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Y-SDGｓ認証の政策背景



日本政府SDGsアクションプラン2021

I.感染症対策と次なる危機への備え

 感染症の治療・ワクチン・診断などの支援、公平
なアクセスの確保

 強靭かつ包摂的な保健システムの構築、ユニ
バーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）の達成

 栄養、水、衛生等の環境整備、東京栄養サミッ
トを通じた世界的な栄養改善に向けた取り組み

III.SDGsを原動力とした地方再生、経済と環境
の好循環の創出

 2050年までに温室効果ガス実質ゼロ、グリーン
産業、防災・減災、国土強靭化、質の高いイン
フラ

 大阪ブルー・オーシャン・ビジョン実現、海洋プラス
チックごみ対策、海洋資源の保全と利用

 SDGs未来都市、地方創生SDGs官民連携プ
ラットフォーム、地方創生SDGs金融

IV.一人ひとりの可能性の発揮と絆の強化を通じた
行動の加速
 女性の参画、ダイバーシティ、バリアフリーの推進
 人への投資、包摂的な社会
 子どもの貧困対策、教育のデジタル・リモート化、
持続可能な開発のための教育（ESD）

 京都コングレスや東京オリンピック・パラリンピックト
ウを通じて法の支配やスポーツSDGsを推進

II.よりよい復興に向けたビジネスとイノベーションを
通じた成長戦略
 Society 5.0の実現、デジタルトランスフォーメー
ション推進、「新たな日常」の定着・加速

 ESG投資の推進、企業経営へのSDGs取り込
み促進、ディーセントワークの促進

 バイオ戦略・スマート農林水産業など科学技術イ
ノベーション（STI）の加速化



内閣府：地方創生SDGｓ金融フレームワーク



Y-SDGｓ認証の制度設計



 以下のプロセスで市内外の企業・団体の評価を行い、認証を発行

SDGsに
取り組む
市内企業

ヨコハマSDGs
デザイン
センター

横浜市

認証申請

認証結果通知

評価書
★★

Grade

認証結果の承認依頼

認証結果の承認

■認証取得のメリット
（案）：
 公共入札、
 制度融資活用、
 金融面での優遇、
 IR/広報効果

■制度の目的
 市内企業のSDGs普及啓発､
 未来都市選定自治体としての

SDGs目標達成、
 市内へのESG金融の呼び込み

評価
制度

地域金融
機関

横浜市 SDGs認証制度（Y-SDGs）概要



認証区分 マーク 概要

最上位
Supreme

評価項目の
約8割以上

上位
Superior

評価項目の
約6割以上

標準
Standard

評価項目の
約3割以上

 2020年8月に公開。SDGs達成にむけて取り組む企業・団体の事業者を､横浜市が認証
し、見える化することで､事業者の更なる取り組みにつなげる

■認証取得のメリット
（案）
 公共入札、
 制度融資活用、
 金融面での優遇、
 IR/広報効果

■制度の目的
 市内企業のSDGs普
及啓発､

 未来都市選定自治
体としてのSDGs目
標達成、

 市内へのESG金融の
呼び込み

評価の概要と想定されるメリット 評価認証結果

出所：横浜市公開資料を著者が一部抜粋

横浜市 SDGs認証制度（Y-SDGs）概要



8

横浜市 SDGs認証制度（Y-SDGs）続き

 制度設計において、制度の「実用性」、他取組との「整合性」、今後の「拡張性」を意識し、
下表のような留意・工夫を行った

留意点・工夫点 実施内容

評価項目の
設計における
実用性・整合性
の確保

・内閣府および経産省関経局の取組み等との整合性確保
・SDGsの169のターゲット、未来都市計画との紐づけ
・投資家・金融機関との共通言語としての「ESG」
・「横浜らしさ」としての「L」

多様な事業者・団
体への配慮による
参加促進

・上場企業のESG評価基準を中小企業が使えるよう簡素化
・非営利団体も認証取得可能な「読み替え版」提供

・定型評価に加え、「チャレンジ」「イノベーション」「次世代」「持続
性」「パートナーシップ」に加点評価

認証を申請する事
業者への配慮

・横浜市が有する既存登録制度との整合性確保
・申請書記入時に迷わないための「具体例」の提供
・認証取得のインセンティブ設計（＊既に市が提供中）



制度活用事例① 融資での試行活用
 Y-SDGs認証取得を目指す企業（ヤマシンフィルタ株式会社）に対し、試行的評価を
実施。その評価結果も参照しつつ、2020年12月25日に三井住友銀行が融資実行。

●ヤマシンフィルタ株式会社

概況：1956 年の創業以来、一貫して
フィルタ製品の開発・製造・販売を
行ってきた専門メーカーである。2020 
年3月の業容は、売上高12,674百万円、
営業利益777 百万円となっている。神
奈川県横浜市に本社を置き、従業員
数は2020 年3月末現在700 人（連結）。

主な業務：建設機械用フィルタおよび
エアフィルタ製品の開発・製造・販売
業務である。営業所および工場は、国
内に3つの研究開発施設（横浜開発セ
ンタ、横須賀メディアラボ、新研究開
発拠点）を含む５拠点及び子会社1拠
点、海外に子会社6拠点（フィリピン・
アメリカ・ベルギー・タイ・中国）である

出所:ヤマシンフィルタホームページおよび、横浜市リリース



制度活用事例② 寄付つきリース商品との連携

 2021年6月10日、三井住友ファイナンス＆リースは、横浜市と連携協定を締結し、
 寄付つきリース「SDGsリース『みらい２０３０®』（寄付型）」とY-SDGsの連携を発表。
 2021年3月にY-SDGsを認証取得した非営利団体（注）に対し、21年度に横浜市で

契約したリース契約手数料の一部を寄付。

「横浜版SDGsリース『みらい２０３０®』（寄付型）」のスキーム図

（注）地域における障がい者とその家族の生活支援、就労支援等に取り組む特定非営利活動法人フラットハート
（横浜市港北区）を指す。



認証価値の向上案：金融機関の活用促進
 地域金融機関が、独自に活用頂くことも将来的には考えられないか
 ESGLのどれかにウェイトを置く方法や追加情報を求めるなど様々な方法がある

社会

YK-S-1 労働安全衛生
YK-S-2 多様な人材活躍
YK-S-3 女性の活躍促進
YK-S-4 多様な働き方
YK-S-5 従業員の人材育成・能力強化
YK-S-6 サプライヤーへの配慮
YK-S-7 顧客に対する配慮
YK-S-8 製品・サービスを通じた社会課題の解決

環境

YK-E-1 環境マネジメント・コミュニケーション
YK-E-2 気候変動への取り組み
YK-E-3 水の効率的な利用・管理
YK-E-4 廃棄物・有害化学物質の適切な管理・３Rの推進
YK-E-5 天然資源・生物多様性への配慮
YK-E-6 製品・サービスを通じた環境問題の解決

ガバナ
ンス

YK-G-1 公正な経済取引
YK-G-2 情報セキュリティ
YK-G-3 企業統治体制の構築
YK-G-4 企業の社会的責任
YK-G-5 事業継続と事業継承

地域
（横浜）

YK-L-1 横浜型地域貢献企業認定
YK-L-2 横浜地球温暖化対策事業者認定
YK-L-3 横浜地域における雇用促進
YK-L-4 横浜市内の地域コミュニティへの配慮
YK-L-5 横浜地域における文化・芸術活動の促進
YK-L-6 製品・サービスを通じた地域課題の解決

+

金融機関 A

金融機関 B

A社 XX自治体 SDGs
認証 ★★Grade

例：地域を重視のため
その部分の評価ウェイトを

重くする

例：記載の項目のうち
XXXについては

エビデンス提出をもとめる

自治体
SDGs SDGs

投融資
インパクト
共有

投融資
インパクト
共有



参考：サステナブルファイナンスとの連携

取組評価対象事業の例：
A社 営業車のEV化

金融機関 A

金融機関 B

XXX市
自治体
SDGs

サステナブルファイナンス
インパクト
共有

インパクト
共有

インパクト開示

インパクト開示

取組評価対象事業の例：
B社 女性活躍推進

「SDGs達成に寄与する事業」

「SDGs達成に寄与する組織」

A社のKPI≒XXX市未来都市KPI
目標例：温室効果ガス▲30％に貢献する

B社のKPI≒ XXX市未来都市KPI
目標例：女性の管理職を50%にする

サステナブルファイナンス

SDGs

 昨今増加しているサステナブルファイナンス（例：サステナビリティ・リンク・ローン、ポジティブ・
インパクトファイナンス等）との相性も悪くないのではないか。

 未来都市のKPIと、金融機関と事業者による金融活動を紐づける仕組みが重要



Y-SDGｓ認証の運用



申請者（事業者）

①Y-SDGs認証申請書
②チェックシート を提出
※エクセルのままご提出ください

ヨコハマＳＤＧｓデザインセンター

受付・確認

デザインセンター評価員によるヒアリングの実施

評価書の作成

横浜市

有識者検討会

診断シート、認証マーク
送付等

受領

HPに公表
（認証事業者名）

横浜市長が認証

認証状、認証通知書
発行・送付

HPに公表
（認証事業者名）

①自己チェック
登録申請書
②チェックシート
を提出
※エクセルのまま
ご提出ください

受付・確認

HPに公表
（自己チェック終了事業者名）

通
年
募
集
：

登
録
の
み
の
方

（
認
証
は
受
け
な
い
方
）

今
回
募
集
：Y-SD

G
s

認
証
を
受
け
る
方

デザインセンター
に会員登録＜必須＞

デザインセンターHP
（https://www.yokohama-sdgs.jp/）
から会員登録後、マイページにて①Y-SDGs認証
申請書②チェックシート をダウンロードできます。な
お、チェックシートは、通常のもの（企業向け）と読
み替え版（市民活動団体向け）がございますので、
ご注意ください。

認証の大まかな流れ

https://www.yokohama-sdgs.jp/


• 有資格者（中小企業診断士）がヒアリングを行う。（現在、5名体制）
• 申請書類に記載された申請者の取り組み内容について、エビデンス（証拠書類）を

確認したり、取組内容を詳細に伺う。
• 申請書類の内容とヒアリングで伺った内容をベースに、評価書を作成する。

認証の大まかな流れ

• ヒアリング時に、評価項目の趣旨を理解していない人がいるため、「例
えば、●●のような取組をしていませんか？」と必ず聞くようにしている。

• 例えば、「ハラスメントの対策を行っています」だけではどのような取り組
みをしているかわからないので、より具体的に、どのような対策を行って、
どのような効果が出ているのかまで確認するようにしている。



• 申請者には、評価結果についてフィード
バックを行っているほか、ご希望に応じ
て、コーディネーターが、今後どのような
取り組みをしていくべきか、ご相談に応じ
ている。

 ご相談後すぐ、取組の向上を図る
事業者も多くみられる。（電力契約
を再エネへ切り替えなど）

 ランクアップが図れるのではない
かと考え、すぐに再申請を出す事
業者もいる。

ランクアップを図りたいと思う事業者の

取組内容などを確認しつつ、改めて、なぜ
その取り組みを行ったのか確認を取る

フォローアップ



• 調査対象：第1回～第３回まで認証取得した事業者195者
• 調査期間：2021年7月20日～2021年8月24日
• 回収率：61.5％（120者）

貴社・貴団体がY-SDGｓ認証制度を取得しようと思ったきっかけは何ですか。（複数
回答可）（n=120）

77.5%

28.3%

44.2%

26.7%

43.3%

54.2%

3.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

SDGｓに取り組んでいることを広く外部にアピールするため

最上位・上位の認証を取得すると、市の入札や融資制度において

メリットがあるため

SDGｓに取り組むきっかけづくりにしたかったため

他社、他団体が取得している動向を見て、認証を取得するべきと

思ったため

横浜市及びヨコハマSDGsデザインセンターと連携するきっかけに

したかったため

自社・自団体のSDGsへの取組に対して、横浜市からの公的な認

定を取得したかったため

その他

認証取得事業者向けアンケート調査結果



認証を取得して社内外（団体内外）で
変化したことはありますか。（一つだけ
選択）（n=120）

「ある」と回答された方について、どの
ような変化がありましたか。（n=90）

認証取得により、

• SDGsに取り組む企業としての認
知度がアップした

• 対外的に取り組みの説得性が
増した

• 従業員のSDGsへの認識が深
まった

• 取引先や金融機関から声をかけ
られるようになった

• 取材を受けた

などの変化を上げる企業・団体が
多かった。

認証取得事業者向けアンケート調査結果



今後、認証制度にどのようなことを期
待しますか。（自由記述）（n=120）

今後、認証制度に期待することとし
て、

• 認証取得者同士の交流会の実
施

• 認証取得者との事業連携
• 金融機関による金利優遇措置
• SDGｓの取組事例の情報発信
• 自社の取組のＰＲ活動支援

を望む声が多かった。

貴社・貴団体が認証取得したことにつ
いて、どのようにお考えですか。（一つ
だけ選択）（n=120）

認証取得事業者向けアンケート調査結果
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