
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、2004年4月より中期経営計画に温室
効果ガス排出量の削減目標を設定し、2007年 4
月には「地球環境との共存共栄」を掲げたCSR憲
章（経営理念）を制定するなど、気候変動の原因と
なる地球温暖化への対応を重要な経営課題の一
つと認識してきました。2020年 10月には経
営の基本方針としてサステナビリティ方針を制
定するとともに、環境方針を改定し、「気候危機へ
の対応」として重要性を再認識し、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。

気候変動・
地球温暖化への対応

滋賀銀行　サステナビリティ方針

私たちは、行是「自分にきびしく　人には親切　社会につくす」を原点とす
るCSR憲章（経営理念）の実践を通じて企業価値の向上を目指すととも
に、地域との共創により持続可能な社会の実現に貢献します。

1. マテリアリティ（重要課題）の特定と事業活動を通じた地域の課題解決
　 滋賀銀行と地域社会の双方にとって持続可能な発展・繁栄につなが
るマテリアリティを特定し、社会的課題の解決に資する商品・サービ
スを開発・提供するとともに、地域社会のデジタル化を促進し、課題
解決型ビジネスの創出を支援することで持続可能な社会の実現に貢
献します。

2. 事業活動による社会的インパクトを重視した経営
　 事業活動から生じる人や環境へのネガティブ・インパクト（悪影響）
を軽減しつつ、継続的にポジティブ・インパクト（好影響）を拡大する
よう努めます。金融仲介によって生み出す社会的インパクトを特に
重視し、お客さまとの対話を通じて持続可能な社会に向けたお金の好
循環を創出します。

3. 地球環境の保全・再生に資するビジネスモデルの確立
　 当行の存立基盤である地域社会の繁栄は、琵琶湖をはじめとする自然
の恩恵を受け、地球環境の持続可能性のもとで成り立っていることを
理解し、脱炭素社会の実現、循環経済の構築、生物多様性の保全等に資
するビジネスモデルを確立します。

4. 人権の尊重と社会との信頼関係の構築
　 人権を尊重し、高い倫理観に則った誠実かつ公正な企業活動を遂行し
ます。また、法令等を遵守し、ステークホルダーへの公平かつ正確な
情報開示と双方向の対話を行い、社会からの期待や要請に真摯に対応
することで強固な信頼関係を構築します。

5. 自ら考え行動できる人材の育成と職場環境の整備
　 SDGsや地域の社会的課題を「自分ごと」として捉え、自ら考え行動で
きる人材の育成に努めるとともに、多様な個性や働き方が尊重され、
ワーク・ライフ・バランスが充実し、一人ひとりが個々の能力を最大限
に発揮できる職場環境づくりを目指します。

気候変動への
取組姿勢
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滋賀銀行　環境方針 ～地域社会の持続可能な未来を目指して～

滋賀銀行は、「未来からの預かりもの」である琵琶湖を擁する滋賀県の地元銀行として、ESG金融の推進により持
続可能な地域社会づくりに貢献するとともに、「お金の流れで地球環境を守る」との気概で、「気候危機への対
応」および「生物多様性保全」に向けた取り組みを進めていきます。

1. 事業活動を通じた地球環境保全
　SDGsや ESGの取り組みを促進する金融商品・サービスの開発・提供など事業活動を通して、琵琶湖をはじ
めとする地球環境保全への取り組みを、地域社会と連携して行います。

2. 環境負荷低減への取り組み
　エコ･ファースト企業として、自らの事業活動における持続可能なエネルギー利用、資源循環、廃棄物削減、汚染
防止、グリーン調達など環境負荷低減への取り組みを推進します。

3. 環境関連法規等の遵守
　環境に関連する法令等を遵守するとともに、SDGsやパリ協定などの社会的要請を企業行動につなげます。

4.ガバナンス・マネジメント体制
　持続可能な社会の実現に向けて着実な取り組みを推進するための体制を整備し、環境への取り組み状況等を
定期的に経営層へ報告するとともに、環境に関するリスクと機会を組み込んだ戦略策定と目標設定を行うこ
とで、適切なマネジメントを行います。

5. 全員参加と情報開示
　環境方針が当行および当行のために働くすべての人に浸透し、一人ひとりの行動につながるよう周知・啓発
するとともに、環境方針を公開し、取組状況を積極的に開示します。

1999年 環境方針を制定
2000年 ISO14001認証を取得
2001年 国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）に署名
2004年 CSR委員会を設置
 中期経営計画に温室効果ガス排出量の削減目標を設定
2007年 CSR憲章（経営理念）を制定
2010年 環境方針を改定（1度目）
　　　　 生物多様性保全方針を制定
2017年 「しがぎんSDGs宣言」を発表
2018年 TCFD提言への賛同を表明
2020年 責任銀行原則に署名
　　　　 サステナビリティ方針を制定
　　　　 環境方針を改定（2度目）
　　　　 CSR委員会をサステナビリティ委員会へ改組
2021年 滋賀県が提唱する “しがCO2ネットゼロ ”の達成を目指すことを
　　　　 当行が掲げる長期ビジョンの挑戦項目に設定
2022年 経済産業省のGXリーグ基本構想への賛同を表明
　　　　 移行リスクおよび物理的リスクに関するシナリオ分析結果を公表

これまでの歩み
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気候変動・地球温暖化への対応

　気候変動を含むリスクおよび機会への対応を進めるため、「地域経済の創造」「地球環境の持続性」「多様な人材の育成」
の3分野を重点取組項目として特定し、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）」を策定し
ています。
　また、2020 年 10 月には地域社会の持続可能性を重視した「サステナビリティ方針」を制定し、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、脱炭素社会の実現に向
けてサステナブル・ファイナンス等を強化していく態勢の充実を図っています。

（1）リスクおよび機会と影響の認識
　当行では、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（移行リスク・物理的リスク）と機会
を1.5℃シナリオおよび4℃シナリオを前提に評価しています。認識した気候変動リスクおよび機会については、CO2排
出量削減に関する取り組みを進めているほか、投融資に係る戦略への反映を検討しています。

TCFD提言への対応
　当行は、2018年 7月に TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）への賛同を表明し、株主・投資家をはじめと
する幅広いステークホルダーの皆さまとのエンゲージメントにつなげることを目的として、2019年度よりTCFD提言
に基づく情報開示を実施しています。今後も情報開示の充実に努め、地域社会の脱炭素に向けた取り組みを牽引して
まいります。現在の対応状況は以下のとおりです。

　当行では気候変動を含む環境・社会課題を経営上の重要事項として捉え、取締役会において議論し、経営戦略やリス
ク管理に反映しています。また、具体的な対応や取り組みは、取締役頭取を委員長として設置したサステナビリティ委
員会で協議し、委員会での議論の内容は、少なくとも年1回の頻度で取締役会に報告を行っています。取締役会は、温室
効果ガス排出量削減の状況など、報告された内容に対し適切に監督する態勢を構築しています。
　サステナビリティ委員会は、常勤役員、全部長、関連会社社長をメンバーに年3回開催しています。委員会では、当行
が優先して取り組む重要課題（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に基づ
く各部施策の検討、ISO14001に基づく環境目標の設定、TCFD提言に基づくシナリオ分析など、中長期的なESG 課題へ
の対応方針や取組計画等を審議し、重要な事項については経営会議（常務会）や取締役会へ内容を報告しています。

取締役会

常務会

サステナビリティ委員会

各部室・グループ会社 サステナブル戦略室

事業活動

連携

監
督報

告

展
開

ガバナンス　（気候関連リスクおよび機会に関するガバナンス）

戦略
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　TCFD 提言が開示を推奨している炭素関連資産のうち、特に移行リスクが高いと考えられるエネルギーおよびユー
ティリティーセクター（電力、除く再エネ）向け与信が当行貸出金に占める割合は、2022年 3月末時点で約2.36％と
なっています。
　今後は、他の炭素関連資産も含めた状況について把握するよう検討を進めてまいります。

（2）シナリオ分析
　シナリオ分析では、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）や国際エネルギー機関（IEA）等が公表している複数のシナ
リオを参照の上、パリ協定や2021年11月の国連気候変動枠組条約締約国会議（COP26）における合意内容等を踏まえ、
2つのシナリオ分析を実施しました。与信コストの増加については、中長期的な取り組みにより低減を図ることが可能
であることから、影響は限定的と考えられます。
＜分析プロセス＞
・セクター毎のリスク（移行リスク、物理的リスク）と機会を分析
・移行リスクのシナリオ分析対象セクターを決定
・移行リスク、物理的リスクともに分析対象に応じたシナリオを設定し、与信コストへの影響を分析

リスク・機会の種類 事業へのインパクト 顕在時期

移行リスク

政策・規制
市場
技術

1.5℃シナリオの達成に向けた脱炭素政策や規制への対応、または低炭素
志向への市場の変化等が投融資先の事業や業績に及ぼす影響により当行
の与信コストに及ぼす影響

中期～長期

政策 国際的な気候変動対応の高まりを受けた規制導入や変更 短期

評判 気候変動への対応や情報開示が不足した場合の風評悪化 短期

物理的リスク

急性リスク

洪水等の自然災害の増加が投融資先の事業や業績に及ぼす影響により当
行の与信コストに及ぼす影響

短期～中期～長期

洪水等の自然災害により当行資産が毀損するリスク 短期～中期～長期

慢性リスク
感染症や熱中症の増加が投融資先の事業や業績に及ぼす影響により当行
の与信コストに及ぼす影響

短期～中期～長期

機会

商品・
サービス

低炭素製品やサービスの開発に係る企業の資金需要の増加 短期～中期～長期

資源効率化・
エネルギー源

脱炭素社会への移行に向けた取り組みによる企業のコスト低減や移行に
係る資金需要の増加

短期～中期～長期

評判
地域の脱炭素化に貢献する金融機関として社会的評価が高まることによ
るビジネス機会の増加

中期～長期

項目 内容

シナリオ
IEA による「2050年ネットゼロ排出量シナリオ（NZEシナリオ）」
※産業革命以降の世界の気温上昇を 1.5℃までに抑えることを前提に、2050 年に温室効果ガス排出量を実質ゼロにするた
めの、エネルギーシステム移行に関するロードマップが示されている

対象セクター ①電力ユーティリティー　②石油・石炭・ガス

対象期間 2021 年 3月末を基準として 2050年まで

指標 与信関連費用（与信コスト） ※債務者区分判定に基づく与信コスト

分析結果 2050 年までの累計で 50 億～ 100億円 程度の与信コスト増加

移行リスクに関する分析結果
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・滋・滋滋賀県賀県賀県県につにつにつにつつつつつつつつつついいいいいていていていていては、はは、はは、、琵琶琵琶琵琶琵 湖に湖に湖に湖 流流入入流流入入流入流 するするるるすすするするするす 河河川河川河川河川河河川河川河川川川川川河 周周周辺周周辺辺辺周辺周周周辺を中を中を中をを中をを 心に心に洪水洪水洪 が発が発生、生、京都京都京都京都府府府に府に府ににににに府に府 ついついついついついついてはてはてはてはてはては鴨鴨川鴨川鴨川鴨川鴨川鴨鴨川・桂・桂・桂・桂・桂・桂桂桂桂桂川・川・川・川・宇治宇治宇治宇治治治川等川等川等川等等等の河の河の河の河の 川を川を川を川を川を川を川を川 中中中中中中中
心に心に心に心に心に心に心に心に心に心に心に心心 広広範広範広範範範広広範広範囲で囲で囲で囲で浸浸浸水浸水浸水浸水水水水被害被害被害被害被被被 が発が発が発が発発発生生生す生す生するこるるるこるこここるることがとがとがとが見込見込見込込込まれまれまれまれまれれるるる。るる。る

項目 内容

シナリオ
IPCCの「RCP8.5 シナリオ」（４℃シナリオ）
2050年までに「100年に一度規模の洪水が発生」

対象地域 滋賀県全域および京都府全域

対象先 事業性融資先（大企業を除く）

指標
与信関連費用（与信コスト）
①与信取引先の営業停止による売上減少を踏まえた債務者区分の悪化
②担保毀損

分析結果 およそ 40億円程度の与信コスト増加

（参考） NZEシナリオにおける世界の電源構成別発電量および電源構成割合の推移

物理的リスクに関する分析結果

滋賀県および京都府南部のハザードマップと当行取引先

出典：IEA「NetZero by 2050  A Roadmap for the Global Energy Sector」

気候変動・地球温暖化への対応
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（3）当行グループの戦略
コンサルティング体制の強化によるお取引先の脱炭素化の推進
　2050年に脱炭素社会を実現するためには一刻も早い対策が必要となっており、脱炭素化の潮流は今後急激に加速する
ことが予想されます。産業構造の転換も予想される中、大企業に比べて取り組みが遅れている中堅・中小企業においても
脱炭素化に向けた対策を講じていくことが地域経済の観点からも重要となっています。
　当行では、本部のESGファイナンスの専門チームやカーボンニュートラルチームが営業店と連携し、「ESG評価制度」や
「SDGs宣言書作成サポート」により啓発を行うとともに、「SDGsコンサルティング」や外部の専門業者等を活用してSDGs
を経営に取り入れるためのサポートを実施し、お取引先の脱炭素に向けた取り組みを促進しています。

①ESG評価制度
　E（環境）・S（社会）・G（ガバナンス）の3要素について質問を行い、取組状況を評価する制度です。お取引先の気づき
につなげるとともに、格付コミュニケーション・サービスなどの機会を通じて継続的な対話に活用し、ESGの取り組みを促
進します。

②SDGs宣言書作成サポート
　『しがの助の 教えて！SDGs』動画を視聴いただいた後、SDGsに関連する40項目のヒアリングを通じてお取引先の取
組状況を分析し、具体的な行動を記載したSDGs宣言書の作成を無償でサポートします。

③SDGsコンサルティング
　お取引先が経営戦略にSDGsを取り入れ、サステナビリティ経営を通じて企業価値向上につなげるためのコンサルティ
ングを有償で行います。経営理念から具体的戦術に至るまで一貫した戦略でSXを支援します。

④外部専門業者等の活用
　脱炭素経営に向けた第一歩となる温室効果ガス排出量の算定サービスや、省エネに向けたエネルギー使用状況の分析お
よび具体的対策の提案など、ニーズに応じて各種専門業者と連携し、お取引先の経営課題を解決します。

⑤SDGs・ESG金融に精通した人材
　一般社団法人金融検定協会が2021年に実施した「SDGs・ESG金融検定試験」では、全国の受験者延べ4,812人のうち、
当行から延べ790人が受験。合格率も全体平均71.9%に対し、83.5%と高い成績を収めており、多数の専門知識を備え
た人材がコンサルティングを実施できる体制を構築しています。

事業性評価に基づく
伴走支援

事業性評価 伴走支援

伴走支援による
事業改善

財務項目

過去 本業支援

●コンサルティング
●ソリューション

資金繰り支援

融資

ESGファイナンス

現在 未来

非財務項目

格付コミュニケーション・サービス
格付シミュレーション・サービス

SDGs・ESG評価 SDGsコンサルティング
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ニゴロブナ
ワタカ放流事業 等

生物多様性
事業者さま

ご融資のお取引

脱炭素設備資金：省エネ設備
再エネ設備　EV車 等

本商品による収益の一部を当行が拠出
脱炭素、生物多様性に寄与する事業に寄付

脱炭素・森林保全
Jクレジット

びわ湖・カーボンクレジット 等
●滋賀県造林公社さま
●金勝生産森林組合さま

『カーボンニュートラルローン 未来よし』など 『未来よし+』

寄付

購入

滋
賀
銀
行

お客さまの脱炭素に向けた取組進度

目的

特徴

啓発
気づき

公的制度
寄付スキーム『未来よし+』

寄付型

脱炭素戦略商品

「ESG評価」による金利優遇

カーボンニュートラル
アパートローン

カーボンニュートラル
住宅ローン

カーボンニュートラルローン
未来よし

グリーン戦略を先導 サステナビリティ
経営を後押し

インパクト評価
環境配慮を促し
広く脱炭素を
普及させる

商品

公
的
制
度
資
金
　
等

『しがぎん』サステナブル評価融資

・ポジティブ・インパクト・ファイナンス（PIF）
・サステナビリティ・リンク・ローン（SLL）
・SLL “しが CO2 ネットゼロ”プラン
・グリーンローン　グリーンボンド
・ソーシャルローン　ソーシャルボンド
・トランジションファイナンス

国際的な原則・ガイドラインに適合または準拠するファイナンス

外部評価型

評価機関
R&I
JCR
KEIBUN 等

脱炭素に向けたESG金融の推進
　地域全体の脱炭素を実現するためには、自治体・企業・個人などの当事者が、気候変動を「自分ごと」としてとらえ、自
ら取り組みを進めていくことが重要です。
　当行では、地方銀行で初めてSLLを商品化するなど、脱炭素の取り組みを金融面で支援するESG金融の充実にいち
早く取り組んでいます。自治体と連携した気候関連融資商品開発、自治体・企業向けのサステナブル・ファイナンス、
脱炭素につながる個人消費を啓発する金融商品の提供などを通じて地域の脱炭素化を推進し、事業機会を創出してい
ます。
　また2021年 11月からは、商品の利用実績に応じて当行が資金を拠出し、生物多様性保全活動などを支援する寄付
スキーム「未来よし＋」を開始。ESG金融の効果を地域全体に広げ、一層の推進につなげます。

① 当行のESG金融商品ラインナップ

② 寄付スキーム「未来よし＋」のスキーム図

気候変動・地球温暖化への対応
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当行グループの脱炭素化の推進
　SDGsや脱炭素の取り組みを地域に普及・啓発していくためには、まず当行グループが率先して行動する必要があり
ます。当行では、脱炭素に向けた以下のような「環境経営」の取り組みを通じて効果・課題を検証しつつ、お取引先等
へノウハウを提供しています。

①本店敷地内に実質CO2フリー電気を導入
　2022年3月より、本店敷地内で使用する電力について、関西電力株式会社の「再エネECOプラン（トラッキング付帯）」
を適用し、再生可能エネルギー由来の実質CO2フリー電気を導入しました。
　「再エネECOプラン（トラッキング付帯）」とは、再生可能エネルギー由来の非化石証書の持つ「CO2排出量ゼロ」の付
加価値（環境価値）に再エネ電源のトラッキング情報を付加した電気料金メニューで、RE100にも対応しています。こ
の導入によるCO2排出量の削減効果は年間約2,000トンを見込んでいます。

②燃料電池自動車「MIRAI」を導入
2022年 1月、地域の脱炭素化の推進を目的として、トヨタ自動車の新型燃料電池自動車（FCV）「MIRAI」を導入しました。
　「MIRAI」は、水素と酸素の化学反応によって電気をつくり、きれいな空気と水だけを排出して走行する「究極のエコ
カー」とも呼ばれており、移動時の温室効果ガス排出量をゼロにすることができます。当行では、役員の移動に活用する
ことで地域の脱炭素化を推進するとともに、水素エネルギーの活用促進につなげることを目指します。

　当行は、気候変動に起因する移行リスクおよび物理的リスクが、地球環境のみならず、地域経済や当行の事業運営、戦
略、財務計画に重大な影響を与えることを認識しています。
　当行のリスク管理においては、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、風評リスクなどを総合的に評価しております
が、今後も定期的にシナリオ分析を実施し、さまざまな前提条件のもとで気候変動が地域経済に及ぼす影響を把握し評
価するとともに、統合的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ます。
　また、認識したリスクに対しては、サステナビリティ方針において「脱炭素社会の実現」を掲げるだけでなく、ステーク
ホルダーとのエンゲージメントを強化し、地域やお取引先の脱炭素に向けた取り組みを支援しています。

Sustainable Development 推進投融資　実行額累計 挑戦指標 2022年 3月末
中期指標（2024年 3月期末） 7,000 億円

5,028 億円
長期指標（2030年 3月期末） 1兆円

温室効果ガス排出量削減（2013年度比較） 挑戦指標 2022年 3月末
中期指標（2024年 3月期末） 50％削減

42.08％削減
長期指標（2030年 3月期末） 75％削減
2050年指標：滋賀県が提唱する “しがCO2 ネットゼロ ”※の達成 地域全体でのネットゼロ ―

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 挑戦指標 2022年 3月末

中期指標（2024年 3月期末） 15,000 人
10,491 人

長期指標（2030年 3月期末） 30,000 人

地域やお取引先の持続可能な発展に向けた挑戦指標を次のように定めています。

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）

※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。

持続可能な社会の担い手となる多様な人材を育成するための挑戦指標を次のように定めています。

当行グループの基準年および2022年 3月期における温室効果ガス排出量は次の通りです。

2013年度（基準年）：9,245t　　　　　　2022年 3月期：5,354 t
なお、Scope３については計測方法を検討し、開示に向けた議論を行っています。

リスク管理

指標と目標
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