
 

記者発表資料  

令和 3年１１月１０日  

報道機関各位 

「北九州ＳＤＧｓ登録制度」 

第１次登録 ２１９事業者が決定！！ 
 

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。 

このたび、第１次登録事業者となる２１９事業者が決定し、登録証交付式を
今月１６日に開催しますので、お知らせいたします。 
 

１ 制 度 名 北九州ＳＤＧｓ登録制度 

２ 対  象 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・法人 

３ 第１次登録について 

（１）登録事業者数 ２１９ 
（申請期間：令和 3年 9月 1日～30日 登録日：同年 11月 1日） 

【業種別内訳】 
サービス 建設 製造 卸売・小売 金融・保険 その他 
５０ ４４ ３６ ２２ １９ ４８ 

（２）登録証交付式の開催 
登録事業者に登録証を交付するとともに、当該制度をＰＲするた
め、交付式を開催します。（※ 式次第は別紙参照） 

【日時】 令和 3年１１月１６日（火） 13時半から 2時間程度 
【会場】 北九州国際会議場 メインホール 

 
取材対応について  
 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、会場受付での検温、会場内で
のマスク等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。 
 
４ 第２次以降の登録について 

10月以降も継続して申請を受け付け、3カ月ごとに締め切り、その都度
登録を行います。 

 

 

 

 
（※ 以降同様） 

【例】 受 付 登 録 

第２次 
令和 3年 
10月～12月 

令和 4年 2月 

第３次 
令和４年 

1月～3月 
令和 4年 5月 

【お問合せ】 

北九州市企画調整局ＳＤＧｓ推進室 

   ［次長］栗原  ［係長］三角 

   ＴＥＬ： (093)582-2302 



北九州ＳＤＧｓ登録制度 第１次登録証交付式 

次  第 

 

日 時： 令和３年１１月１６日（火） １３：３０～ 
会 場： 北九州国際会議場 メインホール 

 

 

 
１ 開 式 

 
 
２ 市長挨拶 
北九州市長   北橋 健治 

 
 
３ 来賓挨拶 
一般社団法人 北九州銀行協会 代表理事会長  藤野 啓介 様 
 
内閣府地方創生推進室 参事官   北廣 雅之 様（※映像放映） 

 
 
４ 制度概要の説明 

 
 
５ 記念撮影（全体写真） 

 
 

（休憩： １４：００～１４：１５頃） 
 
 
６ 基調講演 （※映像放映） 
ＳＤＧパートナーズ有限会社 代表取締役CEO   田瀬 和夫 様 

 
 
７ 閉 式 （１５：３０頃） 



（五十音順）

No. 事業者名 業種

1 株式会社アイ・ダヴリュー・エイ・ツアー　北九州支店 サービス業（他に分類されないもの）

2 株式会社　アクティブ・ライフ・サポート 複合サービス事業

3 株式会社アステック入江 製造業

4 株式会社あひるコンサルティング 金融業、保険業

5 有限会社アリタサービス サービス業（他に分類されないもの）

6 株式会社EVモーターズ・ジャパン 分類不能の産業

7 株式会社　池間組 建設業

8 株式会社イシザカ工業 建設業

9 異島電設株式会社 建設業

10 株式会社　井筒屋 卸売業、小売業

11 株式会社インシュアランスバンク 金融業、保険業

12 上田建設工業株式会社 建設業

13 株式会社ウエルクリエイト サービス業（他に分類されないもの）

14 ウォータースタンド株式会社 生活関連サービス業、娯楽業

15 魚町商店街振興組合 サービス業（他に分類されないもの）

16 株式会社ウチヤマホールディングス サービス業（他に分類されないもの）

17 宇野紙器工業株式会社 製造業

18 有限会社　ＡＭＳ－２１ サービス業（他に分類されないもの）

19 永和工業　株式会社 建設業

20 ＡＧＣエスアイテック株式会社 製造業

21 株式会社エコウッド 製造業

22 株式会社エコマテリアル 製造業

23 株式会社　エックス都市研究所 学術研究、専門・技術サービス業

24 株式会社NHCヘルスケア 卸売業、小売業

25 株式会社NTTドコモ　九州支社　北九州支店 情報通信業

26 西日本電信電話株式会社　北九州支店 情報通信業

27 株式会社M・R・T　 サービス業（他に分類されないもの）

28 オーエーセンター株式会社 卸売業、小売業

29 岡﨑建工株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

30 株式会社　オニクス 建設業

31 株式会社オフィス敷田 分類不能の産業

32 一般社団法人　おもやいファーム 農業、林業

33 株式会社ガーマンドシステム 情報通信業

34 株式会社　加来文機 卸売業、小売業

35 神楽フィースト株式会社 製造業

36 佳秀工業株式会社 製造業

37 有限会社カヌースクール九州 サービス業（他に分類されないもの）

北九州SDGｓ登録制度　第１次登録事業者一覧



（五十音順）

No. 事業者名 業種
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38 神野建設株式会社 建設業

39 川本建設工業株式会社 建設業

40 環境テクノス株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

41 株式会社　光タクシー サービス業（他に分類されないもの）

42 医療法人かん養生クリニック 医療、福祉

43 岸川商事株式会社 卸売業、小売業

44 北九州市公営競技局 公務

45 北九西鉄タクシー株式会社 運輸業、郵便業

46 九州運輸建設株式会社 運輸業、郵便業

47 九州化学工業株式会社　戸畑工場 製造業

48 九州機電株式会社 卸売業、小売業

49 学校法人　九州国際大学 企業以外

50 九州製紙株式会社　北九州工場 製造業

51 株式会社九州造園 建設業

52 九州総合建設株式会社 建設業

53 九州ヂャニターサービス株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

54 九州電力株式会社　北九州支店 電気・ガス・熱供給・水道業

55 九州電力株式会社　新小倉発電所 電気・ガス・熱供給・水道業

56 九州日本信販株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

57 九州防災メンテナンス株式会社 建設業

58 九州メタル産業株式会社 製造業

59 株式会社キューセン 製造業

60 九鉄工業株式会社 建設業

61 株式会社　九電工　北九州支店 建設業

62 九和設計株式会社 学術研究、専門・技術サービス業

63 株式会社　共伸建設 建設業

64 株式会社ギラヴァンツ北九州 サービス業（他に分類されないもの）

65 株式会社クリーンセンター サービス業（他に分類されないもの）

66 クレスト　有限会社 金融業、保険業

67 社会福祉法人　桑の実会 企業以外

68 株式会社　ケイ・イー・エス 建設業

69 計測検査　株式会社 学術研究、専門・技術サービス業

70 光和精鉱株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

71 コーアツ工業株式会社　北九州営業所 建設業

72 コ－エ－株式会社 卸売業、小売業

73 株式会社　小倉縞縞 卸売業、小売業

74 株式会社　吾水総合コンサルタント 学術研究、専門・技術サービス業



（五十音順）

No. 事業者名 業種
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75 コスモ海洋株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

76 株式会社　ゴトウ 医療、福祉

77 古民家蘇生工房 建設業

78 コンクリートテストサービス株式会社 運輸業、郵便業

79 株式会社近藤海事 分類不能の産業

80 株式会社ザザホラヤ 卸売業、小売業

81 特定非営利活動法人里山を考える会 企業以外

82 株式会社サニーライフ サービス業（他に分類されないもの）

83 株式会社　さわやか倶楽部 医療、福祉

84 山九株式会社　北九州支店 運輸業、郵便業

85 株式会社サンキュードラッグ 卸売業、小売業

86 株式会社ジーエー・タップ サービス業（他に分類されないもの）

87 JR九州ステーションホテル小倉株式会社 宿泊業、飲食サービス業

88 株式会社　ジェネック 運輸業、郵便業

89 株式会社　志道⼯務店 建設業

90 株式会社シスコム 情報通信業

91 株式会社　清水建築工業 建設業

92 下川都市企画株式会社 建設業

93 シャボン玉石けん株式会社 製造業

94 株式会社ジャム 情報通信業

95 株式会社正真 建設業

96 医療法人しょうわ会 企業以外

97 白石鉄工株式会社 製造業

98 株式会社　白海 建設業

99 新川電機株式会社　北九州支店 卸売業、小売業

100 新ケミカル商事株式会社 卸売業、小売業

101 株式会社　進州電気 建設業

102 株式会社　信頼 金融業、保険業

103 株式会社　新菱 製造業

104 親和スチール株式会社 製造業

105 株式会社資さん 宿泊業、飲食サービス業

106 株式会社スピナ 不動産業、物品賃貸業

107 住友生命保険相互会社  北九州支社 金融業、保険業

108 セイコーエプソン株式会社　北九州オフィス 製造業

109 株式会社ゼンリンプリンテックス 製造業

110 株式会社ソルネット 情報通信業

111 損害保険ジャパン株式会社 金融業、保険業



（五十音順）

No. 事業者名 業種
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112 株式会社大安 運輸業、郵便業

113 第一環境株式会社　九州・沖縄支店 電気・ガス・熱供給・水道業

114 第一生命保険株式会社　北九州総合支社 金融業、保険業

115 大英産業株式会社 不動産業、物品賃貸業

116 株式会社ダイコウ技建 建設業

117 株式会社タイズ 情報通信業

118 株式会社タカギ 製造業

119 株式会社タステックホールディングス 建設業

120 ＋TAP北九州 サービス業（他に分類されないもの）

121 辰巳開発株式会社 不動産業、物品賃貸業

122 田中工業株式会社 製造業

123 株式会社千草 宿泊業、飲食サービス業

124 筑豊電気鉄道株式会社 運輸業、郵便業

125 有限会社月翔 医療、福祉

126 東京海上日動火災保険株式会社　北九州支店 金融業、保険業

127 東邦チタニウム株式会社　北九州事業所 製造業

128 株式会社トーカイ 製造業

129 株式会社ドーワテクノス 卸売業、小売業

130 トップ保険サービス株式会社 金融業、保険業

131 株式会社　内外美装 サービス業（他に分類されないもの）

132 株式会社　中柴工務店 建設業

133 株式会社なかやしき 建設業

134 株式会社南立ホールディングス 複合サービス事業

135 株式会社  西鉄エージェンシー　北九州営業所 サービス業（他に分類されないもの）

136 西鉄エム・テック株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

137 西鉄ケアサービス株式会社 医療、福祉

138 西鉄車体技術株式会社　小倉工場 サービス業（他に分類されないもの）

139 株式会社西鉄ストア 卸売業、小売業

140 西鉄バス北九州株式会社 運輸業、郵便業

141 西鉄ビルマネジメント株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

142 株式会社西鉄ホテルズ 宿泊業、飲食サービス業

143 西鉄旅行株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

144 西日本オートリサイクル株式会社 卸売業、小売業

145 西日本シティ銀行　北九州総本部 金融業、保険業

146 株式会社西日本テクノス 製造業

147 西日本鉄道株式会社 運輸業、郵便業

148 西日本ペットボトルリサイクル株式会社 製造業



（五十音順）
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149 日信工業株式会社 建設業

150 日鉄エンジニアリング株式会社 建設業

151 日本磁力選鉱株式会社 製造業

152 日本鉄塔工業株式会社 製造業

153 日本環境設計株式会社　北九州響灘工場 製造業

154 株式会社日本政策金融公庫　北九州支店 金融業、保険業

155 日本たばこ産業株式会社　北九州支店 製造業

156 株式会社日本ハウジングセンター 卸売業、小売業

157 熱産ヒート株式会社 製造業

158 ネッツトヨタ北九州株式会社 卸売業、小売業

159 野坂建設株式会社 建設業

160 ハートランド平尾台株式会社 生活関連サービス業、娯楽業

161 ハゼモト建設株式会社 建設業

162 濱田重工株式会社 製造業

163 原口建設株式会社 建設業

164 阪九フェリー株式会社 運輸業、郵便業

165 半田電設工業株式会社 建設業

166 ひびき灘開発株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

167 有限会社ひまわり 不動産業、物品賃貸業

168 百武総建 建設業

169 ビルドリペア技研工業株式会社 建設業

170 株式会社　広島銀行　北九州支店 金融業、保険業

171 株式会社廣瀬産業海事工業所　 建設業

172 株式会社HIROTAホールディングス 不動産業、物品賃貸業

173 有限会社ファイン 建設業

174 フィード・ワン株式会社 製造業

175 株式会社ブイメンテ 分類不能の産業

176 特定非営利活動法人法人フードバンク北九州ライフアゲイン 企業以外

177 福岡観光バス株式会社　北九州支店 運輸業、郵便業

178 福岡小松フォークリフト株式会社　北九州支店 サービス業（他に分類されないもの）

179 福岡ひびき信用金庫 金融業、保険業

180 株式会社　福山組 建設業

181 株式会社福山コンサルタント　北九州本社 学術研究、専門・技術サービス業

182 富士通Ｊａｐａｎ株式会社　北九州支店 学術研究、専門・技術サービス業

183 株式会社富士ピー・エス　北九州営業所 建設業

184 株式会社不動産中央情報センター 不動産業、物品賃貸業

185 ＮＰＯ法人武道の学校 企業以外
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186 株式会社　ペイジ 製造業

187 ホクザイ運輸株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

188 株式会社ボナー 複合サービス事業

189  ホンダカーズ北九州グループ 卸売業、小売業

190 一般社団法人　まちはチームだ サービス業（他に分類されないもの）

191 株式会社　松尾設計 サービス業（他に分類されないもの）

192 株式会社　MAX工業 建設業

193 株式会社　マツシマ メジャテック 製造業

194 丸栄産業株式会社 建設業

195 株式会社　丸ふじ 卸売業、小売業

196 株式会社　丸綿産業 製造業

197 株式会社ミキサーセンター 運輸業、郵便業

198 三島光産株式会社 製造業

199 株式会社　ミズカミ 製造業

200 三井住友海上火災保険株式会社　北九州支店 金融業、保険業

201 三井住友信託銀行　北九州支店 金融業、保険業

202 株式会社三菱ＵＦＪ銀行　北九州支店 金融業、保険業

203 株式会社美松産業 宿泊業、飲食サービス業

204 宮田建設株式会社 建設業

205 明治安田生命保険相互会社 金融業、保険業

206 門司港運株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

207 株式会社　安永組 建設業

208 株式会社　安成工務店　北九州支店 建設業

209 山十株式会社 卸売業、小売業

210 株式会社山本工作所 製造業

211 横尾器械株式会社 医療、福祉

212 株式会社ライフクリエイト 卸売業、小売業

213 株式会社　リーフデザイン北九州 金融業、保険業

214 株式会社リブアシスト 複合サービス事業

215 株式会社リョーワ 情報通信業

216 リンクソフトウエア株式会社 情報通信業

217 株式会社レイメイ藤井　北九州支店 卸売業、小売業

218 株式会社　レジェンド 金融業、保険業

219 株式会社レセプター 学術研究、専門・技術サービス業

以上、２１９事業者



＜お問合せ先＞ 
北九州市企画調整局ＳＤＧｓ推進室 
ＴＥＬ︓０９３‐５８２‐２３０２ 
Ｅ‐mail︓kikaku‐sdgs@city.kitakyushu.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市 HP 等で自団体の SDGs の取組みを PR できます︕ 
 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︕ 
 社会課題の解決を自社の活動と関連づけることで、 
持続可能な成⻑・競争⼒の向上につながります︕ 
 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︕ 
 「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︕ 

事業運営にＳＤＧｓの視点を取り入れ、 
企業等の持続可能な成⻑につなげる 

募集期間 
【第２次】 

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。 

「誰一人取り残さない」をキーワードに、世界が 
抱える貧困、福祉、ジェンダー、経済、環境、平和 
などのあらゆる課題を、全ての国をあげて 
2030 年までに解決していくための 17 の目標です。 

 「Sustainable Development Goals」（持続可能な開発目標） 

「Copyright 北九州市」 

mailto:kikaku-sdgs@city.kitakyushu.lg.jp


 

 この制度のねらいは何ですか？ 
これから企業等が経営を行っていく上で、ＳＤＧｓや脱炭素の取組みは不可欠な要素で 

あり、対応しないと市場から淘汰されかねない潮流となりつつあります。 

そこで、ＳＤＧｓや脱炭素の視点を経営に取り入れることで、各団体の持続可能な成長に 

つなげていただくことを目的としています。 

 登録できるのはどんな企業・団体ですか？ 
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。（常駐する従業員等がいない事業所等は対象となりません。） 

 登録の要件はありますか？ 
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を宣言 

【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 

 どうやって登録するのですか？ 

 

 募集期間以降は申請できないのですか？ 
令和４年１月以降も、以下のスケジュールで、 

申請を随時受け付けていく予定です。 

 

 
 

 有効期間はありますか？ 
有効期間は登録から 3 年間です。 

 登録にお金はかかりますか？ 

登録料は無料です。 

 

Step
1

•市ホームページで、申請書と様式１～３をダウンロード

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

Step
2

•企業等のＳＤＧｓ達成に向けた取組みを整理し、必要事項を記載

Step
3

•申請書と様式１～３を電子メールで提出

•【提出先】 kikaku-sdgs@city.kitakyushu.lg.jp

• （北九州市企画調整局SDGs推進室 代表アドレス）

Step
4

•市が審査を行い、登録を決定

Step
5

•「北九州SDGｓ登録事業所」として広くＰＲ

 

＜ＱＲコード＞ 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kikaku/324_00016.html
mailto:kikaku-sdgs@city.kitakyushu.lg.jp

