
 

 

 

２０２１年１月８日 

各  位 

信 金 中 央 金 庫 

 

 

 

 信金中央金庫（理事長：柴田弘之、以下「信金中金」という。）は、創立７０周年

記念事業として、地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の仕組み等を活用した  

地域創生推進スキーム「ＳＣＢふるさと応援団」（以下「本スキーム」という。）を

２０２０年７月に創設しております。 

 本スキームは、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 

ことを目的とするものです。 

 今般、２０２０年度の寄附対象事業の募集を実施したところ、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ました。これらの事業につき、２０２０年

１２月に学識経験者等で構成する審査会を行い、１０３事業（１０５信用金庫・   

１００地方公共団体）、合計１，０１８百万円の寄附を決定いたしました。（寄附   

対象事業は別紙のとおり） 

 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更なるリレーションを強化することで、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

経済を応援してまいります。 

 

 

 

 

 

 

【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」 

～２０２０年度の寄附対象事業の決定～ 

 信金中央金庫 ＩＲ広報室 

  TEL ０３(５２０２)７７００ 

 本件に関するお問い合わせ先 

 



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 室蘭市 室蘭 室蘭市のものづくり技術向上による競争力強化と雇用創出

2 岩見沢市 空知 再生可能自立型エネルギーシステム構築事業

3 苫小牧市 苫小牧 苫小牧市事業承継推進事業

4 浦河町 日高 「浦河町観光プロモーション事業」

5 名寄市 北星 再生可能エネルギーによるマチの活力UP事業

6 帯広市 帯広
十勝・イノベーション・エコシステム推進事業（とかち・イノベーション・プログラ
ム）

7 釧路市 釧路 釧路市ビジネスサポートセンターk-Bizを核とした売上増加及び創業支援事業

8 根室市 大地みらい 日本遺産「鮭の聖地の物語」ブランディング事業

9 遠軽町 遠軽 森林資源を活用した道の駅「遠軽森のオホーツク」に係る観光拠点整備事業

10 八戸市 青い森 八戸市中心市街地活性化事業

11 秋田県 秋田 若年女性県内回帰・定着促進事業（仮称）

12 由利本荘市 羽後 いきいきおでかけ促進「地域交通」ネットワーク化事業

13 山形市 山形
まちなか回遊型音楽会による中心市街地活性化
（文化の力を活かした持続可能なまちづくりの推進）

14 米沢市 米沢 西吾妻山×天元台高原×白布温泉エリア リボーンプロジェクト

15 鶴岡市 鶴岡 サイエンスパークの機能拡充による雇用創出事業

16 盛岡市 盛岡 関係人口でつながる盛岡地元企業等応援プロジェクト

17 宮古市 宮古 商業活性化・賑わいづくり事業

18 奥州市 水沢 胆沢ダム（奥州湖）×カヌー＝賑わい創出事業

19 気仙沼市 気仙沼 ローカルファーストに基づいた地域経済循環推進事業

20 白河市 白河 小峰城整備プロジェクト　「よみがえれ！　清水門」

21 須賀川市 須賀川 すかがわの宝を活かしたシティプロモーション推進事業

22 南相馬市 あぶくま
①基盤技術産業高度化支援事業
②創業者支援事業

23 二本松市 二本松 二本松市創業支援事業

24 福島市 福島
「古関裕而のまち・ふくしま　シンフォニー」の推進　～偉大な功績を後世へ継承する
レガシーづくり～

25 富岡市 しののめ
副業人材を軸とする関係人口創出と市内商工業における新たな事業モデル、経済基盤の
構築

26 鹿沼市 鹿沼相互 フラワーゾーン整備事業

27 佐野市 佐野 「佐藤さんゆかりの地」聖地化による関係人口増加プロジェクト

28 茨城県 水戸
県北ニューツーリズム推進事業
※県北（日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町）

29 結城市 結城 古民家・空き店舗再生活用事業

川口

青木

【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」
寄附決定事業一覧（２０２０年度）

30 川口市 地産地消による市内経済好循環創出事業
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31 飯能市 飯能 北欧文化と森林文化が融合した新たな地域活性化事業

32 銚子市 銚子 長期滞在・交流型ワーケーションの推進による地域活性化

33 館山市 館山 ワーケーションとリノベーションの推進による関係人口創出・拡大事業

34 横浜市 横浜 SDGs biz サポート事業

35 横須賀市 かながわ 都市型スポーツ（アーバンスポーツ、eスポーツ）を活用した地域活性化事業

36 横須賀市 湘南 地域魅力向上のためのお土産開発支援事業

37 川崎市 川崎 川崎市SDGsプラットフォーム構築事業

38 平塚市 平塚 中心市街地活性化推進事業

39 墨田区 東京東 区内企業との連携による「すみだのオーケストラ・コンサート」

40 青梅市 青梅 青梅市吉川英治記念館を核とした戦略的地域活性化事業

41 新潟市 新潟 スタートアップ企業の集積と食農分野のイノベーション促進事業

42 長岡市 長岡 高度外国人材を活かした未来産業創出システムの構築

43 新発田市 新発田 大倉喜八郎スピリッツ「進一層」で挑む、新発田駅前エリア活性化プロジェクト

44 柏崎市 柏崎 低炭素のまちづくりによる持続可能な社会の実現

45 上越市 上越 雪が育んだ100年産業・製造業基盤強化事業

46 村上市 村上 スケートボードの聖地「むらかみ」プロジェクト

47 長野市 長野 ながの起業家創出プログラム  in 東京 （『長期戦略 2040 』関連事業 ）

48 岡谷市 諏訪
新しいシルク文化が生まれるまちへ～　“日本唯一※のシルクのまち”　岡谷シルク推
進事業 （※養蚕から製品化までできる市町村は日本で岡谷市のみ）

49 飯田市 飯田 信州大学航空機システム共同研究講座における学生支援計画

50 富山市 富山 富山市まち・ひと・しごと創生推進事業（官民協働によるWalkable City推進事業）

51 高岡市 高岡 まちなか賑わい創出プロジェクト

52 射水市 新湊 スポーツ施設を核とした地域活性化事業（射水市まち・ひと・しごと創生推進計画）

53 小矢部市 石動 おやべで暮らそう！シティプロモーション事業

54 七尾市 のと共栄 七尾城跡保存活用事業

55 能登町 興能 関係人口創出（ワーケーション等）事業

56 沼津市 沼津 公民連携の強化によるリノベーションまちづくりの発展的事業

57 三島市 三島 保育園スマート化推進事業

58 富士宮市 富士宮 中小企業等をつなぎ活力ある地域社会をめざす「コネクトふじのみや」事業

59 掛川市 島田掛川 掛川市まちなか活性化・地場産業応援プロジェクト

60 富士市 富士 富士市特産品ブランド化推進事業
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61 岐阜市 岐阜
誰もが個性豊かに輝くことのできる「不登校特例校」の設置による未来の担い手づくり
事業

62 高山市 高山 下町エリアのまちづくり

63 関市 関 刃物ミュージアム回廊拠点施設「せきてらす」を核とした地域活力向上事業

64 郡上市 八幡
国重要無形民俗文化財、国選択無形民俗文化財である『郡上のおどり』のアーカイブと
世界発信計画

65 豊橋市 豊橋
COVID-19に負けるな！新しい生活様式に対応し、多様な働き方を支える女性応援移住・
定住促進事業

66 一宮市 いちい ICTを活用したキャリア教育の推進

67 半田市 半田 新美南吉生誕110周年記念事業

68 半田市 知多 「元気に住み続けたいまち"有脇"」健やかコミュニティ活性化事業

69 蒲郡市 蒲郡 キャッシュレス促進事業

70 小牧市 東春
みんなで育てよう！「こまきこども未来館」～こどもを中心に世代を超えて市民がつな
がる施設を目指して～

71 彦根市 滋賀中央 読書通帳で紡ぐ”地域みんなで応援！子どもの学ぶ力向上プロジェクト”

72 長浜市 長浜 MONDEKONSEながはまプロジェクト‐ふるさと移住推進事業‐

73 京都市 京都中央
～ひとごとではなく，「自分ごと」，「みんなごと」として市民・行政が協働！～“み
んなごと”のSDGｓ，レジリエント・シティ推進事業

74 宮津市 京都北都 宮津の宝を育むチャレンジプロジェクト

75 大阪府 大阪 大阪府　グローバル人材育成による地域創生事業

76 桜井市 大和 特別史跡 山田寺跡・史跡・纏向遺跡のARを用いた魅力発信事業

77 和歌山市 きのくに 持続可能な海づくり事業

78 姫路市 姫路 こころとからだと農業を元気にする「ハーブの里山プロジェクト」

79 尼崎市 尼崎 ミーツ・アート in あまがさき

80 明石市 日新 明石まちなか図書館―「いつでも、どこでも、だれでも」手を伸ばせば本に届くまち―

81 洲本市 淡路 赤レンガ建物リノベーション事業

82 丹波市 中兵庫 みんなで子育て応援プロジェクト

83 倉吉市 倉吉 倉吉市中心市街地振興ビジネス活性化支援事業

84 出雲市 島根中央 いずも創業・第二創業・事業承継に係る連携支援【御縁】

85 岡山市 おかやま 地域経済の活性化による地域の持続的発展の促進

水島

玉島

87 津山市 津山 津山版Society5.0の実現と高付加価値産業の形成事業

88 総社市 吉備
産学官金連携によるリノベーションまちづくり総社の実現～移住促進と創業支援による
地域活性化～

89 阿南市 阿南 アウトドア＆フィットネス推進プロジェクト事業

90 観音寺市 観音寺 「天空の七宝」プロモーション事業

86 倉敷市 （仮称）倉敷市みらい価値創造者支援事業

3



ＮＯ
寄附対象

地方公共団体
推薦信用金庫 寄附対象事業名

【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」
寄附決定事業一覧（２０２０年度）

91 松山市 愛媛 持続可能な道後温泉を実現する「新たな道後ブランド」創出事業

92 新居浜市 東予 新居浜市まち・ひと・しごと創生推進計画（生涯活躍のまち拠点施設整備事業）

93 四国中央市 川之江 人と自然がつながる 四国中央LOVER's育成事業

94 北九州市 福岡ひびき SDGs未来モデル創造事業

95 大牟田市 大牟田柳川 大牟田市イノベーション創出事業

96 久留米市 筑後
地域企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）による新しい価値の創出と学生
を活用した全国的な認知度向上事業

97 佐賀市 佐賀 中心市街地における人の流れを生み出す効果的な導線（連続性）づくり事業

98 熊本県 熊本第一 熊本県版企業健全成長プロジェクト～熊本県まち・ひと・しごと創生推進事業～

99 人吉市 熊本中央 ひとよしくま熱中小学校の開校及び熱中小学校を活用した新ワーケーションの実践

100 天草市 天草
天草市まち・ひと・しごと創生推進事業（天草を支える産業の発展と安定した雇用を創
出する事業）

101 鹿児島市 鹿児島 鹿児島ユナイテッドFCトレーニング施設整備等支援プロジェクト

102 鹿児島市 鹿児島相互 ふるさとかごしま"創業・事業承継"等推進プロジェクト

103 沖縄市 コザ スポーツコンベンションシティの推進
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