
期 企業名 ふりがな 所在地 県内事業所 HP 電話番号 ＳＤＧｓ事業の概要 登録期間中(2020年４月～2022年４月)のＳＤＧｓ取組内容
ゴール

（３つまで）

1 3 有限会社青木製作所 あおきせいさくしょ
神奈川県相模原市中央区田名
3340-3

http://www.aoki-seisaku.com/ 042-761-1396 環境、社会を意識製品作りへの取組み。
材料の購入からの廃棄までSDGsを意識した製造活動を行っています。
従業員への社会問題の教育や安定した雇用も目指しています。

７，８，１２

2 3 株式会社　アグサ あぐさ 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。

この2年間、ＳＤＧｓに関する新たな取組はできませんでしたが、質の高い教育を提供する林間教育
施設での教育事業は、参加者の健康管理対策を講じて継続しました。　　　　　　　「未病の改善」に
資する温泉事業も、心と身体の健康維持を促進する取り組みとして継続してきました。

3，4，15

3 3 株式会社アコック あこっく
神奈川県相模原市緑区橋本6丁
目27番7号

https://www.akoc.co.jp 042-770-2001
経済・社会・環境の三側面に配慮した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、顧客満足度の向上に努めています。

工事原価改善、原材料の地元調達、地元企業への優先発注、高品質な工事の提供、防災協定によ
る活動、ボランティア活動参加による都市・地域コミュニティ発展の支援、ISO14000sを活用した環境
負荷の低減、CO2・工事排水の抑制、プラスチックごみの削減、工事用照明のLED化

8，11，12

4 3
株式会社あさひハウジ
ングセンター

あさひはうじんぐせん
たー

神奈川県横浜市西区南軽井沢5-
1

https://www.asahi-housing.co.jp/csr/ 045-312-5050
省エネ住宅の供給によるエネルギー消費削減と住まい環境の安全を促進、及びインフルエンザ予防
接種や資格支援を行い、社員の健康と教育に取り組んでいます。

トップランナー基準住宅の供給や国産木材・高断熱材使用によりCO₂と消費エネルギーを削減し、住
宅にかかる生活コストを抑えています。毎年のインフルエンザワクチン接種の継続、毎日の体温報
告及び月2回のPCR検査を実施し、社員の健康維持やいち早く感染確認ができる体制を整えていま
す。

3,11,13

5 3
公益社団法人厚木青
年会議所

あつぎせいねんかい
ぎしょ

神奈川県厚木市栄町１丁目１６−
１５ 厚木商工会議所 4F

http://atsugi-jc.com/ 046-224-8716 （調整中）

6 3
アロマクエスト株式会
社

あろまえくすと
神奈川県横浜市戸塚区下倉田町
1611-7-910

http://www.aromaquest.jp/ 045-410-9035

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。

●禅心香を通してのSDGsの取り組み
●再生プラスチックを利用した新規開発・販売
●DVまんがのHPへの掲載および商品購入者への配布（福祉子どもみらい局）
●里親制度の普及啓発冊子のHPへの掲載および商品購入者への配布（福祉子どもみらい局）

3，12，15

7 3
あんしん住宅ネット株
式会社

あんしんじゅうたくねっ
と

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

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。

あんしん住宅ネット株式会社は、継続的な不動産の売買仲介・販売・販売受託等の事業活動を通
じ、地域社会・不動産流通市場の活性化促進活動を行いました。
また、登録期間中のみならず将来に向けても、人材採用・育成を継続的に行い、持続可能な世界を
実現する為の活動を推進してまいります。

3，11，12

8 3
イースタン技研株式会
社

いーすたんぎけん 神奈川県大和市福田6-9-21 https://www.eastern-tech.co.jp/ 046-269-9911

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、事業活動を
通じた環境保全活動を積極的に推進。また、社会貢献活動による調和と共生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の取組を実践す
る。

SDGｓ達成へ企業として積極的に取組む姿勢を社内、社外に向け周知。金融機関との連携により、
SDGｓ達成に取り組む団体への寄付。再利用可能な部材を使用した産業用フィルター「サイクラー」
や、強酸、強アルカリ物質の使用抑制が期待できる「サビーナ」の契約数増加を展示会等を利用し
て促進。

6,7,8

9 3
株式会社　生駒化学
工業

いこまかがくこうぎょう
神奈川県横浜市戸塚区平戸町
559-6

http://www.ikomakk.co.jp/ 045-822-7739
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。また自社製品の将来的
な循環利用のため、使用済みプラスチック再資源化事業に資本参加しています。

（1）CLOMAへの入会（2020年9月）
（2）アールプラスジャパン（使用済みプラスチック再資源化事業）への資本参加（2021年11月）
（3）「プラスチック資源循環戦略」に則った商品開発（～2030年）
　①リユース、リサイクル可能なデザイン　②環境配慮素材の採用と減量化

12，13，14

10 3 株式会社イソダ いそだ 神奈川県鎌倉市腰越4丁目9-7 http://www.isoda.co.jp/ 0467-31-9246
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を造り続けている。

モデルハウスを教室として、建築を学んでいる大学生への見学会、及び『地球と暮らしを守る未来型
住宅』の講座を地域の小中学生に環境教育として実施。
ゼロエネ住宅は暖かく静かで健康的であり、無料で体感宿泊も実施している。

7，12，15

11 3 有限会社井定工務店 いのさだこうむてん
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町
3418-1

https://www.inosada.co.jp/ 045-392-6169
建設資材のリサイクル、環境配慮型資材の活用、国産資材の活用により限られた資源の保護に努
めていきます。　建設業界の働きやすい環境を整えるべく有給休暇取得促進や4週8休を進めており
ます。

環境配慮型の資材を活用や輸入合板の仕様を軽減しCO2の削減をいたしました。各社様に出向き
資格支援のサポートを積極的に行い建設業の発展に務めました。廃棄建設資材に関しましてはバイ
オマス燃料の生産に協力しCO2の削減いたしました。

7,8,11

12 3
イマジネーション株式
会社

いまじねーしょん
神奈川県横浜市中区山下町70-
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有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。

障がい者、シニア、難病等の雇用創造による地方創生 3，8，9

13 3
ウエインズトヨタ神奈
川株式会社

うえいんずとよたかな
がわ

神奈川県横浜市中区山下町33番
地

https://www.weins-toyota-
kanagawa.co.jp/

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に協力を得ながらお子様向けの体験イベントや、車の点検売上の
一部を緑化募金へ寄付などの活動通して、持続可能な地域社会づくりに取り組んでおります。

地域内での交通安全を推進しております。また、川崎フロンターレ様、よこはま動物園ズーラシア様
と協力し、お子様向けの体験イベントを開催することで、SDGsにおける質の高い教育の推進に取り
組んでおります。平成4年より現在まで、寄付を続けております。そのような活動と連携しながら、環
境にやさしいハイブリットカーなどへの買い替えもご提案しております。

3.4.15

14 3
NPO法人エコキャップ
推進協会

えこきゃっぷすいしん
きょうかい

神奈川県横浜市中区山下町162-
1　横浜飛栄ビル402

https://ecocap.or.jp/ 045-900-0294
プラスチックリサイクル技術の革新のより、集めたプラスチックから
良質の再生材を創ることにより、大手メーカーとの共同プロジェクトを
推進しています。

ペットボトルキャプ再生だけでなく、他のプラスチック再生にも
取り組んでいます。

9，12，14

15 3 Ｅｔｈｉｃａｌ　Ｈａｉｒ エシカルヘアー 神奈川県大和市大和南2-1-16 https://www.ethical-hair.jp/ 046-240-6707

①ヘアドネーションによる献髪のみで作った医療用ウィッグを無償提供　②美容室へ行けない方の
為に訪問美容サービスを実践　③ヘアドネーションに共感したお客様の来店を増やし地域活性化
④店舗内で大和市内他事業者商品を販売し地域経済活性化　⑤やまとまちゼミに講師として参加し
地域社会活性化

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
動支援センター

えすでぃーじーずかつ
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/ 0467-53-9309
SDGsの啓蒙普及と情報共有。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。eラーニング事業『SDGs@ビジネス検定講座』の実施。ま
た、SDGsみらい塾を通して、グローバルな視点から問題意識をもてる若者の人材育成。

SDGsフォトコンテスト、産学連携による地方創生・SDGs推進の共同プロジェクトへの寄付、会員のセ
ミナーや講演の紹介 、会員へのSDGs活動インタビュー 、アースデイ鎌倉2021 、『SDGsコミュニ
ケーター養成講座』の開講 、地方の観光協会へのSDGs普及活動

4，12，13

17 3
ＮＥＣネッツエスアイ株
式会社

えぬいーしーねっつえ
すあい

東京都文京区後楽二丁目６番１
号 飯田橋ファーストタワー

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棟）

https://www.nesic.co.jp/ 045-682-4533
当社は安心・安全な社会インフラの構築、働き方改革の促進、グローバルなICT活用の普及、コミュ
ニケーションによるパートナーシップの促進など本業を通じ多くの社会課題解決に貢献しています。

・新型コロナウィルス感染拡大局面において、ニューノーマル対応のＷｅｂ会議サービスを県内各企
業・団体へ展開。　・大型施設での安全・安心なイベント開催に向け、混雑監視等が稼働するプラット
フォームを構築し、実証。　・水害および火山災害対策における常時監視・伝達システムを構築・運
用支援。

8,9,11

18 3 ＮＯＫ株式会社 えぬおーけー
東京都港区芝大門丁目１２番１５
号

神奈川県藤沢市辻堂新町４－３
－１

http://www.nok.co.jp 0466-36-1111

今後もコミュニケーションの進化を促し、SDGsの目標達成を実現する事業活動に挑み続けます。 事業場周辺の地域清掃、海岸清掃への参加により、マイクロプラスチックの海洋汚染防止に努め
た。省エネ施策によって使用電力量の削減を図り、炭酸ガス排出量の低減に努めた。事業場内の社
員食堂での食べ残しを無くすため、従業員への呼びかけをし食品ロス削減に努めた。 12,13,14

19 3
MHIパワーエンジニア
リング

えむえいちあいぱ
わーえんじにありんぐ

神奈川県横浜市中区錦町12番
地

https://power.mhi.com/jp/group/eng/ 045-285-0120

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。

以下3項目について取り組んでいます。
・環境配慮型設計の促進
・かながわ森林再生パートナーへの参画
・社内エコポイント活動(GreenActionの推進

7,13,15

20 3 株式会社折本設備 おりもとせつび
神奈川県相模原市南区御園4-
12-12

https://www.ori.ne.jp/ 042-748-0411
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。

水道水中の切り屑除去排水装置（STOKS）の活用
水道工事の穿孔作業時に設置して排水の中に含まれた鉄粉や鉄くずを回収。
回収した切粉・切断片を専用容器で保管後、金属くずとしてリサイクル処理。
毎年度ごとに収益金を神奈川水資源環境保全・再生基金に寄付(R1・R2・R3)。

6，9，12

21 3 株式会社　甲斐組 かいぐみ 神奈川県平塚市大島1025番地 https://www.kaigumi.group/ 0463-55-8890
積極的に地域貢献活動を行い、その情報発信をすることにより地域活性を図り、企業の価値向上と
社会貢献を目的として取り組んでいます。当社CSR活動「海活性ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」をはじめ、ｽﾎﾟｰﾂ支援や
文化支援、地元支援等を通じてその実現を目指しています。

「海活性ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」では海岸清掃等の定期的な実施や小学校でのｵﾝﾗｲﾝ授業を行い、「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組を持続可能な形で行います。また、子
ども食堂への野菜提供や動画の配信を行い、子ども達の成長の手助けとなる活動を実施していま
す。

4，11，14

22 3 株式会社kainalu かいなる

神奈川県横浜市神奈川区栄町
5-1
横浜クリエーションスクエア14階
株式会社kainalu

https://www.kainalu.top/ 050-3580-7262

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。SDGsの8を実現する
ために、個人と組織のパーパスを意識した人材紹介およびコンサルを提供しております。

医療介護業界を中心とした過酷な労働環境は、人材不足に伴いより一層状況を悪化させておりま
す。弊社では、パーパスマネジメントを活かした自社の高い従業員満足度を他の法人や個人にも提
供するために、日々「幸せのパーパスを全ての人と組織に」というスローガンを掲げサービス提供を
行います。

3,4,8

23 3 カゴメ株式会社 かごめ
愛知県名古屋市中区錦3丁目14
番15号

神奈川県横浜市神奈川区金港町
2-6

https://www.kagome.co.jp/ 03-6667-1771
野菜をとることの大切さや上手な摂り方の情報発信、野菜摂取推進活動の展開。また国内加工用ト
マトの栽培や地産全消の推進、プラスチック使用量の削減の推進等により、「健康寿命の延伸」、
「農業振興・地方創生」、「持続可能な地球環境」に貢献したいと考えております。

同左 12，14，15

かながわＳＤＧｓパートナー（3期）

http://www.aoki-seisaku.com/
http://agusa.jp/
https://www.akoc.co.jp
https://www.asahi-housing.co.jp/csr/
http://atsugi-jc.com/
http://www.aromaquest.jp/
http://www.anshin-jn.co.jp/
https://www.eastern-tech.co.jp/
http://www.ikomakk.co.jp/
http://www.isoda.co.jp/
https://www.inosada.co.jp/
http://www.imagination.co.jp/
https://www.weins-toyota-
https://ecocap.or.jp/
https://www.ethical-hair.jp/
https://sdgs.or.jp/
https://www.nesic.co.jp/
http://www.nok.co.jp
https://power.mhi.com/jp/group/eng/
https://www.ori.ne.jp/
https://www.kaigumi.group/
https://www.kainalu.top/
https://www.kagome.co.jp/


24 3
株式会社　神奈川銀
行

かながわぎんこう
神奈川県横浜市中区長者町9-
166

https://www.kanagawabank.co.jp/ 045-261-2641

当行は地域金融機関として「神奈川銀行SDGｓ宣言」に基づき、持続可能な社会の実現に努めてい
ます。お客さまの多様なニーズに応じた金融仲介機能の発揮、お客さま本位の最適な金融サービス
の提供や地域社会の課題解決への取組みなどにより、地域経済の持続的発展や活性化に貢献し
てまいります。

期間限定で寄付型定期預金を取扱い、預入金額に応じた金額をNPO法人のフードバンクに寄付しま
した。産学連携の一環として、県内の大学と連携し当行のCM動画を制作しました。
創業もしくは第二創業を新たに展開する事業者の方々を対象に、「創業期応援ローン」の取扱いを
開始しました。

8,9,17

25 3
神奈川県小型生コンク
リート協同組合

かながわけんこがた
なまこんくりーときょう
どうくみあい

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町
３ー３５ー１　エヌケイテクノビル4
階

https://kanagawaken-
kogatanamacon.jimdofree.com

045-548-6086

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、名刺等にLIMEX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。

アイドリングストップの励行を促し、名刺の素材にLIMEXを活用し、CO2の排出削減に努めた。組合
組織力を活用し、雇用の拡大を促進した。専任講師を呼び、品質管理、業務の効率化に関する講習
会を開催した。

８，９，１１

26 3 学校法人神奈川大学 かながわだいがく
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
神奈川県内各自治体、産業界、大学等との連携に基づき、SDGsの達成に向けた教育・研究活動を
強化し、それらの活動を通じて地域社会の環境・経済・社会課題を解決する。

「フードドライブ活動」推進を目的とした学生による現地取材、「生理の貧困対策」として賛同企業の
メッセージ等を掲載した生理用品を３キャンパスで無料配布、「留学生支援」として留学生対象の有
償型インターンシップを実施するなどSDGsに資する共助の取り組みを神奈川県と連携して推進。

4，10，17

27 3
神奈川ツルマフーズ
株式会社

かながわつるまふー
ず

神奈川県大和市下鶴間２３０３
番地

https://www.k-tsurumaf.com/ 046-277-6172

・県産食材使用により地域資源の積極的活用を行い、地域経済循環と活性化に貢献　・就労支援施
設に軽作業を依頼し、雇用機会創出　・誰もが活躍できる職場環境を整備　・調達から販売までの輸
送エネルギー削減とCO2排出削減　・食材調達の的確な管理を行い、フードロス削減と廃棄物搬出
削減

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。

2,5,8

28 3
株式会社神奈川保健
事業社

かながわほけんじぎょ
うしゃ

神奈川県横浜市金沢区鳥浜町４
番地１８

http://www.khj.co.jp/index.html 045-772-1431

当社の目的は「保健」にあることから、業務の進め方を見直し、脱炭素社会への移行、資源循環型
社会形成への寄与、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
を重点課題として、社員はそれぞれ個別の事業に取組み、会社全体として、総合的に推進してい
る。

FSCマーク入り商品の購入。太陽光パネルと蓄電池を各事業所へ配置。ペーパーレス化とクラウド
サーバーの活用。社内PCの自社メンテナンス・再利用。リモート活用により燃料削減。スマホ支給に
よりコピー・印刷やFAX減、画像共有、FACETIMEで緊急対応。神奈川県グリーンボンドへの投資。

3，6，12

29 3
社会福祉法人　神奈
川やすらぎ会

しゃかいふくしほうじ
ん　かながわやすらぎ
かい

神奈川県厚木市飯山3425番地 http://www.morinosato.jp 046-248-3888

法人運営の保育園にて太陽光発電装置を設置。社内アプリ活用によるペーパー
レス化。研修等の充実をはかり介護スキルの向上により利用者の満足度アップ。
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、雇用の創出等
循環型社会の構築を目指した取り組みを推進している。

１.太陽光発電の運用継続
2.法人施設全体の照明を順次LEDに転換
3.食材ロスの減少の推進

3，11，12

30 3 株式会社カナコー かなこー
神奈川県相模原市南区麻溝台8
丁目12番5号

https://kanako1960.jp/ 042-746-1221
公共建築物の改良耐震化、長寿命化工事などによる強靭なインフラ、持続可能な都市づくり、使用
電力に太陽光エネルギー活用、地球温暖化、気候変動対策を実施

遺跡発掘支援事業や私設天文台の一般公開により教育機会を提供 4,7,11

31 3 株式会社カネダ かねだ 神奈川県藤沢市鵠沼神明3-9-3 http://eco-kaneda.com/ 0466-25-7785

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

年に2～3回程度の環境出前授業/年齢・性別・経験・学歴問わず従業員募集を行い、現在60歳以上
の従業員は3割、女性従業員3割/新型コロナウィルス感染予防の為、毎年参加しているビーチク
リーン活動や環境フェアなどへの参加は出来ませんでしたが、会社周辺のゴミ拾いなど積極的に
行っています。

10，13，14

32 3 有限会社亀川石材
かめがわせきざいて
ん

神奈川県足柄下郡真鶴町岩
798-12

https://kamegawa.co.jp/sdgs 0465-68-2738

神奈川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お墓（五輪塔）を開発。節材、節水、節電、排気ガス削減から
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。

2020年11月真鶴町コミュニティ真鶴にてSDGsのお墓展開催。2021年12月東京ビックサイトにてエコ
プロ展に出展。

9,12,13

33 3 川崎信用金庫
かわさきしんようきん
こ

神奈川県川崎市川崎区砂子2-
11-1

https://www.kawashin.co.jp 044-222-7581

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、川崎市と共同で事務局
を担う「川崎市SDGsプラットフォーム」を通じて、地域の企業、団体へのSDGsの普及啓発に取り組ん
でいます。

SDGsの達成に向けた取組みを実施する企業、団体を支援する、「川崎市SDGsプラットフォーム」で
は、参加者に向けて、SDGsに関するセミナーの開催や取組事例の共有、参加者間のマッチングな
どを行いました。今後も地域一丸となったSDGsの推進に取り組んでいきます。

8,9,17

34 3 株式会社キクシマ きくしま 横浜市港南区港南台4-39-7 https://www.kikushima.co.jp/sdgs/ 045-833-3663

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、情報発信・技術研修会等を通してお施主様・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。

「キクシマSDGｓ宣言」を発令し、取り組みを「目的」「手段」「CSR」「基金」の4つの柱に大別して各項
目において数値目標を設定しながら達成に向けた事業活動を行い、輝くまちづくり・ひとづくりをけん
引します。第4回Y-SDGｓ認証にてスプリーム（最上位）区分にて認証いただきました。

11,12,17

35 3 学校法人北里研究所 きたさとけんきゅうしょ 東京都港区白金5-9-1
https://www.kitasato-
u.ac.jp/jp/about/activities/SDGs.html

03-3444-6161
北里大学では、「SDGs」の達成に向けて、学生、教職員が一丸となって取り組むとともに、特色ある
教育研究のさらなる推進、地域連携活動を通して社会貢献を続けてまいります。

地元企業と連携・協力協定を締結し、周辺地域に居住している高齢者を対象に、
①フレイル・サルコペニア・軽度認知機能障害などの老年症候群に関する健康講座や体力測定会
の実施、②デイサービスへの運動プログラムの開発と提供、③大学生と地域住民との多世代交流
などを実施している。

3，4，14

36 3
NPO法人CAPかなが
わ

えぬぴーおーほうじん
きゃっぷ

神奈川県横浜市南区宿町２-４０
大和ビル210号

http://cap-kanagawa.org/ 045-730-3325 地方公共団体と連携した公開講座の開講など、各部門で様々な取り組みを行っています。
全ての子ども達が過ごす環境(家庭・児童養護施設・学校・保育園・幼稚園・地域）が、安心・安全を
実感できるように、CAPプログラムを伝える。あらゆる暴力から自分の身を守る為に出来ることを知
り、毎日の生活に生かすことを学ぶ。Yogaの実践でストレスから心と身体を守ることが出来る。

3,5,11

37 3
共同カイテック株式
会社

きょうどうかいてっく
東京都渋谷区恵比寿南1-15-1
Ａ－ＰＬＡＣＥ恵比寿南

神奈川県大和市柳橋4-7-4 https://www.ky-tec.co.jp/ 03-6825-7020

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。

社員のエンゲージメント強化策として、新たに日本フェンシング協会のオフィシャルスポンサー契約を
締結

11，12，13

38 3
株式会社グーン

ぐーん
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町
17-3

http://www.guun.co.jp/ 045-769-2526

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。
廃木材は破砕、チップ化を行いバイオマス発電所の燃料として販売し、廃プラスチックは破砕・選別・
圧縮を行い、フラフと呼ばれる燃料を製造しております。

廃棄物の燃料利用による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。
又、フィリピン国に設立した廃プラリサイクル施設を、技術支援により本格稼働させ
現在ではフラフ燃料を、500t/月以上生産しております。

7,12,13

39 3
株式会社ケイ・システ
ム

けいしすてむ
神奈川県大和市下鶴間2-12-
33-707

http://ksystem.kanagawa.jp/ 046-259-6112

当社が開発したシステム「企業の体重計®」を普及させることにより、SDGsのゴール「つくる責任　つ
かう責任」の達成に向け、これまで目が向けられていなかった産業廃棄物の「見える化」と、廃棄物
データ活用を通じたSDGs経営の普及促進を目指しています。

『企業の体重計®』を利用した企業が、廃棄物管理のデータを活用することで、廃棄物量の削減や、
リサイクル率向上が実現し、CO2削減量が見える化できます。あらゆる廃棄物に関する各種指標
を、サステナビリティレポートやIRレポート等で活用できることにより、SDGs経営促進に貢献します。 12，15，17

40 3 工藤建設株式会社 くどうけんせつ
神奈川県横浜市青葉区新石川4-
33-10

https://www.kudo.co.jp/ 045-911-5300
「積善経営」の考え方に基づき、２０５０年に向けて「安心・安全・快適な住まい」「地域に貢献」「脱炭
素」「3Ｒ・循環型社会」「社員がイキイキと活躍する職場」の５つの具体的なテーマに取り組むことで、
「将来にわたって活力ある神奈川」の実現に貢献していきます。

➀BCP対策としての備蓄食料を、消費期限前に海外の食糧難に苦しむ方々に届けるプロジェクトに
参加し、貧困対策に貢献した。②グリーン電力を活用して、横浜ビーコルセアーズが横浜国際プー
ルで行った１試合分の電力を提供した。③神奈川県「森林再生パートナー事業」に協力した。

8，11，12

41 3 株式会社クラタ くらた
神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢
町365番地

https://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、全世界的に進むEV車をベースにした特殊車両製造を
開始しており今後積極的に取り組みをしていきます。

SDGsについて社員研修会の中で毎回説明を行い社員の認識を深めました。
また、我々が身近にできる取り組みとして分別の細分化を行いました。
今後増加すると考えられるEV車の特殊車両製造方法の検討に積極的に取り組みました。

9，11，12

42 3
株式会社ケイ・システ
ム

けいしすてむ
神奈川県大和市下鶴間2-12-33-
707

http://ksystem.kanagawa.jp/ 046-259-6112
当社が開発したシステム「企業の体重計®」を普及させることにより、SDGsのゴール「つくる責任　つ
かう責任」の達成に向け、これまで目が向けられていなかった産業廃棄物の「見える化」と、廃棄物
データ活用を通じたSDGs経営の普及促進を目指しています。

『企業の体重計®』を利用した企業が、廃棄物管理のデータを活用することで、廃棄物量の削減や、
リサイクル率向上が実現し、CO2削減量が見える化できます。あらゆる廃棄物に関する各種指標
を、サステナビリティレポートやIRレポート等で活用できることにより、SDGs経営促進に貢献します。

12，15，17

43 3 株式会社京浜 けいひん
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

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。

登録期間中に、首都圏エリアの大型建設プロジェクトの6現場において「搬送システム」を導入し、経
済・社会・環境の三側面の統合的な取り組みを行いました。また、今年度から新たに大型プロジェク
トの解体工事等に於いて、環境面に配慮した「アスベスト搬送」を提案し実施しております。

5，11，12

44 3 株式会社研空社 けんくうしゃ
神奈川県川崎市多摩区宿河原１
－２０－１１

http://www.kenk.jp 044-455-7171

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
設計を提案、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。

２０２１年１月には川崎ブレイブサンダース主催ＳＤＧｓフォーラムに参加させて頂き川崎市の中小建
設企業として講演をさせて頂きました。又、同年４月には「かわさきＳＤＧｓパートナー」に認証登録を
させて頂きました。引続き新たな機会を大切にして積極的に行動しＳＤＧｓへの理解を深めて参りま
す。

5,13,17

45 3 株式会社　小池設備 こいけせつび
神奈川県相模原市南区西大沼
1-18-2

http://koikesetsubi.com/ 042-754-8181

・私達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！

＊水廻り工事を通じて、お客様の「困った！」を解決し安心、快適な暮らしをご提供。思わぬ高額請
求や業者トラブル等に悩む方へ水回りコンシェルジュとして注意喚起や情報提供を行った。
＊ステークホルダーと協働し社員へ働き方・生活情報提供やセミナーの開催を行い啓発活動を行っ
た。

8,11,17

46 3 株式会社コウセイ こうせい
神奈川県横浜市戸塚区上倉田
町1577-2

https://www.kousei9232.co.jp/ 045-862-3840

世の中にすでに設置されている水道の給水管・排水管を取り換えて新しいものにするのではなく、状
態を見て可能であれば管内の汚れの除去と最新の加工技術を施すことで衛生的で耐久性も高める
更生工事を行い、水の供給・排出を持続可能なものとしています。

更生工事という延命工法の周知啓発を行いました。パートナー連携企業様の管理物件で更生工事
を施工し、SDGs事業への貢献を図りました。ユニフォームのリサイクル活動を始めました。服から服
をつくる「BRING」のリサイクルシステムを利用し、「つくる責任つかう責任」の達成を目指しています。 6,12,14

47 3  株式会社サンエー さんえー 神奈川県横須賀市三春町4-1-10 https://sanei-e.com/ 046-828-3351

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。

「スカエネ」という0円ソーラーという太陽光発電でCO2の削減を目指すとともに地球温暖化対策にも
役立つ、かつまずは地元横須賀の皆さまに再生可能エネルギーを使い放題して頂くプランを作り、
三浦半島を再エネ化のモデル地域になるよう、日々努めました。

7，11，13

https://www.kanagawabank.co.jp/
https://kanagawaken-
https://www.kanagawa-u.ac.jp/
https://www.k-tsurumaf.com/
http://www.khj.co.jp/index.html
http://www.morinosato.jp
https://kanako1960.jp/
http://eco-kaneda.com/
https://kamegawa.co.jp/sdgs
https://www.kawashin.co.jp
https://www.kikushima.co.jp/sdgs/
https://www.kitasato-
http://cap-kanagawa.org/
https://www.ky-tec.co.jp/
http://www.guun.co.jp/
http://ksystem.kanagawa.jp/
https://www.kudo.co.jp/
https://kurata-co.jp
http://ksystem.kanagawa.jp/
http://www.keihin-g.com
http://www.kenk.jp
http://koikesetsubi.com/
https://www.kousei9232.co.jp/
https://sanei-e.com/


48 3
株式会社ＣＴＫホール
ディングス

しーてぃーけーほーる
でぃんぐす

神奈川県茅ケ崎市香川６－２６－
１３

https://ctk-hd.co.jp 0467-26-4670 （調整中）

49 3 シーバイエス株式会社 しーばいえす 神奈川県横浜市中区山下町２２ https://cxs.co.jp/ 045-640-2251
安心・安全・快適な環境を提供する感染症対策製品サービスの開発。脱プラ・CO2削減に寄与する、
新パッケージや高濃度化製品の開発。廃棄されてしまうタイルカーペットの再生洗浄サービス「リ
セッターサービス」等、環境負荷低減・SDGｓ貢献に繋がる、製品開発サービス提案を行っています。

社内にSDGｓ推進室を設置。社外には積極的な対外発信を行い、学校（大学・専門学校・中学校）や
企業・団体と連携、勉強会など実施。社内では、SDGｓメルマガ配信やＥラーニングを活用し社員へ
SDGｓ浸透を図る。全試験で満点取得者へSDGｓバッジを配布。現時点約2/3の社員が合格。

3,9,12

50 3 清水建設株式会社 しみずけんせつ 東京都中央区京橋2-16-1 https://www.shimz.co.jp/ 03-3561-1111

人々が豊かさと幸福を実感できる社会，未来に希望をもてる持続可能な社会，SDGsの目指す社会
をお客様と共に実現していきます。建設業の枠を超え，幅広い事業を行うシミズグループの様々な
技術とノウハウを結集し，お客様や利用者一人ひとりの満足につながる新しい価値を創造していき
ます。

仮設事務所・現場仮囲周辺における夜間照明への太陽光充電式照明の活用をはじめ，神奈川県と
ブックオフコーポレーションが運営する寄付プログラム「かながわキンタロウ☆ブックキフ」やNPO法
人TABLE FOR TWO主催の「おにぎりアクション」などの各種社会貢献活動に参加しています。

3,8,11

51 3 株式会社城ヶ島水産 じょうがしますいさん
神奈川県三浦市三崎町城ヶ島
658番地8

https://www.jogashima.co.jp/ 046-881-3202

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。

期間中主な弊社の取組は、自然冷媒を使用した冷凍倉庫の建設や太陽光パネルの設置、既存設
備をLEDライトへ更新など地球環境に配慮した設備の導入を積極的に行いました。また、登録内容
を拝見頂いた業者様からの問い合わせや設備のご紹介、ローカル紙への掲載など、沢山の反響を
頂きました。

12，14，17

52 3 学校法人　湘南学園 しょうなんがくえん
神奈川県藤沢市鵠沼松が岡4-1-
32

https://www.shogak.ac.jp/ 0466-23-6611

ユネスコスクール認定の中学高校とエコスクール認定の小学校を中心に、幼小中高の一貫教育でＳ
ＤＧｓに繋がるテーマ学習を展開している。生態系の維持、海洋などの環境保全、食糧危機と暮ら
し、地域活性化や被災地支援など身近なテーマから視野を広げ、子どもの主体性を大切に取り組ん
でいる。

ＮＰＯ法人湘南食育ラボと協働して全学で「フードドライブ」に参加した。小学生が海の体験学習から
ゴミ問題を探究してイベントで提案し、食品ロス削減に関して調査提案したり、中高生がコロナ禍でも
自然保護や再エネ発電事業、食の連携や地域産業再建に取り組む団体を訪問学習したりした。

2，12，14

53 3
特定非営利活動法人
湘南国際アカデミー

しょうなんこくさいあか
でみー

神奈川県藤沢市藤沢３８番地 https://npo-academy.jp/ 0466-41-9177

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。

フリースクールや相談支援では、家庭環境やジェンダー、障害の有無に関わらず、安心できる居場
所と質の高い教育の提供、高校卒業資格サポート、カウンセリング等を行っています。また教職員退
職者などのシルバー人材、教育支援経験者に事業に携わっていただくことで、働きがいの創造を
行っています。

4，8

54 3
特定非営利活動法人
湘南食育ラボ

しょうなんしょくいくら
ぼ

神奈川県藤沢市鵠沼松が岡3-4-
27

http://www.shonan-slab.com/ 0466-90-5474
カフェテリアの廃油再利用による収益を社会活動団体に寄附、食と健康、安心できる食材の教育(各
月で教育機関との協議実施)・啓発活動、有機栽培農家実施等への援農活動を実施。地産地消食
材利用によるフードマイレージ軽減等「地域に根差したSDGｓの取組」を推進しています。

教職員のお弁当箱など使い捨てを使用していたが、全て再利用できるものに変更しました。2021年
11月には学校法人湘南学園と協働してフードドライブも行い、大変多くの協力もいただきたくさんの
食料を集めることが出来ました。子どもたちへの食育の中でも残食を減らす取組を伝えています。

3,4,12

55 3
新栄重機土木株式会
社

しんえいじゅうきどぼ
く

横浜市南区永田北3-40-12 https://www.shinei-j.com 045-712-3535

女性の活躍やライフワークバランスを尊重する為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。

・時短勤務の制定・フレックス制度の取得　　・女性活躍推進法の行動計画策定　　　・育児介護規定
を見直し、それに伴う就業規定の改訂　　・ISO14001取得　　　　　　　・本社社屋を再エネルギーに完
全切替 3，5，13

56 3
株式会社神鋼環境ソ
リューション

しんこうかんきょう
そりゅーしょん

兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁
目4番78号

神奈川県横浜市中区常磐町2
丁目20番地ｳﾞｪﾗﾊｲﾂ関内703号
室

https://www.kobelco-eco.co.jp/

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。

①小田原市立城山中学校　SDGs出前授業参加　②企業・NPO・学校のつながり2020in小田原
SDGs取組内容発表　③SAVE JAPANプロジェクト（みんなで稲刈り再作戦）　後援　④めだかサポー
ターの会ボランティア　⑤下水処理場の効率的な運転管理によるCO2排出量の削減 6，13，17

57 3 NPO法人studio FLAT すたじおふらっと
神奈川県川崎市幸区北加瀬2-
11-3　コトニアガーデン新川崎
SOUTH棟3F

https://studioflat.or.jp/ 044-200-4664
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がない共に生きる社会を目指していま
す。GOALS、3,10,11を持続可能な目標としてアーティストの経済的自立支援や地域と連携した作品
展示、端材の有効利用など様々な活動の取り組みを推進しています。

企業と連携してタワーマンションの個人宅へ向けたアート作品のサブスクリプションを行っている。そ
の他では地域のサッカーチームから使用済みの広告フラッグを譲り受け細かく裁断してさをり織りの
横糸として再利用。仕上がった反物をアップサイクルして公共スペースへ展示し、グッズなどへ展開
する。

3,10,11

58 3 住友林業株式会社 すみともりんぎょう
東京都千代田区大手町1-3-2経
団連会館

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

https://sfc.jp/information/society/ 045-914-5608

ESGやSDGsという言葉がない時代から、持続可能な事業に取組み、中期経営計画2021では成長戦
略を支える基本方針の一つとして、事業とESGへの取組みの一体化に注力し、多様化が進む環境・
社会課題の解決に取組み、持続可能な社会の構築と、人々から必要とされる存在になる事を目指し
ます。

住友林業グループにとり、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。

７、11,13

59 3 株式会社スリーハイ すりーはい
神奈川県横浜市都筑区東山田4-
42-16

https://www.threehigh.co.jp/ 045-590-5561
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。

 地域活動では、コロナ禍で頻度は減るものの小学生向け工場見学「まち探検」を継続実施。DENは
テイクアウトを中心に地域住民の方にご利用いただいた。また、SDGsの事業計画書を策定。社内で
のSDGs活動の認知度向上を目指した。さらに、フレックスタイム制やテレワークなども導入した。

４，５，１１

60 3
全国共済神奈川県生
活協同組合

ぜんこくきょうさいか
ながわけんせいかつ
きょうどう

神奈川県横浜市中区常盤町5-
60

https://www.zenkokukyosai.or.jp/ 045-222-3081

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く。

共済理念である「小さな負担で大きな保障」を実現するため、「一律掛金・一律保障」を実践し、ご加
入者の生活向上と家計負担軽減に努めている。また、青少年育成事業として、少年野球やバレー
ボール大会等のスポーツ支援、小児病棟への絵本寄贈や絵画コンテスト等の文化的支援を継続し
て行っている。

3,10,11

61 3
株式会社ダイドーフォ
ワード

だいどーふぉわーど
東京都千代田区外神田　3-1-
16

神奈川県小田原市中里　208 http://www.daidoh-forward.com

㈱ダイドーフォワードが管理運営する「ダイナシティ」は、地域社会のインフラとして商業施設を中心
に街づくりを実践している。地域の社会生活・経済活動そして環境分野にも配慮し、それぞれの分野
での問題点を行政・地域社会と連携を取りながら解決できるように活動している。

地域の防災拠点として小田原市、地元自治体と災害時や津波避難時の一時避難場所として協定を
締結。環境・エネルギー分野における「持続可能なまちづくり」を目指す『おだわらスマートシティプロ
ジェクト』に参画。「官民建物間熱融通事業」を実施。この事業により環境問題・省エネに対応。 3，11，17

62 3 太平電機株式会社 たいへいでんき
神奈川県横浜市神奈川区反町2-
15-6

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。

・事業所の使用電力を再生可能エネルギー100%由来に切り替え「かながわ再エネ電力100%利用事
業者」に認定される・横浜市健康経営AA認証取得・障害者就労支援施設2法人と委託契約を開始・
自然保護団体への寄付額倍増・生物研究用装置として超小型防水カメラを開発する・コロナ感染対
策の強化

8，11，15

63 3 大和リース株式会社 だいわりーす
大阪府大阪市中央区農人橋2-1-
36　ピップビル

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14階

https://www.daiwalease.co.jp/ 06-6942-8011
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。

キッズスペース付きワークスペース『ママスクエア』を通じて育児とキャリアの両立を支援していま
す。ZEBに対応した物件の積極的提案や自社企画商品の開発をしています。

7,8,9

64 3 株式会社WB だぶるびー 神奈川県伊勢原市伊勢原1-5-3 https://www.what-be.com 0463-92-0108
⑭」海を汚さないヘアケア商品の開発、販売　⑧働く環境　女性の雇用促進　仕事人のサポート　美
容師の早期育成　ママ美容師の職場復帰サポート　MINDセット研修

⑭」海を汚さないヘアケア商品の開発、販売　⑧働く環境　女性の雇用促進　仕事人のサポート　美
容師の早期育成　ママ美容師の職場復帰サポート　MINDセット研修

14，8，17

65 3
NPO法人ダンスライフ
コミュニケーションズ

だんすらいふこみゅに
けーしょんず

神奈川県横浜市神奈川区神奈川
二丁目十七番地五コスモ東神奈
川103

鎌倉市腰越4-7-6 https://dlc.theme dia.jp/ 090-3438-8295
健康支援サービス　生活習慣病・認知症予防に向けた　「脳トレリズム体操」の制作と普及活動。「シ
ニアインストラクター」育成で超高齢社会に憧れのシニア像というイメージ構築を進めている。

3.すべてのへ健康と福祉を　神奈川県健康増進課　健康支援プログラム　神奈川県全域の未病セン
ター等で要請に準じ指導を行った。また横須賀　久里浜等で機会創出をはかり指導を行った。

3，4，17

66 3
株式会社丹野設備工
業所

たんのせつびこう
ぎょうしょ

神奈川県伊勢原市上粕屋448-
19

https://tanno-sk.co.jp/ 0463-93-0662

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

・社用車のアイドリングストップを徹底した
・地域の水道トラブルの要望に対応し、暮らしやすい社会の実現に貢献した
・地域の下水道公共下水道化を推奨し布設に努めた

6,11

67 3 宗教法人長谷寺 ちょうこくじ 神奈川県厚木市長谷1288-1 https://choukokuji.jp/ 046-247-7884 寺で詩吟やヨガなどの講師を招き、週に1度ほど詩吟の会やヨガの会を行っている。
同じ趣味の人々で集まる事で、寺院がサードプレイスとなり、住みやすい街を作ろうとしている。ま
た、ヨガで体を動かしたり、詩吟で大声を出す事で健康増進となる。

3，11

68 3 株式会社　つかさ つかさ 神奈川県秦野市鈴張町2-40 http://www.shobuan.net 0463-68-8555
食品メーカーとして食の安心安全を守り、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促し持続可能な社会の発展に貢献しております。

より健康を意識した無添加の餃子、焼売の開発、販売。　容器を紙箱に変えてプラスチックごみの削
減。　成形不良の商品をアウトレット価格で販売してフードロスの削減。

3，12，14

69 3 株式会社TBM てぃーびーえむ
東京都千代田区有楽町1-2-2 東
宝日比谷ビル15F

横浜市中区尾上町3-35
横浜第一有楽ビル3FG
Innovation Hub YOKOHAMA内

https://tb-m.com/limex/ 03-6268-8915
TBMと神奈川県は、県内外の自治体・企業・団体と連携して資源循環を促進させる「かながわアップ
サイクルコンソーシアム」を運営。石灰石を主原料とした新素材「LIMEX」のアップサイクル及び再生
材料を50%以上含む素材「CirculeX」を活用した循環型のまちづくりを推進しています。

従来のプラスチック素材と比較して、プラスチック使用量の抑制とライフサイクル全体でCO2排出抑
制が可能なLIMEX及びCirculeX製品の普及。また事業者や消費者、自治体と連携して、回収した
LIMEX製品やプラスチック製品のマテリアルリサイクルの取り組みを数多く実施しています。

9，12，13

70 3
東亜道路工業株式会
社

とうあどうろこうぎょう 東京都港区六本木七丁目3番7号 https://www.toadoro.co.jp/ 03-3405-1811

多様な人材がお互いの個性、能力、ライフスタイルを尊重し、それぞれの立場で会社業務に参画・
貢献できるような環境整備を進め、社会インフラの構築や運営を担う企業として、環境負荷を低減す
る工法・製品を積極的に開発・使用し、地球環境保全や持続可能な社会の実現に取り組んでいま
す。

環境負荷低減に資する中温・常温化技術、石油由来資源に替わる植物由来の舗装材、道路や橋梁
の長寿命化技術の開発・普及に取り組んでいます。また、高温多湿な日本の環境に適応した太陽光
発電舗装システムの材料開発を進めています。国連WFP協会のレッドカップキャンペーンに参加して
います。

9.11.12

71 3
株式会社トップエー
ジェント

とっぷえーじぇんと
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

https://topagent.biz/ 045-717-7722

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。

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。

3,6,14

https://ctk-hd.co.jp
https://cxs.co.jp/
https://www.shimz.co.jp/
https://www.jogashima.co.jp/
https://www.shogak.ac.jp/
https://npo-academy.jp/
http://www.shonan-slab.com/
https://www.shinei-j.com
https://www.kobelco-eco.co.jp/
https://studioflat.or.jp/
https://sfc.jp/information/society/
https://www.threehigh.co.jp/
https://www.zenkokukyosai.or.jp/
http://www.daidoh-forward.com
http://www.taiheidenki-kk.co.jp/
https://www.daiwalease.co.jp/
https://www.what-be.com
https://dlc.theme
https://tanno-sk.co.jp/
https://choukokuji.jp/
http://www.shobuan.net
https://tb-m.com/limex/
https://www.toadoro.co.jp/
https://topagent.biz/


72 3 株式会社トライズ とらいず 神奈川県南足柄市壗下３５１－１
https://i-trys.co.jp/

0465-73-5600

当社理念『県⻄発、世界に向けて健康へのお役⽴ち』の実現に向け、そして、
グループ理念である、『人類の幸福と豊かな生活の実現に向け事業に取り組
みʻʻ社会に貢献するʼʼ事業に関わる全員が高い価値観に共感し、お客様第⼀主
義を貫き、物心共に豊かな生活の実現を目指す』こと

水素サロンのお客様に対して、水素吸入、血流観察や血圧測定を通して
健康状態をチェックする場を提供し、未病改善、健康管理を推進しました。
パートナー企業と連携し水素吸入器販売、レンタルとサラシア
のサプリメント販売により、未病改善、健康確保活動に貢献しました。

３，８

73 3 株式会社　ナカムラ なかむら
神奈川県厚木市旭町2丁目5の8
番地

http://nakamura-web.jp/ 046-229-1148
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。

環境配慮型塗装の推進や塗料の凝結による排水への配慮。そして、働き方改革として、6方ヨシの
理念の実現（売り手ヨシ・買い手ヨシ・世間ヨシ・社員ヨシ・地球ヨシ・未来ヨシ）

７，８，１１

74 3 南開工業株式会社 なんかいこぎょう 神奈川県南足柄市壗下３５０ http://www.e-nankai.co.jp/ 0465-73-2821

創業以来、事業活動から発生する再生資源をクリーンに安全に処理すること及び
ヘルスケア関連に取り組むことを経営方針の中で明確にし、事業活動を進め、
「社会に貢献する」地球全体、人類の幸福と豊かな生活の実現に役立つべく
ＳＤＧｓの取組を実践した事業展開をする。

ヘルスケア事業の推進により水素吸入器無料体験やサプリメントの販売促進により従業員及び外
部の方々に健康維持・向上に貢献。また、廃棄物から樹脂・金属の細分化を推進し、有効活用とな
る資源確保のアップを図り再資源化率を１０％向上、更に新規リサイクル技術の探索と検証を実施し
た。

3，11，12

75 3 日相建設株式会社 にっそうけんせつ
神奈川県相模原市緑区日連６３７
番地

http://nisso-kk.com 042-687-2008
持続可能な社会をつくるための国際目標に向け、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。

認証取得済のISO14001の環境方針に基づき産業廃棄物および建設副産物の適正処置を実施して
います。また工事施工においても環境配慮を実行するために材料調達の際は簡易梱包や無梱包調
達を原則とし取引先にも協力して頂いきゴミゼロを目指しています。

11，12，15

76 3
日本アフリカ現代美術
協会

にほんあふりかげん
だいびじゅつきょうか
い

横浜市中区元町4-173 オハラ本
店1F　フルールドリス内

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

（調整中）

77 3
NPO法人 日本エコロ
ジーアップサイクル協
会

にほんえころじーあっ
ぷさいくるきょうかい

神奈川県鎌倉市由比ガ浜3-12-
22-206

http://euaj.org/ 080-8042-7768
紙袋、コーヒー豆のプラ袋、チョコレートの箱などからマスク入れ、名刺入れ、手帳型スマホカバーを
アップサイクルする事でゴミを減らす。

鎌倉みんなでアップサイクル 〜 マスク入れ制作・配布プロジェクト 〜　　皆さんにワークショップで
紙袋からマスク入れを作って頂いて、鎌倉市内７箇所の飲食店・宿泊施設で無料配布。2500個達成

12，13，14

78 3 株式会社日本工業所 にほんこうぎょうしょ
神奈川県横浜市南区六ツ川2-
10-13

http://nihon-kogyosyo.co.jp/ 045-711-2455

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。

外注会社や仕入会社の7割以上に地元企業を積極的に採用し、地域経済の活性化を促進していま
す。また、会社の経済成長は社員の働きがいや健康があってこそと考え、横浜グッドバランス賞や
横浜健康経営を取得するなど、健康経営・労働環境の整備にも取り組んでいます。 6,8,11

79 3
日本ピーマック株式会
社

にっぽんぴーまっく 神奈川県厚木市飯山3150 https://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。

・使用電力を再生可能エネルギー由来の電力へと変更　・環境に配慮した製品の研究開発　・グ
ローバル人材の採用　・全役職員に対するハラスメント教育、コンプライアンス教育の実施　・近隣清
掃活動の実施、森林保全活動への参加

7，10，15

80 3 株式会社　野口食品 のぐちしょくひん
神奈川県横浜市鶴見区大黒町
9-4

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。

毎月一回、定期的に「こども食堂」「ひとり親支援」活動に対する食材の寄贈を継続しております。
ISO14001の認証も継続しております。

2,3,7

81 3
野村ホールディングス
株式会社

のむらほーるでぃんぐ
す

東京都中央区日本橋1-13-1
https://www.nomuraholdings.com/jp/cs
r/

03-5255-1000
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。

2021年8月県内の農協様向けセミナー、同年10月に県内の信用金庫様向けセミナーにて貴県財政
課を招いて貴県のSDGｓの推進とグリーンボンドのIRをWEBにて実施。県内の支店を含む全国支店
の社員も参加し、貴県のSDGｓの取り組みとグリーンボンドの販売に取り組みました。

1,3,4

82 3
株式会社　白寿生科
学研究所

はくじゅせいかがくけ
んきゅうしょ

東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5 神奈川県横浜市西区北幸2-9-23
https://www.hakuju.co.jp/about_us/csr
/tabid/104/Default.aspx

03-5478-8897
創業当初から「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。現在では全国約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なっている。

医師によるコロナに対する予防方法、感染対策のアドバイスを、動画にて全国の店舗で情報発信を
行った。また、全国約3,5000の小中高学校に献本されるSDGｓの書籍『未来の授業』（宣伝会議）に、
当社のＳＤＧｓ事業を掲載し、教育の現場でＳＤＧｓについて考えるための参考事例として紹介した。

3,4,１１

83 3 株式会社林水泳教室
はやしすいえいきょう
しつ

神奈川県茅ケ崎市若松町12-1 https://hayashi-g.com/ 0467-86-6866

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。

事業領域である「スポーツ・健康・地域」に係わる取組みに加え、独自の活動「スマイルアクション」を
掲げ、日々の業務における省エネ・ゴミ削減や地域貢献（海岸清掃、フードドライブ）、ダイバーシティ
推進（女性・外国人の積極雇用）、ガバナンス強化（研修・セキュリティ対策）等を実施した。

3,11,14

84 3 原貿易株式会社 はらぼうえき
神奈川県横浜市神奈川区松本町
4-33-1

https://www.harabo.co.jp/ 045-317-2251
SDGｓや脱炭素に役立つリユーストナーカートリッジの普及活動に、啓発リーフレットや自社HPを通
じて取り組んでいます。事業を通じてSDGsや環境問題に取り組むだけでなく、「何から始めればよい
かわからない」という悩みを抱える中小企業や個人事業主などの支援も行っています。

リユーストナーカートリッジを使用したSDGs・脱炭素活動の推奨（リーフレットの配布、自社HP、メ
ディア取材等を通じて）／神奈川県・専修大学協働実施のSDGｓ研究への参加／本社事務所の電力
を100％再生可能エネルギー由来電力に切り替え／バイオプラスチック食器の企画開発・販売

12,13,14

85 3
株式会社ハリマビス
テム

はりまびすてむ
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１横浜ランドマークタ
ワー16階

https://www.bstem.co.jp/sustainability/
policy/

045-224-3550

ハリマビステムは、企業理念を踏まえ、長年進めてきた事業（総合ビルメンテナンス業）や活動を通じ
て、『人権・社会』『経済（成長）』『環境』の社会課題の解決につながる取り組みを全社員があらゆる
ステークホルダーと共に持続・継続して実行しています。

本支店社員へのSDGｓ動画研修の実施（380名）、災害備蓄品（食料）をフードバンク横浜様へ寄付、
中学生・高校生にSDGｓの取組みを説明、SDGｓ取組シートを作成して現場へ配布（取組み内容をわ
かりやすく記載）、テレワークの普及及び推進、全社員（4,500名）へスマートウォッチの配布 3，8，11

86 3 株式会社パルテック ぱるてっく
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。

電エレクトロニクス機器に搭載される消費電力の低い半導体の提供や消費電力を低減するための
設計提案などにより機器自体の消費電力を下げ、エネルギー効率の改善に貢献。また、紙緩衝材
梱包システムの販売によりプラスチック緩衝材から紙緩衝材に変更いただき、脱プラスチックを促
進。

5,7,14

87 3
万生マーケティング合
同会社

ばんせいまーけてぃ
んぐ

神奈川県横浜市都筑区中川1-4-
1ハウスクエア横浜住宅展示場
No.6

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

045-900-6822
神奈川県にて製造している植物成分１００％成分「万生」を活用し、海を守ることから健康に影響して
いる合成洗剤等の物質を低減し本来の環境循環へ戻す・還す製品やサービスを展開。神奈川県に
本校のある東海大学と健康に寄与する製品やサービスを研究開発を開始

横浜市立東高校での石けんと観光保護の授業2回、全国Mrs.コンテストで石けんと観光保護の講義
10回、取引先法人企業での海と陸、気候変動と石けん・合成化学物質、マイクロプラスチックとマイ
クロカプセルの関係や影響の講義、

3，13，14

88 3 株式会社ヒューコン ひゅーこん
神奈川県横浜市西区戸部本町
45-1　ながせビル3F

https://www.hucon.co.jp/sdgs.html 045-624-9127
当社はリサイクル可能なステンレス スチールベルトにより、「持続可能な開発目標」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。

リサイクル可能なステンレススチールベルトを回収することで、資源を守る取組をおこなっておりま
す。また、使用方法の提案をおこなうことで、働く環境を改善し現場作業者を守るよう取組んでいま
す。

8，12，１３

89 3
NPO法人平塚のら猫
を減らす会

ひらつかのらねこをへ
らすかい

神奈川県平塚市東真土２−１３−２
４　マーカスヒル湘南５０５

https://hiraneko.com 0463-53-4955
平成２３年度より実施している平塚市との協働事業「地域猫」活動を通して猫好き、嫌いな人などの
地域住民の話合いを通じ、地区コミュニケーションの再構築を目指します。猫トラブルを人の問題と
して捉え当会だけでなく、地域に根差したSDGｓの取組を実践しています。

平塚市と協働で自治体又は組単位で地域猫の話合いを通じコミュニケーションをとり、人にも猫にも
優しいまちづくりを実践してきました。引き続きSDGｓの考え方を通して活動を推進していきたいと考
えています。

3，11

90 3
有限会社ヒロ建築設
計工房

ひろけんちくせっけい
こうぼう

神奈川県横浜市中区海岸通3-
12-1　ミナトイセビル5F

https://hiroadf.co.jp/ 045-224-6325

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。

事業面では、小学校の建替え事業への挑戦や、エレベーター棟増築工事の設計など、全ての人が
過ごしやすい施設づくりに取り組んでいます。　また、横浜市内の施工業者等と協力し、集合住宅の
設計も手掛けています。
働き方の面では、子育て中の女性を積極的に採用し働きやすい環境を実現しています。

4，5，11

91 3 株式会社ヒンジス ひんじす
神奈川県横浜氏戸塚区汲沢1-3-
2

http://hinges.jp 045-864-2246
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。

６次化製品として軍鶏のたまご、ホルモン焼き、ソーセージを開発を行い、SDGｓ軍鶏の地産品を販
売しています。新規就農者だけでなく、在宅ワークの方を養鶏ボランティアとして募集し気持ちよくか
らだを動かしてもらっています。

8，12，15

92 3 フィード・ワン株式会社 ふぃーどわん
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町
二丁目23番地2

https://www.feed-one.co.jp/ 045-311-2308
配合飼料原料の一部に大豆油かすやふすま等、食品製造時に発生する副産物や食品ロス等も積
極的に原料として活用し、環境にやさしい資源循環型社会の実現を目指すと同時に、環境負荷低減
飼料の開発を進めるなど、食に関わる企業として持続可能性を追求している。

副産物、食品ロス活用の他、環境負荷低減飼料の開発やクロマグロ完全養殖等、事業を通じた環
境問題の解決に取り組み、現在も継続中。また、学校教育への協力として食育講習会を開催し、食
の正しい知識を提供すると同時に国内畜水産物の消費促進に寄与。社内ではペーパーレスや働き
方改革に取り組んだ。

9,12,15

93 3
フェリタス社会保険労
務士法人

ふぇりたすしゃかいほ
けんろうむしほうじん

神奈川県厚木市旭町1‐24‐13第
一伊藤ビル6階

https://www.ishikawa-sk.com
０４６－２３０－６
８６１

「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。

ペーパーレス化に取り組み、紙資料をおおよそ50％削減し、デジタルデータに置き換えました。
ハラスメント防止対策に取り組み、中小企業を中心としたハラスメント相談窓口サービスを展開しまし
た。

1,8,12

94 3
富士ホールディングス
株式会社（FUJIOH）

ふじほーるでぃんぐす
神奈川県相模原市中央区淵野辺
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。

相模原事業所の工場で使用している燃料をプロパンガスから都市ガスに切り替えることで、SOx・ば
い塵はゼロに、CO₂・NOx の排出量は30～40％低減させることができました。相模原市の「クリーン
アップさがみはら　街美化アダプト制度」に参加し近隣公園の環境美化にも取り組んでいます。

6,13,14

95 3
ブックオフグループ
ホールディングス株式
会社

ぶっくおふぐるーぷ
ほーるでぃんぐす

神奈川県相模原市南区古淵2-
14-20

https://www.bookoffgroup.co.jp/ 042-769-1513
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。

SDGs とキャリア教育を融合したカリキュラムを作成。.全国の小学校60 クラスが導入、延べ1,500名
以上の児童が参加。（実施校を募集中）東急グループとの実証実験により、鉄道施設で拾得された
お忘れ物をリユース品として再流通させる取り組みを開始。賞味期限間近の加工食品販売開始。

4,12,17

https://i-trys.co.jp/
http://nakamura-web.jp/
http://www.e-nankai.co.jp/
http://nisso-kk.com
https://africaflower.wixsite.com/daichin
http://euaj.org/
http://nihon-kogyosyo.co.jp/
https://www.pmac.co.jp
http://www.noguchi-foods.co.jp/
https://www.nomuraholdings.com/jp/cs
https://www.hakuju.co.jp/about_us/csr
https://hayashi-g.com/
https://www.harabo.co.jp/
https://www.bstem.co.jp/sustainability/
https://www.paltek.co.jp
http://www.bansei-
https://www.hucon.co.jp/sdgs.html
https://hiraneko.com
https://hiroadf.co.jp/
http://hinges.jp
https://www.feed-one.co.jp/
https://www.ishikawa-sk.com
http://www.fujioh.com
https://www.bookoffgroup.co.jp/


96 3
株式会社ブルーコンパ
ス

ぶるーこんぱす
神奈川県横浜市西区平沼1-40-1
嶋森ビル８階

https://bluecompass.co.jp/ 045-532-4192

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。

「女性の活動の可能性を大きく広げ社会を豊かにする拠点」として、女性専用コワーキングスペース
を運営し、会社員・起業家・起業予定者など様々なライフスタイルの女性の活動を支援。
また、行政・公的支援機関・金融機関・民間企業等と連携をとりながら、起業セミナー・交流会等各種
イベントも開催。

4,5,8

97 3 ベルテクス株式会社 べるてくす 東京都千代田区麹町5-7-2 https://vertexgrp.co.jp 045-340-3451
「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を実践しています。

ゲリラ豪雨や自然災害に対応する地下調整池、LLクリート（低炭素型コンクリート）を使用したCO2の
削減、災害時に使用する地下式トイレなど、コンクリート二次製品の製造・販売を行うことで、SDGｓ
の活動に取り組みました。

6,11,13

98 3 株式会社豊和 ほうわ
神奈川県横浜市港北区綱島西1
丁目４－１３

http://www.howa-toc.co.jp 045-540-7188

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の環境構築支援により、
様々な環境の人が夫々の都合に合わせて働ける場つくりの支援をいたします。また、自社において
もモバイル端末を使いテレワークを推奨し、Web会議や直行直帰の働き方改革を推進しております。

会社一丸となり、社員教育や社員のＤＸ、働き方改革の資格取得。また、」年に数回ですが、「豊和
新聞」を発行し、SDGsやDX,働き方改革などについお客様への啓蒙活動を行っております。地域の
方々と環境問題を考え、鶴見川や三浦海岸など清掃活動もしております。 8,9,12

99 3
ポポロプラント株式会
社

ぽぽろぷらんと
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 044-750-7013

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・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！

プラント設備の省エネ対策、感染症対策等に対し設計を通じた提案を行って参りました。皆で楽しく
住み続けられる様、プラントだけでは無く一般住宅の耐震設計・構造設計等も行ない、豪雨等に強い
インフラ設備やガス・電力設備の設計・製作を通した強靱なインフラ構築の促進を常々行なっており
ます。

7,9,11

100 3
公益財団法人松下幸
之助記念志財団　松
下政経塾

まつしたこうのすけき
ねんこころざしざいだ
ん　まつしたせいけい
じゅく

神奈川県茅ケ崎市汐見台5-25 https://www.mskj.or.jp/ 0467-85-5813

SDGsを実現する人材育成を通じて一層の社会貢献を図ることを目的として、SDGｓに取り組む塾生
の研究研修、SDGｓの17の開発目標を取り上げたスピーチコンテストの企画運営、SDGsを推進する
地域リーダー育成のための公開講座等を実施している。

満30歳以下の若い世代が2030年の世界とビジョンについてスピーチする「松下幸之助杯スピーチコ
ンテスト」を企画し、2020年11月（第1回）及び2021年11月（第2回）に開催した。また、地域公開講座
「SDGs Leaders Program」を2021年12月より開講している。 4,11,17

101 3 有限会社　マルニ商店 まるにしょうてん
神奈川県横浜市西区浅間町3-
174-1

https://www.marunishoten.co.jp/ 045-311-5648
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。

横浜市内の小学校での環境仕事人育成プロジェクト・7件  一般社団法人「みんなのレモネードの
会」支援のレモネードを販売し、売上から「みんなのレモネードの会」に寄付を行った。

4,12,17

102 3
丸八空調工業株式会
社

まるはちくうちょうこう
ぎょう

神奈川県横須賀市大矢部2-9-18 https://www.maruhatikuutyou.jp/ 046-834-6770
平成26年に空調の冷媒で特許取得した商標名ノンフロン自然冷媒GF-08はもともと自然界に存在し
生成から消滅までの環境サイクルが確立されている。エネルギー消費効率がよく省エネの効果があ
り横須賀を中心に普及を行い1000件以上の実績を積み重ねています。

空調にかかる電力量由来のCO2排出量削減と省エネ効果で産業界の活性化や雇用の創出など
SDGsの「持続可能な社会」により一層の活動を行ってまいります。またGF-08の地球温暖化係数が
0,02となり(IPCC発表に準拠する)地球環境に対する影響が極めて低い冷媒となりました。

8,9,13

103 3
株式会社　宮前調剤
薬局

みやまえちょうざい
やっきょく

神奈川県川崎市宮前区東有馬3-
5-28

http://miyamae-ph.co.jp/index.html 044-854-9318
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、他職種との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。

お薬手帳（電子含）、薬歴活用での残薬やポリファーマシーによる減薬。病院閉院時対応の為OTC
医薬品等を取揃え医療費の削減取組。1本購入で2円が子供のワクチン募金となる自動販売機設
置。地域学校の薬物授業、環境衛生実施。事件事故の未然防止「こども１１０番」の見守り。薬空箱
等の資源回収。

3，11，12

104 3 本門佛立宗 妙深寺 みょうしんじ
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢
上町22-1

https://myoshinji.jp 045-321-7690

元々仏教の目指すものは『私達の暮らす地球(世の中)をよくしてゆく、そのために自分のできること
を行ってゆく』ことにあります。
そのため、今の自分たちの暮らし方を見直し、便利、自己利益優先の考え方、生き方を『誰かのため
に』の生き方に変えることで、SDGsの目標の実現を目指しています。

2021年10月にフードドライブを実施（実績：523点/105kg）。小学生を対象に無料勉強会『てらこや』を
開催。インドやネパールの子供たちの教育支援の実施。『一万人のクラシックライブ』の開催に協力
し若い演奏家の活動を応援。『SDGｓ17の目標を知る』講座の実施(1回/月)

４，１３，１７

105 3 薬糧開発株式会社 やくりょうかいはつ
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

https://yakuryo.co.jp/ 045-872-5960

『食を通じて社会貢献』を経営理念に生産、製造、営業の各セクションでSDGｓの目標を掲げ、推進
中。自社工場・農場は有機認証も取得。食品会社としてフードロス対策、環境保全、従業員の健康
増進等を個人、部署、会社全体で行動。部署横断型のＳＤＧｓＰＪチームで、取り組みを強化していま
す。

フードバンクへの定期的な寄付、端材を活用したべジブロス利用、廃棄を減らす新商品の販売を開
始。営業部書類のペーパレス、工場内資料のラミフリー導入で脱プラ化。フードドライブ寄付実施、
マイバックの所持率9割超、森林インストラクターボランティア活動開始など個人単位でも実績を上げ
ています。

3,12,15

106 3 ヤフー株式会社 やふー 東京都千代田区紀尾井町1-3
https://yellmarket.yahoo.co.jp/index.ht
ml

03-6440-6000
Yahoo! JAPANの持つ発信力（エールマーケット（ヤフー株式会社運営）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。

食品ロス削減企画「真のごちそうさま、完食」
サステナブルファッション特集「ファッションではじめる、サステナブル。」
エシカル特集「地球と自分にやさしい生活」

12，13，14

107 3
一般社団法人　大和
青年会議所

やまとせいねんかい
ぎしょ

神奈川県大和市大和東3-1-3　長
嶺ビル2F

https://yamato-jc.com/ 046-263-2691
大和青年会議所では月に1回行われる例会（催物）に必ずSDGsの目標を掲げており今年3月の例会
においては、神奈川県の方にご参加いただき、大和市内でのSDGsパートナー企業の普及促進を行
う予定があります。地域課題を解決し持続可能な街づくり運動を展開してまいります。

2021年7月例会でコロナ禍でもソーシャルディスタンスを取りながらできる運動を集め、体験コーナー
と教室コーナーに分けたスポーツ事業を行いました。 また運動が得意ではない子も楽しめるよう工
夫も行い約500名の方にご参加かいただけました。

4，11，16

108 3
優成サービス株式会
社

ゆうせいさーびす
神奈川県海老名市国分南1-27-
28

https://www.navida.ne.jp/snavi/100487
_1.html

046-235-6069

トラックの荷台部分におがくずを使用したバイオトイレと車いすでも昇降できるよう電動リフトを搭載し
た障がい者用トイレ「福祉バイオトイレカー」を災害時や人が集まる屋外イベントに設置し、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トイレ支援活動を行う。

パラリンピックでは観客用に設置する予定でしたが、残念ながら感染症拡大防止のために無観客と
なり実現することができませんでしたが、追悼式や防災訓練などに設置し、参加者へトイレ支援活動
や啓蒙活動を行いました。 3,6,10

109 3
特定非営利活動法人
夢・コミュニティ・ネット
ワーク

ゆめ・こみゅにてぃ・
ねっとわーく

神奈川県横浜市磯子区中原4-
26-27 ライオンズステーションプラ
ザ杉田204

https://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」、「食支援」
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。

多様性に富む豊かな地域社会をめざして、担い手育成や仲間づくりをテーマとした講座の他、地域
子ども食堂や食支援、人権教育、子育て支援、介護予防、地域活性化イベントのコーディネートと多
岐にわたる事業に取り組んでいます。また、社会教育士ネットワークを立ち上げ、社会教育を推進し
ています。

4,11,17

110 3
横浜市認可保育所
横濱あんじゅ保育園

よこはまあんじゅほい
くえん

神奈川県横浜市旭区二俣川２－
５８－８

https://ange-nursery.jp/ 045-360-0611
保育園として、環境、貧困、教育、福祉、平和、協力などいわゆる５P
「people/prosperity/planet/peace/partnership」を園児、職員、地域、関係各所と協調協力して考え、
試行錯誤を繰り返し「未来の主役である子ども達により良い未来への約束活動」を行う。

・通常保育、障がい児保育を行い、分け隔てない保育を行っています。　・野菜栽培や魚介類「鯛と
アサリ」の食育から食材の大切さを知り、食材ロスやゴミ減量を学び実践しています。　・公園や周辺
道路の地域清掃活動を行い、ダンボール等の廃材を使った遊びや活動を日頃の保育に取り入れて
います。

3,11,12

111 3
横浜エフエム放送株式
会社

よこはまえふえむほう
そう

神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１　ランドマークタワー
10階

https://www.fmyokohama.co.jp/ 045-224-1000

各団体のSDGｓの取り組みを紹介するほか、放送を通じて啓蒙していきます。 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、汚染の現状や活動する人々の活動内容、企業でのさまざま
な取り組みなどについて紹介してます。その他にも食品ロスの問題などにも取り組みます。 2,14

112 3
株式会社横浜環境デ
ザイン

よこはまかんきょうで
ざいん

神奈川県横浜市港北区新横浜3-
18-20

https://ykd.co.jp/ 045-534-6468
太陽光発電の設計施工のご提案をおこなっています。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。

神奈川県内の工場や事務所に自家消費型太陽光発電と蓄電池の設置のご提案をおこない、電気
代削減や企業のBCP対策、地域のレジリエンス強化に取り組んでいきます。

7，11，13

113 3 横浜ゴム株式会社 よこはまごむ
東京都港区新橋５丁目３６番１１
号

https://www.y-yokohama.com 0463-35-9831 ゴム製造業を通じた「地球温暖化防止」・「資源循環」・「生物多様性保全」

経済産業省関東経済産業局より「令和３年度エネルギー管理優良事業者等関東経済産業局長表
彰」を受賞しました。本賞は、関東経済産業局が毎年2月の「省エネルギー月間」に合わせて、省エ
ネルギーの一層の普及促進を図るために、省エネルギーへの貢献が顕著であった優良事業者など
を表彰するものです。

7,12,15 

114 3
株式会社 横浜ビー・コ
ルセアーズ

よこはまびー・こるせ
あーず

神奈川県横浜市都筑区中川中央
1－1－6

https://b-corsairs.com 045-507-4544

バスケットボールを通じ子供たちの教育と健康に取り組むと同時に少子高齢化に向け高齢者への健
康寿命を延ばし、転倒防止等に役立つ健康体操の実施。プロバスケットボールチームがあることに
よって地域住民が楽しく過ごせる街づくりを主に行っています。

バスケットボール教室とチア教室を県内約40か所で開催。高齢者向けの健康体操教室の実施。地
域と連携したプロバスケットボールチームのある笑顔あふれる街づくり。エコ電力のハマウイング電
力を使用したホームゲーム開催等。 3,4,11

115 3
特定非営利活動法人
ヨコハマみらい環境協
議会

よこはまみらいかん
きょうきょうぎかい

神奈川県横浜市戸塚区名瀬町
763-3-402

http://www.npo-y-es.com 045-232-4593

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。

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。

7,12,13

116 3 横浜緑地株式会社 よこはまりょくち
神奈川県横浜市磯子区杉田4-5-
10

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為の事業です。

「はち育」を通じた環境学習やはちみつを使った商品の開発、地元福祉団体との協働による地域連
携を図りました。また、電動式自動芝刈機（Automower）の普及も進め、化石燃料使用の削減や廃棄
物低減に努めました。

7，11，15

117 3 有限会社吉工 よしこう
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。当初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。

自社内の環境活動も行いつつ、リサイクル機器の販売を通じて、機器購入客先のリサイクル活動に
貢献してきました。また機器を購入出来ない客先に対しては、単発・少量・多品種の廃棄物材料を受
託粉砕という形で付加価値のついた品物として返却する事を行い、それと同時に廃棄物の削減を行
いました。

7,12,13

118 3 リアルティ株式会社 りあるてぃ
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋
町三丁目３０－４ 明治安田生命
横浜西口ビル１階

https://real-group.jp/ 045-620-3380

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。

リアルティ株式会社は、継続的な不動産の売買仲介・販売・販売受託等の事業活動を通じ、地域社
会・不動産流通市場の活性化促進活動を行いました。
また、登録期間中以降も、人材採用・育成を継続的に行い、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。

3,11,12

119 3 株式会社リフレックス りふれっくす
神奈川県横須賀市内川２－５－５
０

https://www.refulex.co.jp/ 046-833-0700

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。

海洋ごみ問題への取り組みとして、漂流ごみとして問題となっている漁業系廃棄物（廃プラスチック
類）の受入処理の促進を行うため、新たに破砕機を導入した。

7,12,14
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120 3 株式会社ワイズラボ わいずらぼ
神奈川県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。

従業員とその家族の幸福な生活のために、また事業場の生産性及び活気のある職場づくりのため
にこころの健康づくり計画を策定し周知しました。
また、両立支援コーディネーターを取得し、治療と仕事の両立支援体制を整えました。

３，５，８

https://wiselabo-yokohama.com/

