かながわSDGsパートナー（３期）
期

企業名

ふりがな

所在地

県内事業所

ハイパーリンク付き

電話番号

取組（140字以内）

ゴール
（３つまで）

1

3

株式会社アールティ・
あーるてぃこらぼ
コラボ

〒242-0028
神奈川県大和市桜森２－３－８
コーセービル２０１号室

http://rt-collabo.noor.jp/

046-259-6153

ごみの管理業務による、リサイクル、削減に貢献するとともに、環境美化に取り組むことで「地域
に根差したSDGsの取組み」を実践し「廃棄物発生量の削減」「持続可能な資源の活用」を推進し
ます。「SDGsのお手本」となり、地域経済の発展と環境保全に繋がる事業を展開していく事を目
標とします。

1,11,13

2

3

有限会社青木製作所 あおきせいさくじょ

〒252-0244
神奈川県相模原市中央区田名
3340-3

http://www.aoki-seisaku.com/

042-761-1396

技術水準の高いステンレス素材の加工により技術革新に貢献します。材料の購入から廃棄まで
SDGsを意識した製造活動を行なっています。SDGsを通じて従業員への社会問題の理解や安定
した雇用を目指しています。

8,12,15

3

3

株式会社アグサ

あぐさ

〒250-0123
神奈川県南足柄市中沼305-1

http://agusa.jp/

0465-74-1742

アグサの温泉事業では、県西活性化プロジェクト「未病の改善」をテーマとして、地域食材の食事
や、自然環境を活用した運動などで健康的なライフスタイルを提供しています。また、温泉施設
の近くの林間教育施設で、教育・人材育成事業を実施し、人間育成教育などでＳＤＧｓの取り組
みを実践しています。

3,4,15

4

3

株式会社アコック

あこっく

〒252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本６－
２７－７

https://www.akoc.co.jp

042-770-2001

SDGｓの取組みを通じ、高品質な工事の提供により持続可能な豊かな社会の実現を目指してい
ます。そのために、省エネタイプの機材・工法の選択による環境負荷低減、都市・地域コミュニ
ティ発展の支援の取組を積極的に行い、地元に根ざした事業活動を展開しております。

11,12,13

5

3

株式会社あさひハウ
ジングセンター

〒220-0002
あさひはうじんぐせん
神奈川県横浜市西区南軽井沢5
たー
番地1

https://www.asahi-housing.co.jp/csr/

045-312-5050

6

3

〒243-0017
公益社団法人厚木青 あつぎせいねんかい
神奈川県厚木市栄町１丁目１６−
年会議所
ぎしょ
１５ 厚木商工会議所 4F

7

3

アロマクエスト株式会
あろまくえすと
社

〒244-0815
神奈川県横浜市戸塚区下倉田町
１６１１－７－９１０

http://www.aromaquest.jp/

045-410-9035

8

3

あんしん住宅ネット株 あんしんじゅうたく
式会社
ねっと

〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町
三丁目３０－１

http://www.anshin-jn.co.jp/

045-620-3287

9

3

イースタン技研株式会
いーすたんぎけん
社

〒242－0024
神奈川県大和市福田6－9－21

www.eastern-tech.co.jp/sdgs/

046-269-9911

10

3

〒244-0803
株式会社生駒化学工
いこまかがくこうぎょう 神奈川県横浜市戸塚区平戸町
業
599番6号

http://www.ikomakk.co.jp/

045-822-7739

11

3

株式会社イソダ

〒248-0033
鎌倉市腰越4丁目9-7

http://www.isoda.co.jp/

0467-31-9246

12

3

有限会社井定工務店 いのさだこうむてん

〒244-0003
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町
3418-1

https://www.inosda.co.jp

045-392-6169

資材のリサイクルや国産資材の活用により、環境に配慮しCO2を削減し、温暖化防止を推進しま
す。IT活用や社員の有給休暇取得促進を行い、建設産業従事者の健康に配慮し、働きやすい環
境を整備していきます。

7,8,11

13

3

イマジネーション株式
いまじねーしょん
会社

〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町70番
地13
パークホームズ横濱山下公園203

http://www.imagination.co.jp/

045-681-0147

障がい者やシニア，障がいを持つ子供の母親など未経験者でも積極的に働けることを重視し、多
様な人々が働けるＢＰＯセンターを運営。自前で保有している分散入力システムの活用や業務仕
分けを上手く進め、地域の雇用創出に貢献しています。

3,8,9

14

3

〒231-0023
NPO法人エコキャップ えこきゃっぷすいしん
横浜市中区山下町１６２－１ 横
推進協会
きょうかい
浜飛栄ビル４０２

http://ecocap.or.jp/sdg%ef%bd%93%e3%8
1%b8%e3%81%ae%e5%8f%96%e3%82%8a%e 045-900-0294
7%b5%84%e3%81%bf/

多くの賛同者の理解を得てエコキャップを集め、それを破砕して、ボールペンや、バイクのフェン
ダーなどのリサイクル製品に生まれ変わらせる運動をしています。エコキャップのリサイクルを通
して、プラスティックごみをなくし、持続可能な社会を目指します。

11,12,14

15

3

Ｅｔｈｉｃａｌ Ｈａｉｒ

http://ethical-hair.jp/

046-240-6707

NPO法人JHD&Cと連携し、脱毛症や乏毛症、小児ガンなどの治療や外傷等、何らかの事情で
「頭髪に悩みを抱える子どもたち」に、ヘアドネーションによる献髪のみで作ったメディカル・ウィッ
グを無償提供することで「社会性の回復」をサポートし、子どもたちの未来を守る活動を実践して
います。

3,4,11

16

3

一般社団法人SDGs活 えすでぃーじーずかつ 〒248-0012
動支援センター
どうしえんせんたー 神奈川県鎌倉市御成町１１－４０

https://sdgs.or.jp/

0467-53-7494

中小企業、ならびに市民へのSDGsの理解を深めるために、様々なセミナー、講演、フォーラムな
どを企画・実施。『SDGs@ビジネス検定講座』（eラーニング）を開講。SDGsみらい塾（開講支援）を
通して、グローバルな視点から問題意識をもてる若者の人材の育成。鎌倉気候マーチを実施。

4,12,13

17

3

〒112-8560
NECネッツエスアイ株 えぬいーしーねっつえ
東京都文京区後楽二丁目６番１
式会社
すあい
号 飯田橋ファーストタワー

045-682-4533

安心・安全な社会ｲﾝﾌﾗの構築/働き方改革の促進/ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙなICT活用普及/ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝによる
ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟの促進など本業通じて社内外とのﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟを築き新たな事業創出も視野にSDGs
の目標達成を実現していく事を企業としての責務と捉え取組んでいます。

8,9,3

いそだ

えしかるへあー

〒242-0016
神奈川県大和市大和南2-1-16

http://atsugi-jc.com/

220-6207
神奈川県横浜市西区みなとみら
https://www.nesic.co.jp/
い二丁目3-5クイーンズタワーC
棟

046-224-8716

トップランナー基準採用、国産木材・高断熱材使用の住宅供給を行い、CO₂やエネルギー消費削
減を目指しています。住宅に係る生活コストを抑え、ヒートショックから身を守り、心身共に暮らし
やすい住環境を提供しています。今後も住宅供給からサステナビリティへの実現に貢献していき
ます。
厚木市内で決めた複数の地点で、市民の協力を得ながら継続的に写真撮影を行い、これまでの
地域の移り変わりを記録し、将来のまちづくりの資料にするとともに、これらの資料に市民が触れ
る機会を提供することで、市民の郷土愛の醸成や市民交流を通じての地域の活性化、地域経済
の促進に貢献しています。
アロマクエストは、「香りのマインドフルネス」に取り組んでいます。その起源でもある”禅”の観点
からも、限りある資源の再利用・有効活用、ごみへの配慮、持続可能な森林経営をサポートする
商品作りに積極的に取り組みます。また、あらゆる人々に心の健康的な生活を送ることに寄与し
ます。
あんしん住宅ネット株式会社は、不動産の売買仲介・販売・販売受託等の事業活動や、地域のコ
ミュニティ活動を通じ、地域社会の活性化と不動産流通市場の活性化を持続的に発展させる事
を目指します。また、人材採用・育成等による社会貢献を通じ、持続可能な世界を実現する為の
活動を推進して参ります。
当社は、省エネ、リサイクル等の環境配慮型製品の開発や、電力の一部を太陽光発電で賄う
等、事業を通じた環境保全活動を積極的に推進しています。また、社会貢献活動を大切にした経
営により、全事業所で品質、環境、労働安全衛生の認証を取得し、地域に根ざしたSDGsを実践
しています。
国内３拠点の自社工場内で発生するプラスチック端材を、直接食品に触れない層として再生利
用できる生産ライン設計とすることで、マテリアルリサイクルを標準化しています。資源循環が現
在の様に社会的関心を集めるよりはるか以前、およそ３０年前から、この取り組みを続けていま
す。
イソダは2001年より省エネ住宅の普及に取組み、ソーラーサーキット外張り断熱工法の宿泊モデ
ルハウスを展開。ゼロエネルギーハウスの超高断熱・超高気密・超省エネルギー自立型住宅を
2016年完成。すべての住宅にかながわのひのきを使うことにより環境と健康に優しい家造りを啓
蒙してきた。

11,12,17

11,15,17

3,12,15

3,11,12

7,9,12

12,13,14

3,7,12

長期ビジョンに基づいた工場での環境負荷低減活動、および弊社ＮＯＫ製品による顧客への環
境負荷低減技術を提供することで、自社および社会のSDGｓ達成を推進します。
地域貢献や連携を深めて、新パートナー獲得や新事業創出につなげ、人材確保等につながる企
業価値を向上させて行きます。
調達資源のリサイクル率向上や大気・水質・土壌リスクマネジメントを行うことにより製造工程で
発生する温室効果ガス削減対策に取り組み、ダスト、スラッジ等の副産物再資源化にも取り組ん
でいる。さらに、節電対策としてＬＥＤライトを導入し、割り箸や紙コップの削減、意識変革にも取り
組んでいる。
当社は、三菱重工グループのエネルギー中心の技術情報サービス会社です。業務は、そのもの
が地球温暖化に直結する要素であり、製品の技術サプライチェーンの一端を担っています。環境
配慮型設計及び日常環境活動を通して少しでも地球の役に立つようにSDGS／ESG等々の
PDCAを回しています。
水道水中の切り屑除去排水装置（STOKS）を、給水取出し及び不断水工事の穿孔時に設置し、
作業中に発生する排水の中に紛れた鉄粉や鉄くずを回収し浄化した水のみを排水させる。回収
した鉄くず等を有価にて売却し、神奈川水資源環境保全・再生基金に寄付する活動を行ってい
る。
当社CSR活動「海活性プロジェクト」では、海岸清掃等を定期的に実施し、「環境問題を意識し地
域に密着した活動」を通じて海洋汚染問題への取り組みを持続可能な形で行います。また、サー
フィン無料体験会や子ども食堂への野菜提供等、子ども達の成長の手助けとなる活動を実施し
ています。
訪問看護事業や有料老人ホーム事業を通して、地域医療に貢献しています。また、人材不足の
昨今、雇用継続性を高めるために、社員への積極的なIT教育により業務効率化を図ることで、休
暇取得率を高め、従業員の働きやすさの維持に努めています。IT化は紙ゴミの削減につなって
います。
当社の経営戦略は「健康寿命の延伸」「農業振興・地方創生」「食糧問題の解決」への貢献を通じ
て、持続的成長を実現することであり、当社の事業や商品はSDGsの考えと密接に関係してい
る。神奈川県とは包括協定を締結し、未病改善に向けた取り組みや食育活動、県農産品の普及
などに取り組んでいる。
当行では創業・新事業支援を推進し、新たな経済循環と雇用を創出し、県内の経済活性化に努
めています。また、お取引先には働き方改革・健康経営セミナー等を通じ、働きやすい職場環境
づくりの普及を目指しています。また、グリーンボンドへの投資を通じ、環境負荷軽減およびイン
フラ整備に貢献します。
環境に配慮し、安心安全な生コンの安定供給と品質維持を心掛け、住み易い街作りを目指す。
県と締結した協定に基づき、災害時には県と協力して消火活動に取り組む。アイドリングストップ
の励行を促し、印刷物にLIMEX等を活用し、CO2の排出削減を図る。組合組織力を活用し雇用の
拡大を促進する。

〒105-8585
251-0042
東京都港区芝大門1丁目12番15
http://www.nok.co.jp/
神奈川県藤沢市辻堂新町4-3-1
号

0466-36-1111

〒252-1125
神奈川県綾瀬市吉岡東2-5-4

https://ebikou.jimdofree.com/

0467-76-9090

http://eng.power.mhi.com/index.html

045-285-0125

〒252-0317
神奈川県相模原市南区御園4-525

https://www.ori.ne.jp/

042-748-0411

かいぐみ

〒254-0001
神奈川県平塚市大島1025番地

http://www.kaigumi.co.jp

0463-55-8890

株式会社カイナル

かいなる

〒245-0053
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町
47−3 ラムーナ横浜戸塚パーク
リッジ906

https://www.kainalu.top/

045-830-6773

3

カゴメ株式会社

かごめ

〒460-0003
221-0056
愛知県名古屋市中区錦3 丁目14 神奈川県横浜市神奈川区金港
番15 号
町2-6横浜プラザビル5階

https://www.kagome.co.jp/

052-951-3571

25

3

株式会社神奈川銀行 かながわぎんこう

〒231-0033
神奈川県横浜市中区長者町9166

https://www.kanagawabank.co.jp

045-261-2641

26

3

かながわけんこがた 〒221-0835
神奈川県小型生コンク
なまこんくりーときょう 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町
リート協同組合
どうくみあい
3-35-1 エヌケイテクノビル4F

https://kanagawakenkogatanamacon.jimdofree.com/

045-548-6086

27

3

学校法人神奈川大学 かながわだいがく

〒221-8686
神奈川県横浜市神奈川区六角橋
三丁目27番1号

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

045-481-5661

28

3

神奈川ツルマフーズ
株式会社

http://www.k-tsuruma.co.jp/

046-277-6172

29

3

株式会社神奈川保健 かながわほけんじぎょ 〒236-0002
事業社
うしゃ
横浜市金沢区鳥浜町4番地18

www.khj.co.jp

(045)772-1431

30

3

社会福祉法人神奈川 かながわやすらぎか 〒243-0213
やすらぎ会
い
神奈川県厚木市飯山3425

http://www.morinosato.jp

046-248-3888

同法人保育園において太陽光発電。社内情報ツールによるペーパーレス化、介護スキルアップ
により利用者の満足度の向上、高齢者の健康寿命の延伸、地域のエンパワーメントにつなげ雇
用の創出・循環型社会の構築を目指した取組をしています。

3,11,12

31

3

株式会社カナコー

かなこー

〒252-0328
神奈川県相模原市南区麻溝台812-5

http://kanako1960.jp/

042-746-1221

当社は人と自然にやさしい技術と品質で人々の生活、文化の向上をめざし地域社会に貢献する
という理念に基づき、働き易い環境作りと、地元にねざした経済循環・環境・社会・文化構築をめ
ざした事業展開を実施して行きます。

8,11,12

32

3

株式会社カネダ

かねだ

〒251-0021
神奈川県藤沢市鵠沼神明3-9-3

http://eco-kaneda.com/

0466-25-7785

33

3

有限会社亀川石材店

かめがわせきざいて 〒259-0202
ん
足柄下郡真鶴町岩147

https://kamegawa.co.jp/sdgs

0465-68-2738

34

3

川崎信用金庫

〒210-0006
かわさきしんようきん
神奈川県川崎市川崎区砂子２丁
こ
目１１番地１

https://www.kawashin.co.jp/

044-220-2262

35

3

株式会社キクシマ

きくしま

https://www.kikushima.co.jp/

045-833-3663

18

3

ＮＯＫ株式会社

えぬおーけー

19

3

株式会社海老名鋼材 えびなこうざい

20

3

MHIパワーエンジニア えむえいちあいぱ
〒231-8715
リング株式会社
わーえんじにありんぐ 神奈川県横浜市中区錦町12番地

21

3

株式会社折本設備

おりもとせつび

22

3

株式会社甲斐組

23

3

24

〒242-0001
かながわつるまふー
神奈川県大和市下鶴間２３０３番
ず
地

〒234-0054
横浜市港南区港南台4-39-7

SDGsの達成に向けた研究・教育を推進し、自治体との包括連携協定や大学間連携協定に基づ
き、地域社会の課題を解決する。
神奈川県産こんにゃく芋と湘南ゴールド果汁を使用した「神奈川県産こんにゃくゼリー湘南ゴー
ルド味」を販売しています。地産品による、地域経済活性化と輸送エネルギー削減に貢献すると
ともに、軽作業を大和市内の就労支援施設に依頼することで、「地域に根差したSDGsの取組み」
を実践しています。
公共施設、集合住宅等のトータルリフォーム、設備工事、貯水槽清掃や汚水処理施設の管理、
廃棄物の処理などを通じて、皆さんの「保健」の増進に取り組んでいます。脱炭素社会への移
行、資源循環社会への寄与、安全安心なインフラサービスの提供、お客様満足の追求、企業価
値の向上にチャレンジします。

持続可能な循環型社会を担う廃棄物処理業者として弊社中間処理場にて適正処理、廃棄物の
再分別を徹底し加えて排出事業者への情報開示とリサイクル方法の提案も行っております。地
球環境を守るために環境に優しい商品を開発し特許取得した教材で次世代を担う子供達へ3R推
進活動の啓発も行っております
県の地域資源である本小松石を扱う弊社は、持続可能なお墓参りとお墓作りを
考え「むしり仕上げ」という仕上げをした手で運べる五輪塔というお墓を開発。節材、節
水、節電、排ガス削減から地球環境と人々の生活向上に貢献し、SDGsの実現に積極的
に行動・参加していきたいと思っています。
川崎信用金庫は地域金融機関として、金融仲介機能の発揮を通じた地域発展への貢献及び地
域の皆さまとの連携を通じた持続可能な社会の実現に努めています。また、里山保全活動や河
川の清掃活動等の環境への取組みや、障がいをお持ちの方々が作った作品や食品の展示販売
の機会提供を行っています。
キクシマのたてものづくりは”デザイン性に優れ長く住み続けられる高品質・高強度の建築物であ
ることが特徴です。”これを叶える技術力・徹底した品質管理と、住宅展・技術研修会等を通して
施主・設計者への情報提供・啓発活動の取組で住み良い街づくりを目指し、SDGｓの目標達成に
貢献します

9,12,13

7,12,17

7,12,17

6,9,12

4,11,14

3,8,12

3,4

8,9,17

8,11,13

4,11,17

2,5,8

3,11,12

4,10,13

8,9,12

8,9,17

11,12,17

252-0373
神奈川県相模原市南区北里115-1

https://www.kitasatou.ac.jp/jp/about/activities/SDGs.html

042-778-9323

http://cap-kanagawa.org/

045-730-3325

https://www.ky-tec.co.jp/

03-6825-7020

〒236-0002
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町17
番地3

http://www.guun.co.jp

045-228-8960

ぐっどねいばーず

〒248-0014
神奈川県鎌倉市由比ガ浜1丁目
10番9号

https://good-neighbors.link/

工藤建設株式会社

くどうけんせつ

〒225-0003
横浜市青葉区新石川４－３３－１
０

3

株式会社クラタ

くらた

43

3

44

36

3

学校法人北里研究所 きたさとけんきゅうしょ

〒108-8641
東京都港区白金5-9-1

37

3

特定非営利活動法人
きゃっぷかながわ
ＣＡＰかながわ

〒232-0017
横浜市南区宿町２－４０大和ビル
２１０

38

3

共同カイテック株式会
きょうどうかいてっく
社

〒150-0022
東京都渋谷区恵比寿南1-15-1
Ａ-ＰＬＡＣＥ恵比寿南

39

3

株式会社グーン

ぐーん

40

3

株式会社グッドネイ
バーズ

41

3

42

河川は陸や海の自然を維持するために重要な役割を果たしています。本実習は相模川の水生
生物を調査し、生息する生物種の出現パターンに基づいて河川環境の変化を明らかにすること
を目的としています。

13,14,15

「安心・自信・自由」を合言葉に、園児から、子どもの周りの大人、全ての人に「人権」を伝える。次
世代を担う子ども達自身が、身を守る為に出来る事を具体的に伝える。お互いの心と身体をエン
パワメントできる関係性を築くスキルを伝える。私たちは、「全ての人が私らしく生きること」を応援
する。
屋上緑化・壁面緑化システムの製造販売をしており、製品自体が環境改善に役立っています。特
に雨水を一時貯留できる雨水流出抑制施設と屋上緑化を組み合わせたシステムは、都市型洪
水対策に有効です。製品は最終的にはプラスチック、土壌、芝、それぞれ再利用するリサイクル
製品です。
産業廃棄物及び一般廃棄物の中間処理（破砕・圧縮）を行い、建築廃木材や廃プラスチックから
燃料を製造しているリサイクル企業です。
廃棄物由来の燃料利用によるCO2削減、廃棄物の適正処理による環境衛生の改善廃棄物を原
料・燃料に再生し、地球環境の保全に貢献しております。

11,12,13

0467-81-4242

SDGs未来都市かまくらの提案した先行モデル事業「旧村上邸ー鎌倉みらいラボー」を運営してお
り、SDGsの情報発信拠点としての活動も行っています。また、同社が運営しているカフェ
「HOUSE YUIGAHAMA」では、店内で出るプラスチックごみを無くす取り組みをおこなっています。

11,8,14

https://www.kudo.co.jp

045-911-5300

当社ではＢＣＰ対策として数種類の備蓄食料を購入している。その中の一つで「世界初のパンの
缶詰」を一定期間備蓄後、消費期限前に海外の食糧難に苦しむ方々に届けたり、国内の災害用
物資として届ける「救缶鳥プロジェクト」に参画することで、貧困対策と食品ロス削減を同時に行っ
ている。

1,8,11

〒240-0062
神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢
町365番地

https://www.kurata-co.jp/

045-331-5384

災害の救助活動や消防・救急車などの社会課題解決に必要な車両製造をする上で、使用する素
材に環境に負荷のかかるものは使用せず、継続して環境負荷の軽減に努力します。また、EV車
をベースにした特殊車両製造に積極的に取り組みをしていきます。

7,9,11

株式会社ケイ・システ
けいしすてむ
ム

〒242-0001
神奈川県大和市下鶴間二丁目１
２番３３－７０７号

http://ksystem.kanagawa.jp

046-259-6112

3

株式会社京浜

けいひん

〒221-0042
神奈川県横浜市神奈川区浦島町
2番地８

http://www.keihin-g.com

045-451-3238

45

3

株式会社研空社

けんくうしゃ

〒214-0021
神奈川県川崎市多摩区宿河原１
－２０－１１

http://www.kenk.jp

044-455-7171

46

3

株式会社小池設備

こいけせつび

〒252-0332
神奈川県相模原市南区西大沼１
－１８－２

http://www.koikesetsubi.com

042-754-8181

47

3

株式会社コウセイ

こうせい

〒244-0816
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町
1577-2

https://www.kousei9232.co.jp/

045-862-3840

48

3

株式会社サンエー

さんえー

〒238-0014
神奈川県横須賀市三春町4-1-10

https://sanei-e.com/

046-828-3351

49

3

〒253-0082
株式会社ＣＴＫホール しーてぃーけーほーる
神奈川県茅ケ崎市香川６－２６－
ディングス
でぃんぐす
１３

https://ctk-hd.co.jp

0467-26-4670

50

3

シーバイエス株式会
社

しーばいえす

〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町22

https://cxs.co.jp/

045-640-2200

51

3

清水建設株式会社

しみずけんせつ

〒104-8370
東京都中央区京橋2-16-1

https://www.shimz.co.jp/

045-261-3981

52

3

株式会社城ヶ島水産

じょうがしますいさん

〒238-0237
神奈川県三浦市三崎町城ヶ島
658-8

https://www.jogashima.co.jp/

046-881-3202

53

3

学校法人湘南学園

しょうなんがくえん

〒251-8505
神奈川県藤沢市鵠沼松が岡4-132

https://www.shogak.ac.jp/

0466-23-6611

242-0022
神奈川県大和市柳橋4-7-4

231-0041
神奈川県横浜市中区吉田町65

近年発展してきたIT技術、特にクラウド技術を活用することにより、廃棄物の減量化やリサイクル
活動が取り組みやすくなります。ゴミと資源の総排出量を削減し、環境負荷の更なる低減を図る
ことで豊かな環境を後世に引き継ぎ、子どもたちが将来に「夢」をもつ事のできる社会の実現を目
指します。
建設現場における資機材の物流について「搬送システム」を構築し施工しています。余分な梱包
材を持ち込ませず、発生した産業廃棄物は徹底した分別を行うことで環境面に配慮しています。
また、搬送機器の開発・機械化を行うことで作業を安全安心・省力化して、高齢者や女性を積極
的に登用しています。
建物の利用目的、運用状況に応じた省エネ、省ＣＯ２や経済性を含め総合的に地球環境に配慮
した設備を提案、施工時にはフロンガス充填・回収の法令遵守、産業廃棄物の削減、再生資源
利用を徹底しています。その取組をプロポーザル事業でも活用し又、地域プラットフォームの一
員として地域に貢献します。
・小池設備はあなたの夢のお役に立ち、関係する全ての人の「困った」を笑顔にします！
・水廻り工事を通じて、快適で安心、安全な街づくりをします！
・働くことだけを目的とせず、夢をも叶える企業を目指します！
・多くのステークホルダーと協働し、継続的な社会貢献に努めます！
既存の給排水管を更新するのみにとらわれず、管内の状態を確認し、可能であれば最新の技術
を施し、更生工事を行うことで既存の管を新管同様に蘇らせます。環境負荷を軽減し、クリーンな
水の供給と、排出を持続可能にします。給排水設備を様々な角度から熟考し、改善することで
SDGsへ貢献します。
太陽光発電、蓄電池、LED照明、弊社開発のIOT機器を設置する事で、環境に配慮した住環境作
りを進める。住環境を整備する事で、エネルギーの地産地消を目指し、社会のロールモデルを企
業様にして頂く事で地域住民にもSDGｓの意義を知って貰い、意識付けできるような広域的活動
を目指す。
スタッフ一人ひとりにあった能力開発を考え、誇りとやりがいの持てる働き方を推奨し「すべての
人が活躍のできる働き方の自己実現」に向けて取り組んでおります。また事業を通じたステーク
ホルダーと連携し、地域の課題解決に向け取り組む事で、誰もが憧れ住み続けたいと思える社
会的包摂を実現します。
1962年創業以来清掃や美観の追求にとどまらず、安全・安心・環境に配慮した製品とサービス、
信頼を届けてまいりました。シーバイエスはSDGsの達成と持続可能な社会の実現に向け、リセッ
ターサービス(タイルカーペットの再生サービス)を始めとした様々なソリューションをご提供し続け
ます。
高齢化や人口減少、都市化など急速な社会変化が進む中、誰もが安心して快適に暮らせる社会
が求められています。当社はユニバーサルデザインに考慮した施設の建築など、人に優しい施
設やまちづくりを通じて、健康・快適に暮らせるインクルーシブな社会の実現に貢献していきま
す。
今日、水産業界では水産資源の減少や水域環境の悪化、水産物需要の拡大に伴う漁獲量の増
大など環境、社会、経済における多くの問題が取り巻いております。
当社ではこのような問題に対し、水産業界の一員として『持続可能な水産資源』をスローガンに自
然環境や水産資源の保護に取り組んでいきます。
ユネスコスクールの中学高校とエコスクールの小学校を中心に幼小中高の一貫教育で、SDGｓ
に繋がるテーマ学習を展開している。食料危機と持続可能な農業、持続可能な消費と生産のあ
り方、海洋などの環境保全、地域活性化と被災地支援など、身近なテーマから子どもの主体性を
大切に取り組んでいる。

3,5,11

11,12,13

3,8,15

8,11,12

11,12,13

8,11,17

6,7,14

7,8,11

8,11,17

4,8,12

3,8,11

12,14,17

2,12,14

54

3

特定非営利活動法人 しょうなんこくさいあか 〒251-0052
湘南国際アカデミー でみー
神奈川県藤沢市藤沢３８番地

55

3

特定非営利活動法人 しょうなんしょくいくら
湘南食育ラボ
ぼ

56

3

〒232-0071
新栄重機土木株式会 しんえいじゅうきどぼ
横浜市南区永田北３丁目４０番１
社
く
２号

57

3

株式会社神鋼環境ソ しんこうかんきょうそ
リューション
りゅーしょん

58

3

NPO法人studio FLAT すたじおふらっと

59

3

住友林業株式会社

すみともりんぎょう

60

3

株式会社スリーハイ

すりーはい

61

3

ゼニス羽田株式会社 ぜにすはねだ

〒102-0083
東京都千代田区麹町5-7-2

62

3

全国共済神奈川県生 ぜんこくきょうさいか
活協同組合
ながわけん

〒231-0014
横浜市中区常盤町5-60

63

3

株式会社ダイドーフォ
だいどーふぉわーど
ワード

〒101-8619
東京都千代田区外神田 3-1-16

64

3

太平電機株式会社

たいへいでんき

65

3

大和リース株式会社

66

3

株式会社WB

67

3

〒221-0045
NPO法人ダンスライフ だんすらいふこみゅに 神奈川県横浜市神奈川区神奈川
コミュニケーションズ けーしょんず
2丁目17番地5号コスモ東神奈川
103

https://dlc.themedia.jp/

68

3

株式会社丹野設備工 たんのせつびこうぎょ 〒259-1141
業所
うしょ
神奈川県伊勢原市上粕屋448-19

http://tanno-sk.co.jp/

0463-93-0662

69

3

宗教法人長谷寺

ちょうこくじ

〒243-0036
神奈川県厚木市長谷１２２８番地
１

http://www.choukokuji.jp/

046-247-7884

70

3

株式会社つかさ

つかさ

〒257－0055
神奈川県秦野市鈴張町2－40

http://www.shobuan.net

0463-68-8555

71

3

株式会社TBM

てぃーびーえむ

〒104-0061
東京都中央区銀座2-7-17-6F

https://tb-m.com/limex/

03-3538-6777

〒251‐0038
神奈川県藤沢市鵠沼松が岡四丁
目１番３２号

https://sia-npo-academy.jp/

0466-41-9177

http://www.shonan-slab.com/aboutus

0466-90-5474

http://www.shinei-j.com

045-712-3535

〒651-0072
231-0014
兵庫県神戸市中央区脇浜町1-4- 神奈川県横浜市中区常磐町2丁 https://www.kobelco-eco.co.jp/
78
目20番地ｳﾞｪﾗﾊｲﾂ関内703号室
〒212-0057
神奈川県川崎市幸区北加瀬211-3コトニアガーデン新川崎
SOUTH棟3F
〒224-0001
神奈川県横浜市都筑区中川１－
４－１ ハウスクエア横浜情報館
３階

(0465)34-7685

https://studioflat2016.wixsite.com/stud
044-200-4664
ioflat

〒224-0023
神奈川県横浜市都筑区東山田442-16

https://sfc.jp/information/society/

045-914-5608

https://www.threehigh.co.jp/

045-590-5561

240-0023
神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井 https://www.zenith-haneda.co.jp
町15-3TS保土ヶ谷ビル4F

045-340-3451

不登校や引きこもりの状態にある若年層に対しての学習機会と教育を提供し、学校復帰や進学・
就労に向けての支援の過程で、シルバー人材が携わる機会を創出することによって、若年層の
社会進出とシルバー人材の活用を目指し、SDGsの理念に基づいた多様性のある人材の育成と
活用を実践しています。
カフェテリアで発生する廃油再利用による収益を社会活動団体に寄付、生涯にわたり健康的な
生活を送るための、食の安全教育・啓発（教育機関・有識者との協働）、有機栽培生産者への援
農を実施。地産地消食材使用によるフードマイレージ軽減など、地域に根差したSDGS活動に取
り組んでいます。
女性の活躍やライフワークバランスを尊重するために建設業界では珍しいとされる育児休暇の
取得やリフレッシュ休暇などを取り入れています。そして地域貢献の一環として地元の中学校とタ
イアップし職場体験を受け入れ将来の人材育成にも力を入れております。
主に下水処理施設の設計・製造・施工及び修理・維持管理業務を通じて、地球環境（大気、水
質、温暖化）の保全に取り組んでいます。扇町水再生センターでは下水処理施設の運転維持管
理業務を実施しており、地域の水質・大気環境を保全すると共に、地域住民ふれあいの場を提供
しています。
私たちはアートが人をつなぎ、障がいあるなしに関わらず特別な呼称などない共に生きる社会を
目指しています。作品の販売を通じたアーティストの経済的自立支援や近隣の高校や地域活動
と連携した作品展示、端材の有効利用など様々な活動の取り組みをＳＤＧｓのゴールをめざし推
進しています。
住友林業グループにとって、環境負荷低減に最も貢献できる分野の一つが、住宅居住時に排出
される温室効果ガスの削減。家庭の一次エネルギー消費量をゼロ以下にするZEH(ネット・ゼロ・
エネルギー・ハウス)を広く普及させる事で気候変動問題への貢献、経済の活性化、環境意識の
浸透を目指します。
工場と住宅が混在する準工業地域でヒーターの製造・販売をするスリーハイ。地域住民の理解を
深めるため2015年より弊社製品のショールーム兼コミュニティカフェとして「カフェ＆ファクトリー
DEN」の運営を開始。本業を通した経済・環境への取り組みに加え、地域とのつながりを大切にし
ています。
「安心のカタチを造る。」という経営理念のもと、昨今の気候変動に伴う極端気象（ゲリラ豪雨等）
や自然災害に対して、強靭性（レジリエンス）及び適応能力の強化を目的とした「浸水対策対応
製品」や「CO2削減製品」などを自治体に提供し、SDGs活動を実践しています。
安心できる保障を届けることで生活基盤の安定と発展に寄与し、青少年育成事業としてスポー
ツ・文化活動への協賛を通じて、立場の弱い子どもたちを応援し、子育て環境の改善に努めると
ともに、行政、メディア、企業との連携し社会貢献に努めることで、ＳＤＧｓの取り組みを実践して
いきます。
当社の製造・小売り部門では、「ダイドーエンゲージメント」を策定し、「品質保証」「製品の安全」
を達成するため取り組んでいます。また、「環境」「社会的責任」「安全衛生健康」の分野において
も同様です。『ダイナシティ』では、地域社会の様々な課題を商業施設として解決を目指していま
す。

4,8,

3,4,15

5,8,11

6,9,13

3,10,11

7,11,13

4,5,11

6,11,13

htttps://www.zenkokukyosai.or.jp/

045-222-3070

http://www.daidoh-forward.com/

0465-49-8111

〒221-0825横浜市神奈川区反町
2丁目15番6号

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

045-322-5055

電子部品事業では最適な部品の提案や供給で、防災、環境、生物、省エネ、などの装置開発を
支援する。またECOひいきプロジェクトではタオル販売から自然保護活動団体や障がい者の支
援、地域の活性を目指し、環境と社会、経済に貢献し、これら両輪で持続可能な世界を目指す。

8,11,15

だいわりーす

〒540-0011
大阪府大阪市中央区農人橋2丁 複数あり
目1番36号

https://www.daiwalease.co.jp/index.htm
l?yclid=YSS.1001001214.EAIaIQobChMI
045-650-5401
NP2u_DB6AIVCz5gCh2tiA9ZEAAYASA

規格建築事業、流通建築リース事業、リーシング・ソリューション事業・環境緑化事業の４つの事
業を複合化しています。システム建築×緑化、商業施設開発×働き方改革など事業を複合化す
ることで「ＳＤＧｓ17目標・１６９ターゲット」の達成を当社社員全員で目指していきます。

3,9,11

だぶるびー

〒259-1131
神奈川県伊勢原市伊勢原１－５
－３

働く環境の改善とし早期育成アカデミーの企画運営で理美容師の早期デビューを支援 ママ美
容師の職場復帰を目的とした教育プログラムを企画運営防腐剤フリー＆石油系界面活性剤フ
リーの商品の製造販売を行い環境に配慮を行っています

12,13,14

250-0872
神奈川県小田原市中里208

0463-92-0108

231-0015
神奈川県横浜市中区尾上町335 横浜第一有楽ビル3階 G
Innovation Hub YOKOHAMA内

コミュニケーションリズム運動（ダンス）プログラムの普及と運動効果で、従業員の健康作りから
高齢者の身体機能改善をサポート。災害時等の関連死予防の為にも「誰にでも出来るちょっとし
た運動支援」認知活動を通じ、楽しみながら年齢・性別を超えた、多様性を認め合う共生社会の
土台作りを目指す。
1 Co2削減への取組み 社用車や建設機器のアイドリングストップを徹底し、環境にやさしく住み
よいまちづくりへ。
2 河川へ安全な水を届ける 下水道の公共下水道化を推進して、安全な水を世界中へ。水・空
気の“あたりまえ”を守り、暮らしやすい社会の実現に貢献します。
「よりよく生ききる事」が長谷寺のビジョンです。そのために３、「すべての人に健康と福祉を」に関
し特に重点を置いています。具体的には、坐禅や写経などの心を見つめ、心が清まる活動を行っ
ています。また寺子屋という同じ趣味を持つ人と切磋琢磨したり、会話を楽しめる活動に取り組ん
でいます。
食品メーカーとして食の安全安心を守り、地場産の野菜や自然調味料を使い健康を意識した商
品の製造。調理品はご注文を受けてから準備をする事によって食品ロスの削減になっています。
レジ袋の有料化、エコバックや保冷バックの持参をお客様に促し持続可能な社会の発展に貢献
しております。
TBMと神奈川県は、県内の自治体・企業・団体をパートナーとして募集する「かながわアップサイ
クルコンソーシアム」を設立。SDGsへの貢献を目指し、石灰石を主原料とした新素材LIMEXの
アップサイクルを通じた循環型のまちづくりを推進しています。

3,10,11

3,11,17

3,11,17

6,11

3,4,8

3,12,14

12,14,17
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232-0033
東亜道路工業株式会
〒106-0032
とうあどうろこうぎょう
神奈川県横浜市南区中村町5社
東京都港区六本木七丁目3番7号
318

73

3

株式会社トップエー
ジェント

とっぷえーじぇんと

74

3

トヨタカローラ神奈川
株式会社

とよたかろーらかなが 〒240-0025
わ
横浜市保土ヶ谷区狩場町６５

75

3

有限会社トライズ

とらいず

76

3

株式会社ナカムラ

77

3

78

社会インフラの構築や運営を担う企業として、地球環境保全や社会的課題、人々のニーズに応
える事業を展開し、「社会のニーズに応える技術開発ため、地域や環境に配慮したSDGｓの取
組」を実施しています。

https://www.toadoro.co.jp/

03-3405-1811

topagent.biz/

045-298-4465

https://www.toyota-corolla.co.jp/

045-714-8111

〒250-0103
神奈川県南足柄市壗下３５１－１

https://i-trys.co.jp

0465-20-7761

なかむら

〒243-0014
神奈川県厚木市旭町2丁目5の8
番地

http://nakamura-web.jp/

046-229-1148

南開工業株式会社

なんかいこうぎょう

〒250-0103
神奈川県南足柄市壗下３５０

http//nankai.co.jp

0465-73-2821

リサイクル技術を活用したマテリアルリサイクルによる産業廃棄物処理を排出事業者へ提案し、
資源の有効活用による環境良化を通じて、社会に貢献します。ヘルスケア事業を通じて、未病改
善や健康へのお役立ちに関する社会貢献を進めていきます。地域活動への積極的な参加で、地
域貢献します。

3,11,12

3

日相建設株式会社

にっそうけんせつ

〒252-0185
神奈川県相模原市緑区日連６３７
番地

http://nisso-kk.com

042-687-2008

持続可能な開発目標）の持続可能な社会をつくるための国際目標に向け、日相建設株式会社
は、神奈川の水源地である地元企業として自然豊かな故郷を後世に残すため、環境に配慮した
工事の推進と地元協力会社と共に地域に根差したSDGs推進を実践してまいります。

11,12,15

79

3

にほんあふりかげん 〒231-0861
日本アフリカ現代美術
だいびじゅつきょうか 横浜市中区元町4-173 オハラ本
協会
い
店1F フルールドリス内

https://africaflower.wixsite.com/daichin
ohana

プリミティブモダンなアフリカンアートで、無機質な日本の日常にイノベーションを！
マラウイおよびサブサハラ・アフリカ地域のアートを日本に紹介し、作品を販売します。芸術を通
して互いに理解し学び合い、現地経済の活性化と、双方のより良い社会の実現を目指します。

1,10,17

80

3

NPO法人日本エコロ
〒248-0016
にほんえころじーあっ
ジーアップサイクル協
神奈川県鎌倉市長谷一丁目11番
ぷさいくるきょうかい
会
11号

http://euaj.org/

080-8042-7768

81

3

株式会社日本工業所 にほんこうぎょうしょ

〒232-0066
横浜市南区六ツ川2-10-13

http://nihon-kogyosyo.co.jp/

045-711-2455

82

3

日本ピーマック株式会
にほんぴーまっく
社

〒243-0213
神奈川県厚木市飯山３１５０

www.pmac.co.jp

046-247-1611

当社は「環境ソリューションプロフェッショナル」という将来像の実現に向けて、省エネルギー空調
機器の製造・販売を進めています。人と地球にやさしい快適空間の創出、高品質な製品の提供
を通し社会的価値を創出していきます。

7,9,12

83

3

ネッツトヨタ神奈川株
式会社

ねっつとよたかなが
わ

〒254-8588
平塚市四之宮４－１８－２９

https://www.netz-kanagawa.jp/

0463-55-3111

自動車販売及び、自動車整備を通じて、より安全でクリーンな地域社会づくりに貢献すると同時
に、お取引いただいている多くのお客様のご協力を得ながら お子様向けの体験ベントを開催、
車の点検売上の一部を緑化募金へ寄付などの活動を通して、持続可能な地域社会づくりに取り
組んでおります。

3,4,15

84

3

株式会社野口食品

のぐちしょくひん

〒230-0053
神奈川県横浜市鶴見区大黒町94

http://www.noguchi-foods.co.jp/

045-506-7880

得意先でのメニューカットによる滞留商品、流通過程で発生する乱箱商品などの「こども食堂」へ
の寄贈を実践しております。また、得意先である保育園様に対して、本社社屋における食育活動
も実施しております。

2,3,7

85

3

野村ホールディングス のむらほーるでぃんぐ 〒103-8011
株式会社
す
東京都中央区日本橋1-9-1

複数あり

https://www.nomuraholdings.com/jp/cs
045-311-1671
r/

事業を通じて気候変動問題や社会課題の解決に資する金融サービスを提供するとともに、SDGs
の達成に向けて取り組みを推進しています。また、「For Future Generations」というテーマの下、
NPO等とパートナーシップを組み、地域のニーズに沿った活動を展開しています。

8,13,17

86

3

株式会社白寿生科学 はくじゅせいかがくけ 〒151-0063
研究所
んきゅうしょ
東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5

複数あり

http://www.hakuju.co.jp/

03-5478-9161

87

3

株式会社林水泳教室

はやしすいえいきょう 〒253-0051
しつ
神奈川県茅ケ崎市若松町12-1

https://hayashi-g.com/

0467-86-6866

88

3

原貿易株式会社

はらぼうえき

〒221-0841
神奈川県横浜市神奈川区松本町
4-33-1

http://www.harabo.co.jp/

045-317-2251

89

3

株式会社ハリマビステ
はりまびすてむ
ム

〒220-8116
横浜市西区みなとみらい二丁目２
番１号 横浜ランドマークタワー１６
階

https://www.bstem.co.jp/sdgs/

045-224-3550

〒230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央
4-2-3 プラーズ京急鶴見403

石油系洗剤未使用によるエシカルなクリーニング。生分解の高い洗剤による 海へ の負担の低
減、洗剤の中には危険性が高い化学物質 が入っている洗剤も多数存在します。外国では既に
無香料の 動きをどんどん推進しております。掃除のプロ として洗剤一つ一つ見極めるのが大切
になります。
自動車販売及び、自動車整備を通じて、より安全でクリーンな地域社会づくりに貢献すると同時
に、お取引いただいている多くのお客様のご協力を得ながら お子様向けの体験ベントを開催、
車の点検売上の一部を緑化募金へ寄付などの活動を通して、持続可能な地域社会づくりに取り
組んでおります。
ヘルスケア事業に力を入れ、サプリメント事業と水素事業の２つの柱で健康増進事業を展開して
います。この県西地区から世界に向けて、健康へのお役立ちをさせて頂く事業を展開し、社会貢
献をしていく。
環境に配慮した機能性塗料を積極的に活用している。特に、遮熱効果や断熱効果を推奨した施
工をして塗装工事を通じてＳＤＧｓに取り組んでいます。
また、外国人研修生を受け入れによるＳＤＧｓの取り組みを実践しています。

紙袋、プラスチック製コーヒー豆袋、チョコレートの箱などから財布、名刺入れ、手帳型スマホカ
バーなどの実用小物を作成（アップサイクル ）する事で、紙ゴミ、プラごみを減らす活動を行って
います。上記、アップサイクル技術を普及させる為、認定講師育成、ワークショップを開催してい
ます。
地元小中学校のトイレ改修工事や地域住民宅の漏水修繕工事などを通じて、安全な水やトイレ
を供給し、長く住み続けられる街づくりに貢献しています。
また、工事における廃棄物の管理や会社周辺の清掃活動など、環境への配慮にも取り組んでい
ます。

大正１４年の創業から「ゆとりある精神・バランスの摂れた食事・適度な運動」を軸とする三位一
体の考えを普及し心身全体を健康状態に近づけると共に、血液の流れに着目し「電位治療器ヘ
ルストロン」を開発。全国約450店舗1日当たり延べ7万人の来店者の地域コミュニティの場とも
なっている。
総合スポーツクラブやスポーツ教室等の事業を通して、地域の皆様の健康づくりと子ども達の健
全な成長のお手伝いに取り組んでいます。仲間づくりの場となるサードプレイスのご提供、社員
による野菜作りや海岸清掃等、ひとを元気に笑顔へ導くことで生まれる未来のまちづくりと社会
課題解決を推進します。
SDGsやリユーストナーカートリッジの自社ホームページでの紹介、啓発リーフレットの作成・配
布、プレスリリースやDMでの情報発信、リユーストナーカートリッジの販売を取り組んでいます。
事業を通じて自社でけではなく、中小企業や個人事業主のSDGｓへの取組み支援をしたいと考え
ています。
ハリマビステムは、経営理念と基本方針の下にＳＤＧｓに取組んでいます。当社では、長年進め
てきた事業活動を通じ、４つのカテゴリー「事業活動」「人材採用と育成」「地域社会」「地球環境」
を設定し、社会課題の解決に繋がる取組みを全社員があらゆるステークホルダーと共に継続し
て実行します。

9,11,12

3,6,14

3,4,15

3,8,

7,8,11

4,8,12

6,8,11

3,8,11

3,11,14

12,13,14

3,8,11

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜二
丁目３番地１２

https://www.paltek.co.jp

045-477-2000

私たちは半導体販売や設計・製造受託事業で培ってきた知見をもとに、「多様な存在との共生」と
いう理念を具現化する商品・サービスを展開しています。既存事業に加え、紙緩衝材梱包システ
ムによる脱プラスチックの推進などの新規事業により、さらに経済・社会・環境の各側面に貢献し
てまいります。

7,9,14

万生マーケティング合 ばんせいまーけてぃ
同会社
んぐ

〒230-0062
横浜市鶴見区豊岡町18-9 エミネ
ンス日建ビル4F

http://www.bansei-marketing.com/

045-530-6399

当社主製品である植物抽出エキス「万生」、社会課題である「環境負荷軽減」「食品フードロス」
「健康経営」「働き方改革」の一助となり、自然に寄り添う室内環境創りの大切さを伝えています。
つくる責任を果たし、室内空気質の重要性について啓蒙啓発に取り組んで参ります。

3,12,14

3

株式会社ヒューコン

〒220-0041
神奈川県横浜市西区戸部本町
45-1 ながせビル3F

http://www.hucon.co.jp

045-624-9127

ステンレス スチールベルトは使用後のリサイクル率が非常に高く、Co2の削減が可能で環境負
荷が低い製品であります。当社はステンレス スチールベルトの販売を通してSDGsに積極的に
取り組むことで目標達成に貢献し、地球及び企業の持続的成長を目指します。

8,13,15

93

3

〒254-0018
NPO法人平塚のら猫 ひらつかのらねこをへ
神奈川県平塚市東真土２丁目１３
を減らす会
らすかい
番２４号マーカスヒル湘南５０５

https://www.hiraneko.com

平成２３年度より実施している神奈川県平塚市との協働事業「地域猫」活動を通して猫トラブルを
080-5901-7746 人の問題として捉え、猫好き・嫌いな人・無関心の人などの地域住民との話合いを通じ、地区コ
ミュニケーションを再構築し、人にも猫にも優しい「まちづくり」を目指します。

94

3

有限会社ヒロ建築設
計工房

ひろけんちくせっけい 〒231-0002
こうぼう
横浜市中区海岸通3-12-1

http://hiroadf.co.jp/

045-224-6325

95

3

株式会社ヒンジス

ひんじす

〒245-0061
横浜市戸塚区汲沢１－３－２

http://hinges.jp/sdgs

045-864-2246

96

3

フィード・ワン株式会社 ふぃーどわん

〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町
2丁目23番2号

http://www.feed-one.co.jp/

045-311-2300

97

3

〒243-0014
フェリタス社会保険労 ふぇりたすしゃかいほ
神奈川県厚木市旭町1-22-20ハ
務士法人
けんろうむしほうじん
ラダ旭町ビル6F

https://www.ishikawa-sk.com
https://www.kanagawachuo.com/

046-230-6861

「誰もが活躍できる社会の実現」を目指し、中小企業の雇用環境の向上、障がい者に対する福祉
サービスの案内を行っています。また、環境に配慮した取り組みとして、ペーパーレス化の推進、
デジタルデータ化の推進を行っています。

1,8,12

98

3

〒252-0206
富士ホールディングス
ふじほーるでぃんぐす 神奈川県相模原市中央区淵野辺
株式会社（FUJIOH）
2-1-9

http://www.fujioh.com

042-753-1001

弊社コーポレートブランド「FUJIOH」は、「空気を変え、環境を変え、明日を豊かに変えていく」を
Visionに掲げ、法定基準よりも厳しい管理下での排水処理等の環境に配慮した生産や、環境負
荷低減に繋がるレンジフードの開発・販売など、SDGs達成にリンクする取組みを進めています。

6,13,14

99

3

ブックオフグループ
ぶっくおふぐるーぷ
ホールディングス株式
ほーるでぃんぐす
会社

〒252-0344
神奈川県相模原市南区古淵214-20

https://www.bookoffgroup.co.jp/csr/so
042-769-1513
ciety.html

100

3

株式会社ブルーコン
パス

〒220-0023
神奈川県横浜市西区平沼1-40-1
嶋森ビル８階

https://bluecompass.co.jp/

101

3

株式会社フルールドリ
ふるーるどりす
ス

〒231-0861
横浜市中区元町4-173 オハラ本
店1F

http://fleurdelys.main.jp

102

3

株式会社豊和

〒223-0053
神奈川県横浜市港北区綱島西1
丁目４－１３

https://howa-toc.co.jp/

103

3

ポポロプラント株式会
ぽぽろぷらんと
社

〒211-0004
神奈川県川崎市中原区新丸子東
2丁目908番地4

https://www.poporo.co.jp

104

3

まつしたこうのすけき
公益財団法人松下幸
ねんこころざしざいだ 〒253-0033
之助記念志財団松下
んまつしたせいけい 神奈川県茅ケ崎市汐見台5-25
政経塾
じゅく

105

3

有限会社マルニ商店 まるにしょうてん

106

3

丸八空調工業株式会 まるはちくうちょうこう 〒238-0024
社
ぎょう
神奈川県横須賀市大矢部2-9-18

107

3

株式会社宮前調剤薬 みやまえちょうざい
局
やっきょく

90

3

株式会社パルテック

91

3

92

ぱるてっく

ひゅーこん

ぶるーこんぱす

ほうわ

〒220-0072
横浜市西区浅間町3-174-1

〒216-0002
神奈川県川崎市宮前区東有馬３
－５－２８

建築業界の大きな課題である人材確保・人材育成に焦点を当て、業界未経験者を採用し、将来
建築士として独り立ちできるよう支援しております。
またSDGsの観点から老朽化マンションの急増という社会課題の解決に取り組んでおり、セミナー
や試験を実施し、持続的な経済成長に貢献しております。
神奈川県が開発した「かながわ鶏」の養鶏をきっかけに自社で地鶏を開発し、生産から販売まで
６次産業を行っています。地鶏という地産品が生まれることで、訪日外国人に地域を知ってもら
い、新規就農者を促します。また廃棄食料をエサに活用し、地域の子供たちの食育にも役立てて
います。
フィード・ワンの使命は「おいしさのみなもと」である飼料から食の安心・安全を支え、世界の食文
化に貢献することです。食品副産物・残渣の飼料化やクロマグロの完全養殖などの資源循環型
社会に貢献する飼料事業を主として、これからもみなさまと共に社会の持続的発展に取り組んで
まいります。

当社グループの主体事業であるリユースは、すでに「捨てるものを減らす」「使えるものの寿命を
伸ばす」という「価値ある行動」に繋がっています。「サーキュラーエコノミー」へとつながるプラット
フォームを持つ企業として、事業活動を通じて持続可能な環境や社会の構築に貢献してまいりま
す。
女性専用コワーキングスペース及び女子専用学習塾を運営。多様なライフスタイルの女性が働
きがいのある仕事を選ぶため起業をはじめ様々な活動の支援を実施。学習塾においては安全な
045-532-4192
環境の下、女子生徒が地域で活動する女性との対話を通じ主体的に自身のキャリアを構築でき
るよう指導を行っている。
「花で世界をしあわせに」をモットーに、すべてのひとが自分らしくしあわせに暮らせる社会を目指
info@fleurdelys.m します。◆ただ美しいだけじゃない、廃棄しないフラワーレンタルサービス「一期一花」で、フラ
ain.jp
ワーロスを減らす◆かながわ県産ヒノキ間伐材を使ったフラワーアレンジ「森のケーキ」で、森を
守る
中小企業を対象に、IT機器をはじめとしたオフィス環境の整備やテレワーク環境構築支援によ
り、様々な環境の人がそれぞれの都合に合わせて働ける場づくりの支援をしています。また、自
045-540-7188
社においてもモバイル端末を使いテレワークを推奨し、Web会議や直行直帰などの働き改革の
取り組みをしています。
当社は創業以来50年以上、建物やプラント設備の耐震設計・構造設計、豪雨・土砂災害に強い
インフラ設備の設計・長寿命化、ガス・電力・風力・太陽光発電、スマートエネルギー設備の設計・
044-750-7013
製作を通して強靱なインフラ構築、産業化の促進を図って参りました。今後も益々SDGsに取組ん
で参ります！

https://www.mskj.or.jp/

0467-85-5813

https://www.marunishoten.co.jp/

045-311-5648

https://www.maruhatikuutyou.jp

046-834-6770

http://www.miyamaeph.co.jp/index.html

044-854-9318

SDGｓの各テーマに取り組む塾生の研究・研修を通じた人材育成、SDGｓの取組を考える社会
フォーラムの開催等を実施している他、自治体の首長等を務めている卒塾生がそれぞれの地域
においてSDGｓを活かしたまちづくりに取り組んでいる。
小学生の子どもたちへの環境教育の場の提供、年代に応じて様々な観点から環境学習に触れ、
正しい環境意識を醸成する機会を創出することから、未来の環境事業に関わる人材を養成する
ことを目的とします。正しい環境意識を醸成して、未来の「環境仕事人」を養成するプログラムで
す。
『ＧＦ－０８』は温暖化係数が低く、省エネ効果が高い、国内で唯一特許が認められた自然冷媒で
す。私達はこの優れた性能と、長年培った施工技術を仲間と共に広く世間の皆様に知ってもらい
たい思っています。ご興味のある方は是非ご相談下さい。ホームページに導入事例、施工実績を
掲載しています。
薬を有効かつ安全に使えるよう、一人ひとりに合った最適な服薬サポートを行っています。また
安心して過ごせるよう、他職種と連携をとり自宅での服薬を支援する等、地域に根差したSDGｓの
取組を行っています。

3,11

4,8,11

12,8,4

12,15,9

8,12,17

4,5,8

12,13,15

7,8,12

7,9,11

4,8,11

4,12,17

7,9,13

3,11,12

〒221-0856
横浜市神奈川区三ツ沢上町22-1

仏教の目指すものは『私達の暮らす地球をよくしてゆく、そのために自分できることを行ってゆく』
ことにあります。地球温暖化STOPのため、ひとりひとりの『ライフスタイルを変えることから始めよ
う』をモットーに、国内外で教育、環境美化等の実践を踏まえたSDGｓの普及啓発活動を行ってい
ます。
『食を通じて社会貢献』を経営理念に様々な食に関することや健康に配慮して働きやすい環境を
目指しております。オーガニック食品の展開し自社工場や自社農場も有機認証も取得しておりま
す。食品ロス問題や環境問題やCO₂削減などに対してSDGsを積極的に取り組みを実践し強化し
ていきます。

http://myoshinji.jp/index.html

045-321-7690

https://yakuryo.co.jp/

045-872-5960

https://about.yahoo.co.jp/csr/

03-6898-5137

Yahoo! JAPANの持つ発信力を使って消費者に持続可能な社会実現のための気づきを与え、
アクションにつなげてもらえるような事業を行なっています。

11,12,14

〒242-0017
神奈川県大和市大和東3-1-3-2
Ｆ

https://yamato-jc.com/

046-263-2691

地域の人材育成、ネットワークづくりを通じて、企業・団体と協働して住み続けられるまちづくり・
地元の活性化を推進しています。多様性社会を啓発するイベントや青少年育成事業を行ったり、
ゴミと認識されるプルタブを学校や地域協力団体の協力を得て回収し車いすに変えてゴミの削減
をしています。

3,11,17

〒243-0405
海老名市国分南一丁目27番28号

https://www.navida.ne.jp/snavi/100487
046-235-6069
_1.html

災害時や人が集まる屋外イベントで車いす利用者や高齢者など、身体の不自由な方がトイレの
心配なくすごせるよう、公道を走行できる障がい者用トイレ「福祉バイオトイレカー」を設置し、トイ
レ支援活動を行っています。

3,6,10

http://www.yumecomi.net/

045-342-7879

社会参加に焦点をあてた「連続講座の開催」、地域子育て支援「親と子のつどいの広場」、「子ど
も食堂」など、あらゆる世代の人たちが集い交流する場をコーディネートしています。地域の人た
ちが仲間づくりの機会をもち、ボランティア・社会貢献に関われるよう、地域に根差したSDGｓに取
り組みます。

3,11,17

https://yokota0141rose.wixsite.com/et
0463-91-6080
hical

化学農薬、化学肥料、除草剤を使わずに環境や人体にも優しい農産物の生産を行う。流通に関
しても生産コストに見合う価格を提示し、価格の維持、品質の低下をさける。無農薬栽培の普及・
教育を幅広く行う。

1,12,17

https://ange-nursery.jp/

045-360-0611

認可保育園として未来が主役である子ども達に安心安全を繋ぐため、「保育、教育、福祉、養護、
責任」をゴールに掲げ、子ども達が堂々と胸を張り、夢に向かって走り続けられる様、良き未来へ
責任ある約束活動を行い寄り添いながら子ども達と共に寄り添い見守ります。

3,4,12

https://www.fmyokohama.co.jp/

045-224-1000

世界中で大きな話題となっている海洋ゴミなど海の環境問題に着目し、『守ろう！私たちの綺麗
な海』（月～金13:40～）というコーナーで、①汚染の現状②問題解決しようと活動する人々の活動
内容③企業でのさまざまな取り組み などについてゲストをお迎えし紹介していきます。

14

https://ykd.co.jp/

045-534-6468

〒105-8685
254-8601
東京都港区新橋５丁目３６番１１
神奈川県平塚市追分2-1
号

https://www.y-yokohama.com/

0463-35-9831

〒231-8530
神奈川県横浜市中区山下町３３

https://www.yokohama-toyopet.co.jp/

045-224-8800

株式会社横浜ビー・コ よこはまびーこるせ
ルセアーズ
あーず

〒224-0003
横浜市都筑区中川中央1-1-6

https://b-corsairs.com/

045-507-5444

3

特定非営利活動法人
よこはまみらいかん
ヨコハマみらい環境協
きょうきょうぎかい
議会

〒231-0016
神奈川県横浜市中区真砂町4-43
木下商事ビル4F

http//www.npo-y-es.com

045-232-4593

122

3

横浜緑地株式会社

よこはまりょくち

〒235-0033
神奈川県横浜市磯子区杉田4-510

https://www.yokohamaryokuchi.co.jp/

045-771-2242

「はち育」は、公園内でみつばちを飼育し、みつばちの特性を活かした環境学習プログラムを実
施するとともに、採蜜したはちみつによる商品開発等の地域連携の促進や地域振興を図るため
の事業です。

11,13,15

123

3

有限会社吉工

よしこう

〒250-0862
神奈川県小田原市成田９７２ テ
クノランド小田原内

https://www.yoshikoh.co.jp/

0465-38-2020

創業当初より、環境配慮製品の製造で、顧客のリサイクル活動、消費電力削減を通じて環境保
護に貢献をしてきました。当社内でも二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、水使用量等の削減と
自社製品の環境性能の向上を目標に環境負荷の少ない事業活動を実践しております。

7,12,13

124

3

リアルティ株式会社

りあるてぃ

〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町
三丁目３０－１

https://real-group.jp/

045-620-3380

125

3

株式会社リフレックス りふれっくす

〒239－0836
神奈川県横須賀市内川２－５－５
０

http://www.refulex.co.jp

046-833-0700

108

3

本門佛立宗妙深寺

みょうしんじ

109

3

薬糧開発株式会社

やくりょうかいはつ

110

3

ヤフー株式会社

やふー

111

3

一般社団法人大和青 やまとせいねんかい
年会議所
ぎしょ

112

3

優成サービス株式会
社

ゆうせいさーびす

113

3

NPO法人夢・コミュニ
ティ・ネットワーク

〒235-0021
ゆめこみゅにてぃねっ
神奈川県横浜市磯子区岡村7-6とわーく
8

114

3

横田園芸

よこたえんげい

115

3

〒241-0821
横浜市認可保育所横 よこはまあんじゅほい
神奈川県横浜市旭区二俣川２－
濱あんじゅ保育園
くえん
５８－８

116

3

横浜エフエム放送株
式会社

117

3

〒222-0033
株式会社横浜環境デ よこはまかんきょうで
神奈川県横浜市港北区新横浜3ザイン
ざいん
18-20

118

3

横浜ゴム株式会社

よこはまごむ

119

3

横浜トヨペット株式会
社

よこはまとよぺっと

120

3

121

〒220-6219
神奈川県横浜市西区みなとみら
い二丁目3番5号 クイーンズタ
ワーC 19階
〒102-8282
東京都千代田区紀尾井町1-3 東
京ガーデンテラス紀尾井町紀尾
井タワー

〒254-0005
神奈川県平塚市城所127番地の7

〒220-8110
よこはまえふえむほう
横浜市西区みなとみらい２－２－
そう
１ ランドマークタワー10階

太陽光発電を初期費用０円で提供、設置者の経済負担も軽減。太陽光発電の自家消費による
電気代削減と万が一の災害対策としても活用できます。太陽光発電で発電した電気を再エネ特
定卸で調達、環境価値がある再エネの電気を神奈川県内企業に供給し、県の脱炭素化にも貢
献しています。
当社は、サステナブルな社会実現に向けて中長期な視点を加え、事業拡大とCSRを一体的に推
進するCSR経営を行っています。またCSRスローガン「未来への思いやり」とSDGsを紐づけること
で、事業を通じて社会に貢献していく目的と意義を明確にし、社会価値・企業価値の向上に努め
ています。
自動車販売及び、自動車整備を通じて、より安全でクリーンな地域社会づくりに貢献すると同時
に、お取引いただいている多くのお客様のご協力を得ながら お子様向けの体験ベントを開催、
車の点検売上の一部を緑化募金へ寄付などの活動を通して、持続可能な地域社会づくりに取り
組んでおります。
地域に根ざしたプロバスケットボールチームとしてSDGｓの目標達成を目指しています。プロス
ポーツチームだからこそ出来る健康や教育、街づくりを行ってまいります。横浜ビー・コルセアー
ズに関わっていただける方々と共にSDGｓの推進、スポーツの楽しさなどを発信し活動してまいり
ます。
中小組織向け環境マネジメントシステム「KES審査登録事業」を通し、環境負荷低減だけでなく環
境改善と経営革新が両立できる環境経営の取組みへと導き、また社会・地域との共生の機会を
提供してます。また、SDGsへの展開において主に環境に関する課題の取組み推進の支援を実
施しております。

リアルティ株式会社は、環境に配慮した中古住宅再生事業・街づくり新築分譲事業、地域のコ
ミュニティ活動を通じ、地域社会の活性化と不動産流通市場の活性化を持続的に発展させる事
を目指します。また、人材採用・育成等による社会貢献を通じ、持続可能な世界を実現する為の
活動を推進して参ります。
当社は環境問題と常に向き合い、資源循環リサイクル事業に取り組んでいます。引き続き、あら
ゆる廃棄物の資源化の実現を目指していきます。また、環境修復・浄化事業にも積極的に取り組
みます。
環境エキスパートとして、社会の幸福に貢献するSDGｓの取り組みを実践していきます。
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〒221-0021
横浜市神奈川区子安通3-347-16
プレシス横濱新子安215号

https://wiselabo-yokohama.com/

045-594-8759

金融に関わるリテラシーの向上と企業のリスクコンサルティングを横浜市の企業に提供している
地域密着型の保険代理店です。サービスの提供及びマネジメントを女性が中心となって実施して
います。女性の活躍推進を積極的に行い環境を整えるなどして、持続可能な社会の実現に貢献
できるよう努めています。
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