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No 期 企業・団体名 ふりがな 所在地 県内事業所 ホームページ 取組（140字以内）

1 7 株式会社ＡＥＲＡ あえら
神奈川県横浜市中区山下町７４
－１ 大和地所ビル９階

https://aera-inc.com/

森林は地球の生態系を維持し、二酸化炭素を吸収してくれるとても大事な資源です
私たちは日々あらゆる企業の紙媒体の電子化業務をおこない、DX化を推進していくことで膨
大な紙の使用量を減らし『子供たちに自然を残したい』という想いのもと中長期的にサスティ
ナブルな地球環境に貢献していきます

2 7 株式会社アクアリーフ あくありーふ
神奈川県平塚市八重咲町7-28
神奈中八重咲町ビル4階

https://www.aqualeaf.co.jp/

生活困窮者の「食」の支援を行っているフードバンク団体へ、安心して活動が行える専用シス
テムの提供を行っています。主力事業の助ネコEC管理システムでは、情報システム部がな
い中小企業でも時代に取り残されずにIT化を進め、誰もが安心安全に使えることを目的にし
たシステム提供を行っています。

3 7
株式会社アグニ・フレ
ア

あぐにふれあ
神奈川県横浜市港北区新横浜
2-17-19　HF新横浜ビル６F

https://www.agni-flare.com/jp/

弊社はSDGsの理念に賛同し、クリエイティブ企業ならではの
エンターテイメントによるアプローチによって各種取り組みを実施しています。
人を楽しませる物を作る企業として、企画にもエンターテイメントを盛り込み
SDGsの理念を能動的に認知、参加、学習できる機会を提供しています。

4 7 株式会社AGRU あぐる 神奈川県大和市上和田1200 https://agru.jp/

弊社では、生産や商品づくりを通じた自然に対しての想いを育むプラットフォーム作りが目標
です。・環境に優しい原料栽培・自然の魅力を感じる商品づくり・農地での体験、を行う中で、
スタッフ、協力企業、消費者と携わる全ての方に環境保全の価値を理解いただけるよう心が
けております。

5 7
株式会社旭ネームプ
レート製作所

あさひねーむぷれー
とせいさくしょ

東京都目黒区柿の木坂1-22-20
神奈川県横浜市港北区新羽町
830

http://asahiname.co.jp/

経営理念である「もの作りの伝統と信頼の想像起業」をもとに、持続可能な企業活動・社会の
構築に向けた課題に対し、取り組んで行きます。私たちの活動が「環境・社会に与える影響」
を認識し、問題の解決や新たな技術・体験を創り続けることを当社の使命として、活動を継続
して行きます。

6 7 アヅマ建設株式会社 あづまけんせつ
神奈川県相模原市南区新磯野
１－５０－３

https://azuma-const.com/
当社は重機土工をメインに施工を行う土木工事業者で排出ガスの軽減を目的とする当社保
有重機のハイブリッド化への促進を行うとともに地域の清掃活動ボランティアなどに積極的に
参加をすることを心がけています。企業ゴミの分別を徹底し、積極的に再資源を利用します。

7 7 株式会社阿部興業 あべこうぎょう
神奈川県横浜市金沢区福浦二
丁目11番1号

http://abe-kogyo.com/

社員教育を通じて人財力を強化すると共に、新しい機器やシステムを導入することにより生
産性を高めています。また、継続的な教育や業務内容の改善を通じて、CO2削減、資源の有
効活用を実現しています。更には、地域社会活動、ジェンダーレスな採用、雇用数向上等を
通じた社会貢献も実現しています。

8 7 新井紙材株式会社 あらいしざい 東京都港区麻布十番2-7-1
神奈川県高座郡寒川町倉見
1993-2

https://araishizai.com/
創業70年の産業廃棄物処理事業のノウハウを活かした、メディア事業を展開。Webメディア
「環境と人」を軸とした静脈産業にまつわる情報発信を行っている。また産業廃棄物処理やリ
サイクル事業者の取材やそれらに関連する企業紹介や各社の取り組みを主に紹介してい
る。

9 7 有井電気 ありいでんき
神奈川県茅ヶ崎市赤羽根1512-
6

https://www.arii-denki.com
有井電気では、地元湘南・茅ヶ崎市発のブランドを作り、地域を盛り上げていくべく「種無し金
柑」の育成に取り組んでおります。
その名も”ちがさきんかん”としてネット販売・近場への配達に向けて育成中でございます。

10 7
株式会社
E.N.FACTORY

いーえぬふぁくとりー 茅ヶ崎市共恵2-1-44 https://mataharise.com

アルミやコットンの材料削減に繋がるフィルイン技術の導入促進を推奨したり、詰め替え商材
を積極的に使用することで、継続的に取り組める豊かなまちづくりを意識しています。また働
き方の多様化の一つとして自宅サロンの成功法や、正しいネイル知識を伝え、未来のネイリ
ストの育成に貢献しています。

11 7 株式会社伊沢工務店 いざわこうむてん 神奈川県大和市林間1-3-13 http://izawa-koumuten.co.jp/

伊沢工務店は、昭和35年に大和市で創業して以来、半世紀以上に渡り「手造りへのこだわ
り」をテーマに家づくりに取り組んでまいりました。新しい技術に目を向けながらも、日本家屋
の伝統的な技術と知恵を、未来へ継承していくとともに、これからも持続可能な社会づくりに
貢献していきます。

12 7
INOCO LAB JAPAN
株式会社

いのこらぼじゃぱん
神奈川県横浜市保土ケ谷区月
見台２０番２５号

https://www.inocolab.com

私達は建物寿命長期化の推進による循環型社会の育成を推進しています。建築物の建替
による大量の建築廃棄物発生の抑止、さらに、建築施工時・解体時のエネルギー消費や温
室効果ガス発生、建築資材に用いられている資源の消費削減など、SDGsに直結する事業で
す。

13 7 ウマイファクトリー うまいふぁくとりー
神奈川県大和市下鶴間36-2-
1504

神奈川県大和市大和東1-4-19ま
つもと第3ビル２F

https://umaifactory.net/

ウマイファクトリーは、食材から厳選し、米は茨城の契約農家から、生牡蠣は広島の漁師から
直送しています。旬の鮮魚も市場でしっかりと目利きし、安心安全な食材を利用しています。
大和に住む・働く皆さんの「心が集う場」としてご利用頂いています。これからも地域の皆様に
愛される店を目指します

14 7
株式会社　浦山工務
店

うらやまこうむてん 横浜市港南区日野１－９－３ https://www.urayama-k.co.jp/

建物解体業を事業内容としており、解体作業にともなって大量の建設産業廃棄物が発生しま
す。適正な産業廃棄物の処理により、私たちは、美しい地球環境を守り次世代へ伝えていく
ことの大切さを常に考え行動します。

15 7
エスティーティー株式
会社

えすてぃーてぃー
神奈川県秦野市立野台二丁目6
番地１

https://stt-inc.co.jp/

当社は特殊潤滑剤開発における独自の技術や製品を通じて、持続可能な社会の実現に向
けた取り組みを推進しています。当社製品採用による省資源・脱炭素への貢献、従業員や地
域社会の成長に繋がる機会の創出、リサイクルの推進による環境負荷の削減など社会とと
もに発展を続けていきます。

16 7 有限会社エック えっく
神奈川県相模原市南区相模大
野６丁目７番９号

https://peraichi.com/landing_pages/view/eccuhome

弊社は、全く新しいプラットフォームに基づいて、企業や行政から業務を受託して、障がい
者、女性、高齢者の方々の雇用確保の事業に取り 組んでいます。地球 の水を守る事業にも
取り組んでいます。                      

17 7
株式会社エルーア・シ
ステム

えるーあ　しすてむ
神奈川県横浜市都筑区川和町
１５４２番２号

https://aileunsys.co.jp

自然災害が多く、高齢化社会となっている日本において、“見守ること”の需要は増加してい
ます。その中で、当社の商材において正確な情報、映像を提供します。また、従業員教育に
注力し、アフターサービスを含めた品質管理を徹底し、〈誰しもの安心安全を守るためのSDG
ｓの取組〉を目指しています。
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18 7 株式会社エルテックス えるてっくす
神奈川県横浜市保土ケ谷区神
戸町１３４横浜ビジネスパーク
イーストタワー１４階

https://www.eltex.co.jp/

三つの重点目標（豊かな社会づくりへの貢献、働き甲斐がある会社づくり、未来のための教
育と人材育成）を設定し、持続可能な社会の実現に貢献します。また、主力製品である「EC/
通販統合パッケージeltexDC」は事業者の売上向上、労働生産性向上、広告媒体の電子化
による省資源を実現します。

19 7
エンドウメタル工業株
式会社

えんどうめたるこう
ぎょう

神奈川県綾瀬市吉岡2624-1 http://www.endo-metal.co.jp/
建設現場などから出る不要になった廃材・余剰な資源の中には、再生可能なものがあふれ
ています。 エンドウメタル工業では、非鉄金属をメインとした金属全般を適切に選別・加工
し、再資源化により、サスティナブルな循環型社会の実現を目指しています。

20 7 株式会社オーエイ おーえい
神奈川県相模原市中央区中央
４－６－２１

神奈川県相模原市中央区田名３
０３９－１６

https://www.oei.co.jp

ＳＤＧｓ活動の基本的な考え方・社会を構成するひとつの組織としての役割を認識し、得意分
野（強み：製造業）を活かして社会に貢献し、自らも幸せを感じられる様、考動して参ります
・”できることから始め”、”できることを増やしていく”をモットーに無理なく、継続的な活動を
行っていきます

21 7
株式会社　オーディー
シー

おーでぃーしー
神奈川県小田原市栄町1-13-18
ODCビル

https://www.odci.co.jp/

企業活動を行う地域において、従業員が生き生きと仕事に取り組める働きがいのある職場づ
くりと心身ともに安全・健康に働ける環境整備を推進します。また、「社会に出て役立つ教育」
をコンセプトに教育事業を推進し、地域社会の活性化や豊かな生活環境づくりに積極的な役
割を果たします。

22 7 株式会社大智 おおとも
神奈川県愛甲郡愛川町半原
4237-2

https://www.ohtomo.co.jp/

地域の生活基盤充実を担う企業として、自然豊かな地域である愛川町の環境保全や社員が
健康で働きやすい職場環境を整備し地域に貢献しています。
地域社会のニーズに応えるため、緑化促進を含めた生花販売や環境に配慮した工事の推進
と共にSDGｓ（持続可能な開発目標）の取組を実践しています。

23 7 株式会社大浩 おおひろ
神奈川県相模原市南区麻溝台
1-6-13

https://www.oohiros.co.jp/

省電力化、節水、リサイクル等、環境負荷の軽減に取り組み、地域環境に配慮した企業活動
を実施しています。また、社員の資格・技能習得を支援し、技術・技能の向上による事業持続
性の向上を目ざし、誰もが働き甲斐をもって活躍できる職場づくりに取り組んでいます。

24 7
大浩ホールディングス
株式会社

おおひろほーるでぃん
ぐす

神奈川県相模原市南区麻溝台
1-6-13

https://www.oohiros-hd.co.jp/

従業員とその家族の安全を守るワークライフバランスに配慮し、誰もが働きやすい就業形態
を選択できる多様性のある体制づくりに取り組んでいます。また、環境マネジメントシステムを
運用し、環境に配慮した事業活動を実施しています。

25 7 荻野化成株式会社 おぎのかせい 神奈川県横須賀市内川1-6-4 https://oginokasei.co.jp/

塗料や防水材は、建築物の保護・美粧維持のための重要な素材です。水系塗料やバイオ樹
脂塗料など環境負荷の少ない塗料の開発に目を配り、環境に配慮した仕様提案を心掛けて
います。環境負荷低減、健康的な生活の確保に向けて「地域に根差したＳＤＧｓの取組み」を
実践して行きます。

26 7 株式会社奥村組 おくむらぐみ
大阪市阿倍野区松崎町二丁目2
番2号

横浜市中区日本大通60番地 https://www.okumuragumi.co.jp/

社会の持続的な発展に貢献するために、社会のニーズの変化を見据えて事業・サービスを
展開するとともに、確かな技術と誠実な事業運営により、社会の信頼に応え、安心を提供し、
関係する全ての人とともに豊かさを分かち合い、事業活動による価値創造がSDGsへの貢献
につながるものと考えています。

27 7
株式会社オズコーポ
レーション

おずこーぽれーしょん
神奈川県横浜市都筑区大熊町
２２４番地５

https://www.o-z.co.jp/

私達は、古いエンジン車を電気自動車へ改造する「コンバートEV」、旧型の市販電気自動車
へ航続距離を伸ばせるリサイクルバッテリーへ載せ替えをする「バッテリーアップグレード
サービス」など、クルマに関わるクリーンエネルギーと地球温暖化対策へ真に向き合う事業を
行っています。

28 7 小田急電鉄株式会社 おだきゅうでんてつ 東京都新宿区西新宿1-8-3 https://www.odakyu.jp/
「“ごみ”のない世界へ。Beyond Waste」を事業ビジョンとするウェイストマネジメント事業
「WOOMS」を2021年9月より始動しています。自治体や廃棄物収集事業者を対象に廃棄物収
集業務を効率化し、生まれたリソースをごみ削減やリサイクル拡充へと繋げる取り組みです。

29 7
カ－センタ－足柄協同
組合

かーせんたーあしが
らきょうどうくみあい

神奈川県足柄上郡大井町西大
井10

https://carcenter.or.jp/
企業の社会的責任を果たすために環境問題への対応、地域社会から信頼される企業を目
指し、車検整備・鈑金塗装業務から発生する廃棄物等を専門業者に委託しリサイクル化に貢
献しています。また、環境への負荷を削減するための部品・製品を積極的に導入し、ＳＤＧｓ
の取り組みを推進していきます。

30 7
学生服リユースショッ
プ　さくらや横浜

がくせいふくりゆーす
しょっぷ　さくらやよこ
はま

神奈川県横浜市戸塚区平戸3-
31-9-2

https://www.seifuku-sakuraya.com/
まだまだつかえる学生服のリユースを通じてCO2削減を目指して地球環境に取り組んでいま
す。地域の繋がりや活性化を目指し貧困につぶさせない「夢」「笑顔」の街づくり、子どもの未
来を応援していきたいと思います。

31 7
神奈川県中古自動車
販売商工組合

かながわけんちゅうこ
じどうしゃはんばい
しょうこうくみあい

神奈川県小田原市成田1042 http://ju-kanagawa.com

SDGsに賛同するとともに、自動車販売に関わる事業団体として、中古車販売事業やCSR活
動などを通じて、地域の安心安全なまちづくりへ貢献してまいります。またパートナーシップを
活用した地球温暖化ガスの削減や海洋プラスチック汚染対策などにも挑戦してまいります。

32 7
一般社団法人神奈川
県中小企業診断協会

かながわけんちゅう
しょうきぎょうしんだん
きょうかい

神奈川県横浜市中区尾上町５
丁目８０番神奈川中小企業セン
タービル

https://sindan-k.com/

私達は、神奈川県内の中小企業・小規模事業者の経営診断・助言・支援を行う専門家集団
です。中小企業への助言・支援を通じて、地域の持続可能な経済発展に寄与しています。
SDGｓのゴールに設定した、企業経営における、雇用創出・専門家の排出・自然災害に対す
る指導に関する活動も強化しています

33 7
かながわ佛立寺院
ネットワーク

かながわぶつりゅうじ
いんねっとわーく

神奈川県横浜市神奈川区三ツ
沢上町22-1

https://kbnet.jp
古くはお寺が社会の中心にあった様に、本門佛立宗神奈川布教区では県内15カ寺一丸とな
りお寺を現代のコミュニティとして地域づくり・人づくり・文化と教養・社会に貢献する為に様々
な活動をしています。お寺が身近な存在に感じてもらえるように「かながわ佛立寺院ネット
ワーク」を名称にしています。

34 7
株式会社カナセキユ
ニオン

かなせきゆにおん
神奈川県横浜市神奈川区金港
町7-3

https://kanaseki.co.jp/
石油製品・石油化学製品の商社として、省エネ・環境負荷低減製品の販売を推進していま
す。またLEDや空調の省エネ機器販売を通じたCO2削減への貢献、プラスチックから紙製品
への置換推進、健康経営・ワークライフバランスの推進等、様々な取り組みを行っています。

35 7
鎌倉エフエム放送株
式会社

かまくらえふえむほう
そう

神奈川県鎌倉市長谷１丁目１４
番１０号

https://www.kamakurafm.co.jp

コミュニティFMの特性を活かし災害の知識や備えを促すとともに、地域経済に特化した健康
寿命を延ばすイベントを開催。「しごとてん」では将来を担う子供達へ職業体験を実施した。ま
た、マイクロプラスティックに関する映画上映会を行い、地元湘南の海の豊かさを守るための
意識向上に努めている。

https://www.eltex.co.jp/
http://www.endo-metal.co.jp/
https://www.oei.co.jp
https://www.odci.co.jp/
https://www.ohtomo.co.jp/
https://www.oohiros.co.jp/
https://www.oohiros-hd.co.jp/
https://oginokasei.co.jp/
https://www.okumuragumi.co.jp/
https://www.o-z.co.jp/
https://www.odakyu.jp/
https://carcenter.or.jp/
https://www.seifuku-sakuraya.com/
http://ju-kanagawa.com
https://sindan-k.com/
https://kbnet.jp
https://kanaseki.co.jp/
https://www.kamakurafm.co.jp


36 7
株式会社栢山ハウジ
ング

かやまはうじんぐ
神奈川県小田原市曽比1797番
地

http://www.kayamahousing.co.jp/
株式会社栢山ハウジングは、近年の空き家問題を受け、空き家再生に取り組んています。生
活に欠かせない住宅や都市基盤を作り、すべての人々に安全かつ安価な住宅を提供し、地
域の美化運動に貢献し、長く住み続けられる街づくりに取り組んています。

37 7 川崎運送株式会社 かわさきうんそう
神奈川県川崎市川崎区元木1-
5-11

https://www.kawasaki-exp.jp/

弊社は運送業を営む会社として、全社を挙げて燃費の向上、二酸化炭素排出の低減、環境
保全のための仕組み、体制の整備、エコドライブの実施、低公害車の導入などを実行してお
ります。
また、かわさきSDGsゴールドパートナーの認証も受けております。

38 7 株式会社北浦工業 きたうらこうぎょう
神奈川県川崎市川崎区藤崎4-
33-25

http://www.kitaurakogyo.co.jp/
社会全体が大きく変化する中、地球温暖化と向き合い、人類の未来を切り開くために私たち
は考えなければならないと思います。弊社として出来る事、再生可能エネルギーの利用から
SDGsの達成に向け貢献してまいります。

39 7
一般財団法人北里環
境科学センター

きたさとかんきょうか
がくせんたー

神奈川県相模原市南区北里1-
15-1

https://www.kitasato-e.or.jp/
最先端の専門知識、科学技術により、環境汚染がもたらす健康被害の対策と改善を行い、そ
の成果を社会に還元することで健全な環境、健康な市民生活の創造に寄与することを目的と
し活動しております。当センターの事業の特性を活かしSDGs達成に貢献しております。

40 7 株式会社北村印刷社 きたむらいんさつしゃ 神奈川県厚木市寿町2-2-13 https://www.seepa.jp/u/atsukita/

私たちは創業以来、印刷を通して地域社会・経済に貢献してまいりました。
環境に優しいインクや紙の使用、使いやすさと見やすさに配慮したユニバーサルフォントの導
入、また、定年後の再雇用によるひとりひとりが活躍できる場所を提供し、社員一同で持続可
能な社会の実現を目指しています。

41 7 株式会社橘木 きづき
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎
中央17-22-202

https://www.ki-du-ki.co.jp/
「地域に密着し魅力あふれる空間・笑顔輝く未来づくりに貢献する。」を理念に、当社の経験と
技術を十分に活かせる運動施設工事・公園緑地維持管理等の社会インフラ整備事業（公共
事業）へ積極的に取り組むことで、持続可能な社会の実現へ貢献します。

42 7
キャリアワークスス
テーション

きゃりあわーくすす
てーしょん

神奈川県茅ヶ崎市赤松町４－３
１－２F

https://cw-sta.com/

採用コンサルティング（求人広告制作・ホームページ制作・オフィス環境改善提案・人事関連
クラウドサービス他）を行なっています。ミッションとして「新規雇用創出に伴う企業活性化と地
域活性化、並びに社会に貢献し、一人ひとりが輝けるライフステージへ導くサポートを行なう
こと。」を掲げています。

43 7 共生食品株式会社 きょうせいしょくひん
神奈川県相模原市緑区橋本台
3-18-22

http://www.kyousei-f.com/

・創業当初から「自然と人との共生」を経営理念として掲げ、「豊かな自然を次世代に引き継
ぐこと」を使命としています。
・理念を表す代表的な取り組みが「循環型の食経営」と「農場経営」です。
・社内ではSDGsプロジェクトチームを中心に、SDGs達成に向けた様々な活動をしています。

44 7 株式会社金庫屋 きんこや
神奈川県海老名市杉久保南４
丁目６番８号

https://kinkoya.co.jp/

お客様に設置しているガスメーターの安全機能を24時間監視し、安全と安心を確保する。
またガス検針業務を電話回線で行うことにより、ガス料金のお知らせ・領収書の発行はス
マートホンにてお知らせする等、車両の使用を少なくし炭酸ガスの発生を抑制するとともに
ペーパーレス化を図る。

45 7 株式会社ｇｌｏｗｆ ぐろうふ
神奈川県相模原市中央区横山
台１丁目１番１０号

https://minnano-daikou.com/

「みんなの代行」というサービス名にて、製造業と障害福祉の間に立ち、案件の仲介及び完
遂の補助を行っております。
人手が足りない製造業と、仕事が欲しい障害福祉の発展に寄与し、両業界のやりとりを円滑
にすることによって、SDGsの達成を目指します。

46 7
グローバルコネクト株
式会社

ぐろーばるこねくと
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎
南5-1-10ノーブル茅ケ崎1-C

https://globalconnect.co.jp

弊社はSDGsを通じて、カーボンニュートラルの実現、CO2の排出削減に積極的に貢献したい
と思っています。そのためには、エネルギーのつくり方、使い方を次世代へつなげることが必
要です。私達一人ひとりが環境に関する行動を見直し、住まいを見直すことでそんな社会が
実現できると考えています。

47 7
京急サービス株式会
社

けいきゅうさーびす
神奈川県横浜市西区高島１－２
－８

https://www.keikyu-service.co.jp

京急グループ理念のもとで，「社会の持続的発展への貢献」と「京急グループの持続的発展」
のよりよい循環を目指します。（人・社会・地球にやさしく持続可能な都市生活を創造，多様な
人財が活躍する企業を実現，全ステークホルダーとの共働で，コーポレートガバナンスの持
続的な強化を図る。）

48 7 株式会社コアベース こあべーす
神奈川県横浜市青葉区梅が丘
39番地12

https://corebase.co.jp

「ゼログリース」飲食店、ホテル、病院、学校などの施設の厨房から出る油産業廃棄物（グ
リーストラップに溜まる）を石鹸化工法で一般ゴミ化及び排水処理できる液状石鹸化に変化さ
せ、産業廃棄物を無くす工法を推進。産廃焼却処理時のCO2を削減→カーボンニュートラ
ル、SDGsの観点からも有益です

49 7 鉱研工業株式会社 こうけんこうぎょう
東京都豊島区高田２丁目１７－
２２目白中野ビル１階

神奈川県伊勢原市鈴川54-1 https://www.koken-boring.co.jp/

トンネルや地下工事に使用されるボーリングマシンの設計・製造・販売を担うメーカー部門と
自社製作の機械を現場で活用し調査・工事を担うエンジニアリング部門を擁する地下開発の
現場を知るプロ集団として事業活動が、KOKEN独自の技術で地球環境への持続可能な貢献
ができるよう取り組んでいます。

50 7
光明理化学工業株式
会社

こうみょうりかがくこう
ぎょう

神奈川県川崎市高津区下野毛1
丁目8番28号

https://www.komyokk.co.jp/index.html

当社は、作業環境測定、室内環境測定、大気環境測定製品を開発・製造・販売し、持続可能
な社会を実現を目指します。また、多様な働き方を推進し、働き方の向上に取り組んでおりま
す。
ものづくりについては、調達から廃棄まで、持続可能な資源循環型生産を目指しています。

51 7
株式会社コーエーテク
モホールディングス

こーえーてくもほーる
でぃんぐす

横浜市港北区箕輪町1-18-12 https://www.koeitecmo.co.jp/index.html

コーエーテクモグループはESGに積極的に取り組む経営を行い、長期的にSDGsを達成して
いくことを企業目標にしています。
「創造と貢献」の精神のもと、新しい価値を創造して、世界中の皆様の心の豊かさや幸せに
寄与貢献していくことが私たちの存在意義です。

52 7 栄石油株式会社 さかえせきゆ
神奈川県川崎市川崎区中瀬3-
16-17

横浜市港北区新横浜1-14-20-8F https://www.sakaesekiyu.jp/

カーボンゼロチャレンジに賛同し、地球温暖化対策のため、2050年までの脱炭素社会の実現
を目指していきます。
持続可能な社会の実現の為、人々の生活を豊かに向上させ、自然と共に生きる省エネル
ギーで安全なまちづくりに貢献しています。

53 7
相模運輸倉庫株式会
社

さがみうんゆそうこ
神奈川県横須賀市田浦港町無
番地

https://www.sagami-kk.co.jp/
当社は、主に港湾運送事業、倉庫業、貨物自動車運送事業を行うなか、環境負荷の低減及
び資源の有効活用、働く環境の取り組み及び品質・安全への取組を実施し、持続可能な社
会の実現に向けた積極的な取組みを行ってまいります。

http://www.kayamahousing.co.jp/
https://www.kawasaki-exp.jp/
http://www.kitaurakogyo.co.jp/
https://www.kitasato-e.or.jp/
https://www.seepa.jp/u/atsukita/
https://www.ki-du-ki.co.jp/
https://cw-sta.com/
http://www.kyousei-f.com/
https://kinkoya.co.jp/
https://minnano-daikou.com/
https://globalconnect.co.jp
https://www.keikyu-service.co.jp
https://corebase.co.jp
https://www.koken-boring.co.jp/
https://www.komyokk.co.jp/index.html
https://www.koeitecmo.co.jp/index.html
https://www.sakaesekiyu.jp/
https://www.sagami-kk.co.jp/


54 7 株式会社Gデザイン じーでざいん
神奈川県横浜市中区長者町5-
75-1スクエア長者町718

http://www.g-design-shonan.co.jp/


弊社は、保温工事施工会社です。保温工事とは配管やダクトを断熱材で覆い温度を保ったま
ま運べるようにする工事です。そうすることでエネルギーの有効活用を目指しています。ま
た、本社近郊の採用を積極的に行い、地域の活性化への取り組みを意識しています。

55 7 Ｊ＆Ｔ環境株式会社
じぇーあんどてぃーか
んきょう

神奈川県横浜市鶴見区弁天町
３番地１

https://www.jt-kankyo.co.jp

Ｊ＆Ｔ環境は、総合リサイクル企業としてサーキュラーエコノミーの核となる事業を展開してお
り、事業そのものをSDGs達成の取り組みと位置付けています。特にSDGs17のゴールうち、
事業活動との関連性の強い８つの目標達成に取り組み、循環型社会、低炭素社会の実現に
貢献してまいります

56 7
株式会社シオン学園
三共自動車学校

しおんがくえんさん
きょうじどうしゃがっこ
う

藤沢市本藤沢1-11-23
https://www.safety-sankyou.co.jp/

現在使っているプラスチック制の教材入れを廃止し、ト－トバックに切り替える。2022年6月13
日藤沢市とSDGs(プラスチックごみ削減等)への取組及びシティプロモ－ションに関する協定
が締結される。2022年10月1日ふじさわSDGs共創パ－トナ－に登録される。

57 7
行政書士四季京法務
事務所

しきぎょうほうむじむ
しょ

神奈川県川崎市中原区田尻町
39番地

https://peraichi.com/landing_pages/view/shikigyou/
弊所は、動物愛護法務を主業務として据えており、人間社会に生きる動物たちの権利擁護、
幸福追求の促進に尽力していくことを目標に掲げています。これはSDGs目標15の生物多様
性の保護に適合する活動だと自負しています。

58 7 株式会社柴橋商会 しばはししょうかい
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋
町2-11-5　SGビル5F

https://www.shibahashi.co.jp/

「医療・福祉に広く、質の高い商品・サービスを提供し地域社会に貢献する」という経営理念
に基づき、障がい者の雇用・社会参加促進の取り組みとして、社会福祉法人同愛会「ダイア
磯子」へ、1994年の開所以来クリーニング事業を委託し、技術や人材など様々な面において
も事業支援を行っています。

59 7 株式会社シュート しゅーと
神奈川県横須賀市岩戸１丁目１
２番２０号

https://www.shootpaint.jp/
環境に配慮した機能性塗料で、建築物の保護と美観を維持し後世につなぐための活動と、高
齢化の進展に対する取り組みを実践しています。高所の調査においてはドローンを用いる事
で、屋根の点検商法被害を防ぐ役割も果たしています。

60 7 ジョイテック株式会社 じょいてっく
神奈川県川崎市多摩区菅馬場
3-1-7サクセスビル1F

https://www.clean-net.jp/

すべての従業員の健康的な生活の確保及び能力強化を促進しディーセント・ワークを実現す
る。業務過程におけるさまざまな業務環境汚染の軽減や、新機材や新技法の導入による作
業の効率化を実現し環境保全に貢献する。

61 7
有限会社 湘南カン
セー

しょうなんかんせー
神奈川県藤沢市城南2丁目2番8
号

http://www.shonankanse.com/
廃棄物処理業を通じて排出事業者様への分別の提案やリサイクルの重要性についてご理
解をいただき、資源循環型社会の形成に努めております。また、太陽光発電の設置、LED
化、紙の使用量削減と環境負荷低減への取り組んでおります。

62 7
湘南技術センター株
式会社

しょうなんぎじゅつせ
んたー

神奈川県横浜市西区平沼1-2-
24　横浜NTビル

https://www.shonan-gijyutsuc.co.jp/

設計～ものづくりをベースに、人と技術と環境の調和に貢献することを目指しています。地域
社会との連携を通じ、安全安心な街づくりの実現へ向けクリーンエネルギー促進も事業化、
また効率的なエネルギーの利用を目的とした各種装置の開発で、循環型社会の実現、CO2
削減にも貢献しています。

63 7
湘南パートナーズ税理
士法人

しょうなんぱーとなー
ず

神奈川県藤沢市湘南台１－１４
－１７ＡＱＵＡ－ＦＩＲＭ３Ｆ

https://www.shonanpartners.com

藤沢市湘南台において開業４０年を迎えます
ここにＳＤＧｓへの宣言とともに「経営理念」のもと、クライアントの皆様の満足度を高めること
を第一に信頼関係を構築し、適正業務をとおして社会に貢献します
またよりよい職場環境の提供、地域貢献や社会貢献を実践していきます

64 7 城北工業株式会社 じょうほくこうぎょう
神奈川県横浜市鶴見区生麦2-
3-19

https://www.jyohoku.co.jp/
当社では現在、令和5年中をめどに本社工場屋上に太陽光発電システムを設置予定であり、
クリーンエネルギーによる持続的発展をめざしております。また、環境に配慮した社員食堂や
異業種社員向け工場見学の実施により地域に根差したSDGｓの取組を実践しています。

65 7
医療法人　新都市医
療研究会「君津」会
南大和病院

しんとしいりょうけん
きゅうかいきみつかい
みなみやまとびょうい
ん

神奈川県大和市下和田1331-2 http://www.minamiyamato-hosp.or.jp/index.html

急性期・回復期・慢性期・予防医療から施設・在宅介護まで一貫した医療・介護体制を有し、
切れ目のない地域医療を提供しています。「患者を支える　家族を支える　地域を支える」を
基本理念とし、患者さまとご家族に寄り添い、安心して医療を受けていただけるよう地域に密
着した医療を心がけています。

66 7 親和興業株式会社 しんわこうぎょう
神奈川県横浜市瀬谷区中央16-
20

http://www.sinwa-kougyou.co.jp/
当社は創立以来、神奈川県を拠点に土木・舗装・水道・造園の公共工事を担ってきました。
社会の皆様との協調と地球環境への配慮を大切にしながら、持続可能な開発目標に取り組
むことで、将来の街づくりを手伝っていきたいと考えております。

67 7
株式会社スチール・ワ
ン

すちーるわん
神奈川県横浜市都筑区折本町
363-1

http://www.steel-one.jp/

当社は誰もが安心して持続的で豊かな生活を享受するための建築物における基礎づくりを
行っています。長年にわたる事業経験に裏付けられた「安心・高品質・誠実」をモットーとした
鉄筋工事のプロフェッショナル集団です。その責任を自覚し社会的役割を果たすべくSDGsへ
の取組みを強化しています。

68 7 株式会社StockBase すとっくべーす
神奈川県横浜市中区相生町3丁
目60番地泰生ビル311号室

https://www.stockbase.co.jp/

当社では「モノと想いを循環させ、豊かさを分かち合う社会へ」という理念のもと、物品を有効
活用したい企業と提供品を受け取りたい団体をつなぐマッチングプラットフォームを運営して
います。今までに140t以上の食料品や日用品を全国の170以上のフードバンクや子ども食堂
などに届けてきました。

69 7 西進開発株式会社 せいしんかいはつ 神奈川県厚木市温水1542-15 https://www.seishin-kaihatsu.com/

公共事業のインフラ構築を担う会社として、産業廃棄物の分別、削減、リサイクルを進めてい
きます。
また、建設業の働き方改革を進め、休める、残業減らす。その様な形で若者、女性も働きや
すい職場環境整備をします。

70 7 株式会社星和精機 せいわせいき
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町
17-9

http://www.y-shikouren.or.jp/networkplus/hyoji.php?targetid=5183
切削加工設備(マシニングセンターと旋盤)を最新設備に更新し、新領域から加工案件を獲得
すると共に、工場内の工程レイアウトを見直して工場稼働率の最大化を図り、収益と職場環
境の改善、雇用の創出と職人の育成を推進する。

71 7 株式会社セイン せいん 神奈川県秦野市鶴巻南4-17-20 https://kk-sein.co.jp/

保険を通じて地域の皆さまの安心・満足の実現に貢献します。信頼される保険代理店であり
続けるために、SDGsを意識した業務運営を推進していまいります。リスクマネジメントを通し
て持続可能な企業成長に貢献し、身近な相談役として変化を見守り、健やかに歩む人生の
サポートをさせていただきます。

http://www.g-design-shonan.co.jp/
https://www.jt-kankyo.co.jp
https://www.safety-sankyou.co.jp/
https://peraichi.com/landing_pages/view/shikigyou/
https://www.shibahashi.co.jp/
https://www.shootpaint.jp/
https://www.clean-net.jp/
http://www.shonankanse.com/
https://www.shonan-gijyutsuc.co.jp/
https://www.shonanpartners.com
https://www.jyohoku.co.jp/
http://www.minamiyamato-hosp.or.jp/index.html
http://www.sinwa-kougyou.co.jp/
http://www.steel-one.jp/
https://www.stockbase.co.jp/
https://www.seishin-kaihatsu.com/
http://www.y-shikouren.or.jp/networkplus/hyoji.php?targetid=5183
https://kk-sein.co.jp/


72 7 有限会社　関戸商事 せきどしょうじ
神奈川県相模原市緑区青野原
60-1

https://sekido-shoji.com

地域企業との活動内容の情報交換など、多くの情報を収集、共有し　より良いゴールになる
ように取り組みます。地域社会への貢献、エコロジー社会の構築　会社の安定発展と社員の
生活安定向上　地震　風水害等の自然災害に、迅速かつ、柔軟に事業活動を通じて対応で
きる技術集団

73 7 相立興産株式会社 そうりつこうさん
神奈川県横浜市西区北幸二丁
目１５番１号

https://soritsu-kosan.jp/

社会基盤を支える建材事業・石油事業を通じて、環境配慮型商品の販売を推進するととも
に、自らも営業車のハイブリット車導入・紙使用量の削減・働きがいの向上に関する推進活
動などを継続。多角的なアプローチからＳＤＧｓへの取り組みを実践することで、ステークホル
ダーの満足と幸福を目指している。

74 7
social impact PR株式
会社

そーしゃるいんぱくと
ぴーあーる

神奈川県横浜市中区北仲通3-
33関内フューチャーセンター
#145

https://progettista.biz/
social impact PRは、「PRのチカラで社会にインパクトを。」をミッションとし、ソーシャル・ビジネ
スをはじめとした、社会的課題を解決する事業に取り組む小規模事業者のみなさまを、経営
コンサルティングと広報PRの側面から支援しております。

75 7 株式会社ソディック そでぃっく
神奈川県横浜市都筑区仲町台
3-12-1

https://www.sodick.co.jp/
ソディックグループは、「創造」「実行」「苦労・克服」の精神をもとに、お客さまへ最高の価値を
提供し、「未来を創る」企業として社会の持続的な発展に貢献することを基本理念に掲げ、
SDGsの目標達成に向け取り組みを推進しています。

76 7
第一コンクリート株式
会社

だいいちこんくりーと
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋
町二丁目２６番４号第３安田ビ
ル４階

https://www.dcmh.jp/

当社は、企業理念に「社会の発展に寄与する美しい都市造り」を掲げ、創立６０余年にわたっ
て生コンクリートの製造販売業を展開しています。社会インフラを支えるために必要不可欠な
生コンクリートを通じて、ＳＤＧｓの目標達成と持続可能な地域社会の実現に向け、全社を挙
げて取り組みます。

77 7 第十興産株式会社 だいじゅうこうさん
神奈川県横浜市神奈川区金港
町7-3　金港ビル4階

https://www.your-pit.com

・自動車整備事業を通じた安心安全な交通社会実現への貢献。
・LED化や事故車修理時のリサイクル部品使用の推進によるCO2削減。
・災害時の安定的なエネルギー供給を通じた地域社会への貢献。
・ディーセントワーク実現を意識した働き方改革への取組。

78 7 株式会社大千興業 だいせんこうぎょう
神奈川県高座郡寒川町岡田4-
17-27

https://www.daisenkougyou.com/

インフラ整備、交通や防災、更には環境、エネルギーといった人々の暮らしに大きく深くかか
わり安心・安全・快適な住まいづくり街づくりに取り組みます。
社員一人一人が本気でSDGsを企業行動につなげ、お客様や地域から信頼され、持続可能
な地域社会の創造に貢献できるように尽力していきます。

79 7
大同生命保険株式会
社

だいどうせいめいほ
けん

東京都中央区日本橋2-7-1東京
日本橋タワー

神奈川県藤沢市鵠沼東1-1　玉
半ビル

https://www.daido-life.co.jp/
 当社を含むT&D保険グループでは、事業活動に関わる様々なサステナビリティの分野から、
社会にとっての重要度が高く事業との関連が大きい「すべての人の健康で豊かな暮らしの実
現」をはじめとする4つの重点テーマを定め、取組みを進めています。

80 7 株式会社大雄 だいゆう 神奈川県平塚市中原1丁目17-1 https://www.daiyu-group.com/

事業を通じてSDGsに取り組み、ご縁のある皆様の健康と幸せ、豊かな未来の実現に貢献致
します。地域に根差した企業として住宅を通じて、快適で住むだけで健康に近づけ、エネル
ギー消費量を抑え、環境にも配慮したエコな住宅を増やすことで地域の皆様が住み続けられ
るまちづくりを目指します。

81 7
株式会社ダイワダン
ボール

だいわだんぼーる
神奈川県相模原市中央区田名
3680-11

http://www.daiwadan.co.jp/
再生利用できる段ボール製品・片面段ボールをとおして地球環境や人を守るためSDGsに取
り組んでいます。端材のリサイクル・廃棄物の分別、効率的な電気使用などを行い、また、こ
れらの意識を持ち続けるよう、全社員の教育を行っています。

82 7 株式会社タウ たう
埼玉県さいたま市中央区新都
心11-2　LAタワー10F

神奈川県横浜市中区相生町6-
113　オーク桜木町ビル10F

https://www.tau-reuse.com/

私たちは事故や風水害等で損傷を負い、乗り続ける事が困難となった損害車の買取りを通し
てSDGｓへ貢献してまいります。これら損害車を修復利用・部品利用・素材利用の3つに区分
し、どんな状態のクルマでも最大限に活かせるよう、効果的なリユース・リサイクルに取り組
んでいます。

83 7
DATTARUJIN合同会
社

だったるじん
神奈川県横浜市西区みなとみら
い3-7-1 オーシャンゲートみなと
みらい8F

https://www.dattarujin.xyz/

未来のあるべき姿を想像し、社会課題解決型エンタテイメントを創造する。という会社ミッショ
ンを掲げ、よこはままちあるきの多言語音声制作などを実施しています。
母国語による地域の魅力や歴史に触れるコンテンツを創出するのと同時に脱炭素や健康的
に持続的なまちづくりに貢献します。

84 7 株式会社ＴＡＢＡＴＡ たばた
神奈川県相模原市中央区田名
8568-1

https://i-tabata.co.jp/

30年以上に及ぶ内装リフォーム業を通じ、地域のお客様から信頼を集めてきました。今後は
若手や女性など多様な人材が活躍できるよう人的資本経営に力を注いでいくと同時に、廃棄
物の削減・活用や野球を通じた地域への貢献に取組み、持続可能な地域社会の構築に寄与
していきます。

85 7 千曲産業株式会社 ちくまさんぎょう
神奈川県横浜市旭区矢指町
1849

https://www.chikuma-sangyo.co.jp/

当社は、主に配電機器及び制御機器の設計・開発・板金加工及び電機配線組立ての製品・
サービスを提供しています。
SDGｓの「統合性」を踏まえ、目指すべき社会のテーマを「企業の持続的発展」「社会の生活
基盤の向上」及び「環境負荷の削減」並びに「汚染の予防」とし経営戦略に統合しています。

86 7 ディアベリー株式会社 でぃあべりー
神奈川県横浜市保土ケ谷区常
盤台79-1

https://deervery.com
野生の鹿革製品の企画販売、雑草と胃液を活用したバイオガス生産設備の開発販売を行っ
ている。どちらとも有償で焼却処分されているという現状に対して開始された事業である。結
果的に、これらは生態系の保全やCO2の排出抑制に貢献すると考えられる。

87 7 株式会社ＴＩＡＲＥ てぃあれ
神奈川県横浜市港北区樽町3-
7-15-458

https://privatebeautysalontiare.com/

女性のライフワークバランスとスキルアップの実現！
ジェンダーに捉われる事のない社会を目指し、ライフワークが変化する女性のスキルアップを
目指せる企業を目指しています。社員一人一人のスキルアップを目指しそして働き方改革を
始め社員が働きやすい環境を作れるよう日々努力しています。

88 7
TMTユニバーサル株
式会社

てぃーえむてぃーゆに
ばーさる

神奈川県横浜市中区桜木町1-
1-7ヒューリックみなとみらい10
階

https://tmt-universal.com/

当社は、日本の食品工場をはじめとした製造業全体の人権・倫理にかかわる強制労働や児
童労働を撲滅し、労働安全・労務管理・環境等様々な観点から、公正・中立な立場で監査業
務やコンサルティングサービスを提供しています。
日本の製造業が社会的責任を果たせるよう目指しています。

89 7 デザイニック株式会社 でざいにっく
神奈川県鎌倉市御成町４－１５
みゆきビル２０１

https://www.designic.jp/

弊社運営のウェブメディアを通して社会起業家の支援に取り組むとともに、鎌倉市材木座海
岸で「海洋プラZEROサミット」を毎月開催。ビーチクリーン活動や海を守るための啓発活動を
行っています。弊社運営のヴィーガン料理店では、考えや嗜好に左右されることのない空間
を目指しています。

https://sekido-shoji.com
https://soritsu-kosan.jp/
https://progettista.biz/
https://www.sodick.co.jp/
https://www.dcmh.jp/
https://www.your-pit.com
https://www.daisenkougyou.com/
https://www.daido-life.co.jp/
https://www.daiyu-group.com/
http://www.daiwadan.co.jp/
https://www.tau-reuse.com/
https://www.dattarujin.xyz/
https://i-tabata.co.jp/
https://www.chikuma-sangyo.co.jp/
https://deervery.com
https://privatebeautysalontiare.com/
https://tmt-universal.com/
https://www.designic.jp/


90 7 株式会社哲英 てつえい
神奈川県横浜市港北区新横浜
3-7-18 日総第18ビル

https://tetsuei-japan.co.jp
中小企業向けコンサルティング事業、Webシステム・AI・IoTといった先端技術を活用したシス
テム開発事業、プログラミング教室を中心としたSTEM教育事業を、シナジーを活かす形で実
現し、「SDGsの取り組み」につなげています。

91 7 鉄建基礎株式会社 てっけんきそ
神奈川県相模原市緑区青野原
1254番地1

https://www.tekkenkiso.co.jp/

鉄建基礎は、地域に密着した建設業の強みを最大に活かし、地域住民が安心・安全に暮ら
せるインフラ整備を進めていき、地域を活性化させる街づくりへ貢献してまいります。SDGsに
取り組むことで 同じ課題を解決したいパートナーとのつながりが生まれることから、新たな事
業を創出していきます。

92 7 東西株式会社 とうざい
東京都大田区大森北1－1－10
大森シティビル9階

神奈川県厚木市岡田3134 https://www.touzai.jp/

東西株式会社の企業理念は「人がすべて」これは人材サービスの会社として、”ヒトのチカラ”
を信じ、共に成長し、社会に貢献していくという信念です。私たちもサステナブルな社会へ向
けて、当たり前のことをより大切に、全従業員、ステークホルダーの皆様と、企業活動を通じ
て、SDGsを推進します。

93 7
合同会社東洋モー
タース

とうようもーたーす 横浜市都筑区早渕1丁目28-4 https://www.toyomotor.co.jp

自動車を利用して、誰でも簡単に移動できる社会の為、車椅子リフト、自主運転装置、回転
シート等様々な車に後付をする事で様々な人が、自由にそして活動できる事への取組、又環
境対策として産業廃棄物の分別回収、車の点検整備を促進する事で、脱炭素化、CO2削減
に向けての環境改善への取組。

94 7
株式会社トーモク厚木
工場

とーもくあつぎこうじよ
う

東京都千代田区丸の内２－２－
２丸の内三井ビル４Ｆ

神奈川県厚木市上依知３００８ https://www.tomoku.co.jp/group/

会社として２０３０年までに温室効果ガス排出を５０％減らすことを目標に活動しています。ボ
イラーを重油からガスへの燃料転換、再生可能エネルギー由来電力利用、ＥＶトラック導入
の実施とともに、社員による内陸工業団地内の近隣に面した歩道のゴミ拾いの実施等小さな
事から積み重ねております。

95 7
とつか楽しい地域づく
りCrew

とつかたのしいちいき
づくりくるー

神奈川県横浜市戸塚区吉田町
1724-2モデラ・ピークス戸塚
2025

https://totsukacrew.jimdofree.com/
とつか楽しい地域づくりCrewは、地域づくりのための情報誌Crew(くるー)を定期的に発行して
います。この中で、地域の活動がどのようにSDGsに貢献するのか、事例とともに紹介し、
SDGsの啓発を行なっています。

96 7
トランスコスモス株式
会社

とらんすこすもす
東京都豊島区東池袋3-1-1サン
シャイン60

神奈川県川崎市幸区堀川町580
番地ソリッドスクエア西館17階

https://www.trans-cosmos.co.jp/

当社の事業・経営資源とSDGsとの関係性を整理し、特に重要性の高い社会課題を優先的に
目標設定して、従業員向けSDGs教育（eラーニング）、社内ワークショップの実施などを通じ
て、SDGsを軸とした社内外でのイノベーション活動を展開し、SDGs活動の啓蒙と定着を図っ
ています。

97 7
有限会社ドリームチー
ム

どりーむちーむ
神奈川県横浜市青葉区田奈町
43-3-2F

https://dream-team.co.jp/

あなたの悩みを世界の知恵で解決する。を合言葉にお悩み解決商品とサービスを提供。交
通安全・飲酒運転事故撲滅に向けアルコール検知器拡販及び飲酒運転管理サポートを行
う。取り扱う検知器は清掃・整備・校正しリユースに努めている。知育玩具では誰しもがSTEM
教育を楽しめるよう取り組んでいる。

98 7 株式会社日南 にちなん 神奈川県綾瀬市吉岡東1-14-13 https://www.nichinan-group.com/index.html

日南グループでは、大手メーカーを中心とするお客様が新製品開発を行う上で欠かせない
「試作品」の開発・製造を基幹とした事業活動を行っています。地球に与える環境負荷を低減
するため、グループの全拠点においてISO14001の認証を得て、それぞれ部門ごとに環境目
標を立てて活動をしています。

99 7 株式会社日新 にっしん
神奈川県横浜市中区尾上町六
丁目81番地

https://www.nissin-tw.com

日新グループのパーパス「世界の人々に感動を運び、地球を笑顔で満たす」、及びサステナ
ビリティ基本方針に基づき、４つのマテリアリティを特定しております。事業活動における課題
解決にむけた様々な取り組みを通じ、全てのステークホルダーとの信頼関係の強化と持続可
能社会の実現につとめています。

100 7 ニッパ株式会社 にっぱ
神奈川県横浜市港北区新羽町
1508

https://nippa-group.co.jp/

60年以上にわたり地域に根差し支えられてきた企業として「長く働ける職場」「移り変わるニー
ズに対応できる企業」であることを目指し、ISO認証取得や働き方改革をはじめ地域や従業
員、地球環境に配慮した様々な取組を自然体で行ってきた結果、まさにSDGsそのものといえ
る活動に繋がっていた。

101 7
日本ビルコン株式会
社

にっぽんびるこん 東京都墨田区立川2-11-10 神奈川県大和市草柳1-19-8 https://www.nipponbuilcon.co.jp/

当社は、空調機の販売・保守・メンテナンス事業を通じて、社会課題や地域課題の解決に貢
献し、付加価値の創出を行っていきます。また、社員が健康・安全に働く事ができ、働きがい
のある会社で有る事に努めております。また、社員のＳＤＧs意識の向上を目指し日々活動を
行っております。

102 7
日本住宅ツーバイ株
式会社

にほんじゅうたくつー
ばい

神奈川県大和市深見西3-2-30 https://www.twoby.com/
日本住宅ツーバイ株式会社では「新規事業への積極的な取り組み」「環境経営」「人材の育
成・教育」「平等で働きがいのある社会」をテーマに建設業を通じて社会的課題の解決に努め
持続可能な地域経済活性化に貢献して参ります。

103 7
株式会社ネクサス大
浩

ねくさすおおひろ
神奈川県藤沢市湘南台1丁目6
番18

https://nexas-oohiro.co.jp/
受託製造でお客様の生産体制をサポートすることで地域や業界の発展に寄与し、持続可能
な社会の実現に貢献していきます。また、社員が長く働きつづけられるよう安全衛生に力を
いれ、安全や健康に配慮した職場作りに取り組んでいます。

104 7 株式会社ノジマ のじま
神奈川県横浜市西区南幸１丁

目１番１号JR横浜タワー 26階 https://www.nojima.co.jp/

ノジマは、「社会に貢献する経営」を経営理念に掲げており、事業を通じた活動を軸に、ス
ポーツへの支援など、幅広く地域社会の発展に向けて取り組んでいます。店頭では省エネコ
ンサルタントの資格を有した従業員がお客様に合わせた製品のコンサルティングを行い、省
エネ製品の普及に貢献しています。

105 7 株式会社服部工業 はっとりこうぎょう 神奈川県座間市栗原1807-11 https://hattori-industrial.com/

地元野菜の利用で地域経済を循環し、食材は端材まで利用してフードロス削減を実現してい
る。また、地域住民向けにマルシェを開催し、おいしいものを安く提供することで地域貢献をし
ている。今年度から外国人労働者を雇用人手し、人手不足の解消と持続的に発展できる企
業を目指す。

106 7 有限会社馬場製作所 ばばせいさくしょ 神奈川県綾瀬市吉岡東1-16-43 https://www.baba-mfg.com

より良い暮らしと社会、持続可能な地球環境への取り組みに向けて、クリーンなエネルギーで
快適に暮らせる社会を目指し、使うエネルギーの削減を実行しています。
小さな一歩から大きな一歩へと取り組みに向き合った「ものづくり」を行うことで、社会との調
和を目指し、前進していきます。

107 7 人の森株式会社 ひとのもり 神奈川県海老名市中新田1762 https://hitonomoricorp.jp/

13の部署を通じ幅広い分野で活動しています。
人々が安心安全な暮らしをおくるための基盤づくり、砕石工場では掘削後に苗を植栽し山の
再生、フィットネスクラブを通じた心と身体の健康的な生活をサポート。その他にも働き方改
革を始めそれぞれの活動領域で人や環境を幸せにする活動をしています。

https://tetsuei-japan.co.jp
https://www.tekkenkiso.co.jp/
https://www.touzai.jp/
https://www.toyomotor.co.jp
https://www.tomoku.co.jp/group/
https://totsukacrew.jimdofree.com/
https://www.trans-cosmos.co.jp/
https://dream-team.co.jp/
https://www.nichinan-group.com/index.html
https://www.nissin-tw.com
https://nippa-group.co.jp/
https://www.nipponbuilcon.co.jp/
https://www.twoby.com/
https://nexas-oohiro.co.jp/
https://www.nojima.co.jp/
https://hattori-industrial.com/
https://www.baba-mfg.com
https://hitonomoricorp.jp/


108 7
株式会社日野通信シ
ステム

ひのつうしんしすてむ
神奈川県横浜市港南区港南３
丁目２６番１１号

http://htsys.co.jp/default.htm
道路や鉄道のインフラの点検や保守を行う為の機器、野生動物及び希少野生動物を保護す
る為のセンサーシステム、また災害時の電源確保のためのソーラー電源システムなどに取り
組んでいます。職場では、安全及び安心し健康的に働ける職場環境作りを推進しています。

109 7 株式会社平賀 ひらが 神奈川県横浜市中区本町3-24 http://www.e-hiraga.com
弊社は古くなった工場等の水槽設備を取壊して新設するのではなく、構造面から補修補強す
ることでコンクリート構造物の使用期間を延命し廃棄物を大幅に減量させることが出来ます。
補修には環境に配慮した材料や器具を使用しています。

110 7 株式会社ファンク ふぁんく
神奈川県大和市西鶴間２丁目１
１の２８　ドルミ鶴間６０１号

https://www.fanc.co.jp

私たちの得意とする映像の企画制作を通じて、SDGsに取り組む企業様の活動を応援し、社
会に貢献いたします。
企業様によるSDGsの取り組みのPR映像を特別価格で企画制作、その映像をブランディング
として活用頂く企業様を増やすことで、社会にSDGsの活動を浸透させ広げて参ります。

111 7
認定NPO法人フードバ
ンク湘南

ふーどばんくしょうな
ん

神奈川県平塚市御殿1丁目33-
35 亀井ハイツ101

https://foodbank-shonan.com/
食品ロス削減を目的として、企業・農家・一般家庭などから、まだ十分に食べることができる
のに捨てられてしまうはずの食品の寄付をうけ、その食品をひとり親家庭や生活に困窮され
ている方、子ども食堂等に食料支援を行うことで、貧困問題の課題にも取り組んでいます。

112 7
株式会社ＦＥＲＮＡＮＤ
Ａ　ＪＡＰＡＮ

ふぇるなんだじゃぱん
神奈川県横浜市中区尾上町２
丁目１９番地

https://www.fernanda.jp/
「Do good for us & Our Planet!」をミッションステートメントに掲げ、人と地球に優しい原料や資
材の活用を積極的に行い、市場に出せず廃棄される果実から抽出する天然エキスを活用し
た、アップサイクルによる食品廃棄ロスを削減する活動をしてます。

113 7
公益社団法人藤沢市
観光協会

ふじさわしかんこう
きょうかい

神奈川県藤沢市片瀬海岸2-20-
13

https://www.fta-shonan.jp

相模湾に面した湘南海岸や江の島を有する観光都市藤沢市の観光の一翼を担う本協会
は、関係団体や企業等の会員と協働して、自然・歴史的・文化的な景観及び海洋資源の保
全を持続することにより、観光客が恒久的に来遊され地域経済の活性化が図れるよう取り組
んでまいります。

114 7 藤田精密株式会社 ふじたせいみつ 伊勢原市桜台二丁目28番1号 https://www.fujita-seimitsu.co.jp/

「ものづくり」を行う一企業として、省エネ・再エネ・社会貢献・人材育成などへの積極的取り組
みと地域社会に貢献することを目指す。例えば、教育訓練活動の充実・製造業の責任として
廃棄物削減・リサイクル活動の継続的実践・こども食堂活動参加、森林環境整備事業への参
加、等を行う。

115 7
株式会社不動マネジメ
ント

ふどうまねじめんと
神奈川県藤沢市大庭5404-7
湘南エスパスB1-A

https://fudo-m.com/

業界の新しい標準を作り出し産業全体の品質向上に寄与します。
働き方や現場でのマナー向上、法令順守などを含めた環境に配慮した産業の新基準となる
ように、市場におけるシェアを高め業界における影響力をもつことで、産業全体の品質向上
に寄与します。

116 7 古木建設株式会社 ふるきけんせつ
神奈川県相模原市南区上鶴間
7-2-11

https://www.frk.co.jp

地元地域への貢献を主とし、建設業者として災害防止・復旧活動など地元地域の暮らしを守
り、公共建築物の耐震化・長寿命化改修工事などによる持続可能な街づくりを目指すととも
に、地元企業の活性化や経済循環を目指す。また、日々の活動の中から気候変動、地球温
暖化対策の取り組みを実施をしていく。

117 7 ＢｒｏｚＧｒｏｕｐ株式会社 ぶろーずぐるーぷ
神奈川県横浜市青葉区美しが
丘1丁目13番10号

https://broz.jp/
韓国のフェムテックベンチャーの商品の月経ディスクOIISA524ディスクを日本進出の支援及
びREADYFORクラウドファンディングに挑戦しました。
ジェンダーの平等や環境問題、生理貧困問題、防災問題などの各課題に取り組んでいる。

118 7
株式会社 文化資本創
研

ぶんかしほんそうけ
ん

京都府京都市下京区川端町322 https://bunkashihon.jp/

SDGsの教育・普及、実装、対外公表まで、一貫したSDGs経営の推進支援を行っています。
産学連携会社として京都大学などの先生方に加えて、SDGs・脱炭素の実務に精通した公認
会計士・マーケットリサーチャー・データアナリストなどが共同で企業のSDGs推進支援を行い
ます。

119 7 文化堂印刷株式会社 ぶんかどういんさつ 神奈川県小田原市寿町1-10-20 http://www.bunkado.jp/

当社では、紙ファイル、紙ハンガー、Gフルート商品を作成しています。
どの商品も高度な印刷技術を使いご要望に沿った印刷を施します。
特に紙ファイルには、こだわりがあり中になにが入っているかがわからないという弱点も技術
力により克服しました。

120 7
株式会社ペッププラン
ニング

ぺっぷぷらんにんぐ
神奈川県横浜市中区桜木町２
－２港陽ビル９F

http://www.pep-p.co.jp
イベントの現場において、ゴミの大量廃棄や食材の無駄使いなどを感じている。ゴミの分別や
配電配水の効率化によりSDGs対応が経費を抑える役割を持つことを社員が常に意識するこ
とを心掛けている。

121 7 株式会社星建設 ほしけんせつ
神奈川県愛甲郡愛川町半原
4323

https://www.hoshikensetsu.co.jp/

地域のインフラ整備を担う企業として、自然豊かな地域である愛川町の環境保全や社員が
健康で働きやすい職場環境を整備し地域に貢献しています。
地域社会のニーズに応えるため、環境に配慮した工事の推進と共に地域団体と連携し、
SDGｓ（持続可能な開発目標）の取組を実践しています。

122 7
一般社団法人
MATCH&ENCER.

まっちえんさー
神奈川県鎌倉市御成町4-15
みゆきビル201

https://match-encer.com/
『マッチングを通じて新たな価値を創造し、豊かな社会創りに貢献する。』弊社事業理念に基
づき、一次産業の六次化により利益を創造し、地方創再生に興味を持ち移住する事で持続
可能な活性化に繋がる産学官が連携した課題解決に取り組んでいる。

123 7 株式会社三好商会 みよししょうかい
神奈川県横浜市西区北幸2-8-4
横浜西口KNビル13階

https://www.mys.co.jp/

低炭素型コンクリートや断熱性能の高いガラス、壁材など、環境に配慮した製品を取扱い、
ゼロカーボン、ゼロエネルギーに資する事業展開を図っています。また、賛助会員やパート
ナーといった立場で地域・社会貢献活動に取り組み、社員に向けても働き方の多様化、健康
経営等を積極的に進めています。

124 7 有限会社三吉野 みよしの
神奈川県大和市中央林間５－７
－６

https://www.wagashi-miyoshino.com/

当社では、生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させるべく、食品ロスを削減す
るためのプラットフォーム作りを目標としています。そのためには社員一人一人の行動変容と
意識改革が必要であり、過剰な製造を行わないよう徹底するとともに、スタッフへの「食品ロ
ス軽減」の啓発をしています。

125 7
株式会社未来設計
Lab

みらいせっけいらぼ 東京都日野市旭が丘6-10-28
横浜市青葉区もえぎ野18-13アン
ジェレ藤が丘205

https://www.grandevitatokyo.com/

企業の課題解決を「多様性を資産と考え経済成長と働き甲斐を実現する」視点で考え実行す
るサービスを提供しています。創業支援・中小法人総務サービス・障害者雇用促進事業の３
事業を柱にすべての人が活躍し自分らしく稼げる環境を創作します。またDXや効率化を地球
環境改善の視点で取り組みます。

http://htsys.co.jp/default.htm
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126 7
医療法人社団 明芳会
横浜旭中央総合病院

めいほうかいよこはま
あさひちゅうおうそう
ごうびょういん

東京都板橋区小豆沢2-12-7
神奈川県横浜市旭区若葉台4-
20-1

https://www.ims-yokohama-asahi.jp/

 IMSグループは急性期・回復期・慢性期・予防医療から施設・在宅介護までの一貫した医療・
介護を提供するグループです。「愛し愛されるIMS」を基本理念として患者さまとご家族に寄り
添い、安心して医療を受けていただけるよう、地域住民の方々に密着した医療を心がけてお
ります。

127 7
医療法人財団　明理
会　東戸塚記念病院

めいりかいひがしとつ
かきねんびょういん

東京都板橋区本町36番3号 https://www.higashi-totsuka.com/

「全職員に信頼される医療の実践と、地域住民に必要とされる病院」を理念に掲げ、24時間
365日積極的な受け入れを行っています。2025年問題が課題となっている中、患者さまやご
家族に寄り添い、「より早く安全に断らず」を軸に安心して医療を継続提供出来るよう努めま
す。

128 7 メテオAPAC株式会社 めておえいぱっく
神奈川県横浜市青葉区美しが
丘5‐35‐2　インペリアルMビル
301

https://www.meteorapac.jp/
弊社の経営理念である「唯一無二の価値を世の中に提供し続ける」は言い換えれば「持続可
能な社会創りに貢献し、より良いものを世の人々に認めて頂き発展する」ということです。これ
は、SDGsの取り組みなくしては実現できず、「Leave no one behind」を全社員で取り組みま
す。

129 7 株式会社メビウス めびうす
神奈川県横浜市西区北幸2-10-
27

https://www.mebius.co.jp/index.html
100年企業を目指し、継続的な技術革新を行える神奈川県に根差した会社基盤をつくる事を
目的とし、当社は環境を守りながら人々が快適に暮らせる持続可能な社会の創造と保全にソ
フトウェア制作を通じて貢献しています。

130 7
メルビック電工株式会
社

めるびっくでんこう
神奈川県横浜市神奈川区新子
安一丁目３４番地の３

http://www.melvic.co.jp
地域清掃（クリーン大作戦）・横浜市消防団登録事業所加入をはじめ、地域環境の整備や
CO2削減に取組んでいます。
その他、女性が活躍できる職場の環境作り配慮したにも取り組みを積極的に行っています。
地域・従業員に還元しつつ、SDGｓの目標達成を目指して貢献して行きます。

131 7 ヤブタ塗料株式会社 やぶたとりょう 神奈川県小田原市本町2-4-18 https://yabuta-paint.com/

・「植樹塗装」の提案で塗装工事毎に、荒野の山々に１本の植樹を行うサービスを提供。
・「ボランティア塗装」の継続。公共性のある施設を優先として不定期で行う。保育園、小中学
校等では生徒達を参加させる事で、なぜ塗料・塗装が必要かという意義についてお話をして
います。

132 7 山羽工業株式会社 やまはこうぎょう 神奈川県藤沢市渡内2-2-7 http://www.yamaha-g.com/

当社は神奈川県全体の給排水衛生・空調・換気設備工事を主に行う工事会社として「快適な
住環境を提供する」ことをモットーに社会課題の解決に貢献してきました。今後、更に一段の
精進努力を心がけると共にSDGsを念頭に置いた事業展開を行う事で社会の発展に貢献して
いきたいと考えています。

133 7 NPO法人游風 ゆうふう
神奈川県鎌倉市二階堂４５９－
２

https://kamakurayufu.com/

未来につけを残さない！イベントのゴミゼロ運動を展開！イベントにはマイバッグ・マイ食器・
マイ箸を呼びかけるとともに飲食容器を“繰り返し洗って使えるリユース食器”や“国産の杉で
作られている和器“などを活用することを提案。これらを鎌倉で行われているイベントで実践
している。

134 7 株式会社ユカ ゆか 東京都目黒区南２丁目１番３０
神奈川県横浜市港北区新羽町９
５６番地１

http://www.yukanet.co.jp/

ユカは飲料・食料品の自販機オペレーターです。私たちはSDGsの目標達成のため
・カーボンオフセット自販機｢ドリンクDeオフセット」
・回収飲料容器の水平リサイクル「BtoB（ボトルtoボトル）」
・お店や地域と連携した「デザイン自販機」による地域活性化に取り組んでいます。

135 7 ユタカ精工株式会社 ゆたかせいこう
神奈川県相模原市中央区田名
2053-3

https://www.yutaka-seiko.co.jp/

「チャレンジする会社！モノ造りで社会をユタカに!!」これは製造業として社会に貢献していく
事を表しています。
個人の意識が→仲間→地域そして世界へと波及して行くことを信じています。この想いを全
社員が共有し、企業活動を通じて『持続可能な開発目標』の達成に貢献します。

136 7 株式会社ユニテックス ゆにてっくす
東京都町田市中町2-2-4ユニ
テックスビル

神奈川県相模原市南区豊町15-3
ユニテックス第二ビル

https://www.unitex.co.jp


当社は、データストレージ事業を展開しています。DX化やAIの普及でデジタルデータが急増
する中、大容量データ保存とCO2排出量大幅削減(対ディスクシステム比90%以上削減)を両
立するUSB-LTO 大容量データ保存システムを各企業へ導入し、「SDGsな企業」を増やして
います。

137 7 株式会社横浜総合 よこはまそうごう
神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷6-
21-7

https://yokohama-sougou.jimdofree.com/

若い人材の建設業離れが本格化し、建設業の技術継承者不足や産業廃棄物の処理につい
て懸念が多い日本において、SDGｓを通じて具体的な活動内容を展開し、業界のイメージに
革命を起こし持続的な技術力の継承、向上にチャレンジし、業界の雇用の間口を広げること
をゴールにしていく。

138 7 株式会社　淀商 よどしょう 神奈川県厚木市上依知1302-3 http://www.yodosho.co.jp
「挑戦・努力・継続」という経営理念の下、廃プラスチック回収事業を通じ、持続可能な地域社
会と資源循環型社会の実現に向けて貢献して参ります。にこにこリサイクル事業では排出
メーカーと障害者施設を繋ぎ廃棄物の削減とリサイクル活動を協同で進めて参ります。

139 7
有限会社ライオットオ
ブカラーズ

らいおっとおぶからー
ず

神奈川県川崎市麻生区東百合
丘1-3-69

https://tsmt-store.com

環境保護とカーボンニュートラルを軸にしながら多様性を尊重したファッション商品の開発、
販売を行っています。
海洋ゴミからリサイクルした新しい布を使いカバン、服を提供する商品。
この商品をリリースすることで身近にSDGsを感じ、皆さんの興味に繋がればと思っています。

140 7 株式会社Redge れっじ
神奈川県川崎市川崎区殿町3-
25-10　Research Gate Building
TONOMACHI２　１C

https://redge.co.jp
生まれた国によらず、全ての人に医療の安全と質が保証された世界を実現するため、開発
途上国における医療現場の医療機器の管理/教育の課題を日本の臨床工学技術を活用し
た医療機器管理教育システムで解決を目指していきます。

141 7
株式会社ワークハウ
ジング

わーくはうじんぐ 神奈川県厚木市上依知523-5 http://workhousing.html.xdomain.jp/index.html
当社はお客さまの大切な家屋に対し、大きい被害を未然に防ぐ点検事業と被害に対しては
修繕事業を行っております。近年、頻繁に起きている大規模災害に対応できるようお客さま
にメンテナンスの重要性の周知と温暖化対策として環境によい塗料を使用しております。

142 7 株式会社Ｙ－ｚｅｎ わいぜん
神奈川県綾瀬市深谷南１丁目１
７番７２号

http://y-zen.co.jp/

クラウド型保守管理システムを開発し、ＤＸ化と働き方改革へ取り組んでいます。独自のクラ
ウド型ビル管理システム・フロン管理システムを開発して、法定の保守管理に伴う点検作業
や点検結果の登録を簡素化しています。全ての点検結果等をデータ化しペーパーレス化を
図り、地球環境にも貢献しています。
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