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本レポートの発刊にあたって

平素は、当金庫に対しまして、格別なご高配を賜りまして厚くお礼申し上げます。

このたび、当金庫のＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に向けた取組みを広く地域の
皆さまに知っていただき、当金庫お取引先事業者さまや地域におけるＳＤＧｓ活動の一助と
していただきたく、本レポートを発刊することといたしました。

ＳＤＧｓにつきましては、国内だけでなく世界的にもＳＤＧｓ達成に向けた取組みに対す
る社会的要請は日々高まっており、ビジネスの場においても不可欠な要素となっております。
当金庫といたしましても、2021年３月に「日本海信用金庫 ＳＤＧｓ宣言」を公表し、信

用金庫の事業そのものがＳＤＧｓであるという認識のもと活動しております。

本レポートでは、2021年度におけるＳＤＧｓ達成に向けた当金庫の取組みと、地域の皆さ
まにご活用いただけるＳＤＧｓ達成をサポートする当金庫のサービスをご紹介しております。

おかげさまで当金庫は、2023年12月に創立100周年を迎えます。石見地域においては、少
子高齢化などを主因とする人口減少問題、後継者不在による事業者の廃業問題、働き手確保
問題など様々な課題が待ったなしの状況であります。
また、新型コロナウィルス感染症の影響による環境変化により、こうした地域課題はより

顕在かつ深刻化していると感じております。

このような地域課題に対して、地域に愛され、地域に根差し、地域に支えられた信用金庫
だからこそ、役職員皆が強い決意と行動力をもって真正面から取り組む所存でございますの
で、引き続きのご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
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【ＳＤＧｓが掲げる17の目標】

SDGsって何？
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・国連が2015年に採択した「Sustainable Dvelopment Goals（持続可能な開発目標）」の略称です。

・「持続可能な社会の実現」「誰一人取り残さない社会」「大胆で変化をもたらす行動」 を理念と
しています。

・2030年までに達成すべき具体的な17の目標・169のターゲット・232の指標から構成されています。

・経済活動に対する「利益追求型」のビジネスモデルから「社会との共通価値の創造（ＣＳＶ＝
Creating Shared Value）」を実現するビジネスモデルへの変革に向けた国際的な要請です。
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なぜ信用金庫がSDGsに取り組むのか？
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協同組織の理念である「相互扶助の精神」および「信用金庫のビジョン」は、ＳＤＧｓの
理念と高い親和性があります。
当金庫の設立経緯、協同組織性、経営理念などの点で、ＳＤＧｓが目指す「誰一人取り残

さない」社会は、当金庫の目指す姿を体現するもの言えます。

信用金庫の理念 ＳＤＧｓの理念

相互扶助の精神

信用金庫のビジョン

地域社会繁栄への奉仕

中小企業の健全な発展

豊かな国民生活の実現

「誰一人取り残さない」

持続可能な開発目標

人間（peaple）

地球（planet）

豊かさ（prosperity）

平和（peace）

パートナーシップ
（partnership）

大
原
則
５
つ
の
Ｐ
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日本海信用金庫 SDGs宣言

日本海信用金庫は、協同組織の理念である相互扶助の精神並びに「地域社会繁栄への奉
仕」「中小企業の健全な発展」「豊かな国民生活の実現」という信用金庫のビジョンのもと、
事業活動を通じてＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に貢献し、持続可能な地域社会の
実現を目指します。（2021年３月15日）

パートナーシップの発揮 暮らしやすい地域社会の実現地域経済の持続的繁栄

・協同組織として、パートナーシップ
の発揮や地域社会とのネットワーク
の更なる強化に努め、もって地域全
体で持続可能な社会の実現を目指し
ます。

・複雑化、多様化する地域社会の課題
やニーズに適切に対応するため、全
国の信用金庫や中央機関等との業界
ネットワークを積極的に活用するこ
とで、地域の制約を超えた質の高い
サービスの提供に努めます。

・地域を支えるみなさまの健康や福祉
の増進につながる取組みに努めます。

・高齢のお客さまにとって、わかりや
すく利用しやすい金融サービスの提
供を目指します。

・地域のみなさまの将来に向けた安定
的な資産形成をサポートします。

・地域や関係機関との連携のもと、犯
罪や不正の防止につながる取組みに
努めます。

・地域の貴重な資源である環境の保全
につながる事業や取組みをサポート
します。

・職員にとって働きやすく多様な価値
観を大切にする職場環境の実現に努
めます。

・社会経済環境に応じて変化するお客
さまのニーズや課題を踏まえた信用
金庫らしいサービスの提供に努め、
地域とともに持続的な発展を目指し
ます。

・中小零細事業者の経営サポートを一
段と強化し、事業活動の持続可能性
を高めることを通じて、地域経済の
維持・発展に貢献します。

・技術革新や社会構造の変化を踏まえ、
先進的な金融サービスの提供への取
組みを通じて地域経済の発展に貢献
します。

・地域の将来を担う次世代の人材確保
や育成につながる取組みをサポート
します。
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当金庫の2021年における取組み
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山陰地区６信用金庫との連携による取組み

SDGs推進に関する
連携協定の締結

山陰しんきん「食」の
オンライン商談会の開催

当金庫を含む山陰地区６信用金

庫は、連携してＳＤＧｓの普及に

向けた施策を推進し、持続可能な

社会の実現を図ることを目的とし

た協定を締結し、各信用金庫は

「ＳＤＧｓ宣言」を公表しました。

（2021年３月）

企業版ふるさと納税制度を活用

して、鳥取県３金庫は島根県、島

根県３金庫は鳥取県に対して各県

300万円ずつ寄付しました。

島根県では「「島根創生」を担

う若者の人材育成プロジェクト」

に活用されます。（2021年３月）

企業版ふるさと納税による
島根県・鳥取県への寄付

山陰地区６信用金庫および信金

中央金庫との共催により、初の取

組みとなるオンライン商談会『山

陰しんきん「食」のオンライン商

談会』を開催し、遠隔地の大手バ

イヤーとの商談を実現しました。

（2021年10月）

島根県３信金
（しまね）
（島根中央）
（日本海）

鳥取県３信金
（鳥取）
（倉吉）
（米子）

島根県

鳥取県

企業版ふるさと納税

300万円
寄付

企業版ふるさと納税

300万円
寄付



当金庫の2021年における取組み
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事業承継問題に対する取組み

後継経営者育成塾「せがれ塾」の開講

後継経営者に適切なバトン渡しの環境をつくること

が、地域活性化に繋がるとの考えのもと2004年11月よ

り後継経営者育成塾「せがれ塾」を開講しています。

カリキュラムは、事業承継を主要テーマとしつつも昨

今の話題まで幅広く取り上げております。

2021年５月開講の第10期では14名の後継経営者が受

講中です。

当金庫の営業エリアには事業承継に課題を有する取

引先が多く、将来的には４割の取引先が廃業する懸念

があることから2019年より無料個別相談会を開催して

います。

当金庫取引先と中小機構の専門家との個別相談会を

実施し、当金庫が相談会後のアフターフォローを行っ

ています。 （2021年11月）

事業承継個別相談会の実施

Now Printing

当

金

庫
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先
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業
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ー
デ
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個別相談会

専門家
派遣

相談会
参加

アフター
フォロー

【せがれ塾 第10期生 発会式】



当金庫の2021年における取組み
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創業支援に対する
取組み

当金庫取引先飲食店のテイクアウト支援

2022年１月に島根県が蔓延防止等重点措置の対象地

域に指定され、多大な影響を受けた飲食店等を支援す

るため、島根県保証協会と共同で２月より期間限定で

毎週水曜日「きょうかい・にほんかいテイクアウト

コーナー」を開設しました。毎週完売となるなど盛況

な取組みとなっております。 （2022年２月～）

当金庫、江津市、江津市商工会議所、桜江商工会お

よびＮＰＯ法人てごねっと石見によるコンソーシアム

を結成し、2017年よりコンテスト運営のほか創業検討

者に対するブラッシュアップなど創業支援窓口でワン

ストップで対応しています。

（2021年12月）

江津市ビジネスプランコンテストへの参画

コロナ禍における
飲食店支援

【きょうかい・にほんかいテイクアウトコーナーの様子】



Now Printing

当金庫の2021年における取組み
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「石見神楽」の次代育成・知名度向上に向けた取組み

「石見子供神楽どんちっち祭り」の開催

「石見神楽」を継承していく子供たちの晴れの舞台、

また体験・交流の場として、2008年から毎年「石見子

供神楽どんちっち祭り」を開催してます。

新型コロナ感染症の感染拡大の影響により、2020年

度は無観客開催、2021年度は開催延期となりましたが、

2022年度開催に向けて準備を進めています。

当金庫オリジナルキャラクター「しんきんかぐらス

ターズ」の通帳・カレンダーなどの作成および各種地

域イベントへの着ぐるみ参加などで活用しています。

また、役職員有志の「神楽研究会」では、定期的な

鑑賞会開催など理解を深める活動をしています。

当金庫オリジナルキャラクターの活用等

【しんきんかぐらスターズ】 【鍾馗くん＆悪鬼くん】



当金庫の2021年における取組み
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脱炭素に向けた取組み

実質再生可能エネルギー100％電力の利用

2021年10月より、当金庫の本店・営業店等の建物に

おいて使用する電力については、再生可能エネルギー

発電所由来の再生エネルギー価値を証書化した「ト

ラッキング付非化石証書」を活用することにより、実

質再生エネルギー100％を実現しています。

引き続きペーパーレスなど脱炭素に向けた取組みを

積極的に推進していきます。

地域におけるボランティア清掃活動

地域における美観保全に加えて、地域での清掃活動

をつうじた奉仕の心と地域への愛着心を育むことを目

的に当金庫役職員によるボランティア清掃を実施しま

した。

2021年度は、浜田市の城山公園周辺と江津市の市役

所新庁舎周辺の草刈りやごみ収集等を行いました。

（2021年10月）

電力会社

地域の美観保全

再生可能エネルギー
発電所

水力 風力

太陽光

非化石証書
（トラッキング付）

非化石価値取引市場
（環境価値の証書化）

実質再生可能エ
ネルギー100％
電力の実現

実質ＣＯ2排出
ゼロ電力の実現

＝

【実質再生可能エネルギー100％電力の仕組み】 【城山公園の清掃活動】 【江津市役所新庁舎周辺の清掃活動】



当金庫の2021年における取組み
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地域の文化・芸術振興および若手芸術家育成

石本正日本画大賞展への特別賞協賛

浜田市出身の日本画家・石本正画伯の功績を顕彰し、

未来への希望に満ちた学生たちの創作活動を奨励する

ために開催される「石本正日本画大賞展」において、

当金庫は特別賞「日本海信用金庫 理事長賞」の協賛

をしました。

（2021年９月）

地元出身画家の絵画の展示・貸出

【日本海信用金庫理事長賞】

【階段】 堀田紅音（東京藝術大学修士１年）

当金庫は、創業以来の様々なご縁の中で収集させて

いただいた石見地域出身の画家の作品を多数所蔵して

おります。

地域の文化活動振興の一環として、所蔵する絵画を

本店および営業店にて展示しているほか、美術館等へ

の貸出等も行っています。また、地域団体のギャラ

リーとして営業店のロビーの貸出も行っています。

【当金庫所蔵の絵画】

【舞妓立像】 石本正

【葱坊主】 小川利子

【浜辺と漁具】 小河三郎

掲載作品以外にも地元出身画家
（石本正、山崎修二、清水光夢、小
川利子、橋本明治、山本佐香恵な
ど）の作品を所蔵しております。
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地域のSDGs達成をサポートするサービス
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地域の皆さまの暮らしや地域活動を資金面でサポート

な事業承継をサポート

「石見神楽」の活動応援日常の交通手段の確保

新型コロナ感染症の蔓延の影響

で多くの神楽団体が活動機会を

失っています。

2022年１月に日本遺産「石見神

楽」の継承発展に携わっている方

を資金面で応援する専用商品を創

設しました。

お子様の進学・就学時期に合わ

せて、毎年教育ローンのキャン

ペーンを実施しています。

また、資金が必要な時にご利用

可能な独自のカードローン型商品

「ニューふる里」もご用意してい

ます。

教育・子育ての応援

石見地域において、自動車等は

日常の交通手段として生活に欠か

せません必需品です。

地域最低金利を実現し、「カー

ローンなら日本海しんきん」と

言っていただけるよう取り組んで

います。



地域のSDGs達成をサポートするサービス
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事業者さまのＳＤＧｓの取組みを資金面でサポート

ＳＤＧｓ応援融資「未来創造」

当金庫が、借入企業さまへの融資金利の一部を割引

し、借入企業さまから地域の学校やスポーツチーム等

公益的な活動を行う法人団体へ寄贈いただくものです。

借入企業さまは、資金調達を通じてＳＤＧｓ活動へ

の取組姿勢をＰＲいただけます。

当金庫と信金中央金庫が私募債の発行企業さまから

受け取る手数料の一部を割引し、発行企業さまから地

域の学校やスポーツチーム等公益的な活動を行う法人

団体へ寄贈いただくものです。

発行企業さまは資金調達を通じてＳＤＧｓ活動への

取組姿勢をＰＲいただけます。

ＳＤＧｓ私募債を活用した寄贈

発行企業さま

私募債発行手続き
寄贈先の選定

学校・スポーツチーム等
寄贈

（含む手数料割引分）

手数料割引

【しんきんＳＤＧｓ私募債（寄付型）の仕組み】 【2021年度の引受実績】

【寄贈先・寄贈品（例）】

件数 金額

５件 ２３０百万円

借入企業さま

借入申込手続き
寄贈先の選定

学校・スポーツチーム等
寄贈

（含む融資金利割引分）

融資金利割引

【ＳＤＧｓ応援融資「未来創造」の仕組み】 【2021年度の実行実績】

寄贈先 寄贈品

フットサル
チーム

トレーニング
ウェア

中学校 プロジェクター

件数 金額

7件 99百万円

【寄贈先・寄贈品（例）】

寄贈先 寄贈品

児童福祉施設
クリスマス
プレゼント

学校 製氷機
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地域のSDGs達成をサポートするサービス
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補助金等の公的支援にかかる申請サポート

庫が相互に連携を強化し、お取引先
の円滑

な事業承継をサポート

補助金等の申請支援 経営革新計画の申請支援

補 助 金
事 務 局

⑤ｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰ

当 金 庫
取 引 先

③申請

④審査結果

【2021年度主要補助金採択件数】

補助金 件数

事業再構築補助金 ６件

ものづくり補助金 ２件

持続化補助金 １件

企業の新商品開発や設備投資、販路開拓に取り組む

際に、国や地方公共団体が公募している補助金等を活

用できる場合があります。

当金庫では、事業再構築補助金、ものづくり補助金、

持続化補助金など各種補助金の申請書類の作成支援か

ら実績報告まで一貫したサポートを実施しております。

②申請
支援

中小企業新事業活動促進法に基づく「経営革新計

画」とは、新商品開発や新サービスの導入など、事業

者が取り組む新たな事業展開の計画を県が承認するも

のです。承認企業には保証・融資の優遇措置など様々

な公的支援のメリットを受けることができます。

当金庫は、お取引先と一緒になって当計画申請の手

続き等のサポートを実施しております。

【承認企業の主なメリット】

申
請
書
作
成

申
請
手
続
き

承
認
後
の
所
要
支
援

【経営革新計画の承認申請の流れ】

① 保証・融資の優遇措置

（信用保証の別枠、政府系金融機関による融資制度）

② 販路開拓の支援

（販路開拓コーディネート事業）

③ 投資・補助金の支援
（経営革新関係補助金、企業支援ファンド等からの投資）

④ その他の支援

（特許料金の減免）

サポート
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最後まで、ご覧いただきましてありがとうございます。

引き続き当金庫をご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

【本件に関するお問い合わせ先】

日本海信用金庫 経営企画部 TEL 0855-22-1851 FAX 0855-22-7858


