
登録企業・団体に対する支援メニュー一覧 令和４年１０月２５日現在

分野 支援メニュー名 内容 料金 担当窓口
（電話番号・メールアドレス等）

法人向けSDGs評価サービス
『Sustainale Scale Index
（SSIndex）』

企業のSDGsへの取組みについて棚卸しを行い、自社の強
みや弱み、取組状況を相対的（業種・地域）に可視化
し、優先課題を把握するサービス

有料

事業承継・M＆Aサポート

事業承継やM＆Aニーズへ対するソリューション提供、
FFGのM＆A専門子会社「FFG Succession」と連携したサ
ポート
※上記一部有料

有料

資金調達サポート
各種サステナブルファイナンスのご提案（グリーンロー
ン、サステナビリティリンクローン 等）
※案件組成の難易度等で一部手数料あり

無料

NCB SDGs応援ローン

・SDGsへの取組みをサポートする融資商品
・SDGsへの取組状況を専用のチェックシートで把握し還
元
・「SDGs宣言書」の作成を支援し、当行のホームページ
に掲載するなどPRを支援
・運転資金及び設備資金に利用可能

有料

西日本シティ銀行
営業企画部
担当：山根
092-476-2561

SDGs私募債（寄付型）

・企業のSDGsの取組みに資することを目的とする私募債
・発行企業のSDGsに対する取組みを九州経済調査協会が
評価し、当行が認定書を交付
・地域の学校等に寄付する「つなぐココロ」と福岡県
フードバンク協議会に寄付する「希望の環」の2商品が
提案可能

有料

西日本シティ銀行
法人ソリューション部
担当：村上
092-476-2741

SDGs私募債（CSR）
・CSR活動に関する国・自治体もしくは第三者からの表
彰・認証・認定を受けた企業に発行する私募債

有料

西日本シティ銀行
法人ソリューション部
担当：村上
092-476-2741

ポジティブ・インパクト・
ファイナンス

・企業のインパクト分析を九州経済調査協会が行い、良
いインパクトを伸ばし、悪いインパクトを抑える取組み
を当行が支援する融資商品
・運転資金及び設備資金に利用可能

有料

西日本シティ銀行
法人ソリューション部
担当：村上
092-476-2741

SDGs取組支援コンサルティン
グ

・現状の取組状況分析
・アクションプランの策定支援

有料

西日本シティ銀行
法人ソリューション部
担当：井上（喜文）
092-476-2741

SDGs事業アイデア発想塾
・SDGsや地方創生に資するビジネスアイデアの創出や社
会課題解決への貢献を目指す企業をサポートするワーク
ショップ型のコンサルティング

有料

西日本シティ銀行
広報文化部
担当：相良
092-461-1869

連携しているコンサルティン
グ会社等の紹介

・事業承継支援
・BCP作成支援
例）中学校区単位など地域の医療介護施設のBCP作成支
援

無料

西日本シティ銀行
法人ソリューション部
担当：渡邉
092-476-2741

ひびしん経営サポート
相談対応して、連携先をご紹介します。
連携先のサービスは有料となります。

無料 福岡ひびき信用金庫 各支店

―
専担部署による九州北部しんきん事業継承ネットワーク
を通じた支援、個別対応支援

有料
大牟田柳川信用金庫　業務部
0944-53-3330

― 外部専門機関と連携した事業継承支援 有料
飯塚信用金庫　審査部
0948-22-0404

SDGs診断ツール
業種ごとの質問項目に回答することで、SDGsの取組み目
標の設定が可能。その後のPDCAにも活用できるメニュー

無料

SDGs各種セミナー
カードゲームを活用しSDGsの本質や取り組み意義を「楽
しんでいただきながら」ご理解いただく等をご用意、ご
相談のうえ内容を検討

無料

簡単・早わかりBCP策定シート BCPのエッセンスを大掴みに押さえた簡易シート 無料

BCP簡単ナビ
実際の中小企業経営者のニーズを把握しながら、最短10
分でBCP策定ができるWEBサービス

無料

災害体験AR
スマホのカメラ機能を通じて、水害や土砂災害の被害想
定を可視化できるアプリ。従業員の防災意識向上や防災
訓練に活用

無料
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福岡銀行 本店・各支店

東京海上日動火災保険
福岡中央支店金融公務室
担当：後藤
092-281-8344
atsushi.gotou2@tmnf.jp

経営相談
SDGsに取り組む中小企業を対象に、経営指導員や中小企
業診断士等の専門家が各種経営相談に対応

最寄りの商工会・商工会議所

県内商工会
http://www2.shokokai.ne.jp/shokokai/s
hokokai_list.html

県内商工会議所
https://www.fukunet.or.jp/about/kenre
n/

無料



分野 支援メニュー名 内容 料金 担当窓口
（電話番号・メールアドレス等）

SDGs経営支援

SDGsの基本的な理解から企業経営に取り込むための社内
勉強会を取組みレベルに応じて提供します。また、SDGs
目標設定のためのワークショップを個別支援することも
可能です。

無料

SDGs診断ツール
質問項目に回答いただくことで、SDGs達成への目標が８
つの視点で見える化でき、攻めのSDGs達成に繋がりま
す。

無料

事業継続計画(BCP)策定支援

ハザード別のリスク分析やBCP雛形提供、コンサル、セ
ミナーの開催
・グループ会社：MS＆ADインターリスク総研と連携した
支援です
・支援内容によって有料となります

無料

事業承継アドバイス
親族内承継、親族外承継（Ｍ＆Ａ含む）に関するアドバ
イス提供

無料

サイバーリスク対策支援

標的型メール訓練や態勢診断等の支援
・グループ会社：MS＆ADインターリスク総研と連携した
支援です
・支援内容によって有料となります

無料

※内容や条件の詳細については、各担当窓口にご確認ください。

※この支援メニュー一覧は随時更新します。
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三井住友海上火災保険
福岡支店法人営業第三課
担当：矢津田
092-722-6087
y-yatsuda@ms-ins.com



登録企業・団体に対する支援メニュー一覧 令和４年１０月２５日現在

分野 支援メニュー名 内容 料金 担当窓口
（電話番号・メールアドレス等）

人材紹介サポート
ビジネスマッチング支援
※成約の場合マッチング手数料あり

有料

労働生産性向上支援
事業者の労働生産性向上にむけたデジタル化支援コンサ
ルティング、EASYBIZ・こうふりネット・FFGカード等各
種デジタル化支援のご提供

有料

人材育成・各種研修支援
社内勉強会・ワークショップ、SDGs関連セミナーの開催
等

有料

次世代ワークスタイル応援私
募債「ミライへの路」

・企業の働き方改革の取組みを支援する伴走支援型の私
募債
・福岡県社会保険労務士会と連携して、発行企業の働き
方改革の取組みに関する達成目標の設定を支援
・発行企業は働き方改革宣言書の交付を受けて、対外的
に公表することでPR効果が期待できる

有料

西日本シティ銀行
法人ソリューション部
担当：村上
092-476-2741

連携しているコンサルティン
グ会社等の紹介

・働き方改革に向けた取組み（介護離職防止、総労働時
間の制限、婦人科健診、産業医体制の整備）などのアク
ションプラン策定、コンサルティング支援

無料

西日本シティ銀行
法人ソリューション部
担当：藤井
092-476-2741

セミナー/コンサルティング等
・働き方改革支援（労働条件の見直し、ハラスメント対
策等）

有料

NCBリサーチ＆コンサルティング
事業コンサル部
担当：谷口
092-282-2662

人材紹介 ・経営者層を含む高度人材等の紹介 有料

NCBリサーチ＆コンサルティング
人材紹介事業部
担当：鞍垣
092-282-2662

各種研修・セミナー ・接遇等のマナーから人材育成まで幅広く支援 有料

NCBリサーチ＆コンサルティング
研修事業部
吉田
（092-282-2662）

ひびしん経営サポート
相談対応して、連携先をご紹介します。
連携先のサービスは有料となります。

無料 福岡ひびき信用金庫 各支店

― 外部専門家・外部機関等を連携した人材サービス支援 有料
大牟田柳川信用金庫　業務部
0944-53-3330

― 外部専門機関と連携した人材採用及び副業人材活用支援 有料
飯塚信用金庫　審査部
0948-22-0404

健康経営優良法人
（中小規模法人部門）の認定
支援

経済産業省の「健康経営優良法人（中小企業法人部
門）」の認定取得をサポート

有料
無料

労働安全衛生・労働災害防止
DVDライブラリー

労働安全衛生・労働災害防止をテーマにしたDVDの貸出 無料

メンタルヘルス・ハラスメン
トセミナーやツールの提供

セミナーの他、経営支援サービス、Web学習支援サービ
ス、ストレスチェック等を提供

有料

通勤車両管理LITE
従業員のマイカー通勤車両の管理業務をサポートする
ツール

無料

仕事と介護の両立支援セミ
ナー

企業の中核を担う世代の仕事と介護の両立をサポート
し、介護離職とそれに伴う労働生産性を防ぐために誕生
したサービス

有料
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福岡銀行　本店・各支店

東京海上日動火災保険
福岡中央支店金融公務室
担当：後藤
092-281-8344
atsushi.gotou2@tmnf.jp

最寄りの商工会・商工会議所

県内商工会
http://www2.shokokai.ne.jp/shokokai/s
hokokai_list.html

県内商工会議所
https://www.fukunet.or.jp/about/kenre
n/

経営相談
SDGsに取り組む中小企業を対象に、経営指導員や中小企
業診断士等の専門家が各種経営相談に対応

無料



分野 支援メニュー名 内容 料金 担当窓口
（電話番号・メールアドレス等）

人事労務・働き方改革支援
各種法改正対応、就業規則・賃金制度など人事諸制度に
関するアドバイスを提供

無料

労働安全衛生

現状把握・分析やソリューション、ヒューマンエラー対
策など
・グループ会社：MS＆ADインターリスク総研と連携した
支援です
・支援内容によって有料となります

無料

健康経営
企業内勉強会や個別アドバイスなどを支援します。ま
た、経済産業省の「健康経営優良法人」の認定取得の支
援も可能です。

無料

ハラスメント対策 ハラスメント防止規程の整備、ハラスメント研修の支援 無料

健康管理支援アプリの提供 健康管理支援アプリ「ココカラダイアリー」の提供 無料

人財育成支援
「マネジメント研修」「人事考課者訓練」「コーチン
グ」「マナー・接遇」など階層別研修の支援

無料

苦情対応 苦情対応研修の支援 無料

仕事と介護の両立
介護離職の防止、生産性の向上のための社内勉強会を支
援

無料

雇用関連助成金診断サービス Webによる雇用関連助成金の診断サービスを提供 無料

人的資本経営

よろず相談から人的資本経営・情報開示の進め方のコン
サルティングや、企業内勉強会の実施
・グループ会社：MS＆ADインターリスク総研と連携した
支援です

有料

※内容や条件の詳細については、各担当窓口にご確認ください。

※この支援メニュー一覧は随時更新します。
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三井住友海上火災保険
福岡支店法人営業第三課
担当：矢津田
092-722-6087
y-yatsuda@ms-ins.com



登録企業・団体に対する支援メニュー一覧 令和４年１０月２５日現在

分野 支援メニュー名 内容 料金 担当窓口
（電話番号・メールアドレス等）

販路拡大・受注拡大
ビジネスマッチング支援
※マッチング成約の場合一部有料

無料

補助金サポート
省エネ・再エネ設備の導入にあたる各行政の補助金・利
子補給サポート

無料

連携しているコンサルティン
グ会社等の紹介

・省力化、生産性向上等の支援 無料

西日本シティ銀行
法人ソリューション部
担当：渡邉
092-476-2741

NCBオープンアクセラレーター
＠福岡2022

・地域中核企業と全国スタートアップをマッチングさ
せ、地域中核企業が目指す新規事業を創出するプログラ
ム。事業創出のみならず、伴走支援・資金調達など新規
事業創出に必要な機能を備えたプログラム

有料

西日本シティ銀行
法人ソリューション部
担当：伊藤
092-476-2741

コンサルティング ・外部連携先と協業した生産性向上に向けた支援 有料

NCBリサーチ＆コンサルティング
事業コンサル部
担当：谷口
092-282-2662

ひびしん経営サポート 開放特許の活用など連携先ご紹介します。 無料 福岡ひびき信用金庫　各支店

ひびしん経営サポート
商談会、全国信用金庫のネットワークを活用した販路拡
大支援を行います。
商談会出展料は有料となります。

無料 福岡ひびき信用金庫　各支店

ひびしん経営サポート
相談をお聞きして、融資、公的支援などをご案内しま
す。
保証料などがかかる場合もあります。

無料 福岡ひびき信用金庫　各支店

ひびしん経営サポート
相談対応して、連携先をご紹介します。
連携先のサービスは有料となります。

無料 福岡ひびき信用金庫　各支店

おんしんサポートチーム

専門チームによる総合的支援
一部のサービスは有料の場合あり
・SDGsへの取組を行う企業に対しては、販路拡大・ビジ
ネスマッチング・生産性向上・M＆Aや事業継承を含め、
企業が抱える問題解決を特に手厚く行います。

無料

遠賀信用金庫
営業本部　法人営業課
093-281-1505
houjin@onshin.com

― 知的財産マッチング支援（開放特許支援） 有料
大牟田柳川信用金庫　業務部
0944-53-3330

―
外部専門家・外部機関等と連携した販路開拓・受注拡大
支援

有料
大牟田柳川信用金庫　業務部
0944-53-3331

―
・クラウドファンディング支援
・外部専門支援機関と連携した補助金・助成金サポート
支援

有料
大牟田柳川信用金庫　業務部
0944-53-3332

―
しんきん合同商談会をはじめ業界連携によるビジネス
マッチング支援

有料
大牟田柳川信用金庫　業務部
0944-53-3333

― 外部機関等と連携したDX等支援 有料
大牟田柳川信用金庫　業務部
0944-53-3334

―
しんきん合同商談会をはじめ業界連携によるビジネス
マッチング支援

有料
飯塚信用金庫　業務部
0948-22-3090

海外展開サポート
海外各国のリスク情報ご提供から、拠点展開に伴う各種
支援サービスをご用意

無料

Tokio Cyber Port
サイバー攻撃やサイバーセキュリティの情報をいち早く
届けられる専用サイト。会員登録いただくとトラブル時
の電話相談などのサービス利用可能

無料

助成金・補助金診断システム
Web上で簡単な質問に回答すると、受給できる可能性が
高い助成金を無料で診断し、概算の受給可能額を算出

無料

ビジネスマッチング
中小企業基盤整備機構が運営する「J-GoodTech」登録時
に当社推薦を付与（諸条件あり）

無料

生産性向上 労働時間短縮に関するアドバイスなど 無料

品質管理

製品安全研修等の各種サービスを提供
・グループ会社：MS＆ADインターリスク総研と連携した
支援です
・支援内容によって有料となります

無料

※内容や条件の詳細については、各担当窓口にご確認ください。

※この支援メニュー一覧は随時更新します。

最寄りの商工会・商工会議所

県内商工会
http://www2.shokokai.ne.jp/shokokai/s
hokokai_list.html

県内商工会議所
https://www.fukunet.or.jp/about/kenre
n/

福岡銀行　本店・各支店

東京海上日動火災保険
福岡中央支店金融公務室
担当：後藤
092-281-8344
atsushi.gotou2@tmnf.jp

三井住友海上火災保険
福岡支店法人営業第三課
担当：矢津田
092-722-6087
y-yatsuda@ms-ins.com
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経営相談
SDGsに取り組む中小企業を対象に、経営指導員や中小企
業診断士等の専門家が各種経営相談に対応

無料



登録企業・団体に対する支援メニュー一覧 令和４年１０月２５日現在

分野 支援メニュー名 内容 料金 担当窓口
（電話番号・メールアドレス等）

脱炭素・省エネルギーサポー
ト

ビジネスマッチング支援（CO2排出量測定 等）
※マッチング成約の場合一部有料

無料 福岡銀行　本店・各支店

SDGs私募債（環境）
・環境格付により「B」格以上の判定を受けた企業、ま
たは当行が環境に配慮した企業と判断した企業に発行

有料

西日本シティ銀行
法人ソリューション部
担当：村上
092-476-2741

サステナビリティ・リンク・
ローン

・企業が自社のSDGs/ESG戦略に基づく目標（CO2排出量
削減等）を定め、その達成度合いに応じてインセンティ
ブを提供する融資商品
・国際的なガイドライン等への準拠性および目標の妥当
性について、外部機関からのセカンドオピニオンを取得

有料

西日本シティ銀行
法人ソリューション部
担当：村上
092-476-2741

連携しているコンサルティン
グ会社等の紹介

・省エネ、脱炭素（CO2排出量の測定から削減まで）等
の支援

無料

西日本シティ銀行
法人ソリューション部
担当：渡邉
092-476-2741

LEDレンタル ・病院、工場等への省エネ取組みの支援 有料

ケイ・エル・アイ
（九州リースサービス関連会社）
レンタル営業部
担当：相川
092-477-1566

PPAサービス
・外部企業と連携したPPAサービス（初期投資費用不要
で、太陽光発電設備を設置し、電気料金とCO2排出を削
減するサービス）の提供

有料

九州リースサービス
営業企画部
担当：永川
092-431-3442

ESGリース ・環境配慮型の設備投資取組み時の補助金活用の支援 有料

九州リースサービス
営業企画部
担当：永川
092-431-3442

ひびしん経営サポート
相談対応して、連携先を紹介します。
連携先のサービスは有料となります。

無料 福岡ひびき信用金庫 各支店

GXはじめてガイド
国際的な潮流から国内の中小企業を取り巻く環境、GXに
取り組むメリットについて、先行企業の取組事例も交え
ながらご案内

無料

東京海上日動火災保険
福岡中央支店金融公務室
担当：後藤
092-281-8344
atsushi.gotou2@tmnf.jp

脱炭素取組支援

よろず相談からＣＯ２排出量簡易算定や個別アドバイス
等、各種サービスを提供
・グループ会社：MS＆ADインターリスク総研と連携した
支援です
・支援内容によって有料となります

無料

エネルギー関連コンサルティ
ング

省エネ設備導入、再エネ調達に関するコンサルティング
を実施
・グループ会社：MS＆ADインターリスク総研と連携した
支援です

有料

生物多様性関連

よろず相談から企業緑地ポテンシャル評価、生物多様性
配慮企業緑地支援コンサルティング
・グループ会社：MS＆ADインターリスク総研と連携した
支援です

有料

※内容や条件の詳細については、各担当窓口にご確認ください。

※この支援メニュー一覧は随時更新します。

最寄りの商工会・商工会議所

県内商工会
http://www2.shokokai.ne.jp/shokokai/s
hokokai_list.html

県内商工会議所
https://www.fukunet.or.jp/about/kenre
n/

環
境
関
連

三井住友海上火災保険
福岡支店法人営業第三課
担当：矢津田
092-722-6087
y-yatsuda@ms-ins.com

経営相談
SDGsに取り組む中小企業を対象に、経営指導員や中小企
業診断士等の専門家が各種経営相談に対応

無料



登録企業・団体に対する支援メニュー一覧 令和４年１０月２５日現在

分野 支援メニュー名 内容 料金 担当窓口
（電話番号・メールアドレス等）

「SDGs fukuoka」
（SDGs企業紹介サイト）

SDGsに取組む福岡県内企業を対象に、自社の取り組みや
先進事例を当所特設HP上で紹介し、企業価値の向上とビ
ジネスチャンスの拡大を支援。
https://fukuoka-sdgs.jp/

無料

福岡商工会議所
産業振興部 産業振興グループ
092-441-1119
fkkeizai@fukunet.or.jp

各種セミナー（従業員向け）
資産形成セミナー、ライフプラン設計、退職後セカンド
ライフの資産運用

無料

個別相談会（従業員向け） ローン借換相談、資産形成個別相談、生命保険証券分析 無料

ESG関連投資商品の紹介（仲
介）

・SDGs関連金融商品の紹介 有料

西日本シティTT証券
営業統括部
担当：大橋
092-707-3001

ビジネスマッチング 個別にご相談
有料
無料

個別支援 各種課題に関する個別支援が可能
有料
無料

取組みの見える化／他社との
交流の場を提供

SDGs取組みを外部へ発信できるプラットフォーム
「Platform Clover」で登録企業の活動の見える化を支
援します。また、本プラットフォームでは、他社の事例
検索が可能、かつ、プラットフォーム登録企業同士の交
流を支援します。

無料

自然災害対策

リスクサーベイや、予想最大損害額の算出等のサービス
を提供
・グループ会社：MS＆ADインターリスク総研と連携した
支援です

無料

交通事故防止

企業内の安全運転講習会や、事故惹起者向け講習、
ｅラーニング、運転適正診断等のサービスを提供
・グループ会社：MS＆ADインターリスク総研と連携した
支援です

無料

※内容や条件の詳細については、各担当窓口にご確認ください。

※この支援メニュー一覧は随時更新します。

福岡銀行　本店・各支店

東京海上日動火災保険
福岡中央支店金融公務室
担当：後藤
092-281-8344
atsushi.gotou2@tmnf.jp

そ
の
他

三井住友海上火災保険
福岡支店法人営業第三課
担当：矢津田
092-722-6087
y-yatsuda@ms-ins.com


