
 

記者発表資料  
令和４年５月１１日  

報道機関各位 

第２回「北九州ＳＤＧｓ登録制度」登録式を開催します！！ 
 

ＳＤＧｓのトップランナーを目指す本市では、昨今のＥＳＧ投資や脱炭素の潮流を 
踏まえ、ＳＤＧｓの視点を企業経営に取り入れた市内事業者の取組みを「見える化」 
することで、企業の競争力を高め、地域経済の活性化を促進させるため、令和３年 
８月に「北九州ＳＤＧｓ登録制度」を創設しました（※制度概要は別紙１のとおり）。 

このたび新たに、第２次・第３次登録事業者となった２３９事業者を対象に、下記の 
とおり、登録式を開催しますので、ぜひ取材をお願いいたします。 

 

１ 日時 令和４年５月１７日（火） １３時３０分～１５時３０分 

２ 会場 北九州国際会議場 メインホール 

３  対象  北九州 SDGs 登録制度の第２・３次登録事業者（※別紙２のとおり） 

４ 次第 [第１部：１３時３０分～１４時]                                                 
市長挨拶と来賓（北九州商工会議所）のご挨拶の後、出席者の記念撮影   

        [第２部：１４時１５分～１５時 30 分]  

基調講演 ※録画放映 

SDG パートナーズ(有) 代表取締役 CEO 田瀬 和夫 様 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
取材対応について  
  新型コロナ感染拡大防止のため、会場での検温、マスクの着用をお願いします。 
  出席者全員での記念撮影の際、ステージ上から客席側全体を撮影できます。 

 

【登録証】  

<参考> 

【お問合せ】 
北九州市企画調整局地方創生ＳＤＧｓ推進部 
プロジェクト推進担当課長 栗原 
プロジェクト推進担当係長 横山 
ＴＥＬ： (093)582-2302 

第１次登録証交付式（R3.11） 



別紙１ 

「北九州ＳＤＧｓ登録制度」について 

 

１ 北九州ＳＤＧｓ登録制度とは 

ＳＤＧｓの達成に寄与する市内企業・団体を登録し、その取組みを「北九州市ＳＤＧｓ未来都市計画」との 

関連付けを行いながら「見える化」することで、市内企業・団体等のＰＲ及びＳＤＧｓの普及・実践を図る  

制度です。  

２ 対象 

   北九州市内に本社又は支店等を有し、市内で事業活動を行う企業・団体（教育機関、個人事業主を含

む）が対象です。 

３ 登録の要件 

北九州ＳＤＧｓクラブへの加入と、以下の３つの様式に企業等の取組みを記載することが要件となります。 

【様式１】ＳＤＧｓ達成に向けた取組状況（チェックシート） 

「経済・社会・環境」を網羅した１２項目に関連する取組みを記載 

【様式２】ＳＤＧｓ達成に向けた宣言書  

「経済・社会・環境」の三側面で重点的に取り組む内容と数値目標を設定 

【様式３】地域課題への取組み  

「企業等が参画可能な取組一覧」から、参画する取組みを選択 

４ 登録のメリット 

  （１）市 HP 等で自団体の SDGs の取組みを PR できます。

（https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kikaku/324_00016.html） 

（２）取組みの PR により、自団体の認知度・価値が向上し、多様な人材の確保や、ビジネスマッチングに  

よる新たな事業機会の創出などにつながります。 

（３）社会課題の解決を自社の活動と関連づけることで、持続可能な成長・競争力の向上につながります。 

（４）市の総合評価落札方式（工事）における加点や、有利な融資制度などの適用を受けることができます。 

（５）「SDGs 経営サポート」に参加する金融機関から SDGs に関する支援を受けることができます。 

５ 登録の状況 

（１）登録事業者数 

第 1 次登録（R3.11）  219 事業者 ・・・ R3.11 に登録式を開催済み                      

第 2 次登録（R4.2）  154 事業者 

第 3 次登録（R4.5）   85 事業者 

※現在、第 4 次登録の申請を受付中 

（２）業種別内訳（1 次～３次の合計：４５８事業者） 

 

 

建設業 サービス業 製造業 卸売・小売業 金融・保険業 その他 

１２２ １０６ ６１ ４７ ３１ ９１ 

今回開催 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kikaku/324_00016.html


No. 事業者名 業種

1 赤川紙株式会社 卸売業、小売業

2 認定こども園　あけぼの愛育保育園 企業以外

3 アサヒプリテック株式会社　北九州事業所 サービス業（他に分類されないもの）

4 一般社団法人　ANIMAL POLICE 医療、福祉

5 株式会社有薗製作所 製造業

6 株式会社　イコーハウス 建設業

7 株式会社石川鉄工所 製造業

8 市川産業株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

9 株式会社樹 宿泊業、飲食サービス業

10 株式会社　伊藤工業 建設業

11 株式会社インキューブ西鉄 卸売業、小売業

12 有限会社AID 製造業

13 株式会社　ＡＺ保険事務所 金融業、保険業

14 株式会社　エコルにぶや 卸売業、小売業

15 エスケー化研株式会社　北九州営業所 製造業

16 株式会社　MMDS. サービス業（他に分類されないもの）

17 エルアンドアール保険企画有限会社 金融業、保険業

18 株式会社　大田プラント 建設業

19 大林建設　株式会社 建設業

20 株式会社　岡部組 建設業

21 岡本土木株式会社 建設業

22 株式会社奥村組　九州支店 建設業

23 株式会社カトレア 卸売業、小売業

24 株式会社カトレアサックス 卸売業、小売業

25 北九州ウッド株式会社 卸売業、小売業

26 北九州エル・エヌ・ジー株式会社 電気・ガス・熱供給・水道業

27 北九州市廃棄物処理事業 協同組合 生活関連サービス業、娯楽業

28 株式会社　きたせつ 建設業

29 九州清掃事業センター株式会社 生活関連サービス業、娯楽業

30 九州電力送配電株式会社　北九州支社 電気・ガス・熱供給・水道業

31 一般財団法人九州電気保安協会　北九州支部 サービス業（他に分類されないもの）

32 九昭電設工業株式会社 建設業

33 株式会社　九清 建設業

34 株式会社九鉄ビルト 建設業

35 協清株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

36 株式会社グリーンズ 宿泊業、飲食サービス業

37 株式会社クリエイション 建設業

          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （ 登録日：令和４年２月１日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十音順　　

第2次登録事業者一覧

別紙２



No. 事業者名 業種

          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （ 登録日：令和４年２月１日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十音順　　

第2次登録事業者一覧

38 株式会社グローバルマーケット 不動産業、物品賃貸業

39 株式会社クロスボーダーコンサルティング サービス業（他に分類されないもの）

40 株式会社Care Land 医療、福祉

41 光進工業株式会社 建設業

42 光進総建株式会社 建設業

43 光進ホールディングス株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

44 株式会社越治産業 サービス業（他に分類されないもの）

45 株式会社コレクトジャパン 金融業、保険業

46 有限会社　さくら館 医療、福祉

47 株式会社　佐藤技建 建設業

48 山九株式会社　製造・調達部 製造業

49 山光金属株式会社　ひびきリサイクルセンター サービス業（他に分類されないもの）

50 株式会社サンリブ 卸売業、小売業

51 株式会社ＣＬＧ サービス業（他に分類されないもの）

52 株式会社　ジェー・フィルズ 製造業

53 株式会社　常 建設業

54 医療法人　心愛 医療、福祉

55 株式会社　新栄 建設業

56 株式会社しんこう 製造業

57 新日本非破壊検査株式会社 学術研究、専門・技術サービス業

58 新日本熱学株式会社 建設業

59 信和鋼板株式会社 製造業

60 有限会社　水建 建設業

61 株式会社スズキ設計 学術研究、専門・技術サービス業

62 株式会社スターフライヤー 運輸業、郵便業

63 株式会社　寿陽建設 建設業

64 清掃美化協同組合 生活関連サービス業、娯楽業

65 西部沢井薬品株式会社 卸売業、小売業

66 セゾン株式会社 情報通信業

67 有限会社　ゼムケンサービス 建設業

68 創映株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

69 綜合警備保障株式会社　北九州支社 サービス業（他に分類されないもの）

70 大一電設　株式会社 建設業

71 大榮株式会社 建設業

72 ダイキンHVACソリューション九州株式会社　北九州支店 卸売業、小売業

73 株式会社　大商 教育、学習支援業

74 大正伸鐵株式会社 製造業



No. 事業者名 業種

          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （ 登録日：令和４年２月１日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十音順　　
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75 大同建設株式会社 建設業

76 泰平印刷株式会社 製造業

77 株式会社　大弥 電気・ガス・熱供給・水道業

78 株式会社　大和総合建設 建設業

79 大和リース株式会社　北九州支店 建設業

80 武巳建設株式会社 建設業

81 株式会社谷川建設 建設業

82 田村産業株式会社 建設業

83 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 企業以外

84 ディ・ケイ・グループ協同組合 サービス業（他に分類されないもの）

85 株式会社テラ 建設業

86 東宝ホーム株式会社 建設業

87 東洋建設工業株式会社 建設業

88 トータルテック株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

89 株式会社戸畑ターレット工作所 製造業

90 戸畑土建工業株式会社 建設業

91 株式会社　冨倉 建設業

92 トヨタL&F福岡株式会社 卸売業、小売業

93 株式会社ドリス 卸売業、小売業

94 有限会社　中村製作所 建設業

95 西鉄運輸株式会社 運輸業、郵便業

96 西鉄エアサービス　株式会社　北九州空港所 サービス業（他に分類されないもの）

97 西鉄観光バス株式会社 運輸業、郵便業

98 株式会社西鉄グリーン土木　北九州営業所 サービス業（他に分類されないもの）

99 西鉄ウェルネス株式会社 生活関連サービス業、娯楽業

100 株式会社西鉄チケットサービス サービス業（他に分類されないもの）

101 西鉄電設工業株式会社　北九州営業所 建設業

102 西鉄不動産株式会社 不動産業、物品賃貸業

103 西日本海運株式会社 運輸業、郵便業

104 西日本ビルサービス株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

105 株式会社西日本メタル 製造業

106 日鉄環境エネルギーソリューション株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

107 日本資源流通株式会社 卸売業、小売業

108 有限会社　野田電気 電気・ガス・熱供給・水道業

109 株式会社野原商会 サービス業（他に分類されないもの）

110 ハーベストネクスト株式会社　北九州営業所　 宿泊業、飲食サービス業

111 株式会社ハーモニープラス 金融業、保険業



No. 事業者名 業種

          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （ 登録日：令和４年２月１日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十音順　　

第2次登録事業者一覧

112 博新建設株式会社 建設業

113 株式会社HACOTAS サービス業（他に分類されないもの）

114 飯銅建設株式会社 建設業

115 響灘菜園株式会社 農業、林業

116 株式会社　ヒューマン・クリエイト 複合サービス事業

117 株式会社　ヒロ・コーポレーション サービス業（他に分類されないもの）

118 株式会社広吉環境開発 サービス業（他に分類されないもの）

119 株式会社福岡銀行　北九州本部 金融業、保険業

120 株式会社　フクデン 建設業

121 株式会社フジコー 製造業

122 有限会社　藤原組 サービス業（他に分類されないもの）

123 株式会社　プラスアド 複合サービス事業

124 株式会社ベストワーク運輸 運輸業、郵便業

125 ポストアンドポスト株式会社　ポスポスマルシェチャチャタウン小倉店 卸売業、小売業

126 株式会社　本多設備工業 建設業

127 マーク建設株式会社 建設業

128 株式会社松尾組 建設業

129 松田建設工業株式会社 建設業

130 丸井環境有限会社 サービス業（他に分類されないもの）

131 株式会社丸信　北九州営業所 製造業

132 株式会社丸勢運輸 運輸業、郵便業

133 丸西興産株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

134 丸西商事有限会社 医療、福祉

135 丸八商事株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

136 株式会社ミクニ 不動産業、物品賃貸業

137 株式会社水野文化園 建設業

138 株式会社三井住友銀行　北九州法人営業部 金融業、保険業

139 株式会社三吉 建設業

140 みらい建設工業株式会社北九州営業所 建設業

141 公益社団法人　無人機研究開発機構 企業以外

142 有限会社　本屋敷建設 建設業

143 株式会社ヤマックス 運輸業、郵便業

144 株式会社　山本建設 建設業

145 吉浦海運株式会社 建設業

146 株式会社　𠮷田工務店 建設業

147 ヨシミ工産株式会社 製造業

148 ライフパートナー　株式会社 金融業、保険業



No. 事業者名 業種
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149 株式会社ラック 情報通信業

150 リコージャパン株式会社　小倉事業所 卸売業、小売業

151 株式会社　LOBJET サービス業（他に分類されないもの）

152 有限会社　わいど保険 金融業、保険業

153 株式会社若港 建設業

154 若築建設株式会社　北九州営業所 建設業

以上、15４事業者



No. 事業者名 業種

1 Ｉｃｓｅ株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

2 株式会社　旭技研設計コンサルタント 学術研究、専門・技術サービス業

3 株式会社　粟本組 電気・ガス・熱供給・水道業

4 株式会社　池田冷熱工業 建設業

5 石橋開発株式会社 学術研究、専門・技術サービス業

6 株式会社 イデアルライフ 金融業、保険業

7 株式会社　イマナガ サービス業（他に分類されないもの）

8 イルチブレインヨガ小倉スタジオ株式会社DAHN WORLD JAPAN サービス業（他に分類されないもの）

9 Win cube株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

10 一般社団法人　UBUNTU　FSプロモーション 企業以外

11 em株式会社 卸売業、小売業

12 加来不動産株式会社 不動産業、物品賃貸業

13 勝山自動車株式会社 運輸業、郵便業

14 株式会社　カネコ　九州営業所 製造業

15 河建工業株式会社 建設業

16 寒川商事株式会社 卸売業、小売業

17 関門製糖株式会社 製造業

18 北九州小文字ライオンズクラブ 企業以外

19 一般社団法人　北九州市建設コンサルタント協会 企業以外

20 木村工業株式会社 建設業

21 九州金澤運輸株式会社 運輸業、郵便業

22 株式会社  九州測量設計              学術研究、専門・技術サービス業

23 有限会社　九州マグロ 卸売業、小売業

24 株式会社　共栄通信 建設業

25 極東ファディ株式会社 卸売業、小売業

26 株式会社クアンド 情報通信業

27 クラウン製パン株式会社 製造業

28 ＫＨファシリテック株式会社 製造業

29 社会福祉法人健美会 医療、福祉

30 光洋金属工業株式会社 製造業

31 株式会社　古島 建設業

32 株式会社小林組 建設業

33 株式会社コンピュータサイエンス研究所 情報通信業

34 西部ガス株式会社（北九州地区） 電気・ガス・熱供給・水道業

35 阪本印刷株式会社 製造業

36 株式会社 座小田電気 建設業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（登録日：令和４年５月１日）　　　　　　　　　　　　　　　（五十音順）

第3次登録事業者一覧
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37 株式会社　GLC 金融業、保険業

38 株式会社JR小倉シティ 不動産業、物品賃貸業

39 株式会社　シビルコンサルタント 学術研究、専門・技術サービス業

40 株式会社　正栄電設工業 建設業

41 菅原産業株式会社　菅原自動車整備工場 サービス業（他に分類されないもの）

42 株式会社　スワシタ 建設業

43 株式会社セイエイ 卸売業、小売業

44 株式会社総和 金融業、保険業

45 第一交通産業株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

46 株式会社　大幸組 建設業

47 株式会社大興設備工業 建設業

48 株式会社　泰平住建 建設業

49 たけくに建設株式会社 建設業

50 株式会社　千葉工務店 建設業

51 中央橘設計株式会社 学術研究、専門・技術サービス業

52 津上産業株式会社 建設業

53 有限会社　ティー・エム商事 卸売業、小売業

54 デージープラニング株式会社 卸売業、小売業

55 株式会社　テラシステム 情報通信業

56 東亜非破壊検査株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

57 東洋精工株式会社 製造業

58 株式会社東洋ビルド 建設業

59 トニー株式会社 建設業

60 トヨタカローラ福岡株式会社 卸売業、小売業

61 有限会社ドリームコーポレーション 運輸業、郵便業

62 株式会社西原商事ホールディングス サービス業（他に分類されないもの）

63 株式会社日専連ベネフル サービス業（他に分類されないもの）

64 株式会社日本旅行　北九州支店 サービス業（他に分類されないもの）

65 株式会社Next･Innovation 不動産業、物品賃貸業

66 株式会社直方建機 サービス業（他に分類されないもの）

67 花山建設株式会社 建設業

68 株式会社Pivot 建設業

69 株式会社　BIGBORN 建設業

70 ピュアエナジー株式会社 卸売業、小売業

71 株式会社フイルドサイエンス 製造業

72 有限会社フラッグス 卸売業、小売業
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73 医療法人宝歯会 企業以外

74 POSCO Japan PC株式会社 製造業

75 三井住友ファイナンス＆リース株式会社　北九州営業部 金融業、保険業

76 株式会社　宮崎組 建設業

77 株式会社明和テクノス 建設業

78 monobank 小倉店 サービス業（他に分類されないもの）

79 社会福祉法人もやい聖友会 企業以外

80 株式会社　安井組 建設業

81 株式会社ゆめマート北九州 卸売業、小売業

82 吉川工業株式会社 製造業

83 亮誠建設株式会社 建設業

84 株式会社ワールドテクノ九州 建設業

85 株式会社　若松建設 建設業

以上、８５事業者


