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  信金中央金庫 ＩＲ広報室  TEL ０３(５２０２)７７００ 

 

NEWS RELEASE 

 

2 0 2 2 年 １ 月 ７ 日 

「ＳＣＢふるさと応援団」寄附対象事業の決定について(2021 年度分) 

 信金中央金庫（理事長：柴田弘之、以下「信金中金」という。）は、地域創生    

推進スキーム「ＳＣＢふるさと応援団」において、２０２１年度に全国９３事業   

（９４信用金庫・９２地方公共団体）に対し、合計９２２百万円の寄附を行うこと

を決定いたしました（寄附対象事業は別紙のとおり）。これにより、寄附合計は  

全国１９６事業、１,９４０百万円となっております。 

 地域創生推進スキーム「ＳＣＢふるさと応援団」とは、創立７０周年を記念し、

２０２０年度から２０２２年度までの３年間を実施期間として、ＳＤＧｓ（持続 

可能な開発目標）を踏まえ、信金中金が企業版ふるさと納税等を活用した寄附を 

行うことにより、地域の課題解決および持続可能な社会の実現に資する地域創生 

事業を信用金庫とともに応援し、もって、地域経済社会の発展に貢献することを 

目的として創設されたものです。 

 なお、初年度となる２０２０年度では、地元信用金庫の推薦を得た多くの地方 

公共団体から応募があり、学識経験者等で構成する審査会を経て、全国１０３事業

（１０５信用金庫・１００地方公共団体）に対し、合計１,０１８百万円の寄附を

実施しております。これを受けまして、当初１,０００百万円としていた寄附金  

総額を２,４００百万円に再設定しております。 

 信金中金といたしましては、このような取組みを通じて、地域に根差した存在で 

ある信用金庫と地方公共団体とのリレーションを更に強化することで、地域創生に

向けた取組みを加速させ、新型コロナウイルス感染症等により影響を受けている 

地域経済の活性化およびＳＤＧｓの達成を応援してまいります。 

【寄附対象事業等】 

2020年度 2021年度 合計

事業数 103 93 196

信用金庫数 105 94 199

地方公共団体数 100 92 189

寄附金額（百万円） 1,018 922 1,940

※詳細については別紙を参照願います。 



別紙

No
寄附対象

地方公共団体
推薦信用金庫 寄附対象事業名

1 北海道 北海道 しりべし産ワインを核とした地域ブランド力向上プロジェクト

2 伊達市 伊達
だてシティプロモーション推進事業～定住人口・関係人口・地域産業の伸展に向けた取
組～

3 深川市 北空知 「北のスポーツ都市ふかがわ」によるスポーツを核とした地域活性化プロジェクト

4 江差町 道南うみ街
豊かな前浜づくりプロジェクト（略称：ハマプロ）～つくり・育てる漁業を核とした地
域経済の好循環の実現を目指して～

5 旭川市 旭川 デザイン力向上による持続可能な都市創造プロジェクト

6 稚内市 稚内 ふるさとに学ぶ産業教育事業

7 留萌市 留萌 人口減少に向けた教育を基軸とした地域振興プロジェクト

8 弘前市 東奥 地元生産品の販路拡大・販売促進事業

9 新庄市 新庄 城下町新庄周遊促進プロジェクト

10 一関市 一関 地域づくりモデル事業交付金事業

11 北上市 北上 展勝地桜並木長寿命化事業

12 仙台市 宮城第一 地元中小事業者の域内外への販路開拓・商品拡大支援事業

13 石巻市 石巻 石巻市複合文化施設開館記念事業及び博物館展示事業

14 白石市 仙南 歴史的建造物を活用したまちづくり事業

15 会津若松市 会津 会津若松市まち・ひと・しごと創生推進計画（スーパーシティ構想の実現）

16 郡山市 郡山
「カーボンニュートラルシティこおりやま」の実現に向けた将来世代に繋ぐ持続可能な
まちづくり

17 いわき市 ひまわり いわき地域中小企業等SDGs推進支援事業

18 桐生市 桐生 集客力の高い桐生が岡公園と重伝建地区の魅力向上によるまちなかの賑わい創出事業

19 沼田市 利根郡 ALL沼田で創業支援　～起業のまち「沼田」を目指して～

20 渋川市 北群馬 渋川市移住定住促進関連事業

21 栃木市 栃木
渡良瀬サイクルパーク事業（自転車をスポーツとして楽しみ、健康増進と交流人口増加
による地域活性化事業）

22 大田原市 大田原 子育て世代が働きやすくなるまちづくり推進プロジェクト

23 那須烏山市 烏山 チャレンジショップ那須烏山整備・運営事業

24 熊谷市 埼玉縣 熊谷街なか活力・再生事業

25 千葉市 千葉
クラウドファンディング／フードシェアリングサービス普及促進・活用支援事業
～シェアリングエコノミーによる地域課題解決の支援とSDGsの推進～

26 香取市 佐原 農畜産物の付加価値化による新たな６次産業化推進事業

27 小田原市 さがみ
小田原で働いてみた～ポストコロナ時代における新しい働き方を小田原で創造～新しい
働き方環境整備推進事業

28 秦野市 中栄 はだの魅力づくり推進事業

29 大田区 さわやか 「OTA MICE ONE STOP SERVICE PROJECT」

30 中央区 東京シティ 地場産業等活性化支援事業

31 中野区 西武 中野ミューラルプロジェクト 2022-2023

32 世田谷区 昭和 世田谷区農福連携事業

33 目黒区 目黒 目黒区創業者インキュベーションオフィス利用促進事業

34 北区 城北
「しぶさわくん」を活用した渋沢栄一のテーマパーク王子飛鳥山を「持続・確立・発
展」させるプロジェクト

35 豊島区 巣鴨 としまビジネスサポートセンターにおける創業・販路拡大支援事業

【創立７０周年記念事業】地域創生推進スキーム「ＳＣＢふるさと応援団」
寄附対象事業一覧（２０２１年度）
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36 立川市 多摩
ポストコロナを見据えたSDGsの推進～成果連動型委託契約方式の活用による健康寿命の
延伸～

37 三条市 三条
「ものづくりのまち」の未来を担う児童生徒の科学的思考力と創造力を育成する科学教
育センター設立事業

38 妙高市 新井 妙高市妙高型ワーケーション推進事業（関係人口創出・拡大事業）

甲府

山梨

40 松本市 松本 ２つの国宝がつなぐ　世界水準の歴史観光エリアづくり推進事業

41 上田市 上田 地方と都市をつなぐ地域創生プラットフォーム創造事業

42 魚津市 にいかわ 片貝川流域水循環遺産活用事業

43 氷見市 氷見伏木 第２期氷見市まち・ひと・しごと創生推進事業（働きたい街をかなえる事業）

44 南砺市 砺波 土徳で紡ぐ、持続可能なSDGs未来都市「南砺」実現事業

45 福井市 福井 中心市街地賑わいづくり事業

46 敦賀市 敦賀
さまざまな世代が楽しみながら健康づくりができる「多世代型ウェルネス広場整備事
業」

47 大野市 越前
「健幸（けんこう）で自分らしく暮らせるまち」を目指して！歩くことから始める健康
づくりプロジェクト

48 静岡市 しずおか焼津
中小企業の持続的な成長促進実現のための高度人材活用及びDX推進による地域活性化事
業

49 静岡市 静清 オクシズ漆の里構想事業

50 湖西市 遠州 湖西市制50周年記念事業を契機としたDX化基盤整備による地域商店活性化事業

51 大垣市 大垣西濃 大垣市まち・ひと・しごと創生推進計画（中小企業者チャレンジ応援プロジェクト）

52 多治見市 東濃
共につくる。まるごと元気！多治見　～民間活力支援と美濃焼文化によるにぎわいと活
力のあるまちづくり事業～

53 岡崎市 岡崎 郷土の偉人　徳川家康公に学ぶ人材育成事業

54 瀬戸市 瀬戸 旧山繁商店の保存・活用による歴史・文化を核とした新たなまちづくり

55 豊川市 豊川 とよかわブランド推進事業

56 豊田市 豊田 外部人材マッチング活用による中小企業経営活性化プロジェクト

57 一宮市 尾西 一宮市まちなかウォーカブル推進事業

58 清須市 中日 中小事業者の稼ぐ力創生と稼ぐ力を高めるための観光・産業活性化プロジェクト

59 桑名市 桑名三重 ゼロカーボンシティの実現に向けて　～多度山グリーン好循環創出事業～

60 東近江市 湖東
ポストコロナに向けた中心市街地活性化事業「新たな人の流れを創り　にぎわい再生
へ」

61 京都府 京都 「子育て、子育ちにやさしい」京都創生プロジェクト事業

62 大阪府 大阪シティ 中小企業 SDGs対応ブランディング支援事業

63 豊中市 北おおさか 「音楽あふれるまち豊中」の推進

64 大和郡山市 奈良 大和郡山リノベーションまちづくり事業

65 田原本町 奈良中央 コミュニティFMラジオ事業

66 新宮市 新宮 新宮市自転車活用推進事業

67 神戸市 神戸 神戸スタートアップ・エコシステム構築事業

68 姫路市 播州 ウィズコロナ時代のニューノーマルな雇用促進パッケージプラン

69 豊岡市 但馬
アフターコロナを見据えた経済再活性化事業　～移住定住支援、創業・第二創業支援、
事業承継支援を三位一体として取組む～

70 宍粟市 西兵庫 豊富な自然資源を生かしたアウトドアの推進による交流人口増加に向けた環境整備事業

39 甲府市  （仮称）甲府市・小江戸甲府　城下町整備事業
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71 加古川市 但陽 JR加古川駅周辺から加古川河川敷を一体とした“にぎわい”創出プロジェクト

72 鳥取市 鳥取 街なか居住推進事業

73 米子市 米子 皆生温泉人材発掘・育成・情報発信事業「かいけラボ」

74 松江市 しまね 文化力体験創出次世代育成事業

75 備前市 備前日生
『インクルーシブ』タイプの複合遊具を核とした、子どもたちの「遊びたい」を叶える
拠点の形成

76 呉市 呉 地域産業の発展・チャレンジ環境の整備事業

77 三原市 しまなみ 若年層へのまち・ひと・しごとづくりによる市内定住・UIJターン推進プロジェクト

78 庄原市 広島みどり
キャッシュレスカード「な・み・か」「ほ・ろ・か」による地域経済循環事業
～児童の見守り機能拡充とポイント付与による地域内経済の活性化～

79 山口市 萩山口 次世代へつなぐ商店街づくり加速化プロジェクト

80 下関市 西中国 下関地域商社の自走と市内中小企業者の海外展開

81 東かがわ市 高松 東かがわの魅力を高めるプロジェクト

82 宇和島市 宇和島 販路開拓×観光誘客事業

83 須崎市 高知 須崎市海のまちプロジェクト推進事業

84 福岡市 福岡 音楽都市振興事業

85 田川市 田川 空き店舗活用補助制度を拡充しての創業・起業の創出

86 大川市 大川 大川ブランドEC市場開拓支援事業

87 水巻町 遠賀 産学官民金で実現する『JR東水巻駅周辺地域みらい創造事業（仮称）』

88 武雄市 九州ひぜん
武雄市新球場整備を契機とした人と人との交流が生まれ、心がつながるまちをつくる事
業

89 諫早市 たちばな 諫早市まち・ひと・しごと創生推進事業

90 別府市 大分みらい 別府の「みらい」を創造する事業創出支援プロジェクト

91 延岡市 延岡 創業者にやさしいまち！地域の未来を描く新たな事業者応援プロジェクト

92 新富町 高鍋 女性アスリートによる地域活性化事業（新富町まち・ひと・しごと創生総合戦略事業）

93 奄美市 奄美大島 奄美の動物たちを交通事故から守ろうプロジェクト

※以下の点にご留意願います。
　・地方公共団体において、複数の信用金庫から共同で推薦を受ける場合があるため、事業数・信用金庫数は一致しません。
　・地方公共団体において、個別の事業ごとに複数の信用金庫から推薦を受ける場合があるため、事業数・地方公共団体数は一致せず、
　　また、地方公共団体数は、2020年度・2021年度の単純累計になりません。
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