かながわSDGsパートナー（２期）
期
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

企業名

ふりがな

所在地
〒250-0055
神奈川県小田原市久野906アネ
シスヒルズ102

2

NPO法人アール・ド・
ヴィーヴル

2

アイグステック株式会
あいぐすてっく
社

2

〒252-0003
株式会社アイティティ
あいてぃてぃきゃのん 神奈川県座間市ひばりが丘5キャノン
11-3

2

2

2

2

2

2

2

愛和食品株式会社

あーるどヴぃーヴる

あいわしょくひん

〒251-0861
神奈川県藤沢市大庭5404-7湘
南エスパス1F

〒244-0805
神奈川県横浜市戸塚区川上町
595-1

認定特定非営利活動
あくとかわさき
法人アクト川崎

〒213-0001
神奈川県川崎市高津区溝口14-1ノクテイ2・11F高津市民館内

株式会社アクロス

〒254-0073
神奈川県平塚市西八幡4-4-12F

麻布大学

認定NPO法人あっち
こっち

株式会社アリメント

あくろす

県内事業所

HP（ハイパーリンク）

http://artdevivre-odawara.jp

http://www.aigs-tech.jp

http://www.ittcannon.jp/corporateinfo/env

http://www.aiwa-co.com

http://actkawasaki.com

https://www.dp-across.co.jp

取組（140字以内）

ゴール
（３つまで）

0465-25-4534

障害者による創作や表現活動と発表の場をプロデュースし、障害があっても自分らしく生きられる
ソーシャルインクルージョンな社会を目指して活動しています。企業へのアートリースや、著作権
使用によるつながるカード（デザイン名刺）やプロダクトデザインなどにご利用いただいておりま
す。

3,8,10

0466-86-8860

防音工事を通じて、地元のジェット機騒音の低減を図るとともに、地元での活動が中心となるた
め、ハイブリッド車の導入と［Ｆ＋Ａ］（車載救急箱）の搭載を積極的に進めています。さらに、啓蒙
活動の一環として、季刊情報誌『キキミミ』を発行し続けています。

3,11,17

046-257-1621

社内電灯のLED 化、スマートメーター導入などにより光熱水費削減および、コピー用紙、梱包材
の購入を削減しています。また、社員やその家族へ環境啓発活動の推進やプラスチックごみ分
別、節電設備の導入等も行っております。

7,8,11

045-812-8111

「みんなを元気に！」というのが愛和食品グループ共通ビジョンです。そのためにも3、4の健康福
祉、教育に関しては積極的な投資を行なっております。未病に注力し地元の野菜を使った健康食
社員食堂の設置、また、健康経営2019のAAA認証を取得するなど社員の健康に配慮した取り組
みを行なっております。

3,4,5

044-813-1313

多くの市民団体、事業者、学校、行政と連携しながら、環境保全、地球温暖化対策の活動を推進
するとともに、SDGs・ESDに関する情報発信・普及啓発活動、環境分野・まちづくり分野を中心とし
た人材育成、活動支援を通して、持続可能な社会の実現に取り組んでいます。

13,17,11

0463-36-7778

かながわプラごみゼロ宣言でワンウエープラスチックの削減、河川・湘南海岸・太平洋のプラごみ
汚染防止。お客様にはSDGsデザインを積極提案「つかう責任」の啓もう。パートナーにはSDGs参
画のはたらきかけ。子どもたちには環境・SDGs自由研究講座での教育。

17,12,14

電話番号

あざぶだいがく

〒252-5201
神奈川県相模原市中央区淵野
辺1-17-71

https://www.azabu-u.ac.jp

042-754-7111

あっちこっち

〒231-0852
神奈川県横浜市西区西竹之丸
61-5

https://acchicocchi.com

090-1261-1308

ありめんと

ALSOK神奈川株式会
あるそっくかながわ
社

・授業でSDGsを学ぶ機会を設けている。
・SDGsをテーマにした環境ワークショップを2016年から開催し、2020年も開催予定。
・本学学生と市民が社中を結成して相模原市青根で生物調査、地域活性化等に取り組んでおり、
この活動は「SDGsアクションブックかながわ」で紹介された。
芸術を通した社会貢献事業を行い、若手芸術家の活動の場を増やしています。被災地カフェコン
サート、小学校での芸術イベントのアウトリーチ、海外アーティストと共働した国際交流イベント、
地域コミュニティでの交流イベント等、芸術をもっと身近に楽しく元気な社会をつくる活動の場を広
げています。

〒253-0001
神奈川県茅ヶ崎市赤羽根329

http://www.arimento.co.jp

0120-622-575

現場にてプラやペットボトル、缶、木材ゴミの分別を詳細に行い、木材に関しては出来るだけゴミ
を減らすよう心掛け、環境配慮に努めています。弊社デザイン・施工店舗増加に伴い地元及び地
元周辺の職人に仕事をお願いすることで地元店舗の利用増加の一助を担っています。

〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみら
い3-6-1みなとみらいセンタービ
ル16F

http://www.kanagawa.alsok.co.jp

045-226-0773

「地域社会との共存共栄」を経営の柱とし、本業である警備業務を通じて安心・安全を提供するこ
とをはじめ、環境保全の観点から有害鳥獣捕獲事業、海岸清掃や植林植樹活動、耕作放棄地の
再生、女性や高齢者雇用などに取り組んで参ります。

アンリツはお客さまとともに、先進的な計測技術で5Gを構成する通信ネットワークの整備や、食
（E-mail）
品・医薬品の生産ラインでの品質保証の高度化による食品ロスの低減など、安全・安心なインフ
_AP_JP_CSR@an
ラの整備に関する事業を通じて、持続可能な社会の建設につながる産業の創造とイノベーション
ritsu.com
の促進に貢献します。
直面する環境問題に対する実践的な教育を学部・学科横断型の先駆的な教育プログラムで実
施、対応する研究を率先して行うと共に、地域と連携して活動している。高齢者の「健康」「安心」
046-291-3072
「生きがい」を包括的多面的に支援する神奈川高齢支援システムを構築しサステナブルな社会の
実現に貢献する。
企業活動を通して、幸せを共有する企業を目指すという経営理念のもと、地域貢献に軸足を置い
たSDGsの取り組みを行っている。社員の発案による独自の緑化基金事業を始め、コミュニティの
045-891-1501
活性化に役立つカサマルシェの開催、年間1500本を超える苗木配布などが柱となり社員全員で
取り組んでいる。
災害用水洗トイレシステム（イドテックトイレ）を開発し、神奈川県・東京都・静岡県の公共施設や
民間施設でも幅広く採用されています。これから日本に起きるといわれている大災害時にもきれ
0467-54-3241
いで清潔な水洗トイレを使っていただき、井戸水で手も洗えて感染症対策にもお役に立ちたいと
思っております。また世界に誇れる良質の日本の地下水の普及にも努めます。

3,4,15

4,11,17

3,11,12

11,14,15

〒243-8555
神奈川県厚木市恩名5-1-1

https://www.anritsu.com

学校法人幾徳学園神 いくとくがくえんかな
奈川工科大学
がわこうかだいがく

〒243-0292
神奈川県厚木市下荻野1030

https://www.kait.jp

2

石井造園株式会社

いしいぞうえん

〒247-0006
神奈川県横浜市栄区笠間4-115

http://www.ishii-zouen.co.jp

14

2

株式会社井戸屋

いどや

〒253-0006
神奈川県茅ヶ崎市堤587

http://idoya.jp

15

2

特定非営利活動法人 うぃーにじゅういち
WE21ジャパンちがさき じゃぱんちがさき

〒253-0056
神奈川県茅ヶ崎市共恵1-6-20

http://test2.we21japan.org/shoplist/chi
0467-88-6015
gasaki.html

リユース・リサイクルのチャリティーショップを茅ケ崎で運営しており、その収益で途上国、東北復
興支援並びに民際協力活動を行っています。2018年10月にWE講座『「SDGs」を学ぼう』を開催
し、また、お店ではマイバック使用を勧め、商品は紙袋を使用しています。

5,8,11

株式会社栄光

えいこう

〒102-0071
複数あり
東京都千代田区富士見2-11-11

https://www.eikoh-sciencelabo.com

03-5275-9784

科学実験専門教室「栄光サイエンスラボ」、ロボット＆プログラミング教室「栄光ロボットアカデ
ミー」は、いずれも少人数定員制でプレゼンテーションの場があるなどの特徴があります。SDGsロ
ゴをテキストに入れたり授業内で扱うことで、持続可能な社会の実現に向けたきっかけ作りをして
います。

4

えすいーじーおーい
にしあちぶ

〒251-0038
神奈川県藤沢市鵠沼松が岡416-31

0466-24-5381

一般社団法人SEGO Initiativeは、外国人と日本人が、地域における社会的、経済的な問題およ
び、環境問題を解決するために、企業や様々なセクターのリソースを活用してより良い社会の実
現に貢献しています。

3,11,12

11

2

アンリツ株式会社

12

2

13

16

17

2

2

一般社団法人SEGO
Initiative

あんりつ

http://www.segoinitiative.org

江ノ島電鉄では、片瀬海岸の清掃活動やモーダルシフトの推進等環境への取組、地産地消の推
進や観光客分散等持続可能な地域社会への取組、そして避難マップ配布や自動運転バス実証
実験等質の高いインフラ構築に取組んでいます。今後も地域に集う人々に貢献するため、SDGs
に取組んでまいります。
持続可能な食、毎日のごはんの大切さについて提案しています。アレルギー、嚥下障害の対応も
含み多様性を重視。ごはんづくりのコツをパパや子どもへも。食がもたらす本来のたのしさを多く
の世代へ届けます。国連WFP協会のキャンペーン参加、マルシェ開催他食から貢献する団体とし
て活動中。
都市ガスの安定供給と保安の確保を通じ、地域内の産業を支え、経済循環の活性化に寄与。地
域見守り活動、生活に密着したくらしサポート巡回を通じ、お客様のお困りごとを解決。地域の環
境保全活動、うちエコ診断による環境にやさしい暮らしを提案し、天然ガスの利用促進によるCO₂
の排出削減を図る。
当金庫では、多様化する金融犯罪の未然防止に向け、全ての子ども達が正しい金融教育を受け
られるよう「こども金融教室」を開催し、金融の基本から預金の仕組みまでの授業を行っていま
す。また、海洋生物の多様性と環境保護のため、年間６回、海岸清掃による美化活動を実施して
います。
半世紀以上にわたり県内の公営・公共住宅等の管理を通じて、安全・安心で豊かな住環境の整
備に一貫して取り組んでいます。今後も地域経済や社会、更には組織内外のあらゆる環境整備
に貢献しつつ、様々な事業活動にチャレンジし、誰もが安心して暮らせる良好な住環境の維持・向
上に取り組みます。

9,11,12

3,6,13

11,15,17

6,12,13

〒251-0035
神奈川県藤沢市片瀬海岸1-816

https://www.enoden.co.jp

0466-24-2711

2

おーがにっくりょうり
オーガニック料理教室
きょうしつわくわく
ワクワクワーク
わーく

〒211-0063
神奈川県川崎市中原区小杉町
2-294-6南部メゾン103号（おでか
けキッチン）提携キッチン

http://wakuwakuwork.jp

070-6635-4445

20

2

小田原ガス株式会社 おだわらがす

〒250-0001
神奈川県小田原市扇町1-30-13

http://www.odawaragas.co.jp

0465-34-6101

21

2

かながわ信用金庫

https://www.shinkin.co.jp/kanagawa/

046-821-1709

2

一般社団法人かなが かながわとちたても
わ土地建物保全協会 のほぜんきょうかい

http://www.thk.or.jp

045-201-9964

23

2

〒210-0001
一般社団法人川崎青 かわさきせいねんか
神奈川県川崎市川崎区本町2年会議所
いぎしょ
7-1-302

http://kawasaki-jc.or.jp

044-211-3612
川崎青年会議所はこれまで「明るい豊かな社会の達成」を理念に様々な運動や事業を展開してま
（祝日を除く月・
いりました。私たちは多くの皆様にSDGsを知っていただく活動を中心に、引き続き持続可能な地
水・金の9時～16
域となるように運動を展開いたします。
時）

24

2

川崎バイオマス発電
株式会社

https://www.kawasaki-biomass.jp

044-201-6775

川崎バイオマス発電は、資源の有効利用、CO₂フリー電気の安定供給および温室効果ガスの抑
制等の社会貢献活動に取り組み、かながわSDGsパートナーの一員として、県や登録企業と連携
しSDGsの達成と持続可能な社会の実現に貢献できるよう取り組んでまいります。

7,12,13

2

〒253-0056
木村光太朗司法書士 きむらこうたろうしほう
神奈川県茅ヶ崎市共恵1-4-20事務所
しょしじむしょ
401号

0467-84-8945

当事務所は、子育て中の女性でも働きやすいようワークライフバランスを重視した事務所経営を
目指しています。現在の従業員数は２名ですが、今後はテレワークなども導入し、多くの雇用を生
みたいと考えています。また、名刺をライメックス製品にするなど資源の有効活用にも取り組んで
います。

5,8,12

045-227-6022

豊かなまちづくりのため、自然環境に配慮した住宅づくり(水性塗料コーティングによる、床・浴室
施工等による環境保全)等を実施しています。また、地元密着の人材活用実施、地域社会の経済
発展のための地元企業とのアライアンス強化により住みよい街・住宅づくりを推進しています。

3,5,8

https://www.k-three.org

日本社会におけるSDGs推進やEBPM実装を通じた社会的価値の創出・拡大を目指し、コンサル
ティング部門において民間企業や地方公共団体向けに社会的インパクト・マネジメントや成果連
動型官民連携など、成果向上に向けた手法の研究開発・導入支援を実施しています。

1,2,3

https://www.kddi.com

045-211-1671

「KDDIが目指すSDGs」を策定し、通信、グローバル、地方創生、教育、金融など事業を通じて解
決する社会課題と、人財育成、女性活躍推進、人権・D＆I、地球環境など企業活動を通じて解決
する社会課題に、さまざまなパートナーとともに取り組んでいきます。

8,9,13

090-2427-1977

警備業にSDGsを普及する活動を行っています。例：警備服をサーキュラーエコノミーユニフォーム
に切り替えることで、警備業界の制服廃棄の発生防止、削減、再生利用及び再利用のサイクルを
築くことが出来ます。

12,13,7

18

2

江ノ島電鉄株式会社

19

22

25

えのしまでんてつ

かながわしんようきん 〒238-0008
こ
神奈川県横須賀市大滝町1-28

かわさきばいおます
はつでん

〒231-8613
神奈川県横浜市中区日本大通
33

〒210-0867
神奈川県川崎市川崎区扇町126

26

2

株式会社クリエイティ くりえいてぃぶさーび 〒231-0006
ブ・サービス
す
神奈川県横浜市中区南仲通1-5

27

2

ケイスリー株式会社

28

29

30

31

32

2

2

2

KDDI株式会社

株式会社警備ログ

けいすりー

〒902-0076
沖縄県那覇市与儀86

けいでぃでぃあい

〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-1-2
横浜三井ビル

けいびろぐ

〒220-0003
神奈川県横浜市西区楠町1-3

〒224-0026
株式会社コア・エレクト こあえれくとろにっくし
神奈川県横浜市都筑区南山田
ロニックシステム
すてむ
町4105
〒232-0053
神奈川県横浜市南区井土ヶ谷下
町16-6

2

向洋電機土木株式会
こうようでんきどぼく
社

2

〒162-0067
特定非営利活動法人 こくれんしえんこうりゅ
東京都新宿区富久町16-15新宿
国連支援交流協会
うきょうかい
MYビル2F

http://kimura-kotaro-office.jp

https://www.crtv.co.jp

https://keibi-log.jp

https://ces-net.com

045-534-8235

http://www.kouyo-dd.jp

045-743-4411

https://ngo-fsun.org

050-5305-6163

33

2

三光工業株式会社

さんこうこうぎょう

〒259-1146
神奈川県伊勢原市鈴川5

http://www.sankokogyo-inc.com

0463-91-2227

34

2

株式会社シー・エフ・
ネッツ

しーえふねっつ

〒247-0056
神奈川県鎌倉市大船2-19-35

http://www.cfnets.co.jp

0467-50-0284

35

2

株式会社シードハウス しーどはうす

〒252-0804
神奈川県藤沢市湘南台3-7-4

https://seedhouse.co.jp

0466-46-1235

2

JFEエンジニアリング
株式会社

37

2

〒230-0044
株式会社Ｊバイオフー じぇいばいおふーどり
神奈川県横浜市鶴見区弁天町
ドリサイクル
さいくる
3-1

38

2

株式会社JVCケンウッ じぇいぶいしーけん
ド
うっど

〒221-0022
神奈川県横浜市神奈川区守屋
町3-12

株式会社シゲン

しげん

〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町7013

しゅんじゅうしょうじ

〒224-0044
神奈川県横浜市都筑区川向町
1160
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40

41

2

2

2

株式会社春秋商事

湘南信用金庫

〒230-0045
じぇいえふいーえんじ
神奈川県横浜市鶴見区末広町
にありんぐ
2-1

しょうなんしんようき
んこ

〒238-0008
神奈川県横須賀市大滝町2-2

http://www.jfe-eng.co.jp

045-505-7664

https://www.j-bio.co.jp

045-505-7845

・家庭用燃料電池保守業務：エネルギーをクリーンかつ高効率に活用できる家庭用燃料電池（エ
ネファーム）の保守業務の立場から、地球環境保全の一端を担っています。
・社内活動：かながわ健康企業宣言「健康優良企業」認定証の継続。かながわプラごみゼロ宣言
企業活動。…他多数。
社員数の3分の1を女性が占める「女性活躍推進」や「エコアクション21」活動による環境配慮を
行っています。また、「テレワーク推進」による労働時間の削減や、会社主導の資格取得推進等に
よる「教育推進活動」、「2030公認ファシリテーター」取得社員による社内・外への「SDGs浸透活
動」を行っています。
「SDGs推進宣言」を採択し「私の宣言」10万人推進プロジェクト2030を立ち上げ、広く啓蒙活動を
展開しています。2019年は「ミャンマー祭り2019（東京・増上寺）」や「名古屋からSDGsで世界をつ
なぐ！」「戸塚おむすび広場」に出展したほか、在日ジョージア後援事業に協力しました。
経済への取組として、環境向上製品を製作し安価で市場へ供給します。又社会への取組みとして
地震に強い高耐震19インチラックの自社設計開発を継続して取組みます。地域への貢献として自
社開発の水耕栽培で栽培した野菜を子供食堂に提供。環境への取組として蓄電池フレームの開
発に取組みます。
三崎下町・城ヶ島地区活性化事業として、三浦市と協同で三崎下町商店街の活性化を行っていま
す。また、地域の魅力を高め人口減少に歯止めをかける事業を構築することを目的とした三浦市
トライアルステイ事業や、ヨットを通じて、三浦市の活性化・海洋教育推進する翔鴎号体験乗船を
行っています。
子どもも大人も通えるコワーキングスペース＆プロジェクト型学習塾を運営。経済活動や社会活
動に参加するために必要な知識・スキルを身に付けるための指導を行なっています。昼間は不登
校児向けクラスを開催。また、コワーキングスペース内では、女性起業家支援を実施。
当社は、くらしの礎（もと）を「創り」、それを「担う」企業として、持続可能な社会構築への貢献を
図っており、企業活動そのものがSDGsの目標に密接に関係しています。環境・エネルギー分野で
は、下水処理施設から出るバイオマス資源をクリーンエネルギーとして有効活用するための技術
を提供しています。
当社のリサイクル施設では食品廃棄物を発酵させることでバイオガスを作り出し、そのガスを燃
料としてバイオマス由来の電気を生み出し、再生可能エネルギーの創出に貢献しています。ま
た、リサイクルの重要性を知ってもらうため、県内の中高生などの環境教育の場として工場見学
を受け入れています。

9,11,14

12,4,17

5,7,13

4,8,14

3,4,11

4,11,17

7,3,17

3,4,5

4,8,17

8,9,12

9,11,14

4,5,8

6,7,8

7,12

https://www.jvckenwood.com/jp/sustai
045-444-5380
nability.html

当社は、「感動と安心を世界の人々へ」という企業ビジョンの下、事業を通じて持続可能な社会の
実現に貢献するために、社会課題の解決をビジネスの機会に結び付け、顧客価値創造企業とし
て変革を成し遂げるツールとしてSDGsを活用してまいります。

3,9,11

https://www.shigen.com

045-226-2030

循環型社会を担う産業廃棄物処理業者として、排出事業者への廃棄物の分別提案、リサイクル
（再生）提案を継続実施し、弊社中間処理工場でも適正処理・廃棄物の再分別の徹底を行いま
す。廃棄物が廃棄するものではなく資源として有効活用できるよう、環境への負荷軽減に努めて
参ります。

12,11,8

045-472-5272

地域で排出された廃棄物を収集・分別した廃棄物を固形燃料に加工し、製紙メーカーに供給して
いる。全収集車両にデジタル・タコメーターを装着し、安全運転を維持し、燃料の削減を進めてい
るとともに地域を巡回することで防犯及び防災情報を提供している。

11,12,13

046-825-3385

当金庫は、外部の専門機関等と連携し、中小企業の新商品開発等にかかる各種支援を積極的に
実施しており、当金庫がサポートした地域資源活用事業計画や農商工等連携事業計画が関東経
済財務局から認定を受けました。当金庫は、持続可能な地域社会の実現に向けて、地域の中小
企業の挑戦を応援しています。

7,8,9

http://www.syunjyu-syouji.co.jp

https://www.shinkin.co.jp/shonan

42

43

2

〒251-0027
NPO法人湘南ビジョン しょうなんびじょんけ
神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡3研究所
んきゅうじょ
9-29

2

特定非営利活動法人
〒254-0026
しょうなんべるまーれ
湘南ベルマーレス
神奈川県平塚市中堂18-8 E棟
すぽーつくらぶ
ポーツクラブ
3F

http://shonan-vision.org

http://www.bellmare.or.jp

090-9017-2459

当研究所は、湘南地域の持続可能なまちづくりをめざし、海の環境活動を行う市民団体です。具
体的には「海を守り、未来をつくる。」をスローガンに、①海岸の国際環境認証「ブルーフラッグ」の
取得推進、②海の環境教育に特化した市民大学「湘南VISION大学」の運営の2事業を実施してい
ます。

14,13,12

0463-25-1151

湘南ベルマーレスポーツクラブでは、スポーツには人生と地域を豊かにし、人と人をつなげるチカ
ラがあることを信じ、老若男女に向けた、各種スポーツ教室を通じての地域との協働など、
「SDGs」実現に向けて、様々な活動を行っております。

3,4,11

44

2

神鋼産業株式会社

しんこうさんぎょう

〒259-1123
神奈川県伊勢原市下谷1257

http://www.shinko-industries.co.jp

0463-91-3663

45

2

鈴廣かまぼこ株式会
社

すずひろかまぼこ

〒250-0032
神奈川県小田原市風祭245

https://www.kamaboko.com

0465-24-3141
（代表）

46

2

特定非営利活動法人 せかんどりーぐかな
セカンドリーグ神奈川 がわ

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜
3-18-16新横浜交通ビル

https://www.sl-kanagawa.org

045-470-5564

47

2

株式会社ダイエー

〒135-0016
東京都江東区東陽2-2-20

http://www.daiei.co.jp

03-6388-7370

48

2

株式会社ダイヤテクニ
だいやてくにか
カ

〒250-0862
神奈川県小田原市成田68-1

http://www.diatechnica.com

0465-37-5139

〒232-0053
神奈川県横浜市南区井土ヶ谷下
町6-1

https://www.taiyojyuken.jp

045-325-7133

〒253-0044
神奈川県茅ヶ崎市新栄町13-29

https://chigasaki-jc.com

0467-85-0212

ちぼりほーるでぃんぐ 〒259-0393
す
神奈川県湯河原町土肥1-15-4

だいえー

49

2

株式会社太陽住建

50

2

公益社団法人茅ヶ崎 ちがさきせいねんか
青年会議所
いぎしょ

51

2

株式会社ちぼりホー
ルディングス

52

53

54

55

2

2

株式会社長寿乃里

たいようじゅうけん

ちょうじゅのさと

公益社団法人津久井 つくいせいねんかい
青年会議所
ぎしょ

7,8,17

11,12,14

1,11,17

12,11,17

3,8,13

7,8,17

4,11,17

http://www.tivoli-hd.com

0465-63-6195

〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみら
い3-6-3MMパークビル12F

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

045-640-3594

〒252-0176
神奈川県相模原市緑区寸沢嵐
200

http://www.tsukui-jc.com

042-689-2848

まちづくり事業、青少年育成事業を主に実施し、市民に対して共生社会、防災減災、教育人財育
成、環境保全、郷土愛の醸成に取り組み地域の特性を活かした事業を展開しています。

9,10,11

045-683-1406

生命、資産、環境の保護を社の理念として掲げ“安全で持続可能な未来を目指して”というビジョ
ンの下に各企業の事業に対する第三者認証を行っています。SDGsに関連しては、全世界的な分
析レポートの発行を行い、日本では、持続可能社会の構築に向けた各企業へのSDGs取組支援
業務を行っています。

13,7,12

045-662-8101

2007年より「ヤシノミ洗剤」等対象商品の売上1％で原料産地ボルネオ島の熱帯雨林を守る活動
を支援。2010年からユニセフと協働でアフリカ・ウガンダの子供達の命を守る「100万人の手洗い
プロジェクト」を開始。2012年には現地法人を設立し、アルコール手指消毒剤を現地生産。

3,8,12

7,9,11

2

DNV GLビジネス・ア でぃーえぬぶいじー 〒221-0024
シュアランス・ジャパン えるびじねすあしゅあ 神奈川県横浜市中区桜木町1株式会社
らんすじゃぱん
1-8日石横浜ビル14F

2

〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町22
山下町SSKビル6F

東京サラヤ株式会社 とうきょうさらや

複数あり

使用済タイヤ・ゴム加工品を、破砕、切断にて、発電用燃料として使用するタイヤチップを製造。
廃棄物ではなく、貴重な資源であるとの認識のもと、徹底したリサイクルに努めております。地域
祭典の出展、地元中学校の職場体験等、資源循環型社会に向けての取組みをご理解頂けるよう
努めております。
物販店舗やレストラン等において食材や再生可能エネルギーの地産地消を実施し、かまぼこや
ビールの製造過程で出る魚の皮や骨、搾りかすから作る魚肥を使用した資源循環の取り組みを
行っています。環境配慮の取り組みとして水源林の保全やEV ステーションの設置、持続可能な
資源調達を実施しています。
「食と地域をつなぎ神奈川から貧困をなくす」をテーマに、子ども支援・困窮者支援・空き家活用・
食品ロスといった身近な地域の課題を「食」を通じたネットワークにより解決をめざす中間支援組
織です。食品を各企業や団体から提供いただき、子ども食堂、ひとり親支援などに有効活用して
います。
当社はお客さまにもご協力をいただきながら活動を進めています。食品ロス削減に向けて地域の
フードバンク団体さま等と連携をした活動の他、資源の有効活用のため、店頭で牛乳パックやア
ルミ缶を収集してリサイクルする活動などを行っています。皆さまのご理解、ご協力をお願いいた
します。
すべての人のセルフメディケーションをサポートする企業として、未病に対応する体温管理士、腸
内環境解析士の資格を活用した人材育成、温活カフェを通じた地域社会への未病コンセプトの発
信、福祉関連団体と連携した障害のある方の社会参加支援、ファントゥシェアによる環境保護に
取り組んで参ります。
地域課題を事業化し、本業が社会貢献となり利益も得られるモデルを構築。地域課題をビジネス
で解決が重要と考える。行政等と連携して地域循環共生ロールモデルを構築。IGESにご協力頂
き、世界初中小企業SDGsレポートを完成、今年度NYで行われたハイレベル政治フォーラムサイド
イベントで発表。
本年度は、4月にはフォーラムを、10月にはハロウィンイベントにおいてSDGsの取り組みを発表す
る例会を行いました。11月には中長期目標として茅ヶ崎エコシティ推進宣言を採択し、茅ヶ崎市と
SDGs協働推進宣言調印式を行い、行政や各団体と連携してSDGsの達成に向けて取り組んでい
ます。
お菓子の原料はフェアトレード認証を受けたものを積極的に仕入れ、ちぼり湯河原スイーツファク
トリーでは、“三地（産地）主義”（地元の産物を、地元で加工・販売し、地元に還元する）を大切な
テーマの1つとしてお菓子づくりを行う。また、地元の園児・小学生を対象に社会科見学・食育活動
を実施。
【然 よかせっけん】長い時間をかけて生まれた「火山灰シラス」を利用し、肌に負担をかけない「超
微細シリカパウダー」を開発しました。天然美肌成分も高濃度、1つ1つ手作りで練り上げた石けん
です。【養蚕業の復活と地域の再生】佐賀県太良町との養蚕業、毎年2,000本の桑を植樹していま
す。

https://www.dnvgl.com

https://www.saraya.com

12,3,11

12,3,15

56

2

東京電力パワーグリッ とうきょうでんりょくぱ 〒231-0007
ド株式会社
わーぐりっど
神奈川県横浜市中区弁天通1-1

http://www.tepco.co.jp/about/esg/inde
045-394-1626
x-j.html

東京電力グループではSDGsの達成への貢献を重要な経営課題とする中、当社の神奈川県内事
業所ではEVの導入（EV100への参画推進）や「かながわプラごみゼロ宣言」、官・学連携による地
域・環境教育の参画をはじめ、地域環境保全や新たな社会基盤づくり等に関わる課題に積極的
に取り組みます。

57

2

〒105-6011
中日本高速道路株式 なかにほんこうそくど
東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラ
会社
うろ
ストタワー

https://www.c-nexco.co.jp

03-5776-5600

安全・安心で持続可能な社会基盤の構築として老朽化への対応や強靱な道路インフラの実現と
持続可能な都市や地域コミュニティ発展への支援などを行います。また事業を進める中で地球温
暖化の抑制と地域環境への配慮を行っていきます。

8,12,15

2

〒220-0023
株式会社二十一設計 にじゅういちせっけい 神奈川県横浜市西区平沼1-393三石ヨコハマビル

045-317-6656

持続可能な社会の実現の為、人々の生活を豊かに、自然と共に生きる省エネルギーで安全な街
づくりに貢献しています。ISO14001を認証取得し、環境マネジメントシステムに基づき、CO₂の発
生抑制と、省エネルギー化を意識した環境配慮設計、大災害に備えた防災機能強化設計の提案
をしています。

6,7,8

2

〒220-6108
神奈川県横浜市西区みなとみら
い2-3-3クイーンズタワーB 8F

045-221-1350

① Reduce：材料歩留まりの改善・軽量化設計の追及② Reuse：取り外し可能な製品の開発・補修
用のパーツ供給③ Recycle：発生したランナーの100％再生利用した製品開発④ Refuse：竹間伐
材ファイルの使用。また、当分野での新事業（例：救水プロジェクト）推進活動。

12,14,17

58

59

60

2

株式会社ニックス

にっくす

〒102-0084
一般社団法人日本PV にほんぴーぶいぷら
東京都千代田区二番町3-10 白
プランナー協会
んなーきょうかい
揚ビル２階

http://www.ss21.jp

https://nix.co.jp

http://pv-planner.jp

03-6256-9970

http://www.japan-fec.co.jp

042-777-6316

045-227-1631

61

2

株式会社日本フードエ にほんふーどえころ
コロジーセンター
じーせんたー

〒252-0245
神奈川県相模原市中央区田名
塩田1-17-13

62

2

ハードプロテクト株式
はーどぷろてくと
会社

〒231-0006
神奈川県横浜市中区南仲通1-5

https://www.hardprotect.jp

2

生活協同組合パルシ ぱるしすてむかなが
ステム神奈川
わ

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜
3-18-16新横浜交通ビル2、3、4F

https://www.palsystem-kanagawa.coop 045-577-3533
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http://fujisiki.co.jp

045-859-9155

パッケージ企画・デザイン・印刷・紙箱・貼箱・梱包・梱包資材をトータルで生産する会社を活か
し、神奈川アップサイクルコンソーシアムに参加し、LIMEXを使用してパッケージ企画を活かし、プ
ラスチック製品の代替えになる成型物を促進し、環境負荷を低減させる取り組みをします。

12,15,17

株式会社富士通ゼネ
ふじつうぜねらる
ラル

〒213-8502
神奈川県川崎市高津区末長33-17

https://www.fujitsugeneral.com/jp/index.html

044-861-7768

私たちは主力の空調機事業においては、革新的なものつくりを通じて環境に優しく、快適で安心な
過ごしやすい空間の提供を。また、情報通信、電子デバイス事業を通じて、お客様と社会に寄り
添い、安心・安全な社会の実現に貢献する企業グループを目指します。

11,12,13

https://www.bayhills.co.jp

045-450-6701

http://patrol.blue

（FAX）
046-241-7416

2

株式会社富士紙器印
ふじしきいんさつ
刷

2

67

2

ベイヒルズ税理士法
人

べいひるずぜいりし
ほうじん

〒221-0052
神奈川県横浜市神奈川区栄町
1-1KDX横浜ビル6F

68

2

特定非営利活動法人
ぼうはんぱとろーる
防犯パトロールブルー
ぶるーらいん
ライン

〒243-0211
神奈川県厚木市三田2812（株）
丸清内

堀内ウッドクラフト

〒243-8555
ほりうちうっどくらふと 神奈川県足柄上郡大井町西大
井400-3

70

2

本厚木ロータリークラ ほんあつぎろーた
ブ
りーくらぶ

〒243-0017
神奈川県厚木市栄町1-16-15厚
木商工会議所内

71

2

前田建設工業株式会 まえだけんせつこう
社
ぎょう

〒102-8151
東京都千代田区富士見2-10-2

72

2

株式会社丸越

まるこし

〒253-0061
神奈川県茅ヶ崎市南湖5-16-17

まるはち

〒230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央4-2-14

74

75

76

77

2

2

2

2

株式会社マルハチ

〒238-0102
社会福祉法人三浦市 みうらししゃかいふく
神奈川県三浦市南下浦町菊名
社会福祉協議会
しきょうぎかい
1258-3

https://www.kk-marukoshi.com/sdgs

http://www.bmaru8.co.jp

https://www.shakyo-miura.com

〒221-0052
神奈川県横浜市神奈川区栄町５ https://www.smcon.co.jp
－１

株式会社山善

やまぜん

ゆーぐれな

〒230-0046
〒108-0014
神奈川県横浜市鶴見区小野町
https://www.euglena.jp
東京都港区芝5-29-11G-BASE
75－1リーディングベンチャープ
田町
ラザ１号館４階

78

2

79

2

株式会社ヨコソー

80

2

83

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸1-11- https://www.maeda.co.jp/index.html
15横浜ＳＴビル７F

〒243-0112
神奈川県愛甲郡清川村煤ケ谷
3041

〒222-0033
株式会社ユニバーサ ゆにばーさるすぺー
神奈川県横浜市港北区新横浜
ルスペース
す
2-14-26

82

http://honatsugi-rc.jp

〒104-0051
東京都中央区佃2-1-6

株式会社ユーグレナ

2

http://www.horiuchiwoodcraft.com

三井住友建設株式会 みついすみともけん
社
せつ

2

81

12,7,16

〒223-0052
神奈川県横浜市港北区綱島東
6-2-35

65

73

9,11,12

090-7447-3333

美人冷蔵庫LIFE

2

12,8,17

https://reizouko-club.com

びじんれいぞうこらい
なし
ふ

2

69

7,13,17

食品ロスを減らす冷蔵庫の整理収納法から、食べ物を大切にする暮らし方を提唱しています。主
に地方自治体の環境政策に資する課とともに、家庭ごみの削減に繋げています。教育部門では、
食べ物と持続可能な社会をテーマに小・中・高校にて食育プログラムを実施しています。

64

66

① 太陽光発電をはじめ、再生可能エネルギー関連の情報提供や勉強会、講演会等を開催し、新
たな産業と技術革新の基盤づくりに貢献 ② エネルギーマネジメントに関る資格認定を通し一般
消費者に気候変動の現状と対策を促す ③ 全国のネッ トワークを通じ、クリーンなエネルギーを
提供する礎となる。
日本フードエコロジーセンターは「食品ロスに新たな価値を」という企業理念の下、余剰食品や売
れ残り等の食品廃棄物を原料として養豚用飼料（リキッド・エコフィード）を製造しています。廃棄
物処理業と飼料製造業の2つの側面を持つビジネスモデルは国内外で高く評価され、多くの賞を
受賞しています。
様々なボランティア活動に取り組んできた代表が、その活動内容を、社内報等を通して社員に浸
透させてきました。これまで指針がなかった社会貢献について、社員一人一人が気付き、取り組
める目標を立てさせ、継続して取り組んでいけるよう、社内外の啓発活動、評価制度などの整備
に取り組んでおります。
パルシステムでは商品のライフサイクルを可視化し、社会や環境に対する負担や影響を自覚しな
がら商品・サービス（福祉、共済、電力）を組合員が積極的に「選択」することで持続可能な未来を
変えうると考えています。また、組合員とともに、平和学習や災害復興、国際支援などの活動を続
けています。

https://www.yamazzen.co.jp

0465-83-7735

当法人では持続可能な社会を実現するために以下の取り組みを行っております。⑧ SDGsに基づ
いた高品質な経営支援・税務・会計サービスの提供、⑪相続・確定申告無料相談会、⑪周辺地域
の清掃・分別回収、⑦クールビズ、ウォームビズ推進、⑦ITによる業務効化、③社員の残業削
減、有休取得促進
所有する青パト（自主防犯活動パトロールカー）の運用で犯罪の撲滅に取り組み、子どもの健全
育成を図るため、NPO独自に「こども110番ひなん場所」を500箇所確保し警察署や行政と協力し
てこどもの健全育成へ貢献しています。社会課題の解決を目指す当NPOの事業活動はSDGsに
密接に結びついています。
弊社は、FSC®森林認証CoC認証を15年間維持し認証木製品を作り続けています。国内の認証
木製品製造企業の第一人者です。FSC森林認証は世界の森林保全に非常に有効で、15番の「陸
の豊かさを守ろう」に一番貢献し、さらには、地球温暖化や気候変動などにも有効です。

12,13,15

8,11,7

11,17

12,13,15

「本厚木ロータリークラブ杯青少年野球大会」の実施を通じた、青少年の健全育成と健康増進、ま
た、性別や国籍に隔たりなく参加できるのでジェンダーやインクルーシブな社会についての教育に
も寄与しています。親善試合による世代間交流や飲食容器に関するプラスチックスマート教育に
も取り組んでいます。
当社は建設やインフラ運営等の事業を通じて環境保全、地域活性化等の社会課題を解決し、サ
ステナブルな社会の実現を目指しています。また、地球を当社の事業に対する出資者と考え、主
に環境保全に関する活動に対し、連結純利益の2％を上限に資金を拠出する「地球への配当」を
実施しています。
株式会社丸越は、企業の生産活動を支える立場から、日常業務の中でも環境に配慮した製品を
お客様にご提案することに努めています。また、海外のお客様との協力体制を強化する上で、
パートナーシップという意識の共有や、女性の社会進出支援の一環として、短時間正社員制度を
導入しています。

11,12,13

045-501-7272

エコ商品のデザイン作成・販売協力を地域の大学ボランティア等と連携をとることによって社会貢
献を行っています。地域イベントにおいて、使用済み文房具を中学生ボランティアと連携し回収
し、貧困問題や外国人子女の教育問題など地域での活動を行う団体へ寄付しています。

8,10,11

046-888-7347

神奈川県が掲げるCHO構想に賛同し、未病センターの認証を受けて、フレイルチェックを導入し、
三浦における地域包括ケアシステムの構築に向けて、取り組みをしてきました。地域共生社会の
実現に向けて、共生サービスセンターを稼働させており、様々な団体・企業との連携が進んでいま
す。

3,11,17

03-4582-3016

「2030年の将来像」として「新しい価値で『ひと』と『まち』をささえてつなぐグローバル建設企業」を
掲げ、次の4つの新しい価値（①建築生産革命の実現、②建設から広がる多様なサービス、③サ
ステナブルな技術、④グローバルな人材）の提供を通じてSDGsの目標達成に貢献します。

7,9,11

046-222-5811

045-313-7040

0467-87-1551
（代表）

046-288-1345

03-3453-4907
（代表）

SDGsの持続可能な社会をつくるための国際目標に向け、株式会社山善は経営理念「Earth our
HOME」に基づき、ゼロエミッション作業所の実現や自然環境に配慮した工法と材料の採用などの
事業活動を行うことで持続可能な豊かな社会の実現を目指し、丹沢山や宮ケ瀬湖に位置する企
業の責任と使命を果たしてまいります。
横浜市鶴見区に実証プラントを建設し、廃食油とミドリムシ由来油脂を主な原料にした、次世代バ
イオディーゼル燃料とバイオジェット燃料の実証製造を始めます。様々なステークホルダーとの連
携を深めながら、2025年には商業生産を計画しており、SDGs Goal7およびGoal13への貢献を目
指します。
ゴール3、11について、私達の事業であります介護リフォームを通じて住みやすい住環境を整備
し、自立支援介護の健康社会に貢献しています。ゴール12について、リフォーム資材の端材を再
利用しての介護施設へのボランティア活動をすることにより高齢者を元気になってもらうために取
り組みます。
＜事業活動を通じた貢献＞かつての建設業では当たり前の価値観であった、スクラップ＆ビルド
という価値観から、リフォーム・リノベーションへの転換により、今ある建物を活用し、より良い住宅
環境を整備し、居住者の経済的負担を軽減することにより、住み続けられるまちの整備に貢献し
て参ります。

3

5,12,17

11,12,15

7,13

https://universalspace.jp

045-548-8829

〒238-0023
神奈川県横須賀市森崎1-17-18

https://www.yokosoh.co.jp

046-834-5191

株式会社横浜岡田屋 よこはまおかだや

〒220-8533
神奈川県横浜市西区南幸1-3-1

https://www.okadaya.com

045-414-5004

ショッピングセンターの運営という立場から、地域の環境に配慮した施設管理や清掃活動等のイ
ベントへの参画、地元の方の教育・就業サポート、出店者様の健康支援等を行っています。また、
持続可能なまちづくりの一環として、みなとみらい新港地区開発にも携わっております。

3,7,11

株式会社横浜銀行

〒220-8611
神奈川県横浜市西区みなとみら
い3-1-1

045-225-1111

横浜銀行は、地域金融機関として本業の金融サービスを通じた企業行動に取り組むことにより、
社会的課題を解決し、地域の発展とともに企業価値の向上をめざします。地域の皆さまと向き合
い、活力があり豊かで、すべての人が安心して生活できる未来を考え、創りだしていきます。

4,8,9

よこそー

よこはまぎんこう

https://www.boy.co.jp

2

〒240-8501
国立大学法人横浜国 よこはまこくりつだい
神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤
立大学
がく
台79-1

https://www.ynu.ac.jp

045-339-3014

2

よこはまししげんりさ 〒221-0054
横浜市資源リサイクル
いくるじぎょうきょうど 神奈川県横浜市神奈川区山内
事業協同組合
うくみあい
町13

http://www.recycledesign.or.jp

045-444-2531

大学の教育・研究活動をSDGsの視点から、地域企業・団体等との連携事業や共同研究等につな
げる。大学教育にSDGsを活用し、学生の研究活動や地域でのフィールド活動等に対する学生の
モチベーションを高める。SDGsに積極的に取組む姿勢を発信して、大学のブランディングにつな
げる。
横浜市内のリサイクル事業者116社が集まる協同組合です。横浜市内の資源集団回収「よこはま
市民の回収」の運営、市民向け出張リサイクル教室「出前講師」、「環境絵日記」による市民の持
続可能な社会へ向けた意識の醸成、「横浜リユースびん」による低炭素化への推進などを行って
います。

3,11,12

9,11

4,9,17

8,9,11

2

NPO法人横浜スポー
よこはますぽーつあ 〒231-0811
ツアンドカルチャーク
んどかるちゃーくらぶ 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭
ラブ

85

2

株式会社横浜フリエス よこはまふりえす
ポーツクラブ
ぽーつくらぶ

86

2

87

84

88

https://yscc1986.net

045-621-8760

〒240-0045
神奈川県横浜市保土ケ谷区川島
町522-3

https://www.yokohamafc.com

045-443-6592

株式会社ランドサーベ
らんどさーべい
イ

〒212-0015
神奈川県川崎市幸区柳町6-2

http://www.landsurvey.jp

044-543-7611

2

理科クラブ

〒222-0032
神奈川県横浜市港北区大豆戸
町549-1

https://www.rikaclub.com

045-512-1308

2

有限会社リンクコンサ りんくこんさるてぃん
ルティング
ぐ

〒247-0056
神奈川県鎌倉市大船1-12-10湘
南第5ビル2F

https://www.linkc.com

0467-41-4335

りかくらぶ

自立を目指す寿町住民の体チェックから食と体操で健康な体作りを基に自立支援を促すサポート
を行い、健康な体になった後に自社のスポーツ活動の運営に協力いただきスポーツの素晴らしさ
を一人でも多くの方々に伝えている。また、各種学校及び諸外国とスポーツ活動を主に積極的に
国際交流を行っている。
クラブ理念やJリーグの理念に基づき、サッカーやクラブ活動を通じて、SDGsの目標達成に貢献
することを目指しています。イベントなどを通じた横浜FCに関わる全ての人たちに対するSDGsの
認知向上、スポーツ観戦といった楽しみおよび運動機会の提供、スタジアムでの清掃活動等を
行っています。
厚生労働省が推し進める、「えるぼし」制度に積極的に取り組み、ダイバーシティの一環として、女
性社員が活躍できる環境を、ソフト面、ハード面共に整えることで社内だけではなく、建設関連業
界全体の活性化につなげています。本社を置く川崎市からは、「かわさき☆えるぼし」企業に認定
されています。
日本国内で害獣駆除されたウニを購入・使用し、子供達にウニランプワークショップを実施し、ウ
ニの生態だけでなく、海水温の上昇、水産資源管理の必要性など様々な環境問題に自然と関心
が向く様な内容を展開しています。近年は大学サマースクール、公共施設等とも連携を強化して
います。
リンクコンサルティングでは、「お客様の満足とその先の感動のために」を企業理念として、鎌倉・
湘南地域の個人、法人のお客様の持続可能な成長をサポートしております。また、SDGsの理念
を念頭に、企業として地域清掃、防災拠点の確認、健康経営の実施、プラスチックの削減に取り
組んでおります。

1,2,3

3,11,17

5,8,11

4,14

11,14,15

