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■地方創生SDGs金融表彰の創設の趣旨と目的

内閣府は、持続可能なまちづくりの実現に向けて、地方公共団体と地域金融機関等が
連携して地域事業者を支援する取組を促進する観点から、内閣府特命担当大臣（地
方創生）が表彰する「地方創生ＳＤＧｓ金融表彰」を創設しました。

内閣府では、地域課題の解決やＳＤＧｓの達成に取り組む地域事業者等を支援する
ことにより、地域における資金の還流と再投資を生み出す「地方創生ＳＤＧｓ金融を通
じた自律的好循環の形成（注1）」に係る施策を推進しています。

 その一環として、これらの地域事業者等を「見える化」するため、2020年10月、地方公共
団体向けに「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度ガイドライン（注２）」を策定し、各
地域において、登録認証等制度の創設と共に、地域金融機関等と連携した支援が拡大
しています。

 今般、これらの取組をさらに加速させるため、地域課題の解決や地域経済の活性化につ
ながる先進的な事例を表彰することとしました。

（注１）「地方創生ＳＤＧｓ金融を通じた自律的好循環形成に向けて」参照

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kankyo/kaigi/pdf/sdgs_finance.pdf

（注２）「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証制度等ガイドライン」2020年度【第一版】参照

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kankyo/kaigi/pdf/sdgs_finance_guideline.pdf

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kankyo/kaigi/pdf/sdgs_finance.pdf
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kankyo/kaigi/pdf/sdgs_finance_guideline.pdf
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地方創生
の目標

○地方創生SDGsは、SDGsを原動力とした地方創生です。地方創生の深化に向けて、中長期
を見通した持続可能なまちづくり（地域課題解決・経済活性化）に取り組むことが重要です。

 地域課題の解決と地域経済の活性化

 まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立

人々が安心して暮らせるような、持続可能なまちづくりと地域活性化を実現

地方創生成功モデルの国内における水平展開・国外への情報発信

経済

環境

社会
三側面を統合する施策推進

自治体SDG
ｓの推進

 将来のビジョンづくり
 体制づくり
 各種計画への反映

 関係者（ステークホルダー）との連携
 情報発信と成果の共有
 ローカル指標の設定

■地方創生SDGsとは
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■SDGsアクションプラン2021

【SDGs推進本部会合】
令和2年12月21日閣議決定
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■第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（2020改訂版）と地方創生SDGs
【令和２年12月21日閣議決定】
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〇地方創生ＳＤＧｓの実現などの持続可能なまちづくり
◆ＳＤＧｓの達成に向けた取組を行っている都道府県及び市区町村の割合

横断的な
目標

地方創生SDGsの普及促進活動の展開

地方公共団体によるSDGs達成のためのモデル事例の形成
（「ＳＤＧｓ未来都市・自治体ＳＤＧｓモデル事業」の選定）
➡SDGs未来都市選定数：累計210都市

「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」を通じた民間参画の促進
➡官民連携マッチング件数：累計1,000件

地方創生SDGs金融の推進
➡地方創生SDGs金融に取組む地方公共団体：累計100団体（2024年度まで）

第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（2020改訂版）（令和２年12月21日閣議決定）において、引き続き、
横断的な目標 「新しい時代の流れを力にする」の下に位置付け、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性
のある社会の実現を目指して、経済・社会・環境を巡る広範な課題に統合的に取り組み、SDGsを原動力とした地方
創生を推進する。

【重要業績評価指標】
SDGs の理念を踏まえた地方創生を推進し、様々な地域課題を解決し、持続可能なまちづくりを進める。
■SDGsの達成に向けた取組を行っている都道府県及び市区町村の割合

60%（2024年度） ※現状 39.7%（2020年度）

ⅰ

ⅱ

ⅲ

ⅳ

■第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」



7

フェーズ１ 地域事業者のＳＤＧｓ達
成に向けた取組の見える化
• 「登録・認証制度」を構築し、地域事業者
等のSDGs達成に向けた取組を見える化

• 幅広い地域事業者の参画を促し、SDGs
達成に取り組む主体のすそ野を拡大

フェーズ３ ＳＤＧｓを通じた地域金融
機関等と機関投資家・大手銀行・証券
会社等の連携促進
• フェーズ２の実践を通じて、地方公共団体
と地域金融機関の連携した支援スキーム
を政府が表彰する制度を創設

• 機関投資家等と地域金融機関の協調・協
業を推進

 「地方創生SDGs金融」 とは、地域におけるSDGsの達成や地域課題の解決に取り組む地域事業者を金融面（投
融資だけでなくコンサルティング等の非金融サービスなども含む）から支援することによって、地域における資金の還流と
再投資（「自律的好循環」の形成）を促進する施策である。

内閣府では、令和２年10月に『地方創生SDGs登録認証等制度ガイドライン』を策定し、自治体と金融機関に説
明会を開催しており、地域事業者のSDGs達成に向けた取組の「見える化」を通じて、「自律的好循環」の形成を推
進している。

フェーズ２ ＳＤＧｓを通じた地域金融
機関と地域事業者の連携促進
• 地域金融機関がモニタリング、フォローアップを
実施し、与信先企業の育成・成長に貢献

• モニタリングを通じて得られた知見で自らの
目利き力やコンサルティング能力等の強化

■地方創生SDGs金融を通じた自律的好循環形成の全体像
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■地方創生SDGs登録・認証等制度ガイドラインの策定

３つの制度モデル

• 2020年10月に、地方創生ＳＤＧｓ金融調査・検討会（座長：村上周三一般財団法人建築環境・省エネルギー機
構理事長）において、地方創生ＳＤＧｓに積極的に取り組む事業者等を「見える化」する仕組みづくりを支援するための
「地方公共団体のための地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度ガイドライン」を取りまとめ、公表した。

• 第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」のＫＰＩ（地方創生ＳＤＧｓ金融に取り組む地方公共団体：100団体
（2020年から2024年度累計））の達成等に向けて、取組の普及展開を行う。

宣言
登録

認証

制度の段階等に応じた３つの制度モデルを提示し、それぞれの
制度モデルについて、制度構築に当たってのプロセス及び設定
が想定される要件等を例示

ガイドラインの特徴・ねらい

地方公共団体は制度モデル等を参考に、制度の構築段階
から地域金融機関等の様々なステークホルダーと連携し、
制度内容等を検討

ガイドラインの目的等

・ＳＤＧｓを通じた地域課題等の解決に関する取組・事業によって得られた
収益が、地域に還流・再投資される「自律的好循環」を形成するために、
地方創生ＳＤＧｓに積極的に取り組む地域事業者等を「見える化」する
制度の構築を促すもの
・地方公共団体が中心となって、地域金融機関等の地域の様々なステーク
ホルダーと連携しながら制度を構築・運営するための支援ツール

以下項目等を、それぞれの制度モデルごとに例示

〇制度の目的

〇制度によるメリット

・地域金融機関等からの支援

・地方公共団体からの支援

・地域事業者等の事業等運営上のメリット

〇制度構築のプロセス

〇登録・認証等に当たって必要となる要件

掲載URL：https://www.chisou.go.jp/tiiki/kankyo/index.html

登録・認証等制度
地方公共団体が、地方創生
SDGｓに貢献しようとする地域
事業者等の登録・認証等を行い
「見える化」することで、地域のス
テークホルダーによる支援を促進
し、自律的好循環の土台を築く

見える化



9

■地方創生ＳＤＧｓ金融の取組状況

令和2年度 SDGsに関する全国アンケート結果 ※令和２年10月実施

➡ 『地方創生SDGs金融』を具体的に取組推進している自治体数は５８自治体

登録認証制度 金融機関連携 その他

➡ 『地方創生SDGs金融』に関する

理解・ 取組が徐々に拡大している。

１３１５

３０

※５８自治体の取組内訳※
登録認証制度：１３自治体

金融機関連携：３０自治体

その他連携：１５自治体

※2024年度KPI：１００自治体

宣言制度 登録制度 認証制度 合計

１２自治体 ３３自治体 ２自治体 ４７自治体

登録認証等制度を構築している自治体数 ※令和３年11月30現在（内閣府に報告があったものに限る）

制度を構築している自治体の一覧を、内閣府ホームページに掲載しています。
➡ https://www.chisou.go.jp/tiiki/kankyo/kaigi/sdgs_kinyu2.html

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kankyo/kaigi/sdgs_kinyu2.html
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地方創生SDGs金融表彰 概要

表彰目的

持続可能なまちづくりの実現に向けて、地方公共団体等と地域金融機関等がＳＤＧｓを原動力
とした地方創生に取り組む地域事業者を支援することにより、地域における資金の還流と再投資を
生み出す「地方創生ＳＤＧｓ金融を通じた自律的好循環の形成」に資する取組を普及推進する
ことを目的とする。

表彰対象
地方創生SDGs金融を通じた自律的好循環の形成に資する支援スキームを構築した、地方公
共団体等及び地域金融機関等とする。（連名応募のみ）

表彰者 内閣府特命担当大臣（地方創生）が行う。

表彰時期 年１回行う。（2021年度は3月中旬～下旬を予定）

表彰数 最大５件程度とする。（応募件数により変動）

選考委員会 選考委員会の委員は、地方創生推進室長が委嘱する。

評価項目
以下の評価項目ごとに評価し、総合的に、特に顕著な功績があったと認められる取組を表彰する。
汎用性（モデル性）、官民協働、実効性、持続性、透明性、独自性、成果、影響
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地方創生SDGs金融表彰 評価項目

項目名 概要 必須/加点

汎用性
（モデル性）

事例・スキーム等が具体的に明記され、他の地方公共団体等および地域金融機関等で参
考事例となり、横展開が可能であるか。

必須

官民協働
地方公共団体等および地域金融機関等との連携体制が構築され、達成すべき目標や具体
的な取組方針等が共有され、協働しているか。

必須

実効性 実効性の高い支援スキームを構築しているか。 必須

持続性
地方公共団体等の総合計画や地域金融機関等の中期経営計画等に位置付けられ、持続
可能な支援スキームかどうか、また地域への継続的な波及効果が見込まれるか。

必須

透明性 取組の状況や成果を対外的に公表しているか。 必須

独自性 独創的な視点・斬新な支援スキームを構築しているか。 加点

成果
取組によって創出された、「成果（アウトプット）」、または目標が設定されているか。
･支援取組（資金支援）により獲得した、融資件数・融資額。
･支援取組（非資金支援）により実現した課題解決（内容・件数等）。

加点

影響
「成果（アウトプット）」によって創出された、地域の経済、社会、環境へ与えた／与えうる影
響・変化（アウトカム）、または目標が設定されているか。

加点
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地方創生SDGs金融表彰 応募用紙概要

 応募用紙の主な構成・記載内容は、以下の通りで、全2ページから構成しています。
 ２ページ目では前頁の評価項目に対して、具体的な自己評価を記述していただきます。

【P.1】
基本情報

（地方公共団体・地域金融機関と
もに代表者を記入）
応募団体名、住所、担当、担当者
名、メール、電話

【P.2】
支援取組
概要
・

評価項目
別の自己
評価記載

・取組のタイトル （45字）
・登録認証等制度かどうか（選択）
・支援取組の目的（200字）
・支援取組の概要(1000字）

・各評価項目に対するコメント
汎用性 （300字）
官民協働 （300字）
実効性 （300字）
持続性 （300字）
透明性 （300字）
独自性 （300字）
成果 （300字）
影響 （300字）

・自由記述

主な構成と記載内容
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地方創生SDGs金融表彰 応募用紙概要

 応募時点で成果や影響がなくても、「支援スキームの構築」ができていれば、応募いただけます。
 特に支援取組の目的は重要であり、「支援スキームの構築」後の「成果（アウトプット）」、「影響（ア
ウトカム）」を創出する意図やロジックモデルを記載いただくよう、お願いします。

支援取組の
概要

自治体Aが構築した登録認証制度と連携し、金
融機関Aが自社金融商品における融資先の環
境取組の評価に活用する仕組みを構築。

支援の成果
（もしくは、今後、
期待されるアウト

プット）

金融機関Aは2023年までに、当該地域でXX件
程度の融資契約を目指す。
自治体Aは、そのうちYY件が登録認証制度に新
規で認証取得することを目指す。

影響
（もしくは、今後、
期待されるアウト

カム）

自治体Aは同様の取組みを、他の金融機関への
横展開することを目指す。
金融機関Aは地域の脱炭素に資する融資総額
ZZ円、Co2にしてXXトンの削減に貢献することを
目指している。

支援取組の
目的

自治体Ａは大手の下請けとなる中小企業を数
多く抱える。かかる企業の脱炭素化を推進するこ
とで、地域としての産業競争力の維持を企図して
いる。

記入例評価項目
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地方創生SDGs金融表彰 選考プロセス・スケジュール

地方公共団体・金融機関等

公募開始

応募書類提出（連名応募）

２次選考【プレゼンテーション】・総合評価

地方創生担当大臣表彰
表彰式

公募期間

１次選考

地方創生SDGs金融表彰 選考プロセス・スケジュール

21年11月30日～
22年1月21日

22年1月下旬～2月上旬
１次選考【書面審査】

２次選考

表彰

22年2月上旬～2月下旬

22年3月中旬～3月下旬



16

16

地方創生SDGs金融表彰 表彰式

 今年度の地方創生SDGs金融表彰式は、以下概要（案）にて年度末の実施予定です。

地方創生SDGs金融表彰式 概要（案）

（1）主催：内閣府

（2）日時：2022年３月中旬～下旬

（3）場所：内閣府 ８号館講堂（予定）

（4）参加者：
内閣府特命担当大臣（地方創生）・ 表彰対象者等

（5）表彰式次第：
 内閣府特命担当大臣（地方創生）ご挨拶
 内閣府特命担当大臣（地方創生）表彰授与・記念撮影
 受賞者プレゼンテーション（連携支援取組に関する説明）

（6）取材対応： 有



17

本日のテーマ

地方創生SDGs金融表彰の趣旨・目的

地方創生SDGs金融表彰の選考方法

地方創生SDGs金融表彰のＦＡＱ



18

■ 地方創生SDGs金融表彰のＦＡＱ

 本表彰の応募にあたり、気になるポイントを以下に列挙します。FAQと合わせて参照ください。

1. 地方公共団体等、地域金融機関等とありますが、具体的に教えて下さい。

2. 応募するには、登録認証等制度の構築は必ず必要ですか。

3. 応募するには、支援スキームの構築だけでなく、成果や影響も必要ですか。

4. 複数案件の応募は可能ですか。

5. また同一団体からの表彰数は、１団体１件など、制限はされますか。

6. 応募した取組内容は公表されますか。



19

■ 地方創生SDGs金融表彰のＦＡＱ

１．地方公共団体等、地域金融機関等とありますが、具体的に教えて下さい。

地方公共団体等とは、都道府県・市区町村及び、自治体と連携している、外郭団体、
第三セクターなどの団体を想定しています。
地域金融機関等とは、地方銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫の他、都市銀行や
信託会社、保険会社やリース会社などの地方支店、そして農業協同組合などの金融機関
を想定しています。

２．応募するには、登録認証等制度の構築は必ず必要ですか。

必ずしも、必要ではありません。
地方創生SDGs金融の取組には、ＳＤＧｓの達成や地域課題の解決に資する支援等
の策定、実施が前提となります。
地方創生SDGs金融を通じた自律的好循環に資するスキームの構築と、支援の実施で
ご応募いただけます。
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３．応募するには、支援スキームの構築だけでなく、成果や影響も必要ですか。

成果や影響は加点項目であり、必須項目ではありません。
ただし、現時点で、成果や影響を創出していなくても、将来の成果や影響の創出に向け
た、意図、 ロジックモデルを記載いただければ、内容に応じ加点対象としたいと思います。

４．複数案件の応募は可能ですか。
５．また同一団体からの表彰数は、１団体１件など、制限されますか。

複数案件での応募は可能です。
ただし、支援スキーム単位での応募となりますので、重複している場合は、選考対象外と
なります。応募いただく前に、各代表自治体・代表金融機関で重複がないか確認の上、ご
応募をお願いします。
また、実効性のある取組を１つでも多く普及展開したいと考えていますので、１団体１件
までといった制限はいたしません。
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６．応募した取組内容は公表されますか。

応募いただいた内容は取組概要として一覧化し、内閣府ホームページへの掲載を予定し
ています。

その他、ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

【問い合わせ窓口】

「第１回地方創生SDGs金融表彰」公募係（株式会社日本総合研究所）

電話番号： 080-4612-1271

Ｅメール ： 100860-SDGs_Finance@ml.jri.co.jp 

※所属組織名、担当者名、電話番号、メールアドレスを明記の上、お問合せください。


