢者の安心・安全な
生活を支える高齢化

より良い生活をおくるため
の金融サービスを提供す
る

金融サービス

ダイバーシティ・働き方改
革を推進するダイバーシティ

持続可能な環境の保全
に貢献する環境保全

重点課題

• 終身の資産運用・管理ニーズへの対応
• 資産承継の支援
• 医療・介護事業者向けの支援

• NISA等による計画的な資産形成促進
• 教育ローン、シニアローン等による幅広な対象者への支援
• 金融リテラシー教育の実施
• DXの推進

• 再生可能エネルギー事業への取組み推進
• 環境関連ビジネスへの支援
• 環境負荷の軽減(ペーパーレス化等)

主な取組み(取組み予定を含む) 対応する目標
• まちづくりへの積極的な関与
• 地域共創のための場（プラットホーム）の提供
• スタートアップから事業承継までの幅広いソリューション提
供

• 女性の長期的なキャリア形成に向けた支援
• 多様な人財が活躍できる環境整備
• 働きがいと成長の場を提供



中国銀行のSDGｓに関する取り組み
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【ちゅうぎんの森整備】
過去に台風被害を受けた真庭市の森林の一部を「ちゅうぎんの森」と名づけ、2008年
から整備事業を実施。
【「岡山県二酸化炭素森林吸収評価認証制度」の認証取得】
森林が吸収したと計算される二酸化炭素量の「岡山県二酸化炭素森林吸収評価認
証制度」を取得。

【TSUBASAアライアンスの締結】
2015年中国銀行、千葉銀行、第四銀行にて発足し、順次加盟行が拡大

【岡山イノベーションプロジェクト】
創業支援の一環として、岡山イノベーションプロジェクトを実施。

2015年

2017年

2008年

【観光への取組み】
「滞在型観光まちづくりプロジェクト推進業務」を受託。

【金融商品購入手続きのペーパレス化への対応】　
タブレット端末を活用して金融商品販売をペーパレスでおこなうサービスを開始。2018年



中国銀行のSDGｓに関する取り組み

3

【SDGs私募債取扱開始】
【公募売出仕組債取扱開始】　サステナブル・ディベロップメント・ボンド

【ソーシャルインパクトボンド（SIB）事業】　「おかやまケンコー大作戦」

　【ＴＳＵＢＡＳＡ　ＳＤＧｓ宣言】
【おかやま共創パートナーシップの締結】
　

【西粟倉村小水力発電事業への融資】
村を縦断する吉野川の豊富な水資源を活用することを目的に西粟倉村小水力発電
事業へ融資を行い、支援。

2019年

ちゅうぎんＳＤＧｓ宣言

　 【エコバック配布】（TSUBASA共同施策)
【投資信託商品取扱開始】　　ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド

2020年

地方創生・ＳＤＧｓを第一の柱とする中期経営計画「未来共創プラン　ステージⅡ」
がスタート

　地方創生・ＳＤＧｓの取組み強化を目的として、「地方創生・SDGｓプロジェクト」を
立ち上げ

　

【地域密着型クラウドファンディングサイト開設】「晴れ！フレ！岡山」
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SDGsの具体的な取り組み

地域経済・社会
・地域応援活動の高度化
・創業支援の強化

・晴れフレ岡山（地域密着型クラウドファンディング）
・岡山イノベーションプロジェクト、岡山・香川テックプランター
・会社設立開業Free、会計Freefor中国銀行
・ちゅうぎん創業サポートパッケージ
・滞在型観光まちづくりプロジェクト推進業務
･ソーシャルインパクトボンド（SIB）事業「おかやまケンコー大作戦」

高齢化
・相続関連業務の拡大

・ちゅうぎん遺言信託・遺産整理・遺言代用信託
・個人向けビジネスマッチング
・就活サポートパッケージ「ちゅうぎんずっとサポート」
・認知症サポーター・サービス介助士の整備

金融サービス
・資産形成のサポート
・DX（デジタルトランスフォーメーション）
の推進

・ライフプランセンター休日営業
・SDGs私募債取扱
・【SDGs関連商品】　サステナブル・ディベロップメント・ボンド（TSUBASA共同
施策)、ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド
・ちゅうぎん資産運用ロボアドバイザー
・デジタル通帳、アプリ（J-CoinPay等)

■ダイバーシティ
・女性活躍推進
・障がい者雇用促進
・働き方改革

・ダイバーシティ＆インクルージョン宣言
・「NEXT１０推進室」の設立
・ハートフルセンター設置
・フレックスタイム導入
・「出産育児サポートブック・マネジメントブック」
・にじいろHEARTプロジェクト
・男性育児休暇推進

■環境保全
・ペーパレス
・CO2削減

・金融商品販売におけるペーパレス化
・エコバック配布（TSUBASA共同施策)
・「ちゅうぎんの森」整備
・「岡山県二酸化炭素森林吸収評価認証制度」の認証取得
・西粟倉村小水力発電事業への融資
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ＳＤＧｓに関する当行の取組み（マッピング）

「貧困をなくそう」
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わら
せる。
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【債券投資を通じた社会貢献】
世界銀行のサステナブル・ディベロップメント・ボ
ンドの販売取り扱い。投資を通じて社会に貢献した
いという投資家と世界銀行が開発途上国で展開する
様々なプロジェクトの橋渡し役を担い、インパクト
投資を推進すると同時に持続可能な開発目標に貢献
する。

「飢餓をゼロに」
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改
善を実現し、持続可能な農業を促進する。

【アグリビジネスへの支援強化】
 1次産業者のさまざまなニーズや２次・3次産業者のニー
ズ、外部専門機関等の知識・情報とのマッチングをサポー
トする支援体制。

①ファイナンス支援
  制度融資、ABL、ファンド 等
②異業種の農業参入支援
  会社法人の設立を企画段階から支援
③販路・仕入先情報
  販売先・仕入先の紹介、商談会の開催
④ブランディング支援
  外部専門機関等紹介による商品のブランド化支援
⑤不動産情報
 農業用地の情報提供（植物工場用地等）・有効活用提案

＜支援メニュー＞
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ＳＤＧｓに関する当行の取組み（マッピング）
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【SIBを活用した岡山市の健康ポイント事業支援】
SIB事業に対して融資および出資の支援を行うことで、市民
の健康寿命の延伸と企業の健康経営促進を図る。

【教育機関寄贈型私募債の商品化】
 地域社会への貢献や子どもの成長支援を目的として、
私募債発行企業からいただく手数料の一部で図書や備
品などを購入し、発行企業が指定する地域の教育機関
へ当行と発行企業の連名にて寄贈する私募債。

「すべての人に健康と福祉を」
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生
活を確保し、福祉を促進する。

「質の高い教育をみんなに」
すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教
育を確保し、生涯学習の機会を促進する。
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ＳＤＧｓに関する当行の取組み（マッピング）
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【ダイバーシティの推進】
 組織内の多様性を受入れ、企業を成長・進化させる
ためにダイバーシティを経営課題と位置づけて取組ん
でいる。
 また、女性活躍推進ワーキンググループ「にじいろ
Heartプロジェクト」による活動やダイバーシティを
含む今後１０年を見据えた諸課題に対応するため、
「NEXT10推進室」を立ち上げ。

【「公益信託『百間川』水とみどり基金」の運営】
 「百間川」水とみどり基金とは、百間川およびその周辺
の良好な水辺空間の形成活動をおこなう団体や個人へ助成
するため、財団法人百間川水辺環境管理センターの財産の
拠出を受けて設定された「公益信託」。
 この公益信託は、百間川およびその周辺において、河川
に関する市民の活動、調査研究および環境美化活動の支援
をおこない、河川および河川空間を活用した公共の福祉の
増進に寄与。

「ジェンダー平等を実現しよう」
ジェンダー平等を達成し、すべての女性及
び女児の能力強化を行う。
　

「安全な水とトイレを世界中に」
すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続
可能な管理を確保する。　
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ＳＤＧｓに関する当行の取組み（マッピング）
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【西粟倉村小水力発電事業への融資】
村を縦断する吉野川の豊富な水資源を活用することを
目的に西粟倉村小水力発電事業へ融資を行い、支援。

【地域応援活動実施】
 「地域応援プロジェクト」を通じて、様々なライ
フステージにあるお取引き先企業の事業内容や経営
課題、成長可能性等を適切に評価（＝事業性評価）
し、各種ニーズや課題に対して、最適なソリュー
ションの提供。

「エネルギーをみんなにそしてク
リーンに」
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可
能な近代的エネルギーへのアクセスを確保す
る。

「働きがいも経済成長も」
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべ
ての人々の完全かつ生産的な雇用と働き
がいのある人間らしい雇用を促進する
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ＳＤＧｓに関する当行の取組み（マッピング）
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【岡山イノベーションプロジェクト】
 創業支援の一環として、岡山イノベーションプロ
ジェクトを実施。
（目的）
・岡山県・備後地域における創業・第二創業者の創出
のため、県内の支援機関（産・学・官・金・労・言）
が連携し、創業検討期から事業化までを一貫支援する
創業・第二創業者支援プラットフォームを構築する。
・コンテストに学生部門を設け、学生や進路指導教員
と協賛企業との接点を作り、地元就職の推進を図る。
 

【ヘルプマークの認知度向上】
 「ヘルプマーク」の認知度の向上を目的に、営業店、
住宅ローンセンター、ライフプランセンターへポス
ター、リーフレットを掲出。
従業員に「ヘルプマーク」の周知を図り「ヘルプマー
ク」を付けたお客さまが来店された場合は、援助が必
要かどうかを配意し、必要に応じてお声かけするなど、
適切な応対ができるよう努めている。
「ヘルプマーク」とは
…義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病、妊
娠初期の方など外見からは病気や障害がわかりづらい方で、
周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることで援
助を得やすくなるよう東京都が作成したマーク

「産業と技術革新の基盤をつく
ろう」
強靭なインフラ構築、包摂的かつ持続可能
な産業化の促進及びイノベーションの推進
を図る。

「人や国の不平等をなくそう」
 各国内及び各国間の不平等を是正する。
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ＳＤＧｓに関する当行の取組み（マッピング）
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【観光への取組み】
「滞在型観光まちづくりプロジェクト推進業務」を受託。
観光事業者、宿泊施設など観光の担い手となる事業者や
観光ボランティアガイド、市民を対象に、現在の観光動
向やインバウンドの受入方法、体験プログラムの必要性、
他市事例といった自立的な観光産業にかかる観光セミ
ナーを開催し、おもてなしマインドの醸成を図る。

【金融商品購入手続きのペーパレス化への対応】 
2018年11月26日（月）より、タブレット端末を活用して
金融商品販売をペーパレスでおこなうサービスを開始。
タブレット端末を利用し、ペーパレスで金融商品のご購入
手続きを完了できるようにすることで、お手続きにかかる
時間の短縮や書類への記入負担の軽減を図っている。

・空き家解体ローン
担保・保証人不要の空き家解体ローン制度化

「住み続けられるまちづくりを」
包摂的で安全かつ強靭で持続可能な都市及び
人間居住を実現する。

「つくる責任つかう責任」
持続可能な生産消費形態を確保する。
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ＳＤＧｓに関する当行の取組み（マッピング）
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【「岡山県二酸化炭素森林吸収評価認証制度」の
認証取得】
 「ちゅうぎんの森」の整備により森林が吸収したと計
算される二酸化炭素量について、「岡山県二酸化炭素森
林吸収評価認証制度」の認証を取得。この制度は植樹や
間伐などの整備がおこなわれた森林による二酸化炭素吸
収量を岡山県が、評価・認証する制度。当行は「ちゅう
ぎんの森」の整備を開始した2008年度より、毎年認証を
取得。

「気候変動に具体的な対策を」
気候変動及びその影響を軽減するための緊
急対策を講じる。

「海の豊かさを守ろう」
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保
全し、持続可能な形で利用する。

【アグリビジネスへの支援強化】
 1次産業者のさまざまなニーズや２次・3次産業者の
ニーズ、外部専門機関等の知識・情報とのマッチングをサ
ポートする支援体制。

①ファイナンス支援
  制度融資、ABL、ファンド 等
②異業種の農業参入支援
  会社法人の設立を企画段階から支援
③販路・仕入先情報
  販売先・仕入先の紹介、商談会の開催
④ブランディング支援
  外部専門機関等紹介による商品のブランド化支援
⑤不動産情報
 農業用地の情報提供（植物工場用地等）・有効活用提案

＜支援メニュー＞
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ＳＤＧｓに関する当行の取組み（マッピング）
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【ちゅうぎんの森整備】
 2004年の台風２３号で被害を受けた真庭市の森林
の一部を「ちゅうぎんの森」と名づけ、災害に強い針
広混交林化を目指して2008年から整備事業を実施。

【マネーロンダリング態勢の高度化】
 中国銀行グループは、マネー・ローンダリングおよ
びテロ資金供与への対策が国内のみならず国際的にも
要請されている重要な課題であることを認識し、刻々
と変化する国際情勢および直面するリスク等に対して
機動的かつ実効的な対応を実施していくための管理態
勢を主体的に構築し、業務を遂行する基本方針を定め
ている。

「陸の豊かさも守ろう」
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の
推進、持続可能な森林の整備、砂漠化への対
処ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物
多様性の損失を阻止する

「平和と公正をすべての人に」
持続可能な開発のための平和で包摂的な社
会を促進し、すべての人々に司法へのアク
セスを提供し、あらゆるレベルにおいて効
果的で説明責任のある包摂的な制度を構築
する。
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 【TSUBASAアライアンスの締結】

「パートナーシップで目標を達成しよう」
持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・
パートナーシップを活性化する。

 【おかやま共創パートナーシップの締結】


