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1 宮城県 石巻市 宣言 いしのまきＳＤＧｓパートナー制度 https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10051050/1000/0600/SDGs_Partner.html

2 秋田県 登録 秋田県ＳＤＧｓパートナー登録制度 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/59932

3 山形県 鶴岡市 宣言・登録 つるおかＳＤＧｓ推進パートナー https://www.city.tsuruoka.lg.jp/shisei/sogokeikaku/sdgs/sdgs_partner_bosyuu.html

4 茨城県 つくば市 登録 つくばSDGｓパートナーズ https://www.tsukuba-sdgs.jp/index.html

5 栃木県 登録 とちぎＳＤＧｓ推進企業登録制度 http://www.pref.tochigi.lg.jp/f01/work/shoukougyou/sesaku/tochigisdgs2020.html

6 栃木県 宇都宮市 登録 宇都宮市ＳＤＧｓ人づくりプラットフォーム https://utsunomiya-SDGs-hpf.jp/

7 埼玉県 登録 「埼玉県ＳＤＧｓパートナー」登録制度 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0102/sdgs/sdgs_partner.html

8 埼玉県 さいたま市 認証 さいたま市ＳＤＧｓ企業認証制度 https://www.city.saitama.jp/005/002/010/013/p080038.html

9 埼玉県 春日部市 宣言 かすかべSDGｓパートナーズ https://www.city.kasukabe.lg.jp/shisei/shisaku/sdgs/sdgspartners.html

10 千葉県 登録 ちばSDGｓパートナー登録制度 https://www.pref.chiba.lg.jp/seisaku/sdgs/sdgs-touroku.html

11 東京都 東村山市 宣言 東村山市わたしたちのSDGsパートナー認定制度 https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/keikaku/sogo/sdgs-partner/kikaku2021partner.html

12 神奈川県 登録 かながわＳＤＧｓパートナー http://www.pref.kanagawa.jp/docs/bs5/sdgs/partner.html

13 神奈川県 横浜市 登録・認証 横浜市SDGs認証制度“Y-SDGs” https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/futurecity/20201130ysdgs.html

14 神奈川県 川崎市 宣言・登録 川崎市SDGs登録・認証制度「かわさきSDGsパートナー」 https://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/54-10-6-0-0-0-0-0-0-0.html

15 神奈川県 相模原市 宣言・登録 さがみはらSDGsパートナー制度 https://sdgs.city.sagamihara.kanagawa.jp/sdgs-partner/

16 神奈川県 小田原市 登録 おだわらSDGｓパートナー https://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/sdgs/partner.html

17 富山県 宣言 富山県SDGs宣言 https://www.sdgs-toyama.jp/

18 富山県 高岡市 登録 たかおかＳＤＧｓパートナー https://www.city.takaoka.toyama.jp/keiei/shise/shisaku/sdgs/sdgs_partnar.html

19 石川県 金沢市 登録 IMAGINE KANAZAWA 2030 パートナーズ https://kanazawa-sdgs.jp/2020/07/29/about-partners/

20 石川県 小松市 宣言 SDGs宣言 https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/ecology_suishin/oshirase/10055.html

21 福井県 登録 「ふくいＳＤＧｓパートナー」登録制度 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/seiki/sdgs/sdgs-partner.html

22 山梨県 都留市 宣言 都留市SDGs宣言事業 https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/jigyoshamuke/sangyo/shokogyo/12069.html

23 長野県 登録 長野県SDGｓ推進企業登録制度 https://nagano-sdgs.com/

24 岐阜県 宣言 「清流の国ぎふ」ＳＤＧｓ推進ネットワーク https://www.pref.gifu.lg.jp/page/94353.html

25 静岡県 静岡市 宣言 静岡市ＳＤＧｓ宣言事業 https://www.city.shizuoka.lg.jp/750_000146.html

26 静岡県 浜松市 宣言 浜松市SDGs推進プラットフォーム http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kikaku/sdgs/platform.html

27 静岡県 御殿場市 宣言 御殿場ＳＤＧｓクラブ https://www.city.gotemba.lg.jp/gyousei/g-2/g-2-4/12136.html

28 愛知県 登録 愛知県ＳＤＧｓ登録制度 https://www.pref.aichi.jp/kikaku/aichi-sdgs/tourokuseido/

29 愛知県 名古屋市 登録 名古屋市SDGｓ推進プラットフォーム https://sdgs-pf.city.nagoya.jp/

30 愛知県 豊橋市 登録 豊橋市SDGs推進パートナー https://www.city.toyohashi.lg.jp/42304.htm

31 愛知県 一宮市 登録 一宮市SDGsパートナー制度 https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/seisaku/1010059/1040911/1042932.html
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32 愛知県 豊田市 宣言・登録 とよたSDGｓパートナー  https://www.city.toyota.aichi.jp/boshu/1032945.html

33 愛知県 安城市 登録 あんじょうＳＤＧｓ共創パートナー https://www.city.anjo.aichi.jp/event/sdgs/anjosdgskyousoupa-tona-.html

34 三重県 登録 三重県SDGs推進パートナー登録制度 https://www.pref.mie.lg.jp/KIKAKUK/HP/sdgspartner.htm

35 三重県 志摩市 宣言 シマシSDGsパートナーズ https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/seisakusuishin/SDGs/shimashiSDGspartners/1631171929101.html

36 大阪府 宣言 私のSDGs宣言プロジェクト https://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku_keikaku/sdgs/sdgs_osaka_kensyo.html

37 大阪府 豊中市 登録 豊中ＳＤＧｓパートナー登録制度 https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/sdgs_miraitoshi/toyonaka_torikumi/sdgspartner.html

38 大阪府 富田林市 宣言・登録 富田林市SDGsパートナーシップ制度 https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/4/50290.html

登録 尼崎市SDGs推進サポーター等制度 https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/siminsanka/1022002/1022004.html

登録 尼崎市SDGsキッズ・ジュニアサポーター登録制度 https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/siminsanka/1022002/1023592.html

登録・認証 SDGs企業登録事業 https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1020178/1017058/1020533.html

40 兵庫県 明石市 登録 あかしＳＤＧｓパートナーズ https://www.city.akashi.lg.jp/seisaku/sdgspartners/sdgspartners.html

41 鳥取県 宣言・登録 とっとりSDGsパートナー制度 https://www.pref.tottori.lg.jp/293339.htm

42 岡山県 倉敷市 登録 倉敷市・高梁川流域ＳＤＧｓパートナー https://www.sdgs-kurashiki.jp

43 岡山県 真庭市 宣言 真庭SDGｓパートナー制度 https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/3/1092.html

44 広島県 東広島市 宣言 地方創生SDGs宣言制度 https://hh-sdgs.jp/

45 香川県 登録 かがわ地方創生SDGｓ登録制度 https://www.pref.kagawa.lg.jp/seisaku/seisaku/sdgs.html

46 香川県 三豊市 登録 みとよSDGs推進パートナー https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/seisaku/chiiki/1/7918.html

47 愛媛県 登録 愛媛県ＳＤＧｓ推進企業登録制度 https://www.pref.ehime.jp/h30100/sdgs/touroku.html

48 愛媛県 新居浜市 登録 新居浜市SDGs推進企業登録制度 https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/sdgs-registration.html

49 高知県 登録 こうちSDGs推進企業登録制度 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/120801/sdgs-touroku.html

宣言 北九州ＳＤＧｓクラブ https://www.kitaq-sdgs.com/

登録 北九州ＳＤＧｓ登録制度 https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kikaku/324_00016.html

51 熊本県 登録 熊本県SDGs登録制度 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/18/80968.html

52 熊本県 小国町 パートナー 小国町SDGsパートナーシップ制度 https://www.town.kumamoto-oguni.lg.jp/q/aview/296/1583.html

53 鹿児島県 鹿児島市 登録 かごしまＳＤＧｓ推進パートナー https://www.city.kagoshima.lg.jp/kikakuzaisei/kikaku/seisaku-k/shise/shisaku/toshisesaku/partner-ichiran.html

54 沖縄県 登録 沖縄県SDGs普及パートナー登録制度 https://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/chosei/chosei/sdgs/kobo.html

39 兵庫県 尼崎市

50 福岡県 北九州市


