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No.
代表地方公共

団体等の所在地 取組タイトル 代表地方公共団体等 代表地域金融機関等 協働応募団体

1 宮城県
宮城県の活性化に向けた地方創生人材の育成を目的とする

「地域開発人材育成プログラム」の開催
宮城県 株式会社　七十七銀行 -

2 宮城県 登米市の公共施設ＬＥＤ化事業に対する支援取組 宮城県登米市 株式会社　七十七銀行 七十七リース株式会社

3 宮城県
大河原町のマウンテンバイクパーク整備における

クラウドファンディングを活用した地域・観光振興支援取組
宮城県大河原町 株式会社　七十七銀行 -

4 秋田県 秋田県を脱炭素・SDGsの先進地域へ 秋田県 株式会社　北都銀行 -

秋田犬ツーリズム

一般社団法人　地方創生パートナーズ

ネットワーク

6 秋田県
地方銀行と地方自治体による

「スタートアップ支援×まちづくり」
秋田県男鹿市 株式会社　秋田銀行 -

株式会社　東邦銀行

東京海上日動火災保険株式会社

8 群馬県
産学官金連携による温泉街の再生及び

サスティナブルな街づくりの始動
群馬県みなかみ町 株式会社　群馬銀行 -

9 埼玉県
埼玉県ＳＤＧｓパートナー登録制度を活用した

官民連携支援　埼玉りそな銀行による融資「Try Now」
埼玉県 株式会社　埼玉りそな銀行 -

一般社団法人アーバンデザインセンター大宮

大宮東口商店街連絡協議会

株式会社しあわせハウジング

11 埼玉県
埼玉県三芳町における実証を通じた災害時の

避難スキーム構築を支援する「避難保険プラン」の開発
埼玉県三芳町 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 -

ＳＴＡＧＥ　ＮＡＲＩＴＡ　実行委員会

ちばぎん商店

神奈川県横浜市

神奈川県川崎市

神奈川県相模原市

横浜信用金庫

湘南信用金庫

川崎信用金庫

平塚信用金庫

さがみ信用金庫

中栄信用金庫

中南信用金庫

株式会社横浜銀行

株式会社神奈川銀行

株式会社神奈川銀行

かながわ信用金庫

川崎信用金庫

株式会社三井住友銀行

株式会社三菱UFJ銀行

株式会社横浜銀行

横浜市信用保証協会

横浜信用金庫

公益財団法人横浜企業経営支援財団

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

三井住友海上火災保険株式会社

川崎商工会議所

川崎青年会議所

公益財団法人川崎市産業振興財団

公益財団法人かわさき市民活動センター

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

17 神奈川県
「誰一人取り残さない」持続可能な社会の実現を目指した

食品ロス等の削減に向けた支援について
神奈川県相模原市

三井住友海上火災保険株式会社

（神奈川支店）
公益社団法人　フードバンクかながわ

18 神奈川県 地域魅力向上のためのお土産開発支援事業 神奈川県横須賀市 湘南信用金庫 一般社団法人　横須賀市観光協会

19 神奈川県
小田原市におけるエネルギー地産地消事業の

コレクティブインパクト分析
神奈川県小田原市 株式会社　横浜銀行 -

20 神奈川県
株式会社コーエンとの清川村・宮ケ瀬地区における

地域活性化プロジェクト
神奈川県清川村 株式会社　横浜銀行 -

21 新潟県
「新潟県SDGs推進建設企業登録制度」の設立、

推進に対する支援
新潟県 株式会社　第四北越銀行 -

22 新潟県 「燕三条 工場の祭典」による持続可能な地域社会の創出

「燕三条 工場の祭典」実行委員会

（公益財団法人燕三条地場産業振興セン

ター、三条市、燕市）

三条信用金庫 -

23 富山県
商工会議所×インターネット専業銀行

ユニークなタッグで提供する地域事業者応援施策
高岡商工会議所（高岡市） ソニー銀行株式会社 -

24 富山県
まち・ひと・しごとで「世界に誇る一流の田舎」を目指せ！

南砺市×富山銀行サステナブル大作戦
富山県南砺市 株式会社　富山銀行 -

25 福井県
ＳＤＧｓで次の世代に選ばれる福井へ

～福井県×福井銀行による取組支援～
福井県 株式会社　福井銀行 -

5

7
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13

14

15

16

神奈川県

神奈川県

秋田県

福島県

埼玉県

千葉県

神奈川県

神奈川県

横浜市SDGs認証制度"Y-SDGs"及び

Y-SDGs金融タスクフォースの運用を通じた

自律的好循環の形成

神奈川県横浜市
ヨコハマSDGsデザインセンター

（Y-SDGs金融タスクフォース）

川崎市と川崎信用金庫の強固なパートナーシップにより

運営する「川崎市SDGｓプラットフォーム」
神奈川県川崎市 川崎信用金庫

事業活動温暖化対策・リンク・ローン 神奈川県 株式会社　横浜銀行

「かながわ版SDGｓ金融フレームワーク」を活用した

SDGs金融の推進とエコシステムの形成
神奈川県 かながわ信用金庫

大宮駅東口エリアにおけるまちづくりの担い手発掘・

支援のための地域ネットワーク組成
埼玉県さいたま市 埼玉縣信用金庫

成田スペシャル周遊フライト＆機内特別カンファレンス 千葉県成田市 株式会社　千葉銀行

Withコロナ時代の事業継続可能な観光業の確立を支援

（感染症対策認証制度の普及とリスク対策）
秋田県大館市

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

（秋田支店）

「福島ならでは」の地方創生・SDGｓ推進に向けた

福島県・東京海上日動火災保険・東邦銀行の連携
福島県 -

https://www.pref.miyagi.jp/documents/16047/844390_1.pdf
https://www.77bank.co.jp/pdf/newsrelease/21112504_ikuseipgm.pdf
https://www.city.tome.miyagi.jp/somu-somu/shisejoho/nyusatsukeyaku/proposal/r2led.html
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https://www.yokoshin.co.jp/_aboutus/kinko/sdgs.html
https://www.shinkin.co.jp/shonan/info/shonanshinkin_sdgs.html
https://www.kawashin.co.jp/aboutus/sdgs/index.html
http://www.shinkin.co.jp/hiratuka/about/h_csr.html
https://www.shinkin.co.jp/sagami/about/sdgs.shtml
http://www.shinkin.co.jp/chuei/about/sdgs.html
http://www.chunan-shinkin.co.jp/new/20210601/sdgs.pdf
https://www.boy.co.jp/boy/csr/index.html
https://www.kanagawabank.co.jp/public/kouken/sdgs.html
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/023/046/1001/02.pdf
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/023/046/1001/02.pdf
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https://ssl4.eir-parts.net/doc/7186/ir_material33/171500/00.pdf?_fsi=PBXIUVrE&_fsi=rzxjwZlT
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7186/ir_material35/171470/00.pdf
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7186/ir_material35/171470/00.pdf
https://www.coen.co.jp/blog/00/1000/kiyokawa/
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7186/ir_material33/167928/00.pdf
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/dobokukanri/sdgs-kensetsu.html
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/dobokukanri/sdgs-kensetsu.html
https://www.dhfg.co.jp/esg/sdgs/index.html#note3
https://kouba-fes.jp/
https://kouba-fes.jp/
https://kouba-fes.jp/
https://www.shinkin.co.jp/sanshin/about/kouba_meguri/
https://moneykit.net/visitor/sbg/
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=23769
https://www.toyamabank.co.jp/
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/seiki/sdgs/sdgs-partner-list.html
https://www.fukuibank.co.jp/business/sdgsconsulting/
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/futurecity/20201130ysdgs.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/futurecity/20201130ysdgs.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/futurecity/20201130ysdgs.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/futurecity/SDGs_taskforce.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/futurecity/SDGs_taskforce.html
https://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/54-10-0-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/54-10-0-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.kawashin.co.jp/aboutus/sdgs/index.html
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7186/ir_material33/169830/00.pdf
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f6674/p160644.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bs5/finace-framework.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bs5/finace-framework.html
https://www.shinkin.co.jp/kanagawa/corp/SDGs/
https://www.saishin.co.jp/
https://www.c-value.jp/projects/charterconference001
https://visitakita.com/special/
https://visitakita.com/special/
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11015b/renkei.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11015b/renkei.html
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26 長野県
事業者に「気づき」を与え、共に持続可能な地域社会を目指す融

資商品「SDGs/ESGサポートローン」
長野県 上田信用金庫 -

27 長野県
長野県と八十二銀行・長野経済研究所による企業の段階に

応じたＳＤＧｓ経営支援
長野県 株式会社　八十二銀行 一般財団法人 長野経済研究所

28 長野県
「長野県SDGｓ推進企業登録制度」と

「地方創生プロジェクト『歩み』」による地域経済の活性化
長野県 松本信用金庫 -

29 長野県
地域金融機関を巻き込んだ三井住友海上社と県の協働による「長

野モデル」の構築と今後の展望
長野県

三井住友海上火災保険株式会社

（長野支店）
-

30 長野県 金融支援を通じた奈良井宿の地域活性化支援取組
一般財団法人 民間都市開発推進機構

（国土交通省指定）
長野県信用組合 地縁団体 奈良井区

31 静岡県
オープンイノベーションプログラム

「TECH BEAT Shizuoka」の開催
静岡県 株式会社　静岡銀行 -

32 静岡県
「官・民・金」連携の地方創生SDGｓを目指した事業所・

団体等への情報発信等支援企画
静岡県静岡市 しずおか焼津信用金庫 -

33 静岡県
静岡市ＳＤＧｓ宣言事業の連携推進による地域事業者の

競争力向上支援
静岡県静岡市 静清信用金庫 -

34 静岡県
協働こそSDGs！パートナーシップの展開から

地域に広がるSDGsの輪
浜松市市民協働センター（浜松市） 浜松磐田信用金庫 -

金谷PFIパートナーズ株式会社

株式会社日本政策投資銀行

株式会社静岡銀行

島田掛川信用金庫

静岡県牧之原市

静岡県藤枝市

静岡県榛原郡川根本町

静岡県榛原郡吉田町

37 愛知県
豊田市鞍ケ池公園民間活力導入事業における

賑わい創出の取組
愛知県豊田市 大和リース株式会社（名古屋支社） -

38 滋賀県
行政、金融機関、事業者の協創により

“しがＣＯ２ネットゼロ”の実現を目指す取り組み
滋賀県 株式会社滋賀銀行 -

39 滋賀県
商業施設と公園を融合させた地域経済の活性化

【事例：ブランチ大津京（滋賀県大津市）】
滋賀県大津市 大和リース株式会社（滋賀支店） -

40 京都府
京都市と京都中央信用金庫の協働による事業者支援

～ふるさと納税制度を活用した事業者支援～
京都府京都市 京都中央信用金庫 -

41 京都府
学生対象パッケージデザインコンテストを核とした、

地域企業との産学公連携・接点創出支援

一般社団法人 京都知恵産業創造の森（京

都府、京都市）
京都中央信用金庫 -

42 大阪府
「枚方市コロナ対策実施店舗応援事業」×

「ひらしん安心宣言ステッカー事業」
大阪府枚方市 枚方信用金庫 -

大阪府寝屋川市

大阪府交野市役所

大阪府守口市

大阪府門真市役所

大阪府大東市

大阪府四條畷市

44 大阪府
水害発生時の自治体と損害保険会社が連携した

迅速な罹災証明書の発行手続支援サービス
大阪府枚方市 三井住友海上火災保険株式会社 千葉県市原市

45 兵庫県
金融機関、自治体、国連機関が連携し、

世界のSDGs課題解決を目指すスタートアップを支援
兵庫県神戸市 株式会社　三井住友銀行 兵庫県

46 兵庫県 若者就労を促す企業と自治体、支援する金融機関の枠組み 兵庫県姫路市 株式会社　みなと銀行 -

近畿地方環境事務所（環境省）

兵庫県

京都府福知山市

48 鳥取県
「知る」から「パートナーシップ」まで：リトルで利取る

鳥取県版SDGsパッケージ支援
鳥取県 株式会社　山陰合同銀行 株式会社　鳥取銀行

49 鳥取県
SDGｓ・脱炭素で地域事業者のサステイナブル経営を

後押しするSDGs未来都市の挑戦
鳥取県日南町 株式会社　山陰合同銀行 -

50 島根県 いずも創業・第二創業・事業承継に係る連携支援【御縁】 島根県出雲市 島根中央信用金庫
特定非営利活動法人21世紀出雲産業支援

センター

国立大学法人広島大学

広島県広島市

広島県呉市

広島県東広島市

株式会社　レノファ山口

株式会社　山口フィナンシャルグループ

株式会社　山口銀行

53 香川県
ドローン物流エリアモデル構築支援による

『住み続けられるまちづくり』実現
香川県三豊市 あいおいニッセイ同和損害保険 -

株式会社　伊予銀行 株式会社　西条産業情報支援センター

株式会社　愛媛銀行 西日本電信電話株式会社

36

43

47

51

52

54

35

広島県

山口県

愛媛県

静岡県

静岡県

大阪府

兵庫県

全国初「Jクラブ、環境省、金融機関が連携した

ESG・SDGsプラットフォーム』による事例創出
山口県周南市 株式会社YMFG ZONEプラニング

公民連携「西条市SDGs×DX」の推進による

地方創生SDGs金融の取組
愛媛県西条市

広島発の産官学連携プロジェクトでコロナ禍での

持続可能な観光モデルを創出
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 -

播磨圏域8市8町の脱炭素へ、

みなと銀行が兵庫県や環境省と連携した

地域経済の活性化サポート

播磨圏域8市8町 株式会社　みなと銀行

「つなぐ・つなげる・つながる」で

地域活性化を目指す巡リズムについて
大阪府枚方市 枚方信用金庫

金谷地区生活交流拠点整備運営事業（PFI）でPFSを導入し、

ソーシャルキャピタル/SCを醸成・向上
静岡県島田市 大和リース株式会社（静岡支店）

地元企業と学生を行政と金融機関が繋ぐ

「Ｕターン・地元就職応援プロジェクト」
静岡県御前崎市 島田掛川信用金庫

https://nagano-sdgs.com/
https://nagano-sdgs.com/
https://www.82bank.co.jp/file.jsp?id=release/2019/pdf/news20191031.pdf
https://nagano-sdgs.com/
https://www.matsumoto-shinkin.jp/pdf/sdgs_201907.pdf
https://nagano-sdgs.com/
https://www.naganokenshin.jp/ck/2/files/info_20210325-1.pdf
http://www.minto.or.jp/archives/results_14.html#h24
http://www.minto.or.jp/archives/results_14.html#h24
https://www.naganokenshin.jp/ck/2/files/info_20210730.pdf
https://techbeat.jp/
https://techbeat.jp/
https://future-city.go.jp/platform/download/data/case2020/016.pdf
https://future-city.go.jp/platform/download/data/case2020/016.pdf
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000857457.pdf
https://www.shizuokayaizu-shinkin.co.jp/about/area/action/
https://www.city.shizuoka.lg.jp/750_000146.html
https://www.seishin-shinkin.co.jp/about/disclosure/pdf/2021/disclosure2021.pdf
https://hamamatsu-iwata.jp/
https://www.city.makinohara.shizuoka.jp/site/shouko/
https://www.fujieda-wakamon.com/
https://www.town.kawanehon.shizuoka.jp/soshiki/kikaku/machizukurisuishin/10989.html
https://kuragaikepark.com/
https://kuragaikepark.com/
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/ondanka/303506.html
https://www.shigagin.com/pdf/company_ESG_action.pdf
https://www.branch-sc.com/otsukyo/
https://www.branch-sc.com/otsukyo/
https://www.chushin.co.jp/cms_source/files/20211022001.pdf
https://www.chushin.co.jp/cms_source/files/20211022001.pdf
https://www.chushin.co.jp/cms_source/files/20211013002.pdf
https://www.chushin.co.jp/cms_source/files/20211013002.pdf
https://www.chushin.co.jp/cms_source/files/20210901100.pdf
https://www.hirashinouensticker.com/
https://www.hirashinouensticker.com/
https://www.city.hirakata.osaka.jp/
http://www.shinkin.co.jp/hirakata/
https://www.ms-ins.com/news/fy2021/pdf/0830_1.pdf
https://www.ms-ins.com/news/fy2021/pdf/0830_1.pdf
http://startup-gateway.hyogo.jp/
http://startup-gateway.hyogo.jp/
https://hoops-link-tokyo.com/
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr10/unops_about_us.html
https://www.minatobk.co.jp/
https://www.tottori-sdgs.com/
https://www.gogin.co.jp/about/csr/
https://www.tottoribank.co.jp/torigin/csr/kouken/esg/index.html
https://www.town.nichinan.lg.jp/popular/3176.html
https://www.gogin.co.jp/ir/common/susrepo2021_10.pdf
http://www.city.izumo.shimane.jp/
http://www.shimanechuuou.co.jp/
https://www.renofa.com/archives/80778/
https://www.ymfg.co.jp/news/assets_news/news_20211027_1.pdf
https://www.aioinissaydowa.co.jp/corporate/about/news/pdf/2020/news_2020072000706.pdf
https://www.aioinissaydowa.co.jp/corporate/about/news/pdf/2020/news_2020072000706.pdf
https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/seisakukikaku/sdgshokatsurenkeikyotei.html
https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/seisakukikaku/sdgshokatsurenkeikyotei.html
https://www.aioinissaydowa.co.jp/corporate/about/news/pdf/2021/info_2021101800375.pdf
https://www.minatobk.co.jp/
http://www.shinkin.co.jp/hirakata/
https://www.city.shimada.shizuoka.jp/gyosei-docs/kanayachikuseikatsukouryuukyotenjisshihoushin.html
https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/soshiki/shokokanko/shushoku/shushokushien/returnemploymentproject.html
https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/soshiki/shokokanko/shushoku/shushokushien/returnemploymentproject.html


No.
代表地方公共

団体等の所在地 取組タイトル 代表地方公共団体等 代表地域金融機関等 協働応募団体

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

株式会社　北九州銀行

住友生命保険相互会社

損害保険ジャパン株式会社

第一生命保険株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

株式会社　西日本シティ銀行

株式会社　日本政策金融公庫

日本生命保険相互会社

株式会社　広島銀行

株式会社　福岡銀行

福岡ひびき信用金庫

株式会社　みずほ銀行

三井住友海上火災保険株式会社

株式会社　三井住友銀行

三井住友信託銀行株式会社

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

株式会社　三菱UFJ銀行

明治安田生命保険相互会社

大牟田商工会議所

株式会社　福岡銀行

株式会社　西日本シティ銀行

株式会社　佐賀銀行

九州ひぜん信用金庫

株式会社　十八親和銀行

株式会社　日本政策金融公庫

熊本県熊本市

熊本県小国町

熊本県水俣市

株式会社　肥後銀行 経済産業省九州経済産業局

三井住友海上火災保険株式会社 公益財団法人地方経済総合研究所

MS&ADインターリスク総研株式会社

株式会社　熊本銀行

熊本県信用金庫協会

熊本県信用組合協会

59 沖縄県 沖縄らしいSDGs金融の推進による自律的好循環形成 沖縄県 株式会社　琉球銀行 -

55

56

57

58 熊本県

福岡県

福岡県

佐賀県 有明海の環境保全を通じた「鹿島流SDGｓ」の推進 佐賀県鹿島市 佐賀西信用組合

「オールくまもと」でSDGsを推進！

～熊本県SDGs登録制度の創設とその推進に向けた取組～
熊本県

北九州市と金融機関の協定に基づく、

経営サポート・登録制度等による

自律的好循環に向けた企業支援

福岡県北九州市
北九州SDGｓクラブ

「ＳＤＧｓ経営サポート」

官民連携による事業者のSDGs達成に向けた

意識醸成と取組支援

（商工会議所で初の登録制度創設）

福岡県大牟田市 三井住友海上火災保険株式会社

https://sdgs-kumamotocity.com/
https://www.town.kumamoto-oguni.lg.jp/q/aview/296/1996.htm
https://www.city.minamata.lg.jp/kiji0031824/index.html
https://www.okinawa-sdgs.jp/sdgspartner/
https://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/chosei/chosei/sdgs/shishin.html
https://www.ryugin.co.jp/biz/biz_loan/sdgsloan/
https://www.city.saga-kashima.lg.jp/main/22456.html
https://www.saganishi.shinkumi.jp/pdf/sdgssavings20210402.pdf
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/18/80968.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/18/80968.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kikaku/324_00016.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kikaku/324_00016.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kikaku/324_00016.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kikaku/324_00006.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kikaku/324_00006.html
https://omutacci.or.jp/wp/sdgs
https://omutacci.or.jp/wp/sdgs
https://omutacci.or.jp/wp/sdgs
https://www.ms-ins.com/company/region/

