かながわSDGsパートナー（１期）
期

企業名

ふりがな

本社等所在地

県内事業所

HP（ハイパーリンク）

電話番号

取組（140字以内）

テレマティクス／ＡＤ地方創生プロジェクト／24時間365日事故対応サービス／災害
https://www.aioinissaydowa.co.jp/susta
復興支援／事業を通じた環境取組／生物多様性保全の取組／障がい者スポーツ支援
045-211-1661
inability/
を中心としたスポーツ振興／ダイバーシティ推進の取り組み／サステナビリティ大
賞

1

1

あいおいニッセイ同和 あいおいにっせいどう 〒150-0013
〒231-0005
損害保険株式会社
わそんがいほけん
東京都渋谷区恵比寿１－２８－１ 神奈川県横浜市中区本町5-48

2

1

株式会社アメイジュ

3

1

ウォータースタンド 株
うぉーたーすたんど
式会社

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町
4-463

複数あり

4

1

NPO法人海の森・山の うみのもりやまのもり
森事務局
じむきょく

〒222-0011
神奈川県横浜市港北区菊名224-24

〒221-0833
100年前のプラスチックごみのない海を取り戻すべく、事業者、学校、行政、多くの
神奈川県横浜市神奈川区高島台
市民団体とも連携しながら、環境保全・再生、地球温暖化対策の活動を推進。SDGs
1-5 しぇあひるずヨコハマ 空棟1 https://www.uminomoriyamanomori.com 045-423-8021
やESDについても、映像や写真といったビジュアルを活用しながら、普及啓蒙、環境
号室 NPO法人海の森・山の森
教育、子どもたちの健全育成に取り組んでいます。
事務局 環境活動分室

5

1

株式会社大川印刷

〒245-0053
〒220-0011
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 神奈川県横浜市西区高島2-14- https://www.ohkawa-inc.co.jp/
2053
12

あめいじゅ

おおかわいんさつ

〒251-0052
神奈川県藤沢市藤沢38-3

2019年～2020年の間に行った取組（140字以内）

ゴール
（３つまで）

環境ビズ（クールビズ・ウォームビズ）／エネルギー使用量削減取組／社会貢献活
動（MS&ADラムサール・サポーターズ含む）／ベルマーク収集・寄贈／ペーパレス
保険証券・WEB約款に関する寄付活動／あいおいニッセイ同和損保の森の活動／認
知症サポーター養成講座受講

３，１３，１６

https://si-academy.jp/sdgs/

0466-54-7290

私達は介護分野における人材の確保を目指した実践的な教育を提供し、就業可能な
人材を増やすことで、人手不足の解消を目指します。また特定技能外国人を対象に
日本語教育を中心とする取り組みを始め、教育により就労を支援し、生活の安定を
目指すことで、人や国の不平等をなくすことを志向しています。

経済面では職業紹介事業を通じて介護業界へ、主として専業主婦層の人材供給を増
やすことにより、消費や税収増などに貢献します。社会面では女性や外国人に対
し、質の高い職業教育の実施と介護分野における職業紹介や就業支援を積極的に展
開することにより、女性や外国人の就業を促すことに貢献します。

４，８，１０

https://waterstand.co.jp/

048-657-6731

SDGsは当社にとって未来からの宿題です。「ごみを減らす」という消費行動の一部
を改善するのではなく、マイボトルに給水することで、生産、運搬、消費、回収、
リサイクルというリニア型経済のプロセス全体を見直し、循環型経済に移行するた
めのより良い行動を呼びかけます。

水道直結ウォーターサーバー「ウォータースタンド」はプラスチックボトルの運搬
や廃棄を必要とせず、安全安心でおいしいお水を提供します。当社は使い捨てプラ
スチック削減に向けた地方公共団体との連携協定に基づき、誰もが無料でマイボト
ルに給水できる「給水スタンド」を設置しています。

６，１３，１４

1.小学校、中学校、高等学校への環境出前授業及び実習の実施。2.神奈川県の海岸
線435.09kmのプラごみ回収とごみの調査。3.ボランティアダイバーとの海底プラご
み回収と調査。4.大岡川PGT（Pプラスチック Gごみ T獲ったどぉ）大作戦。5.災害
発生時の電気のお裾分け。

４，１３，１４

045-812-1131

2005年度より自社の存在意義（purpose）を「ソーシャルプリンティングカンパニー
®（社会的印刷会社）」と位置付け、「環境印刷」を推進。「CO2ゼロ印刷の推進」 社会的課題を解決できるソーシャルプリンティングカンパー®として、持続可能な
「ノンVOCインキの使用推進」「FSC®森林認証紙の使用推進」「電力の再生エネル
社会の実現を目指して活動しています。
ギー化」に重点的に取り組んでいます。

７，８，１３

045-924-1050

「私たちは 地球に暮らす人々に『安全』と『安心』を環境面から提供しつづけま
す」 をミッションとし、地球環境問題の解決に貢献することを目指しています。私
たちは、SDGsをミッションを果たすための中間指標と位置づけ、持続可能な環境や
社会の構築に貢献します。

1.社内の自動販売機からPETボトル飲料を廃止
2.社内にウォーターサーバー(ウォータースタンド社)を設置、マイボトル使用を奨励。
3.本社屋上に太陽光パネル(サンエー社)を設置。
4.本社電力を再エネに転換。
5.マイクロプラスチック分析を開始
6.社外向け環境ウェビナーを開始

045-314-5261

大塚製薬は「人々の健康をカラダ全体で考える」トータルヘルスケアカンパニーで
す。企業理念のもと疾病の治癒を目指し新しい治療薬を提供する「医療関連事
業」、健康の維持・増進のための製品を提供する「ニュートラシューティカルズ関
連事業」の両輪で、人々の健康に貢献しています。

人々の健康維持・増進に貢献する製品開発を行うとともに地域の人々の様々な健康
課題解決を目的とした健康啓発にも積極的に取り組んでいます。県と一緒に医師を
講師とした女性の健康についてのセミナーを継続的に実施し女性活躍の実現や未病
改善に関する県民の行動変容を促す取組みに努めています。

３，８，１２

http://www.kanagawapark.or.jp/information/sdgs.html

045-651-0931

当協会は「みどり・環境の保全と創造に関する普及啓発」、「都市公園等の適切な
管理運営と利用を促進」し、「地域社会の健全な発展」に寄与しています。公園は
多様な人々が利用する憩いの場であり、環境保全や防災等の面でも重要な場所で
す。適切な管理運営を通じ地域からSDGs達成を進めています。

すべての人が安全・安心にすごせる公園とするための管理、事故防止、ユニバーサ
ルデザインや子育て支援の推進。間伐や草刈で発生した材をベンチや園路の補修、
堆肥化、炭化して防災備蓄やバーベキュー場で利用するなどの再利用。バーベ
キュー事業やイベント時の物販に地元産品を積極的に取入れる等

１１，１５，１７

神奈川県住宅供給公 かながわけんじゅうた 〒231-8510
社
くきょうきゅうこうしゃ 神奈川県横浜市中区日本大通33

https://www.kanagawa-jk.or.jp/

045-651-1832

団地の空き店舗への多目的・多世代交流拠点設置や、新築物件に地域交流拠点(カ
フェ・放課後見守り)の設置、居住者専用のシェアラウンジとともにコミュニティ形
成役のスタッフを導入するなど、賃貸住宅・賃貸店舗といった保有資産を活用して
持続可能な社会の再構築を目指しています。

「住み続けられるまちづくり」として2020年１月「フロール元住吉」（川崎市中原
区）を竣工。居住者専用のシェアラウンジやコミュニティ醸成も行う管理員「守
人」を配置した他、地域住民も過ごせる地域交流拠点「となりの.」を設置、カ
フェ、コワークスペース、放課後見守り事業等も展開している。

３，１１，１２

1

一般社団法人鎌倉馬 かまくらうまのいるま
のいる街プロジェクト ちぷろじぇくと

https://www.kamakurahorse.org/

046-784-9923

自治体や地域の団体と協働し、鎌倉の伝統文化の象徴としての馬を中心に、多様な
人が集まり笑顔が溢れる場を提供しています。現在、世代間交流や地域交流を促す
乗馬イベントなどを開催し、動物との共生を啓発するとともに馬糞を堆肥化しエコ
ロジーや循環型社会への意識づけに貢献しています。

馬を利用したイベントを趣旨に賛同された以下の様々な組織、団体と協働し多くの
市民、学生、シニアと共に実施しました。大船フラワーセンター、社会福祉協議
会、自治町内会連合会、町内会、地域社会貢献団体、なつまつり実行委員会、寺
院、馬飼育牧場、日本大学生物資源学部内動物関連組織。

３，１１，１７

11

1

亀井工業ホールディン かめいこうぎょうほー 〒253-0061
グス株式会社
るでぃんぐす
神奈川県茅ヶ崎市南湖1-4-25

https://www.kamei.ne.jp/news/115/

0467-86-1111

私たちの住むまちの未来を考えると「地域を理解し、まちの人、物、場所、文化な
どに愛情をもっているか」「人々のニーズに寄り添い続けられるか」「皆が真に豊
かに暮らしている情景を想像できているか」といったことが大切です。それを導き
だす価値観が「ローカルファースト」＝SDGｓと考えます。

まちのコミュニティスポットであります温浴施設やコミュニティー施設などで、地
域の方々の健康推進プログラムやサービスを提供します。また、地域の環境改善を
図ることを目的としてボランティア活動を行います。私たちの活動をとおしてSDGs
が広く地域に広がるよう啓発を行っていきます。

３，１１，１７

12

1

株式会社カヤック

かやっく

〒248−0012
神奈川県鎌倉市御成町11-8

https://www.kayac.com/

0467-61-3399

鎌倉の地域企業として進めているコミュニティ活動をもとに「地域資本主義」とし
て考え方を整理し、様々な地域で推進支援をしています。鎌倉では地域で働く人が
利用する「まちの社員食堂」をはじめ、地域の民間団体や企業が中心となるジブン
ゴトによるまちづくりを推進しています。

まちのコイン・SDGsつながりポイントの導入推進を通じ、小田原市・鎌倉市・厚木
市におけるSDGsの普及とSDGsにつながる行動の県民への促進を行っています。神奈
川県内での導入事例を参考にした他県自治体からも引き合いが増え、神奈川のSDGs
推進モデルが全国に広がりつつあります。

３，１１，１７

13

1

川本工業株式会社

かわもとこうぎょう

〒231-0026
神奈川県横浜市中区寿町2-5-1

https://www.kawamoto-ind.co.jp/

045-662-2072

当社はこれまで建物の新築から中長期的なリニューアル（改修）までを視野に入れ
た建物のライフサイクルサポートを提供してきました。近年では省エネルギー提案
や既存建物の長寿命化・再生に力を注いでいます。また、健康経営の考え基き従業
員の健康とワーク・ライフ・バランスの推進を図っています。

福祉施設の省エネ対策と感染症対策の両方に対し建築設備を通じた提案を行ってい
ます。省エネ効果の高い、高効率機器へ更新することによる環境負荷の低減と、居
室の気圧を低くする陰圧装置による気流コントロール等の感染症対策です。施設利
用者の健康と安心・安全を守る事業活動を行っています。

３，７，１１

14

1

株式会社木村植物園 きむらしょくぶつえん

〒259-1205
神奈川県平塚市土屋241

https://www.241.co.jp/

0463-58-0520

花や緑の専門家として「花や緑の人を幸せにする力」を地域に育て広め、人々の暮
らしを豊かにする事を経営理念に掲げ活動。住まい・職場・公共グリーンインフラ
の提案設計・整備・維持管理、更には心身の健康・地域コミュニティを育てる花や
緑の商品販売や各種教育活動・地域コミュニティづくりを実施。

新たな試みとして空き農地を新規農業従事者と連携活用。特色有る野菜類の収穫や
試食体験販売。店隣接の土地を購入しハーブ＆薬草の体験観察園の開園しコミュニ
ティ倶楽部も開設。社内イベントや緑地管理している団地等で地元住民に各種教
室・体験会の開催。自社ネーミングライツ施設で花植を実施

３，４，１１

15

1

株式会社崎陽軒

〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島2-12-6

https://kiyoken.com

045-441-8851

横浜を中心とした食品メーカーとして、安心・安全な製品を製造販売して地域の食
を支えています。また、環境に配慮した弁当掛け紙の使用、食品廃棄物の適正処
理、廃棄物の削減等にも取り組んでいます。その他、地域密着として地元のイベン
ト等にも積極的に参加しています。

環境に配慮したポリ袋の導入。脱プラ製品の一部活用（レストランでのストローや
弁当の包材等）。横浜市西区主催のＳＤＧｓパネル展へ参加。

２，７，１２

16

1

極東開発工業株式会 きょくとうかいはつこう 〒663-8545
社
ぎょう
兵庫県西宮市甲子園口6-1-45

http://www.kyokuto.com/

0798-66-1000

ダンプトラックなど土木系車両は、老朽化した都市インフラの整備や災害に強い街
づくりに貢献します。ごみ収集車は、途上国などごみ回収のしくみが十分に整って
いない地域の衛生環境の整備に貢献します。また、ごみの分別回収することは資源
リサイクルと循環型社会の形成につながります。

・「極東開発工業 SDGs宣言」を表明
・従業員全員を対象に「My SDGs2020」として、「2020年度にチャレンジする、地域・環境・人に
優しい行動」を募集（861名から1,621個のアクションが提出された）

１１，１２，１３

17

1

京浜急行電鉄株式会 けいひんきゅうこうで
社
んてつ

https//www.keikyu.co.jp

かながわプラごみゼロ宣言に県内に事業所を持つ全社にて賛同し，京急グループ全
京急グループ全社におけるCSRビジョンを策定し，各事業における社会課題の抽出と
社で年間約19万本使用していたプラスチックストローを生分解性素材に変更した。
045-225-9696 課題解決に向けた取り組みを通じてSDGｓ達成に繋げるための，事業活動を実施す
また，沿線の海岸にてビーチクリーンの開催や社内でペットボトルの分別などの啓
る。
発活動をおこなっている。

１０，１４，１７

18

1

株式会社JSフードシス じぇいえすふーどしす 〒250-0031
テム
てむ
神奈川県小田原市入生田165

https://js-fs.net/

0465-23-5637

6

1

株式会社オオスミ

おおすみ

〒246-0008
神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町
20-17

7

1

大塚製薬株式会社

おおつかせいやく

〒101-8535
東京都千代田区神田司町2-9

8

1

公益財団法人神奈川 かながわけんこうえん 〒231-0027
県公園協会
きょうかい
神奈川県横浜市中区扇町3-8-8

9

1

10

きようけん

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

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-15-1 https://www.otsuka.co.jp/
東武横浜第二ビル

〒248-0027
神奈川県鎌倉市笛田2-33-1

〒220-8625
神奈川県横浜市西区高島1-2-8

〒242-0018
神奈川県大和市深見西4-1-62

ベトナム人の技能実習生を雇用することで発展途上国の経済的発展や人材の育成を
目指しています。また、地域の学校の相撲部の生徒へ食事と寮の提供をして、地域
スポーツの振興に貢献しています。他にも、直営飲食店でプラスチックストローを
廃止し、紙ストローを使用しています。

店頭での募金活動を通して、ウォーターエイドジャパンへの寄付を行いました。ま
た、調味料で使われることの多いペットボトルの蓋を各店で集め、ポリオワクチン
の寄付も行っております。

７，１２，１５

４，６，１４

19

1

一般財団法人シニアラ しにあらいふしんこう
イフ振興財団
ざいだん

〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通33
神奈川県住宅供給公社ビル９階

http://www.seniorlife.or.jp/jigyou3.html
045-664-4771 するとともに、超少子高齢・人口減少が進む団地やその周辺地域で、「団地包括ケア」を展開する
#page1
ことにより、高齢者の健康長寿（生涯自立）の実現を目指します。

20

1

湘南電力株式会社

〒250-0001
神奈川県小田原市扇町1-30-13

http://shonan-power.co.jp/

しょうなんでんりょく

当財団が運営する有料老人ホーム等において「運動」「食事」「生きがい」の３つの取組みを推進

【有料老人ホーム運営】
入居者の「健康寿命延伸」に向け「運動」「食」「生きがい」の取組み
【サ高住事業運営】
少子高齢化が進む団地において、NPOや民間企業等と連携し、地域包括ケアを展開
【公益事業】
高齢者福祉に関する調査・研究、高齢社会の理解を深めるための体験・実習の支援等

弊社では県内の発電所で発電した再生可能エネルギーを優先的に調達し、県内のお客様へ電力をお
・SDGsパートナーでもある「ほうとくエネルギー株式会社」からの電力調達
届けしてゆきます。

0465-34-9105 低圧電力では、売上の一部を地域のために還元、応援プランも増やし、地域還元が出来る体制を強 ・地域応援メニューの還元【既存メニュー（地域活性化応援・湘南ライフスタイル応援・湘南ベ
ルマーレ応援の各プラン）＋新応援メニュー（小田原市応援プラン）】

３，１１，１７

７，１１，１３

化してゆきます。（令和2年は小田原市応援プランを開始済）

「昭和電線グループは、信頼の輪をひろげます」の経営理念のもと、電力や通信イ
ンフラを支えるさまざまな製品の開発、製造、販売を通じて、人々の暮らしを豊か
にし、災害から街を守るといった価値を提供することで、社会や環境における課題
を解決し、SDGsの目標実現に貢献しています。

グループ従業員へSDGsや環境保全に関する啓発、教育を実施し、従業員の意識向上
と活動促進を図りました。また、従業員への保健指導や受動喫煙対策、感染予防等
を推進し「健康経営優良法人2020（大規模法人部門）」に認定されました。

８，１１，１２

県のコア事業、湘南国際村めぐりの森では、グループ長として約1.9haの森林を再
生し炭素の固定化を図り、学校や企業と連携して温暖化の緩和策として森林保全の
重要性を解説。地域資源の循環やトレイサビリティ普及に取り組み第３回環境カウ
ンセラー環境保全活動表彰【低炭素社会貢献賞】を受賞。

１３，１４，１５

７，１１，１２

社会の実現を目指します。

2019年度の戸建住宅ＺＥＨ実績は、87％となり、2020年度目標の80％を前倒しで達
成しました。2013年の発売以来、累積棟数も日本最多の5万1793棟（2020年3月末時
点）となりました。賃貸住宅、超高層マンションにおいてもＺＥＨに取組んでいま
す。

セブン‐イレブンは1973年の創業以来、加盟店様と一体となって、変化し続けるお
客様ニーズにお応えしています。新しい日常生活を展望した、新しいコンビニエン
スストアへ―。セブン‐イレブンは時代をリードする自己革新に全力を注いでいま
す。

食品ロスの削減、プラスチック対策、セブン‐イレブン記念財団との活動、ISO１
４００１の取得、コロナ禍での対応、豪雨対応、社会福祉協議会との連携、セブン
あんしんお届け便、セーフティステーション活動、省人化プロジェクト、CO2排出
量削減、人材育成、CSR監査

１１，１２，１３

リサイクル商品の販売、着用済み商品の循環型リサイクル、カーボンオフセットの
045-241-8911 活用、ピンクシャツデーへの参加、地域清掃活動の実施、中高生の職場学習を受け
入れ、健康経営の導入など

地域貢献として、地域清掃活動の実施、中高生の職場学習を受け入れ、外注先の地
元企業活用、地元従業員の積極的採用、ピンクシャツデーへの参加（運営・啓蒙商
品製造含む）。地球環境保全（CO２削減）として、再生PET糸を使用したエコ商品
の販売、着用済み商品の循環型リサイクル(外部提携先)

８，１２，１３
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〒210-0024
昭和電線ホールディン しょうわでんせんほー
神奈川県川崎市川崎区日進町1グス株式会社
るでぃんぐす
14 キューブ川崎2階
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非営利型一般社団法
しるわ
人Silva

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸1-11-1
水信ビル7階

https://www.silva.or.jp/%E7%A7%81%E3%
私たちSilvaは、次世代に続く持続可能な緑の復元の為、森づくりでSDGｓを支援し
81%9F%E3%81%A1%E3%81%AB%E3%81%A
ます。植物生態系を調査・健全化することを専門としており、そのメリットはCO²固
4%E3%81%84%E3%81%A6/sdg%EF%BD%93 045-877-0878
定や酸素の供給・緑のダム機能・安全な水の確保・土砂崩れや地滑りを防止する防
%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84%E3%8
災林機能に加え、河川や海を豊かにします。
1%BF/
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積水ハウス株式会社

〒531-0076
〒244-0805
大阪府大阪市北区大淀中1-1-88 神奈川県横浜市戸塚区川上町
梅田スカイビル タワーイースト
85-3 ＳＳビル5階

https://www.sekisuihouse.co.jp/compan
住まいの快適性・経済性・環境配慮を高いレベルで実現させる「ネット・ゼロ・エ
045-826-6611
y/activity/
ネルギー・ハウス（ＺＥＨ)」を普及することで、ＣＯ2排出削減を推進し、脱炭素

せきすいはうす

http://www.swcc.co.jp/

044-223-0521

【環境に配慮した住宅の提供】

〒242-0007
大和市中央林間３－２－１０ 東急 https://www.sej.co.jp/
中央林間アネックス２階
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株式会社セブン-イレ
ブン・ジャパン

せぶんいれぶんじゃ
ぱん

〒102-8455
東京都千代田区二番町8-8
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株式会社ダイイチ

だいいち

〒231-8631
神奈川県横浜市中区宮川町3-89
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第一生命保険株式会 だいいちせいめいほ
社
けん

〒100-0013
東京都千代田区有楽町1-13-1

〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町 https://www.dai-ichi-life.co.jp/
6-6 横浜みなと第一生命ビル6F

045-461-8410

「一生涯のパートナー」として、お客さま一人ひとりが「もっと安心に。もっと私
らしく。」人生を送っていただけるよう、最適なコンサルティング・商品・サービ
スによる「保障」「資産形成」「健康増進」「つながり・絆」の価値提供を通じて
お客さまのQOL向上へ貢献します。

自治体との協定締結による地域課題解決への取組を実施。2019年お父さん料理教室
＆親子ダンス教室、2019年女性活躍推進セミナー、2020年オンラインお父さん親子
料理教室開催を通じ女性活躍推進を図り、2019年未病サラ川コンクールを開催し健
康未病への関心向上に取り組みました。

３，８，１１
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大洋建設株式会社

〒244-0003
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町
157

http://www.ocean-group.co.jp/

045-861-0025

本社ビルに蓄熱式冷暖房システム設備を設置しての省エネや、再生可能エネルギー
由来の電力使用への切替えを実施して再エネ率１００％とし、CO2排出量８０ｔ/年
の削減、そして社用車の減車とＥＶ・ＨＶへの切替えを促進しています。また、社
員食堂で調理する野菜は、全て地元農協からの仕入れです。

・戸塚区役所主催「戸塚区ＳＤＧｓパネル展」に２年連続して当社ＳＤＧｓ取組パネルを展
示し、区民の皆さんにＳＤＧｓの理解醸成に協力
・本社ビル使用電力の１００％を再生エネルギー電力に切替えてCO2排出削減に貢献
・グループ企業が運営する「こども食堂」への会場・運営費用等の継続支援

１，７，１３
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土志田建設株式会社 としだけんせつ

〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田3-412

http://www.toshida-kk.com/

045-981-1136

売上の９０％以上を地元神奈川県内の公共工事で占めている当社は地元への恩返し
として地元企業の活性化、雇用を守っています。また建設業者の特性を最大限活か
した取組としては、災害防止・復旧活動並びに地域の暮らしと命を守る為の備えと
活動を実施しております。

・救缶鳥プロジェクトの実施。救缶鳥プロジェクトとは、非常食を備 えることで世界の飢
餓救済の活動に参加できるプロジェクトです。
・女性専用パウダールームを設置しました。
・地球温暖化対策として、社屋には太陽光発電システムの設置やガソリンに頼らない電気自
動車を使用しています。

５，８，１１
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貧困や格差を生まない社会の実現、世界に誇る健康・長寿社会の構築、環境保全に
〒220-0004
日本生命保険相互会 にほんせいめいほけ 〒541-0042
https://www.nissay.co.jp/topics/2019/
神奈川県横浜市西区北幸2-8-4
045-319-5972 向けた取り組みを3本柱として実施。またこれらの柱を促進する要素として、ESG投
社
ん
大阪府大阪市中央区今橋3-5-12
pdf/20191118.pdf
横浜西口ＫＮビル12Ｆ
融資を実施。

当社職員からお客様への健康キャンペーンや当社独自のアプリケーションなどの健
康増進サービスのご案内や、かながわSDGｓに関する情報提供を徹底。全職員に対
する人権研修を通じ社内外における人権差別の抑止。

３，８，１０
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伯東株式会社

はくとう

〒160-8910
東京都新宿区新宿1-1-13

７，８，１３
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株式会社ファンケル

ふぁんける

〒231-8528
神奈川県横浜市中区山下町89-1
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富士通株式会社

たいようけんせつ

ふじつう

https://www.un-daiichi.co.jp

〒259-1146
神奈川県伊勢原市鈴川４２

03-6238-3711

https://www.hakuto.co.jp/

03-3225-8910

当社は環境に配慮した製品を販売しています。環境活動を通して遵法性確保や社員
教育を行い、太陽光発電所の運営や環境負荷の低減に取り組んでいます。２０年来
障碍者雇用を積極的に推進し、かながわ森林再生パートナー制度へも参加していま
す。また、伯東は健康経営優良法人2021に認定されました。

かながわSDGｓパートナー企業様の連携により当社の省エネ法対応についてアドバ
イスを受け実践に向けられました。レジ袋持ち込み低減活動により海洋プラスチッ
ク問題に対応しています。また、当社の製品がサスティナブルコスメアワード2020
にて審査員賞を受賞する事もできました。

https://www.fancl.jp/

045-226-1518

当社は社会問題解決型企業として、1980年代の化粧品公害に対する無添加化粧品を
世に送り出し、サプリメントの価格破壊などの実業のほか、社会福祉への関り、障
がい者雇用の促進にも積極的に取り組んできました。ファンケルの歩みはSDGsの精
神と共通し、SDGsへの貢献は当社の義務です。

ファンケルでは製造部門を持っており、自社の利用エネルギーによるCO2排出量の
2/3が製造部門によるものです。自社拠点への再生可能エネルギー導入を積極的に
進め、2050年に実質CO2排出ゼロへ向けて排出量削減に積極的に取り組みます。

１２，１３，１７

・かながわSDGsパートナーアクションミーティングへ参加者交流のための富士通研究所の実
証技術「Buddyup」を提供
・県下のろう学校（5校）に、弊社「Ontenna」体験版を無償提供
・津波被害軽減に向け、AIを活用した新型コロナウイルス禍での避難所運営の実証実験を実
施

８，９，１１

富士通では全社横断プロジェクトを推進して、コーポレート部門は主に持続可能性

〒220-8722
神奈川県横浜市西区高島1-1-2
横浜三井ビルディング

https://www.fujitsu.com/jp/microsite/s
や社会的責任の視点、営業部門はビジネス化の視点、事業部門はソリューションの
045-224-1400
dgs/
視点から、社会課題解決を起点とするビジネスの検証と推進を連携して行い、社会

価値と経済価値の共創という新たな形に結び付けていきます。
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株式会社古川

ふるかわ

〒250-0002
神奈川県小田原市寿町1-2-32

http://www.kk-furukawa.co.jp/

家庭用太陽光発電システムを初期費用なしで設置するサービスを提案する。災害等
0465-34-9101 による停電時にも、太陽光発電が発電している時間帯に、家庭で電力の一部が使用
できることから防災の一環としても有効となる。

パートナー企業の湘南電力と協力し、0円ソーラーメニューを開発し、神奈川県の
０円ソーラー補助金事業に登録。神奈川県内の消費者向けに「初期費用０円」で設
置できる太陽光発電システムのサービスを開始した。社内では、ブランディング構
築を開始。

３，７，１２
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Baycess株式会社

べいせす

〒231-0007
神奈川県横浜市中区弁天通343-1 サングレイス関内２Ｆ

https://baycess.com/

女性の賃金向上するための雇用条件改定、復職しやすい環境を整備するための事業
045-228-8043 所内保育園を併設、保育園における食品ロスをなくすために残飯を肥料化する取組
み、事業所における再生可能エネルギーの利用を推進しております。

女性の賃金向上するための雇用条件改定、復職しやすい環境を整備するための事業
所内保育園を併設、保育園における食品ロスをなくすために残飯を肥料化する取組
み、事業所における再生可能エネルギーの利用を推進しております。

５，７，８
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ほうとくエネルギー株
式会社

ほうとくえねるぎー

〒250-0001
神奈川県小田原市扇町1-30-13

http://www.houtoku-energy.com/

0465-34-0021

ほうとくエネルギー株式会社は、自然エネルギーを利用した発電所を建設し、発電
した地産エネルギーを神奈川県内の電気小売事業者へ優先的に卸しています。まさ
に、県内におけるエネルギーの地産地消を実践している会社です。弊社の事業目的
そのものがSDGｓを体現しています。

自然エネルギーによる発電を行い、神奈川県内の電気小売事業者へ卸し、県内にお
けるエネルギーの地産地消を行います。

７，８，１１
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特定非営利活動法人
〒231-0012
まちづくりえーじぇんと
まちづくりエージェント
神奈川県横浜市中区相生町3-61
さいどびーちしてぃ
SIDE BEACH CITY.
泰生ビル２Ｆ

https://sbc.yokohama/sdgs

「SDGs for Best Citizen.」は、神奈川県及び横浜市における地域経済の活性化、
社会的多様性の実現、環境の保護と共生、ガバナンスによる様々な可視化と開かれ
たイノベーションの促進、以上の 4 つを市民のために SDGs をベースに遂行しま
す。

フードロス問題を考えるサルベージパーティーの開催(目標 2)、就労継続支援 B
型のサポート(目標 3)、子ども向け、親向けにプログラミング講座や様々な体験教
室の開催(目標4)、お茶をテーマやつながりをテーマにした勉強会を開催(目標6)

４，１１，１７
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〒252-0153
株式会社マルトシフロ まるとしふろあーこー
神奈川県相模原市緑区根小屋
アーコーポレーション ぽれーしょん
2598-11

https://mfc-yukakouji.com/

㈱マルトシフロアーコーポレーションは神奈川の水源地域の事業者として、床工事
業と合わせて間伐材の有効利用としておが屑を地域ブランドとして販売し、売上の
一部を水源森林保全の為に寄付する仕組みとし、間伐材のリサイクルと共に水源森
林保全への循環型サイクルを進めております。

間伐材おが屑を使用した水源森林保全への循環型サイクルを進めながら、弊社のＳ
ＤＧｓの取り組みを「誰もが出来るＳＤＧｓ」と題して講演させていただきまし
た。また、おが屑+フードロスをペレット化し新しいバイオマス燃料として商品化
へむけて試作を進めております。

６，１２，１５

042-784-7929
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MiZ株式会社
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三井住友海上火災保 みついすみともかい
険株式会社
じょうかさいほけん

40
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1

みず

〒247-0056
神奈川県鎌倉市大船2-19-15

〒101-8011
東京都千代田区神田駿河台３－
９

株式会社三井住友銀 みついすみともぎんこ 〒100-0005
行
う
東京都千代田区丸の内1-1-2

〒100-8233
三井住友信託銀行株 みついすみともしんた
東京都千代田区丸の内一丁目4
式会社
くぎんこう
番1号

http://www.e-miz.co.jp/

当社は分子状水素医学の研究開発に特化した研究開発型企業です。現在、国内外２
０を超える研究機関と共同研究を推進しています。分子状水素医学がターゲットと
する疾病は、現代医学では治癒することができない難病ですが、それらの予防効果
も示すことから未病対策にも貢献します。
SDGｓ事業（経済・社会・環境の三側面の統合的取組）
・ＳＤＧｓの主要なゴールごとに、お客さまが関連するリスクをお伝えする、またはそのリ

〒221-0052
神奈川県横浜市神奈川区栄町71 MYXビル４Ｆ

〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町2-20
（ほか複数あり）

0467-53-7511

045-461-8243 スク回避策、低減策を提案する。

・環境負荷の削減や働き方改革など、当社自身のサステナビリティを推進する。

５，１３，１５

SMBCグループは、「環境」「コミュニティ」「次世代」の3テーマを重点課題に特定 ・2019年度、約6,300億円の再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンス組
https://www.smfg.co.jp/sustainability/s
し、事業を通じた社会課題の解決とSDGｓの実現を目指しています。一例として、
成。2030年迄のグリーンファイナンス実行額10兆円を目標に取組開始。
03-3591-2021
dgs/
キャッシュレスの導入支援や、お客さまのSDGｓへの取組・非財務情報開示を支援す ・神奈川県初のグリーンボンドに投資、投資表明実施。

７，８，９

るローン等をご提供しています。

・次世代の産業を支援する事業開発支援プログラム「未来」の実施。

存在意義（パーパス）、経営理念（ミッション）、目指す姿（ビジョン）、行動規

2019年8月神奈川県立高校・中学校の教職員を対象に「先生のためのＳＤＧｓ講演
会」実施。2019年12月神奈川県・神奈川県警主催の「年末年始安全・安心キャン
ペーン」に参加、振込め詐欺被害防止啓発展示コーナー設置。2020年10～11月県内
の私立高校生徒へ金融セミナー開催。

４，１１，１７

〒220-0005
https://www.smth.jp/csr/report/2020.h
範（バリュー）に基づき、お客さま、株主・投資家、社員、事業パートナー、地域
045-312-3131
神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 tml
社会、ＮＰＯ、行政、国際機関等全てのステークホルダーとの対話を尊重し、持続

可能な社会の構築に接客的な役割を果たしていきます。

045-871-8394

コロナ禍で状況は一変しましたが、エッセンシャルワーカーとして病院での院内消
毒への対応など新たに取組を進めております。引き続き環境にやさしい洗剤の販
売・使用は継続し、当社に関わる全ての方と共にSDGsの目標達成に向けて歩みを進
めてまいります。

環境にやさしい洗剤の販売、および使用。とつか未来会議の開催（Ｙ－ＳＤＧｓ認
証取得事業）。エコキャップ回収。美しい港町横濱をつくる会への参画。営業車及
び配送車の入れ替えによる排出ガス減少。

３，１１，１２

よこはまわいえむしー 〒231-8458
えー
神奈川県横浜市中区常盤町1-7

https://www.yokohamaymca.org/

045-662-3721

公益財団法人横浜YMCAでは、健康教育、学童保育、語学教育、野外教育等すべての
教育活動を通して、SDGsの達成をめざしています。そのような中、各拠点における
使用電力に関して再生エネルギーの電力利用を推進しています。そのうち、横浜中
央YMCAにおいては、100％の変換利用です。

◎各拠点において再生可能な電力エネルギーへの変換を行った。◎地域の子ども、
家族を対象に多様な運動経験を提供する「ヘルシーキッズキャンペーン」を行っ
た。◎命を守るキャンペーンとして、夏季に水上安全キャンペーンを行った。◎い
じめ防止を目指して、ピンクシャツデーを実施した。

７，１２，１６

学校法人横浜YMCA

よこはまわいえむしー 〒231-8458
えー
神奈川県横浜市中区常盤町1-7

https://www.yokohamaymca.org/

045-662-3721

学校法人横浜YMCAでは、専門学校事業等すべての事業活動を通して、SDGsの達成を
めざしています。そのような中で、各拠点における使用電力に関し、再生エネル
ギーの電力利用を推進しています。また、野外活動拠点においては、太陽光発電も
行い、SDGsにつながる環境教育を推進しています。

①各拠点において再生可能な電力エネルギーへの変換を行った。 ②地震、水害被
災地に対して、ボランティアの派遣等の支援活動を行った。 ③国内外で困難な状
況にある人をサポートするための、国際・地域協力募金を行った。 ④いじめ防止
を目指して、ピンクシャツデーを実施した。

７，１２，１６

社会福祉法人横浜
YMCA福祉会

よこはまわいえむしー 〒231-8458
えーふくしかい
神奈川県横浜市中区常盤町1-7

https://www.yokohamaymca.org/

社会福祉法人横浜YMCA福祉会では、保育園事業、また高齢福祉事業等すべての事業
045-662-3721 活動を通して、SDGsの達成をめざしていきます。そのような中で、各拠点における
使用電力に関して、再生エネルギーの電力利用を積極的に推進しています。

◎各拠点において再生可能な電力エネルギーへの変換を行った。◎地震、水害被災
地に対して、ボランティアの派遣等の支援活動を行った。◎国内外で困難な状況に
ある人をサポートするための、国際・地域協力募金を行った。◎いじめ防止を目指
して、ピンクシャツデーを実施した。

７，１２，１６

「創業者、市村清より続くリコーグループ、経営理念の実践」
045-227-3636 私たちの使命「世の中の役に立つ新しい価値を生み出し、提供しつづけることで、
人々の生活の質の向上と持続可能な社会づくりに積極的に貢献する」

「徹底的な省エネの継続と、知見を活かし多様手法で再エネ導入加速」
① 再エネ証書の戦略的活用拡大と電力購入動強化 再エネ証書の戦略的活用
② 「事業所内」自家発電導入（太陽光＋小型風力）の拡大
③ 非生産拠点の ZEB 化推進
④環境負荷車両への計画的な切替

1

株式会社横浜セイビ

よこはませいび
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1

公益財団法人横浜
YMCA

44

1

45

1

〒245-0062
神奈川県横浜市戸塚区汲沢町
1161-1

46

1

リコージャパン株式会
りこーじゃぱん
社

〒105-8503
東京都港区芝3-8-2 芝公園
ファーストビル

47

1

株式会社リビエラリ
ゾート

〒249-0008
神奈川県逗子市小坪5-23-9

〒231-0006
神奈川県横浜市西区みなとみら
https://www.ricoh.co.jp/sales/about/
い4-6-2 みなとみらいグランドセ
ントラルタワー

人と自然が共存する豊かな未来を創出し『持続可能な社会の実現』及び『企業の成

1

県内企業に向けたセミナーや個別勉強会の開催
・ＳＤＧｓのゴールに関連したリスク分析やリスク回避策、低減策の提供
（ゴール：①～⑯）
・日々の業務プロセスにおける環境負荷の削減（ゴール：⑬⑮）
・従業員に対する働き方改革、女性活躍（ゴール：⑤⑩）

３，９

https://yokohama-seibi.co.jp/sdgs/

42

48

慶應義塾大学医学部、順天堂大学医学部の他国内外の研究機関と慢性腎臓病、
COPD、パーキンソン病等の現代医学では治癒できない疾病をターゲットに臨床試
験、動物実験を推進しています。

りびえらりぞーと

〒241-0801
一般財団法人若葉台 わかばだいまちづくり
神奈川県横浜市旭区若葉台3-5まちづくりセンター
せんたー
2

４，１４，１７

化」の３つを軸に、活動を実践しています。

行動の10年とすべく、リビエラとして発信し、ステークホルダーと組んでイベント
発信し、ステークホルダーのハブとなるべく取り組みます。リビエラSDGsフェスの
開催、日本のマリーナとして初となるBLUE FLAGの取得、ブルーシーフードパート
ナー認定など。

「まち」の人口減少、少子高齢化など社会環境の変化が著しく、持続可能なまちづ
くりを実現するためには、「まち」の活力を取り戻す取り組みが必要です。商店街
の活性化、福祉施設の充実、若年世代の「まち」への移り住みなど多岐にわたる取
り組みを、地域住民および関係者と推進しています。

①「コミュニティバス」の運行を継続しました。②地域の多様な移動ニーズに対応すべく
「オンデマンドバス」の実証実験を複数回実施しました。③持続可能なまちづくりを実現す
るために策定した「横浜若葉台まちづくりプラン」を推進しました。④「若葉台遊水池水辺
愛護会」の活動を支援しました。

３，１１，１５

https://www.riviera.co.jp/sustainability
長』を目指し、3つのサステナビリティ基本方針を2006年より取り組みを本格化。
03-5474-8008
/
2015年から国連が掲げるSDGsの17の目標に沿い、「環境」「教育」「健康・食文

https://www.wakabadai-kc.or.jp/

045-921-3361

７，８，１３

