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社会福祉法人 近江笑生会 
ソーシャルローン・フレームワーク 
 

2022年 9 月 9日 

 

ESG評価本部 

担当アナリスト：篠原 めい 

  
格付投資情報センター（R&I）は社会福祉法人近江笑生会（以下、本法人）が 2022 年 9 月に策定したソ

ーシャルローン・フレームワークが「ソーシャルローン原則」0F

1（SLP）に適合していることを確認し、セカ
ンドオピニオンを提供した。オピニオンは下記の見解に基づいている。なお、本ローンは滋賀銀行より実行
される。 
■オピニオン概要 

(1)調達資金の使途 
ソーシャルローンの調達資金は滋賀県大津市に 2024 年 4 月開設予定（仮称）「特別養護老人ホーム一

里山」の開設資金に充当する。対象となる人々は主に大津市に在住し、住み慣れた地域で暮らし続けた

いと考える介護が必要な人々（原則的に要介護度 3 以上の高齢者）である。定員 60 名のユニット型個

室とし、個人に配慮した環境を維持するユニットケアを提供することで対象となる人々の健康増進と大

津市における健康長寿社会の実現に貢献する。介護保険法の人員基準、設備基準のほか都市計画法、建

築基準法、消防法等関係法令を遵守したうえで、おおつゴールドプラン 2021 における整備目標（特養

で 180 名の定員増）の 3 分の 1 に寄与するもの。利用者が住み慣れた地域で社会とのつながりを感じな

がら安心して暮らし続けることができるよう立地面の配慮もなされており、大津市における地域包括ケ

アシステムへの寄与は大きい。介護保険制度のセーフティネットにより利用者の自己負担が軽減される

こと、新型コロナウイルス感染症対策として、国が定めるガイドラインや手引きに沿って適切な措置が

とられること等を踏まえ、R&I は社会全体としてポジティブな成果を生み出すものと評価した。SLP に

例示されている事業区分は「必要不可欠なサービスへのアクセス」に該当する。 

(2)プロジェクトの評価と選定のプロセス 
対象事業はユニット型特養であり、設立当初からの法人理念にかなった事業として位置付けられてい

る。事業計画は、法人理念や運営方針のほか、おおつゴールドプラン 2021 の整備計画や大津市の選考
方針にもとづいて策定されている。大津市の整備予定事業者の選考方針に沿って、計画担当者が企画案
を作成し、理事会へ報告のうえ、理事会での意見を踏まえた計画案を大津市へ提出している。大津市の
審査委員会が質の高い介護サービスと経営の安定性確保の観点を踏まえ事業計画を審査したのち、選考
方針に合致する整備事業者として選定を受けている。評価・選定のプロセスは明確かつ合理的である。 

(3)調達資金の管理 
調達資金はソーシャルローンの実行を受けた直後から通知預金で管理する。対象事業にかかる費用が

発生する都度、通知預金からの資金移動を貸付人に申請し支払いを実施する。先行対応した資金への充
当はソーシャルローンの実行後速やかに完了する予定である。新規の資金充当については、充当累計額
が調達資金額を上回るよう専用の帳票で出納職員が追跡管理する。また、決算時には充当状況について
業務執行理事が確認する。調達資金の管理は妥当である。 

(4)レポーティング 
資金充当の完了までは資金充当状況及びインパクトレポーティングを年 1 回、貸付人である滋賀銀行

に報告する。インパクトレポーティングでは、貸付人に対して入所定員人数、入所者の介護区分及び人
数を報告するほか、「介護サービス情報公表システム」（厚生労働省）において運営状況が、ベンチマー
クとなる滋賀県内平均とともに開示される。レポーティングの内容・頻度は妥当である。  

                                                      
1 ローン・マーケット・アソシエーション（LMA）、アジア太平洋ローン・マーケット・アソシエーション（APLMA）、

ローン・シンジケーション＆トレーディング・アソシエーション（LSTA）が策定 
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借入人の概要 
 本法人は滋賀県内 5 箇所で介護福祉事業を営む社会福祉法人。2014 年に大津市で初となる地域密着型特

別養護老人ホーム 1F

2「アシタバ」を開設し、大津市を中心に地域に根差した介護事業を展開してきた。
運営方針においては、小規模で家庭的でありつつ、利用者のプライバシーや生き方を尊重した全個室の
ユニットケア 2F

3を基本としている。 
 2022 年 3 月末現在の本法人の概要及び沿革は下表のとおり。 

 

■法人概要 

 

法人名 社会福祉法人近江笑生会 

法人所在地 滋賀県大津市松が丘七丁目１５番６号 

事業目的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工
夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会に
おいて営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。 
（１）第一種社会福祉事業 
   特別養護老人ホームの経営 
（２）第二種社会福祉事業 
   老人短期入所事業の経営、生活介護事業の経営、老人デイサービス事業の経営 
（３）公益を目的とする事業 
   居宅介護支援事業の経営、介護予防支援事業の経営 

法人理念 長年の生活習慣を尊重し、その人らしい生活を安心して送れる第二の我が家を提供で
きるよう努めます。また、地域や家族の方と密着し、世間との交流を常とし、その方
の能力に応じて、最大限人生を謳歌できるような施設を目指します。 

従業員数 105名（2022年 9月現在） 

 [出所：社会福祉法人 近江笑生会] 

■沿革  

2013年 設立 

2014年 大津市にて、市で初となる地域密着型特別養護老人ホーム「アシタバ」を開設 

2017年 サテライト型 地域密着型特別養護老人ホーム「南天」 を開設 

2020年 守山市にて、地域密着型特別養護老人ホーム「ひいらぎ」を開設 

2020年 大津市にて、デイサービス事業を開始 

2022年 大津市にて、生活介護事業所「ラベンダー」を開設 

 [出所：社会福祉法人 近江笑生会] 
 

                                                      
2 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（地域密着型特別養護老人ホーム）は、利用者が可能な限り自立した日常

生活を送ることができるよう、入所定員 30 名未満の特別養護老人ホームが常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴

や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供するもの。明るく家庭的な雰囲気があり、地域や

家族との結びつきを重視した運営を行うこととされている。利用者は原則として地域在住者で要介護 3 以上または要介

護 1・2 の特例該当者に限定される。 
3 ユニットケアとはスウェーデン方式に由来するもので、介護が必要な状態になってもその人らしい生活を営むことが可

能なよう、介護施設において利用者一人ひとりの個性が尊重され、他の人との関係の中で尊厳をもって生活できることを

重視したサービスを提供するもの。 
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1. 調達資金の使途 
(1) 対象プロジェクト 

対象プロジェクト 

 ソーシャルローンで調達する資金は以下の適格クライテリアを満たす事業に充当する。 

【適格クライテリア】 

プロジェクト プロジェクトカテゴリ 対象となる人々 SDGs 

特別養護老人ホーム

の開設 

 

必要不可欠なサービス

へのアクセス 

住み慣れた地域で暮らしたいと考える

介護が必要な人々（原則的に要介

護度 3以上の高齢者 3F

4） 

 

 対象事業は 2024 年 4 月に開所予定の「(仮称)特別養護老人ホーム一里山」の開設であり、本法人が大津
市より整備予定事業者として選定を受け実施するもの。計画地は家族や地域との交流が図りやすいよ
う、商業地域内に位置している。対象事業の概要は以下の通り。 

■対象事業の概要 

プロジェクト名称 「(仮称)特別養護老人ホーム一里山」の開設 

計画地 滋賀県大津市一里山七丁目字朝倉４７９番１２２ほか 

開設時期 2024年 4月予定 

施設種別 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

定員数 60名 

居室種別 ユニット型個室（個室 15床×4 ユニット） 

■ソーシャルローンの概要 

資金使途 「(仮称)特別養護老人ホーム一里山」の開設資金 

充当完了予定時期 2024年 3月末 

対象事業の目的 

 対象事業の社会面での目標（ソーシャルローンを通じて実現しようとする社会的効果）は、法人理念に
あるように、介護を必要とする人に対して、長年の生活習慣を尊重し、その人らしい生活を安心して送
れる場を提供することである。また、特別養護老人ホーム（特養）を新たに整備することは大津市の地
域包括ケアシステムの一翼を担うものでる。 

 対象事業はユニット型特養として開設されるもの。ユニット型特養とは、厚生労働省が推進する新しい
タイプの特養で新型特養とも呼ばれる。在宅に近い居住環境で利用者一人ひとりの個性や生活のリズム
に沿い、他人との馴染みの人間関係を築きながら、家庭的な雰囲気の中で日常生活を営めるような介護
サービス（ユニットケア）の提供を前提としており、対象事業の目的の達成に通じるものである。 

 

                                                      
4 要介護 3 以上で 65 歳以上の感染症などの医療的処置を必要としない者、要介護 3 以上で 40~64 歳の

特定疾病が認められる者、要介護 1~2 で特例による入居が認められた者 



セカンドオピニオン 

 

 4/11 

 ユニットケアを実現するにはハード面とソフト面の両面で満たすべき要素があるとされる。ハード面で
は個性や生活のリズムを保つための個室に加え、他の利用者や地域との関係を築くためのリビングやパ
ブリックスペースを各ユニットの中央に配置すること、ソフト面ではユニットごとに配置された職員が
利用者一人ひとりの個性や生活のリズムに沿ったケアを提供することが必要である。そのため介護保険
法の設置基準や人員基準は、従来型特養の基準に加えた制約がある。具体的には、ユニット型特養につ
いては最大 15 名を 1 ユニットとする少人数のグループに分けて介護サービスを提供すること、共用リ
ビングを設置すること、各ユニットには専任の介護スタッフを配置することなどが求められている。 

 ユニット型特養は少人数のケアに特化しており、自宅での日常生活に近い環境になっている。よくある
多床室の場合、利用者のプライバシーが損なわれやすく、長期間入居することが利用者の大きなストレ
スになること、介護現場で働く職員にとっても身体介護中心のケアで身体的・精神的に大きなストレス
がかかるとされてきた。ユニット型特養ではこのような課題が改善される結果、利用者は活動量の増加
により健康的な生活が送れるようになる、その結果身体介護中心から入居者の交流を促すケアへと本質
が変化するため職員の介護ストレスが軽減される、といった効果が期待できる。ユニット型特養は多床
室に比べ個室を前提としており職員の配置も手厚いことなどから利用者の自己負担は高くなるが、負担
が過重にならないよう低所得者や１か月の利用料が高額になった利用者には負担軽減措置が適用される。
なお、ユニット型特養の入居基準は従来型特養と同様（原則的に要介護度 3 以上の高齢者）であり、真
に介護を必要とする人々にサービスが提供される。 

参考：特養の居室種類 

 

［出所：第 183回社会保障審議会介護給付費分科会資料より抜粋］ 
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社会の課題認識 

 「団塊の世代 4F

5」が 75 歳以上となる 2025 年の日本では、およそ 5.5 人に一人が 75 歳以上高齢者とな
り、認知症の高齢者の割合や世帯主が高齢者の単独世帯・高齢者夫婦のみ世帯の割合が増加していくと
推計されている。世界最高の高齢化 5F

6や介護ニーズの多様化が今後も続くであろうことを踏まえ、厚生
労働省は 2025 年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣
れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービ
ス提供体制（地域包括ケアシステム 6F

7）の構築を推進している。保険者である市町村や都道府県は 2025
年に向けた 3 年ごとの介護保険事業計画の策定・実施を通じて、地域の自主性や主体性にもとづき地域
の特性に応じた地域包括ケアシステムを構築していくことが求められている。 

 大津市が策定した「第 8 期大津市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」（2021 年 3 月策定、おおつゴー
ルドプラン 20217 F

8）は、高齢者をはじめとしたすべての人々がそれぞれの人生を豊かにすることを目指
したものであり、「地域の中で いきいきと自分らしく 安心して暮らし続けられるまち おおつ」を基本
理念としている。大津市はおおつゴールドプラン 2021 を通じて、「在宅医療・介護連携の推進」、「認知
症施策の推進」、「生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進」、「あんしん長寿相談所の機能強化」、
「介護保険サービスの充実」など、地域の特性を踏まえた地域包括ケアシステムの深化・推進を図って
いる。 

 大津市の「将来展望人口 8F

9」によれば、大津市の人口は 2020 年の 34.4 万人から 2040 年に 31.9 万人
に減少する一方、65 歳以上の老年人口は 9.2 万人から 11.4 万人に増加することから、高齢化率は 26.7%
から 35.7%に上昇すると見込まれている（表１）。また、2040 年の要支援・要介護者認定の認定者数は
2020 年の約 1.6 倍に相当する 2.9 万人となり、認定率は 25.1%に達する見込みである（表２）。 

 こうした見通しのもと、おおつゴールドプラン 2021 では特にニーズが高く待機者も多い特養の整備を
行うとともに、施設利用者が地域の中でいきいきと自分らしく安心して暮らしつづけられる地域包括ケ
アシステムの実現を目指したまちづくりを目指している。特養については第 8 期計画期間中（2021 年～
2024 年）に 180 名の定員増を目標とし、既存施設の増床に加えユニット型個室・従来型個室・多床室
の新設も認可していく方針である。 

  

                                                      
5 団塊の世代（だんかいのせだい）とは、日本において第一次ベビーブームが起きた時期（第二次世界大戦直後の 1947
年～1949 年）に生まれた世代を指す。 
6 内閣府「令和 2 年版 高齢社会白書」より。2015 年における先進諸国の高齢化率（65 歳以上人口比率）の比較によれ

ば、日本は 26.6％と世界最高水準であった（ドイツ 21.2％、スウェーデン 19.6％、フランス 18.9％、イギリス 18.0％、

米国 14.6％）。日本の高齢化率は 1980 年代までは下位であったが、90 年代にはほぼ中位となり、2005 年には世界最高

水準となった。国連の世界人口予測（2019 年改訂版）によれば、2050 年の日本の高齢化率は 37.7%に達する見通しであ

る。 
7 地域包括ケアシステムとは、地域の事情に応じて高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことが

できるよう、医療・介護・介護予防・住まい・自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。 
8高齢者施策を総合的に推進するため高齢者福祉計画と介護保険事業計画を一体的に策定したもので、2021 年から 2023
年までを計期間とする。最上位計画である「大津市総合計画 2017」をはじめ、「大津市地域福祉計画」や「おおつ障害者

プラン（大津市障害者計画、大津市障害福祉計画、大津市障害児福祉計画）」「健康おおつ 21」「おおつ保健医療プラン

2019（大津市保健医療基本計画）」など、各分野の関連計画との整合を図っている。 
9 将来展望人口は目指すべき将来の方向や人口減少に対する方向を踏まえ、人口減少に歯止めをかけるとともに人口減少

に対処するための施策に取り組んだ場合の人口推計。 
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■表１：大津市の「将来展望人口」による高齢化率等の見込み 

 
［出所：第 8期おおつゴールドプラン 2021（詳細版）］ 

■表２：大津市の「将来展望人口」による認定者数の推計 

 

［出所：第 8期おおつゴールドプラン 2021（概要版）］ 
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(2) 対象事業の目標がポジティブな社会的成果であること 

対象事業の目標 

 対象事業は介護保険法で示されている人員基準、設備基準のほか都市計画法、建築基準法、消防法等関
係法令を遵守したうえで、おおつゴールドプラン 2021 における整備目標（特養で 180 名の定員増）の
３分の１に寄与するもの。利用者が住み慣れた地域で社会とのつながりを感じながら安心して暮らし続
けることが可能なよう立地面の配慮もなされており、大津市における地域包括ケアシステムへの寄与は
大きい。 

 本法人は従来から定員 30 名未満の小規模な地域密着型特養を展開する中で、全個室によるユニットケ
アを実践しノウハウを蓄積してきた。対象事業である(仮称)特別養護老人ホーム一里山は定員 60 名と事
業規模を拡大しての取り組みであり、個人に配慮した環境を維持するユニットケアを提供することで
利用者の健康増進と大津市における健康長寿社会の実現に貢献する。 

ポジティブな社会的成果であること 

 目標達成に向けて生じうる直接的・間接的な便益と影響について以下の通り整理した結果、対象事業が
社会全体としてポジティブな成果を生み出していると評価した。 

  対象事業による便益及び影響 
直接的 9F

10な便
益・影響 

∙ 利用者が住み慣れた地域で社会とのつながりを感じながら安心して暮らし続けることが可
能になる 

∙ 利用者が在宅に近い居住環境で利用者一人ひとりの個性や生活のリズムに沿い、他人との
馴染みの人間関係を築きながら、家庭的な雰囲気の中で日常生活を営める 

∙ 介護職員の身体的・精神的ストレスが軽減する 

∙ 利用者の自己負担の増加 
⇒低所得者や１か月の利用料が高額になった利用者への負担軽減措置（介護保険制度） 

間接的な便益・
影響 

 ユニットケアの普及促進 
 利用者の健康増進と大津市における健康長寿社会の実現 
 大津市における特養の整備強化、待機者の解消 
 利用者の家族の介護負担が軽減され、介護離職を未然に防ぐ 
 大津市における地域包括ケアシステムの実現 

 建設工事にともなう騒音・振動が近隣の住民生活に与える影響 
⇒工事業者の選定において総合評価方式を採用し、工事業者とともにこれらの影響に配慮
している。着工前に周辺自治会などへの説明を実施し、地域住民の理解を得ている 
 新型コロナウイルス感染症の拡大 
⇒「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」
（厚生労働省）に則った体制の構築、「介護現場における感染対策の手引き」（厚生労働省）
の遵守、オンライン面会の活用 

広範囲に及ぶ影
響とその対応 

 介護保険給付の増大と財源不足の深刻化 
⇒介護予防の強化、介護保険給付費や保険料の見直し、介護給付等適正化（介護保険制度） 
 介護職員の需給ひっ迫と労働力不足の深刻化 
⇒職員の定着につながるような研修や育成の実施 
⇒介護予防の強化、介護ロボットや ICTの活用（介護保険制度） 

 

                                                      
10 「直接的」とは対象事業の利用者、「間接的」とは対象事業を行う社会、「広範囲」とは対象事業を行う社会を超える

社会を指している。詳細は、「R&I ソーシャルボンドオピニオン 評価方法」を参照のこと 
https://www.r-i.co.jp/rating/products/esg/so_social_jpn.pdf 
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対象事業が関わる持続可能な開発目標(SDGs)との整合 

 ICMA の事業カテゴリーと SDGs のマッピングテーブルを参考に対象事業による SDGs への貢献につ
いては目標 3「すべての人に健康と福祉を」に対応することを確認した。 

SDGs アクションプランとの整合 

 日本政府の SDGs の達成へ向けた「SDGs アクションプラン 2022」に示された①～⑧の優先課題に関し
て、本ソーシャルローンでの充当事業が特に以下の課題に貢献すると考えられる。 

 
優先課題 対応するSDGsターゲット 

① 健康・長寿の達成 

          

SLP2021 に例示される事業区分との整合 

 対象プロジェクトは SLP に例示されている事業区分「必要不可欠なサービスへのアクセス」に対応し、
「住み慣れた地域で暮らしたいと考える介護が必要な人 （々原則的に要介護度 3 以上の高齢者）」が対象
となる。 

 
ソーシャルローンの調達資金は滋賀県大津市に 2024 年 4 月開設予定の（仮称）「特別養護老人ホーム一里

山」の開設に充当する。対象となる人々は主に大津市に在住し、住み慣れた地域で暮らし続けたいと考える
介護が必要な人々（原則的に要介護度 3 以上の高齢者）である。定員 60 名のユニット型個室とし、個人に
配慮した環境を維持するユニットケアを提供することで対象となる人々の健康増進と大津市における健康長
寿社会の実現に貢献する。介護保険法で示されている人員基準、設備基準のほか都市計画法、建築基準法、
消防法等関係法令を遵守したうえで、おおつゴールドプラン 2021 における整備目標（特養で 180 名の定員
増）の 3 分の 1 に寄与するもの。利用者が住み慣れた地域で社会とのつながりを感じながら安心して暮らし
続けることが可能な立地面の配慮もなされており、大津市における地域包括ケアシステムへの寄与は大きい。
介護保険制度のセーフティネットにより利用者の過重な自己負担が回避されること、国が定める新型コロナ
ウイルス感染症発生時の業務継続ガイドラインや手引きに沿って適切な感染対策が実施されること等を踏ま
え、R&I は社会全体としてポジティブな成果を生み出すものと評価した。SLP に例示されている事業区分は
「必要不可欠なサービスへのアクセス」に該当する。 
 

2. プロジェクトの評価と選定のプロセス 

(1) 包括的な目標、戦略等への組み込み 

 対象事業はユニット型特養であり、本法人が設立当初から掲げる法人理念「長年の生活習慣を尊重し、
その人らしい生活を安心して送れる第二の我が家を提供できるよう努めます。また、地域や家族の方と
密着し、世間との交流を常とし、その方の能力に応じて、最大限人生を謳歌できるような施設を目指し
ます。」にかなった事業として位置付けられている。 

 第 1 種社会福祉事業の提供を目的としており、本法人の定款に示される経営原則「１．この法人は、社
会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経
営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を
図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。２．この法人は、地域社会に貢献する取組として、
地域の独居高齢者、経済的に困窮する者を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的
に提供するものとする。」と合致している。 
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 おおつゴールドプラン 2021 の基本理念は「地域の中でいきいきと自分らしく安心して暮らし続けられ
るまち おおつ」であり、特養の整備計画においては、定員増だけでなく、利用者やその家族が安心し
て暮らし続けられる立地において整備する方針となっている。 

 

(2) プロジェクトの評価・選定の判断規準 

 事業計画は、法人理念や運営方針のほか、おおつゴールドプラン 2021 の整備計画や大津市の選考方針
にもとづいて策定されている。 

 

(3) プロジェクトの評価・選定の判断を行う際のプロセス 

 大津市の整備予定事業者の選考方針に沿って、計画担当者が企画案を作成し、理事会へ報告のうえ、理
事会での意見を踏まえた計画案を大津市へ提出している。質の高い介護サービスと経営の安定性を確
保するため、「大津市地域密着型サービス・施設サービス審査委員会」が計画を審査している。介
護保険法の人員基準、設備基準のほか都市計画法、建築基準法、消防法等関係法令が遵守されるこ
となどを前提に、大津市の選考方針に合致する整備事業者として大津市から選定通知を取得している。 

 対象事業の議案化を進める中でソーシャルローンによる調達検討を行い、理事会の決議の上、評議員会
への報告・意見確認を実施している。 

 

対象事業はユニット型特養であり、本法人が設立当初から理念として掲げる「長年の生活習慣を尊重し、
その人らしい生活を安心して送れる第二の我が家を提供できるよう努めます。また、地域や家族の方と密着
し、世間との交流を常とし、その方の能力に応じて、最大限人生を謳歌できるような施設を目指します。」に
かなった事業として位置付けられている。事業計画は、法人理念や運営方針のほか、おおつゴールドプラン
2021 の整備計画や大津市の選考方針にもとづいて策定されている。大津市の整備予定事業者の選考方針に沿
って、計画担当者が企画案を作成し、理事会へ報告のうえ、理事会での意見を踏まえた計画案を大津市へ提
出している。大津市の審査委員会が質の高い介護サービスと経営の安定性確保の観点を踏まえて事業計画を
審査したのち、選考方針に合致する整備事業者として選定を受けている。評価・選定のプロセスは明確かつ
合理的である。 

  

3. 調達資金の管理 
 本借入金は、「（仮称）特別養護老人ホーム一里山 」の開設資金に全額充当する。調達資金はソーシャル

ローンの実行を受けた直後から通知預金で管理する。対象事業にかかる費用が発生する都度、通知預金
からの資金移動を貸付人に申請し支払いを実施する。先行対応した部分への資金充当はソーシャルロー
ンの実行後速やかに完了する予定である。 

 新規の資金充当については、充当累計額が調達資金額を上回るよう専用の帳票で出納職員が追跡管理す
る。また、決算時には充当状況について業務執行理事が確認する。 

 支払い帳票等の文書については、法人規定に基づき適切に管理する。 

 

調達資金はソーシャルローンの実行を受けた直後から通知預金で管理する。対象事業にかかる費用が発生
する都度、通知預金からの資金移動を貸付人に申請し支払いを実施する。先行対応した部分への資金充当は
ソーシャルローンの実行後速やかに完了する予定である。新規の資金充当については、充当累計額が調達資
金額を上回るよう専用の帳票で出納職員が追跡管理する。また、決算時には充当状況について業務執行理事
が確認する。調達資金の管理は妥当である。 
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4. レポーティング 
(1) 開示の概要 

 レポーティングの概要は以下の通りである。 

 開示事項 開示タイミング 報告方法 

資
金
充
当
状
況 

・充当金額 
(新規資金、リファイナ

ンス内訳) 
・未充当金額および未充当
金額の運用方法 

充当完了まで年１回 貸付人へ報告 

イ
ン
パ
ク
ト 

・アウトプット指標： 
定員数 
・アウトカム指標： 
入所者の介護区分、人数 

・貸付人へ報告 
・「介護サービス情報公表システム」 
（厚生労働省）で公表 
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ 
jp/ 

(2) インパクトレポーティング 

 インパクトレポーティングでは、貸付人に対して入所定員人数、入所者の介護区分及び人数を報告する。 

 「介護サービス情報公表システム」（厚生労働省）において対象事業の運営状況、事業所概要、入所定員、
及び、要介護別入所者数を公表する。運営状況については、ベンチマークとなる滋賀県内平均とともに
開示されている。 

 

資金充当の完了までは資金充当状況及びインパクトレポーティングを年 1 回、貸付人である滋賀銀行に報
告する。インパクトレポーティングでは、貸付人に対して入所定員人数、入所者の介護区分及び人数を報告
するほか、「介護サービス情報公表システム」（厚生労働省）において運営状況が、ベンチマークとなる滋賀
県内平均とともに開示される。レポーティングの内容・頻度は妥当である。 

 

以 上 
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【留意事項】 
 セカンドオピニオンは、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定される関連業務（信用格付業以

外の業務であって、信用格付行為に関連する業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置と、信用格付と誤認

されることを防止するための措置が法令上要請されています。 
 セカンドオピニオンは、企業等が環境保全および社会貢献等を目的とする資金調達のために策定するフレームワークについての公的機関または民間

団体等が策定する当該資金調達に関連する原則等との評価時点における適合性に対する R&I の意見です。R&I はセカンドオピニオンによって、適合

性以外の事柄（債券発行がフレームワークに従っていること、資金調達の目的となるプロジェクトの実施状況等を含みます）について、何ら意見を表

明するものではありません。また、セカンドオピニオンは資金調達の目的となるプロジェクトを実施することによる成果等を証明するものではなく、

成果等について責任を負うものではありません。セカンドオピニオンは、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではなく、またそ

のように解されてはならないものであるとともに、投資判断や財務に関する助言を構成するものでも、特定の証券の取得、売却又は保有等を推奨する

ものでもありません。セカンドオピニオンは、特定の投資家のために投資の適切性について述べるものでもありません。R&I はセカンドオピニオンを

行うに際し、各投資家において、取得、売却又は保有等の対象となる各証券について自ら調査し、これを評価していただくことを前提としております。

投資判断は、各投資家の自己責任の下に行われなければなりません。 
 R&I がセカンドオピニオンを行うに際して用いた情報は、R&I がその裁量により信頼できると判断したものではあるものの、R&I は、これらの情報

の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&I は、これらの情報の正確性、適時性、網羅性、完全性、商品性、及び特定目的への

適合性その他一切の事項について、明示・黙示を問わず、何ら表明又は保証をするものではありません。 
 R&I は、R&I がセカンドオピニオンを行うに際して用いた情報、セカンドオピニオンの意見の誤り、脱漏、不適切性若しくは不十分性、又はこれら

の情報やセカンドオピニオンの使用に起因又は関連して発生する全ての損害、損失又は費用（損害の性質如何を問わず、直接損害、間接損害、通常損

害、特別損害、結果損害、補填損害、付随損害、逸失利益、非金銭的損害その他一切の損害を含むとともに、弁護士その他の専門家の費用を含むもの

とします）について、債務不履行、不法行為又は不当利得その他請求原因の如何や R&I の帰責性を問わず、いかなる者に対しても何ら義務又は責任を

負わないものとします。セカンドオピニオンに関する一切の権利・利益（特許権、著作権その他の知的財産権及びノウハウを含みます）は、R&I に帰

属します。R&I の事前の書面による許諾無く、評価方法の全部又は一部を自己使用の目的を超えて使用（複製、改変、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳

及び翻案等を含みます）し、又は使用する目的で保管することは禁止されています。 
 セカンドオピニオンは、原則として発行体から対価を受領して実施したものです。 
【専門性・第三者性】 
 R&I は 2016 年に R&I グリーンボンドアセスメント業務を開始して以来、多数の評価実績から得られた知見を蓄積しています。2017 年から ICMA
（国際資本市場協会）に事務局を置くグリーンボンド原則／ソーシャルボンド原則にオブザーバーとして加入しています。2018 年から環境省のグリー

ンボンド等の発行促進体制整備支援事業の発行支援者（外部レビュー部門）に登録しています。 
 R&I の評価方法、評価実績等については R&I のウェブサイト（https://www.r-i.co.jp/rating/esg/index.html）に記載しています。 
 R&I と資金調達者との間に利益相反が生じると考えられる資本関係及び人的関係はありません。 

 
 


