
笑顔につながる貯金がある!!

「口座を変えれば世界が変わる」

３億円のエコ貯金アクション!!

A SEED JAPAN　エコ貯金プロジェクト

　近頃フェアトレードコーヒーや有機野菜など社会や環境に配慮した商品を見かけるようになりました。事実そういった商品を

積極的に選んでいる人も多くなりました。

　では銀行はどうでしょうか？　あなたは環境にやさしい銀行を選んでいますか？

　資金調達がなければ企業経営は成り立ちません。その資金調達先は、ほとんどが銀行からの融資です。あなたが生活の中

で積極的に買っている商品の企業も、避けている商品の企業も、不祥事を起こした企業も、電力会社も商社も消費者金融も、

すべて銀行の融資を受けている。そして私たちは銀行に預金することで、それらへの間接的な出資者となっているのです。

　企業だけではありません。政府も同様です。アメリカがイラク戦争のためにどうやって資金調達したか、その先に私たちの貯

金があることにあなたは気づいているでしょうか？

　イラク戦争の費用はアメリカ政府の軍事予算からで、つまりアメリカ国民の税金とアメリカ国債でまかなわれているのです。

アメリカ国債をどこのだれよりも買っているのが日本政府、そして日本政府がまた大量に発行している日本国債の買い手は、

もっぱら郵貯と大手都市銀行（みずほ・UFJ・東京三菱・三井住友）です。つまり私たちの預貯金を元手にしてそれらは買われ
ているのです。

　どんなに批判を浴びようともアメリカを支持しつづけ、イラクへの侵略を自衛隊だけでなく金銭面で支え

つづける日本政府。そしてそれを私たちの預貯金で支えているという構図がここにあります。

　　　だから私達は貯金先を選ばなければなりません。

　　　自分達のお金が戦争に使われないように。

　　　戦争や環境破壊に加担せず、未来のために運用する「エコ貯金」

　　　いま大きく動き出しています！

　　　http://www.aseed.org/ecocho/

●エコ貯金とは●



●参加方法●

口座を変えれば

世界が変わる

　「口座を変えれば世界が変わるキャンペーン」は、メガバンクをは

じめとする金融機関に、エコ貯金宣言をした青年・市民の声を届け

ます。

　キャンペーンは３億円分の宣言が集まるまで続けます。そして、

メガバンクをはじめとする金融機関に、以下の提言を行います。

　１）金融機関としてのＣＳＲ（企業の社会的責任）ビジョンを示す　

　こと

　２）融資する基準に「環境・社会への配慮」を入れること

　３）ＮＰＯを含む社会的な事業に積極的に融資すること

　４）預金者に対して情報公開や対話を行うこと

　一人ひとりがバラバラに口座を変えることを宣言しても社会の金

融システムはなかなか変わらないでしょう。しかしキャンペーンとし

て一定期間に集中して力をあわせることで、より声を大にして銀行

に伝えることができます。実際に、上記の提言のような取組を始め

ている金融機関が、日本各地に広がりつつあります。あなたのエ

コ貯金宣言が銀行を変えるきっかけになるかもしれません!!

No Action, No Change．あなたもこの冊子（およびウェブサイト「エ

コ貯金ナビ」）を読んで、「銀行の選び方」を、変えてみませんか？

　「銀行の選び方」について考えてみたことはありますか？それも「エ

コな銀行」の選び方。私たちの預金を安全に管理して、しかもエコロ

ジーに使う。そんな銀行を求める人たちが増えています。

　日本人の金融意識を一言で言うと、「安全第一、人任せ」かもしれま

せん。どんなに銀行へ公的資金が使われても、「自分の銀行の健全

性は大丈夫？」とか、「自分の銀行がどんな企業にお金を融資してい

るの？」とかを本気で調べる人は少ないのが現状です。

　ですが、A SEED JAPANの「口座を変えれば世界が変わるキャン

ペーン」では、2005年4月の「アースデイ（地球の日）」をきっかけに、

「私は銀行をちゃんと選びます」というエコ貯金宣言を、環境意識の高

い人たちに呼びかけました。すると約１５０人、２億円分もの宣言が集

まりました。預けたお金を何に使っているか、という「社会性」を口座選

択の基準にする人が増えています。企業は私達が思っている以上に

市民の関心の変化に敏感です。市民の関心の変化に伴い、２１世紀

は銀行が競って社会や環境に配慮した経営を始めるかもしれませ

ん。なぜなら、金融機関には、お金を社会のために活かすという公共

的な責任があるからです。
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Earth Day Tokyo 2005にてブース出店を
行いました。

ブース内部。壁にはアクション参加者のエ
コ貯金宣言額が貼られています。

当日は大勢の方にその場でアクションに
参加していただきました。

ステージ上から来場者の皆さんにエコ＆
ピースな貯金を呼びかけました。



・今回記入していただく全ての情報は、アク
ション以外の目的では使用いたしません。

・アクションの目的・趣旨に全く関係のない
コメントは掲載できないことがあります。

・アクションの内容が明らかにいたずら行為
と判断できる場合は集計いたしません。

・A SEED JAPAN では、アクションにご参加
いただいたことで生じる一切の損害について、
いかなる責任も負わないものとします。

・A SEED JAPANでは、氏名、生年月日など利
用者のプライバシーに係わる情報の保護に細心
の注意を払って取り組みます。

　またA SEED JAPANは利用者が下記WEBサイト
に記載されているプライバシー・ポリシーに同
意されていることを前提として、WEBサイトに
よるサービスを提供していますので、ご了承下
さい。(http://www.aseed.org/privacy.html )

・記入欄「①＆②」と「⑦＆⑧＆⑨」はそれぞ
れ切り離されてウェブ上に掲載されるので、ご
本人の特定は出来ないようになっています。

・上記注意事項に同意頂ける方のみ４ページ目
の「エコ貯金アクションフォーム」にご記入く
ださい。

①メールアドレス：（非公開）

メールアドレスをご記入ください。

②日付：（非公開）

ご記入日をお書きください。

③キャンペーンメルマガへの登録：

キャンペーン期間限定☆のメールマガジン受信

を希望される方はチェックマークをつけてくだ

さい。

④ご署名：（非公開）

実名をお書きください。公表されることはあり

ません。

⑤ニックネーム：（公開）

ニックネームを書いてください。この部分の名

前がメッセージと共にウェブサイトへ掲載され

ます。

⑥アクションメッセージ：（公開）

エコ貯金への参加理由・意気込み・アクション

を行う理由等、500字以内で自由に記入してく

ださい。

⑦合計エコ貯金額：（公開）

口座を移し変えた合計金額＝合計でいくらのエ

コ貯金をしたのかをお書き下さい。

⑧アクション参加前の金融機関：（公開）

アクション参加前に利用していた金融機関をお

書き下さい。なお利用されていた金融機関が三

つ以上ある場合は、枠外の余白もご利用下さ

い。

⑨アクション参加後の金融機関：（公開）

アクション参加後に利用する金融

機関をお書き下さい。なお利用さ

れる金融機関が三つ以上ある場合

は、枠外の余白もご利用下さい。

●記入方法●

●注意事項●
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●記入例●

①
② ③

④

⑤

⑥

⑦

⑧ ⑨

　今自分がお金を
預けている銀行に
ついて調べてみる。

　他にどんな銀行が

どんな取組みをしているのか

を調べて、よくよく考える。　この冊子の

３～４ページ

「エコ貯金プランを

考える」を読む。

　自分が「エコ貯金」したい

口座が決まったら、

いざアクション！

付属の「エコ貯金アクション

宣言票」に、必要事項を

書き込んで、メールまたは

ファックスでA SEED JAPANへ

送ろう。

●参加方法●



“戦争や環境破壊に使われない貯金”のために
私たちが市民としてできることは

・「銀行を選ぶこと」

・「市民が作ったバンクに預けること」

・「直接企業を選ぶこと」

の３つである。
企業が社会的にどういうことをしてるか

までを見て投資をするというもの。「よ

い」と思う企業に投資をすることはもち

ろんのこと、「よくなってほしい」と思う企

業の株を買うことで、その企業に意見を

することも立派なSRIだ。

【エコ貯金プランを考える】
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１．「銀行を選ぶこと」

　都市銀行や郵便貯金に代わる選択

肢として、地方銀行、ろうきん、各信用

金庫が挙げられる。これらの銀行が都

市銀行・郵貯と何が違うのかと言え

ば、その地域性・非営利性である。地

方銀行は非営利ではないが、その地

域の経済・金融を担い、中小企業など

地域の事業者を活性化させる使命を

持っている。また信用金庫・ろうきんは

目的が非営利の銀行。ろうきんは企業

には融資せず、住宅・結婚・教育資金

など労働者の生活のための融資に使

われ、信金は中小企業や地域住民へ

の融資に使われる。

２．「市民が作ったバンクに

預けること」

　あなたは市民金融、NPOバンクとい

う言葉を聞いたことがあるだろうか？

最近特に注目を浴び始めたこれらは、

市民の出資を集めて、社会的な目的

をもったNPO、団体、社会起業家など

に融資をする団体のことである。正式

には銀行ではないが、お金を預かって

必要としている人に融資をするという

意味では同じ。銀行が保証や担保や

経営規模を重要視して、必要としてい

るところになかなかお金を回していな

い現状がある中で、社会性をみて融

資するNPOバンクは、まさに本来の金

融の役目を担っているといえるだろう。

地域のお金が、東京や海外に流出す

るのではなく地域の中で回ること、そし

てその地域や地球をエコロジーで住

　多くの銀行は融資先の企業が社

会的責任を果たしているかを問わ

ない。

　つまり環境破壊を行っている企業

にも、人権侵害を行っている企業に

も、そうでない真っ当な企業と同様

に融資しているのである。

　そのため従来の貯金スタイルで

は私たちが預けたお金がいつの間

にか、私たちの気付かないところ

で、戦争や環境破壊に使われてい

る可能性がある。

　預貯金型エコ貯金は「社会性」と

いう観点からよりよい銀行を選ぶ

ことである。

　銀行によって取り組みはさまざ

まであり、地域事業・市民・NPOな
ど、大手都市銀行があまり融資し

ないところへ融資を行おうとする

ケースが多く見られる。

　しかし銀行の守秘義務という

カーテンに覆われた、トレースで

きないお金の流れもやはり多い。

　あくまで利便性やサービス性と

のバランスから考え、ベターな選

択肢を選ぶことである。（p5）

これまでの貯金
スタイル

預貯金型
エコ貯金

みやすくすることにあなたの出資が使

われる。融資先が公開されている場

合もあるので、出資する際に融資先を

知ることができることも大きな魅力だ。

３．「直接企業を選ぶこと」

　SRI(社会的責任投資)という言葉が

いま浸透しつつある。株価が上がりそ

うか、儲かりそうかだけではなく、その

エコ銀行メガバンク
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　出資型エコ貯金は信念を持って

融資を行っているNPOバンクなど
に出資することである。

　バンクによって信念は異なり、

融資先もさまざまであるが、市民

事業や社会起業家、NPOなどに
融資を行うケースが多い。融資先

が公開されている場合もあり、お

金の流れの透明性がある。

　もちろんNPOバンクを通すこと

なく、直接出資する選択肢もあ

る。（p7）

　収益性だけでなく、社会性を評

価したうえで、優良な企業の株

式を組み入れたSRIファンドに投

資するのが一般的な投資型エコ

貯金である。

　どのSRIファンドも、一定の基準

を持って企業を選別（スクリーニ

ング）しているため、不本意な方

向にお金が使用されることはな

い。

　SRIファンドを通さずに直接企

業の株式を購入するのも立派な

投資型エコ貯金である。（p9）

NPOバンク・
市民ファンド等

エコ企業の株・
SRIファンド等

私たちのお金の流れ
私たちのお金の流れ

出資型
　エコ貯金

投資型
　　エコ貯金
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預貯金型エコ貯金は従来のサービス性や健全性に加えて、

より社会性のある銀行への貯金を選び、

預金者としての声を伝える貯金スタイルである。

なんといっても口座をひとつ増やすだけで始められるお手軽な第一歩。

さらに預け先が銀行なので元本が保証される。

安心して預貯金型エコ貯金をはじめよう！

【エコ貯金プランを実践する（預貯金編）】

２．銀行のサービス性

　次にサービス性を確認しよう。どんなに社会

的に優れている銀行でも自分にとって不便で

は結局メインバンクとして使っていくことは難し

い。そのため、サービス性の観点から銀行を

選ぶのもエコ貯金にとってはとても重要。

・取引できる場所・時間

　最寄の支店やATMの場所はもちろん確認し

ておいた方が良いが、今では銀行によっては

自宅でオンラインバンキングを利用できたりコ

ンビニで手軽に取引ができたりするのでそれら

のサービスも確認する必要がある。

・手数料

　手数料も実は侮りがたい。取引できる場所・

時間と合わせてチェックしよう。

・金利

　金利も本来は重要なサービス性の要素であ

るが、調べてみると各銀行間であまり違いは

ないことがわかる。大規模な銀行であれば収

益性も高いわけではない。

１．銀行の社会ビジョン

　まず、銀行が掲げる社会ビジョンが自分の信

念と一致しているか確認しよう。

・エコロジーな融資をしてる？

　世の中には環境破壊活動に加担することで

利潤を得ている企業も数多くある。そういった企

業にはなるべく融資せず、環境と人権に配慮し

た企業に積極的に融資していることを確認しよ

う。また銀行が持っている国債の比率や、間接

的に戦争や環境や人権にあまり配慮していな

いODAに融資している都市銀行の例もあるの

で調べてみよう。

・NPOに融資してる？
　銀行がNPOの活動を支援することで、利潤を

生むことを目的としない経済活動（連帯経済）を

間接的に支援することになる。これによって経

済のグローバライゼーションに草の根的に対抗

することができる。

・地域の活性化に貢献してる？

　経済のグローバライゼーションに対抗するに

は地域の経済活動を活性化する必要がある。

そのため環境と人権に配慮した銀行であるため

には地域の産業を支える融資を行っていること

が重要。地域向け貸出金残高やそれが総貸出

し残高の中で占める割合などのデータからも判

断できるので確認しよう。（表１）

・環境対応をしてる？

　融資先にエコな企業やプロジェクトを選んでい

ることも重要だが、その銀行が本業以外の部分

で環境対応をしていることも、環境問題への意

識の指標になるため、同じく重要だ。ISO14001
の取得や従業員の環境保護活動などを調べて

みるだけでもその銀行がどのような環境問題へ

の意識を持っているのかわかる。

　以上のような銀行の社会性に関する点は

CSRレポートやWEBサイトで確認できるのであ

なたの銀行もチェックしてみよう。融資先は公開

されていないが、四季報などを見ると、企業の　

　　　　　　　　　大株主に銀行が入っていること　

　　　　　　　　　が多い。大株主銀行＝融資を受

　　　　　　　　　けている銀行であることがほと　

　　　　　　　　んどなので、これを参考にできる。

東京三菱銀行 12.18 64.82 2.81
みずほ銀行 10.02 64.39 2.82
三井住友銀行 11.36 79.81 5.46
関東つくば銀行 6.58 74.98 11.35
常陽銀行 11.34 70.68 4.57
足利銀行 29.84 79.18 20.62
群馬銀行 11.82 70.90 10.06
武蔵野銀行 9.32 71.50 5.22
千葉銀行 10.83 77.08 6.36
千葉興業銀行 9.61 77.43 9.04
東京都民銀行 8.89 76.24 6.41
横浜銀行 10.61 86.37 4.19
静岡銀行 13.48 71.92 5.24
清水銀行 10.40 74.21 6.80
スルガ銀行 9.46 76.08 6.84
山梨中央銀行 11.34 64.93 6.81

表２　2004年3月期における
主要都市銀行および首都圏内の

地方銀行の健全性に関するデータ

自己
資本
比率
（％）

預貸率
（％）

リスク
管理
債権
比率
（％）

（数値は各行より発行されている2004年度
　ディスクロージャー誌を参照）

関東つくば銀行 7,694 90.4
常陽銀行 34,918 80.0
足利銀行 32,324 91.1
群馬銀行 28,639 78.1
武蔵野銀行 17,536 90.0
千葉銀行 46,383 81.9
千葉興業銀行 - -
東京都民銀行 - -
横浜銀行 64,221 80.8
静岡銀行 33,186 67.1
清水銀行 - -
スルガ銀行 18,923 91.2
山梨中央銀行 8,849 62.0

表１　首都圏内の地方銀行に関する
地域向け融資の状況

地域向け
貸出金
残高
（億円）

地域向け
貸出比率

 （％）

（数値は各行より発行されている
平成16年度ディスクロージャー誌を参照）

３．銀行の健全性

　最後に健全性の観点からしっかりしている銀

行かどうか確認して、お金を預けよう。健全性

を確認するためのチェックポイントは以下の三

点。

・自己資本比率

　自己資本比率とは銀行の総資産に対する自

己資本の占める割合であり、この数値が大きい

ほど銀行の健全性が高いといえる。国際業務を

行う銀行の国際統一基準は8％、国内業務のみ

の場合は4％以上であれば最低限健全であると

いえる。

・預貸率

 　預貸率とは預金残高に対する貸出残高の割

合であり、集めた預金をどれだけ運用している

かを表している。直接健全性をあらわす指標に

はならないかもしれないが、50％を下回るほど

低いと健全な運用ができてるとは言いがたい。

・リスク管理債権比率

　リスク管理債権とは貸出金の中で、銀行法等

により不良債権として公表が義務付けられてい

るものです。これが総貸出金残高の中で占める

割合をリスク管理債権比率といい、健全性を調

査する上で重要な数字になります。この数値が

高ければ高いほど、経営が不安定だと言えま

す。



社会性 サービス性 健全性

機関 都内の支店例

東京三菱銀行

郵貯 ○

○

○

×

郵貯 ○

○

○

×

郵貯 ○

○

-

○

郵貯 ○

○

-

○

青和信用組合

郵貯 ○

○

-

×

静岡銀行

郵貯 ○

○

-

×

滋賀銀行

郵貯 ○
無料時間帯なし

○

○

×

西京銀行

郵貯 ○

×

○

×

長野銀行

郵貯 ○
特に明記なし

×

-

×

八十二銀行

郵貯 ○

○

○

×

注）これは各金融機関が公表しているデータ等からA SEED JAPANが独自に取りまとめたものであり、金融機関の格付けなどを行なう目的のものではありません。

a) 地域密着度
b) NPO支援
c) 環境対応

当ATM
「引き出し」手

数料
無料時間帯

利用可能な
他

金融機関の
ATM

他金融機関の
ATM

「引き出し」手数料
無料時間帯

自己資本比率
リスク管理債権比率
預貨率（期末残高）

c)国連環境計画（UNEP）宣言に署名。日本政策投
資銀行が実施する「環境配慮型経営促進事業」制
度において、環境格付システムにより選定した環境経
営に優れた企業に対し優遇金利（保証料）を適用して
おり、協調融資や私募債の発行取扱を実施。

新宿支店
新宿区新宿
3-30-18

 平日 
8:45～18:00
（スーパー普通
預金〔メインバ
ンク〕ステージ3
以上の場合を
除く）

無料時間帯なし
（スーパー普通預金〔
メインバンク〕ステージ
3以上の場合を除く） 

12.18% (2004年度)

2.81% (2004年度)

64.82% (2004年度）

アイワイ
バンク

他行、
コンビニ

しんきん
ゼロネット

ろうきん
（中央労働
金庫）

a)それぞれの地域で活動しているボランティアグループや
市民団体を対象とした中央ろうきん助成プログラムや、
情報コミュニティサイト「いきいきコミュニティ」、等を持つ。

b)ＮＰＯ法人専用の融資「ろうきんＮＰＯ事業サポート
ローン」やＮＰＯ向けの助成金の制度を持つ労働金庫
多数。

新宿支店
渋谷区代々
木2-4-9 新
宿三信ビル
1F

平日 
8:00～21:00

土曜　
9:00～19:00

日曜・祝日　
9:00～19:00
　

平日・土日祝 
7:00～19:00
（アイワイバンクの場合
）

*郵貯・他行、コンビニ
でもキャッシュバックサ
ービス(給与、年金振
込みを受取の場合は
還元)あり

9.37% (2003年3月末)

1.25% (2003年3月末)

66.29% (2003年9月末)

アイワイ
バンク

他行、
コンビニ

しんきん
ゼロネット

多摩
中央信用金庫

a)地域限定の会員組織「すまいるCLUB」や、多摩地
区の地域経済活性化と地域経済の振興に寄与するこ
とを目的とした「多摩ブルー・グリーン賞」がある。

b)創業支援特別融資「ブルーム」あり。スクリーニングは
同金庫内にて行う。

本店
立川市曙町
2-8-28
(その他立川
を中心とした
多摩地区内
）

 平日 
8:45～18:00

 土曜 
9:00～14:00

平日 
8:45～18:00

土曜 
9:00～14:00
（しんきんゼロネッ
トのみ）

7.44% (2002年度)

債権額のみ記載。比率な
し。

64.09% (2002年度)

アイワイ
バンク

他行、
コンビニ

しんきん
ゼロネット

さわやか
信用金庫

a)多彩なコミュニティ活動を通じ、社会貢献をしている。

b)港区内の法人に対してNPOサポートローンを行ってい
る。NPO事業センターを通じて問い合わせ。（スクリーニ
ング業務も委託）

新宿支店
新宿区歌舞
伎町1-1-19

 平日
8:00～21:00

 土曜 
8:00～17:00

平日 
8:45～18:00

土曜
9:00～14:00
（しんきんゼロネットの
み）

7.20% (2003年3月期)

80.61% (2002年度)

70.70% (2003年3月期)

アイワイ
バンク

他行、
コンビニ

しんきん
ゼロネット

a)WEBサイトに「地域の広場」という掲示板あり。

b)市民バンクと提携。

本店
葛飾区高砂
3-12-2
（その他葛飾
区内中心）

 平日 
8:00～21:00

 土曜 
9:00～19:00

平日
8:45～18:00

土曜 
9:00～14:00
（アイワイバンクのみ）

7.89% (2003年9月30日
現在)

特に明記なし

特に明記なし

アイワイ
バンク

他行、
コンビニ

しんきん
ゼロネット

a)様々な文化活動をはじめ、環境保全活動や少年ス
ポーツ大会などへの支援を通じて、地域社会の豊かな
発展に貢献。

c)地球環境保全のための運動資金・設備資金の融資
を実施。また、「公益信託しずぎんふるさと環境保全基
金」による地域の環境保全活動の支援も。

新宿支店
新宿区新宿
2-19-12

 平日 
8:45～18:00

 土曜 
9:00～14:00

平日 
8:45～18:00

土曜 
9:00～14:00
（アイワイバンクと静岡
県内の信用金庫のみ
）

12.33% (2003年3月31
日)

5.9% (2003年3月)

68.97% (2002年度)

アイワイ
バンク

他行、
コンビニ

しんきん
ゼロネット

a)滋賀県の新産業創造支援、地域活性化支援、特
定業種経営支援等。

c)土壌汚染防止、排出ガス防止、水質汚濁防止など
目的別に環境保全のための融資プランをもつ。

東京支店
中央区日本
橋小伝馬町
12-9

 平日 
8:45～18:00

10.48% (2003年9月末)

4.72% (2003年9月末)

64.7% (2003年9月期)

アイワイ
バンク

他行、
コンビニ

しんきん
ゼロネット

a)「銀行の日」における献血活動、
地域行事への参加、チャリティバザーの開催などの
コミュニティ活動・文化活動。

b)市民バンクと提携し、しあわせ市民バンクをスタート。
また、市民バンクの姉妹組織であるWWB/ジャパンが（
財）やまぐち産業振興財団と行っている「やまぐち女性
起業家スクール」等で起業ノウハウを学ぶことができる。

東京支店
中央区日本
橋本町4-
15-11 市橋
ビル7F

 平日 
8:45～18:00

平日
8:45～18:00
（郵貯、その他数行の
み）

8.89% (2003年9月末)

7.98% (2003年9月末)

特に明記なし

アイワイ
バンク

他行、
コンビニ

しんきん
ゼロネット

a)イベントへの参加。支援募金や寄付、
ボランティア活動、年金相談会等。

b)NPO専用ローンあり。

東京支店
千代田区内
神田2-12-6 
内神田セン
トラルビル2F

 平日 
8:45～18:00

9.18% (2003年9月末)

債権額のみ記載。比率な
し。

特に明記なし

アイワイ
バンク

他行、
コンビニ

しんきん
ゼロネット

a)（財）長野経済研究所、（財）八十二文化財団を通
して長野の経済・文化活動をサポート。

b)NPO専用ローンあり。

c)ISO14001の認証取得。

新宿支店
新宿区西新
宿1-9-18 
永和ビル

 平日 
8:45～18:00

平日 
8:45～18:00
（ローソンの場合）

10.83% (2003年9月末)

9.00% (2003年9月末)

特に明記なし

アイワイ
バンク

他行、
コンビニ

しんきん
ゼロネット

【預貯金型金融機関データ】



出資型エコ貯金は、特定の社会的な信念を持った

NPOバンクに出資する貯金スタイル。

自分のお金の行き先が明確にわかり、地域や環境、

福祉のためだけに使われるのが魅力だ。

同じお金を預けるなら、環境保全や市民事業などに

信念を持って融資を行うことが保障されるという大きな魅力があり、

明るい未来という大きな配当が得られる

出資型エコ貯金を検討してみてはどうだろうか？

出資型エコ貯金を選ぶときは以下の点を

チェックしよう。

・活動目的

　NPOバンクは原則として明確な活動目的

を持っている。融資基準にも大きく関係する

ことなので入念に読んで、自分の理念と一

致しているかしっかりチェックしよう。バンク

によって特徴があり、「地域の活性化」「女

性の起業支援」「自然エネルギー推進によ

る環境問題解決」など様々だ。

１円から一口10万円以上までといろいろなの

で自分にとって出資可能な額かどうか確認し

よう。

・払い戻し・配当

　預貯金型と異なり、出資型のエコ貯金は原

則として自由にお金が引き出せない。決めら

れた時期に払い戻し期間があり、そのタイミ

ングにしか払い戻しができないケースが多

い。また配当もNPOバンクによって異なるの

で、払い戻しとあわせてNPOバンクの利便性

として検討しよう。現在ほとんどのNPOバン
クでは配当金が得られない。

●出資型エコ貯金の選び方●

○未来バンク○

＜活動目的＞

・自ら未来を作り上げようとする市民　たち

の未来への芽・試みの支援、育成、その

ための資金提供

＜融資内容＞

・個人へ環境グッズ購入のつなぎ融資

・NPOが行うイベント資金、公共機関　から

の委託事業へのつなぎ融資

・環境関連事業を行っている企業等へ　の

事業資金融資

　これまでにアクションで選んだ方も多

かった未来バンクですが、新たに出資を募

集しなくなる可能性があります。

昨年末に施行された改正証券取引法で、

一年間に1億円以上のファンドへの出資、

または2006年6月1日現在で500名を超え

る組合員がいた場合、「みなし有価証券」

として届出や情報開示・監査が義務付け

られました。

　監査は監査法人に依頼しなければなら

ないため、監査費用が発生します。現状

のNPOバンクの収益から監査費用を引くと

事業は成り立たないと言われています。

　未来バンクでは上記の対象となる恐れ

があるため、ひとまず来年までは新規の

出資受付を取りやめる方針だそうです。7

【エコ貯金プランを実践する（出資編）】

・融資先（融資条件）

　活動目的で融資基準の目安などはわかる

が、やはり実際の融資先を確認するのが一

番確実。NPOバンクが掲げている活動目的

と一致しているのか、自分のお金を使って欲

しいと思うような団体・個人に融資しているの

か確認しよう。

・出資条件

　NPOバンクは通常の銀行と違って、出資す

るために条件をいくつか設けていることがあ

る。二十歳以上の個人でかつ活動範囲内に

住んでいる、もしくは勤務している場合はお

おむね出資可能。出資額も一口

●現在出資は募っていないけど、こんなNPOバンクもあります●

○ap bank○

＜ap bankとは＞

　mr.Childrenの櫻井氏やMy Little Lover

の小林氏、坂本龍一氏が資金を出し合っ

てが立ち上げたバンク。市民からの出資

は募っていません。他の全国にあるNPO

バンクと同じく、社会的な理念をもった事業

の資金調達を手助けしています。

＜コンセプト＞

　apbankのコンセプトは、「エネルギー」。

NPOや農家など、自然エネルギー、省エネ

ルギー、環境に関するさまざまなプロジェ

クトに幅広く融資しています。

　ap bankは7/16～18に、自然発生的なエ

コ意識の連鎖、

共振をイメージした「eco-reso」というメッ

セージを掲げ、ap bankの想いに共感してく

れるアーティストと共にap bank fes’05を開

催します。そこに、A SEED JAPANエコ貯

金プロジェクトがコミュニティビッグバンプロ

ジェクトとともに出展します。

　A SEED JAPAN コミュニティビッグバンプロジェクト

では、東海地方で初のNPOバンクを2006年4月に

立ち上げます。その他にも、NPOバンク関係者への

インタビュー、勉強会やフォーラム、NPOバンクに

関する書籍作りなどを通してNPOバンクを
多くの人に知ってもらい、広めていく

活動をしています。詳しくはWEBサイトへ。

http://www.aseed.org/bigbang/

●コミュニティビッグバンプロジェクトについて●



所在地 名古屋 北海道 東京

未定

未定

未定

未定 １万円 ５万円

未定 年度末に１度 年度末に１度

配当 未定 現状、配当なし 現状、配当なし

元本保証なし 元本保証なし 元本保証なし

2002. 10. 1. 2003. 9. 1.

http://npo-hokkaido.org/bank_hp/ http://www.h7.dion.ne.jp/~fund/

自然エネルギー市民ファンド

所在地 神奈川県 長野県 東京

・市民風車建設　

・市民風車建設　　　　　　　　　　

年度末に１度 年度末に１度 プロジェクト毎に異なる

配当 現状、配当なし 現状、配当なし 現状、配当なし

元本保証なし 元本保証なし 元本保証なし

1998. 8. 1 2003. 8. 1. 2003. 2. 27.

http://www.wccsj.com/

注）これは各金融機関が公表しているデータ等からA SEED JAPANが独自に取りまとめたものであり、金融機関の格付けなどを行なう目的のものではありません。

名古屋バンク(仮） 北海道NPOバンク 東京コミュニティ
パワーバンク

活動目
的

青年の意識変革“個人が変わる”を
促し、環境や人権に配慮した「買う
・働く・貯金する」を各地域で実践す
る人と結びつけ、青年自身がその
地域の未来を創っていくことで、各
地域に立ちはだかる問題を解決す
る“地域は変わる”ことにつなげて
いきます。

道民による道民のための市民活
動を相互に支援する金融システム

出資する人と融資を受ける人の双
方が‘まちの作り手’として地域社
会に貢献できる、新しいお金の流
れ作り

融資先
（基準）

・北海道内対象
・地域の課題解決や地域資源の活用
などに積極的に取り組むＮＰＯなどの
市民活動団体

・東京都内対象
・地域コミュニティの活性化を目的と
したワーカーズコレクティブやＮＰＯ、
その他市民事業者

資金
使途

・運転資金が中心
・開業資金、設備資金も融資可能

・つなぎ資金だけでなく、事業の立ち
上げ資金や設備資金も融資を行う。
・個人に対しての融資についてはこ
れから

出資
条件

20歳以上の個人
企業・団体等

18歳以上の個人
企業・団体等

最低
出資額
払い
戻し

元本
保証
設立
年月日 2006．4（予定）

WEB
サイト

http://www.aseed.org/bigbang/ind
ex.html

女性・市民信用組合（WCC）設立準
備会

NPO夢バンク

活動目
的

非営利・自主管理の地域で事業を
する女性たちに優先して融資をす
る金融機関「女性・市民信用組合（
WCC）」の設立

地域を豊かにする活動をして
いる県内NPOの思いを実現
するための総合的な支援バ
ンクを目指す

市民が参加する自然エネル
ギーの普及を全国的に推し
進める。

融資先
（基準）

・神奈川県内対象
・社会貢献に取り組むNPOやワー
カーズコレクティブ
・女性・個人

・長野県内対象
・長野県内に主たる事務所を置く
NPO

資金
使途

・事業の設備資金・運転資金
・個人への生活資金

・立ち上げ資金（設備資金を含む）
・運営資金

出資
条件

18歳以上の個人
企業・団体等

20歳以上の個人
企業団体

最低
出資額

1０万円 1万円 1口10万円ｏｒ50万円

払い
戻し

元本
保証
設立
年月日
WEB
サイト

http://www.npo-
nagano.org/topics/bank/

http://www.greenfund.jp/index.ht
ml

【出資型金融機関データ】



SRI（社会的責任投資）はもともとアメリカで盛んであったが、

９０年代末以降、「日興エコファンド」を皮切りに日本でも数多くの

SRIファンドが創設された。収益性だけでなく、社会性を評価した上で、

優良な企業の株式を組み入れたファンドとなっているのが特徴だ。

預貯金型・出資型に比べてリスクも高く、少し敷居は高いが、

自分が支持したい企業を直接応援できるのが魅力。

投資型エコ貯金を選ぶときは以下の点を

チェックしよう。

・組み入れている株式

各SRIファンドが組み入れている株式につい

ては、ほぼ月毎にでる各ファンドの運用報告

書を見ればわかるようになっている。自分の

支持したい企業が入っているかチェックして

みよう。逆に、自分があまり支持したくない企

業があるかもチェックしてみる必要もある。

SRIファンドだからといって、組み入れられて

いる全ての企業が、すべての人の目からみ

てエコロジーであるとは限らないからだ。

・運用実績

社会性を評価するSRIファンドでも、その運用

実績は評価しなくてはならない。運用報告書

にはTOPIXとの比較なども載っているので、

ぜひ確認してみよう。 

・リスク

こうしたファンドには株価変動リスク、金利変

動リスク、為替変動リスクなど、様々なリスク

がつきまとう。ファンドによっては目論見書な

どに各リスクについての解説が付いているの

で、しっかり勉強し、自分が許容できるリスク

はどの程度か、十分に検討しよう。

●投資型エコ貯金の選び方●
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【エコ貯金プランを実践する（投資編）】

■　SRIファンドを買うには■

各SRIファンドのＨＰにアクセスすると、どこかに「販売会社一覧」が掲載されて

いると思います。そこから販売会社（証券会社や銀行）にアクセスして口座を開

設することがまず一歩。最近はインターネットで比較的手軽に取引できるところ

も増えているので確認してみましょう。ただしここで注意するのが手数料。こう

した投資信託には３種類の手数料の種類があり（購入時の「販売手数料」、保有

している時の「信託報酬」、売却時の「信託財産留保額」）、販売手数料であれ

ば申込み金額や申込み口数に応じて2～3％程度の料金がとられてしまいます。ま

た、信託報酬はいわば運用手数料のようなもので、純資産総額に対して年率 0.7～

2.0％程度の料金が毎日！かかります。本気で「儲けたい！」と思っている人は、

これらの手数料以上にファンドの価格が上がるのを待つしかない、、、ですが、

SRIファンドはそもそも通常の株式と違って長期的な視野でエコロジーな企業に投

資するのが基本。長い目で腰を据えて取り組みましょう。

SRIについてより詳しい情報が知りたい方は SIF-JAPANやモーニングスターのWEBサ

イトがお薦めです。SIF-JAPANは、持続可能な社会の構築を目指して日本における

社会的責任投資を普及するために設立した非営利団体です。中立的な立場から、

金融機関・個人投資家のSRI活動の支援や投資家と社会的責任による投資を望む企

業・団体の健全なコミュニケーションを支援します。またモーニングスター株式

会社は、1998年3月にソフトバンク・ファイナンスと米国モーニングスター

（Morningstar,Inc.）との合弁会社として設立され、国内の追加型株式投資信託

の評価を含め、総合的な金融情報の提供を行っています。

SIF-JAPAN

http://www.sifjapan.org/

Morning Star

http://www.morningstar.co.jp/



ファンド名
運用会社 時価

スクリーニング
調査機関 純資産

グッドバンカー

エコ・ファンド
グッドバンカー

ＵＢＳ

ＵＦＪ総研

経済・社会・環境

大和住銀投信

環境

経済・社会・環境

経済・社会・環境

経済・社会・環境

富国生命ＡＭ

ダイワＳＲＩファンド 環境・経営体制等

経済・社会・環境

経済・社会・環境

出典：読売新聞夕刊、「ＳＲＩ社会的責任投資入門」（日本経済新聞社）、各ファンドの運用報告書等

※４、Ａ：為替ヘッジなし／Ｂ：為替ヘッジあり

※５、販売会社は大手都銀のみ掲載

注）これは各金融機関が公表しているデータ等からA SEED JAPANが独自に取りまとめたものであり、金融機関の格付けなどを行なう目的のものではありません。

ファンド形態
設定日
決算日

組み入れ比率上位5社
(2004年10月末現在)

日興
エコファンド

日興アセット
マネジメント 国内株式

1999/8/20
8月21日

6,555円
投資ユニバース　（600社）
→財務・環境スクリーン
　（200社）
→株価評価・財務評価
　（100社）

1．トヨタ自動車
2．NTTドコモ
3．三井住友フィナンシャルグループ
4．積水ハウス
5．みずほフィナンシャルグループ

363億円

損保ジャパン・
グリーン・オープン
(愛称：ぶなの森)

損保ジャパン・アセ
ットマネジメント 国内株式

1999/9/30
7月17日

7,828円
上場1300社
→第１次環境スクリーン
　（600～700社）
→財務・2次環境評価（400社）
→株価評価（60～70社）

1．トヨタ自動車
2．日産自動車
3．武田薬品工業
4．ＮＴＴドコモ
5．松下電器産業

損保ジャパンリスク
マネジメント 122億円

興銀第一
ライフ・アセット
マネジメント

国内株式
1999/10/22
10月16日

6,603円 投資ユニバース（600社）
→財務＋株価評価（200社）
→株価評価・財務評価
　（70～80社）

1．三井住友フィナンシャルグループ
2．トヨタ自動車
3．日本製鉄
4．日興コーディアルグループ
5．武田薬品工業

50億円

UBS日本株式
エコ・ファンド

(愛称：エコ博士)

国内株式
1999/10/29
3月15日

7,179円
※３

東証一部上場1500社
→環境スクリーン（250社）
→株価・財務評価
　（80～100銘柄）

1．トヨタ自動車　※11月5日現在
2．ＮＴＴドコモ
3．武田薬品工業
4．本田技研工業
5．三井住友フィナンシャルグループ

日本総合
研究所

44億円　
※３

エコ・パートナーズ
(愛称：みどりの翼)

ＵＦＪパートナーズ
投信 国内株式

2000/1/28
1月29日

5,801円
公開企業すべて
→環境スクリーン
　（300～400社）
→株価・財務評価
　（70～80社）

1．トヨタ自動車
2．富士通
3．沖電気工業
4. 三井住友フィナンシャルグループ
5．京セラ

26億円

朝日ライフSRI
社会貢献ファンド

(愛称：あすのはね)

朝日ライフ・アセット
マネジメント 国内株式

2000/9/28
9月20日

8,395円 投資ユニバース（700社）
→社会スクリーン（300社）
→社会・株価・財務評価
　（50～100銘柄）

1．リコー
2．キヤノン
3．イトーヨーカ堂
4．松下電器産業
5．帝人

ストックアットステイ
クパブリックリソー

スセンター
39億円

エコ・バランス
(愛称：海と空)

三井住友アセットマ
ネジメント 国内バランス

2000/10/31
9月25日

8,750円
※２

投資ユニバース（300社）
→環境スクリーン（120社）
→財務・環境評価
　（70社前後）

1．トヨタ自動車
2．三井住友フィナンシャルグループ
3．デンソー
4．東レ
5．商船三井

インターリスク
総研

11億円　
※２

日興グローバル・サスティナ
ビリティ・ファンド
（愛称：グローブ）※４

日興アセット
マネジメント 国際株式

2000/11/17
8月20日

A　8,432円
B　6,448円

1．ゼネラル・エレクトリック
2．ジョンソン・エンド・ジョンソン
3．ＢＰ
4．HSBCホールディングス
5．シティグループ

SAM社
（スイス）

A　11億円 
B　 7億円

グローバル・エコ・
グロース・ファンド

(愛称：Mrs.グリーン)※４

国際株式
2001/6/25
6月14日

A　7,651円
B　8,089円

1．シティグループ
2．マイクロソフト
3．UBS AG
4．キュノ
5．ヒポ・リアルエステート・ホールディング

イノベスト・ストラテジ
ックバリューアドバイ
ザーズ社（米国）

A　17億円
B　27億円

ＵＢＳグローバル
株式４０

ＵＢＳグローバル・
アセット
マネジメント

国際株式
2003/10/23
11月6日

11,066円 
※３

1．バーリントン・ノーザン・サンタフェ
2．ユナイテッド・ヘルス
3．ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド
4．ボーダフォン
5．バークレーズ　　※11月5日現在

UBS
グローバルＡＭ

75億円   
※３

住信ＳＲＩ・
ジャパン・オープン

（愛称：グッドカンパニー）

住信アセット
マネジメント 国内株式

2003/12/1
12月24日

10,609円 
※２

1．トヨタ自動車　　※２
2．三菱東京フィナンシャルグループ
3．ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
4．住友金属工業
5．三菱商事

住友信託銀行
日本総合研究所

193億円  
※２

富国SRI（社会的責任投資）
ファンド

しんきんアセット
マネジメント投信 国内株式

2004/4/27
4月21日

9,115円
1．商船三井
2．東京瓦斯
3．日産自動車
4．三井住友フィナンシャルグループ
5．ディスコ

27億円

大和証券
投資信託委託 国内株式

2004/5/20
5月19日

9,503円
1．トヨタ自動車
2．三菱商事
3．三井住友フィナンシャルグループ
4．三井物産
5．三菱東京フィナンシャルグループ

インテグ
レックス 269億円

野村グローバルSRI100

野村アセット
マネジメント 国際株式

2004/5/28
5月27日

9,925円
※２

1．マイクロソフト　※２
2．ファイザー
3．シティグループ
4．BP PLC
5．バンク・オブ・アメリカ

FTSE4
グローバル

53億円　
※２

モーニングスターSRI
インデックスオープン
（愛称・つながり）

野村アセット
マネジメント 国内株式

2004/7/30
7月15日

9,559円
※２

1．NTT　※２
2．みずほフィナンシャルグループ
3．武田薬品工業
4．三井住友フィナンシャルグループ
5．キヤノン

パブリック
リソースセンター

35億円　
※２

※１、2004年10月末現在

※２、2004年9月末現在

※３、2004年11月5日現在

【投資型金融機関データ】



知っておきたい。

金融ボキャブラリー

・預金・貯金

預金と貯金は保護制度が異なるが、商品上ほとんど違いは無い。

預金は都銀、地銀、信託、信用金庫、信用組合で取り扱い、預金

保険制度で保護される。 

貯金は郵便局、農協、漁協等で取り扱い、農協・漁協貯金は農水

産業協同組合貯金保険制度で保護され、郵便貯金は郵便貯金法

第3条で国が保護する。

・ペイオフ解禁

ペイオフ制度は１９７０年代に創設された金融機関が破綻した時の

処理方法で、金融機関から集めた保険料によって保険対象となる

預金について一定限度まで預金者に払い戻し、そのうえで金融機

関を清算する制度をさす。ペイオフ解禁とは金融機関が破綻した場

合、2005年4月からは決済性預金以外、元本1000万円とその利息

までしか払い戻し保護されないことである。

・UNEP-FI　（国連環境計画-金融イニシアティブ）

UNEPと世界の金融機関とのパートナーシップ。ミッションは金融機関

が環境と持続可能性のためにベストプラクティスをすべての業務の中

で実践していくことを目指すことである。1992年にわずか6社で始ま

り、現在では230社が加盟している。なお日本からは16社が加盟して
いる。 

・ＣＳＲ　（企業の社会的責任）

企業が株主や取引先のみならず、そこに働く従業員、消費者、地域

社会など多様なステークホルダー（利害関係者）に対して果たさなけ

ればならない責任。

・ＳＲＩ　（社会的責任投資）

資金を投下する際に、財務的な観点からの判断だけでなく、資金の

投下先の事業の社会的側面をも考慮して行う投資。

三井住友銀行 東京三菱

融資先 融資先 融資先

オリエントコーポレーション 691,425   東京電力 290,296   住友商事 121,594   
セイコーエプソン 248,900   カネボウ 210,729   ダイヤモンドリース 116,731   
ダイエー 208,883   オリエントコーポレーション 198,441   ジャックス 110,561   
日本信販 170,000   ダイエー 190,665   伊藤忠商事 110,062   
丸紅 166,365   住友商事 132,051   オリエントコーポレーション 101,900   
伊藤忠商事 164,003   伊藤忠商事 120,368   丸紅 91,154   
みずほファクター 158,980   三井住友建設 104,950   三菱重工業 85,115   
東日本旅客鉄道 157,500   三井不動産 102,450   東日本旅客鉄道 74,500   
西武鉄道 146,429   住友不動産 94,264   兼松 71,927   
いすゞ自動車 140,376   フジタ 91,619   近畿日本鉄道 62,015   

みずほ
（みずほ銀行、

みずほコーポレート銀行の合算）

貸出残
（１００万円）

貸出残
（１００万円）

貸出残
（１００万円）

●金融情報アレコレ●

大手都市銀行はこんなところに融資している！

３大メガバンクの大口融資先一覧

●　A SEED JAPAN エコ貯金プロジェクト●

【問い合わせ】

国際青年環境NGO　A SEED JAPAN（担当：鈴木亮）
住所：〒160-0022　東京都新宿区新宿5-4-23
Tel：03-5366-7484　FAX：03-3341-6030
URL：http://www.aseed.org　　E-mail：info@aseed.org

出展：金融ビジネス（2004年10月）

  A SEED JAPAN(青年による環境と開発と協力と平等のための国際行動）は、1991年10月に設立された日本の青年による

国際環境NGOです。私たちは、環境問題を経済や社会構造そのものから見据えていくことを使命におき、より持続可能で

公正な社会を作るために、未来の世代を担う青年として活動しています。

A SEED JAPAN　エコ貯金プロジェクトは、お金の流れを市民の立場から変えることを目的として以下の二つの社会変革を

軸に活動しています。

１、市民が貯金の行き先を考えて預け先を選ぶ「ライフスタイル変革」

２、銀行の社会的責任を考え、銀行に提言する「システム変革」

詳しくはWEBサイトをご覧ください。


