
22

　24　価値創造ストーリー

　26　リスクと機会

　28　サステナビリティビジョン（長期ビジョン）

　30　第 7 次中期経営計画

32 対談・脱炭素をめぐる内外情勢と金融の役割
カーボンニュートラル社会に向けて地域との共創を考える

対談者：東京大学未来ビジョン研究センター教授　髙村ゆかり氏

　36　気候変動・地球温暖化への対応

　38　責任銀行原則

価値創造のための挑戦
VALUE CREATION
CHALLENGES FOR 
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OUTCOME
（提供する価値）

行 是 CSR憲章（経営理念
）

コーポレート・
ガバナンス

コンプライアンス

ステークホルダー
コミュニケーション

価値創造を 支える力

お客さま

● 地域の収益力・生産性の向上
● お客さま本位の業務運営の
実践を通じた資産形成

● 多種多様なソリューションの
提供による事業への貢献

● 利便性の向上

株主・
投資家

● 中長期的な株主価値の創造
● 非財務を含む透明性の高い情報開示
● エンゲージメントの推進

役職員

● 生き生きとした集団
● 夢ややりがいを持って自己実現が
図れる組織

● 多様な働き方とワーク・ライフ・
バランスを実現

● ダイバーシティを持つ組織

環境・
社会

● 共有価値の創造
（経済的価値と社会的価値の両立）
● 本業を通じた社会的課題の解決
● 社会的インパクトの実現
● CO2排出量の削減

財務資本
● 収益構造の多様化

● 健全な貸出資産（2021年3月期）
貸出金期中平均残高　3兆9,947億円
金融再生法開示債権比率　1.75％ 

● 充実した自己資本（2021年3月末）
総自己資本比率（連結）　17.19％

● 有価証券含み益　地方銀行で全国５位
（2021年3月末：出所：ニッキンレポート）

人的資本
● 高度な金融知識を有する人材
● 地銀トップクラスの金融資格取得者数
（2021年3月期）
FP１級取得者数
FP２級取得者数
中小企業診断士

● 地域貢献、やりがいを重視する企業風土
女性管理職比率30.42％
（2021年3月末）

212名
1,257名
38名

INPUT
（活用する資本）

社会関係資本
● 地域に密着した店舗網

● 人口減少率が緩やかな地域
● 学術拠点、企業の研究所が集積
● 「三方よし」の精神を受け継ぐ地域社会

● アジアネットワーク　３拠点

自然資本
● 琵琶湖、生物多様性
豊かな自然環境

● 国宝・重要文化財の宝庫

知的資本
● 多様な金融手法

● 環境経営、SDGsへの取り組み
● デジタライゼーションへの対応

● 充実のコンサルティング機能
格付コミュニケーション・サービス
実施先 累計4,892先

“しがぎん”の強み

ESG
先駆的な

地域金融

「三方よし」の
精神と付加価値
ネットワーク

盤石な
自己資本

恵まれた
マーケット

圧倒的な
マーケット
シェア

高度な
リスク管理
体制

顧客との
透明な
エンゲージ
メント

豊富な
金融知識を
持つ人材

（未来創造挑戦項目）
基本戦略

P64

P73 P74

P63～

P1

P78

P15

リスク管理

社会
的課
題の
解決
によ
る企業

価値向
上

持続可能な社会の創出

SDGsを
ビジネスへ

P44

地域社会の
生産性向上

P48

持続可能な
収益構造への
転換
P58

課題解決型
金融情報
サービス業
への進化

P52

考働改革
（考え方改革、
   働き方改革）

P60

滋賀銀行の
ビジネスモデル

持続可能な社会に向けた さらなる課題の共
有

OUTCOME
（提供する価値）

行 是 CSR憲章（経営理念
）

コーポレート・
ガバナンス

コンプライアンス

ステークホルダー
コミュニケーション

価値創造を 支える力

お客さま

● 地域の収益力・生産性の向上
● お客さま本位の業務運営の
実践を通じた資産形成

● 多種多様なソリューションの
提供による事業への貢献

● 利便性の向上

株主・
投資家

● 中長期的な株主価値の創造
● 非財務を含む透明性の高い情報開示
● エンゲージメントの推進

役職員

● 生き生きとした集団
● 夢ややりがいを持って自己実現が
図れる組織

● 多様な働き方とワーク・ライフ・
バランスを実現

● ダイバーシティを持つ組織

環境・
社会

● 共有価値の創造
（経済的価値と社会的価値の両立）
● 本業を通じた社会的課題の解決
● 社会的インパクトの実現
● CO2排出量の削減

財務資本
● 収益構造の多様化

● 健全な貸出資産（2021年3月期）
貸出金期中平均残高　3兆9,947億円
金融再生法開示債権比率　1.75％ 

● 充実した自己資本（2021年3月末）
総自己資本比率（連結）　17.19％

● 有価証券含み益　地方銀行で全国５位
（2021年3月末：出所：ニッキンレポート）

人的資本
● 高度な金融知識を有する人材
● 地銀トップクラスの金融資格取得者数
（2021年3月期）
FP１級取得者数
FP２級取得者数
中小企業診断士

● 地域貢献、やりがいを重視する企業風土
女性管理職比率30.42％
（2021年3月末）

212名
1,257名
38名

INPUT
（活用する資本）

社会関係資本
● 地域に密着した店舗網

● 人口減少率が緩やかな地域
● 学術拠点、企業の研究所が集積
● 「三方よし」の精神を受け継ぐ地域社会

● アジアネットワーク　３拠点

自然資本
● 琵琶湖、生物多様性
豊かな自然環境

● 国宝・重要文化財の宝庫

知的資本
● 多様な金融手法

● 環境経営、SDGsへの取り組み
● デジタライゼーションへの対応

● 充実のコンサルティング機能
格付コミュニケーション・サービス
実施先 累計4,892先

“しがぎん”の強み

ESG
先駆的な

地域金融

「三方よし」の
精神と付加価値
ネットワーク

盤石な
自己資本

恵まれた
マーケット

圧倒的な
マーケット
シェア

高度な
リスク管理
体制

顧客との
透明な
エンゲージ
メント

豊富な
金融知識を
持つ人材

（未来創造挑戦項目）
基本戦略

P64

P73 P74

P63～

P1

P78

P15

リスク管理

社会
的課
題の
解決
によ
る企業

価値向
上

持続可能な社会の創出

SDGsを
ビジネスへ

P44

地域社会の
生産性向上

P48

持続可能な
収益構造への
転換
P58

課題解決型
金融情報
サービス業
への進化

P52

考働改革
（考え方改革、
   働き方改革）

P60

滋賀銀行の
ビジネスモデル

持続可能な社会に向けた さらなる課題の共
有

価値創造ストーリー価値創造ストーリー価値創造ストーリー
価値創造のための挑戦価値創造のための挑戦価値創造のための挑戦
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リスクと機会リスクと機会リスクと機会

●県内 GDP が縮小、後継者不在等に伴
う企業の廃業が増加し、資金需要も
減少

●若者の県外移住が進み、相続等で預金
の県外流出が増加

●超低金利環境により資金利益の減少が
継続

●新型コロナウイルスによる景気後退等
を起因とする不良債権の増加

●既存ビジネス、産業構造の変化

●人口減少に伴う地域経済の低迷
●超低金利環境の継続
●新型コロナウイルスによる景気後退
● ESG投融資の拡大
●気候変動対応による
　サプライチェーンへの要請強化
●既存ビジネス、産業構造の変化
●再生可能エネルギー関連ビジネス増加

●人口減少と少子高齢化社会の進展
●過疎化の進展、地域間格差拡大
●価値観やライフスタイルの変化
●Z世代などポストコロナ世代の躍進
●働き方改革の進展
●新型コロナウイルス対応による新たな
生活様式の定着

●未知なるウイルスへの対応
●人権保護への規制強化
●紛争地域・貧富の格差拡大
●保護主義やポピュリズムの台頭

●脱炭素社会に向けた急激な社会変化
●パリ協定、気候変動対応への規制強化
（カーボンプライシング導入、TCFD
の開示、CGコードの改訂等）

●廃プラ規制
●自然災害（風水害）の激甚化
●自然資本の保護に対する規制強化
●環境配慮への社会的要求の高まり

●デジタルイノベーションの進展
●キャッシュレス決済の多様化
● FinTech の進展
●５G、６Gの普及拡大
●ビッグデータ、AI 活用の増加
●VPP（バーチャル・パワー・プラント）、
風力、水素、アンモニアなど再生可能
エネルギー関連技術の進展

経済 地域経済の創造

多様な人材の育成

地球環境の持続性

新産業創出

人材育成

脱炭素・再エネ

事業承継

健康

琵琶湖の水質保全

少子高齢化・
人口減少

働き方改革

デジタル

生産性向上

コンプライアンス

気候変動

地域資源の活用

ダイバーシティの推進

生物多様性

防災

経済

事業環境 基本戦略マテリアリティリスクと機会

社会

環境

技術

　リスク 　機会

社会

環境

技術

●サーキュラー・エコノミーなど新たな
ビジネス領域に対する資金需要増加

●ニュービジネス・第二創業ニーズ増加
●サステナブルファイナンスなど新たな
融資手法による資金需要の取り込み

●Ｍ＆Ａなど事業承継ビジネスの拡大
●地域の生産性向上に向けたコンサル
ティング

●若手、専門人材の獲得競争の激化
●人権問題などによるレピュテーション
リスクが増加

●地政学的リスクや紛争拡大等による取
引先企業への影響拡大

●社会的要求に対する新たなサービスの
提供

●社会的課題解決ニーズに対するコンサ
ルティングなどフィービジネスの増加

●ソーシャルインパクト創造事業の拡大
●新世代が社会の中心へ。価値観、ライ
フスタイルの変化により顧客ニーズが
多様化

●高齢者向けビジネスの開発
●関連会社における人材紹介事業拡大
●ライフスタイルに合わせた商品・サー
ビスの提供

●ディーセントワーク、健康経営など組
織運営に対するサポート

●パリ協定、気候変動対応など脱炭素社
会に向けたコストが増加

●温室効果ガス排出規制、市場動向等に
より、お取引先の資産価値が下落する
移行リスクの増大

●台風、洪水などお取引先の物理的リス
クの増大

●自然資本劣化による経済基盤の喪失

●再生可能エネルギー導入、新素材、新
技術など環境関連ビジネス機会の拡大

●環境関連規制等へのソリューションの
提供

●事業変革に向けたコンサルティング
●台風、洪水などの物理的リスクに対す
るソリューションの提供

●デジタルトランスフォーメーションに
よる既存事業領域の喪失

●キャッシュレスなど決済手段多様化へ
の対応

● FinTech 企業など異業種と競合激化
●競合激化による提供サービスの均質化

●デジタル技術の活用による新たな商品
の提供

●多様な決済手段の提供
●異業種との連携による新たなビジネス
領域の拡大

●業務運営の効率化と働き方改革の実現

ＳＤＧｓを
ビジネスへ

地域社会の
生産性向上

課題解決型
金融情報サービス業

への進化

持続可能な
収益構造への転換

考働改革
（考え方改革、
働き方改革）

P44

P48

P52

P58

P60

価値創造のための挑戦価値創造のための挑戦価値創造のための挑戦
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価値創造のための挑戦

中計

7次中
計

中計

行　是　： 「自分にきびしく 人には親切 社会につくす」
CSR 憲章： 「地域社会」「役職員」「地球環境」との共存共栄

～地域との共創による持続可能な社会の実現～

自分らしく未来を描き、
誰もが幸せに暮らせる社会

サステナビリティビジョン
（長期ビジョン）

東京五輪

基幹系更改

90 95 100
SDGs目標

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

2028
年度

2029
年度

2030
年度

2031
年度

2032
年度

2033
年度

次期以降第7次中期経営計画

イベント

当行

不変の精神

目指すべき地域社会の姿

びわこ国体

大阪万博

2030 年のマイルストーン（ターゲット2030）

地域経済
の創造

Sustainable Development
推進投融資 新規投融資額

累計     兆円1

万人延べ3

75
地球環境
の持続性

温室効果ガス排出量

2050 年までに
“しが CO2ネットゼロ” を達成

SDGs・金融リテラシーの
普及・向上活動、
次世代人材の育成活動
実施人数多様な

人材の
育成

バッ
クキ
ャス
ティ
ング
（や
るべ
き課
題を
洗い
出す
）

周年 周年周年

％以上削減

３つの挑戦指標を通じて
経済的価値と
社会的価値を創造し、
両立することで
地域社会の発展に
取り組んでまいります。

・経済・環境・人をつなぐ（統合的発展)

（2013 年度比較）

価値創造のための挑戦

中計

7次中
計

中計

行　是　： 「自分にきびしく 人には親切 社会につくす」
CSR 憲章： 「地域社会」「役職員」「地球環境」との共存共栄

～地域との共創による持続可能な社会の実現～

自分らしく未来を描き、
誰もが幸せに暮らせる社会

サステナビリティビジョン
（長期ビジョン）

東京五輪

基幹系更改

90 95 100
SDGs目標

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

2028
年度

2029
年度

2030
年度

2031
年度

2032
年度

2033
年度

次期以降第7次中期経営計画

イベント

当行

不変の精神

目指すべき地域社会の姿

びわこ国体

大阪万博

2030 年のマイルストーン（ターゲット2030）

地域経済
の創造

Sustainable Development
推進投融資 新規投融資額

累計     兆円1

万人延べ3

75
地球環境
の持続性

温室効果ガス排出量

2050 年までに
“しが CO2ネットゼロ” を達成

SDGs・金融リテラシーの
普及・向上活動、
次世代人材の育成活動
実施人数多様な

人材の
育成

バッ
クキ
ャス
ティ
ング
（や
るべ
き課
題を
洗い
出す
）

周年 周年周年

％以上削減

３つの挑戦指標を通じて
経済的価値と
社会的価値を創造し、
両立することで
地域社会の発展に
取り組んでまいります。

・経済・環境・人をつなぐ（統合的発展)

（2013 年度比較）

サステナビリティビジョン（長期ビジョン）サステナビリティビジョン（長期ビジョン）サステナビリティビジョン（長期ビジョン）サステナビリティビジョン（長期ビジョン）

より野心的な目標への挑戦

　当行では、経営計画の道標となる長期ビジョンに“目指すべき
地域社会の姿”を掲げています。“理想とする銀行像”としなかっ
たのは、これまでの「銀行」を主体とする視点でなく、「社会」や「お
客さま」を主体とする視点にチェンジすることを目指したからです。
そこには次のような私たちの想いがあります。

　「2030年のマイルストーン」3項目のうち、中間指標に相当する
「第 7次中期経営計画の SD目標」（→ P31）を達成済の 2項目
について、2021年6月に見直しを行いました。より実現へのハー
ドルが高い野心的な目標を設定することで、しがぎんグループの
総力を挙げた取り組みにつなげていきます。

※滋賀県における二酸化炭素の排出量を実質ゼロにする取り組み。滋賀県が中心とな
り、県民、事業者等多様な主体と連携して取り組みを推進しています。

まずは地域社会の持続可能な繁栄から

　地域とともに存在する地域金融機関が発展していくためには、
地域社会が持続可能で健全に繁栄することが前提となります。当
行では「地域の発展なくして当行の発展はない」という考えで、地
域社会の持続可能な繁栄を目指してこそ当行の持続可能性が生
まれると心に刻んでいます。

ESG金融が生み出す社会的インパクトを重視

　SDGsやパリ協定への意識の高まりとともに、環境や社会に対
して金融が生み出す社会的インパクトの重要性にも関心が寄せら
れています。当行は、はじめに“目指すべき地域社会の姿”を示
すことで、生み出すべき社会的インパクトを明確にし、バックキャス
ティングの手法で中期経営計画を策定しました。

3つのマイルストーンで長期ビジョンの実現を目指す

　長期ビジョンの実現に向け、経済・環境・人の 3側面からなる
「2030 年のマイルストーン」を設定しています。達成に向けた取
り組みを通じて社会的インパクトを生み出し、「自分らしく未来を描
き、誰もが幸せに暮らせる社会」を実現していきます。

価値創造のための挑戦価値創造のための挑戦価値創造のための挑戦

温室効果ガス排出量削減
（2013年度対比の削減率）

30％以上削減

75％以上削減

2050 年までに
“しがCO2ネットゼロ”※
を達成

SDGs・金融リテラシーの普
及・向上活動、次世代人材の
育成活動（延べ実施人数）

1万人 3 万人

項目 見直し前 見直し後
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経営基盤の充実

ガバナンス人材

経営理念
自己資本

シス
テム

第7次中期経営計画第7次中期経営計画第7次中期経営計画

「Sustainability Design Company」
～「三方よし」から「共存共栄」の実現へ～

未来を描き、夢をかなえる
～お客さま・地域社会・役職員の未来をともに～

基本戦略（未来創造挑戦項目）

目指す姿

メインテーマ

　目指す姿は「地域やお取引先の持続可能な発展を企画して
創る会社」。その実現に向けた第 7次中期経営計画をスタート
してから2 年が経過しました。5 年間で 5 つの Sustainable 
Development 目標（以下、「SD目標」）を達成することに挑戦して
おり、取組状況について説明します。
　「温室効果ガス排出量削減」では、2013年度対比 42.07％削減
となり、SD目標を前倒しで達成しました。これは、大規模改修に
よるエネルギー使用量削減などのほか、店舗施策による拠点の集
約、オペレーション改革等の生産性向上施策による業務量削減な
どが効果を発揮したものです。
　また、「SDGs・金融リテラシーの普及・向上活動、次世代人材
の育成活動」では、コロナ禍により行動の制約がある中、Webを
活用したオンライン配信による行内外の人材教育や講演活動を積
極的に行ったことでSD目標を上回る結果となりました。
　「Sustainable Development 推進投融資」「地域顧客の価値
向上サポート」「地域顧客の資産形成サポート」の各項目において
も、コロナ禍の影響を受ける中、事業者向け会員制Webサービス
「しがぎん Big Advance」などのデジタルツールを活用し、地域
金融機関ならではのお客さまに寄り添ったきめ細やかな対話を通
じたサポートで取り組みを推進しました。これらの結果、全体とし
ては概ね順調に推移しています。

　2021 年 6 月、取り組 み の さらなる深 化 を目 指して
「Sustainable Development 推進投融資」「地域顧客の価値
向上サポート」「温室効果ガス排出量削減」「SDGs・金融リテラ
シーの普及・向上活動、次世代人材の育成活動」の 4 指標につ
いて見直しを行いました。
　より高い次元の目標へと挑戦を繰り返していく中で、目指す姿で
ある「Sustainability Design Company」へのステップを一歩ず
つ上っていきます。

価値創造のための挑戦価値創造のための挑戦価値創造のための挑戦

Sustainable Development
推進投融資
（新規投融資額累計）

2年目までの実績各挑戦指標の進捗状況 コメント

地域顧客の価値向上サポート
（年間コンサルティング相談件数 )

温室効果ガス排出量削減
（2013年度比較の削減率）

SDGs・金融リテラシーの普及・
向上活動、次世代人材の育成
活動　（延べ実施人数）

親会社株主に帰属する
当期純利益（連結）

顧客向けサービス業務利益

ROE（連結）

OHR

地域顧客の資産形成サポート
（預り資産残高
「投資信託＋金融商品仲介」）

しがぎんサステナビリティ・リンク・ローンの取扱開始
や、格付コミュニケーションサービスを通じたお取引
先との対話などに努め、順調に実績を積み上げること
ができました。

お客さま起点（＝マーケットイン）の発想による「ゴー
ル・ベース・サポート」の実践に努め、銀行本体で開始
した信託業務、人材紹介、ITコンサルなどのご相談が
増加しました。

過去に実施した本店内の事務センター全館改修工事
や店舗施策による拠点集約などの効果によりエネル
ギー使用量が減少。また、電力の排出係数が低下し
た影響もあり、大幅な削減となりました。

コロナ禍で活動が制限される中、Webによるオンラ
インセミナーなどの手法を活用したことで2年目も
2,923 人に実施することができました。

依然として金利環境は厳しい状況が続いていますが、
新型コロナ対応融資による貸出金残高の増加や、海
外金利水準の低下、手数料収入の増加などにより、目
標を上回る収益水準を確保することができました。

預貸金利回りの低下による影響は若干ありましたが、
融資関係手数料や預り資産手数料などの役務収益が
順調に推移し、目標水準を上回ることができました。

依然として厳しい収益環境が継続する中、ROEは 2％
台となりました。より効率的な業務運営に向け、ビジ
ネスモデルの再構築を進めてまいります。

店舗施策などの取り組みが生産性向上に効果を生んで
いますが、次世代基幹系システムへの更改に向けた費
用を計上したことなどでOHRは高水準となりました。

預り資産推進体制の再構築を行い、コロナ禍による株
式相場の下落時にもきめ細やかなお客さまフォローに
努めたことなどにより、相場回復局面において預り資産
の増加につなげることができました。

累計3,373億円

1,275件

1,907億円

29億円

22.3 期

22.3 期

24.3 期

24.3 期

7,000億円

1,500件

42.07％削減

8,338人

114億円

2.62％

75.40％

50％削減

15,000人

100億円以上

5.0％以上

65％未満

20億円

2,000件

30億円

新目標

実績

実績

実績

実績

実績

実績

実績

実績

実績

新目標

新目標

新目標

目標

22.3 期

24.3 期

2,200億円
3,000億円

目標

目標

目標

目標

計画の概要と2年目の進捗状況

SD目標を上方修正

S
D
目
標

収
益
目
標

長
期
的
挑
戦
指
標

Sustainable Development
推進投融資

5,000 億円 7,000 億円

地域顧客の価値向上サポート
22.3 期　850件
24.3 期 1,000 件

22.3 期 1,500 件
24.3 期 2,000 件

温室効果ガス排出量削減
（2013年度対比）

25％削減 50％削減

SDGs・金融リテラシーの普
及・向上活動、次世代人材の
育成活動

5,000 人 15,000 人

項目 見直し前 見直し後
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　地球温暖化・気候変動への対応が世界で急速に進んでいます。
日本でも政府が昨年 10月、2050 年に温室効果ガスの排出量を
実質ゼロにする「カーボンニュートラル」を宣言し、今年 5月には
その目標を明記した改正地球温暖化対策推進法が成立しました。
政府は2030 年度までに排出量を13年度比 46％削減する目標
を掲げ、経済成長の要に「グリーンとデジタル」を据えています。
　私たちの暮らしや経済に関わる多くの分野で脱炭素社会の実現
に向けた取り組みが加速する中、環境政策を話し合い国に意見を
伝える中央環境審議会の会長に今年２月に就任された東京大学未
来ビジョン研究センター教授の髙村ゆかり氏をお招きして、高橋
祥二郎頭取と「脱炭素をめぐる内外情勢と金融の役割」をテーマに
対談していただきました。

流れを変えた脱炭素宣言

高橋　本日はよろしくお願いいたします。髙村先生は政府のさま
ざまな要職を務めておられますが、2050年のカーボンニュートラ
ルの目標設定の意義をどのように考えていますか。

髙村　カーボンニュートラル宣言で、潮目が変わったと多くの企
業の方が話されています。政府が脱炭素社会への移行や目指す
べき目標を明らかにしたことで、新たなビジネス機会と捉えた企
業が積極的に投資を始めるなど、脱炭素社会への取り組みが大き
く進み出した点において大きな意義がありました。また、エネル
ギー政策へのインパクトも非常に大きい。日本の温室効果ガスの

85％が、エネルギーの使用に伴って排出されるCO2です。エネル
ギーのあり方を根本的に考えないといけません。

高橋　これほどの大きな変化が急に起こり、一気に進むとは、１年
前には想像できませんでした。グローバルに、また中央で変化が進
む中、地域金融機関の私どもも、地元中堅中小企業や地域経済に
どのような影響があるのかをしっかり考える必要があります。今
までは、「脱炭素という時代が来てますよ」と伝えていましたが、こ
れからは「どのような形で脱炭素を具体化しますか。そうしないと
競争から取り残されますよ」と話していく必要があります。当行に
もデータセンターがあり、金融業はサービス業などと比較して電
力を消費していますので、現在、地域電力や再生可能エネルギー
導入の検討なども進めています。私どもの取り組みも説明しなが
ら、地元の皆さまに脱炭素への取り組みはコストではなく、将来に
向けた投資であるとのご理解を深めていただく必要があると思っ
ています。
　また、金融庁がコーポレートガバナンスコードの改訂で、TCFD
（気候関連財務情報開示タスクフォース）の提言に沿った情報開
示を求め、中央省庁ではカーボンプライシングの議論も進んでい
ます。しかし、中小企業の方々にはそこまでの認識が及んでいな
いのが現状です。

髙村　上場企業でもTCFDの基準に従ってしっかり対応している
のは200 社ぐらいと言われており、まだまだ課題はあります。し
かし、これから投資家や株主、取引先からの働きかけで間違いなく

カーボンニュート　ラル社会に向けて
地域との共　創を考える

脱炭素をめぐる　　内外情勢と金融の役割

広がっていきます。そして、地域の企業に対しても、同程度の開示
でなくとも、排出量の把握や、排出削減の働きかけは進むと思いま
す。また、昨年 12月に策定されたグリーン成長戦略では、成長に
資するカーボンプライシングについてはタブー視せずに検討する
ことになっています。今は環境省と経済産業省が、炭素税や排出
削減クレジット取引などを検討しており、炭素に価格をつけてシグ
ナルを出すことが重要という点では一致しています。

地域のカーボンニュートラル

高橋　カーボンプライシングの議論がテーブルに載ること自体、
大きな変化だと実感しています。当行は以前から環境金融に力を
入れており、実はカーボンプライシングの発想を取り入れた金融
商品がありました。自然エネルギーの導入促進と琵琶湖の環境保
全・生態系の保全を目的として2007 年 4月に始めた「カーボン
ニュートラルローン　未来よし」です。当行の環境対応型融資商
品の利用を通じて太陽光発電システム等を導入された場合、削減
された温室効果ガスの量を当行が推計して排出権取引価格を参
考に金額換算し、琵琶湖の固有種「ニゴロブナ」と「ワタカ」の保護・
育成・放流事業に資金を拠出するものです。放流するニゴロブナ
は、内耳の「耳石」に特殊な色素で染色し、識別できることから、一
定期間後に捕獲して繁殖状況が調査できる仕組みでした。脱炭素
に向けた取り組みが、少しでも、企業や社会にとってのプラス面が
見えれば、私どもも説明しやすいし、お取引先も納得感を得られる
と思います。

髙村　10年以上も前から、炭素削減価値の見える化をされてい
たのですね。CO2ネットゼロの取り組みを進めていくうえで、まず
コストが問題になりますが、実は再生可能エネルギーの発電コスト
は世界的にもかなり下がってきています。日本においても太陽光
の発電コストはこの 10年間で63％も低下しました。もちろん、
送電線への接続や、太陽光や風力の出力減少時にどう対応するの
かなど、解決すべき課題はあります。しかし、政府はその課題をう
まく解決して、再生可能エネルギーのコストを可能な限り下げる方
向で政策を実施していくでしょう。また、再エネ導入は地域にとっ
てプラスにもなります。例えば、地域電力から購入すれば、お金は
地域で循環します。自ら発電して使えば電気代の支払いをおさえ
ることもできます。
　また、気候変動対策は、単純なコストではなくプラスになるよう
な形にもできるのではないでしょうか。ゼロ・エネルギー住宅（ＺＥ
Ｈ）は、高断熱で光熱費を抑えてエネルギーコストを下げられま
す。家の中の温度を一定に保ちやすくヒートショック対応にも効果
的です。蓄電池を備えていれば災害時にも電力を使えます。建
築や家電などさまざまな業界が関わり経済波及効果が大きい「住
宅」が典型的な例だと思います。こういう情報を住民の方に対し
て、地域の金融機関が住宅購入の融資をする際に伝えていただく
と、さまざまなメリットを地域に生む融資になると思います。

高橋　脱炭素の取り組みはグローバル企業が先行していますが、
自社の取り組みだけでなくサプライチェーン（供給網）に対しても
脱炭素への要請がますます強くなると思います。滋賀県は県内総

対談

株式会社滋賀銀行
取締役頭取 高橋 祥二郎

東京大学未来ビジョン研究センター教授東京大学未来ビジョン研究センター教授

髙村　ゆかり髙村　ゆかり髙村　ゆかり 氏
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生産に占める第２次産業の割合が全国１位で、グローバル企業と関
連する地元企業も多くあり、その影響は大きいと考えています。
　今年の年始の挨拶を、グローバル展開する関西の企業経営者と
Web で行った際、自社の脱炭素に向けた取り組みや、下請け先や
関連企業にこれからどう対応していけばいいのか、と質問を受けま
した。まずは脱炭素社会の到来が事業に与えるプラスとマイナス
の影響を正確に把握し、リスクを抑えつつビジネス機会につながる
具体的な取り組みを始めることが重要、と伝えました。一方、自社
の CO2 排出量や削減方法が分からない取引先も多く、当行は省
資源や省エネルギーなど企業の脱炭素に向けたさまざまなコンサ
ルティングを進める必要があると改めて意を強くしました。まずは
調査から入り、そこから得た情報を分析して、お取引先自身が実践
できるようにします。そのような取り組みが、新たなビジネスチャ
ンスにもつながると考えています。

金融機関が果たす役割

髙村　脱炭素社会の実現には、エネルギーが変わり、産業が変わ
り、街のあり方も変わっていくことが必要です。そのためには、政
策も大事ですが、資金が必要です。変わろうとしている人に投資
や融資が提供される仕組みを作らなければなりません。また、気
候変動対策に加え、生物多様性の問題も深刻です。1970 年代か
ら多くの種が失われ、生態系が壊れ、私たちの暮らしや経済に影響
を与えています。この社会を変えていく事業を作り、その事業が
成り立つように資金を提供する金融の役割はとても大きいと考え
ています。社会を変えていく中で、新しいビジネスが生まれ、新た
な社会を作っていく。将来のより良い地域社会の中に改めて金融
の新しい役割や事業の機会が出てくる。そういう関係性だと思い
ます。こうした長期的な視点を持ち、変化の必要性を事業の中で
しっかり示すことができるのが、金融機関ではないでしょうか。

高橋　当行は 1990 年代から環境経営を実践し、ボランティアだ
けではなく本業で地球環境を守るとの思いで、経済と環境の両
立に取り組んできました。2017 年 11 月に SDGs 宣言を行い、

18 年 7 月に地銀として初めて TCFD に賛同表明し、20 年 8 月
には地銀初のサステナビリティ・リンク・ローン（SLL）の取り扱いを
始めました。SLL はお客さまが SDGs や ESG に関連する野心的
な事業挑戦目標を設定し、その達成度に応じて貸付条件が連動す
る融資商品です。目標の合理性については R＆I（株式会社格付
投資情報センター）が、その後のモニタリングは KEIBUN（株式会
社しがぎん経済文化センター）が実施する仕組みで、5 月末現在、
大手を含め６件９０億円のご利用があります。ローンを売ることが
目的ではなく、事業課題を解決することが大切です。お取引先に
SDGs や ESG への理解がより深まり、お取引先の企業価値向上に
つながることを期待しています。

ESG 金融と経済合理性

高橋　ESG 金融の取り組みを進めていますが、企業理念と経済合
理性 ( 収益性 ) の課題が残ります。最近では ESG の優等生であっ
た海外企業の経営者が、株主からの要求で解任されるということ
がありました。先生は、ESG への取り組みと経済合理性について
どのようにお考えでしょうか。

髙村　難しい問題ですよね。ESG は収益性以外の点にも着目し
て投融資しますが、本当に収益や企業の業績を上げることになる
のかに関しては、まだ議論があると思っています。気候変動に関
しては、きちんと対応している企業が金融市場では評価を得てい
ます。ただ、個別のケースを見ると、本当に収益性と ESG 評価が
合致しているかについては、まだ課題があります。事業者としては
ESG やサステナビリティへの対応をしっかり行いつつ、収益をあげ
るビジネスモデルの構築に絶えず挑戦することが必要ですが、同
時に ESG やサステナビリティの対応をきちんとする企業が、収益
もあげられる社会にどう変わっていくか、という消費者サイドの意
識改革も重要だと思います。
　ESG の優良企業経営者が解任されたことは残念です。個別企
業においては株主判断になり、皆が同じような考えを持っているわ
けではありませんが、それが両立する企業や事業をどれだけ多く
作っていくかを考える必要があります。

高橋　環境金融は収益的に見えにくいのですが、SDGsコンサル
ティングや私募債、SLL などをすべて集計すると、コストに見合う収
益はあると思います。地域金融機関は、お客さまのお金を通じて
地域でさまざまな経済活動を支えています。当行の事業が、お客
さまや地域の課題、環境問題などに携わっていると一定の理解を
いただいていることは、目に見えないプラス効果です。企業の社
会貢献については誰も否定できません。ただ、本業も当然しっか
りやっていただくように私どもは絶えず伝えていますので、当行と
お取引先の双方が応援しあうというスタンスで取り組めば、長期的
には必ずプラスになると思います。

髙村　今、高橋頭取が言われたことは大事なことですね。気候変
動やサステナビリティ、ESG などについて事業者の方が考えるきっ

カーボンニュートラル社会に向けて地域との共創を考える
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かけを作ることは、自ずと地域のあり方とか、中長期の視点を自ら
の事業に取り込む効果があるのだと思いました。

持続可能な地域社会へ

高橋　環境問題だけでなく、お客さまの課題を聴く中で、いろいろ
なコンサルティングができます。また、融資や当行が携わるビジ
ネスにつなげる形で課題解決できないかも検討しています。この
ような取り組みはお客さまにも当てはまります。世界的な潮流で
ある脱炭素の動きをしっかりと捉え、未来に向けたさまざまな取り
組みから、新たなビジネスにつながる可能性もあります。その積
み重ねで、チャレンジの域から少しずつ収益を生む事業に育つので
はないでしょうか。
　地域金融機関は、地域経済をしっかり守っていかねばなりませ
ん。そこに地方銀行の役割と意義があります。そのためには、お
客さまの企業価値を高めていくことが必要です。そこで当行が
力を入れていることは、お客さまの伴走型支援です。コンサルティ
ングや融資を通じて、デジタルトランスフォーメーション（DX）やグ
リーントランスフォーメーション（GX）など事業の変革につなげら
れるように取り組んでいます。

髙村　地域金融機関は「地域から逃げることはできない」からこ
そ、地域の人たちから信頼されるのですね。その信頼に基づいた
事業ができることは、強みだと思います。一方、地域金融機関の難
しさは、脱炭素に関連する変化に加えて、日本がすでに直面してい
る多くの課題も抱えていることです。人口減少や、高齢化に伴い
社会を支える産業の担い手問題など、大都市圏を除くと日本全国
の共通した課題です。地域を持続可能で、働きの場や生活の場
として魅力的にしていくことに、真正面から向き合わねばなりま
せん。
　そのため、地域のステークホルダーとうまく連携していくことが
求められます。同じ悩みは自治体も抱えています。課題に対して
地域のあり方を模索し、果敢に挑戦して地域を変えていく。その
ための事業形成に地域金融機関が積極的に関わる必要がありま
す。地域金融機関が持っているリソースは、それぐらい地域にとっ
て重要なのです。そのリソースをうまく生かさないと地域自体が
成り立ちません。今はそういう局面にあると思います。

高橋　地域社会や地元の中堅中小企業、地方公共団体にしても、
将来に向けてそれぞれに目指すべき夢や理想、目標や計画などが
あり、それと現実の間には課題があると思います。丁寧にコミュニ
ケーションを取りながら、明確なビジョンを持って課題解決型金融
情報サービス業としてしっかり取り組めば、自ずと道は開けていく
と思います。
　当行は 2019 年 4 月にスタートした第 7 次中期経営計画（24
年 3 月まで）で、目指す姿を「Sustainability Design Company」
としました。地域の持続可能な発展をデザインし、地域になくては
ならない「Company」になるとの決意を込めています。私は年に
１回、滋賀県内 19 市町の首長の方々を訪問し、コロナ禍の影響や

デジタル化、農業や少子高齢化などの課題を伺いました。自治体
に限らず、地域や企業には本当に果てしなく課題があります。　
　例えば、事業承継にもいろいろなパターンがありますので、Ｍ＆
Ａも含め、お取引先にとって何が一番いいやり方なのかを検討しま
す。一生懸命やっていると、自社株承継や少数株主のニーズが見
つかり、当行のビジネスチャンスが出てきます。
　お客さまが安心してお金を預け、お取引先には「必要な時に支
援が得られるので、お付き合いして、いろいろ話してもいいかな」と
思っていただける関係を維持することが何よりも重要です。

滋賀銀行への期待

髙村　グローバル企業だけでなく、サプライチェーンを担う地域
の中小企業の方々も含めて、大きな変化のただ中にいます。この
変革に対する事業資金がしっかり提供されていくことが大事であ
り、地域の課題解決には地域金融機関の存在は大きいです。
　特に滋賀県は、近江商人の三方よしの伝統もありますが、同時
に、環境意識が高く、好立地もあって多くの産業を抱えています。
ですから、滋賀県で成功できないことは、全国どこでも成功できな
い可能性が高い。そういう意味で、滋賀銀行さんの取り組みは、
同じような課題に直面する全国の金融機関や地域にとって重要な
ロールモデルになります。地域に伴走して金融サービスを提供し、
収益をあげながら課題を共に解決していく金融機関になってくだ
さい。それが全国の皆さまへの、地域の皆さまへのエールになり
ます。ぜひ、頑張っていただきたいと思います。

高橋　熱いエールをいただきました。すべてのステークホルダー
と共に新たな地域社会を創るとの気概で、地道に、時にはアクセル
を踏み込んで取り組んでまいります。
　髙村先生には、中央や大企業と同様に地域社会や中堅中小企業
の脱炭素化への政策支援と情報提供など、新しい日本の未来のた
めに、政府と民間の橋渡しをお願いします。本日はありがとうござ
いました。 （2021 年 5 月 31 日）
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ガバナンス

　取締役頭取を委員長とするサステナビリティ委員会を設置。経
営会議、部室長、関連会社社長をメンバーに年３回開催していま
す。気候変動を含む中長期的な ESG 課題について、リスクと機
会への対応方針や取組計画等を審議しています。
　具体的には、マテリアリティの特定、サステナビリティビジョンの
策定、サステナビリティ方針の策定、ＴＣＦＤへの対応検討などを実
施しています。
　今後、経営会議や取締役会への気候変動に係る取り組みや対
応の定期的な報告などを実施していきます。

戦 略

　当行が優先して取り組む重要課題（マテリアリティ）を特定す
るとともに、持続可能な社会を目指す「サステナビリティビジョ
ン（長 期ビジョン）」を 策 定。2019 年 4 月 にスタートさ せ た 第
7 次中期経営計画は、それらの考えに基づき、目指すべき姿を

「Sustainability Design Company」、テーマを「未 来 を 描 き、
夢をかなえる」としました。ＳＤＧｓをビジネスにつなげ、本業で社
会を変革する「課題解決型金融情報サービス業」への進化を掲げ
ています。
　2020 年 10 月には「サステナビリティ方針」を制定。新たな体
制整備として総合企画部内にサステナブル戦略室を設置するとと
もに、営業統轄部内に ESGファイナンスの専門チームを発足させ
ました。
　具体的には、脱炭素社会、循環経済（サーキュラー・エコノミー）
の実現を念頭に置いた環境金融の推進や地域伴走型のコンサル
ティング強化に取り組んでいます。再生可能エネルギーやグリー
ンプロジェクトなど気候変動の緩和に貢献する事業や、企業のエ

リスク管理

　当行は、気候変動に起因する物理的リスクや移行リスクが、当行
の事業運営、戦略、財務計画に大きな影響を与えることを認識し
ています。今後、総合リスク管理の枠組みにおいて、そのリスクを
管理する体制の構築に努めていきます。

指標と目標

　環境負荷低減の目標を次のように定めています。
　(Scope1, Scope2 基準）
●中期指標（2024 年 3 月期末）　　
　ＣＯ2 排出量　50％削減（2013 年度対比）
●長期指標（2030 年 3 月期末）　
　ＣＯ2 排出量　75％以上削減（2013 年度対比）
　2050 年に“しがＣＯ2ネットゼロ”※ を達成
※ 滋賀県における二酸化炭素の排出量を実質ゼロにする取り組み。滋賀県が中心とな

り、県民、事業者等多様な主体と連携して取り組みを推進しています。

ネルギー効率向上に向けた投資、インフラ整備、さらには気候変
動に強い地域づくり、持続可能なライフスタイルの構築をサポー
トしていきます。
　気候変動のリスクと機会について、複数のシナリオ分析を通じ
た検討も実施していきます。2020年度には環境省の「TCFD提
言に沿った気候リスク・機会のシナリオ分析パイロットプログラム
支援事業（金融機関向け）」の支援先として採択を受け、気候変動
に伴う物理的リスクと移行リスクの分析手法等について研究を実
施しました。今後、条件を絞り込み、分析・公表に向けて取り組み
を進めます。

気候変動・地球温暖化への対応
　異常気象による被害が増大するなど、気候変動をはじめとする地球環境の変化は、
経済活動のみならず私たちの日常生活に大きな影響を及ぼしつつあり、人類共通の大
きなリスクとなっています。こうした中、各国の政府や企業では化石燃料依存型社会・
経済構造を見直し、脱炭素社会へ移行しようとする動きが加速しています。
　当行は、気候変動を重要な経営課題の一つとして認識し、金融の役割を通じて「経済
と環境の好循環」を確立することで、持続可能な社会を創出するよう努めています。
　また、ＴＣＦＤ※の提言趣旨に賛同しており、ＴＣＦＤが推奨する情報開示の高度化に取
り組んでまいります。

価値創造のための挑戦

※ Task Force on Climate - related Financial Disclosures の略。2015 年に金融安定理事会（FSB）によっ
て設立された気候関連財務情報開示タスクフォース。気候変動の影響を個々の企業が財務報告において公表す
ることを求めるもの。

TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）への取り組み

36



　気候変動が企業経営や金融システムに与える影響への懸念が
高まる中、シナリオ分析とその結果の開示を求める動きが進んで
います。シナリオ分析とは、自然災害の増加や脱炭素に向けた事
業環境変化などを想定した複数の将来シナリオを設定し、自社へ
の財務影響を評価することを言います。
　シナリオ分析によって評価する地域金融機関の財務影響とは、
言い換えれば気候変動によって引き起こされる地域経済への影
響でもあります。すなわち、気候リスク・機会を一人ひとりが認識
し、気候変動に適応していくことが地域経済と自行のレジリエンス
を高めることにつながります。
　そうした認識のもと、当行は、シナリオ分析に関する知見とノウ
ハウの蓄積を目的に、2020 年度に環境省が実施した「TCFD提

●支援事業で使用した資料の例
環境省「TCFD提言に沿った気候リスク・機会のシナリオ分析実践ガイド（銀行セクター向け）」より一部抜粋。

TCFD 提言に沿ったシナリオ分析の取り組み
言に沿った気候リスク・機会のシナリオ分析パイロットプログラム
支援事業（金融機関向け）」の採択を受け、事業に参加しました。
　支援事業では、専門家による指導のもと、当行の業種別エクス
ポージャーや地域特性などに基づいて①リスク重要度の評価②シ
ナリオ群の定義③定性的事業インパクト評価④移行リスクの定量
評価⑤物理的リスクの定量評価について、サンプルデータ等を用
いて分析を実施。将来、本格的なシナリオ分析を行うにあたって
必要となる基本的な知識・ノウハウを経営層および関連各部で共
有しました。
　今後は、透明性のある情報開示に向けたシナリオ分析を実施し
ていくとともに、気候リスク・機会への取り組みを進め、お客さま
や地域社会のレジリエンスに貢献していきます。

当行の業種別エクスポージャーから移行リスクの分析対象とする業種を検討しました。 2℃シナリオと 4℃シナリオそれぞれで対象業種に関して将来的に起こりうる社会の変化
を分析しました。

業種ごとの移行リスクがどのように財務的なインパクトを与えるかを整理して検討しました。 異常気象の増加によって高まる洪水リスクについて県内企業にどのような影響が及ぶかを
サンプルデータを用いて検討しました。

37SHIGA BANK REPORT 2021

TOP MESSAGE 特集 価値創造のための挑戦 価値創造を支える力未来創造への挑戦“しがぎん” について



 　当行は、2020 年 2 月、国連環境計画・金融イニシアティブ（※
UNEP FI）が起草し、2019年9月に発足した「責任銀行原則（PRB
＝Principle for Responsible Banking）」に日本の地方銀行と
して初めて署名し、世界の 230 を超える署名銀行とともに、サス
テナビリティをビジネスの中心に据えた金融の実践に取り組んで
います。
　責任銀行原則は、社会の持続可能な繁栄が銀行業の発展につ
ながるという認識のもと、銀行自らが SDGs やパリ協定に整合し
た事業戦略を定め、金融仲介機関として主導的な役割と責任を果
たしていくためのフレームワークです。署名銀行は、6 つの原則
に従って、事業活動が環境や社会にもたらすネガティブ・インパク
ト（悪影響）を低減する一方で、ポジティブ・インパクト（好影響）を
増大させるよう、自ら戦略と目標を設定し、お客さまをはじめとす
るステークホルダーと協力して取り組みます。

　責任銀行原則は、原則の取組状況を開示することを署名銀行に
義務づけています。具体的には、署名より 18カ月以内に第 1 回
目の開示、その後は毎年、責任銀行原則に関する報告と自己評価
を公表し、4 年以内にインパクト分析、目標設定と実施、説明責任
を果たすことが求められます。
　当行は、「地域の発展なくして当行の発展なし」という考えのも
と、“お金の流れで地球環境を守る”環境経営に取り組み、環境省
の「エコ・ファースト企業」の認定を受けるなど、以前から率先した

取り組みを行ってきました。署名後は、地域社会のサステナビリ
ティに向けた取り組みをさらに強化しています。第 1 回目の取組
状況は下表の通りです。

※国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）
　国連環境計画 (1972 年に設立された国連の補助機関 ) が、1992 年に設立。世界各

地の金融機関が参加するパートナーシップで、経済的発展と ESG( 環境・社会・ガバナ
ンス) への配慮を統合した金融システムへの転換を進めている。当行は 2001 年に
日本の市中銀行として初めて署名。

「環境経営」
サイクル

お客さま 地域社会

銀行

影響のある
分野へ投融資社会を良くしたい

社会的インパクトで
社会をより良く

●社会的インパクト波及イメージ

報告と自己評価の要件 銀行の対応に関するハイレベルの要約 参考 / 対応の詳細 /
関連情報へのリンク

原則 1: 整合性 ( アライメント )
事業戦略を、持続可能な開発目標 (SDGs) やパリ協定及び各国・地域の枠組で表明されているような個々人のニーズ及び社会の目標と整合させ、
貢献できるようにする。
1.1 銀行ビジネスについて、事業を展開している主要地域
の主な顧客セグメント、提供する商品・サービス、融資先
のセクターやプロジェクト、場合によっては技術などの概
要を説明する。

当行は、日本の地方銀行として、滋賀県を中心に事業を展
開しています。主に地域の個人、中小企業、地方公共団体
等に対して、金融仲介を主体とした商品とサービスを提供
しています。
2021 年 3 月末時点での貸出金残高約 4 兆円のうち、国
内向けが 99.7％を占めています。また、国内向けのうち、
74.5％が事業者向け、25.5％が消費者向けとなっています。

本誌 P15
（“しがぎん”の強み）

1.2 「持続可能な開発目標 (SDGs)」や「パリ協定」さらに
国内および地域の枠組みに照らして、銀行の戦略がどのよ
うに社会の目標と合致しそれらに貢献しているか、または
予定であるかについて説明する。

当行は、サステナビリティビジョンにおいて、SDGs やパ
リ協定に整合する地域社会の姿「自分らしく未来を描き、
誰もが幸せに暮らせる社会」の実現を掲げ、その実現に向
けた具体的挑戦指標を中期経営計画に設定しています。
2020 年 10 月には、持続可能な社会の実現に向けた基本
方針を定めた「サステナビリティ方針」の制定と「環境方
針」の改定を行い、組織体制の整備を実施しました。
また、当行は気候変動が地域社会に重大な影響を及ぼす重
要課題（マテリアリティ）と認識し、2018 年 7 月には、
日本の地方銀行として初めて TCFD（気候関連財務情報開
示タスクフォース）提言に賛同し、提言に沿った取り組み
を進めています。

本誌 P28
（サステナビリティ
ビジョン）

本誌 P12
（サステナビリティ
方針）

本誌 P36
（気候変動への対
応と TCFD 提言に
沿った情報開示）

価値創造のための挑戦価値創造のための挑戦価値創造のための挑戦価値創造のための挑戦

責任銀行原則責任銀行原則責任銀行原則責任銀行原則

1年目の取り組み
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原則 2: インパクトと目標設定
人々や環境に対して、我々の事業および提供する商品・サービスがもたらすリスクを管理しネガティブ・インパクト（悪影響）を低減する一方で、
継続的にポジティブ・インパクト（好影響）を増加させる。そのために、重大なインパクトを与える可能性のある分野に関して目標を設定し
てそれを公開する。

2.1 インパクト分析 :
以下の要素を満たすインパクト分析を通じて、銀行が最も
重大なポジティブとネガティブのインパクトを与える可能
性のある分野を特定していることを示す。
a) 分析対象 : 1.1 に記載されているように、銀行が事業を

展開する主要地域における中核的な事業分野、商品・
サービスを分析の対象とする。

b) エクスポージャー : 最も重大なインパクトを及ぼす分野
を特定するにあたり、セクター、技術、地理的な側面
において銀行の中核事業や活動にどのような特性があ
るかを分析する。

c) 背景および関連性 : 事業を展開する国や地域における持
続可能な開発に関する最も優先度の高い課題や事項を
考慮に入れる。

d) インパクトの規模や特性 : 最も重大なインパクトを及ぼ
す分野を特定する際に、銀行の活動や商品・サービス
の提供から生じる可能性のある社会的、経済的、環境
的インパクトの規模や特性を考慮する。

上記 c) と d) の下での分析を行うにあたっては、関連の
あるステークホルダーに協力を求める。
これらの分析に基づいて、以下のことを示す。
●潜在的に最も重大なポジティブとネガティブのインパク

トを特定し、公表する。
●ポジティブ・インパクトの増加とネガティブ・インパク

トの低減に寄与する戦略的事業機会を特定する。

当行は、SDGs やパリ協定などの社会的要請や、地域金融
機関に求められるステークホルダーからの期待・要請を踏
まえ、マテリアリティ（重要課題）の特定を行い、CSR 憲
章（経営理念）に照らして次の 3 点を中長期的な重点取組
項目としています。
(1) 地域経済の創造
(2) 地球環境の持続性
(3) 多様な人材の育成

SDGs やパリ協定の実現には、特定のセクターだけでなく、
あらゆる人や企業が行動を変容していく必要があります。
当行は、滋賀県内の貸出金シェアの 48％以上を占め、滋
賀県経済に対して一定のインパクトを有しており、地域社
会の行動変容につながる取り組みを積み重ねることで、持
続可能な社会の実現に貢献できると考えています。
インパクト分析については、現在研究を進めている最中で
あり、今後、分析結果を踏まえた取り組みなどを公表して
いく予定です。

本誌 P26
（リスクと機会）

本誌 P28
（サステナビリティ
ビジョン）

インパクト分析に関する要件を満たしているかどうか、署名銀行としての検討結果やステートメントを公表する。

SDGs やパリ協定などの社会的要請、地域金融機関として求められる期待や要請、当行が地域社会に与えるインパクト等を考慮して、中長期
の重点取組項目を決定しています。特に、環境意識の高い地域性等を踏まえ、環境への取り組みを重視しています。

2.2 目標設定
事業活動や商品・サービスの提供から生じると考えられ
る「最も重大なインパクトを及ぼす分野」の少なくとも
2 つに対応する、具体的（Specifi c）、質的および量的に
測定可能（Measurable）、達成可能（Achievable）、関
連性のある（Relevant）、期限付き（Time-bound）の
SMART 目標を最低 2 つ設定し、公表していることを示す。
これらの目標が、持続可能な開発目標やパリ協定、および
その他の国際的、国内的または地域的な枠組みに連動し、
整合的であり、目標に大きく貢献していることを示す。ま
た、銀行は、（ある時点に対して評価するための）ベース
ラインを特定し、このベースラインに対する目標を設定す
る必要がある。
SDG/ 気候変動 / 社会の目標のそれぞれの側面に対して設
定された目標の潜在的に重大なネガティブ・インパクトを
分析、認識し、設定された目標のネットのポジティブ・イ
ンパクトを最大化するために実行可能な範囲でそれらを緩
和するための適切な対策があることを示す。

当行はサステナビリティビジョンにおいて、目指すべき地
域社会の姿を実現するための挑戦指標として、優先取組項
目に対応した 3 つのマイルストーンを設定しています。
またマイルストーンのうち、「温室効果ガス排出量削減」
および「SDGs・金融リテラシーの普及・向上活動、次世
代人材の育成活動」の 2 項目については、指標の達成状況
および気候変動対応の緊急性の高まりを考慮し、2021 年
6 月に目標の引き上げを実施しました。
＜ 2030 年のマイルストーン＞
(1) 地域経済の創造
　　SD 推進投融資　新規投融資額累計 1 兆円
(2) 地球環境の持続性
　　温室効果ガス排出量　75％削減 (2013 年度対比 )
　　2050 年までに“しが CO2 ネットゼロ”を達成
(3) 多様な人材の育成
　　SDGs・金融リテラシーの普及・向上活動、次世代人

材の育成活動　実施人数延べ 3 万人

本誌 P28
（サステナビリティ
ビジョン）

目標設定に関する要件を満たしているかどうか、署名銀行としての検討結果やステートメントを公表する。

目指すべき地域社会の姿の実現に向けて当行が生み出すべきインパクトを検討し、3 つのマイルストーンを設定しています。また、インパク
ト分析に基づく検証を進めており、必要に応じて目標設定の見直しを実施する予定です。
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2.3 目標の実行とモニタリングの計画
設定された目標を達成するために、銀行が取るべき行動と
中間目標が定められていることを示す。
設定された目標に対する進捗を測定しモニタリングのため
の手段を備えていることを示す。主要なパフォーマンス指
標をどう定義しているか、それらを変更する場合、また、
ベースラインを再設定する場合などについて、透明性を保
たなければならない。

3 つのマイルストーンを 5 カ年の第 7 次中期経営計画に
おける挑戦指標として管理し、進捗を開示しています。
また、目標を各部および関連各社の活動に落とし込むため、
ISO14001 認証における全体目標として年間目標を設定
し、各部および関連各社で実施計画を策定しています。進
捗状況は原則年 3 回開催するサステナビリティ委員会にお
いてモニタリングし、PDCA を回す体制としています。
目標のモニタリングや見直し、サステナビリティ方針に基
づく各部の取り組みなどは、サステナビリティ委員会で審
議されるほか、内容に応じて取締役会および経営会議に付
議・報告しています。

本誌 P30
（第 7 次中期経営計画）

本誌 P64
（ コ ー ポ レ ー ト・
ガバナンス）

目標の実行とモニタリングのプランに関して要件を満たしているかどうか、署名銀行としての検討結果やステートメントを公表する。

第 7 次中期経営計画および ISO14001 の取り組みにおいてマイルストーンの達成に向けた目標を設定し、実施計画を策定しています。
進捗状況はサステナビリティ委員会においてモニタリングを行い、取締役会および経営会議に付議・報告した上で開示しています。

2.4 目標達成に向けた進捗状況
各目標ごとに :
設定した目標を達成するために、銀行が取るべき行動を実
行に移したことを示す。
もしくは、行動が実行に移されなかった、または変更が必
要になった理由について、さらに、銀行がどのように計画
を変更して目標を達成しようとしているのかを説明する。
設定された各目標の達成に向けた銀行の過去 12 カ月間（た
だし署名後最初の報告では最長で 18 カ月間）の進捗状況
とその進捗状況についての報告を行う。( 実行可能でかつ
適切な場合には、定量的な情報を開示する )

マイルストーンおよび第 7 次中期経営計画における挑戦指
標の進捗状況を開示しています。
また、2021 年 6 月には、サステナビリティへの取り組み
を強化するために目標設定の見直しを実施しました。

本誌 P28
（サステナビリティ・
ビジョン）
本誌 P30

（第7次中期経営計画）

目標達成に向けた進捗状況についての要件を満たしているかどうか、署名銀行としての検討結果やステートメントを公表する。

目標の進捗状況および具体的取り組みについて、引き続き積極的な開示を行っていきます。

原則 3: 顧客（法人およびリテール）
顧客と協力して、サステナブルな慣行を奨励し、現在と将来の世代に共通の繁栄をもたらす経済活動を可能にする。

3.1 顧客との責任ある関係を促進するために銀行が定め
た、あるいは定める予定の方針や慣行について概略を示す。
これには、既に実施された（および / または予定された）
プログラムや行動、その規模及び可能な場合にはその結果
に関する概略も含める。

不変の精神である行是、CSR 憲章（経営理念）を掲げ、
2020 年 10 月には「サステナビリティ方針」を制定して
います。

お客さまとの責任ある関係を促進するため、お客さまとの
建設的な対話（エンゲージメント）を重視し、格付コミュ
ニケーション・サービスなどの取り組みを実施しています。
財務面のみならず、ESG を含めたお客さまの経営課題を
共有し、企業価値向上に向けた取り組みをサポートしてい
ます。
また、「お客さま本位の業務運営にかかる方針」に基づき、
お客さま起点のゴール・ベース・サポートに努めています。

本誌 P12
（サステナビリティ
方針）

本誌 P76
（格付コミュニケー
ション・サービス）

本誌 P60
（考働改革）

3.2 銀行が、持続可能な慣行を奨励し、持続可能な経済活
動を可能にするために、法人およびリテール顧客とどのよ
うに協力したか、および / または協力することを予定して
いるかを記述する。計画あるいは実際の行動、商品および
サービスの開発、および可能な場合には達成されたインパ
クトに関する情報も含める。

当行は、営業統轄部内に設置した ESG ファイナンス専門
チームを中心に、お客さまのサステナビリティ経営を通じ
た企業価値向上をサポートしています。

● SDGs コンサルティング
●『しがぎん』サステナビリティ・リンク・ローン
●私募型グリーンボンド

本誌 P44
（ESGファイナンス）

責任銀行原則責任銀行原則責任銀行原則
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原則 4: ステークホルダー
これらの原則の目的を更に推進するため、関係するステークホルダーと積極的に協力する。

4.1 本原則を実施し、銀行が及ぼすインパクトを改善する
目的で、銀行がどのステークホルダー ( あるいはステーク
ホルダーのグループやステークホルダーのタイプでも可 )
と協議、関与、協力、またはパートナーシップを組んだか
を記述する。銀行がどのようにステークホルダーを特定し、
どのような問題に取り組み / 成果を達成したかについての
概略を含める。

当行は、CSR 憲章（経営理念）に「地域社会」「役職員」「地
球環境」との共存共栄を掲げ、その実現に向けたステーク
ホルダーの皆さまとの共創を重視しています。
サステナビリティ・ビジョンには、行内のみならず、複数
の外部有識者とのステークホルダー・ダイアログを通じて
得られた意見を反映しています。

本誌 P28
（サステナビリティ・
ビジョン）
本誌 P73

（ステークホルダー
コミュニケーション）

原則 5: ガバナンスと企業文化
責任ある銀行業のための効果的なガバナンスおよび企業文化を通じて、重大なインパクトをもたらす分野について目標設定を公表することで
意欲的かつ透明性をもってこれらの原則に対するコミットメントを果たす。
5.1 潜在的に重大なポジティブおよびネガティブなインパ
クトを管理し、原則の効果的な実施を支援するために、銀
行が既に規定されたあるいは予定されたガバナンス構造、
方針、および手続きについて記述する。

「サステナビリティ方針」において、金融仲介を通じたポ
ジティブ・インパクトの増大とネガティブ・インパクトの
低減を重視することを定めています。
当行のガバナンス構造の中で、取締役頭取を委員長とする、
グループ横断のサステナビリティ委員会において中長期的
な ESG 課題の検討を行い、モニタリングする体制として
います。

本誌 P12
（サステナビリティ
方針）
本誌 P64

（コーポレート・ガ
バナンス）

5.2 銀行の従業員の間で責任ある銀行としての企業文化を
醸成するために実施した、または実施する予定のイニシア
ティブや方策について説明する。能力開発、報酬体系、業
績管理、リーダーシップ・コミュニケーションについての
概観を含める。

責任ある銀行としての企業文化を醸成するため、階層別
研修においてサステナビリティに関する学習を行うほか、
ISO14001 に基づく環境教育や年 2 回の人権啓発研修を
グループ役職員に実施しています。また、自主的な学習を
促すため、ESG 金融の講座受講や検定受験を推奨してい
ます。
また、2020 年 4 月に「女性活躍推進委員会」を「ダイバー
シティ推進委員会」に改編し、多様な意見が尊重され、誰
もが自分らしく能力を発揮できる職場環境づくりを進めて
います。
業績評価でも、地域の社会的課題解決に向けた中長期的な
取り組みを評価する体系に見直しを進めています。

本誌 P60
（考働改革）

5.3 原則を実施するためのガバナンス構造
銀行が責任銀行原則を実施するために以下のような適切な
ガバナンス構造を持っていることを示す :
a) 目標設定と目標を達成するための行動
b) 最終目標や中間目標が達成されなかったり予期せぬネ

ガティブ・インパクトが検出された場合の是正措置

2.3 に記載したガバナンス構造により目標設定および目標
達成に向けて行動しています。
目標の進捗管理やネガティブ・インパクトが検出された場
合の是正措置も、同様の体制により対応します。

本誌 P30
（第7次中期経営計画）

本誌 P64
（ コ ー ポ レ ー ト・
ガバナンス）

原則の実施のためのガバナンス構造に関する要件を満たしているかどうか、署名銀行としての検討結果やステートメントを公表する。

当行は、責任銀行原則が効果的に実施されるよう、目標設定やモニタリングについて、ガバナンス体制を確立しています。
総合企画部サステナブル戦略室が実施を担当し、原則年 3 回開催するサステナビリティ委員会に進捗状況を報告します。
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原則 6: 透明性と説明責任
これらの原則の個別および全体的な実施状況を定期的に見直し、ポジティブおよびネガティブ・インパクト、および社会的目標への貢献につ
いて、透明性を保ち、説明責任を果たす。
6.1 責任銀行原則実施状況
最低 2 つの分野 (2.1-2.4 参照 ) における目標の設定と実
施に加えて、過去 12 カ月間（ただし署名後最初の報告で
は最長 18 カ月間）に 6 原則の実施を進めていることを
示す。
責任銀行原則の 6 原則の実施に関連する、既存のおよび
新たな国際的あるいは地域的なグッド・プラクティスを
検討したことを示す。優先順位や目標レベルの設定にお
いてはそれらのグッド・プラクティスが参考になる。
既存および新たな国際的あるいは地域的なグッドプラク
ティスを反映しそれに準拠すべく、銀行が既存の慣行を
変更するために取り組みあるいは取り組む予定である旨、
また、原則の実施に進展があったことを示す。

2020 年 2 月の PRB 署名以降に実施した取り組み
●「サステナビリティ方針」の制定
●「環境方針」の改定
●「CSR 委員会」から「サステナビリティ委員会」への

改編
●「女性活躍推進委員会」から「ダイバーシティ推進委

員会」への改編
● サステナブル戦略室の設置
● マイルストーンおよび中計挑戦指標の引き上げ
● 環境省の「TCFD シナリオ分析パイロットプログラム」

への参加
●『しがぎん』サステナビリティ・リンク・ローンの取

扱開始

本誌 P12
（特集）

本誌 P60
（考働改革）

責任銀行原則の実施状況に関する要件を満たしているかどうか、署名銀行としての検討結果やステートメントを公表する。

当行は、本原則の実施の最初の 18 カ月間、サステナビリティへの取り組みを強化するための基本方針を制定し、組織改編により体制の整備
を行いました。また、国際的な潮流である TCFD 提言への対応を進めるため、シナリオ分析に関するノウハウ習得に努めてまいりました。
引き続き段階的に取り組みを充実し、透明性と説明責任を果たしてまいります。

責任銀行原則責任銀行原則責任銀行原則
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