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とちぎんサステナブルファイナンス フレームワーク
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担当アナリスト：西元

純

格付投資情報センター（R&I）は、栃木銀行が策定した融資フレームワーク「とちぎんサステナブルファ
イナンス」が「グリーンローン原則」
（以下、GLP）及び「サステナビリティ・リンク・ローン原則」
（以下、
「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン」
（以下、GL・SLL ガイド
SLLP）1、
ライン） 2に対して整合的であることを評価した。オピニオンの構成は次の通りである。

■オピニオンの構成
１．オピニオンの位置づけ
２．
「とちぎんサステナブルファイナンス」推進に係る栃木銀行のサステナビリティ方針
３．GLP 及び GL・SLL ガイドラインに対する整合性について
(1)調達資金の使途
(2)評価と選定のプロセス
(3)調達資金の管理
(4)レポーティング
４．SLLP 及び GL・SLL ガイドラインに対する整合性について
(1)KPI の選定
(2)SPTs の設定
(3)ローンの特性
(4)レポーティング
(5)検証
５.まとめ
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ーン市場協会（APLMA）の３者が策定
2 環境省が策定
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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 の意見であり、事実の表明ではありません。また、R&I は、適合以外の事柄につき意見を表明するものではなく、資金調
達の目的となる成果の証明、投資判断や財務に関する助言や、投資の是非等の推奨をするものではありません。R&I は、セカンドオピニオンに際し関連情報の正確性等につき独自の
検証を行っておらず、これに関し何ら表明も保証もいたしません。R&I は、セカンドオピニオンに関連して発生する損害等につき、何ら責任を負いません。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。なお、詳細につき本稿末尾をご覧下さい。
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1. オピニオンの位置づけ
栃木銀行は栃木県を主力営業基盤とする地方銀行。県内では預金・貸出金のシェアで上位を維持しており、
金融インフラとして地域社会で果たす役割は大きい。
栃木県は関東平野の中北部に位置する内陸県。県内総生産に占める第 2 次産業の割合が 46%、第 1 次産業
が 1.8%でともに全国平均を上回る。有力企業の工場や事業所が多く立地し、飲料・たばこ・飼料、食料品と
いった内需型産業も大きい。農業や酪農も盛んで、首都圏の食料供給基地を担う。県北部の日光国立公園等
自然豊かな地域で、世界遺産の認定を受けた社寺や温泉等多く観光資源を持つ。一方、国立社会保障・人口
問題研究所の推計（2018 年）によると、2021 年 3 月時点での人口約 193 万人は 2030 年に 180 万人前後、
2040 年には 170 万人を下回る見通しとなっており、人口減少への対応が重要な課題となっている。気候面で
も令和元年東日本台風で甚大な被害を受ける等、気温の上昇や豪雨被害による県民生活や産業への影響増大
が懸念されている。
栃木県は 2021 年 2 月に 2021 年度から 5 年間の県政の基本指針となる栃木県重点戦略「とちぎ未来創造
プラン」を策定した。県が目指す将来像「人が育ち、地域が活きる 未来に誇れる元気な“とちぎ”」の実現
に向け、SDGs の視点を新たに取り入れた 18 のプロジェクトを積極的に推進する方針で、人口減少、雇用、
環境への対策も盛り込んでいる。気候変動対策に関しては、2020 年 12 月に栃木県として「2050 年カーボン
ニュートラルの実現を目指すこと」を宣言した。2021 年 3 月には栃木県気候変動対策推進計画を策定し、温
室効果ガス排出削減等対策である『緩和策』と気候変動影響による被害の回避・軽減対策である『適応策』
を車の両輪として、一体的に推進するとしている。
栃木銀行は「豊かな地域社会づくりに貢献する」という経営理念の下、2019 年 8 月に「とちぎん SDGs 宣
言」
、2021 年 12 月にサステナビリティ方針を策定した。SDGs の達成に向け、環境・地域社会・経済へのイ
ンパクトを考慮した経営を実践し、地域社会と栃木銀行自身の持続可能性を確保していく方針で、栃木県の
取り組みとも合致した事業活動に取り組んでいる。

[出所：栃木銀行 ホームページ]

本フレームワークは主に栃木県に根差した地域金融機関の立場から、環境・社会の課題に焦点を当て金融
の面から地域企業の事業活動を支える目的で策定された。対象ファイナンスはグリーンローン及びサステナ
ビリティ・リンク・ローンとしている。幅広い事業者が本フレームワークに基づく融資を利用できるよう、
国際的な原則や環境省のガイドラインの趣旨を念頭に中堅・中小企業が取り組みやすい内容で設計している。
R&I は本フレームワークが GLP 及び SLLP、GL・SLL ガイドラインに対する整合性 3について、また融
資制度を実施する体制が準備されているかに関して第三者評価を提供する。

3フレームワークの骨格や考え方、業務プロセス・融資の実施体制を確認し、国際的な原則や環境省のガイドラインの趣
旨に沿った内容でフレームワークが設計されているかについての意見である。
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2. 「とちぎんサステナブルファイナンス」推進に係る栃木銀行のサステナビ
リティ方針
栃木銀行はサステナビリティ方針を踏まえて、地域社会、ステークホルダー、栃木銀行にとってのマテリ
アリティ（重要課題）を環境、地域経済・社会、人的資本・ダイバーシティの 3 つのテーマで整理している。
このうち、環境に関しては「気候変動対策への取り組み」、地域経済・社会では「人口減少・少子高齢化への
対応」をマテリアリティとして特定している。マテリアリティに対する取り組みとして、ESG 地域金融を柱
に ESG 融資や環境省の「地域における ESG 金融促進事業」を取り扱っている。2021 年 12 月にはサステナ
ビリティ方針の制定にあわせて 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、気候変
動に関する情報開示の充実に努めるとともに、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを強化する方針を掲げて
いる。
【マテリアリティに対する栃木銀行の主な取り組み】

[出所：栃木銀行 ホームページ]

栃木銀行は借入人の持続可能な経済活動や発展を環境・社会の両面から促進及び支援する目的で本フレー
ムワークを策定し、マテリアリティへの対応をより強く推進する商品として位置付けている。選定するグリ
ーンローンの資金使途やサステナビリティ・リンク・ローンの KPI は地域の環境や社会の課題に関連したも
のを対象としている。本フレームワークに紐づく融資サービスを中堅・中小企業まで広げ、企業規模に関係
なくサステナビリティ活動のすそ野を拡大するという点からみても、栃木銀行の SDGs 宣言やサステナビリ
ティ方針等に合致している。また GLP や SLLP、GL・SLL ガイドラインが期待する持続可能な社会に資す
るファイナンスの形成にも沿った取り組みである。
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3. GLP 及び SLL・GL ガイドラインに対する整合性について
R&I は栃木銀行の融資フレームワーク「とちぎんサステナブルファイナンス」のうち、
「とちぎんグリーン
ローン」
（以下、とちぎん GL）を対象に、グリーンローンを構成する 4 つの要素（調達資金の使途、評価と
選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティング）について、GLP や GL・SLL ガイドラインにおける確
認事項（「べきである」事項）を充足しているかを確認した。
4 つの要素に関する本フレームワークの対応をみると、GLP や GL・SLL ガイドラインの確認事項の一部
について完全に満たす内容になっていない。ただ、全体として環境にポジティブな改善効果を促す内容で設
計されていると判断し、R&I は評価対象のフレームワークが GLP や GL・SLL ガイドラインに整合してい
ると評価した。
(1) 調達資金の使途
①

調達される資金は、明確な環境改善効果や社会課題解決への効果をもたらすグリーンプロジェクト
に充当されるか。
とちぎん GL では、対象顧客として自らが実施するグリーンプロジェクトの原資を調達する企業、
かつ本部組織のサステナビリティ担当部署が適当と認める先を想定している。サステナビリティ担
当部署は営業推進とは異なる立場から案件のサステナビリティ性を判断する役割を担う。
借入人には調達した資金の全てが新規又は既存のグリーンプロジェクトの全部又は一部の初期
投資のみに充当することを借入人に求める。リファイナンス案件は対象としない。
資金使途は GLP や GL・SLL ガイドラインがグリーンローンに求める趣旨に沿ったもの、かつ
環境改善効果について、借入人自らに加え栃木銀行が定量的に測定可能であることを条件とする。
環境改善効果だけでなく、想定される環境面のネガティブインパクトについても対応方針等の確認
を栃木銀行が実施する。
資金の充当先として GLP や GL・SLL ガイドラインで例示されている事業を対象とし、その中
でも以下の 3 事業を優先的に取り扱う。
・再生可能エネルギーに関する事業
・省エネルギーに関する事業
・クリーンな運輸に関する事業

なお、定量的な測定について、栃木銀行単独で判断が難しい場合でも同行子会社のとちぎんキャ
ピタル＆コンサルティング（以下、とちぎん C&C）又は同行グループ外の連携企業で計測できる場
合は案件採り上げの検討対象とする。連携先は温室効果ガス排出量の計測の専門機関や地元のコン
サルティング会社を活用する方針で、R&I はその候補企業に関する第三者性について問題ない点を
確認している。
営業店は栃木銀行からとちぎん GL を提案する場合、あるいは顧客から同ローン活用の打診を受
けた場合、本部組織で営業サポートを担う法人営業部と連携し商品説明を実施する。正式な申し込
みがあれば、営業店は顧客から所定の書式の提出及び資金充当対象のプロジェクトに関する事前説
明を受けた後、同書式をサステナビリティ担当部署に送付する。サステナビリティ担当部署は顧客
からの提出資料をもとに対象プロジェクトの資金使途の妥当性や環境改善効果等の評価を行い、そ
の結果を営業店に通知する。クレジット評価を行う審査部は資金使途の妥当性判断に関与しない。
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②

調達資金の使途に関する貸し手への事前説明がなされるか
栃木銀行はプロジェクトによる環境改善効果及び想定されるネガティブインパクトに関して顧
客から事前説明を受ける。説明内容は営業店、サステナビリティ性の最終判断を行うサステナビリ
ティ担当部署で共有される。

③

調達資金の使途がリファイナンスである場合及び複数トランシェの一部がグリーンローンである
場合
本フレームワークで設定するローンでは複数トランシェは設定されず、リファイナンス案件も対
象としない。

(2) 評価と選定のプロセス
①

環境面での目標や選定の基準を含む評価と選定のプロセスの事前説明がなされるか
一般にグリーンローンを組成する際、ローンを通じて実現しようとする環境面での目標のほか、
調達資金の充当対象となるプロジェクトが目標に合致すると判断するための規準と判断プロセスの
概要を借入人が貸し手に説明する。
とちぎん GL は栃木銀行がフレームワークを策定するという点で一般のグリーンローンと異なる。
ただ、借入人自ら意思決定し本フレームワークに紐づく融資に申し込むことや、栃木銀行も事前に
対象プロジェクトの内容、定量的な環境改善効果、借入人のサステナビリティ戦略における対象プ
ロジェクトの位置付け等とともに選定経緯やプロセスを確認し資金使途の妥当性を判断するプロ
セスを採っている。実質的にはプロジェクトの評価と選定のプロセスに関する借入人の事前説明義
務を要求する GLP や GL・SLL ガイドラインの趣旨に沿った設計がなされていると評価できる。

②

包括的な目標、戦略等への組み込みがなされるか
選定経緯を確認するプロセスにおいて、栃木銀行は借入人が当該プロジェクトによってもたらそ
うとする環境改善効果や、対象プロジェクトと借入人の経営戦略が合致することを確認する。プロ
ジェクトの選定における専門性は栃木銀行のサステナビリティ担当部署が果たすこととなる。
本フレームワークに紐づく融資の主要顧客として栃木銀行が想定している中堅・中小企業が、サ
ステナビリティ戦略等を明確な形で策定できるとは限らない。ただ、本フレームワークを利用する
ことで、借入人がプロジェクトを通じて目指す効果及び事業における位置づけが明確となる。

(3) 調達資金の管理
①

調達された資金が確実にプロジェクトに充当されるか
フレームワークにおいて資金の管理方法は明確に定められている。栃木銀行は本フレームワーク
に基づく案件用の専用口座を開設し、借入人との間で取り決めした所定の書式に沿って資金の充当
状況を管理する。資金を引き出す際には対象プロジェクトと合致していることを確認し、請求書等
のエビデンスや支払先情報を全て確認し振り込みで対応する。
借入人が主体となり調達資金の管理を行う一般のグリーンローンとは異なるが、借入人にとって
は本フレームワークを利用することで、実質的に原則やガイドラインが求める趣旨と同等の管理を
受けることとなる。
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(4) レポーティング
①

調達資金の使用方法等に関する報告及び一般的開示がなされるか
ローン実行時に借入人から応諾が得られた場合、プロジェクト概要等を栃木銀行のホームページ
で公表する。借入人にもホームページでの公表を営業店より推奨する。
プロジェクトへの調達資金の充当が全額終了するまで、年 1 回営業店経由で借入人からプロジェ
クトの概要及び実施状況、環境改善効果、資金の充当金額・未充当残高についてレポーティングの
提出を受ける。サステナビリティ担当部署は営業店からレポーティング内容の報告を受けた後、環
境改善効果に関する指標及び算定方法等について適切にレポーティングがなされているか確認す
る。当初の想定と異なる大きな状況の変化があった場合は営業店を通じて影響および対応方針等を
確認し管理する体制となっている。
フレームワークが求めるレポーティング内容は、貸付人に対して報告されるべき事項を含む。ガ
イドラインはグリーンローンとして表明する場合には貸し手に対する報告事項を一般に開示する
べきとしている。栃木銀行は借入人に対してローン組成時及び期中についてレポーティング内容を
開示することを求めることとしており、対象顧客が可能な範囲でガイドラインに整合的な仕組みと
評価できる。

②

環境改善効果に係る指標、算定方法等は適切か
フレームワークにおいて環境改善効果に係る指標及び算定方法を確認することとしている。その
役割はグリーンローンとしての適切性を判断するサステナビリティ担当部署が担う。案件採り上げ
にあたっては同部で確認作業が可能なプロジェクトかという点も考慮している。

4. SLLP 及び GL・SLL ガイドラインに対する整合性について
R&I は栃木銀行の融資フレームワーク「とちぎんサステナブルファイナンス」のうち、
「とちぎんサステナ
ビリティ・リンク・ローン」（以下、とちぎん SLL）を対象に、SLL を構成する 5 つの要素（KPI の選定、
SPTs の設定、ローンの特性、レポーティング、検証）について SLLP の確認事項（「べきである」として履
行を求める項目）を充足しているかを確認した。GL・SLL ガイドラインに関しては、同ガイドラインが挙げ
る SLL が備えることを期待される基本的事項（「べきである」事項）の充足の程度を確認した。
SLL を構成する 5 つの要素について、とちぎん SLL は SLLP の確認事項及び GL・SLL ガイドラインに
おける期待される基本的事項の一部について、完全に満たす内容になっていないが、全体として SLL を通じ
た借入人のサステナビリティ向上を促す内容で設計されている。R&I は評価対象のフレームワークが SLLP
や GL・SLL ガイドラインに整合していると評価した。
(1) KPI の選定
①

選定される KPI
とちぎん SLL は環境課題に加え、社会課題に関する指標も KPI の対象に含めている。両課題に
取り組んでいる企業、または今後取り組む高い意欲がある企業、かつサステナビリティ担当部署が
適当と認める企業を顧客対象として想定している。
KPI は SLLP 及び GL・SLL ガイドラインの例示や地方公共団体の戦略に示されている具体例を
対象とし、かつ栃木銀行が定量的に測定可能であることを条件とする。本フレームワークでは次の
指標を優先的に扱うとしている。

6/10

セカンドオピニオン

環境課題に係る KPI

社会課題に係る KPI

・エネルギー効率

・男性の育児休暇取得率

・温室効果ガス排出量

・女性の就業率

・再生可能エネルギー

・高齢者の就業率

なお、定量的な測定について、とちぎん GL 同様、栃木銀行単独で判断が難しい場合でもとちぎ
ん C&C 又は外部の連携企業にて計測できる場合は案件採り上げの検討対象とする。
②

KPI の重要性
KPI は借入人のサステナビリティの改善及び社会の持続可能性に資するものが選ばれる。環境課
題に係る KPI として優先的に取り上げる「エネルギー効率」
「温室効果ガスの排出量」
「再生可能エ
ネルギー」は、借入人の包括的な社会的責任に係る戦略及び持続可能性な目標として重要な指標で、
地球温暖化緩和策において全ての企業が取り組むべきものであり、業種を問わず企業のサステナビ
リティに関係する。社会課題に関する KPI も人口減少とそれに伴う雇用問題に関連する指標で、栃
木県や栃木銀行がマテリアリティとして特定している社会的な課題とも合致する。本フレームワー
クで選定される KPI の重要性に問題はない。

(2) SPTs の設定
①

SPTs の概要
SPTs は野心的かつ借入人のサステナビリティ目標に沿った内容であることと定量的に測定可能
な目標を融資期間にわたって年次で設定できることの 2 点を満たし、かつ栃木銀行が野心性を客観
的に判断できることを条件としている。

②

SPTs の野心性
SPTs の野心性は以下の 3 つの観点について、ア→イ→ウの順に達成面での難易度や野心性の説
明がつくか等をみて判断する。
ア. 国際的な目標との比較
イ. 同業他社や業界団体、及び地方公共団体が定める目標との比較
ウ. 借入人自身のトラックレコード（過去 3 年分）やすでに見込まれている将来の変動要因等を
勘案した数値との比較
SLLP ではア～ウの組み合わせに基づき野心性を判断し SPTs を設定すべきとしている。本フレ
ームワークは 1 つの観点のみで野心性が判断されるケースもあり、その場合、SLLP が求める要件
を完全には充たさない。ただ、GL・SLL ガイドラインが SLL に期待される基本的事項として挙げ
る「事前に設定する SPTs ベンチマークに関連して借り手のサステナビリティの改善に結びつけら
れているべき」に配慮し野心性を判断するとしており、ア～ウの視点も SLLP が挙げる野心性判断
の観点と合致する。以上を踏まえると、SPTs の野心性に関しては担保されると考えられる。

③

SPTs の達成手段と不確実性要素
KPI の選定及び SPTs の設定のプロセスを通じて、借入人のサステナビリティ目標と目標達成に
向けた具体的取組みの意志及び計画を確認する。SPTs 達成のための施策及びネガティブ要素を始
めとする不確実性はこのプロセスを通じて洗い出すよう設計されている。
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④

SPTs の妥当性
営業店は借入人が作成した所定の書式をサステナビリティ担当部署に送付する。それぞれ KPI と
SPTs の内容及び設定理由について借入人が記載する形式になっている。サステナビリティ担当部
署は KPI 及び SPTs の適切性について、借入人の事業との関連性や環境・社会への影響等を考慮し
評価する。必要に応じて、とちぎん C&C 又は外部の連携企業が KPI や SPTs が適切な内容かをレ
ビューし、その結果を踏まえてサステナビリティ担当部署が案件のサステナビリティ性を最終判断
する。なお、KPI の選定や SPTs の妥当性の判断について、クレジット評価を行う審査部は関与し
ない。
KPI や SPTs の適切性については、必要に応じて栃木銀行以外の企業が確認するプロセスを組み
入れており、判断に一定の客観性を持たせる設計となっている。なお、3 つの観点から野心性の判
断が難しい場合は本フレームワークに基づく融資は実行せず、より専門性を持つ外部評価機関への
評価を活用した融資スキーム等を検討する。以上を踏まえると、SLLP や GL・SLL ガイドライン
の趣旨に沿った SPT が設定される体制が整っていると考える。

(3) ローンの特性
借入人の SPTs 達成への動機付けとして、SPTs の達成状況を毎年確認し、達成時には次の金利適
用期間の金利を引き下げるインセンティブ設計となっている。達成時に引き下げた金利は累積せず、
SPTs に達しなかった場合は当初の金利水準に戻す。インセンティブに関する内容（SPTs 達成の判
定時期、達成時の金利引き下げ幅及び金利適用時期等）は借入人と締結する金銭消費貸借契約書に
明記される。
R&I は SPTs 達成時のインセンティブが借り手のサステナビリティ・パフォーマンスの向上を促
すという点で十分な水準であり、SLLP や GL・SLL ガイドラインが求める要件を満たすことを確
認している。
(4) レポーティング
とちぎん GL と同様、ローン実行時に借入人から応諾が得られた場合、プロジェクト概要等を栃
木銀行のホームページで公表する。借入人にもホームページでの公表を営業店より推奨する。
借入人は融資期間にわたって、とちぎん SLL の契約書内容に基づき、年 1 回 SPTs の達成状況
を記載したレポートを栃木銀行の営業店に報告する。レポーティング内容はサステナビリティ担当
部署を通じてとちぎん C&C 又は外部の連携企業にも共有される。
SLLP において借入人は少なくとも年 1 回貸付人が SPTs の達成状況のモニタリングを行う際に、
その野心的な内容が保たれ借入人の事業と関連性があると判断するのに十分な最新状況を貸付人
に提供すべきとしている。GL・SLL ガイドラインも同内容を期待される基本的事項に挙げている。
本フレームワークでは、レポーティングの際には栃木銀行、検証業務を担うとちぎん C&C 又は外
部の連携企業が SPTs の達成状況を確認できるエビデンスやデータ等を提出することを借入人に求
めており、SLLP や GL・SLL ガイドラインが求める要件をクリアしている。一方、レポーティン
グ内容は公表せず、GL・SLL ガイドラインにおける「借入人が調達したファイナンスを SLL とし
て表明する場合、貸付人に対する報告事項を一般に開示すべき」は満たしていない。ただ、本フレ
ームワークによるローンについて、SLLP や GL・SLL ガイドラインに適合した外部評価を取得し
た SLL ではないことを栃木銀行から借入人に説明するとしており、GL・SLL ガイドラインにおけ
る一般開示を要件とはしない。
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(5) 検証
レポートと関連資料はサステナビリティ担当部署で記載要件の充足等を確認した後、検証業務を
担うとちぎん C&C 又は外部の連携企業に送付される。検証は KPI の種類等で依頼先を選択し、依
頼を受けた企業は受領した借入人のレポーティング資料をもとに、エビデンスやデータ等を使用し
て検証を行い、その結果を所定の書式にて栃木銀行のサステナビリティ担当部署に報告する。同部
は検証結果を確認し、金利変更の有無を営業店に連絡する。
フレームワークでは借入人に対し検証可能な資料の提出を求めており、SPTs 達成に関する定量
的な確認は栃木銀行が求める水準でなされるものと考えられる。検証業務に第三者を関与させるこ
とで、独立した外部機関による検証を求める SLLP の要求事項を満たす内容になっている。一方、
検証結果の情報開示に関しては公表しないことから、SLLP が求める検証結果の公表に関する要求
を充たしていないが、レポーティングと同様の整理ができる。

5. まとめ
評価対象の融資フレームワーク「とちぎんサステナブルファイナンス」は主に栃木県を地盤とする中堅・
中小企業を対象としている。
「気候変動対策への取り組み」及び「人口減少・少子高齢化への対応」といった
栃木銀行のマテリアリティへの対応をより強く推進し、地域社会の持続可能性を高めていくことを目的に、
規模や業種を問わず利用しやすい内容で設計されている。グリーンローンの資金使途、サステナビリティ・
リンク・ローンの KPI は環境・社会の地域課題に焦点を当てたもので、すべての企業にとって取り組むべき
重要な指標である。
本フレームワークについて、R&I は各ファイナンスを構成する要素に対し国際的な原則や環境省のガイド
ラインが求める事項をどの程度充足するかを確認した。グリーンローン形式に関しては、調達資金を充当す
る対象事業は GLP や GL・SLL ガイドラインが求める方法に沿って評価する内容で設計されている。評価と
選定のプロセス及び資金管理は貸付人である栃木銀行側からの設定となっているが、フレームワークに沿っ
た融資を利用することで、借入人は原則やガイドラインの趣旨を実質的に満たしていると評価できる。サス
テナビリティ・リンク・ローン形式は SPTs の野心性判断のプロセスやレポーティング及び検証結果の情報
公開の部分で、SLLP や GL・SLL ガイドラインが求める水準を完全に満たさない部分が一部あるものの、
KPI の選定、SPTs の設定及び野心性判断の観点、インセンティブ設計、検証における栃木銀行以外の第三者
機関の関与、レポーティングや検証内容に関する栃木銀行への報告義務からみて、全体として、SLLP や GL・
SLL ガイドラインの趣旨に沿ったフレームワークの骨格や考え方、業務フローが設計されている。
以上を踏まえ、R&I は本フレームワークが国際的な原則や環境省のガイドラインに整合していると評価し
た。
以 上
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