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（北九州テクノセンタービル806号B室）
支援グループ

E-mail:info@npo-kts.org

●「SDGs」（エス・ディー・ジーズ）について考えてみよう！●

１）「SDGs」とは：
「Sustainable　Development　Goals（持続可能な開発目標）」の略称です。
「エス・ディー・ジーズ」と発音します。
「SDGs」（持続可能な開発目標）は、2030 年を達成期限とした世界共通の目標のことで、「17
のゴール」と、それを達成するための具体的な「169 のターゲット」で構成されています。
今回は、次の早見表を参考に、自社の事業活動と「SDGs のゴール」を紐付けして見ましょう。
２）「SDGsとの紐付け早見表」（環境省　SDGs 活用ガイドから抜粋引用）

（環境カウンセラー　西　哲郎）

第 14 号、第 15 号に引き続き、今回も、「SDGs」（エス・ディー・ジーズ）の活用について、考
えてみようと思います。

〈SDGｓとの紐付け早見表〉 

第16号

令和３年７月13日発行

Ⓡ
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「たとえ小さな一歩でも！」

有限会社末広工業

　　取締役会長

杉原ヒロ子　

　弊社は、鉄鋼業と

して小倉北区山田に

て昭和 21 年に創業し、昭和 43 年に産業廃棄物

業の許可を受け焼却炉を設置し、操業を開始いた

しました。

　その後、昭和 53 年に若松区響町に移転し、昭

和 62 年に無煙気化装置の焼却炉を設置いたしま

した。

　当時より、環境負荷の軽減は避けて通れない課

題と認識し、環境を重視した経営を進めており、

平成 20 年にはエコアクション 21 に取り組み、

認証を取得し、環境負荷低減に対する更なる意識

向上を目指して活動を続けて参りました。

　平成 21 年には収集運搬部門を分離し、株式会

社スエヒロを設立。

　平成 26 年には太陽光パネルの導入、その後も

水素カー・充電式フォークリフトの導入、アイド

「地球にやさしい環境づくりとコロナに
影響されない強い経営体質を目指して」

有限会社新門司建設

　　代表取締役社長

友田　彰允　

　弊社は門司区を拠

点とし、公共工事・

民間工事を請け負う地域密着型の総合建設業とし

て 1982 年に創業しました。

　地域密着型企業として積極的に行ってきた中の

一つとして、創業者である現会長の趣味を兼ね、

有害鳥獣駆除のため対象地域と連携して、罠の設

置や狩猟をボランティアとして長年活動してきま

した。

　環境活動が身近にあったものの社員全員で取り

組める何かを模索している時期に、エコアクショ

ン 21 に出会い、2016 年に無事、認証・登録が

できました。

　試行運用期間を通して、環境という言葉そのも

のはもっと幅広いものだと知ることができまし

た。その結果、少しずつ環境への意識が柔軟にな

り、今までの環境活動をもう少し広げてみようと

考えるようになりました。具体的には門司区の事

務所周辺だけの活動から、北九州市全域を対象と

する工事現場地域でも何か活動できないか模索し

ました。その中で工事現場地域の小学生にエコア

クション 21 の活動を通して環境学習会が開催で

きたのは苦労ではありましたが、達成感もありま

した。その後も全社員が参加した始業式で全校

生徒に現場での環境活動を伝える機会を与えてく

ださった関係者の皆様には心から感謝しておりま

す。このような成果は弊社がエコアクション 21

に出会い、取り組みを行っていなければ成しえな

いことでした。

　また、当初は 2009 年版ガイドラインに基づ

き作成していましたが、新しく 2017 年版ガイ

ドラインが登場したことにより、環境だけでな

く、経営方針を織り交ぜることでより心強い身近

な存在となりました。最近の弊社の課題としては

①社員のコロナ感染リスクの低減化と労働環境の

改善、②コロナ感染拡大による大幅な受注減と収

益減等があります。

　社会経済の流動性や景気回復の糸口も見えない

状況ではありますが、今後の経営安定と雇用確保

が必須であり、コロナに影響されない強い経営体

質を作ることが今回の新ガイドラインが示してい

ると感じています。

　弊社はこれからも地球にやさしい環境活動とコ

ロナ禍に影響されない強い経営体質を作ることを

新たな目標とし、エコアクション 21 を活用・推

進し、2030 年の世界目標である SDGs を実現

すべく、安全第一・高品質な施工を目指して邁進

して参ります。

●苦労した甲斐があった！●
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リングストップの施行、事務所・工場内電灯の

LED 化、節水活動、中間処理に於けるリサイク

ル率の向上、グリーン購入、毎朝の清掃活動など、

環境を重視した経営を進めていたのですが、事業

拡大に伴い、どうしても環境目標に届かない年も

出てしまい、モチベーションが下がる事もあった

のですが、「たとえ小さな一歩でも、昨日より確

実に前に進んでいること」をモットーに従業員一

丸となり取り組む事 10 年余り…令和２年度「北

九州市環境に優しい事業所」に選定して頂きまし

た。

　たとえ小さな一歩でも、しっかりと活動を継続

して来た努力が報われた事を、従業員皆で喜び、

また、驕る事なく更なる高みを目指そうと決意を

新たにしているところです。

　地球環境に配慮し、廃棄物から原材料、エネル

ギー資源へリサイクルをモットーに令和２年には

3R STATION の稼働を開始いたしました。

　資源は限られた物と認識し、ゴミは資源だと常

に意識し持続可能な目標を継続し「循環型社会」

「ゼロエミッション」「3R」等、更なる意識向上

を目指し、従業員一丸となり活動を続けて参りま

す。

設計技術とエコの融合で
社会に貢献する！

九和設計株式会社

　　専務取締役

香原　靖之　

　九和設計株式会社

は、東京オリンピッ

クが開催された昭和 39 年、建築・建設土木の設

計コンサルタントとして設立し、創業 57 年とな

りました。

　本社を北九州市に置き、官公庁からの仕事を中

心として、建築物・道路・橋梁・河川・上下水道

など、多種多様な社会インフラの設計業務を手が

けてきました。

　事業自体は資源を大量に消費するような業種で

はないのですが、持続可能な社会の構築に寄与す

ることを目的に、2011 年からエコアクション

21 に参加し、地道に小さな努力を積上げてきま

した。

　『継続する事こそ重要である』という思いを胸

に、社員一丸で取り組んできましたが、当初はコ

ピー紙や電気使用量の削減などで四苦八苦したこ

とを思い出します。

　近年では、省エネはもう当たり前の『日常』と

なり、現在では地域清掃活動などへ意識がシフト

しているようです。

　また、生業である『設計』については、エコ目

線から見た設計提案なども行われ、工事時に産業

廃棄物を減少できる方法の提案、汚水の臭気対策、

ホタルが生息できる河川設計など、社会インフラ

に携わる我々がやらなければならない取組も進め

られています。

　社会インフラは地域の資産であり、その資産が

地球環境の観点を踏まえて設計されたものである

ことは、生活水準の向上に大きく影響します。

　エコアクションの取組を継続した結果、エコ意

識が設計技術者に定着し、その意識が設計に生か

され、より品質の高い設計が提供できるように

なってきたと認識しています。

　そのように考えていた時に『環境にやさしい事

業所』の認定を頂き、社員一同うれしく思うと同

時に、『設計技術とエコで地域貢献』を目標とし

て更なる継続を決意したことを、ここに報告いた

します。

自然型河川
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●トピックス ●

中央事務局より 10 年継続事業者様へ感謝状中央事務局より 10 年継続事業者様へ感謝状 !!!!

「10年継続事業者感謝状の贈呈を受けて」

九州安全モーター株式会社
　　代表取締役

多良木通康　

　当社は、昭和 13
年に福岡市博多区で
創業しました。当時

は自動車と言えば外車のことを指し、当社も外車
の部品商としてのスタートでした。昭和 30 年に
現法人の前身となる㈲安全モーターに改称しモー
タリゼーションの発展とともに自動車整備業を併
営、やがて自動車整備業を主力して来ました。平
成 30 年には㈱にしけいの子会社となり、現在、
古賀市に主力工場の古賀工場、北九州市の小倉工
場、福岡市の箱崎工場の 3 拠点で大型車主体の整
備工場を運営しております。
　エコアクション 21 の認証取得は、平成 22 年
に小倉工場が三井住友海上火災様からのご提案を
受けたことによるものでした。その後、平成 24
年に全工場にも展開をすると言う珍しい型となり
ました。一工場が試行的に始めた活動を、2 年後
に追認し全工場に展開するには、当時のトップの

「これからは環境を大事にしていかねば勝ち残れ
ない」との一言が本格的に認証取得に向けての後
押しになったとの事でした。
　しかし認証取得直後は、慣れない使用量の集計
や法令の理解等で戸惑い、加えて毎回審査員の先
生方には稚拙な質問まで丁寧かつ親切にご指導を
いただき、やっとの思いで更新・中間審査をパス
しておりました。

こんなエピソードもありました。小倉工場で毎月
1 回開催する EA21 会議に出席すると、議論伯仲
し結論も出ないどころか、最後は「乾いた雑巾を
絞っても、もう 1 滴も水が出ない」等と罵声を
浴びる始末。彼らには平成 22 年にスタートした
EA21 の火付け役としてのプライドがあり、真剣
に取り組む反動による発言でした。
　こんな状況の中から、箱崎工場が地道にやって
いた「代車への給油返却のお願いキャンペーン」
を全工場に展開したり、小倉工場では、まるでレ
ンタカー会社並みの「代車美化活動」を実施する
等、「乾いた雑巾」と思っていても何かの提案が
出てきます。常日頃、EA 活動に真剣に取り組ん
で来たことからブレークスルーは生まれるのでは
ないでしょうか。
　私は、サービス業においても生産性の向上を経
営の第一義と考えております。しかし、中小企業
において、財務諸表はあっても、大きな会社の様
に細かなデータ分析や数値の集約は難しいのが現
実です。そのような財務諸表に見えない会社の経
営指標を教えてくれる生の数字にも EA21 活動は
大きな力になっております。
　この10年間に売上高も社員数も大幅に増加し、
EA21 活動を熟知しない社員も増えました。今後
は彼らへの指導・教育が課題となりつつあります。
　持続可能な開発目標（SDGs）が叫ばれる中、
当社はまだまだ持続的な環境人づくりをテーマに
取り組んでいくレベルです。
　最後になりましたが、10 年継続事業者感謝状
をいただきありがとうございました。コロナが終
息しない状況下、EA21 活動の指導・教育もまま
なりませんが、今後とも中央事務局を始め、審査
員の先生方のご指導をお願い申し上げます。

エコアクション21認証・登録制度は、着実な伸展を遂げ、平成27年4月、10周年という節目を迎え、
記念事業が挙行されました。以来引き続き、10年に亘ってエコアクション 21 に取組んでこられた事
業者様に対し、感謝状が贈呈されています。令和２年度は、以下の事業者様が受賞されています。

10 年継続事業者感謝状を贈呈された事業者様を代表して一筆いただきました。

西部ビル管理株式会社
トオル電気株式会社
有限会社大分クリ－ンサ－ビス
株式会社リソ－スプラザ
株式会社清水建築工業
福喜工業有限会社
株式会社富士健
三栄工業株式会社
株式会社 M.T.C
大分環境プライヤ－有限会社

松木産業株式会社
河津産業有限会社
藤田商事株式会社
株式会社メヂィクリ－ン
株式会社川武潜水興業
株式会社日栄紙工社
木村工業株式会社
九州安全モ－タ－株式会社
宮田建設株式会社
株式会社タステック

株式会社安永組
株式会社俵口建設
門司舗材工業株式会社
株式会社瀬口組
大西建設産業株式会社
大同建設株式会社
花山建設株式会社
株式会社岡部組
㈱ダイコウ技建
株式会社片岡計測器サ－ビス
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北九州市長より感謝状が授与されました。北九州市長より感謝状が授与されました。

エコアクション２１認証・登録事業者に対するエコアクション２１認証・登録事業者に対する
フォローアップセミナーを開催しました。フォローアップセミナーを開催しました。

　北九州市長感謝状授与制度は、エコアクション21の普及拡大を図り、環境に配慮した組織を拡げて
いくことを目的として、エコアクション21認証・登録事業者の中で、他の事業所の模範となる優良な
環境経営を実践している事業者を「環境にやさしい事業所」として市長感謝状を授与し、その取り組み
内容等をHP等に掲載することにより、市民や
他の事業所に対して広く紹介する制度です。平
成 23 年度に創設されて以来、毎年授与式が行
われています。
　令和２年度及びこれまで受賞された事業者は
次の通りです。

　エコアクション 21 認証・登録事業者の皆様の取組のレベル向上に

お役に立ちたく、環境経営の動向講演、取組事例発表、相互意見交

換会などを企画したフォローアップセミナーを毎年１回、開催して

います。

　2020 年度は、下記内容で開催しました。

　日　時：2021 年１月 27 日（水）13：30 ～ 16：30

　会　場：オンライン方式（ZOOM にて）

　プログラム：１．講演「北九州市 SDGs 未来都市計画の戦略」

　　　　　　　　　北九州市企画調整局 SDGs 推進室　室長　上田　ゆかり　様

　　　　　　　２．スキルアップ研修「ガイドライン 2017 年版の改定のポイント復習」

　　　　　　　　　エコアクション 21 審査員　石井　幹雄　様

　参加事業者数：70 社（80 名）

　基調講演では、SDGs についての理解が深まった。ガイドライン 2017 年版の改定点が理解できた

等の感想が多数寄せられました。

　2021 年度も９月中旬に同様のセミナーの開催を予定しています。

　多数の参加をお待ちしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域事務局環境未来

令和２年度受賞事業者：　㈲新門司建設
　　　　　　　　　　　　㈲末広工業
　　　　　　　　　　　　九和設計㈱

平成23年度受賞事業者：
㈱春日工作所／㈱ジェイ・リライツ

平成24年度受賞事業者：
㈲アリタサービス／宮田建設㈱／サンエス工業㈱

平成25年度受賞事業者：
㈱千草／上村紙業㈱／
ジャパンスーパーコンダクターテクノロジー㈱

平成26年度受賞事業者：
八幡電機精工㈱／㈱愛和環境管理／新西工業㈱

平成27年度受賞事業者：
㈱志道工務店／西部ビル管理㈱

平成28年度受賞事業者：
九州製紙㈱／久屋産業㈱

平成29年度受賞事業者：
㈱ NRS ／関門エンジニアリング㈲／
日本鉄塔工業㈱若松工場

平成30年度受賞事業者：
光進工業㈱／鶴丸海運㈱／マルソー産業㈱

令和元年度受賞事業者：
㈱エコウッド／丸喜鋼業㈱／花山建設㈱
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●お役立ち情報●

北九州市のエコアクション21に関する優遇措置について
○エコアクション21を認証・登録すると
■まち・ひと・しごと創生総合戦略資金
北九州市内のエコアクション21の認証登録事業者のうち、他の模範となる環境経営を実践し
ているとして、市から感謝状を授与された中小企業の方にご利用いただけます。

融 資 限 度 額 　１億円以内

融 資 期 間 　運転資金　10 年以内（据置期間 24 ヶ月以内を含む）
　設備資金　15 年以内（据置期間 24 ヶ月以内を含む）

融 資 利 率 　10 年以内　1.10％
　10 年超　　1.30％

信 用 保 証 料 　0.45 ～ 1.51％
責任共有制度 　原則として対象
担 保 　必要に応じて徴する
保 証 人 　原則として、法人は代表者、個人事業主は不要
返 済 方 法 　一括償還又は分割償還

■北九州市中小企業の競争力を生み出す省エネと RE100 推進事業
　北九州市では、脱炭素社会の実現に向け、市内の事業所へ自家消費型太陽光発電設備、小
型風力発電設備、蓄電池、エネルギーマネジメントシステムや最先端の省エネ機器を導入す
る中小企業等に対し、費用の一部を補助する事業を実施しています。当事業の補助事業者を
決定する審査において、エコアクション 21 認証登録事業者には加点評価を行います。

【補助対象事業】
・再エネ 100％電力（非化石証書等含む）の仕様を満たす供給契約の締結が条件となります。
・ Ⓐエネルギーマネジメントシステム機器を設置し、かつⒷ再エネ 100％電力関連設備の設
置、又はⒸトップランナー基準達成等のエネルギー関連設備を設置（更新に限る）する事業
が対象です。
　・上記はⒶ＋Ⓑ、Ⓐ＋Ⓒ及びⒶ＋Ⓑ＋Ⓒの組合せでも補助対象事業とします。
　・再エネ 100% 電力、Ⓐ～Ⓒの具体例や対象経費など詳しくは市 HP
　　https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/29000025.html でご確認ください。
■公共工事等の入札加点
北九州市の公共工事等の入札資格審査等で加点を受けることが出来ます。
・建設工事入札資格審査の有資格業者名簿登録
・公共工事入札の総合評価方式
・物品等供給契約の有資格業者名簿登録
○お問い合わせ先
・エコアクション21認証・登録支援事業の総合窓口　北九州市環境局環境イノベーション支援課
　　　　　　　　　　　　　　  担当：三木・宗安　 TEL：０９３−５８２−２６３０

エコアクション21の無料講座について
■エコアクション21導入セミナー（毎年開催：無料）

これからの環境経営に取り組まれる事業者の皆様を対象に、制度概要や認証・登録のポ
イントなど事例を交えてわかりやすく紹介するセミナーです。

■エコアクション21実践講座・集合コンサルティング（毎年開催：無料）
主に前述の導入セミナーを受講された市内事業者の皆様を対象に、エコアクション 21
の審査人から直接、指導や助言を受けることが出来る、認証・登録に向けた実践的な講
座です。

○お問い合わせ先：エコアクション21地域事務局　環境未来　　担当　西・有田



エコアクション21だより

－7－

（掲載は認証・登録番号順）

●お役立ち情報●

福岡県のエコアクション21に関する優遇措置について
○エコアクション21を認証・登録すると

■建設工事や物品・サービス関係契約での入札参加資格審査での評価
　・建設工事での競争入札参加資格審査で加点します。（5 点）
　・物品・サービス関係での競争入札参加資格審査で加点します。（3 点）
※評価を受けるには、あらかじめ「地域貢献活動評価申請書（確認書）」により
　エコアクション21 所管課（環境保全課）の確認を受ける必要があります。（持参又は郵送）
　（確認書掲載先）
福岡県庁ホームページ（トップページ）＞ 環境・まちづくり・県土づくり ＞ エネルギー・
温暖化対策 ＞ 気候変動・温暖化対策 ＞ エコアクション21 の認証取得を支援します

（URL）https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ea21-support.html
　（提出先）
　　〒 812-8577　福岡市博多区東公園７―７　福岡県環境部環境保全課
　（必要書類）
　　・地域貢献活動評価申請書（確認書）
　　・エコアクション21 登録証（写し）
　　　　※郵送希望の場合は、返信用封筒と切手の同封をお願いします。

＜エコ事業所 応援事業のご紹介＞
　福岡県では、省エネや省資源に取り組む「エコ事業所」を募集しています。
　【エコ事業所のメリット】事業所の PR、競争入札参加資格審査での加点、低金利融資　等
　詳しくは、「ふくおかエコライフ応援サイト」をご覧ください。
　　https://www.ecofukuoka.jp/

○お問い合わせ先
　　福岡県環境部環境保全課　 TEL：０９２―６４３―３３５６

Ⓡ

認証・登録番号0013269

Ⓡ

認証・登録番号0013187
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事務局担当者　西・有田　宛
TEL&FAX：093-883-6004

地域事務局　環境未来

福岡県に限らずどの地域からも受付いたします。気楽にご相談下さい。

●業務内容●

① 登録・審査申込の受付
② 審査員の選定
③ 認証・登録可否の判定
④ 中央事務局へ判定結果の報告対応
⑤ EA21 制度の普及活動

（導入セミナー・実践講座・集合コンサルティングの開催）
⑥ コンサルタントの紹介・斡旋

（掲載は認証・登録番号順）

Ⓡ

認証・登録番号0013270

Ⓡ

認証・登録番号0013286

Ⓡ

エコアクション21地域事務局  環境未来のご案内エコアクション21地域事務局  環境未来のご案内エコアクション21地域事務局  環境未来のご案内
　「地域事務局　環境未来」は、2020 年４月１日に事務局名を変更しました。

　2005 年４月１日、エコアクション 21 認証・登録制度の設立と同時に認定された、「地域事務局　

福岡」は、この度。新たな地域事務局区分の適合審査において、「中核地域事務局」へ認定されました。

同時に、「地域事務局　環境未来やまぐち」と合併致しました。

　この２つの地域事務局は、広島、山口、福岡、大分、佐賀県と広域に活動を展開していることを踏ま

えて、事務局名称の変更を検討、“環境の未来を創造する”の期待を込めて「地域事務局　環境
未来」として、再出発することと致しました。

　これを機に、両事務局の特徴を生かし、広域への普及促進、支援内容の充実を図りたく存じます。

　皆様のご理解とご支援、よろしくお願い致します。


