申請日：2022年9月2日
受付番号：1〜48

【利用上の注意】
・本ダイレクトリーは、九州SDGs経営推進フォーラムとともに、SDGs経営を推進していただける企業を「パートナー企業」としてとりまとめた
ものです。
・パートナー企業への応募があった、SDGsの普及・啓発やSDGs経営のサポートを行う企業、SDGsのゴール達成や地域・社会課題の解決に向けた
ソリューションやスキルを有する企業について掲載しています。
・SDGsに関するパートナー探しにお役立ていただければ幸いです。
・掲載内容は、パートナー企業によって記載されたもので、事業内容等について、フォーラム事務局が保証するものではありません。
・パートナー企業との連絡や双方のやりとりは、ビジネスルールやマナーに基づき自己責任において行ってください。
・営業を目的とした利用は禁止します。

No

団体名

所在地

一般社団法人福
岡県中小企業診
福岡市
1
断士協会 SDGs推
進ネットワーク福岡

2

3

4

5

株式会社野口ビジ 福岡県
宗像市
ネスコンサルティグ

株式会社経営支
援センター

株式会社中村製
材所

株式会社ナカムラ
消防化学

6 オフィスハチドリ

7

長崎市

◎

◎

○

○

事業 シーズ
開発 型支援

○

◎

サービス概要

URL

担当者

●中小企業へのSDGs研修・SDGs導入支援、カーボンニュートラル・脱炭素経営の研
修、脱炭素経営の導入支援、環境経営・環境関連法規の研修、環境経営の導入支
援、補助金申請支援
https://sdgs 越川 智
○ ●SDGs認証制度の申請支援、SDGsレポート・サステナビリティレポートの作成支援、 nwf.business 幸、髙島
.site/
公生
エコアクション21認証取得支援
●SDGs証明書の発行、SDGs視点による新事業創出・事業計画策定・経営課題解
決の支援、省エネによるコスト削減支援
「博多から世界へ」、良い品を輸出する企業です。九州SDGｓパートナー企業として次
のサービスを提供します。
1．本当にカラダの事を考えて生まれた「暮らしまるごと浄水する」という発想。
2．【自信の製品力】ANOA(アノア)は、JIS S 3241を取得。
持続可能性SDGs第6番「安全な水とトイレの世界中に」を可能な範囲で進めていま
す。特に水事情の悪い国へ浄水ANOA（アノア）で家中の蛇口からきれいな水が出る
ようにしたいですね。このANOAの販路開拓、代理店を探しており、それぞれの国でディス
トリブビューターも同時募集します。
WEB：暮らしまるごと潤すまったく新しい浄水システム「アノア」 https://www.daxanoa.com/

https://www. 代表取締
noguchi役 野口
bc.biz
幸男

連絡先

0927107781

◎

◎

sdgsnetw
orkf@gma
il.com

info@ksie
n.com

●「植林～保育～伐採」のサイクルを適正に管理し、生態系にも配慮した森林木材利
用への理解をより多くの方々に求め、環境性・社会性・経済性の全てに対応した調達を
実現した課題解決木質サプライ活動
0952http://kaneji 古賀 晋一
47◎ ●FSC®認証木材及び全国地域産材の取扱い（ライセンスコード：FSC®
n.jp/
郎
3100
C022549）
●不燃大臣認定並びに抗菌・抗ウイルス加工をワンスペック付加価値とした特許商品
製造・販売（商品名SKINWOOD®）

s.koga@k
anejin.jp

●自社設計・開発によるソーシャルビジネス解決への提案
【取扱製品等】
・1km送水出来る自社開発ポンプ（タイ国では消防と農業用として提案中）
0957http://www. 取締役
52◎ ・消防関連製品（消防自動車の製造・販売,環境に優しいフッ素が含まれない消火薬
n-fc.com
中頭 徹男
1617
剤、消火器を使わない簡易な投擲型消火ボール、単体で稼働する自動スプリンクラー、
浄水装置など）
・自社にて設計・開発スタッフが在籍

chuto@nfc.com

SDGsに取り組みたいが、どのように取り組んだらよいかわからない。
社内への教育・訓練はどのようにしたらよいのだろう？
SDGsに取り組むことによって、当社にはどのようなメリットがあるのだろう？
SDGsに取り組むことによって、当社はどのように世界に貢献し、評価されるのだろう？
SDGsは道具です。道具の使い方はたくさんあります。
私の仕事は、上記のような皆さんの疑問を皆さんと同じ視線で解決する仕事です。
貴社の文化・風土・歴史・社風を基礎として、
3現主義(現場・現物・現実)に則り、
変えるべき点を変え、変えてはいけない点を変えず、
皆さんと同じ視線で、皆さんと共にSDGs構築を進めます。
コンサル20年の経験を生かして。

090- shinsan@
3078- poem.ocn.
1776 ne.jp

◎

◎

中倉ビジネスコンサ
福岡市
ルティング

○

◎

●研修・コンサルティング
・誰もが働きやすい職場作りを進めるための意識改革研修、業務改善研修
・社内で働き方改革を推進するにあたってのコンサルティング

https://naka
中倉 誠二 biz.jp/

info@naka
biz.jp

○

◎

●学生インターンシップを活用した課題解決プロジェクトの立ち上げと運営
・サステナビリティ宣言策定支援（社内ヒアリング、評価、言語化、中期経営計画への
接続）
・SDGs関連事業の開発支援（例 古紙再生アート、段ボールアート制作等）

092https://toky
児玉 尚樹 736u-nasic.jp/
0551

naokikodama@
tokyunasic.jp

○

●セミナー開催、海外ネットワークを活用したビジネス支援
①SDGs普及啓発のためのセミナー開催（セミナーの実施、講師派遣等）やSDGsに
沿った経営戦略や新たなビジネス形成、中小企業の海外進出等へのアドバイス
②国際機関や公的機関へのSDGsに関する政策提言、民間企業や団体に対する地
域の社会課題解決とビジネスの両立の実現、学生等若者の起業や事業承継等に関す
るコンサルテーション及びAPU国際生や卒業生と連携した海外進出等の支援

【支社】
福岡市
【本社】
京都市

特定非営利活動
法人APUグローバ 大分県
9
ルビジネスネットワー 別府市
ク（APU-GBN）

株式会社サティス
ファクトリー

東京都
中央区

◎

◎

○

○

メール

090- Yukio.mks
1519- .831@gm
9397 ail.com

●並走型経営コンサルタント業務
（補足）
095・経営理念を時代に合わせて変更する必要はありませんが、それを具現化する中期計画 https://ksien
髙濵 有志 895.com
は、時代に合わせて変化させることが重要
5950
・国の認定経営革新等支援機関として、企業に密着し、経営支援のホームドクターとし
て経営者とともに歩んでいく

○

佐賀市

長崎県
大村市

導入

福岡市

株式会社学生情
8
報センター

10

普及・
啓発

●環境配慮型ごみ袋の提供
・再生材を99％使用したごみ袋「FUROSHIKI」
◎
各企業から廃棄物として排出されたストレッチフィルムを、主な原料として使用している
為、廃プラスチックの削減を各企業の取組として実現することが可能
・事業内容は、廃棄物マネジメント事業、環境コンサルティング事業、環境教育事業

-

-

鳥越 信

0977info@apu須藤 智徳 78gbn.com
1111

03https://www
mizuno@s
水野 雄太 5542finter.com
.sfinter.com/
5300

No

団体名

11 株式会社丸信

株式会社モリサワ
12
福岡営業所

13

株式会社LbE
Japan

所在地

普及・
啓発

導入

事業 シーズ
開発 型支援

合同会社松下生
16
活研究所

17

株式会社倖乃舎
（サチノヤ）

燕楽舎一級建築
士事務所

連絡先

メール

福岡市

●ユニバーサルデザインフォント（UDフォント）、MCCatalog+による「伝わるコミュニ
ケーション」の提供
・わかりやすく、読みやすく、間違えにくいをコンセプトとした「UDフォント」の提供。
https://www
092・最大10言語の多言語自動翻訳、音声読み上げなど、高い配信効果をもたらす多言
.morisawa.c
古賀
充祥
411◎
語ユニバーサル情報配信ツール「MCCatalog+」の提供。
o.jp/
5875
・UDフォントの基礎知識、活用事例、伝わる制作物のセミナー実施。包括契約をされた
お客様向けにUDフォントを効果的に使っていただくためのフォローアップ、個別サポートなど
を提供いたします。

mkoga@
morisawa.
co.jp

福岡市

●教育・研修支援、交流・啓発
①グローバルなサステナビリティ教育・研修の支援
・サステナビリティ教育のイニシアティブとして日本・アメリカ・台湾を舞台にしたグローバル教
育（2019 年：220 案件、約22,000 人に研修実施）
092・異なる意見や文化を持つ人と協働する体験型研修
http://lbejap
牛尾 利香 791○
・学習者のレベルに合わせたサステナビリティ学習プログラムの作成、企業内SDGs推進 an.co.jp/
6581
②サステナビリティ教育推進を図るウェブサイトを通じ、ESD を推進する教職員コミュニ
ティ作りや世界に向けた啓発活動
・サステナビリティに興味がある個人・団体が情報交換が出来る場所を提供
・無料レッスンプラン、SDGs 達成に向けた具体的実践例などを発信

ushio@lbe
japan.co.j
p

福岡市

○

◎

◎

◎

熊本市

福岡県
飯塚市

一般社団法人
SINKa（社会起
18 業家創出支援ネッ 福岡市
トワーク九州・アジ
ア）

20

担当者

t.tanaka@
marusin.co.jp

福岡県
久留米
市

SDGパートナーズ有
千代田
限会社
区

三井住友海上火
15
災保険株式会社

URL

●SDGs発信の制作サポート、環境配慮型のパッケージ製品の提案
①企業がSDGsの取り組みを社内および外部へ発信する際のWebサイトやポスター・チ https://www
0942.maru田中 敏彦 43◎ ラシ、POP等の制作のサポート。Web制作部隊やデザイナー多数。
6621
②FSC認定工場としてFSC認証紙を使った製品をはじめとする環境配慮製品について、 sin.co.jp/
SDGs達成を実現するシール・ラベル、パッケージ製品の提案。

◎

○

◎

●SDGs講演・総合コンサルティング、ESG対応支援
①SDGsに関する基礎的な内容やSDGsに取り組む意義に関する講演・ワークショップの
http://www.
実施
近藤
sdgpartners.
木村
②企業や自治体等のサステナビリティ推進に関する総合的なコンサルティング
jp
③企業のESG対応、サステナビリティの社内浸透、ビジネスと人権への対応、ダイバーシ
ティ推進、長期ビジョン策定、マテリアリティ特定、統合報告書作成に関する各種支援

03info@sdgp
5829artners.jp
4373

◎

●SDGs勉強会、制度設計等の取組サポート
【企業向け】
・役職員のSDGsに対する理解を促進させるための社内勉強会講師
・貴社のSDGs取組方針策定に対するアドバイス
【自治体向け】
・企業向けＳＤＧｓ推進登録・認証制度の設計アドバイス
・自治体主催セミナーの講師対応
【商工団体・金融機関向け】
・商工団体・金融機関役職員向け勉強会の講師
・企業向けSDGs取組セミナーの講師対応、会員・お取引先企業様への取組支援
※原則無料、必要に応じ外部専門家に対するフィーが発生する場合あり

http://www.
柳沢 健
ms-ins.com

0927226383

Ken.yana
gisawa@
msins.com

◎

●SDGs推進サポート、農家等支援
①SDGs事業立ち上げ、事業課題解決に向けたサポート、SBやCBの推進
・事業性と社会性を明確にしたSDGsポジショニング、SDGsMixを検討し、プロジェクトや http://msk1
985.social/a 松下 修
◎ デザイン作業（HP等含む）、カウンセリングセールスなどのコーチングを行う。
②オーガニック直売所の経営（1億円程）を通じた六次化による農家支援や消費者へ bout/
の健康へのアプローチ
③六次化による木材流通支援

0962024136

tsg@indig
o.plala.or.
jp

○

●飲食・まちづくり事業、相互理解・人材育成事業支援
①地域のオーガニック野菜を中心とした飲食・物販事業
・自社事業の実績（フードロス削減をテーマとしたお弁当、ランチの提供等）も踏まえた
飲食系・製造系事業者向けSDGs研修やコンサルティング、サポート事業
②日本とアフリカの相互理解・人材育成事業
◎ ・日本とアフリカの子ども達がお互いを理解し、持続可能な社会の形成に寄与する人材
を育成することを目的に実施。テレビ会議システム（zoom）を使用して、アフリカ・マラウ
イと福岡県久留米市の学校を中継し授業を展開（厚生労働省補助事業）
③SDGs授業のカリキュラム化支援、授業請け負い
・公立小学校、公立中学校、私立高校、専門学校において、学生を対象にSDGs授
業を請け負い研修を実施

東京都

14

サービス概要

福岡市

◎

◎

◎

○

◎

●SDGs普及・経営サポート、課題解決ソリューション・スキルの提供
①SDGsの普及・啓発やSDGs経営のサポート（人・事業・組織づくり、広報）
・ソーシャルビジネス、SDGsに関する個別相談会、研究会、セミナー・フォーラムの開催
②SDGsのゴール達成や地域・社会課題の解決に向けたソリューションやスキル
【取組事例】
・災害支援、地域コミュニティ、公共施設運営、地方創生・持続可能な地域づくり、
NPO等の伴走支援、社会的インパクト評価普及・啓発
●木造建築構法の普及・啓発
・板倉構法等を用いた一般住宅から大断面集成材等を用いた大規模木造建築まで、
◎ 我が国の木造建築の伝統と技術を生かした構法の普及・啓発活動
・特に文化・芸術との関連が問われる意匠設計の立場から、観光や産業への貢献も視
野に入れた活動も実施

0948523582
※現在制作中
代表取締
inatomi.r0
080（
701@sach
役
https://sachin
6882inoya.com
稲富 隆太
oya.com/ ）
0474(
担当:
稲富)

https://www
.sinkweb.net 濱砂 清
/

0927623789

info@sink
web.net

http://www.
itakurakyoka
092佐々木 郁
i.or.jp/
673夫
4416
https://enga
kusha.jp/

ikuosasaki
108@mac
.com

No

団体名

21 株式会社フラウ

22 株式会社GNE

柳井電機工業株
23
式会社

所在地

福岡市

福岡市

長崎県
25 リューコス株式会社 佐世保
市

26 シンワラボ株式会社 福岡市

28

株式会社九州フィ
ナンシャルグループ

熊本市

株式会社杉本商
店

宮崎県
高千穂
町

株式会社ヒューマン
福岡市
29
ブレークスルー

30 株式会社KCL

導入

◎

事業 シーズ
開発 型支援

○

鹿児島
市

サービス概要

URL

担当者

○

連絡先

●SDGs広報・イベントサポート、企画提案
①SDGsの普及・啓発を行う上での広報活動・イベント運営のサポート
http://www.
092②SDGs次世代育成普及活動としての小学校出前講座等企画の提案
frau工藤 隆宏 751③地域・課題の解決に向け「ヒト・モノ・コト」を活用したリサーチ・企画提案
net.com/
8830
④28年間で構築した九州・全国の子育て支援社会起業家ネットワークの主宰であり、
ネットワークを駆使して広報・拡散・展開の提案
●環境コンサルティング
SDGsの認知度や取り組み進捗のヒアリング後、省エネ・BCP対策から始めるSDGsと
いう形で経営に結びつきやすい形でのソリューションのご提案
【省エネ】LED照明や高効率空調への切り替えは電気代の削減だけでなく、環境保全、
労働環境の改善、廃棄物発生防止など、SDGsがどのように関連するのか理解を促し、
事業者の運用改善を推進
https://gne.
浦 翼
◎
【BCP対策】コロナの影響や災害リスクを抱える九州では、事業継続だけでなく、従業員 co.jp
の安全・安心確保、強靭な地域作りにも貢献していく必要。活用できる補助金の情報
を発信するとともに、具体的に事業者様の課題に沿ったベストプラン、対策を提案。
【その他】セミナー開催により国や地方公共団体の政策の発信し、国や地方公共団体の
方向性、補助金の目的とSDGsの関係、補助金による事業の持続可能性を考えるきっ
かけを提供

大分市

株式会社ビジネスリ
福岡市
24
ファイン

27

普及・
啓発

メール

archi@fra
u.co.jp

0927914397

ura@gne.
co.jp

●IT活用支援
・下記に掲げる用途に合わせたITを用い、設備の情報管理、熟練者のノウハウのデータ
化、製造工程の見える化、5G時代の地域分散クラウドシステムなどを構築し、遠隔で監
視・操作を行うことで場所を選ばずに情報の把握が可能となります。
http://www.
097yanaidenki.c 井上 国広 537◎ 【活用事例】
o.jp/
5367
①設備台帳システム
②ナレッジデータシステム
③醸造IoT（醸造工程の遠隔管理による見える化）
④5G建設機械・ドローンのリモート操作システム

kinoue@ya
naidenki.c
o.jp

◎

●SDGs普及・啓発
・企業や個人向け勉強会を定期的に実施
【実施事例】
・自社派遣社員、他社で就業中の非正規雇用労働者に対し勉強会を開催
・アビスパの選手に対しても SDGsを取り入れた研修を実施
※2030SDGs公認ファシリテーター1名、地方創生ファシリテーター公認2名が在籍

092https://busin
ess里居 由美 734refine.co.jp/
1030

◎

○

●研修
・個人～99名規模の会社の、経営資源を最大化させるための支援
・SDGsカードゲーム（３種類）の実施
・社内にSDGｓを導入、推進していくための仕組みつくり、研修の実施
・SDGｓの課題に対する実際の取り組みの推進支援
・SDGｓへの取り組みに関する広報

0956http://www. 内海 梨恵
info@leuk
26os.jp
leukos.jp
子
5560

◎

●研修・社内推進サポート
①SDGs研修、社内プロジェクトチーム立上げ～運営サポート
○
・企業ブランディング（対外発信）
・金融機関との連携によるSDGsゴール達成と連動したビジネスプラン策定
②ゴール課題を共有する企業コラボレーションによる新規事業開発

090- shigeki.ka
https://shin
加藤 シゲキ 5087- to@shinw
walab.jp
3711 alab.jp

◎

◎

◎

◎

○

●SDGsコンサルティング、金融支援
①SDGsパンフレットを作成し、営業活動を通じて行員・地域のSDGs意識醸成。
https://www
096.kyushu西田 貴之 326地元の企業向けにSDGsコンサルティングを展開（熊本、福岡県内のみ）
5608
②本業の投融資にESG目線を入れ、地域の課題解決・SDGsの達成に寄与する企業 fg.co.jp
の活動を後押し

keiki2@ml
.kyushufg.co.jp

◎

●SDGs経営の実践経験に基づく、新たに取り組む企業・団体へのサポート
0982・原木乾しいたけの問屋事業を通じて取り組んできた、海外向け販売体制、持続的な https://sugi
杉本 和英 72生産体制を確率する過程で得られたノウハウから、永続的な経済循環のヒントを与え課 moto.co/
3456
題解決のお手伝いをしたい。

kazuhide
@sugimot
o.co

◎

●従業員の「働きがいの向上」を実現するためのコンサルティング・教育研修サービス
①働きがいの要因を調査するための、ES（従業員満足）診断
②働きがいの向上を啓発するための、教育研修・セミナー
③働きがいを向上させるための制度構築コンサルティング（経営理念体系の策定、人事
制度構築など）

http://www.
human吉田
breakthroug
h.jp/

info@hum
anbreakthro
ugh.jp

◎

●企業
・役職員や SDGs に対する理解を促進させるための社内勉強会講師
・企業内でのリソースの確認、共有からのSDGs新規事業開発
・課題解決型インターンシップ事業
●自治体
・課題解決型インターンシップ事業
・市民講座、PTA 等、女性やシニア層にもわかりやすい普及活動、イベント
●教育機関
・キャリアパスポートや就職・進学ガイダンス
・起業家育成講座
・教職員への SDGs 研修やワークショップ

https://www
090中川 恵美
@kyushu.kyushu4587career.co
子
career.com
8265

◎

◎

◎

◎

work@bus
inessrefne
.co.jp

◎

092ｰ
405ｰ
5501

maplelink.

m

No

団体名

株式会社イノベー
31
ションパートナーズ

所在地

普及・
啓発

【本社】
東京都
港区
【サテラ
イトオ
フィス】
佐賀県
嬉野市

熊本市

◎

株式会社オーイー
シー

公益財団法人
36 地方経済総合研
究所

大分市

熊本市

第一生命保険株
37 式会社 西日本営 福岡市
業局

株式会社アースダン 福岡県
38
宗像市
ボール

◎

◎

○

URL

担当者

●オフィス進出支援・誘致事業
・スタートアップ企業や成長企業、優秀な人材が集まり、世界を舞台にした新たなビジネ
ス誕生する「日本版シリコンバレー」を目指し、行政機関と連携した企業誘致。
●ワーケーション事業
https://inno 地方創生
・温泉旅館での経営者向け会員制ワーケーションを和多屋別荘（佐賀県嬉野市）で
vation事業本部
○
展開。温泉旅館ならではの「温泉入り放題」特典や、客室を改装したコワーキングスペー partners.jp/ 垣﨑 潤也
スの利用、コンシェルジュサービスなどの会員コンテンツを用意。
●ヒットメイキングEC事業
・地域の名産品等のECサイト制作から、商品のリブランディング、販路拡大、プロモーショ
ンの一連の流れを提供。

連絡先

メール

【本社】
0354448786

local@inn
ovationpartners.j
p

https://www
.nissho092ele.co.jp/co 木村 悦治 781mpany/inde
1886
x.html

etkimura
@nisshoele.co.jp

○

●SDGs経営推進事業
・熊本商工会議所などと連携し、SDGs経営による熊本県内企業の事業創出を推進。
●人吉復興支援事業「オープンウェルネスシティひとよし」
・人吉市役所と連携し、復興支援活動を展開。市外の人とのつながりを生む、マインドフ
ルネスヨガや健康野菜スープなどを提供するイベントを開催。
http://www.
fumidas帯刀
●まちなか活性化事業「くまもと未来人材チャレンジステージ」
project.com
・2018年から熊本市、キリンホールディングス、日本財団と連携した、熊本の未来につい
て考えるイベントを開催。
●キャリア教育事業「ガチカリ」
・熊本県立大学総合管理学部産学連携カリキュラムの授業コーディネートを行い、地域
の雇用を生み学生の地元就職を促進。

0962841840

info@fumi
dasproject.co
m

○

●ファンド組成による投資を通じてSDGsに取組む企業の可能性を支援
・当社は九州全体の金融機能の基盤強化を担うべく、福岡国際金融都市構想に参画
しました。
092http://mcp天野 由華 518・九州には環境技術やクリーンエネルギー関連、資源循環に関する優れた技術開発に
am.jp
1406
取り組んでいる企業が多く、SDGsに資する環境系事業にチャレンジする事業者に対して
投資ファンドやグリーンボンドの組成を通じ、九州発、日本さらにはグローバルな事業展開
を支援します。

yuka.ama
no@mcpam.com

○

●企業及び市町村向けのSDGs講習やカードゲームの体験会
・SDGs de 地方創生 公認ファシリテータの資格を持つ社員２名が、SDGsの普及・啓
097発に向けた事業を展開
https://www
野﨑
浩司
537◎
.oec.co.jp/
●DXコンサルティング
9564
・地域・社会・お客様の課題発見からその解決に必要な手法やソリューションまで一緒に
なってトータルでサポート。

nozaki@o
ec.co.jp

◎

●SDGsの普及・啓発活動
住民、自治体、事業者向けに習熟度に合わせたSDGsに関するセミナーやワークショッ
プの開催
●SDG経営支援及び自治体SDGs推進支援
096https://www
財津 孝永 326◎
事業者向けに、社員教育からSDGs宣言、さらにSDGsを経営計画に反映するための
.dik.or.jp
8634
コンサルティングを実施。
自治体向けに、持続可能なまちづくりへ向けた各種計画とSDGsの関連付けや、
SDGsの考え方を基礎とした住民ニーズの政策への反映を支援。住民アンケートによる
SDGsの浸透度可視化を目的とした調査も実施。

sdgs@dik.
or.jp

◎

◎

◎

サービス概要

●企業からでる廃棄物からSDGs推進の具体アクションを提供
・廃掃法にのっとった廃棄物業務のクラウドサービスをご提供し、コンプライアンス遵守、業
務効率化を実現し、廃棄物業務を自社で管理、同時にごみの内容や動きを「見える
◎
化」します。ごみのデータを分析し、分別ノウハウとリサイクル業者をマッチングすることで、こ
れまで廃棄物だったものを資源としてリサイクル業者に提供し、廃棄物の削減、リサイクル
率の向上、CO2の削減などで、SDGsを推進します。

○

MCPジャパン・ホー
34 ルディングス株式会 福岡市
社

35

事業 シーズ
開発 型支援

◎

東京都
日商エレクトロニクス
千代田
32
株式会社
区

一般社団法人フミ
33
ダス

導入

◎

●地域での協働による課題解決を目標としたSDGsの取組実施
●サステナビリティ実現のためのソリューション検討・提案を通じたwin-winの関係づくり

○

○

https://www
.dai-ichilife.co.jp

須藤

岩本

sudo@daii
chilife.co
092－ m

282－
8010 kiwamoto

●環境に配慮した印刷や物流の実現
ダンボールはリサイクル率90％以上のエコな素材です。
https://www
0940プラスチックや木箱に代わり、運送を支えております。
.bestcarton. 奥田 大輔 39ネット通販業界（Amazon・楽天など）の成長に伴い、ダンボールの需要も増えており com/
3395
ます。
環境負荷の低い印刷方法や、効率的な物流に貢献し、SDGs達成を目指します。

@daiichilif
e.com

dokuda@be
stcarton.c
om

No

団体名

所在地

39 arm2.5

神奈川
県藤沢
市

合同会社
40
TSUMIKI

福岡県
那珂川
市

41

普及・
啓発

◎

導入

事業 シーズ
開発 型支援

◎

○

一般財団法人ウェ
福岡市
ルネスサポートLab

43 株式会社ミカサ

福岡市

○

45

一般社団法人
mixjam

福岡県
直方市

株式会社RITAマー
46 ケティングパートナー 熊本市
ズ

○

株式会社利他フー
熊本市
47
ズ

株式会社プロジェク
48 トデザイン 福岡オ 福岡市
フィス

●ベビーファンディング
○
ワークプレイスIggyの機器・サービス導入企業の日々の業務が、子育てしやすい未来
への支援になる活動「ベビーファンディング」

メール

070- arm2.5da
新居 大介 7498- @gmail.co
6970 m

https://iggy.
llc長谷 曉
tsumiki.com
/

nagatani

050@llc5889tsumiki.co
6570
m

info@well
suppo.or.j
p

○

●効率的なメンタルヘルスの向上
メンタルヘルスに関する問題が多く、特に昨今のコロナ禍における生活環境の変化は多
大です。当法人では、このような問題に取り組むため、運動脳科学研究所を開設し、現
○
在は国立大学と共同研究で脳機能の健全化を目標に取り組んでいます。
DMN（デフォルトモードネットワーク）の過剰活動を抑えるトレーニングとして、空手形
を細分化し、武道瞑想を適切なタイミングで交互に行うことにより改善を図っています。

-

sdgs@jun
yatakaki.c
om

0924313829

fang@mik
asakk.co.j
p

https://www
.idemitsu.co
092m/jp/busine 増田 祐一 752ss/lube/inde
5345
x.html

kyushu lo
@idemits
u.com

https://www
.junyatakaki.
鈴木
com/karate.
html

●ミカサのCSR活動「BOOKBOOK本市」
ミカサの経営理念である「社会貢献」を具現化した市民参加型の活動の一つです。
「BOOKBOOK本市」は、SDGsの目標12番（つくる責任つかう責任）の3Rの一つ「リ
ユース」の観点から、ミカサが独自で行っている本のリユースイベントです。「うちではもう読
https://mika
房 雲軒
まないけど、誰か読んでくれる人はいないかな?」、「こんな本が読みたいな・欲しいな」という
sakk.co.jp/
思いを繋いでいます。
子どもにとって「本を読む」ことは心の成長にとても効果的だと考えています。地域でイベ
ントを開催し、より手に入れやすい環境をつくることで、SDGsの目標4番（教育関連）
や、地域を「つなぐ」観点から目標11番（よりよいまちづくり）にも貢献できます。
●高機能潤滑油の活用
様々な工場、工事現場、運送会社では現在高齢化や人手不足、環境規制への対
応など多くの課題が生まれております。弊社が持つ高機能潤滑剤は電力消費量削減や
○
燃料消費量の削減によるCO2排出減、機械寿命の延長、廃液量の削減に貢献できま
す。また作業環境の改善にもお役に立てます。お客様の課題をヒアリングし、高機能潤滑
油を提案することで課題解決に貢献いたします。

0949364388
chie@mixj
／
am.info
09020144449

○

●コワーキングスペース
福岡県直方市での“みんなの居場所”にて子育てシェアリングおよび子連れOKコワーキ https://www
.melike辻 千恵
ングスペースみらいく“いろり”の運営
jp.com/
●職業体験プロジェクト
直方市の資源や人の魅力を生かした職業体験プロジェクトの企画運営

○

○

●DX化やEC化の推進
地方企業に既にある商品の「SDGsの普及啓発に繋がるポイント」を選出、もしくは
https://rita◎ SDGsに貢献できる商品の開発をサポートし、オンライン事業へとつなげる。それらを継続 marketing.c 林 麻貴
した収益の柱とし、「5.ジェンダー平等の実現」、「8.働きがいと経済成長」、「11.住み続 o.jp/
けられるまちづくり」、「12．つくる責任つかう責任」に貢献することが目標です。

0963424933

hayashi.m
@ritagrou
p.co.jp

○

●フードロスを通じたSDGs活動の推進
いただいた命を余すことなく次の命へとつなぎ、新たな収益の柱へ。食肉加工の現場で
○ 出てしまう廃棄物の製品化・有効活用化を支援することで、フードロス削減を通じた
SDGs活動を推進。さらにはそのフードロス削減活動から新事業を創出し、九州地域の
持続的な発展を後押しすることが目標です。

0963424933

hayashi.m
@ritagrou
p.co.jp

●人と組織・社会の課題をビジネスゲームで解決
・2010年の創業以来、200種類を超えるビジネスゲームを開発、私たちのビジネスゲー
ムを活用した研修は企業・官公庁・学校・国連本部等の様々な組織で実施されていま
https://www
076す。
.projectdesig 亀井 直人 482・一般社団法人イマココラボと共同開発し2016年3月にリリースしたゲーム
n.co.jp/
4130
「2030SDGs」をはじめとして、SDGsを活用した地方創生や新規事業開発、海洋ごみ
問題、カーボンニュートラルの取組みをテーマにゲーム開発や研修提供を継続しておりま
す。

n.kamei@
projectdes
ign.co.jp

○

○

-

連絡先

0922319762

○

○

●SDGs経営講演・個別コンサルティング・研修
①SDGsの考え方、中小企業の取り組み方などについての講演の実施
②各社の現状に応じたSDGs経営の個別支援：
・何から始めて良いか分からない、社員にどう浸透させていいか分からない、目標の定め
方が分からない、どのように利益に結び付けるのか分からない、社内エンゲージメントを高
めたい、と言ったお悩みやご要望に。
・女性活用やダイバーシティ・インクルーシブの推進、ビジネスと人権への取組み、外国
人材の活用と定着など各社の状況に応じた支援をカスタマイズ
③若手・中堅社員向けの研修：
・正しい情報収集の方法など情報リテラシーの向上
・社会課題と国際情勢を身近な事例で考え、多面的な考え方やメタ認知を向上させ
る
・答えが一つでない・答えがない課題について考え・議論する

担当者

◎

○

出光興産株式会
44 社 潤滑油二部 九 福岡市
州潤滑油課

URL

●働き世代とシニア世代のウェルビーイングの両立
かかりつけフレンドナースの普及を軸に不安不調期から取り組む健やかな暮らしのサポー
トと同時に、療養期に至った場合にもワンストップで最強のサポーターとして社会復帰など https://www
.wellsuppo.o 笠 淑美
◎ をサポートすることで二世代にわたるウェルビーイングの向上を図る。
r.jp/
●人材育成
今より健やかな社会を実現するため、身体的・精神的・社会的、あらゆる健康について
サポートを行い、その向上に寄与できるリーダーを育成する。

福岡県

NPO法人武道の学
北九州
42
校
市

サービス概要

○

○

※提供できるサービスの種類（D列～G列）は以下の観点で該当するかをそれぞれ判断しております（◎：特に該当する、○：該当する、空欄：該当しない）。
「普及・啓発」：SDGs（経営）の普及・啓発
「導入」：SDGs経営の導入に際しての支援
「事業開発」：SDGsに関する新事業開発・展開支援
「シーズ型支援」：課題解決に資する特定ソリューションの提供
※No.19：欠

https://ritafoods.com/
林 麻貴
https://kenk
o-dog.com/

一般社団法人福岡県中小企業診断士協会
SDGs推進ネットワーク福岡（福岡市）
中小企業のSDGs活用による事業成長を支援します
サービス概要

No.1
普及・啓発

◎

導入

◎

事業開発

○

シーズ型支援

○

●中小企業へのSDGs研修・SDGs導入支援、カーボンニュートラ
ル・脱炭素経営の研修、脱炭素経営の導入支援、環境経営・環境
関連法規の研修、環境経営の導入支援、補助金申請支援
●SDGs認証制度の申請支援、SDGsレポート・サステナビリティ
レポートの作成支援、エコアクション21認証取得支援
●SDGs証明書の発行、SDGs視点による新事業創出・事業計画策
定・経営課題解決の支援、省エネによるコスト削減支援

期待できるメリット
＊SDGs経営、カーボンニュートラル・脱炭素経営、環境経営を実践し活用することで、強
みを際立たせ、事業成長を目指すことができます。
＊SDGs経営の認証取得、外部公表SDGs経営・サステナビリティレポート発行、エコアク
ション21認証取得等により、取引先・お客様・金融機関・従業員・就活生などのステーク
ホルダーからの信頼性が高まります。
＊SDGs経営、カーボンニュートラル・脱炭素経営、環境経営を着実に導入することで経営
改善・経営革新・経営力向上・レジリエンス向上に活用することができます。

解決したいこと・目指す姿
地域社会・地域牽引企業・地域事業者・商店街など、あらゆる事業者へSDGs経営・脱炭
素経営・カーボンニュートラル・環境経営を普及・導入支援することで、持続可能な社
会・地域・環境の実現を目指します。加えて、well-being・男女共同参画等の人材面に関
する経営力を高めることを目指します。
代表者

越川 智幸

電 話

092-710-7781

MAIL

sdgsnetworkf@gmail.com

関連URL

所在地
概要

担当者

越川 智幸・髙島 公生

https://sdgsnwf.business.site/

812-0013

福岡市博多区博多駅東2丁目9-25-203号

中小企業を支援する専門家団体である一般社団法人福岡県中小企業診断士協会
においてSDGs経営を推進するために設立した団体です。中小企業が地域社会
にとって無くてはならない存在であり続け、地域社会が住み続けられる街であ
り続けるよう、事業と環境を将来へ繋ぐSDGs支援を行っています。

当会は、九州・福岡における中小企業へのSDGs経営・脱炭素経
営の普及・導入支援の先駆けであり、すでに2020年にはSDGs書
籍「明快！中小企業のためのSDGs経営」を出版し、多くのSDGs
経営・脱炭素経営の普及・支援を積み重ねています。
豊富な知識と経験に基づいてSDGs経営・カーボンニュートラ
ル・脱炭素経営・エコアクション21認証取得を支援しています。

株式会社野口ビジネスコンサルティング（福岡県宗像市）
弊社のパートナー企業を求めています。
“博多から世界へビジネスしよう”

No.2
普及・啓発
導入
事業開発

サービス概要

シーズ型支援

◼ 弊社は「博多から世界へ通用する企業」として、海外へ良い品
を輸出する企業です。九州SDGs経営推進企業として次のサー
ビスを提供致します。１．ANOAは本当にカラダの事を考えて
生まれた「暮らしまるごと浄水する」という発想製品です。
２．飲み水をはじめ家じゅう全ての水道水を浄水にして触れる
お水も気持ちよく、ご使用が可能になる製品です。
◼ 持続可能性SDGｓ第６番「安全な水とトイレの世界中に」を可
能な範囲で国内外へ販路開拓進めています。
特に水事情の悪い国へ浄水ANOA（アノア）の蛇口からきれい
な水が出るようにしたいですね。このANOAの海外販路開拓企
業、海外での販売代理店も探しております。

期待できるメリット
〇あなたは、アノアを使ってどんな生活を愉しみますか？
朝目覚めたときからおやすみまで・・・
・毎日の洗顔に・洗濯も浄水で・赤ちゃんのミルクに
・カフェ・ブレイクに・大事なペットにも・夕ご飯の準備に
・疲れをいやすバスタイムで・贅沢な浄水シャワー・寝る前に・・・
新しい生活スタイルを提案します。

解決したいこと・目指す姿
１．自社の事業と支援事業者とのビジネスマッチングし、共に事業発展を実現する。
２．SDGs経営を推進し、自社と支援者のSDGs目標達成と、品質経営を意識した事業を行う。
３．海外へのビジネス支援事業者とともに世界にSDGs経営の輪を広げる。

SDGｓで世界に通用する企業へ飛び立とう！
代表者
電話

野口 幸男

担当者

090-1519-9397

MAIL

Yukio.mks.831@gmail.com

URL

https://www.noguchi-bc.biz

所在地
概要

野口 幸男

811-3425

福岡県宗像市日の里4丁目23-15

１．海外貿易商社としてANOA他、九州好適品の輸出事業
２．まちづくり・リーシング事業
３．Ｗｉｔｈコロナ対応オゾン発生器など衛生商品代理店事業

「企業はコロナ危機を機に大きく変われるか」
新型コロナウイルス感染拡大により、世界各国で多くの人々が病気
に苦しみ、命を落としていることは、本当に痛ましいことです。し
かし、ピンチはチャンスでもあり、新型コロナ禍の教訓から社会を
より良くしていくことも、また可能なのかもしれません。

○

◎

No.3

株式会社経営支援センター（長崎市）
企業に密着した経営支援のホームドクター

普及・啓発

○

導入

◎

事業開発

サービス概要

シーズ型支援

●並走型経営コンサルタント業務
（補足）
・経営理念を時代に合わせて変更する必要はありませんが、それ
を具現化する中期計画は、時代に合わせて変化させることが重
要
・国の認定経営革新等支援機関として、企業に密着し、経営支援
のホームドクターとして経営者とともに歩んでいく

期待できるメリット
経営計画を絵に描いた餅ではなく、しっかり実行していくことにより、目指すべき企業
像へ近づくことができる。

解決したいこと・目指す姿
地域経済の要である、各地の中小企業を支援することで、良質な雇用の場を確保し、地
域に生活し続ける環境を整備する。住みたい町に住み、そこで生活できるようにする。そ
の結果、地域振興につながり、日本全体の国力増強になる。地域でしっかりとした経営を
していきたい経営者をしっかり支援することで地方を豊かにしたい。その価値観を共有で
きる人と一緒に仕事をしていきたい。

代表者

髙濵 有志

電 話

095-895-5950

MAIL

info@ksien.com

URL
所在地
概要

担当者

髙濵 有志

http://www.ksien.com
850-0053

長崎県長崎市玉園町1番11号

経営支援センターは、お客様の事業継続支援・事業承継支援を通じ地域社会に
貢献し、自らの人的な成長を探究し、お客様から信頼される良き相談役であり
続けます。

人が望む地域で、望むように生活するためには、地域に良質な
雇用の場の確保が重要です。継続的・安定的な経済の循環を生み
出し、よりよい人の生活を生み出していきましょう。

株式会社中村製材所（佐賀市）

No.4

次世代へ繋ぐ、資源に負荷をかけない「SKINWOODⓇ」

普及・啓発
導入

○

事業開発

サービス概要

シーズ型支援

◎

●「植林〜保育〜伐採」のサイクルを適正に管理し、生態系に
も配慮した森林木材利用への理解をより多くの方々に求め、環
境性・社会性・経済性の全てに対応した調達を実現した課題解
決木質サプライ活動
●FSC®認証木材及び全国地域産材の取扱い
（ライセンスコード：FSC®C022549）
●不燃大臣認定並びに抗菌・抗ウイルス加工をワンスペック付
加価値とした特許商品製造・販売（商品名SKINWOOD®）

期待できるメリット
個別契約締結前提の中で、
１ 成長軌道路線作り
地域材やFSC認証材を積極的に取り込み公共施設や商業施設等への
導入・提案し、SDGsの達成を実施。
２ 企業能力協働化
意識改革、業務遂行力、イノベーションや技術の強みを共有する
ことで国内最大限のQCD（Quality ・Cost・ Delivery）安定を実施。

解決したいこと・目指す姿
業績好調、実力ある事業・企業等（官庁、地方自治体、ゼネコン設計、メーカー等）とコ
ラボし、業界へ一石を投じること、強固な信頼の確保、安定的顧客の確保を協働（パート
ナーシップ）という形で実現を目指す。
【解決する３つのポイント：SKINWOOD®の価値向上】
① 原材料に負荷をかけない小径木の有効利用します。
② 自然資本や資源を無駄にしない地域材やFSC認証材の積極的利用します。
③ 健全な森林経営に役立ち、その雇用促進を図り、将来を
担う次世代のために
地球の森林資源と地域を守ります。
代表者

中村 展章

電 話

0952-47-3100

MAIL

s.koga@kanejin.jp

URL

http://kanejin.jp/

所在地
概要

840-2102

担当者

古賀 晋一郎

佐賀県佐賀市諸富町為重385-1

森林資源保護のために「植林〜保育〜伐採」のサイクルを適正に管理し、生態
系に配慮した森林木材を利用に関して啓蒙していく活動を行っています。木材
の利用においてもFSC®認証木材から生産された製品を利用しております。

今進む道がすべての本質を自身で見極め、実行することと思いま
す。是非我々の取組みにご賛同いただきたいです。

株式会社ナカムラ消防化学（長崎県大村市）
消防・防災全般についておまかせください！

No.5
普及・啓発

◎

導入
事業開発

サービス概要

シーズ型支援

◎

●自社設計・開発によるソーシャルビジネス解決への提案
【取扱製品等】
・1km送水出来る自社開発ポンプ（タイ国では消防と農業用として提案中）
・消防関連製品（消防自動車の製造・販売、環境に優しいフッ素が含まれない消
火薬剤、消火器を使わない簡易な投擲型消火ボール、単体で稼働する自動スプ
リンクラー、浄水装置など）

・自社にて設計・開発スタッフが在籍

期待できるメリット
消防ポンプ自動車の製造ノウハウを活かし機械設計や車両の改造、消防・防災全般に関
する知見をご提供できます。また自社だけでは解決できない事項についても、全国にご協
力頂ける様々な関連の企業や大学・研究機関があり、相談対応が可能です。

解決したいこと・目指す姿
消防・防災に関する事項は以前よりソーシャルビジネスとして存在しています。これま
でのように各企業が単体で1つの製品を提案するのではなく、複数の企業で複数の製品を
パッケージ（仕組み）としてソフトを含めた提案をすることが新しい市場の開拓につなが
るのではないかと考えています。

代表者

中村 康祐

電 話

0957-52-1617

MAIL

chuto@n-fc.com

URL
所在地
概要

担当者

中頭 徹男

http://www.n-fc.com
856-0042

長崎県大村市平町1933

消防ポンプ自動車及び消火薬剤等製造販売を始め、消防と防災の総合メーカー
を目指した取組をしています。現在ODA案件化調査でタイ国でも事業を展開
しています

消防・防災に関する事項全般について何でもご相談ください。
また車両架装についても設計・塗装・電装・製缶・プログラム関
連について対応可能です。商品開発に力を入れており、国内外の
企業とタイアップした開発を行っています。

オフィスハチドリ（福岡市）

No.6

変えるのは私たち。変わるのも私たち。
サービス概要

普及・啓発

◎

導入

◎

事業開発

○

シーズ型支援

SDGs取組にあたり、こんな悩みをお持ちではありませんか？
1. どのように、何から取り組んだら、よいかわからない。
2. 当社にどのようなメリットがあるのだろう？
このほかにも、いろいろな悩みをお持ちだと思います。
SDGsは道具です。道具の使い方は、その目的によって千差万別です。
貴社の文化・風土・歴史・社風を基礎として、
変えるべき点を変え、変えてはいけない点を変えず、
皆さんと同じ視線で、地球の未来のため、そして皆さんの未来のために、
SDGsを道具としてどのように活用したらよいか、提案・解決します。

ハチドリ

期待できるメリット
2030年には、
1. あなたは何歳で、何をしていますか？
2. あなたのご家族は、何歳になり、どのような生活をしていますか？
3. あなたの会社は、どのような会社になっていますか？
4. あなたの会社は、「今よりいい会社」になっていますか？
5. 「いい会社」の考え方は、ともに働く皆さん全員で共有されていますか？
さあ、これがSDGsの第一歩です。難しく考えないで、自分事から入りましょう。

解決したいこと・目指す姿
1.「SDGs」はそこにいる人々を笑顔にするための道具です。
2. 道具を生かしてどのような組織にしたいかを決めるのは、組織に所属している皆さんの
考えです。
3. 私の役目は、道具の使い方を、皆さんと共に考え、笑顔あふれる組織にすることです。
代表者

鳥越 信

担当者

電 話

090-3078-1776

MAIL

shinsan@poem.ocn.ne.jp

鳥越 信（とりごえ

まこと）

URL
所在地
概要

814-0103

福岡市城南区鳥飼7-3-24リベラル竜王フラッツ202

SDGs構築支援

笑顔あふれる明るい未来に向かっている組織は、その組織の利害
関係者の皆さんが素敵な明るい笑顔で周りの人々と接しています。
明かりは引き継がれ、照らす場所も広がり、やがて地球という、
私たちの住む家全体に広がると信じています。
「だれ一人とり残すことなく」地球全体を笑顔あふれる明るい未
来にしましょう！

中倉ビジネスコンサルティング（福岡市）
しなやかな経営で、明るい未来を！

No.7
普及・啓発

○

導入

◎

事業開発

サービス概要

シーズ型支援

●経営コンサルティング
・企業が持続的に成長するための経営戦略策定
・社内で働き方改革を進めるためのコンサルティング
●社員研修
・誰もが働きやすい職場作りを進めるための、イクボス研修、
業務改善研修、ビジネススキル研修等

期待できるメリット
・優秀な人材が採用できるとともに、従業員が定着して離職率が低下します。
・職場のコミュニケーションが良くなり、従業員のモチベーションが向上します。
・組織全体の生産性が向上し、企業の業績が改善します。

解決したいこと・目指す姿
・男女を問わず誰もが働きやすい職場作りを進めることで企業の業績を改善し、
持続的に成長していく元気な中小企業を増やします。
・会社と家庭を無理なく両立して働く笑顔の父親と母親を増やして、日本中の
子どもの笑顔を増やします。

代表者

中倉 誠二

電 話

-

MAIL

info@nakabiz.jp

URL
所在地
概要

担当者

中倉 誠二

https://nakabiz.jp/
815-0033

福岡市南区大橋4-10-8

中小企業診断士として、経営戦略の策定、働き方改革の推進、売上拡大の促進、
ITの活用を中心に、中小企業の経営サポートを行っています。
また、働き方改革や業務改善等に関する研修・セミナーを行っています。

少子化が進行していく日本では、企業にとって今後も人材確保が
一番の経営課題になります。SDGs経営を推進するにあたって、
まずは従業員の健康的な生活を考慮し、誰もが働きやすい職場
作りに取り組んでみませんか。

株式会社学生情報センター（福岡市、京都市）
学生の「発想力」と「発信力」を生かす
サービス概要

No.8
普及・啓発

◎

導入

○

事業開発

◎

シーズ型支援

●学生インターンシップを活用した課題解決プロジェクトの立ち
上げと運営
・サステナビリティ宣言策定支援（社内ヒアリング、評価、言語
化、中期経営計画への接続）
・SDGs関連事業の開発支援（例 古紙再生アート、段ボール
アート制作等）

期待できるメリット
・学生層に対する認知度・採用力の向上
・SDGsに対する既存社員の関心度向上
・プロジェクト参加に伴う若手社員の教育
・新規事業開発に伴う人的リソースの確保

解決したいこと・目指す姿
SDGsに関心の高い学生と企業を結び、多様なプロジェクトを通じてSDGsの普及や啓発
に貢献したい。
★例えばこのような課題をお持ちの企業様の支援が可能です。
・SDGsに関連した新規事業を行いたい企業
・ブランディングとしてSDGsを活用したい企業
・SDGsを人材確保に活かしたい企業

代表者

吉浦 勝博

電 話

092-736-0551

MAIL

naoki-kodama@tokyu-nasic.jp

関連URL
所在地
概要

担当者

児玉 尚樹

https://tokyu-nasic.jp/
810-0004
600-8216

福岡県福岡市中央区渡辺通4-10-10紙与天神ビル６F【福岡支社】
京都府京都市下京区烏丸通七条下ルニッセイ京都駅前ビル６F【本社】

留学生も含めた学生の住まいから、アルバイト、就職支援まで、学生生活を
トータルにサポートしています。

SDGsに対する認知度は社会人よりも学生のほうが高いという
調査結果があります。
これから社会で活躍する学生と一緒に取り組むことで採用活
動や社内活性化など多様な効果が期待できます。

特定非営利活動法人ＡＰＵ
グローバルビジネスネットワーク（APU-GBN）（大分県別府市）
APU卒業生がアンバサダーとなって、九州大分
企業の海外展開や社会貢献を応援します！
サービス概要

No.9

普及・啓発

◎

導入

○

事業開発

○

シーズ型支援

●セミナー開催、海外ネットワークを活用したビジネス支援
①SDGs普及啓発のためのセミナー開催（セミナーの実施、講師派遣等）
やSDGsに沿った経営戦略や新たなビジネス形成、中小企業の海外進出
等へのアドバイス
②国際機関や公的機関へのSDGsに関する政策提言、民間企業や団体に対
する地域の社会課題解決とビジネスの両立の実現、学生等若者の起業
や事業承継等に関するコンサルテーション及びAPU国際生や卒業生と
連携した海外進出等の支援

期待できるメリット
① SDGsに関する基本的な知見から国内および国際的な動向やSDGs経営、SDGs関連活動
機会に関する情報を得られます。また、SDGsの動向に即した経営アドバイスが得られ
ます。
② SDGs達成や地域の社会課題解決等にAPUの学生や卒業生のフレッシュなアイデアを活
用することも可能です。

解決したいこと・目指す姿
支援を希望する方々がSDGsに関する正しい知見を持ち、国際的、または地域の発展に貢
献していただけることを期待しています。また、支援希望の方々と協働することで、APU
の学生や若い卒業生たちにも社会課題解決に貢献できる機会となることを期待しています。

代表者

藤本 武士

電 話

0977-78-1111

MAIL

info@apu-gbn.com

URL
所在地
概要

担当者

須藤 智徳

874-8577

大分県別府市十文字原1-1

APU-GBNは立命館アジア太平洋大学（APU）卒業生が九州大分企業のアンバ
サダーとなって、草の根レベルで国際的な橋渡しや社会課題解決プロジェクト
を応援しています。プロジェクト活動を通して、地場の企業が国際貢献や地域
の社会課題解決につながる事業展開を支援します。

大学卒業後に起業し地域で活躍するAPU卒業生や、国連でSDGs
形成過程に携わった経験やグローバルニッチトップ（GNT）に関
する研究メンバーなど、ビジネス、環境、国際協力に関する知見
を有するAPU教員等で構成するNPO法人です。

株式会社サティスファクトリー（東京都中央区）
ごみ袋を変えるだけで、世界が変わるかもしれない

No.10
普及・啓発
導入
事業開発

サービス概要

シーズ型支援

◎

●環境配慮型ごみ袋の提供
・再生材を99％使用したごみ袋「FUROSHIKI」
各企業から廃棄物として排出されたストレッチフィルムを、主な原料
として使用している為、廃プラスチックの削減を各企業の取り組みと
して実現することが可能
・事業内容は、廃棄物マネジメント事業、環境コンサルティング事業、
環境教育事業

期待できるメリット
FUROSHIKIごみ袋を使用いただくことで、CO2の排出削減と廃プラスチックの排出削減
に寄与することが出来ます。CO2の削減に関しては1袋あたりの削減量を設定しております
ので、数値として具体的な削減量を把握することが可能です。

解決したいこと・目指す姿
廃プラスチック及びCO2の削減により、環境負荷の軽減を実現したいと考えております。
国内で廃プラスチックの処理が求められる昨今において、廃プラスチックのリサイクル利
用が急務となっております。FUROSHIKIごみ袋を使用することにより、各企業のSDGsの
取り組みの一助となると共に、排出される廃プラスチックの再利用と、CO2の削減を実現
したいと考えております。

代表者

小松 武司

電 話

03-5542-5300

MAIL

mizuno@sfinter.com

URL
所在地
概要

担当者

水野 雄太

https://www.sfinter.com/
104-0032

東京都中央区八丁堀3-12-8HF八丁堀ビルディング8階

環境マネジメント事業を全国で展開しており、主に廃棄物の適正処理に関する
一元管理業務や、SDGｓの取り組みの一助となるサービスを提供しています。

SDGsの取り組みは1つの企業だけで達成出来ることではありま
せん。多くの企業に参加いただくことにより小さな取り組みが大
きな意味を持つと考えております。是非FUROSHIKIごみ袋の使用
を通じて、環境問題の解決に向けて取り組んでいきたいと考えて
おります。

株式会社丸信（福岡県久留米市）

No.11

環境配慮製品の製造から情報発信の支援まで

普及・啓発
導入

○

事業開発

サービス概要

シーズ型支援

◎

●SDGs発信の制作サポート、環境配慮型のパッケージ製品の提案
①企業がSDGsの取り組みを社内および外部へ発信する際のWebサイトや
ポスター・チラシ、POP等の制作のサポート。Web制作部隊やデザイ
ナー多数。
②FSC認定工場としてFSC認証紙を使った製品をはじめとする環境配慮製
品について、SDGs達成を実現するシール・ラベル、パッケージ製品の
提案。

期待できるメリット
①SDGsの取り組みを効果的かつ的確に社内外に向けて発信することができます。
②環境配慮製品を製造していただくことで、SDGs達成に向けた取り組みを加速させるこ
とができます。

解決したいこと・目指す姿
地に足の着いた全社的なSDGsの取り組みとなるような、サポート体制、ソリューション
提供を目指しています。パートナー企業として支援希望者のお役に立つのはもちろん、弊
社としても共に成長していきたいと考えています。一企業の取り組みが、ゆくゆくは他企
業や地域全体に波及し、当たり前のようにSDGs達成を目指す社会になることを期待してい
ます。
代表者

平木 洋二

電 話

0942-43-6621

MAIL

t.tanaka@maru-sin.co.jp

URL

所在地
概要

担当者

田中 敏彦

https://www.maru-sin.co.jp/

839-0513

福岡県久留米市山川市ノ上町7-20

シール・ラベル印刷加工、パッケージ印刷加工、包装資材の販売などを手掛け
る総合パッケージングカンパニーです。特にシール印刷加工では西日本でも屈
指の規模を誇ります。主力事業に関わるデザイン、Webサイト、通販、人材
確保などのお手伝いも積極的に行っています。

弊社は企業主導型保育園を経営し、地域に病児保育を提供して
おり、ジェンダーの平等や地域の貧困問題の解決、住み続けられ
るまちづくりに微力ながら貢献させていただいています。一定の
企業であれば単独で、複数企業であれば連携して運営することは
十分可能であるため、この取り組みも広げていきたいと考えてい
ます。

株式会社モリサワ

福岡営業所（福岡市）

No.12
普及・啓発

文字を通じて社会に貢献する

導入
事業開発

サービス概要

シーズ型支援

◎

• 「UDフォント」は、分かりやすく、読みやすくをコンセプトにデザイ
ンされた文字を収録したフォント製品です。
• 「MCCatalog+」は、最大10言語の多言語自動翻訳、音声読み上げな
どにより、より多くの方へ情報提供ができる情報配信ツールです。
• UDフォントの基礎知識、制作物のセミナー実施。包括契約をされたお
客様向けにUDフォントを効果的に使っていただくためのフォローアッ
プ、個別サポートなどを提供いたします。

期待できるメリット
• 読みやすさのエビデンスのある「UDフォント」は、見やすく、読み間違えにくく、障が
いの有無や国籍に遮られない「情報の伝わりやすさ」で人々のコミュニケーションを支
え、情報伝達力を向上させます。
• 「UDフォント」は「誤読によるミスの回避」「読みの速度向上」の効果により業務効率
の向上に貢献できます。
• 「MCCatalog+」は情報の電子化による迅速な情報伝達や多言語化を実現し、配送負担
軽減による環境保護・CO2削減にも貢献できます。

解決したいこと・目指す姿
• 情報の面から共生社会の実現に貢献し、発信側も受信側にも不要な負担がかからず、正
しい情報が必要な方に公平に行き渡る製品やサービスの開発に努めます。
• SDGsの理念のもと、さまざまな取り組みを通じて「インクルーシブ教育」や「誰一人取
り残さない社会」を実現するためのパートナーシップを大切にします。
代表者

森澤 彰彦

電 話

092-411-5875

MAIL

mkoga@morisawa.co.jp

URL
所在地
概要

担当者

古賀 充祥

https://www.morisawa.co.jp/
812-0013

福岡市博多区博多駅東1-3-25

デジタルフォント、電子カタログソフトの製造販売。

創業以来、文字の視点で社会課題に向き合い、情報伝達やコミュニケーションの質
の向上に努めてきました。より分かりやすく、より伝わる、人と人を結ぶコミュニ
ケーションの質を高める製品・サービスを提供いたします。
デジタルフォントは、印刷物だけでなく、Webサイトや機器のディスプレイに表示
される文字としても活用されています。情報に触れる機会が多様化していく中、文
字を通じて、会員様の情報をより伝わりやすく、コミュニケーションを向上させる
ご支援をさせていただきたく存じます。

株式会社LbE Japan（福岡市）

No.13

サステナビリティ教育を通じた地球市民の育成
サービス概要

普及・啓発

◎

導入

◎

事業開発

○

シーズ型支援

○

●教育・研修支援、交流・啓発
①グローバル対応力とESD（持続可能な開発のための教育）研修の支援
・サステナビリティ教育のイニシアティブとして日本・アメリカ・台湾を舞台にしたグローバ
ル教育研修の企画・運営（2019年：220案件、約22,000人に研修実施）
・異なる意見や文化を持つ人と協働する体験型研修
・学習者のレベルに合わせたサステナビリティ学習プログラムの作成、企業内SDGsの推進
②サステナビリティ教育推進を図るウェブサイトを通じ、ESDを推進する教職員コミュニ
ティ作りや世界に向けた啓発活動
・サステナビリティに興味がある個人・団体が情報交換が出来る場所を提供
・無料レッスンプラン、SDGs達成に向けた具体的実践例などを発信

期待できるメリット
• 企業・自治体に向けてのSDGs推進コンサルティング（団体・自治体間内のインナーブ
ランディング、人材育成プランニング、社内研修などの出前講座提供）
• 企業・自治体間オンラインコミュニティの設置・管理などの企業・自治体間連携支援

解決したいこと・目指す姿
世界的な達成目標であるSDGsの達成を目指すことはもちろん必要ですが、より多くの行
動を起こす為にはThink Globally,Act locallyという表現にもあるように、地域に応じた各
SDGs課題を設定することが大切です。
弊社は長年、未来を担う生徒・学生にターゲットを絞りサステナビリティ普及活動を
行って参りました。2020年10月には国連グローバル・コンパクトに加入し企業としての
行動責任を明らかにしています。その経験を活かして九州地域の自治体・企業に向けての
SDGs推進コンサルティングに貢献したいと思っております。また、学校現場のみならず、
高等教育や学校法人とのより一体的な地域間パートナーシップ構築のサポート、九州地域
のアカデミア間におけるSDGs推進室の設置サポートなどにも貢献したいと願っております。
代表者

北 浩一郎

電 話

092-791-6581

MAIL

ushio@lbejapan.co.jp

URL

http://lbejapan.co.jp

所在地
概要

810-0074

担当者

牛尾 利香

福岡県福岡市中央区大手門一丁目8-8-706

英語でのグローバル対応力・２１世紀型スキルを育成する体験型研修の開発・
実施・運営を通じたグローバル人材育成事業の推進

弊社はESD推進リーダーとして、地球市民の育成に尽力してお
り、今年はCSR活動の活性化にも積極的に取り組んで参りました。
社会課題解決には地域・世界とのパートナーシップが欠かせませ
んが、今回、パートナー企業になることによって、弊社のグロー
バル教育活動やサステナビリティのロールモデルとしての取り組
み中に培ったノウハウを地域に還元することが出来ると信じてお
ります。

SDGパートナーズ有限会社（東京都千代田区）
サステナビリティへの取組みを通じて経営を強くする

No.14
普及・啓発

◎

導入

◎

事業開発

サービス概要

シーズ型支援

●SDGs講演・総合コンサルティング、ESG対応支援
①SDGsに関する基礎的な内容やSDGsに取り組む意義に関する講演・ワーク
ショップの実施
②企業や自治体等のサステナビリティ推進に関する総合的なコンサルティング
③企業のESG対応、サステナビリティの社内浸透、ビジネスと人権への対応、ダ
イバーシティ推進、長期ビジョン策定、マテリアリティ特定、統合報告書作成
に関する各種支援

期待できるメリット
SDGsやサステナビリティに取り組み、ありたい姿やパーパス（存在意義）を特定して
バックキャスティングで経営戦略・事業戦略を考えることを通じて、持続的・長期的に価
値を向上させ、より良い組織・強い組織をつくる。

解決したいこと・目指す姿
サステナビリティに本気で取り組む組織であれば規模や業種を問わず支援したい。SDGs
を単なるPRに使うのではなく、自らの組織が社会に対して与えるプラス・マイナスの影響
を正しく理解し、いわゆるウォッシュではない取り組みを行う企業・組織とともに考え、
伴走する支援を想定している。

代表者

田瀬 和夫

電 話

03-5829-4373

MAIL

info@sdgpartners.jp

関連URL
所在地
概要

担当者

近藤・木村

http://www.sdgpartners.jp
101-0054

東京都千代田区神田錦町2-9-15 神田SDGsコネクション5F

サステナビリティに特化したコンサルティングファーム。企業、政府、自治体、
国際機関、NGO、学術界、ユースなど様々な主体を「つなぐ」ことにより、
SDGsが目標とする人類の幸せ（Well-being）の形を追求している。

SDGsやサステナビリティは都市部にある一定の規模の企業だけ
が取り組むものではなく、むしろ地域企業や中小企業の取り組み
が重要になってきます。その点で可能な限りのご支援をしたいと
思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

三井住友海上火災保険株式会社（福岡市）

No.15

企業・自治体・商工団体・金融機関様のSDGs
取組をご支援します。

普及・啓発

◎

導入

◎

事業開発

サービス概要

シーズ型支援

●SDGs勉強会、制度設計等の取組サポート
【企業向け】
・役職員のSDGsに対する理解を促進させるための社内勉強会講師
・貴社のSDGs取組方針策定に対するアドバイス
【自治体向け】
・企業向けＳＤＧｓ推進登録・認証制度の設計アドバイス
・自治体主催セミナーの講師対応
【商工団体・金融機関向け】
・商工団体・金融機関役職員向け勉強会の講師
・企業向けSDGs取組セミナーの講師対応、会員・お取引先企業様への取組支援
※原則無料、必要に応じ外部専門家に対するフィーが発生する場合あり

期待できるメリット
【企業】
SDGsを全社員が理解し、全社的な取組にすることで、お客様や地域社会に共感され
「選ばれる企業」「尊敬される企業」として持続可能な経営を実現できます。
【自治体・商工団体・金融機関】
地域企業に対するSDGs取組支援により、地域企業の魅力が高まり、雇用促進など
地域の活性化に繋がります。

解決したいこと・目指す姿
【企業向け】SDGs経営の実践に向け、取組のハードルを取り除くお手伝いをします。
【自治体・商工団体・金融機関向け】地域企業にSDGsを広めることで、地域企業の魅
力を高め、地方創生に繋げます。
代表者

原 典之

電 話

092-722-6383

MAIL

Ken.yanagisawa@ms-ins.com

URL

担当者

柳沢 健

https://www.ms-ins.com/company/region/

所在地

810-8683

概要

損害保険業

福岡県福岡市中央区赤坂1-16-14
三井住友海上福岡赤坂ビル9階

企業内勉強会・ワークショップ

弊社は全国の自治体・商工団体・金融機関と連携して、企業向
けのSDGs取組支援を2018年より開始し、年間２００件以上の案
件に取り組んでいます。九州でも連携を開始しました。企業に対
する個別の取組アドバイス等を通して、地域企業のSDGs取組市推
進のご支援をしています。今後一層、SDGs取組支援を通じた九州
の企業の価値向上に貢献していきますのでご相談ください。
自治体・商工団体との共催セミナー

合同会社松下生活研究所（熊本市）

No.16

既存の資源で新たな価値を生み出す

普及・啓発
導入

◎

事業開発

サービス概要

シーズ型支援

◎

●SDGs事業推進サポート
①SDGs事業立ち上げ、事業課題解決に向けたサポート、SBやCB
の推進（事業性と社会性のSDGsポジショニング、SDGsMixの検
討、プロジェクトやデザインディレクション）
②農林業六次化流通支援（直売所、産直流通等）
③地域や社会課題解決の新らしい地域づくり

期待できるメリット
１．社会課題に対応した持続的経営
未来のある企業は環境や社会に対応した事業を展開し、その軸は社会性と事業性を併
せ持っています。同時に自立した人々の集まりであり、関係により成り立っているこ
とを自覚します。
２．SDGs×地域づくり等による移住定住者への対応や持続的集落の形成
地域に変化を生み、育てる新しい視点を兼ね備えた人たちを生み出す地域づくりを行
います。

解決したいこと・目指す姿
誰もが生き続けられる環境、人間らしく自己肯定できる社会、持続可能な経済を望んでい
ます。そのような想いを胸に、自己革新する地域社会を目指します。
・パートナー企業の課題を一緒になって解決します。
・レジリエンスな企業へ向けたサポートをします。
・社会的企業を増やし、持続可能な社会を目指します。
・地域の抱える社会課題を起点にしたSDGs×地域・企業を構築します。
代表者

松下 修

電 話

096-202-4136

MAIL

tsg@indigo.plala.or.jp

URL
所在地
概要

担当者

松下 修

http://msk1985.social/about/
862-0915

熊本県熊本市東区山ノ神2丁目9-16

創業３５年、地域づくりコンサルティングやCB、SB、SDGs事業創出や店舗
プロデュース等。建築、六次化、森林林業、木材流通系に強い。社員３名。別
会社、株）DESSIN（デザイン、HP制作）８名、合同会社有機生活（オーガ
ニック直売所）店員１０名。

パートナーシップで目標を達成してゆきましょう。よろしくお
願いします。

株式会社倖乃舎（サチノヤ）（福岡県飯塚市）
お互い様・Share Happinessのココロを育む
サービス概要

No.17
普及・啓発

◎

導入

○

事業開発

○

シーズ型支援

◎

①地域のオーガニック野菜を中心とした飲食・物販事業
・自社事業の実績（フードロス削減をテーマとしたお弁当、ラン
チの提供等）も踏まえた飲食系・製造系事業者向けSDGs研修
やコンサルティング、サポート事業
②日本とアフリカの相互理解・人材育成事業
・日本とアフリカの子ども達がお互いを理解し、持続可能な社会
の形成に寄与する人材を育成することを目的に実施。テレビ会
議システム（zoom）を使用して、アフリカ・マラウイと福岡
県久留米市の学校を中継し授業を展開（厚生労働省補助事業）
③SDGs授業のカリキュラム化支援、授業請け負い
・公立小学校、公立中学校、私立高校、専門学校において、学生
を対象にSDGs授業を請け負い研修を実施

期待できるメリット
1.当初食品の廃棄が多かった会社様も、世界の実情を知り課題の重要性を改めて明確化することで、
別の流通等、今まで廃棄していた食材の活用を始めることができています。
2.ローカルエリアでの人材不足は深刻で、海外人材の需要は高まるばかりです。共に暮らしていくた
めに多文化共生社会の実現は重要課題です。当社が取り組むグローカル（グローバル×ローカル）事
業により、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築きながら、パートナーシップを結んでいく
ことで、地域が循環していくことが期待されています。
3.若いうちからSDGsという言葉、また活動の意義に触れ、自らができることを考える機会を持つこ
とで、率先的に動く子ども達が増えています。

解決したいこと・目指す姿
・食に関係する企業様、農家様のフードロス削減、提携先の拡大支援など
・教育機関におけるSDGs授業のカリキュラム化（幼児教育から小中高校、専門学校等）
・伝統文化材を取り扱う老舗企業様の後継・事業継続支援など
代表者

稲富 隆太

電 話

0948-52-3582 080-6882-0474(担当:稲富)

MAIL

inatomi.r0701@sachinoya.com

URL
所在地
概要

担当者

稲富 隆太

※現在制作中（https://sachinoya.com/）
820-0040

福岡県飯塚市吉原町12番4号

総合的ローカルエリアにおけるコンサルティング
（教育、ヘルスケア、不動産、飲食、建築、地域・製品デザインなど）

地域社会や企業の問題を、見直し、発掘、分かち合うことから生まれる知恵によ
り、横のつながりが生まれ、“お互いさま”という相互扶助が生まれていきます。当
社はそこに国際的なネットワークを結びつけることで、地域価値を内部で完結する
ことなく、ThinkGlobally,ActLocally（地球規模で考え、地域で行動する）のビ
ジョンのもと、常に地球規模で考え、地域と共に、持続可能な社会実現・まちづく
りを手掛けています。小さなことから将来を見据えて一歩前に、一緒に進みだして
みませんか？

一般社団法人SINKa
（社会起業家創出支援ネットワーク九州・アジア）（福岡市）
人々が集い・感動できる豊かな地域社会を子供達につなぎたい！
サービス概要

No.18

普及・啓発

◎

導入

◎

事業開発

◎

シーズ型支援

●SDGs普及・経営サポート、課題解決ソリューション・スキルの提供
①SDGsの普及・啓発やSDGs経営のサポート（人・事業・組織づくり、広報）
・ソーシャルビジネス、SDGsに関する個別相談会、研究会、セミナー・フォーラ
ムの開催
②SDGsのゴール達成や地域・社会課題の解決に向けたソリューションやスキル
【取組事例】
・災害支援、地域コミュニティ、公共施設運営、地方創生・持続可能な地域づく
り、NPO等の伴走支援、社会的インパクト評価普及・啓発
東峰村

期待できるメリット

古民家ヴィラ『あんたげ』

・SDGsの普及・啓発、SDGs経営への移行へのサポートを致します。
・民間公益活動促進のための助成金（休眠預金等）の採択を受け、助成金分配・伴走支
援などを行い、また、助成金採択への申請支援など、SDGsのゴール達成や地域・社会課
題の解決に向けたソリューションについて多数の実績があり、支援希望者の課題・ご要
望に応じたサポートが可能です。

解決したいこと・目指す姿
・SDGｓ2030へ向けて、ソーシャルビジネスの観点で九州圏の地域・社会課題の解決に
取り組んで暮らし向上を目指します。
・ソーシャルビジネス、SDGsの観点で地域及び関係者がより緊密に連携した地域づくり、
まちづくりを目指して進化するような支援希望者とパートナーシップを結びたいと考
えています。
代表者

濱砂 清

電 話

092-762-3789

MAIL

info@sinkweb.net

URL
所在地
概要

担当者

同左

https://www.sinkweb.net/
810-0073

福岡市中央区舞鶴1丁目3-14-3F

九州の人と事業と組織をつくり、暮らしをより良く向上させる社会起業家や社
会起業家創出を支援するためのネットワークとして、社会起業家になりたい、
社会起業家を応援したい、社会的企業を経営したいという人々の集まりとして
H18年4月に任意団体として設立し、その後法人化しています。

令和4年休眠預金事業「SB第3世代による
九州位置（地域）価値創造事業」現地対話

地域課題をビジネスの手法で解決する社会起業家・社会的企業の育成・支援を
行う全国組織、一般社団法人ソーシャルビジネスネットワーク（SBN）の
フェローとして参画しています。H22年6月より「九州経済産業局「九州ソー
シャルビジネス促進協議会Ｓｏｆｉ」の福岡での事務局を運営。
・ソーシャルビジネス・SDGs推進
・社会起業家・事業・社会的企業の企画・経営支援/コンサルティング事業
・人材育成・教育事業/企業の社会貢献（CSR）・CSV・SB事業
・各種セミナー/フォーラム・ワークショップ等を開催
・新価値ビジネスモデル・ネットワーク構築/テーマコミュニティづくりと事
務局運営事業/SNS・広報・PR事業/事務局運営
遠賀町起業支援施設PIPIT運営

〜世界が憧れる九州を創る〜
‟Change！“感動する人・共感ビジネスで九州から「よのなか」をよりよく変える！

No.20

燕楽舎一級建築士事務所（福岡市）
普及・啓発

古くて新しい板倉構法の普及

導入
事業開発

サービス概要

シーズ型支援

◎

●木造建築構法の普及・啓発
・板倉構法等を用いた一般住宅から大断面集成材等を用いた大規模木造
建築まで、我が国の木造建築の伝統と技術を生かした構法の普及・啓
発活動
・特に文化・芸術との関連が問われる意匠設計の立場から、観光や産業
への貢献も視野に入れた活動も実施

期待できるメリット
木造建築の普及は、建築分野におけるSDGsの最重要課題だと認識しています。山や森を
育て、より持続可能な環境を手に入れている環境先進国では、沢山のビルが木造で造られ
てきています。この問題に多くの方々が気づき、木造建築へ大きく舵を切ることが求めら
れていると思います。

解決したいこと・目指す姿
ひとつの解決策として、筑波大学名誉教授の安藤邦廣先生が「板倉構法」という構法を
まとめておられます。我が国の木造建築の利点を現代の技術でまとめた構法です。構法を
理解すれば、町屋の大工さんでも活用することができます。この技術を普及・活用して、
本格的な木造建築とその守ができる技術者を増やしていきたいと思っています。

代表者

佐々木 郁夫

電 話

092-673-4416

MAIL

ikuosasaki108@mac.com

URL
所在地
概要

担当者

https://engakusha.jp
813-0035

佐々木 郁夫

http://www.itakurakyokai.or.jp/

福岡市東区松崎1-42-60-401

山や森を育てる、木構造や木質構造の建築により、SDGsへの貢献をめざす建
築設計事務所

板倉構法による「板倉建築」は、我が国の木造建築の大家がた
どり着いたひとつの結論です。いわば木造建築技術の結晶です。
この構法を使って木造の家をつくってみませんか？

株式会社フラウ（福岡市）

No.21

SDGsを通した地域・社会課題解決のサポート

普及・啓発
導入
事業開発

サービス概要

◎

○

シーズ型支援

●SDGs広報・イベントサポート、企画提案
①SDGsの普及・啓発を行う上での広報活動・イベント運営のサポート
②SDGs次世代育成普及活動としての小学校出前講座等企画の提案
③地域・課題の解決に向け「ヒト・モノ・コト」を活用したリサーチ・
企画提案
④28年間で構築した九州・全国の子育て支援社会起業家ネットワークの
主宰であり、ネットワークを駆使して広報・拡散・展開の提案

期待できるメリット
①認知度の向上
②地域・社会課題の解決における相乗効果

解決したいこと・目指す姿
地域・社会課題を地域・社会に埋もれている「ヒト・モノ・コト」の原石を磨きあげ、
ダイヤモンドのように価値ある姿へ変えることで解決していきたいと考えます。
現状を打破したい支援希望者を想定しています。

代表者

濱砂 圭子

電 話

092-751-8830

MAIL

archi@frau.co.jp

URL
所在地
概要

担当者

工藤 隆宏

http://www.frau-net.com/
810-0073

福岡市中央区舞鶴1-3-14 小榎ビル3F

「子育て環境改善」を提唱、地域密着型子育て情報誌を発行して28年、現在では、「子育て」「次世代育成
（子ども）」「女性活躍推進」「農業」「環境」「地方創生・まちづくり」等の社会課題を解決していく事
業を展開している。

SDGsは１社だけで推進していくことは難しいと考えます。フォーラム会員様と連携しな
がら推進していけたらと思います。

株式会社GNE（福岡市）

No.22

省エネルギーコンサルティング、補助金活用

普及・啓発

○

導入
事業開発

サービス概要

シーズ型支援

◎

●環境コンサルティング
・SDGsの認知度や取り組み進捗のヒアリング後、省エネ・BCP対策から始めるSDGsという
形で経営に結びつきやすい形でのソリューションのご提案
〔省エネ〕 LED照明や高効率空調への切り替えは電気代の削減だけでなく、環境保全、労働
環境の改善、廃棄物発生防止など、SDGsがどのように関連するのか理解を促し、事業者の運
用改善を推進
〔BCP対策〕 コロナの影響や災害リスクを抱える九州では、事業継続だけでなく、従業員の
安全・安心確保、強靭な地域作りにも貢献していく必要。活用できる補助金の情報を発信する
とともに、具体的に事業者様の課題に沿ったベストプラン、対策を提案
〔その他〕 セミナー開催により国や地方公共団体の政策の発信し、国や地方公共団体の方向
性、補助金の目的とSDGsの関係、補助金による事業の持続可能性を考えるきっかけを提供

期待できるメリット
・光熱費にかかる経費削減
・環境への配慮の促進
・従業員のハード面での環境改善

・補助金に関する知見が増える
・SDGsの促進、企業イメージの向上
・BCP対策の策定・実施

解決したいこと・目指す姿
SDGsの知見が浅い、何から始めたらいいかわからないという企業様に弊社が得意とする分野でも
あり、経費削減とビジネスとつながりやすい、エネルギー使用量の削減からのアプローチであるため
取り掛かりやすい。SDGsとはなにか分からないなどの企業の第一歩を一緒に踏み入れるお手伝いを
したい。また、九州でSDGsに取り組む企業を増やしたい。そうすることで業種間を超えてSDGsに
取り組む社会の中で、新しいビジネス機会を創造していけるような方向性に九州全体として向かって
いけるよう、貢献していきたい。
代表者

小野 博人

電 話

092-791-4397

MAIL

ura@gne.co.jp

URL
所在地
概要

担当者

浦 翼

https://gne.co.jp
814-0031

福岡市早良区南庄6-9-3

「未来につながる価値を創造する」を企業理念とし、省エネ・BCP対策を主力
に環境コンサルティングを行うことで、エネルギー面で事業者様の持続可能な
経営をしていくことを促進する。
省エネとしてLED照明・空調の入れ替え、BCP対策として蓄電池や非常用発電
機の販売。その他、ニーズに合ったご提案でサポートすることで、弊社は包括
的なサービスを提供する環境商社を目指す。
また、日本最大の補助金ポータルサイトを運営しているグループ会社と連携を
取り、補助金申請代行業務や案内を行うことで事業者様にとって補助金を利用
しやすい環境を提供している。

弊社ではこれまで省エネ・BCP対策商材をメインに扱ってきました。
その中で、補助金の活用をしたご提案をさせて頂き、申請までトータルサ
ポートしております。近年では、未来を創造し続けるベストパートナーと
して選んでいただくために、より一層SDGsの取組を発信していく必要性
があると感じております。エネルギーから考えるSDGsを浸透していきた
いと思っていますので、どうぞ宜しくお願い致します。

柳井電機工業株式会社（大分市）

No.23

ヒトからシステムの移行で働き方改善サポート

普及・啓発
導入
事業開発

サービス概要

シーズ型支援

◎

●IT活用支援
下記に掲げる用途に合わせたITを用い、設備の情報管理、熟練者のノウハウの
データ化、製造工程の見える化、5G時代の地域分散クラウドシステムなどを構築
し、遠隔で監視・操作を行うことで場所を選ばずに情報の把握が可能となります。
【活用事例】
①設備台帳システム
②ナレッジデータシステム
③醸造IoT（醸造工程の遠隔管理による見える化）
④5G建設機械・ドローンのリモート操作システム

期待できるメリット
ヒトからシステムにデータを移行し、様々なセンサーから必要な情報を集約させ人手を最小限にす
ることでき、より早く正確な管理を可能にいたします。それにより、作業の簡略化、作業負担の軽減
につながり、働き方改革の一環としても期待される。

解決したいこと・目指す姿
様々な職種で職員数の減少や高齢化などにより慢性的な人手不足や進まない技術継承の課題を抱え
る自治体や企業に対して、弊社の持つシステムや知識・経験を活かし、お客様の課題を提案型で解決
いたします。

代表者

柳井 智雄

電 話

097-537-5367

MAIL

k-inoue@yanaidenki.co.jp

URL
所在地
概要

担当者

井上 国広

http//www.yanaidenki.co.jp/
870-0017

大分市弁天二丁目7番1号

日立製作所及び日立グループの総合特約店として、様々な企業の電気機械器具卸売業をはじめ、設計施工、
メンテナンス、自社研究開発部門を手掛けています。

経済産業省より「地域未来牽引企業」として、10月に選定されました。これからますま
す大分の地場企業として、地域の発展に寄与していきたいと考えております。

株式会社ビジネスリファイン（福岡市）
SDGsの取り組みで「個の自立」を目指す

No.24
普及・啓発

◎

導入
事業開発

サービス概要

シーズ型支援

●SDGs普及啓発に向けての教育・研修セミナー
【実施事例】
・研修を受ける機会の少ない非正規雇用労働者、学生、主婦、母親に対
し勉強会を開催。また、企業の社員、スポーツ選手へのSDGsを取り入れ
た研修を実施。
※2030SDGs公認ファシリテーター1名、地方創生ファシリテーター公認
2名が在籍

期待できるメリット
弊社が開催している勉強会で、SDGsの理解を深めることができます。企業での大きな取
り組みも大切ですが、まずは一人ひとりが「意識を変える」ことが大切だと気付くことで、
小さくても社会に貢献できるということを実感していただけると思います。

解決したいこと・目指す姿
すべての女性が、それぞれの環境に応じた多様な働き方を選択できる社会を目指す為に、
教育研修を通して自律し、スキルや知識を習得できる様になる。特に、教育を受ける機会
が少ない非正規雇用者、主婦、母親、フリーターがSDGsの取り組みを知り「個の確立」が
実現できる社会を応援します。

代表者

大野 祐子

電 話

092-734-1030

MAIL

work@business-refine.co.jp

URL
所在地
概要

担当者

里居 由美

https://business-refine.co.jp/
812-0004

福岡市中央区渡辺通1-1-2ホテルニューオータニ博多5F

人材教育・企業研修、セミナー、人材紹介・派遣事業などの人材ビジネス。
個人向けのスクール インフィニフィニッシングアカデミーの運営
女性外部取締役の紹介、女性管理職の紹介。

弊社は30年以上の教育研修、人材サービスで信頼と実績があり
ます。女性活躍推進がいまだに進んでいない日本の現状と課題の
解決に向けて、社会の現状を知る経験豊富な当社がお手伝いして
まいります。

No.25

リューコス株式会社（長崎県佐世保市）
「経営×SDGs」で未来を創るお手伝い
サービス概要

普及・啓発

◎

導入

◎

事業開発

○

シーズ型支援

●研修
・個人事業主〜99名規模の会社の、経営資源（ヒト・モノ・カ
ネ・情報）を最大化させるための支援をします。
・SDGsカードゲーム（２０３０，地方創生、アウトサイドイ
ン）の実施
・社内にSDGｓの考え方を導入、実践、広報するための仕組み作
り及び社員研修の実施

期待できるメリット
・自社の現状に合わせた取り組みの提案を実施。
・実際に実行に移すための行動計画を立て、遂行するためのコンサルティングも可能。
・まずは既存の社内リソースを最大化させることを目指すため無理なく始めることが可能。

解決したいこと・目指す姿
・個人〜９９名規模の中小企業の経営改善とSDGｓの実践をリンクさせること。
・机上の空論でなく、持続可能な仕組みを作り、継続していくこと。
・社内だけで終わらず、地域やスタッフの家族を巻き込み輪を広げていくこと。
・個人も会社もそれぞれの強みを磨き、それぞれが自分らしく輝く社会作り。

代表者

内海 和憲

電 話

0956-26-5560

MAIL

info@leukos.jp

URL
所在地
概要

担当者

内海 梨恵子

http://www.leukos.jp
859-3215

長崎県佐世保市早岐3-12-6

経営支援、マーケティング、人材育成、インターネットの活用支援、動画、ア
ニメーション作成、SDGs研修、ローカルメディア運営

長崎県佐世保市で自動車学校からスタートした会社です。創業
者の精神とSDGｓの取り組みが共通する部分が多く、自社だけで
なく、地域へ活動を広げたいと思い活動を始めました。未来を見
据えながら、会社と個人の強みを磨き、地域で輝く企業作りのご
支援をいたします。

No.26

シンワラボ株式会社（福岡市）
なぜ、あの会社ばかり良い人材が集まるのか？
アフターコロナのNew Normal『SDGs』
サービス概要

普及・啓発

◎

導入

◎

事業開発

◎

シーズ型支援

○

●SDGsコンサルティング
①SDGs啓蒙研修
・社員教育、プロジェクトチーム運営
②SDGsによる企業ブランディング
・既存事業の再定義、再構築
③SDGsコラボレーション
・SDGs活動連携から新マーケット開発

期待できるメリット
・SDGs活動を通じ、業務や会社の存在意義、社会への貢献を社員が再確認する
・プロジェクトチーム、各活動から、「風通しの良い企業風土づくり」を促進する
・SDGsの文脈に沿って、自社の事業や企業文化を分かり易く発信できる
・学生や若手人材からの認知や共感が高まり、選ばれやすくなり応募者が増える
・SDGsを実践する企業間の連携から、新事業・新マーケットが生まれやすくなる

解決したいこと・目指す姿
・SDGsをアフターコロナの不確実な社会での「羅針盤」として位置付ける
・SDGsアクションPDCAの実行により、事業の再構築、組織の再強化を図る
・老舗企業の歴史からも学び、時代の変化を前向きに捉え、柔軟にサポートする
・企業間コラボレーションから、新しい変化を生み出す“触媒”となる
・企業規模に関係なく、多くの求職者から選ばれる企業ブランディングを行う
代表者

加藤 シゲキ

電 話

090-9562-0735

MAIL

shigeki.kato@shinwalab.jp

URL
所在地
概要

担当者

加藤 シゲキ

https://shinwalab.jp
810-0053

福岡市中央区鳥飼1-6-36-701

SDGs・健康経営 企業コンサルティング
（その他コンサルメニュー）

採用仕組づくり、リーダーシップ、ハラスメント、アンガーマネジメント 等

先が見通せない時代と言われる中、ひとつ確実に言えるのは、
2030年までSDGsを軸にお金やサービス、社会が大きく動いて行
くということ。「これから何処に向かい、一歩踏み出せばよいの
か？」SDGsはそのヒント、羅針盤になると思います。皆さまと一
緒に楽しく歩んで行くことが出来たら幸いです。

株式会社九州フィナンシャルグループ（熊本市）
地域と私たちの持続可能な成長の実現のために

No.27
普及・啓発

◎

導入

◎

事業開発

○

シーズ型支援

サービス概要
●SDGsコンサルティング、金融支援
①SDGsパンフレットを作成し、営業活動を通じて行員・地域のSDGs意
識を醸成。地元の企業向けにSDGsコンサルティングを展開（熊本、
福岡県内のみ）
②本業の投融資にESG目線を入れ、地域の課題解決・SDGsの達成に寄与
する企業の活動を後押し

期待できるメリット
①自社のレジリエンスを高め、持続可能な経営を実現。
②事業資金を確保すると同時に、持続可能な環境・社会に貢献。

解決したいこと・目指す姿
課題を抱える企業、持続可能な経営を実現したい企業、地域に貢献したい企業向けに、
投融資活動やSDGsコンサルティングを通してサポートをしていきたい。また地域への
SDGs普及活動を通して、地域一体となりSDGsの達成に貢献していきたい。

代表者

笠原 慶久

電 話

096-326-5608

MAIL

keiki2@ml.kyushu-fg.co.jp

URL
所在地
概要

担当者

西田 貴之

https://www.kyushu-fg.co.jp
860-0025

熊本市中央区紺屋町1丁目13

九州フィナンシャルグループは、銀行持株会社である当社、並びに株式会社肥
後銀行、株式会社鹿児島銀行、九州FG証券株式会社を含む連結子会社18社で
構成され、銀行業務を中心にリース業務、クレジットカード業務、信用保証業
務、金融商品取引業務等の金融サービスに係る業務を行っている。なお、
2019年４月１日より、肥後銀行及び鹿児島銀行において銀行本体での信託業
務の取り扱いを開始。

私たちは九州に根差した地域金融機関であり、自社の持続可能
な発展は地域と不可分だと考えている。そのため、SDGsへの取り
組みは自社に止まらず、ステークホルダー全体を巻き込んでいる。
九州SDGs経営推進フォーラム「パートナー企業」のネットワーク
を通して、更にその輪を広めていき、持続可能な地域社会の実現
に貢献していきたい。

株式会社杉本商店（宮崎県高千穂町）

No.28

原木乾しいたけの生産・販売両輪の体制を構築
サービス概要

普及・啓発
導入

◎

事業開発

◎

シーズ型支援

●SDGs経営の実践経験に基づく、新たに取り組む企業・団体への
サポート
【背景】当社は創業以来、主に近隣生産者が生産した原木乾しいたけを買
取り、国内市場で販売してきたが、近年は国内消費量が減少傾向にある。
今後も継続して近隣生産者から原木乾しいたけを安定的に買い取るため
には、輸出による販路開拓が不可欠であると考え、JETROや中小機構のプ
ログラムを活用し市場調査を行った結果、乾しいたけ食習慣のある東南ア
ジア市場は中国産乾しいたけ等との価格競争が激しく、参入のメリットが
見いだされなかった。そこで、欧米への輸出を主軸と考え、同業他社の参
入が難しい海外Amazonの物流倉庫を利用したEC販売に力を入れ、輸出量
を約20倍に伸ばしている。
また、持続的な生産体制の構築に向けては、現在生産者約650軒の作業
負担軽減に取り組んでいる。これらの取り組みで培ったノウハウを共有す
ることで、永続的な経済循環のヒントを与え課題解決のお手伝いをしたい。

期待できるメリット
輸出による販路開拓に向けた、JETROや中小機構のプログラムを活用した市場調査、調
査結果に基づく販売差別化戦略の見極め、EC販売への参入、また、生産者約650軒の作業
負担軽減による産地支援などの取組で培った経験・ノウハウを共有します。
生産から販売の一連の流れの中での改善点や問題点を見つけ出し、解決の方法を多角的
に検討し実行プランの作成をサポートします。

解決したいこと・目指す姿
地域資源の活用と担い手不足の解決

代表者

代表取締役 杉本 和英

電 話

0982-72-3456

MAIL

kazuhide@sugimoto.co

URL
所在地
概要

担当者

同左

https://sugimoto.co/
882-1101

宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井458-28

九州・高千穂郷の干ししいたけ専門問屋
農林水産省「サステナアワード2020伝えたい日本の“サステナブル”受賞

SDGsにどこから取り組んだらよいか、悩まれている場合は一度
ご相談ください。
地域資源を活用した持続可能な経済循環を実践しておりますので、
ヒントになるかもしれません。
共に課題を解決し、持続可能な経済循環を実践しましょう。

株式会社ヒューマンブレークスルー（福岡市）
従業員満足度・エンゲージメントの高い経営を
支援

No.29
普及・啓発

◎

導入

◎

事業開発

サービス概要

シーズ型支援

●従業員の「働きがいの向上」を実現するための調査・コンサル
ティング・教育研修サービス
①働きがいの要因を調査するための、ES（従業員満足）診断
②働きがいの向上を啓発・実現するための、教育研修・セミナー
③働きがいを向上させるための制度構築コンサルティング（経営理
念体系の策定、幹部・管理者研修制度の構築、人事評価制度構築、
コーポレートガイドブックの策定など）

期待できるメリット
ES（従業員満足）・エンゲージメントのコンサルティングを通じ、従業員の働きがいを
高め、生産性向上や定着率向上に貢献します。SDGsの17の目標にある「８．働きがいも
経済成長も」の目標達成につながります。

解決したいこと・目指す姿
中小企業が強化していかなければいけない、「働きがいの向上」・「教育の充実」・
「健康経営」について、どのような取り組みが自社にとって有効なのか、調査からサポー
トを実施。調査結果にもとづいた教育研修の実施や、各種制度づくり（経営理念体系の策
定、幹部・管理者研修制度の構築、人事評価制度構築、コーポレートガイドブックの策定
など）をコンサルティングし、SDGs経営をサポートしていきます。

代表者

代表取締役 志田 貴史

電 話

092-405-5501

MAIL

info@human-breakthrough.jp

URL
所在地
概要

担当者

吉田

http://www.human-breakthrough.jp/
810-0001

福岡市中央区天神4-8-2

ES（従業員満足）・エンゲージメントに専門特化したコンサルティング会社
として、調査、制度策定のコンサルティング、教育・研修などを実施

SDGsの目標にある「働きがいの向上」、「教育の充実」、
「健康経営」について、具体的なサポートを行っています。こ
れらの支援を通じて、SDGsの啓発と具体的な目標達成に対し
て貢献していきたいと考えています。

株式会社KCL（鹿児島市）

No.30

教育実績を活かしSDGsの社内浸透をサポート
サービス概要

普及・啓発

◎

導入

◎

事業開発

◎

シーズ型支援

●企業様向け
・役職員や SDGs に対する理解を促進させるための社内勉強会講師
・SDGs 視点による新事業創出・社内プロジェクトチーム立上げ・サポート
事業計画策定・経営課題解決の支援
・中小企業様へ SDGs 推進サポート・普及・啓発するための SDGs 研修
・課題解決型インターンシップ事業

●自治体様向け
・市民講座、PTA 等、女性やシニア層にもわかりやすい普及活動
・自治体主催の SDGs イベント企画立案サポート、講師対応
・課題解決型インターンシップ事業

●教育機関様向け
キャリアパスポートや就職・進学ガイダンス等、教職員への SDGs 研修
・SDGs 出張授業、ワークショップを開催や企画提案

期待できるメリット
・課題解決型インターンシップ事業導入や、自社のリソースの再確認、共有からの新規事業立ち上げで、スピー
ド感のあるSDGs社内浸透や推進効果。
・行政の市民向け協働講座や職員向け「SDGs 普及・推進講座」、教育機関や PTA等依頼の「SDGs×お受験」
「SDGs×キャリア」「SDGs×○○」等、ターゲットを絞ったわかりやすい価値共有からのSDGs推進、導入を
開催します。
・課題解決力、提案力を鍛える「SDGs新規事業塾」

解決したいこと・目指す姿
SDGs達成のためのESD（持続可能な教育）で、人づくり、人材育成を軸として、イン
ターンシップ事業や新規事業立ち上げ、実践型のSDGS推進事業をとして、企業だけでは
なく市民や学生も巻き込み、誰ひとり取り残さない自己実現の世界を目指す。
代表者

代表取締役 中川 恵美子

電 話

090-4587-8265

MAIL

maplelink@kyushu-career.com

URL
所在地
概要

担当者

同左

https://www.kyushu-career.com
890-0082

鹿児島市紫原 3-65-18

人材育成研修、資格講座運営、認定、管理業務、教育、
キャリアコンサルティング／教材企画、制作、販売事業、
外国人観光客、留学生支援、文化交流イベント企画、
WEBサイト、HP、動画デジタルコンテンツ作成、運営

企業内の SDGs 浸透のお悩みをお聞きしますが、SDGs は意識改革でもあります。
2020年明治維新以来の教育大改革が行われ、新しい価値で教育された人材がこれからは
社会で活躍する時代となります。これまでの価値観だけで進めるのではなく、新しい価
値観への理解を深めることが不可欠となり、自律的な取り組みを促します。教育業界 30
年の実績を生かし、実践型SDGs推進事業を進めております。お気軽にお問合せください。

株式会社イノベーションパートナーズ（東京都港区、佐賀県嬉野市）
プロモーション・事業開発支援を通じ、地域企
業の持続可能な事業をサポート
サービス概要

No.31

普及・啓発
導入
事業開発

◎

シーズ型支援

○

●オフィス進出支援・誘致事業
スタートアップ企業や成長企業、優秀な人材が集まり、世界を舞台に
した新たなビジネス誕生する「日本版シリコンバレー」を目指し、行政
機関と連携した企業誘致を実施。

●ワーケーション事業
温泉旅館での経営者向け会員制ワーケーションを和多屋別荘（佐賀県
嬉野市）で展開。温泉旅館ならではの「温泉入り放題」特典や、客室を
改装したコワーキングスペースの利用、コンシェルジュサービスなどの
会員コンテンツを用意。

●ヒットメイキングEC事業
地域の名産品等のECサイト制作から、商品のリブランディング、販
路拡大、プロモーションの一連の流れを提供。

期待できるメリット
佐賀県嬉野市・和多屋別荘内のサテライトオフィスでは、地域の名産品などの自社ECサ
イト制作の支援や行政機関と連携した企業誘致事業など、地方創生事業を展開しています。
特に、コロナ禍で経営が厳しい観光産業の新たな収益源の獲得や新事業への進出を企画〜
プロモーション〜運営まで幅広くサポートします。

解決したいこと・目指す姿
・地域の価値の再発見、プロモーションによる課題解決によって、地域活性化に貢献する
こと。
・地方に企業が集積することによる新たなビジネスや業種、雇用の創出を通して、地方に
住みながら望むキャリアを実現できる社会に貢献すること。
代表者

代表取締役社長 本田 晋一郎

電 話

03-5444-8786

MAIL

local@innovation-partners.jp

URL
所在地
概要

担当者

地域創生事業本部 垣﨑潤也

https://innovation-partners.jp/
106-0047
843-0301

東京都港区南麻布１-6-30【本社グローバルヘッドオフィス】
佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙738和多屋別荘内【嬉野温泉アジアヘッドオフィス】

全ての「コト・モノ・ヒト」にイノベーションを起こす架け橋となることをコンセプトに、メ
ディアリレーション、プロモーション、PR連携などを通じ、自治体、地域事業者と連携した地域
全体の活性化事業を展開

地域課題解決のノウハウや知見を基に地域活性化に貢献で
きるよう、地方創生事業を推進してまいります。

日商エレクトロニクス株式会社（東京都千代田区）
DXサービスやテクノロジーで、SDGs経営の
環境分野での取り組みを支援

No.32
普及・啓発
導入

○

事業開発

サービス概要

シーズ型支援

◎

●企業からでる廃棄物からSDGs推進の具体アクションを提供
企業の廃棄物業務には、規制の難しさによる知識不足、業者依存による
コンプライアンス課題、廃棄物（環境）に関する従業員の意識の低さなど
が引き起こす様々な課題があります。廃掃法にのっとった廃棄物業務のク
ラウドサービスをご提供し、コンプライアンス遵守、業務効率化を実現し、
廃棄物業務を自社で管理、同時にごみの内容や動きを「見える化」します。
ごみのデータを分析し、分別ノウハウとリサイクル業者をマッチングする
ことで、これまで廃棄物だったものを資源としてリサイクル業者に提供し、
廃棄物の削減、リサイクル率の向上、CO2の削減で、SDGsを推進します。

期待できるメリット
法律上、排出者責任となる廃棄物業務を、月額1万円〜／拠点のクラウドサービスにより
自社管理するサービスです。業者選定、契約から収集運搬、処理に至るまでの全ての廃棄
物業務をカバーしており、さらに廃棄方法不明な廃棄物の相談、適正業者の紹介、資源化
するための分別指南やリサイクル業者の紹介までサービスとして提供します。処理費用の
適正判断や資源化によるコスト削減にも寄与できます。全国の様々な業種250社／3000拠
点でご利用頂いているサービスです。

解決したいこと・目指す姿
企業のごみの内容や動きを「見える化」、リサイクル企業をマッチングすることで、ご
みとして処理する量を減らし資源化を促進、循環型社会の形成に貢献します。サプライ
チェーン、商業施設などでの取り組みへの拡大、自治体レベルでの実現を目指しており、
まち全体での廃棄物削減、焼却炉の減少、災害ゴミの対策など、住み続けられるまちづく
りへの貢献を目指しています。
代表者

代表取締役 寺西 清一

電 話

092-781-1886

MAIL

https://www.nissho-ele.co.jp/index.html

URL
所在地
概要

担当者

木村 悦治

https://www.nissho-ele.co.jp/company/index.html
102-0084

東京都千代田区二番町3-5 麹町三葉ビル

国内外の最新ソリューションによるネットワーク・ITインフラ構築、システム
開発、運用・保守などのサービス提供、およびデジタルトランスフォーメー
ション支援

廃棄物の削減、リサイクル率の向上、CO2の削減など、企業
からでる廃棄物からSDGs経営の具体アクションをご提供する
ことが可能です。是非、よろしくお願いいたします。

一般社団法人フミダス（熊本市）

No.33

熊本をずっと暮らせるまちに。未来人材を育成
しながら社会事業をデザイン
サービス概要

普及・啓発

◎

導入

◎

事業開発

○

シーズ型支援

●人吉復興支援事業「オープンウェルネスシティひとよし」
人吉市役所と連携し、復興支援活動を展開。市外の人とのつながり
を生む、マインドフルネスヨガや健康野菜スープなどを提供するイベ
ントを開催。

●まちなか活性化事業「くまもと未来人材チャレンジステー
ジ」
2018年から熊本市、キリンホールディングス、日本財団と連携した、
熊本の未来について考えるイベントを開催。

●キャリア教育事業「ガチカリ」
熊本県立大学総合管理学部産学連携カリキュラム「基礎総合管理実
践」「基礎総合管理実践演習」の授業コーディネートを行い、地域の
雇用を生み学生の地元就職を促進。

期待できるメリット
熊本をずっと暮らせる街にするために、次世代を担う若者人材の育成や復興支援やまち
なか活性の事業創出をSDGsの視点をいれて取り組んでいく事業に、パートナーシップのも
と参画できます。

解決したいこと・目指す姿
3つの事業を通じて、訪れる人と住民の医療福祉基盤と産業活性化の両立、未来の熊本を
担う人材の発掘及びネットワーク構築の推進、地域を支え動かすリーダーの創出、ひいて
は、地域で新たな価値と仕事を創造できる仕組みづくりを目指します。

代表者

代表理事 濱本 伸司

電 話

096-284-1840

MAIL

info@fumidas-project.com

URL
所在地
概要

担当者

帯刀

http://www.fumidas-project.com
862-0922

熊本県熊本市東区三郎2-20-15

実践型インターンシップを通し、若者と仕事と地域をつなぐ事業を展開

「熊本をずっと暮らせるまちにする」ことをビジョンに掲げ、未来人材の育成事業と
社会事業デザイン事業を行なっています。これは決して１社では達成することができな
いことで、行政・民間・教育機関などの間で結ぶパートナーシップが必要です。フォー
ラム会員の皆様とともに、持続可能な社会の実現を目指していきたいと思いますので、
どうぞ宜しくお願い致します。

MCPジャパン・ホールディングス株式会社（福岡市）
投資育成を通じ、SDGsに挑戦する事業活動を
支援
サービス概要

No.34
普及・啓発
導入

◎

事業開発

○

シーズ型支援

●ファンド組成による投資を通じて、SDGsに取組む企業を支援
私どもは九州全体の金融機能の基盤強化を担うべく、福岡国際金融都市構
想に参画いたしました。
九州には環境技術やクリーンエネルギー関連、資源循環に関する優れた技
術開発に取り組んでいる企業が多く、SDGsに資する環境系事業にチャレン
ジする事業者に対して投資ファンドやグリーンボンドの組成を通じ、九州
発、日本さらにはグローバルな事業展開を支援します。

期待できるメリット
具体的効果のあるグリーンテックおよびフィンテック・メディテックに取組む企業への
投資育成を行い、SDGs九州が世界基準のSDGsに取り組む企業の集積地となるための
ファンドによる産業金融機能を提供して行きたいと考えています。

解決したいこと・目指す姿
ESGを欧米が主導する産業政策であると理解した上で、市場メカニズム（投資家）と日本
企業の行動変容の仲介役となって行きたい。SDGsへの取組は、企業にとっては事業機会で
あり、事業リスクでもあります。ファンド機能で環境テクノロジーに秀でた企業の成長の
一助となるだけでなく、環境問題への先端的取組を行う企業の技術知見に基づく適正な基
準や認証機構を構築し、九州がSDGsにおいて日本を牽引する地域となっていくお手伝いが
できればと思っております。さらには地方自治体が抱える様々な社会課題の解決に寄与す
る技術を発掘し、皆さんとともにこの地で成長していきたいと考えています。
代表者

代表取締役社長 藤井 俊

電 話

092-518-1406

MAIL

yuka.amano@mcp-am.com

URL
所在地
概要

担当者

天野 由華

http://mcp-am.jp
810-0041

福岡県福岡市中央区大名2-6-11 FukuokaGrowthNext 2階

MCPホールディングスは、国内外の金融機関、年金基金、事業会社等に対し、
ヘッジファンド投資、プライベートエクイティ投資、不動産投資等のオルタナ
ティブ投資のソリューションを提供

MCPホールディングスは運用会社として、20年間のグローバル運用の実績を有し、長期
にわたり機関投資家の運用を支えて参りました。世界の投資家と日本をつなぐ20年から、
次は世界と九州を直接つなぐ企業努力を行って参ります。
ファンドによる産業金融は、シリコンバレーを育てた金融機能です。地元の金融機関の
皆様とも連携しながら、九州の有望企業の成長の一助となれたら幸いです。

株式会社オーイーシー（大分市）

No.35

ICTサービスを通じ、人と社会と未来に貢献

普及・啓発

◎

導入

○

事業開発

サービス概要

シーズ型支援

◎

●企業及び市町村向けのSDGs講習やカードゲームの体験会
SDGs de 地方創生 公認ファシリテーターの資格を持つ社員２名
が、SDGsの普及・啓発に向けた事業を展開

●DXコンサルティング
地域・社会・お客様の課題発見からその解決に必要な手法やソ
リューションまで一緒になってトータルでサポート。
ドローンプログラミング教室

期待できるメリット
・地域通貨プラットフォーム、リモート観光ソリューション

地域通貨・デジタル商品券プラットフォームにより、地域で経済を回す仕組みの導入や商店街の活
性化、また、リモート観光ソリューションやデジタル観光マップに より観光客誘致を支援。

・ドローン関連街づくりソリューションの提供
ドローン操縦体験・ドローンプログラミング体験により地域住民への教育、また、ドローンの社会
実装に向けての配送の実証実験や、ドローンサッカーを普及を実施。

・AIやIoTを活用したサービス
動画の自動解析ツールで人の表情からメンタルの状況を数値化する
ヘルスチェッカーを提供し、健康状態の把握をサポート。
また、遺失物（落とし物や忘れ物）にまつわる悩みをAI画識別技術で
スマートに解決するシステムや、カメラを使用したAI車両検出による
駐車場利用状況管理システムを提供。
循環型社会の実現に向けてデータ管理による的確な現状把握から
業務の効率化を支援。
ヘルスチェッカーでの表情撮影

解決したいこと・目指す姿

「技術と信用と真心」をモットーに、高い技術力を持った総合情報処理サービス企業と
して、品質の高い製品・サービスを通じて、新たな価値を提供することで、人と社会と未
来への貢献を目指します。
代表者

代表取締役社長 加藤 健

電 話

097-537-9564

MAIL

nozaki@oec.co.jp

URL
所在地
概要

担当者

野﨑 浩司

https://www.oec.co.jp/
870-0037

大分県大分市東春日町17-57

ICTサービス

当社は創業55周年を迎えたICTサービス企業です。お客様のニーズにお応えし社会に役立
つ製品やサービスを提供することで豊かな社会の実現に貢献していきます。
九州SDGs経営推進フォーラム パートナー企業のネットワークを通じてこれからも積極的に
SDGsの普及・啓発を図り持続可能な社会の実現に向けて努力して参ります。

公益財団法人地方経済総合研究所（熊本市）

No.36

地域経済社会の知恵袋であり続け、
未来への扉を共創する。
サービス概要

普及・啓発

◎

導入

◎

事業開発

◎

シーズ型支援

◎

●SDGsの普及・啓発活動
住民、自治体、事業者向けに習熟度に合わせたSDGsに関するセミナー
やワークショップの開催

●SDG経営支援及び自治体SDGs推進支援
事業者向けに、社員教育からSDGs宣言、さらにSDGsを経営計画に反
映するためのコンサルティングを実施。
自治体向けに、持続可能なまちづくりへ向けた各種計画とSDGsの関連
付けや、SDGsの考え方を基礎とした住民ニーズの政策への反映を支援。
住民アンケートによるSDGsの浸透度可視化を目的とした調査も実施。

期待できるメリット

経営支援

・事業者のメリット
顧客

従業員

社会

新規市場開拓

モチベーションの向上

社会的評価の向上

事業機会創出

人材獲得・確保

資金調達力の強化

サプライチェーンの維持

企業価値の
向上

異業種との連携促進

・自治体のメリット
住民

職員

社会

定住人口の確保

モチベーションの向上

社会的評価の向上

事業機会創出

人材獲得・確保

資金循環力の向上

シビックプライドの醸成

ウェルビーイング向上

官民連携の促進

持続可能な
まちづくり

解決したいこと・目指す姿
地域課題を解決し、豊かで持続可能な地域社会を実現するための情報・ソリューション
を提供し続ける熊本の“知恵袋”となるべく経営理念を徹底的に追求し、社会を持続可能と
するために強い意志をもって変革への挑戦を続けていきます。
代表者

代表理事 笠原 慶久

電 話

096-326-8634

MAIL

sdgs@dik.or.jp

URL
所在地
概要

担当者

財津 孝永

https://www.dik.or.jp/
860-0012

熊本市中央区紺屋今町1-23

経営理念である「地域経済社会の知恵袋であり続け、未来への扉を共創する。」
の下、熊本地方の経済、産業、地域の活性化に関する調査研究並びに総合的な
提案を行うシンクタンク

ワークショップ

豊かで持続可能な地域社会を実現するために様々なステークホルダーと連携しながら、
取組を進めています。「パートナー企業」のプラットフォームを通じて、更に連携先を
増やしながら、地域が抱える社会課題を解決していきます。

第一生命保険株式会社 西日本営業局（福岡市）
ＳＤＧs経営の視点に基づく活動を通じて地域
の課題解決を図ります
サービス概要

No.37
普及・啓発

◎

導入

○

事業開発
シーズ型支援

●地域での協働による課題解決を目標としたSDGsの取組実施
●サステナビリティ実現のためのソリューション検討・提案を通
じたwin-winの関係づくり

期待できるメリット
・九州各地の企業さまとのパートナーシップでは、これまで多くの企業・自治体と取り組ん
できた健康増進、災害対策、産業振興、女性活躍推進などの活動経験を活かしたコラボレー
ションを模索します。
・福利厚生制度や事業承継に関するコンサルティング、社員の皆さまへの金融リテラシー教
育などをご提供します。

解決したいこと・目指す姿

「女性のためのエンパワーメントセミナー」（2020.1）より

当社グループのビジョンは「すべての人々の幸せを守り、高める」です。地域・社会の持
続性確保に向けて、地元のお客さまや企業さま、自治体等との連携に取り組みます。

代表者

千葉 昌史

電 話

092-282-8010

MAIL

sudo@daiichilife.com／kiwamoto@daiichilife.com

URL
所在地
概要

担当者

須藤・岩本

https://www.dai-ichi-life.co.jp/index.html
812-0004

福岡市博多区綱場町１－１ D-LIFEPLACE呉服町11階

生命保険

持続可能な社会の実現に向けては、その担い手となる企業および従業員の皆様が「持
続可能」であることが大切であると考えます。そのための健康増進・福利厚生・災害対
策・事業承継といった分野を中心に、幅広く貢献していきたいと考えております。宜し
くお願いいたします。

株式会社アースダンボール（福岡県宗像市）
ダンボールで脱プラやSDGsの達成に貢献する

No.38
普及・啓発
導入
事業開発

サービス概要

○

○

シーズ型支援

●環境に配慮した印刷や物流の実現
ダンボールはリサイクル率90％以上のエコな素材です。
プラスチックや木箱に代わり、運送を支えております。
ネット通販業界（Amazon・楽天など）の成長に伴い、ダン
ボールの需要も増えております。
環境負荷の低い印刷方法や、効率的な物流に貢献し、SDGs達
成を目指します。

期待できるメリット
アースダンボールでは、ミラプリ（水性インクジェット印刷）という印刷サービスを展開
しております。
本来ダンボールへ印刷する際は、樹脂版を用いますが、ミラプリでは版が不要になります
ので、環境負荷の低い印刷方法になっております。

解決したいこと・目指す姿
昨今、過剰梱包であったり、大き過ぎたりするダンボールで発送されるWeb通販店舗様
が見受けられます。アースダンボールでは3,000種以上の様々なサイズの箱をラインナッ
プとして取り扱っており、ほぼ全てミラプリ印刷対応商品になっております。お品物に
合ったピッタリサイズの箱を使用して頂くことで経費削減・ダンボール原紙の削減・運送
会社様の労力の削減を目指します。

ダンボール製トレー
代表者

代表取締役社長 奥田 敏光

電 話

0940-39-3395

MAIL

d-okuda@bestcarton.com

URL
所在地

概要

担当者

専務取締役 奥田 大輔

ダンボール製ベッド

https://www.bestcarton.com/
811-3515

福岡県宗像市池田1685

製造業（ダンボール）

ダンボールへの印刷はブランディングなどの差別化や荷物が届いた時の喜びの体験を
提供することができます。ミラプリ印刷はエコなだけでなく、樹脂版を使用しないため
初期費用不要で、さらに小ロットを得意としておりますので、事業を始めたばかりの企
業様でも共にSDGs達成を目指すことができます。

arm2.5

No.39

（神奈川県藤沢市）

SDGs経営で社内エンゲージメントと企業価値
の向上を目指す

普及・啓発

◎

導入

◎

事業開発
シーズ型支援

サービス概要

●SDGs経営講演・個別コンサルティング・研修
①SDGsの考え方、中小企業の取り組み方などについての講演の実施
②各社の現状に応じたSDGs経営の個別支援：
・何から始めて良いか分からない、社員にどう浸透させていいか分からない、
目標の定め方が分からない、どのように利益に結び付けるのか分からない、
社内エンゲージメントを高めたい、と言ったお悩みやご要望に。
・女性活用やダイバーシティ・インクルーシブの推進、ビジネスと人権への取組み、
外国人材の活用と定着など各社の状況に応じた支援をカスタマイズ
③若手・中堅社員向けの研修：
・正しい情報収集の方法など情報リテラシーの向上
・社会課題と国際情勢を身近な事例で考え、多面的な考え方やメタ認知を向上させる
・答えが一つでない・答えがない課題について考え・議論する

期待できるメリット
・SDGs経営に全社で取り組むことで、社会課題の解決を目指しながら利益を出す企業の将
来の姿を追求します。
・同時に各従業員の夢・心身の幸福度・満足度（ウェルビーイング）を高めることで、社内
エンゲージメントを高めるとともに人材を人財に変えます。
・こうした企業やそこで働く従業員の姿勢が企業ブランド・企業価値を向上させます。

解決したいこと・目指す姿
・中小企業の下請け体質からの脱却を目指すための企業価値の向上
・各従業員がプライドを持って働けるような意識の醸成と社内環境の整備
・未来を担う若手・中堅社員のグローバルな視点の育成
代表者

新居 大介

電 話

070-7498-6970

MAIL

arm2.5da@gmail.com

URL
所在地
概要

担当者

新居 大介

251-0037

神奈川県藤沢市鵠沼海岸3-5-8（チコパン×クゲヌマ）

コンサルタント、パン屋、主夫業

25年間、海外ビジネスと中小企業支援を行ってきました。中小企業の最大の課題の一
つが人材不足です。SDGsは経営の一部です。従って経営者の理解が何よりも大事です。
SDGsの理念を通して、企業理念を改めて見つめ、全社で共通の目標に向かい、各個人の
心身の幸福度・満足度を高める絶好の機会です。中小企業にとってこそ、SDGsは人材を
人財に変え、企業価値を高める素晴らしいツールです。
是非チャレンジください！

合同会社TSUMIKI（福岡県那珂川市）

No.40

子育てしやすい未来の実現

普及・啓発
導入

サービス概要
●ベビーファンディング
ワークプレイスIggyの機器・サービス導入企業の日々の業務が、
子育てしやすい未来への支援になる活動「ベビーファンディング」

事業開発

○

シーズ型支援

○

期待できるメリット
利用者の利便性を高めるとともに、環境に配慮した素材の使用及びコストや作業工程を削
減する機器類の導入を推進します。また、非常用設備や自家発電設備が搭載された防災コン
テナの普及や、屋内外の導線機能が向上する案内表示パネルを設置し、非常時の安全な避難
を可能にすること（製作する案内表示のパネルには、サーマルリサイクル可能な新素材を採
用）と、窓・壁を省エネ・消臭・抗菌・抗ウイルス仕様に機能性をプラスするシート・フィ
ルムを施工することにより、感染症や自然災害等に対応するレジリエンス強化に寄与します。
以上の機器類・サービスの消耗品費・施工費から5%を可動式ベビーケアルーム
mamaro™の設置・維持の資金に充てる活動をしています。

解決したいこと・目指す姿
授乳室や搾乳室がまだまだ十分足りていない状況を改善し、「子育てしやすい未来」を
実現することを目指します。 目的達成のひとつの手段として「可動式ベビーケアルーム
mamaro™」を子育て世帯が集まる施設に設置することを推進します。

導入企業とのパートナーシップで子育てしやすい未来の実現が加速する
「可動式ベビーケアルーム mamaro™」は、不安なく安心して利
用できることに加え、災害時には避難所等の必要な場所に移動し、
弱い立場となりやすい女性や子ども、産褥婦のプライバシーを守る
ことができます。鍵付き個室で男性も使えるため、男性が子育てで
きる環境を提供可能です。
メリットは可動式ベビーケアルームの利用者だけではありません。
設置後、館内のテナント移動や施設内のレイアウト変更があった場
合、可動式べビーケアルームは変更に合わせて簡単に移動させるこ
とができます。
搾乳室としても利用できるのでオフィスに設置すれば、産後早期
に職場復帰された方も安心して働ける環境を提供できます。
代表者

代表社員

電 話

050-5889-6570

MAIL

nagatani@llc-tsumiki.com

URL

長谷 けい子

担当者

長谷 曉

可動式ベビーケアルーム mamaro™

https://iggy.llc-tsumiki.com/

所在地

811-1221

概要

サービス業

福岡県那珂川市王塚台2-267

「子育てしやすい未来」につながる1歩を、貴法人の先進的な取り組みとして、お力添
えいただけますと幸いです。

一般財団法人ウェルネスサポートLab（福岡市）
自由意思でウェルネスライフを全うするための
不安を解消するシステムの創出と普及
サービス概要

No.41
普及・啓発
導入
事業開発

◎

シーズ型支援

◎

●働き世代とシニア世代のウェルビーイングの両立
かかりつけフレンドナースの普及を軸に不安不調期から取り組む健やかな暮らしのサ
ポートと同時に、療養期に至った場合にもワンストップで最強のサポーターとして社会復
帰などをサポートすることで二世代にわたるウェルビーイングの向上を図る。
●人材育成
今より健やかな社会を実現するため、身体的・精神的・社会的、あらゆる健康について
サポートを行い、その向上に寄与できるリーダーを育成する。

期待できるメリット
・個人、企業向けにかかりつけフレンドナースが専門アドバイザー7名と共に不安不調、療
養に関する意思決定支援と行動支援を行う。その他に各地域の社会資源へのマッチング等も
行う。オンライン、オフラインのハイブリッド形式。
・企業・自治体に対し、上記サポートを通して抽出した課題などの提案を行う。
・企業・自治体・社会に向け、事業実績を通して抽出した課題をもとに啓蒙啓発を行う。

解決したいこと・目指す姿
・「自分らしい健やかな暮らし」に不安不調期から取り組む習慣の定着
・誰しもが不安不調を明らかにでき、容易にサポートし合え、自分らしく健康的に働くこ
とのできる社会づくり

利用の流れ

代表者

代表理事

電 話

092-231-9762

MAIL

info@wellsuppo.or.jp

URL
所在地
概要

笠 淑美

担当者

笠 淑美

https://www.wellsuppo.or.jp/
810-0004

福岡市中央区渡辺通2-9-20-1103

ヘルスケア、医療福祉サービス

日本人の二人に一人がガンに罹患するというデータや、これまでの活動より、働き世
代の多くが不安不調や治療（家族含）等と両立している中で、「健康的に働くこと」が
困難な時代へと突入しています。
健康経営、人的資本経営などの視点からも「健康的に持続可能に働くことのできる社
会づくり」を早急に求められています。その第一歩として従業員のリアルな現状を知る
ことから始めることが大切だと考えます。

NPO法人武道の学校（福岡県北九州市）
すべての人に健康と福祉を
サービス概要

No.42
普及・啓発
導入
事業開発

○

シーズ型支援

○

●効率的なメンタルヘルスの向上
メンタルヘルスに関する問題が多く、特に昨今のコロナ禍における生活環境の変化は多
大です。当法人では、このような問題に取り組むため、運動脳科学研究所を開設し、現在
は国立大学と共同研究で脳機能の健全化を目標に取り組んでいます。
DMN（デフォルトモードネットワーク）の過剰活動を抑えるトレーニングとして、空手
形を細分化し、武道瞑想を適切なタイミングで交互に行うことにより改善を図っています。

期待できるメリット
老若男女、年齢性別問わず、誰もが取り組める空手形マルチタスク運動、マインドフルネ
スを簡素化した武道瞑想により効率的なメンタルヘルスの向上に役立てます。

解決したいこと・目指す姿
多くの人々がメンタル疾患に悩まされ、原因不明の慢性疼痛を含めると国民の大半が精
神のバランスを崩しています。特にうつ病やパニック障害等は、DMNが過剰に働いている
ことがエビデンスで示されています。DMNの過剰活動を抑え、自己でもコントロールでき
ることを目標としています。

代表者

高木 淳也

電 話

-

MAIL

sdgs@junyatakaki.com

URL
所在地
概要

担当者

鈴木

https://www.junyatakaki.com/karate.html
808-0135

福岡県北九州市若松区ひびきの1-8

メンタルヘルス

健康促進は、健全なメンタルが確立されていなければ実現しません。延いては、地域
の経済や医療にも負担を強いることになります。当法人は、認知症、うつ病を始めとす
るメンタル疾患予防に取り組みます。

株式会社ミカサ（福岡市）

No.43

環境・地域に配慮した事業活動を通じて、
SDGsの達成に向けて貢献する

普及・啓発

○

導入

○

事業開発

サービス概要

シーズ型支援

●ミカサのCSR活動「BOOKBOOK本市」
ミカサの経営理念である「社会貢献」を具現化した市民参加型
の活動の一つです。「BOOKBOOK本市」は、SDGsの目標12番
（つくる責任つかう責任）の3Rの一つ「リユース」の観点から、
ミカサが独自で行っている本のリユースイベントです。「うちで
はもう読まないけど、誰か読んでくれる人はいないかな?」、「こ
んな本が読みたいな・欲しいな」という思いを繋いでいます。
子どもにとって「本を読む」ことは心の成長にとても効果的だ
と考えています。地域でイベントを開催し、より手に入れやすい
環境をつくることで、SDGsの目標4番（教育関連）や、地域を
「つなぐ」観点から目標11番（よりよいまちづくり）にも貢献で
きます。

期待できるメリット
「BOOKBOOK本市」により、
①地域と共に活動すること
②地域の振興に寄与すること
③地域の課題に対して積極的にアプローチすること
などの目的を持って、イベントを開催いたします。

解決したいこと・目指す姿
この活動を通して、「本」が循環する持続可能な社会を目指します。
そして、ミカサの全職員参加でCSR活動を推進し、循環型の社会環境づくりに力を入れ
ることで、SDGsへの貢献に引き続き取り組みます。

代表者

代表取締役社長

電 話

092-431-3829

MAIL

fang@mikasakk.co.jp

URL
所在地
概要

倉重 一男

担当者

房 雲軒

https://mikasakk.co.jp/
812-0013

福岡市博多区博多駅東1-16-14

環境・ビルメンテナンス・公共施設運営管理

ミカサは、企業理念である「社会貢献」の下、地域社会の一員として持続可能な社会
づくりに貢献することを事業活動・企業活動の重要なベースとしています。また、世界
的な共通目標であるSDGsの達成に向けた取り組みも併せて推進しています。

出光興産株式会社

No.44

潤滑油二部 九州潤滑油課（福岡市）

高機能潤滑油を活用したSDGsへの貢献
サービス概要

普及・啓発
導入
事業開発

○

シーズ型支援

○

●高機能潤滑油の活用
様々な工場、工事現場、運送会社では現在高齢化や人手不足、
環境規制への対応など多くの課題が生まれております。弊社が持
つ高機能潤滑剤は電力消費量削減や燃料消費量の削減によるCO2
排出減、機械寿命の延長、廃液量の削減に貢献できます。また作
業環境の改善にもお役に立てます。お客様の課題をヒアリングし、
高機能潤滑油を提案することで課題解決に貢献いたします。

期待できるメリット
・企業向けのSDGsに貢献する高機能潤滑油への理解を促進頂くための社内向け勉強会の開催。
工場の現場診断による高機能潤滑剤の提案。運送業における高機能エンジンオイルを用いた労
務削減方法の提案。出光グループ企業を活用した周辺サービスの提供（例：更油作業、オイル
漏れ診断、消費電力測定）。

解決したいこと・目指す姿
お客様が抱えている課題である廃液量の削減、CO2の削減、また製造効率の効率化。

代表者

有田 裕司

電 話

092-752-5345

MAIL

kyushu lo@idemitsu.com

URL
所在地
概要

担当者

増田 祐一

https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/index.html
810-0001

福岡市中央区天神3-11-1 天神武藤ビル6階

潤滑油製品製造・販売

弊社潤滑油事業部のブランドパーパスであるThe Heart of Technologyをキーワード
に、弊社が持つ技術製品を活用し、SDGsの達成や豊かな社会の実現を目指します。

一般社団法人mixjam（福岡県直方市）

No.45

子育て支援や地域創生に貢献

普及・啓発

○

導入

○

事業開発

サービス概要

シーズ型支援

●コワーキングスペース
福岡県直方市での“みんなの居場所”にて子育てシェアリング
および子連れOKコワーキングスペースみらいく“いろり”の運営
●職業体験プロジェクト
直方市の資源や人の魅力を生かした職業体験プロジェクトの
企画運営

期待できるメリット
・空き家率15％を超えるといわれる福岡県直方市で、セルフリノベーションした古民家スペー
スを開き“みんなの居場所”および保育士在中の子連れで利用できるコワーキングスペース
（シェアキッチン・菓子製造場含む）を運営しています。
・直方市の企業・店舗や職人とコラボした職業体験プロジェクトを企画運営しています。

解決したいこと・目指す姿
・地域のお母さんたちの子育て中の孤立を解消し、子どもたちが健やかに育つ環境づくりを
目指しています。また、妊娠・出産・育児の過程においても夢をあきらめずチャレンジでき
る環境を創ります。
・直方市の観光及び関係人口を増やし、若年層が地元に魅力を感じられる機会を創ります。

職場体験

職場体験

代表者

辻 千恵

電 話

0949-36-4388 ／ 090-2014-4449

MAIL

chie@mixjam.info

URL

所在地
概要

担当者

辻 千恵

コミュニティ・コワーキングスペース

https://www.melike-jp.com/

822-0015

福岡県直方市新町1-4-31

子育て支援、地域創生

保育士や潜在看護師・元教員などの人財を生かし、子育てをシェアリングできる環境
づくり、そして、市外の方へ直方の人や資源の魅力を発信し来訪される機会や賑わいを
創る地方創生を目指しております。よろしくお願いいたします。

株式会社RITAマーケティングパートナーズ（熊本市）
DX化、EC化によるSDGs活動の普及啓発
ジェンダー平等の促進
サービス概要
●DX化やEC化の推進
地方企業に既にある商品の「SDGsの普及啓発に繋がるポイン
ト」を選出、もしくはSDGsに貢献できる商品の開発をサポート
し、オンライン事業へとつなげる。それらを継続した収益の柱と
し、「５.ジェンダー平等の実現」、「８.働きがいと経済成長」、
「１１.住み続けられるまちづくり」、「１２．つくる責任つかう
責任」に貢献することが目標です。

No.46

普及・啓発

○

導入

○

事業開発

○

シーズ型支援

◎

期待できるメリット
・EC化の支援
・デジタルマーケティングの戦略設計
・広告運用のサポート
・女性・若手が参画しやすいオンライン事業化のサポート
・SDGsに繋がる商品の掘り起こし

解決したいこと・目指す姿
最も解決をしたい点は、マーケティング戦略がないままEC化をしてしまう企業を減らす
ことです。地方企業だからこそ、インターネット販売にチャンスが多いにも関わらず、初
動を間違うと経営自体が衰退することになりかねません。
次に、都市部と比べ、地方では女性の活躍が遅れている点が挙げられます。店舗からオ
ンライン化をすることにより、家庭を守りながら働ける雇用の場の創出、世帯収入の増加
など「働きがいと経済成長」「住み続けられるまちづくり」へも貢献することができます。
当社は代表取締役社長が女性である点からも、ジェンダー平等を体現、地域のジェンダー
課題に一石を投じることができると考えています。
最後に、SDGsの普及啓発に関しての企業の関わり方を改善したいと考えています。「ど
うしたらモノが売れるか」という観点で見るのではなく「お客様・社会にとって本当に役
に立つ商品か」ここを軸にすることが新たな収益をつくる鍵となります。オンライン販売
への切り替えとともに「この企業がSDGsとして携われるポイント」を見つけるサポートも
いたします。
代表者

代表取締役社長

電 話

096-342-4933

MAIL

hayashi.m@ritagroup.co.jp

URL
所在地
概要

林 麻貴

担当者

林 麻貴

https://rita-marketing.co.jp/
860-0863

熊本市中央区坪井2丁目1-42 SDK熊本ビル 5F

AmazonEC運営代行・ふるさと納税事業の支援

地域企業がオンライン事業を継続した生業にしていくのは、この時代に不可欠な要素
です。そこをご支援していくのが当社の仕事だと考えております。すべての地域に我々
が必要と思っていただけるようなパートナーになること、何よりも地域の企業の変化と
挑戦にコミットし、幸せの連鎖を生み出せる企業でありたいと考えております。

株式会社利他フーズ（熊本市）

No.47

廃棄物の製品化・有効活用化の支援
新事業創出支援による地域経済への貢献
サービス概要
●フードロスを通じたSDGs活動の推進
いただいた命を余すことなく次の命へとつなぎ、新たな収益の
柱へ。食肉加工の現場で出てしまう廃棄物の製品化・有効活用化
を支援することで、フードロス削減を通じたSDGs活動を推進。
さらにはそのフードロス削減活動から新事業を創出し、九州地域
の持続的な発展を後押しすることが目標です。

普及・啓発
導入

○

事業開発

○

シーズ型支援

○

期待できるメリット
・馬肉をはじめとする食肉加工におけるフードロスの削減を目的とした、ペット用のフード
への加工技術・ノウハウの提供、および事業化の支援
・駆除後の野生生物を活用したフード事業の立ち上げの支援
・就労継続支援事業所を活用したパッケージングノウハウの提供

解決したいこと・目指す姿
食肉の加工にあたっては人が口にしない部分は価値が低いとされ、部位によっては破棄
されることが多々あります。そのフードロス削減を通じたドッグフード事業で売上を伸ば
し、持続可能なフードロス削減事業を行えています。
当社での成功例を踏まえ、特に地域の食肉関連企業でのフードロスを減らすことが目標
です。さらにその取り組みが新たな事業や雇用の創出、地域経済への貢献に繋がると考え
ています。
また、シカとイノシシによる食物被害・耕地被害が全国的に問題となっています。捕獲
数はニホンジカが約72万頭、イノシシは約52万頭（環境省自然環境局野生生物課・ニホン
ジカ・イノシシ捕獲頭数速報値・令和3年度より）、その多くが一般廃棄物として処理され
ています。当社がもつジビエの加工ノウハウにより、廃棄されるものを商品に生まれ変わ
らせ、次の命や製品、ひいては企業や自治体の収益へとつなぐことができます。全国的な
社会課題に取り組む議題として、他地域とのパートナーシップ強化にも繋げられると考え
ております。
代表者

代表取締役社長

電 話

096-342-4933

MAIL

hayashi.m@ritagroup.co.jp

URL
所在地
概要

猪本 真也

担当者

林 麻貴

コーポレート https://rita-foods.com/
通販サイト

https://kenko-dog.com/

860-0863

熊本市中央区坪井2丁目1-42 SDK熊本ビル 5F

馬刺し・ペットフードの通信販売

ITと食で「豊かな一日」をつくるというビジョンのもと、九州の食品を全国にインター
ネットを通して販売しています。これまで価値がなかったものに、付加価値をつけて販
売することで、地方の課題を解決しながら持続可能な成長を目指し、これからの地方企
業のロールモデルとなれるよう日々奮闘しています。

株式会社プロジェクトデザイン 福岡オフィス（福岡市）
新たな価値を産み出すプロジェクトを数多くデ
ザインし、自ら動き、社会に貢献する
サービス概要
●人と組織・社会の課題をビジネスゲームで解決
・2010年の創業以来、200種類を超えるビジネスゲームを開発、
私たちのビジネスゲームを活用した研修は企業・官公庁・学校・
国連本部等の様々な組織で実施されています。
・一般社団法人イマココラボと共同開発し2016年3月にリリース
したゲーム「2030SDGs」をはじめとして、SDGsを活用した地
方創生や新規事業開発、海洋ごみ問題、カーボンニュートラルの
取組みをテーマにゲーム開発や研修提供を継続しております。

No.48

普及・啓発

○

導入

○

事業開発

○

シーズ型支援

期待できるメリット
社会や組織の問題解決に資するビジネスゲームの開発および研修を実施しています。
ビジネスゲームでは、数十人規模のプレイヤーが一堂に会し、対抗戦で成績を競い合いま
す。人と人・チームとチームがぶつかり合うからこそ『社会性』が生まれ、場が大きく盛り
上がります（誰もが通常の研修では見られない主体性を発揮します）。
ゲーム実施後は、振り返りを通じて学習効果を高めます。これら活動を通じて個人であっ
ても無力な存在ではないことを腹落ちし、そして、一人ひとりが世の中を変える変化の起点
になることができる、そんな可能性に気づいていきます。

解決したいこと・目指す姿
ゲーム体験を通じて様々な社会問題の本質を掴み、その問題解決のために一人ひとりや
組織の強みを軸に、十分な取り組みをおこなっている姿。

2030SDGs

代表者

代表取締役社長

電 話

076-482-4130

MAIL

n.kamei@projectdesign.co.jp

URL
所在地
概要

福井 信英

担当者

2050カーボンニュートラル

亀井 直人

https://www.projectdesign.co.jp/
812-0011

福岡市博多区博多駅前2丁目1-1 福岡朝日ビル1階

人材育成

社内における対話のきっかけや、多様なステークホルダーと関係を構築する場づくり
に、誰でも楽しみながら学べ、行動変容が起こるビジネスゲームを活用してみませんか。

