
　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270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。
※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。

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) やパリ協定および各国・地域の枠組みで表明されているような個々人のニーズ
およ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。おもに地域の個人、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。
2022 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 99.4％を占めています。また、国内向けのうち、消費者向け
が約 26%、残り約 74％が事業者および地方公共団体向けとなっ
ています。

本誌 P12
（“ しがぎん ”の
強み）

責任銀行原則の取り組み

2年目の取り組み

　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、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２回目の取組状況の開示は下表の
通りです。

製造業 13.5％ 農業、林業 0.2%
漁業 0.0%

鉱業、採石業、砂利採取業 0.3%
建設業 3.2%

電気・ガス・熱供給・水道業 2.3%
情報通信業 0.4%

運輸業、郵便業 4.4%

卸売業、小売業 10.4%

金融業、保険業 2.2%

不動産業、物品賃貸業 16.6%
その他のサービス業 7.9%

地方公共団体 13.0%

その他 25.7%

国内貸出金の業種別構成割合 ※その他には消費者向け融資を含みます。

責任銀行原則の取り組み
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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

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、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。
また、持続可能な社会の実現に向けた基本方針
である「サステナビリテイ方針」を定め、組織
体制を整備しています。
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 P36
（サステナビリティ
ビジョン）

本誌 P18
（サステナビリティ
方針）
本誌 P20
（気候変動への対
応と TCFD 提言に
沿った情報開示）

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、16項目のマテリアリ
ティ（重要課題）を特定し、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
いる段階であり、次回の開示（2023年 7月予定）
までに分析結果と取り組みを開示する予定です。

本誌 P32
（リスクと機会）

本誌 P33
（マテリアリティ）

本誌 P36
（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。

SHIGA BANK REPORT 2022 27

Top Message “しがぎん”について 気候変動・
地球温暖化への対応

責任銀行原則の
取り組み

価値創造のための
挑戦

価値創造を
支える力

コーポレート
データ



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。
SDGs/ 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、重点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 )
(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 P36
（サステナビリティ
ビジョン）

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

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。

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、定期的に取
締役会および経営会議に報告しています。

本誌 P38
（第７次中期経営計
画）

本誌 P72
（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報告した上
で開示しています。

責任銀行原則の取り組み
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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を引き上げ、
取り組みを加速しています。

本誌 P36
（サステナビリティ
ビジョン）
本誌 P38
（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まいります。

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
の規模およ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）
を掲げるとともに、「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
などのプログラムを実施しています。また、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
につなげるため、2021年 11月より「ESG評価
制度」を開発し、対話のためのツールとして導入
しました。
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 P18
（サステナビリティ
方針）

本誌 P41
（ESG評価制度）

本誌 P61
（お客さま本位の業
務運営にかかる方
針）

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
ンス専門チームおよびカーボンニュートラル専
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」サステナブル評価融資
・カーボンニュートラルローン 未来よし

本誌 P42
（ESGファイナンス）

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
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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さらに推進するため、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 P36
（サステナビリティ
ビジョン）
本誌 P82
（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課題を検討し、
モニタリングする体制としています。

本誌 P18
（サステナビリティ
方針）

本誌 P72
（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、「ダイバーシティ推進委員会」を設置し、
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。
業績評価においても、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 P66
（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 P38
（第7次中期経営
計画）
本誌 P72
（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。

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
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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。

過去 12カ月間に実施した取り組み
・TCFD提言に基づくシナリオ分析の開示
・サステナブル・ファイナンスの充実
　　ポジティブ・インパクト・ファイナンス
　　グリーンローン
　　ソーシャルローン
　　「しがぎん」サステナブル評価融資
　　カーボンニュートラルローン 未来よし
　　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
・ESG評価制度の導入
・カーボンニュートラル専門チームの立ち上げ

本誌 P21
（シナリオ分析）
本誌 P24
（ESGファイナンス）

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、気候変動への危機意識の高まりと、将来的な経済への影響を回避・抑制するため、気候変動が地域経済に与える
影響を分析し、結果を公表するとともに、カーボンニュートラル社会の実現に向けた融資商品のラインナップ充実に努め
てきました。
引き続き段階的に取り組みを充実させ、透明性と説明責任を果たしてまいります。

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
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Top Message “しがぎん”について 気候変動・
地球温暖化への対応
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価値創造のための
挑戦

価値創造を
支える力

コーポレート
データ


