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2021年度事業報告



運営事業 活動内容 パートナーシップ

⚫ 「SDGs経営の推進」と「地域課題・社会課題の解決」による、地域企業と九州地域の
持続的な発展を目指し、①普及啓発、②交流促進、③SDGs経営等の活動を展開

⚫ また、分科会やパートナー企業を通じ会員間の、全国SDGsプラットフォーム連絡協議
会を通じ他地域とのパートナーシップを強化

目指す姿、事業概要

１．普及啓発
（情報配信、オンラインセミナー等）

２．交流促進
（課題解決に向けた対話の場）

３．SDGs経営の支援
（パートナー企業等との連携による支援）

総会

運営委員会

分科会

パートナー企業

SDGs経営の推進と地域課題・社会課題の解決による、
地域企業と九州地域の持続的な発展

目指す姿
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全国SDGsプラット
フォーム連絡協議会



設立 2020年2月3日

●会長

井上 滋樹
九州大学大学院芸術工学研究院教授
／SDGsデザインユニット長

●運営委員

【事業計画の策定、分科会の承認等】 ※所属五十音順

委員長

委員

委員

委員

委員

委員

委員

桝口 豊 九州経済産業局 総務企画部長

姉川 和之 (一社)九州経済連合会 地域政策部 参事

片山 礼二郎 (公財)九州経済調査協会 調査研究部長

上島 篤志 (独法)国際協力機構九州センター 専任参事

橋本 大哉 (独法)中小企業基盤整備機構 九州本部長

濱砂 清 (一社)ＳＩＮＫａ 代表理事

古園 伸一郎 (株)日本政策金融公庫
中小企業事業本部 九州地区統括

●アドバイザー

【運営及び実施事業に対する助言】

田瀬 和夫
SDGパートナーズ有限会社
代表取締役CEO

●コーディネーター

【課題解決に向けたマッチング支援】

原口 唯
株式会社YOUI 代表取締役

●事務局

【事業全般の企画・実施・進捗管理等】

九州経済産業局 総務企画部 企画調査課

TEL 092-482-5414／E-mail kyushu-SDGs@meti.go.jp

https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/kyosoryoku/index.html
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会員

893
（2022年2月28日時点）

【内訳】

法人・団体 575
自治体 70
個人 248

運営体制

https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/kyosoryoku/index.html


⚫ 「2021年度九州SDGs経営推進フォーラム 総会・シンポジウム」を開催し、シンポジウムでは、企業経営

とSDGsについての基調講演、SDGs経営実践研究会報告、SDGsと自然災害BCPの取組を紹介し、

SDGsの理念から実践まで、企業や地域の視点からより具体的なトークを展開
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シンポジウム 普及啓発

プログラム 2022年2月24日（木）オンライン

【総会】

●会長挨拶
●フォーラム活動報告

【シンポジウム】

●基調講演：企業経営とSDGs
【講師】 田瀬 和夫 氏／SDGパートナーズ(有)代表取締役CEO

●SDGs経営実践研究会からの取組報告
【講師】 吉田 力雄 氏／(株)ワイビーエム 代表取締役社長

●SDGsと自然災害BCP
「SDGsとBCPに関する調査結果報告」 （公財）九州経済調査協会

「防災・減災対策を通じた持続可能な社会の形成を目指して」
①災害に備えて九州で必要な企業・自治体・NPOのパートナーシップ
【講師】 山田 健一郎 氏／ 九州防災減災対策協議会

（公財）佐賀未来創造基金 代表理事
②災害対策を超えたリスク対応とSDGs
【講師】 原口 唯 氏／(株)YOUI 代表取締役
③トークセッション

開催結果 参加者数 約170人

・田瀬氏に対する高い評価に支えられ、高い満足
度ではあるものの、会員の関心分野や情報ニーズ
を見極めながら、プログラムに反映していく必要性

＜アンケート結果＞

満足

49.2%
やや満足

39.3%

普通

11.5%

満足度

82

39.3

29.5

29.5

0 50 100

企業経営とSDGs

SDGs経営実践研究会報告

SDGsとBCP調査結果報告

防災・減災プレゼン

印象に残ったプログラム（複数回答）



第１回

11月19日（金）
13:00～14:30

【参加者数】 115人

「SDGsが企業経営に与える変化を活かすには？」

第２回

12月3日（金）
14:00～15:30

【参加者数】 100人

「地域中小企業・小規模事業者のためのSDGs経営[キホンとツボ]」

第３回

12月8日（水）
14:00～15:30

【参加者数】 80人

「SDGs経営実践編」

岩永 真一 氏

福岡テンジン大学 学長

眞鍋 和博 氏

北九州市立大学 教授

新居 大介 氏

arm2.5 代表

川口 千恵子 氏

熱産ヒート株式会社 代表取締役社長

越川 智幸 氏

一般社団法人福岡県中小企業診断士協会常任理事

普及啓発「SDGs経営」オンラインセミナー

SDGsの概要・背景、取り組む意義等に
ついて初めての方にも分かりやすく解説

社内でどのようにSDGsの理解や浸透を
図りながら、社外にも発信をしていくか。
取組の進め方や事例について紹介

SDGs経営の導入に現在進行形で取
り組んでいる事例を紹介。導入支援を
している新居氏、「北九州から世界へ
熱産SDGsプロジェクト」を掲げてチャレ
ンジ中の川口社長によるクロストーク
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満足度 コメント

第１回
「SDGsが企業経営に与え
る変化を活かすには？」

【参加者数】 115人

・SDGs宣言をするにはどうしたら良いか知りたい
・SDGsは変化するものなので常に学んでいきたい。今後のセミナーに期待
・中小メーカー、流通業などまだまだSDGsに懐疑的な企業も多く見受けられ、
さらなる「啓発」が必要
・講師の先生たちが支援された中小企業でのSDGs推進の詳しい事例が聞
きたい
・実践するためのワークショップを開催してほしい
・２人で説明される形式は、補足説明があることで内容がわかりやすく新鮮

第２回
「地域中小企業・小規模事
業者のためのSDGs経営

[キホンとツボ] 」

【参加者数】 100人

・中小企業・小規模事業者は、資金・人材がなくSDGsへの取組みが遅れて
いるので、今後、早急に中小企業等への具体的な支援策が必要ではないか
・既存のエコアクションとSDGsなどを統合し取組みたい
・社内浸透の大切さが認識でき有意義だった
・SDGsに取り組む必要性・重要性はわかったがさてこれからどう進めていこうか
と考えている段階でしたので、他社の事例紹介などは大変参考になりました
・チーム分けなどをして参加者同士の情報交換会があるといい

第３回
「SDGs経営実践編」

【参加者数】 80人

・SDGs認証制度について情報があれば知りたい
・担当者の悩み課題について共感でき、どう進めたら良いのかのヒントが沢山
あった
・新居さんのわかりやすい講義と川口さんの事例説明で今後の推進に役立つ
情報となりました
・SDGs経営の実践例として、大変参考になりました。このようなセミナーの継
続開催を希望します
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たいへん満足

69.6%

やや満足

30.4%

たいへん満足

36.4%

やや満足

45.4%

期待していたものと

違った

9.1%

やや物足りない, 9.1%

たいへん満足

63.2%

やや満足

36.8%

⚫ 概ね好評なフィードバックが多く継続開催を希望する声。実践や事例紹介に関するニー
ズが高い傾向。

普及啓発「SDGs経営」オンラインセミナー アンケート結果



アンケート結果

【コメント】
・地域課題はもちろんですが、自社の目の前のことばかりではなく、
これから先の未来を俯瞰して考えることの大切さを感じました。
今後もこのような機会がたくさんあればいい

・地域・行政の具体的な課題を強く提示して欲しい。失敗やあ
まりうまくいかなかった事例も参考程度に講演していただきたい

・九州全域で過疎化の町村や里山、人口減で未活用のままの
公共施設や公園などに対して、町興しを兼ねて観光名所へ産
官民一帯で進めている実例、民間企業の募集など取り上げて
欲しい

・民間と自治体にギャップが生じている地域が多いと思うので、ど
のように近づき協働していけばいいのか双方の話をもっと聞きたい

プログラム 2022年1月21日（金）オンライン

テーマ 「持続可能な地域づくりに向けて」

●地域文化商社としての活動と「ひろかわ産地」の経営

株式会社うなぎの寝床 代表取締役 白水 高広 氏
広川町役場 政策調整課 氷室 健太郎 氏

（進行） 株式会社YOUI 代表取締役 原口 唯 氏

開催結果 参加者数 76人

・企業、自治体、大学等から幅広い業種が参加
・「ひろかわ産地」の持続的な事業展開に向け、うなぎの寝床が
広川町と共創し、ビジョンづくりから具体的なアクションまで、長期
的な視点でにコミットした活動状況について紹介

交流促進
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事例から考える！持続可能な地域づくり勉強会

⚫ 「持続可能な地域づくりに向けて」をテーマに、福岡県八女市を拠点に地域文化商社と
しての活動の幅を拡大し続けている「うなぎの寝床」の取組を中心に、久留米絣産地の
広川町での産地経営などについて活動状況やビジョンを共有する勉強会を開催

たいへん満足

52.6%
やや満足

47.4%

満足度



企業プレゼン 2022年2月14日（月）オンライン

【参加者数：約80人】

株式会社三好不動産
・災害発生後に入居できる賃貸物件（みなし
仮設）、家財道具の提供
・被災地復旧・復興のための学生有償ボランティアの確保

森永製菓株式会社
・小売業様(売場)での防災を訴求する商品
展開及び情報発信で、地域の消費者に安心
と安全を提供

株式会社かんがえる防災
・家庭・企業・地域それぞれの実情に合わせた
「備え方」のノウハウ提供
・BCP、建物の点検、ハード面の困りごと、防災
研修・訓練の企画、備蓄品の悩みの解決

個別相談 2022年2月14日（月）

・当日または後日、3社とも4～5社との個別相談を実施
・今後のコラボレーションについて、継続協議を予定

交流促進共創でひらく防災・減災の新しいカタチ
～企業プレゼンテーション＆個別相談会～

⚫ 防災・減災をテーマに、アンケート調査及び分科会「九州防災減災分科会」と連携によ
り、ソリューションを提供する企業・団体によるプレゼンテーションおよび個別相談の
場設定を実施
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アンケート調査 2021年10月下旬～11月中旬

・事業活動においては、風水害・地震、コロナに加え、コンプライアン
ス・情報セキュリティに関するリスクを意識。41％が想定外の事象によ
る事業への悪影響を経験
・BCPの策定済み・策定中の割合は37.7％とは全国（25.5％）
と比較して高い
・防災関連に関しては、取組が進む企業・団体との連携による推進
が求められる

策定済み

27.6%

策定中

9.7%

検討中

33.6%

予定なし

8.8%

未定

19.8%

BCP策定状況

64.5

56.7

53.5

39.2

37.8

18.9

17.5

3.2

自然災害（風水害）

新型コロナの再拡大

自然災害（地震）

コンプライアンス違反

情報セキュリティ

取引先の倒産・被災

自社/取引先の環境・人権対応

その他

事業上のリスク（上位3つ）

アンケート回答数
217



※パートナー企業とは

⚫ 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

URL
https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/k
yosoryoku/directory/forum_partner.html

⚫ 会員間の交流促進に向け、会員の中から「パートナー企業※」を募り選定。2021年度に
は10者を追加し、計37社の情報をとりまとめ公開

パートナー企業ダイレクトリー 交流促進
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パートナーシップ

2021年12月から、中小機構九州本部と連携し、
「J-Good Tech」内の「サイト九州特設ページ」でも紹介



No 団体名 所在地 No 団体名 所在地

1
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 21 株式会社フラウ 福岡市

2 株式会社野口ビジネスコンサルティグ 福岡県 22 株式会社GNE 福岡市

3 株式会社経営支援センター 長崎市 23 柳井電機工業株式会社 大分市

4 株式会社中村製材所 佐賀市 24 株式会社ビジネスリファイン 福岡市

5 株式会社ナカムラ消防化学 長崎県 25 リューコス株式会社 長崎県

6 オフィースハチドリ 福岡市 26 シンワラボ株式会社 福岡市

7 中倉ビジネスコンサルティング 福岡市 27 株式会社九州フィナンシャルグループ 熊本市

8 株式会社学生情報センター 京都市 28 株式会社 杉本商店 宮崎県

9
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

大分県 29 株式会社ヒューマンブレークスルー 福岡市

10 株式会社サティスファクトリー 東京都 30 株式会社KCL 鹿児島市

11 株式会社丸信 福岡県 31 株式会社イノベーションパートナーズ 東京都

12 株式会社モリサワ 福岡営業所 福岡市 32 日商エレクトロニクス株式会社 東京都

13 株式会社 LbE Japan 福岡市 33 一般社団法人フミダス 熊本市

14 SDGパートナーズ有限会社 東京都 34 MCPアセット・マネジメント株式会社 東京都

15 三井住友海上火災保険株式会社 福岡市 35 株式会社オーイーシー 大分市

16 合同会社松下生活研究所 熊本市 36 公益財団法人地方経済総合研究所 熊本市

17 株式会社倖乃舎 福岡県 37 第一生命保険株式会社 西日本営業局 福岡市

18 一般社団法人SINKa 福岡市

19 株式会社パルクス・プロジェクトミライズ 福岡県

20 燕楽舎一級建築士事務所 福岡市

パートナー企業一覧
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交流促進 パートナーシップ



◆参加企業

企業名 / 代表者 所在地

(株)岡部マイカ工業所 岡部 安三 氏 福岡県中間市

(株)オジックテクノロジーズ 金森 秀一 氏 熊本県熊本市

(株)オーレック 今村 健二 氏 福岡県広川町

(株)三松 田名部 徹朗 氏 福岡県筑紫野市

(株)西部技研 隈 扶三郎 氏 福岡県古賀市

(株)鷹取製作所 藤山 幸二郎 氏 福岡県うきは市

(株)ピーエムティ 京谷 忠幸 氏 福岡県須惠町

(株)森鐵工所 森 春樹 氏 福岡県久留米市

(株)矢野特殊自動車 矢野 彰一 氏 福岡県新宮町

(株)ワイビーエム 吉田 力雄 氏 佐賀県唐津市

◆ファシリテーター

SDGパートナーズ有限会社 代表 田瀬 和夫 氏
（九州SDGs経営推進フォーラムアドバイザー）

SDGs経営の支援SDGs経営実践研究会

⚫ 九州経済の中心的担い手となる地域未来牽引企業等10社が、計３回にわたる“SDGs経営の導
入” のワークショップに取り組み、導入プロセスの検証などを実施

第１回：学ぶ 2021年8月4日

・SDGs全体像と思想、思考法、サステナビリティの観点を踏まえた
組織経営についてプレゼン、意見交換

第２回：ありたい姿 2021年10月6日

・自社の強み（コア・コンピタンス）、長期ビジョン・ありたい姿・パー
パス、創造したい社会的インパクトについて発表、討議
・ファシリテーターより、SDGsを経営戦略へ実装するための考え方
等についてプレゼンテーション

第３回：事業アイデア 2021年11月30日

・「2050年のありたい姿」を実現するための、①演繹的思考と②帰
納的思考による事業アイデアを考え、発表・議論
・ファシリテーターより、良い組織・強い組織に重要なダイバーシティ
＆インクルージョンについてプレゼンテーション

10



SDGs経営の支援SDGs経営実践研究会
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インタビュー動画
(YouTube)

インタビュー動画 2022年2月公開 ／ 2050年にありたい姿、SDGsの取組などについて発信

コラム配信 研究会を参加しての所感やSDGsと経営への想いについて、参加者がコラムにまとめ、メルマガを通じ会員と共有



「全国SDGsプラットフォーム連絡協議会」発足

⚫ 2021年9月7日、SDGsの達成を目的とした全国の官民連携プラットフォーム間の情報共
有・活動連携を通じて、地域課題の解決を図り、持続可能なまちづくりを促進する「全
国SDGsプラットフォーム連絡協議会」が発足

パートナーシップ
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全国SDGsプラットフォーム連絡協議会

【事務局】 内閣府地方創生推進事務局

地方創生SDGs

官民連携プラットフォーム

関西SDGs

プラットフォーム

九州SDGs経営推進

フォーラム

【事務局】
JICA関西 ・ 関西広域連合 ・ 近畿経済産業局

【事務局】 九州経済産業局

【事務局】 内閣府地方創生推進事務局

取組の内容
•会員相互間の連携を促進するための情報共有
•各会員が実施するセミナー・マッチングイベント等への相互参加
•本会活動の国内外への積極的な情報発信等



「九州防災減災分科会」

【実施主体】 九州防災減災対策協議会

自然災害等の被害を最小限にとどめるために様々な視点から議
論し、防災減災につなげていく組織として活動
災害支援団体と災害支援に取り組む企業が知り合い、「九州の

災害支援」＋「SDGsの推進」に取り組んでいる

●活動内容
・「SDGs×防災減災 ネットワーキング」（計6回）の開催

企業と団体のマッチング交流会を月1回実施し、防災減災の情報
の共有化の促進及び普及、防災減災の在り方を検討

・「九州SDGs経営推進フォーラム シンポジウム」での活動紹介

⚫ 環境保全、資源の有効活用、防災減災など、それぞれの事業分野の強みを活かし、
SDGsを共通言語として事業領域や活動範囲を拡張しながら、分科会活動を展開

「SDGｓバンブープロジェクト推進フォーラム」

【実施主体】 一般社団法人九州循環共生協議会ほか3者

地方単独で解決が難しい、荒廃放置⽵林の問題に取り組み、
生物多様性、土砂災害予防、障がい者就労支援、自然共生
型産業の育成・気候変動適応を目指し活動

●活動内容
・メンマ作りのオンライン講習会を開催
・未利用資源である⽵の加工（微粉砕・炭化）と製品化
（石鹸、バイオマスプラスチック等）に向けて連携体制の構築

分科会活動 分科会

■プロジェクトイメージ

放置⽵林の青⽵を間伐・皆
伐し、商品開発
（⽵パウダー、チップ、炭等）

⽵になる前の幼⽵を伐
採し、商品開発
（メンマ、塩蔵タケノコ等）

障害者含む就労機会
を検討

協業先募集

■ネットワーキング（ゲスト）
第1回 佐賀災害支援プラットフォーム

カルビー(株)
第2回 (認定NPO)日本レスキュー協会

アトミジャパン(同)
第3回 (特非) YNF

(株)Fun Fusion
第4回 (株)SC ホールディングス
第5回 (一社)BRIDGE KUMAMOTO

ライフデザインスクールEvangelista
第6回 九州防災災害支援コンソーシアムイベントの様子
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No 分科会名 代表者

1 ヴィーガン＆ビオ マルシェ Vegropper 村畑 啓子

2 アートで考えるSDGsプロジェクト 株式会社シーノ・オフィス 白神 しのぶ

3 SDGsバンブープロジェクト推進フォーラム 一般社団法人九州循環共生協議会 山村 公人

4 アップサイクルライフを楽しむ会 小出 直子

5 中小企業のためのSDGs経営
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 越川 智幸

6 ＶＩＤＡ（ビダ）
＊Value（価値）Innovation（革新）Development（進展）Actiom（活動）

ラウンドスペース株式会社 城島 博

7 マスコミOBネット マスコミOBネット 柿元 薫

8 経営労務診断を活用したSDGs経営 福岡県社会保険労務士会 後藤 昭文

9 TEAM EXPO2025 in 九州 株式会社YOUI 原口 唯

10 働く女性の不定愁訴や不妊などのホルモン不調に対する専門サポート 一般社団法人ウェルネスサポートLab 笠 淑美

11 熊本県内中小企業対象SDGs普及活動 第一生命保険株式会社 熊本支社 酒井 修

12 九州防災減災分科会 九州防災減災対策協議会 山田 健一郎

13 医療機器循環システム協議会 本城商店株式会社 吉田 晴仁

分科会一覧
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分科会



運営事業運営事業・その他

⚫ 総会、運営委員会を開催し、事業計画や分科会について検討。また、SDGsに関する動き等
について情報共有し、意見交換を実施
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実施事業

8月4日 第1回SDGs経営実践研究会

9月7日 全国SDGsプラットフォーム連絡協議会設立

10月6日 第2回SDGs経営実践研究会

11月19日 第1回SDGs経営オンラインセミナー

11月30日 第3回SDGs経営実践研究会

12月3日 第2回SDGs経営オンラインセミナー

12月10日 第3回SDGs経営オンラインセミナー

12月
2021年度パートナー企業リスト公開、中小機構「J-Good Tech」内
「サイト九州特設ページ」への掲載

1月～2月 各県との意見交換

1月14日 脱炭素化にリーチする 地域金融セミナー【環境事務所連携事業】

1月21日 事例から考える！持続可能な地域づくり勉強会

2月14日 共創でひらく防災・減災の新しいカタチ～企業プレゼン＆個別相談会～

通年 メールマガジン配信（週1回程度）

運営事業

4月～5月 会員アンケート調査

7月15日 第1回運営委員会

7月～8月 総会（書面）

2月24日 総会・シンポジウム（オンライン）

3月16日 第2回運営委員会


