
⺠間企業における
 

１．SDGs
○SDGs

された
○持続可能な世界を実現するための

向けた進捗状況を測るインディケーターで構成されている。
○地球上の誰一人として取り残さない（

共通の目標として、経済・社会・環境の諸課題を統合的に解決することの重要性
いる。

○先進国、発展途上国を問わず、様々な国・地域ですでに取組がはじまっている。

資料：内閣府
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SDGs とは何か
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⺠間企業における SDGs

とは何か 
は、国連サミットで採択された「持続可能な開発のための

年から2030
持続可能な世界を実現するための
向けた進捗状況を測るインディケーターで構成されている。

○地球上の誰一人として取り残さない（
共通の目標として、経済・社会・環境の諸課題を統合的に解決することの重要性

○先進国、発展途上国を問わず、様々な国・地域ですでに取組がはじまっている。

地方創生推進室HP http://future
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は、国連サミットで採択された「持続可能な開発のための

2030 年までの国際目標
持続可能な世界を実現するための 17
向けた進捗状況を測るインディケーターで構成されている。

○地球上の誰一人として取り残さない（
共通の目標として、経済・社会・環境の諸課題を統合的に解決することの重要性

○先進国、発展途上国を問わず、様々な国・地域ですでに取組がはじまっている。

http://future-city.jp/sdgs/
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SDGs の取組について

は、国連サミットで採択された「持続可能な開発のための
年までの国際目標である

17 のゴールと
向けた進捗状況を測るインディケーターで構成されている。

○地球上の誰一人として取り残さない（leave no one behind
共通の目標として、経済・社会・環境の諸課題を統合的に解決することの重要性

○先進国、発展途上国を問わず、様々な国・地域ですでに取組がはじまっている。

city.jp/sdgs/ 
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である。 

と 169 のターゲット、これらの目標達成に
向けた進捗状況を測るインディケーターで構成されている。

leave no one behind
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の取組について 

は、国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030

のターゲット、これらの目標達成に
向けた進捗状況を測るインディケーターで構成されている。 

leave no one behind）社会の実現をめざし、
共通の目標として、経済・社会・環境の諸課題を統合的に解決することの重要性

○先進国、発展途上国を問わず、様々な国・地域ですでに取組がはじまっている。

2030 アジェンダ」に記載

のターゲット、これらの目標達成に

）社会の実現をめざし、
共通の目標として、経済・社会・環境の諸課題を統合的に解決することの重要性が示されて

○先進国、発展途上国を問わず、様々な国・地域ですでに取組がはじまっている。
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アジェンダ」に記載
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全世界
が示されて



２．SDGs
 
（１）地域における

○地方創生のメインプレイヤーである地域事業者や地方公共団体が地域における
に向けた取組を推進するためには、
⾦融機関の⽀援が重要な役割

○⾦融機関は、企業へのアドバイスやファイナンスを通じて地域の経済・社会・環境の全般に
わたって、多くのインパクトを直接的、あるいは間接的にもたらしていることから、地方公
共団体と同様に、
とが期待されている。
（資料：地方創生
月）」（以降同様））

 
（２）目指すべき目標

○近年の地域経済の縮⼩に伴い、地域事業者等の資⾦需要が低下する中、地域⾦融機関が地方
創生に関わる
業の育成、地域の経済、社会、環境に好影響をもたらしている
し、地域⾦融機関にとって

○地域における多様なステークホルダーが
成に向けた事業活動を通じて、地域課題の解決をはかりながらキャッシュフローを生み出し、
得られた収益を地域に再投資する
により、人⼝減少や地域経済縮⼩の負のスパイラルに⻭⽌めをかけ、企業の持続的成⻑と地
域課題解決を同時に推進することが可能となる。

○地域のメインプレイヤーである地域事業者が地方公共団体と連携して、地域における
達成に向けた取組を主導し、地域⾦融機関や上場企
ンク等が直接的・間接的な働きかけを⾏うことにより、これらの取組に⺠間資⾦等を呼び込
むことが重要となる。

SDGs に対する⾦融業界の役割、目指すべき目標

地域におけるSDGs
地方創生のメインプレイヤーである地域事業者や地方公共団体が地域における
に向けた取組を推進するためには、
⾦融機関の⽀援が重要な役割
⾦融機関は、企業へのアドバイスやファイナンスを通じて地域の経済・社会・環境の全般に
わたって、多くのインパクトを直接的、あるいは間接的にもたらしていることから、地方公
共団体と同様に、
とが期待されている。

資料：地方創生SDGs
（以降同様）） 

目指すべき目標
近年の地域経済の縮⼩に伴い、地域事業者等の資⾦需要が低下する中、地域⾦融機関が地方
創生に関わる SDGs
業の育成、地域の経済、社会、環境に好影響をもたらしている
し、地域⾦融機関にとって

○地域における多様なステークホルダーが
成に向けた事業活動を通じて、地域課題の解決をはかりながらキャッシュフローを生み出し、
得られた収益を地域に再投資する
により、人⼝減少や地域経済縮⼩の負のスパイラルに⻭⽌めをかけ、企業の持続的成⻑と地
域課題解決を同時に推進することが可能となる。
地域のメインプレイヤーである地域事業者が地方公共団体と連携して、地域における
達成に向けた取組を主導し、地域⾦融機関や上場企
ンク等が直接的・間接的な働きかけを⾏うことにより、これらの取組に⺠間資⾦等を呼び込
むことが重要となる。

に対する⾦融業界の役割、目指すべき目標

SDGs 達成に向けた⾦融業界の役割
地方創生のメインプレイヤーである地域事業者や地方公共団体が地域における
に向けた取組を推進するためには、
⾦融機関の⽀援が重要な役割
⾦融機関は、企業へのアドバイスやファイナンスを通じて地域の経済・社会・環境の全般に
わたって、多くのインパクトを直接的、あるいは間接的にもたらしていることから、地方公
共団体と同様に、SDGs 達成に向けた取組を統合的に推進するための中核的役割
とが期待されている。 

SDGs・ESG ⾦融調査・研究会「地方創生に向けた
 

目指すべき目標 
近年の地域経済の縮⼩に伴い、地域事業者等の資⾦需要が低下する中、地域⾦融機関が地方

SDGs に取り組むことは、将来的に持続的な成⻑が⾒込める地域事業者や産
業の育成、地域の経済、社会、環境に好影響をもたらしている
し、地域⾦融機関にとって

○地域における多様なステークホルダーが
成に向けた事業活動を通じて、地域課題の解決をはかりながらキャッシュフローを生み出し、
得られた収益を地域に再投資する
により、人⼝減少や地域経済縮⼩の負のスパイラルに⻭⽌めをかけ、企業の持続的成⻑と地
域課題解決を同時に推進することが可能となる。
地域のメインプレイヤーである地域事業者が地方公共団体と連携して、地域における
達成に向けた取組を主導し、地域⾦融機関や上場企
ンク等が直接的・間接的な働きかけを⾏うことにより、これらの取組に⺠間資⾦等を呼び込
むことが重要となる。 

に対する⾦融業界の役割、目指すべき目標

達成に向けた⾦融業界の役割
地方創生のメインプレイヤーである地域事業者や地方公共団体が地域における
に向けた取組を推進するためには、地域全ての産業セクターと横断的に関わることができる
⾦融機関の⽀援が重要な役割を果たす。
⾦融機関は、企業へのアドバイスやファイナンスを通じて地域の経済・社会・環境の全般に
わたって、多くのインパクトを直接的、あるいは間接的にもたらしていることから、地方公

達成に向けた取組を統合的に推進するための中核的役割

⾦融調査・研究会「地方創生に向けた

近年の地域経済の縮⼩に伴い、地域事業者等の資⾦需要が低下する中、地域⾦融機関が地方
に取り組むことは、将来的に持続的な成⻑が⾒込める地域事業者や産

業の育成、地域の経済、社会、環境に好影響をもたらしている
し、地域⾦融機関にとって持続可能なビジネス環境を構築

○地域における多様なステークホルダーが
成に向けた事業活動を通じて、地域課題の解決をはかりながらキャッシュフローを生み出し、
得られた収益を地域に再投資する「⾃律的好循環」を形成
により、人⼝減少や地域経済縮⼩の負のスパイラルに⻭⽌めをかけ、企業の持続的成⻑と地
域課題解決を同時に推進することが可能となる。
地域のメインプレイヤーである地域事業者が地方公共団体と連携して、地域における
達成に向けた取組を主導し、地域⾦融機関や上場企
ンク等が直接的・間接的な働きかけを⾏うことにより、これらの取組に⺠間資⾦等を呼び込
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に対する⾦融業界の役割、目指すべき目標

達成に向けた⾦融業界の役割
地方創生のメインプレイヤーである地域事業者や地方公共団体が地域における

地域全ての産業セクターと横断的に関わることができる
を果たす。 

⾦融機関は、企業へのアドバイスやファイナンスを通じて地域の経済・社会・環境の全般に
わたって、多くのインパクトを直接的、あるいは間接的にもたらしていることから、地方公

達成に向けた取組を統合的に推進するための中核的役割

⾦融調査・研究会「地方創生に向けた

近年の地域経済の縮⼩に伴い、地域事業者等の資⾦需要が低下する中、地域⾦融機関が地方
に取り組むことは、将来的に持続的な成⻑が⾒込める地域事業者や産

業の育成、地域の経済、社会、環境に好影響をもたらしている
持続可能なビジネス環境を構築

○地域における多様なステークホルダーが SDGs
成に向けた事業活動を通じて、地域課題の解決をはかりながらキャッシュフローを生み出し、

「⾃律的好循環」を形成
により、人⼝減少や地域経済縮⼩の負のスパイラルに⻭⽌めをかけ、企業の持続的成⻑と地
域課題解決を同時に推進することが可能となる。
地域のメインプレイヤーである地域事業者が地方公共団体と連携して、地域における
達成に向けた取組を主導し、地域⾦融機関や上場企
ンク等が直接的・間接的な働きかけを⾏うことにより、これらの取組に⺠間資⾦等を呼び込

に対する⾦融業界の役割、目指すべき目標

達成に向けた⾦融業界の役割 
地方創生のメインプレイヤーである地域事業者や地方公共団体が地域における

地域全ての産業セクターと横断的に関わることができる

⾦融機関は、企業へのアドバイスやファイナンスを通じて地域の経済・社会・環境の全般に
わたって、多くのインパクトを直接的、あるいは間接的にもたらしていることから、地方公

達成に向けた取組を統合的に推進するための中核的役割

⾦融調査・研究会「地方創生に向けたSDGs ⾦融の推進のための基本的な考え方（

近年の地域経済の縮⼩に伴い、地域事業者等の資⾦需要が低下する中、地域⾦融機関が地方
に取り組むことは、将来的に持続的な成⻑が⾒込める地域事業者や産

業の育成、地域の経済、社会、環境に好影響をもたらしている
持続可能なビジネス環境を構築することにつながると考えられる。

SDGs という共通言語を
成に向けた事業活動を通じて、地域課題の解決をはかりながらキャッシュフローを生み出し、

「⾃律的好循環」を形成することが求められている。これ
により、人⼝減少や地域経済縮⼩の負のスパイラルに⻭⽌めをかけ、企業の持続的成⻑と地
域課題解決を同時に推進することが可能となる。 
地域のメインプレイヤーである地域事業者が地方公共団体と連携して、地域における
達成に向けた取組を主導し、地域⾦融機関や上場企業等がその取組を支援し、さらにメガバ
ンク等が直接的・間接的な働きかけを⾏うことにより、これらの取組に⺠間資⾦等を呼び込

に対する⾦融業界の役割、目指すべき目標

地方創生のメインプレイヤーである地域事業者や地方公共団体が地域における
地域全ての産業セクターと横断的に関わることができる

⾦融機関は、企業へのアドバイスやファイナンスを通じて地域の経済・社会・環境の全般に
わたって、多くのインパクトを直接的、あるいは間接的にもたらしていることから、地方公

達成に向けた取組を統合的に推進するための中核的役割

⾦融の推進のための基本的な考え方（

近年の地域経済の縮⼩に伴い、地域事業者等の資⾦需要が低下する中、地域⾦融機関が地方
に取り組むことは、将来的に持続的な成⻑が⾒込める地域事業者や産

業の育成、地域の経済、社会、環境に好影響をもたらしている既存事業の維持・拡大に貢献
することにつながると考えられる。

という共通言語を介し
成に向けた事業活動を通じて、地域課題の解決をはかりながらキャッシュフローを生み出し、

することが求められている。これ
により、人⼝減少や地域経済縮⼩の負のスパイラルに⻭⽌めをかけ、企業の持続的成⻑と地

地域のメインプレイヤーである地域事業者が地方公共団体と連携して、地域における
業等がその取組を支援し、さらにメガバ

ンク等が直接的・間接的な働きかけを⾏うことにより、これらの取組に⺠間資⾦等を呼び込

に対する⾦融業界の役割、目指すべき目標 

地方創生のメインプレイヤーである地域事業者や地方公共団体が地域における SDGs
地域全ての産業セクターと横断的に関わることができる

⾦融機関は、企業へのアドバイスやファイナンスを通じて地域の経済・社会・環境の全般に
わたって、多くのインパクトを直接的、あるいは間接的にもたらしていることから、地方公

達成に向けた取組を統合的に推進するための中核的役割

⾦融の推進のための基本的な考え方（

近年の地域経済の縮⼩に伴い、地域事業者等の資⾦需要が低下する中、地域⾦融機関が地方
に取り組むことは、将来的に持続的な成⻑が⾒込める地域事業者や産

既存事業の維持・拡大に貢献
することにつながると考えられる。

介して連携し、
成に向けた事業活動を通じて、地域課題の解決をはかりながらキャッシュフローを生み出し、

することが求められている。これ
により、人⼝減少や地域経済縮⼩の負のスパイラルに⻭⽌めをかけ、企業の持続的成⻑と地

地域のメインプレイヤーである地域事業者が地方公共団体と連携して、地域における
業等がその取組を支援し、さらにメガバ

ンク等が直接的・間接的な働きかけを⾏うことにより、これらの取組に⺠間資⾦等を呼び込

 

SDGs 達成
地域全ての産業セクターと横断的に関わることができる

⾦融機関は、企業へのアドバイスやファイナンスを通じて地域の経済・社会・環境の全般に
わたって、多くのインパクトを直接的、あるいは間接的にもたらしていることから、地方公

達成に向けた取組を統合的に推進するための中核的役割を担うこ

⾦融の推進のための基本的な考え方（2019 年3

近年の地域経済の縮⼩に伴い、地域事業者等の資⾦需要が低下する中、地域⾦融機関が地方
に取り組むことは、将来的に持続的な成⻑が⾒込める地域事業者や産

既存事業の維持・拡大に貢献
することにつながると考えられる。

て連携し、SDGs 達
成に向けた事業活動を通じて、地域課題の解決をはかりながらキャッシュフローを生み出し、

することが求められている。これ
により、人⼝減少や地域経済縮⼩の負のスパイラルに⻭⽌めをかけ、企業の持続的成⻑と地

地域のメインプレイヤーである地域事業者が地方公共団体と連携して、地域におけるSDGs
業等がその取組を支援し、さらにメガバ

ンク等が直接的・間接的な働きかけを⾏うことにより、これらの取組に⺠間資⾦等を呼び込

達成
地域全ての産業セクターと横断的に関わることができる

⾦融機関は、企業へのアドバイスやファイナンスを通じて地域の経済・社会・環境の全般に
わたって、多くのインパクトを直接的、あるいは間接的にもたらしていることから、地方公

を担うこ
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近年の地域経済の縮⼩に伴い、地域事業者等の資⾦需要が低下する中、地域⾦融機関が地方
に取り組むことは、将来的に持続的な成⻑が⾒込める地域事業者や産

既存事業の維持・拡大に貢献
することにつながると考えられる。 

達
成に向けた事業活動を通じて、地域課題の解決をはかりながらキャッシュフローを生み出し、

することが求められている。これ
により、人⼝減少や地域経済縮⼩の負のスパイラルに⻭⽌めをかけ、企業の持続的成⻑と地

SDGs
業等がその取組を支援し、さらにメガバ

ンク等が直接的・間接的な働きかけを⾏うことにより、これらの取組に⺠間資⾦等を呼び込
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資料：㈱ほくほくフィナンシャルグループ「
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ほくほくフィナンシャルグループの⼀員として〜

資料：㈱ほくほくフィナンシャルグループ「2018
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道銀としての企業理念・取組 
の理念をふまえた企業の CSR

ほくほくフィナンシャルグループの⼀員として〜

2018 中間期ディスクロージャー誌」

 
CSR 活動 

ほくほくフィナンシャルグループの⼀員として〜

中間期ディスクロージャー誌」

 
ほくほくフィナンシャルグループの⼀員として〜

中間期ディスクロージャー誌」（以降同様）

ほくほくフィナンシャルグループの⼀員として〜

（以降同様） 

ほくほくフィナンシャルグループの⼀員として〜

 

ほくほくフィナンシャルグループの⼀員として〜 
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SDGs の理念を踏まえた社内活動

【⾃社の取り組み】
 
道内市町村に対する
 

・道内市町村を対象とし、
における
ｓ推進事業等）の整理をはじめ、
取りまとめた資料を作成。

 
 
 
「ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）

・平成30
 
※ISMS は、組織内での情報の取扱いについて、機密性、完全性、可用性を一定

の⽔準で確保するための仕組みのこと。組織の管理の一環として、取り扱う情
報の種類などから確保すべきセキュリティの⽔準を定め、計画や規約を整備し
て情報システムの運用などに反映させる取り組みの総体を指す
るISO/IEC 27001
を満たし、体制を整備して継続的に実施することが求めら

 
 
 
 
 
「札幌市ワーク・ライフ・バランス

・札幌市ワーク・ライフ・バランス取組企業認証
平成

・札幌市ワーク・ライフ・バランス取組企業認証
平成30

・札幌市ワーク・ライフ・バランス
平成31

※札幌市が
平成20
実施し、ワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組む企業を独自
の基準で認証

 

の理念を踏まえた社内活動

【⾃社の取り組み】 

道内市町村に対する「

道内市町村を対象とし、
における SDGｓ達成に向けた取組、地方創生に向けた自治体
ｓ推進事業等）の整理をはじめ、
取りまとめた資料を作成。

（情報セキュリティマネジメントシステム）

30 年4 月26 日認証

は、組織内での情報の取扱いについて、機密性、完全性、可用性を一定
の⽔準で確保するための仕組みのこと。組織の管理の一環として、取り扱う情
報の種類などから確保すべきセキュリティの⽔準を定め、計画や規約を整備し
て情報システムの運用などに反映させる取り組みの総体を指す

/IEC 27001
を満たし、体制を整備して継続的に実施することが求めら

「札幌市ワーク・ライフ・バランス
・札幌市ワーク・ライフ・バランス取組企業認証

平成26 年12 月
・札幌市ワーク・ライフ・バランス取組企業認証

30 年5 月18
札幌市ワーク・ライフ・バランス

31 年4 月11
札幌市が「仕事と⼦育ての両⽴」を支援するため、

20 年からワーク・ライフ・バランス推進事業を
実施し、ワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組む企業を独自
の基準で認証する制度。

の理念を踏まえた社内活動

「SDGｓ関連情報の提供

道内市町村を対象とし、SDGｓにかかる基本的情報（地方公共団体
ｓ達成に向けた取組、地方創生に向けた自治体

ｓ推進事業等）の整理をはじめ、
取りまとめた資料を作成。 

（情報セキュリティマネジメントシステム）

日認証 

は、組織内での情報の取扱いについて、機密性、完全性、可用性を一定
の⽔準で確保するための仕組みのこと。組織の管理の一環として、取り扱う情
報の種類などから確保すべきセキュリティの⽔準を定め、計画や規約を整備し
て情報システムの運用などに反映させる取り組みの総体を指す

/IEC 27001 および同等の国内規格
を満たし、体制を整備して継続的に実施することが求めら

「札幌市ワーク・ライフ・バランス
・札幌市ワーク・ライフ・バランス取組企業認証

月12 日認証（認証番号：
・札幌市ワーク・ライフ・バランス取組企業認証

18 日認証（認証番号：
札幌市ワーク・ライフ・バランス

11 認証（認証番号：
「仕事と⼦育ての両⽴」を支援するため、
年からワーク・ライフ・バランス推進事業を

実施し、ワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組む企業を独自
する制度。 

の理念を踏まえた社内活動 

ｓ関連情報の提供

ｓにかかる基本的情報（地方公共団体
ｓ達成に向けた取組、地方創生に向けた自治体

ｓ推進事業等）の整理をはじめ、SDGｓを進める上での考え方等を

資料：当社配布資料

（情報セキュリティマネジメントシステム）

は、組織内での情報の取扱いについて、機密性、完全性、可用性を一定
の⽔準で確保するための仕組みのこと。組織の管理の一環として、取り扱う情
報の種類などから確保すべきセキュリティの⽔準を定め、計画や規約を整備し
て情報システムの運用などに反映させる取り組みの総体を指す

および同等の国内規格JISQ27001
を満たし、体制を整備して継続的に実施することが求めら

「札幌市ワーク・ライフ・バランスPlus※
・札幌市ワーク・ライフ・バランス取組企業認証

日認証（認証番号：0433
・札幌市ワーク・ライフ・バランス取組企業認証

日認証（認証番号：0779
札幌市ワーク・ライフ・バランスplus 企業認証

認証（認証番号：356 号）
「仕事と⼦育ての両⽴」を支援するため、
年からワーク・ライフ・バランス推進事業を

実施し、ワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組む企業を独自
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ｓ関連情報の提供」 

ｓにかかる基本的情報（地方公共団体
ｓ達成に向けた取組、地方創生に向けた自治体

ｓを進める上での考え方等を

資料：当社配布資料

（情報セキュリティマネジメントシステム）※

は、組織内での情報の取扱いについて、機密性、完全性、可用性を一定
の⽔準で確保するための仕組みのこと。組織の管理の一環として、取り扱う情
報の種類などから確保すべきセキュリティの⽔準を定め、計画や規約を整備し
て情報システムの運用などに反映させる取り組みの総体を指す

JISQ27001 に定められた要求事項
を満たし、体制を整備して継続的に実施することが求めら

※」の企業認証
・札幌市ワーク・ライフ・バランス取組企業認証 

0433）  
・札幌市ワーク・ライフ・バランス取組企業認証 

0779） 
企業認証 

号） 
「仕事と⼦育ての両⽴」を支援するため、
年からワーク・ライフ・バランス推進事業を

実施し、ワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組む企業を独自

ｓにかかる基本的情報（地方公共団体
ｓ達成に向けた取組、地方創生に向けた自治体 SDG

ｓを進める上での考え方等を

資料：当社配布資料より→ 

※」の導入

は、組織内での情報の取扱いについて、機密性、完全性、可用性を一定
の⽔準で確保するための仕組みのこと。組織の管理の一環として、取り扱う情
報の種類などから確保すべきセキュリティの⽔準を定め、計画や規約を整備し
て情報システムの運用などに反映させる取り組みの総体を指す。国際規格であ

に定められた要求事項
を満たし、体制を整備して継続的に実施することが求められる。 

資料：審査証明書

」の企業認証 

実施し、ワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組む企業を独自

」の導入 

は、組織内での情報の取扱いについて、機密性、完全性、可用性を一定
の⽔準で確保するための仕組みのこと。組織の管理の一環として、取り扱う情
報の種類などから確保すべきセキュリティの⽔準を定め、計画や規約を整備し

国際規格であ
に定められた要求事項

資料：審査証明書より→ 

 


