
一号会員 都道府県及び市区町村 ２０５団体

ニ号会員 関係府省庁 １２団体

三号会員 民間団体等 ２１９団体

合計 ４３６団体

一号会員：都道府県及び市区町村

北海道 宮城県 栃木県 埼玉県白岡市 東京都調布市

北海道釧路市 宮城県仙台市 栃木県宇都宮市 千葉県 東京都日野市

北海道帯広市 宮城県岩沼市 栃木県小山市 千葉県木更津市 東京都国分寺市

北海道ニセコ町 宮城県東松島市 群馬県 千葉県柏市 神奈川県

北海道沼田町 秋田県 群馬県館林市 千葉県流山市 神奈川県横浜市

北海道下川町 秋田県仙北市 群馬県みなかみ町 千葉県浦安市 神奈川県川崎市

北海道洞爺湖町 山形県 埼玉県 東京都 神奈川県鎌倉市

青森県 福島県 埼玉県さいたま市 東京都千代田区 神奈川県寒川町

青森県青森市 福島県郡山市 埼玉県川越市 東京都中央区 神奈川県開成町

岩手県 福島県南相馬市 埼玉県熊谷市 東京都港区 新潟県

岩手県盛岡市 福島県大玉村 埼玉県川口市 東京都文京区 新潟県新潟市

岩手県大船渡市 福島県新地町 埼玉県所沢市 東京都江東区 新潟県長岡市

岩手県陸前高田市 茨城県 埼玉県東松山市 東京都豊島区 新潟県三条市

岩手県釜石市 茨城県土浦市 埼玉県春日部市 東京都荒川区 新潟県柏崎市

岩手県雫石町 茨城県つくば市 埼玉県戸田市 東京都板橋区 新潟県見附市

岩手県住田町 茨城県東海村 埼玉県三郷市 東京都武蔵野市 新潟県上越市

地方創生SDGs官民連携プラットフォーム 会員一覧 １／６ 参考資料4

（平成３０年度８月３１日現在）



一号会員：都道府県及び市区町村

富山県 静岡県静岡市 滋賀県東近江市 奈良県十津川村 高知県高知市

富山県富山市 静岡県浜松市 滋賀県愛荘町 和歌山県 高知県梼原町

石川県 静岡県掛川市 京都府 鳥取県 福岡県

石川県珠洲市 静岡県御殿場市 京都府京都市 鳥取県鳥取市 福岡県北九州市

石川県加賀市 静岡県袋井市 京都府宮津市 島根県 福岡県福岡市

石川県羽咋市 愛知県 京都府京丹後市 島根県出雲市 福岡県大川市

福井県 愛知県名古屋市 京都府木津川市 岡山県 福岡県岡垣町

福井県大野市 愛知県豊橋市 京都府京丹波町 岡山県岡山市 佐賀県

福井県鯖江市 愛知県刈谷市 大阪府 岡山県倉敷市 長崎県

山梨県 愛知県豊田市 大阪府大阪市 岡山県瀬戸内市 長崎県長崎市

山梨県山梨市 愛知県安城市 大阪府堺市 岡山県西粟倉村 長崎県壱岐市

山梨県北杜市 愛知県新城市 大阪府豊中市 広島県 長崎県五島市

長野県 愛知県大府市 大阪府吹田市 広島県広島市 熊本県

長野県長野市 愛知県尾張旭市 大阪府泉大津市 広島県呉市 熊本県熊本市

長野県飯田市 三重県 大阪府枚方市 山口県 熊本県水俣市

長野県須坂市 三重県名張市 大阪府門真市 山口県宇部市 熊本県小国町

岐阜県 三重県いなべ市 兵庫県 徳島県 大分県

岐阜県岐阜市 三重県志摩市 兵庫県神戸市 徳島県上勝町 宮崎県

岐阜県大垣市 滋賀県 兵庫県尼崎市 徳島県那賀町 鹿児島県

岐阜県高山市 滋賀県大津市 兵庫県加西市 香川県 鹿児島県鹿児島市

岐阜県中津川市 滋賀県彦根市 兵庫県南あわじ市 香川県高松市 沖縄県

岐阜県各務原市 滋賀県近江八幡市 奈良県 香川県善通寺市 沖縄県那覇市

岐阜県白川町 滋賀県草津市 奈良県生駒市 愛媛県 沖縄県浦添市

岐阜県御嵩町 滋賀県守山市 奈良県三郷町 愛媛県松山市 沖縄県宮古島市

静岡県 滋賀県高島市 奈良県広陵町 高知県 沖縄県南城市
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三号会員：民間団体等

アイテック株式会社 株式会社エックス都市研究所 オムロン株式会社

株式会社青森銀行 株式会社エナジア
オムロンフィールドエンジニアリング

株式会社

株式会社秋田銀行 株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 カーボンフリーコンサルティング株式会社

朝日信用金庫 株式会社ＮＴＴファシリティーズ 国立研究開発法人科学技術振興機構

一般社団法人アニメツーリズム協会
特定非営利活動法人

エヌピーオー・フュージョン長池
掛川信用金庫

株式会社安藤・間
MS&ADインシュアランスグループ

ホールディングス株式会社
学校法人金沢工業大学

SDGs推進センター

一般社団法人イクレイ日本 株式会社LM&C カルチュレード株式会社

一般社団法人
いしかわエネルギーマネジメント協会

エンコアードジャパン株式会社 カルネコ株式会社

いであ株式会社 遠州信用金庫
特定非営利活動法人

「環境・持続社会」研究センター

株式会社イトイグループホールディングス 一般財団法人大阪科学技術センター
特定非営利活動法人

環境パートナーシップちば

株式会社伊予銀行 大阪ガス株式会社 一般社団法人環境未来フォーラム

磐田信用金庫 大阪シティ信用金庫 株式会社関西アーバン銀行

株式会社インフォメックス 大阪商工信用金庫 兆株式会社

SDGパートナーズ有限会社 岡谷鋼機株式会社 北芝電機株式会社

ESRIジャパン株式会社 小国町森林組合 株式会社九州フィナンシャルグループ

内閣府

警察庁

金融庁

総務省

外務省

財務省

文部科学省

厚生労働省

農林水産省

経済産業省

国土交通省

環境省

二号会員：関係府省庁
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株式会社九電工 国立研究開発法人国立環境研究所
国立研究開発法人

新エネルギー・産業技術総合開発機構
学校法人

先端教育機構 事業構想大学院大学

共和化工株式会社 一般社団法人こもれびシティプロジェクト 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

桐生信用金庫 株式会社昆虫食のentomo シンフォニアテクノロジー株式会社 株式会社ダイイチ

熊本第一信用金庫 一般社団法人再エネ事業支援センター 株式会社スーパーソフトウエア 第一交通産業株式会社

グリーンブルー株式会社 サムライ・キャピタル株式会社 すてきナイスグループ株式会社 株式会社第四銀行

株式会社グルディオ 国立研究開発法人産業技術総合研究所 スマートビーンズ株式会社 大成建設株式会社

グレートワークス株式会社 ＣＤＰ 住友商事株式会社
一般社団法人

第二種金融商品取引業協会

株式会社群馬銀行 JAG国際エナジー株式会社 西武信用金庫 一般社団法人第二地方銀行協会

慶應義塾大学SFC研究所xSDG・ラボ 株式会社ＪＴＢ 一般社団法人生命保険協会 大日本印刷株式会社

一般財団法人
建築環境・省エネルギー機構

株式会社滋賀銀行 積水ハウス株式会社 株式会社大和証券グループ本社

国立研究開発法人建築研究所 株式会社事業革新パートナーズ 株式会社セレスポ 大和ハウス工業株式会社

公益財団法人
交通エコロジー・モビリティ財団

清水建設株式会社
特定非営利活動法人

ゼロ・ウェイストアカデミー
高崎信用金庫

株式会社
コーエイリサーチ＆コンサルティング

株式会社十六銀行 一般社団法人全国銀行協会 株式会社TAKATA PAPER PRODUCTS

国際航業株式会社 株式会社十六総合研究所 一般社団法人全国信用金庫協会 株式会社タニタヘルスリンク

一般社団法人国際バイオマスセンター 株式会社常陽銀行 一般社団法人全国地方銀行協会 たねやグループ

三号会員：民間団体等
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一般財団法人地域活性化センター 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本オーニング協会 日本ミクニヤ株式会社

公益財団法人地球環境戦略研究機関
北九州アーバンセンター

株式会社東邦銀行 一般社団法人日本ガス協会 一般社団法人日本未来エネルギー会議所

株式会社知識経営研究所 東邦レオ株式会社 公益財団法人日本環境協会 日本ユニシス株式会社

株式会社千葉銀行 一般社団法人都市環境エネルギー協会 一般社団法人日本機械工業連合会
一般財団法人

都市農山漁村交流活性化機構

株式会社千葉興業銀行 独立行政法人都市再生機構 一般社団法人日本経済団体連合会 株式会社博報堂

株式会社中国銀行 一般財団法人都市みらい推進機構 地方共同法人日本下水道事業団 パシフィックコンサルタンツ株式会社

ＤＩＣ株式会社 公益財団法人都市緑化機構 公益財団法人日本下水道新技術機構 株式会社八十二銀行

株式会社TSKパートナーズ 鳥取信用金庫 一般社団法人日本公園緑地協会
パナソニックシステムソリューションズ

ジャパン株式会社

株式会社テラ・コーポレーション 凸版印刷株式会社 公益社団法人日本交通計画協会 浜松信用金庫

株式会社電通 株式会社日経ＢＰ社 一般財団法人日本国際協力システム バリュードライバーズ株式会社

株式会社東急エージェンシープロミックス 株式会社日建設計総合研究所 日本証券業協会 ＰｗＣコンサルティング合同会社

株式会社東急総合研究所 日東電工株式会社 株式会社日本総険 一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター

株式会社東京海上研究所 日発販売株式会社
特定非営利活動法人

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
一般社団法人東日本未来都市研究会

東京ガス株式会社 日本アイ・ビー・エム株式会社 一般社団法人日本ボイラ協会 株式会社ビジネスコンサルタント

国立学校法人東京農工大学 農学府
途上地域人口社会学・環境地域社会学研究室

一般財団法人日本エネルギー経済研究所 一般社団法人日本保険仲立人協会 枚方信用金庫

三号会員：民間団体等
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ヒルトップ・キャピタル株式会社 株式会社北海道銀行 一般社団法人緑の循環認証会議 株式会社リコー

株式会社
広尾フューチャーコンサルティング

株式会社ポリテック・エイディディ 一般財団法人みなと総合研究財団 リコージャパン株式会社

株式会社ファームシップ マイクライメイトジャパン株式会社 一般財団法人民間都市開発推進機構 リニューアルファスト合同会社

株式会社ファインテック 株式会社マイスター60 株式会社モノファクトリー リバイタル・フォース株式会社

株式会社福岡銀行 一般社団法人マインドフルネス・ストーリー モバイルソリューション株式会社 REXARD JAPAN株式会社

福島信用金庫 特定非営利活動法人まちづくりJAPAN ヤフー株式会社 特定非営利活動法人REDS湘南

富士ゼロックス株式会社 株式会社マルハチ村松 株式会社山下PMC 株式会社ローカルファースト研究所

富士通株式会社
株式会社

ミチクリエイティブシティデザイナーズ
特定非営利活動法人ユニグラウンド 株式会社ロスフィー

株式会社プリプレス・センター 三井E&S環境エンジニアリング株式会社 ユニバーサルエコロジー株式会社 株式会社YMFG ZONEプラニング

株式会社フルタイムシステム 株式会社三井住友銀行
株式会社

ユニバーサルコムピューターシステム

株式会社ブレインワークス 株式会社三井物産戦略研究所 株式会社横田アソシエイツ

北星信用金庫 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 横浜市資源リサイクル事業協同組合

株式会社北洋銀行 三菱自動車工業株式会社 吉本興業株式会社

北陸グリーンボンド株式会社 株式会社三菱総合研究所 株式会社LastRoots

北陸ポートサービス株式会社 水戸証券株式会社 リアルワールドゲームス株式会社
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