かながわＳＤＧｓパートナー（4期）
期
1

2

4

4

企業名
株式会社旭広告社

4

五十鈴株式会社

4

4

株式会社

6

4

4

あさひこうこくしゃ

所在地

県内事業所

神奈川県横浜市中区常盤町２― 神奈川県横浜市中区常盤
１９
町２―１９

株式会社アルファシ
神奈川県川崎市中原区上小田中
あるふぁしすてむず
ステムズ
6丁目6番1号

3

5

ふりがな

いすず

市川電設 いちかわでんせつ

有限会社井上養鶏場

いのうえようけい
じょう

株式会社ＵＭＩＢＥ うみべ

東京都千代田区丸の内2-2-1
岸本ビル

神奈川県大和市桜森１－
４－１４

神奈川県相模原市中央区清新48-11

神奈川県相模原市緑区大島８５ 相模原市緑区大島85

神奈川県鎌倉市長谷３丁目１２
番１１号４号室

ＳＤＧｓ事業の概要

登録期間中(2020年10月～2022年10月)のＳＤＧｓ取組内容

ゴール
（３つまで）

https://asahi-ad.co.jp/

不透明なポストコロナの中で、社会がより持続可能に生まれ変わるため、旭広告社として
は、従業員の意識改革から、始めます。小さな気づきから大きな潮流へ。生活から見直し、
できることを一人ひとり取り組んでいます。特に毎月の町内清掃を実施。地域との連携を深
くしています。

関内まちづくり振興会と当ビルの省エネ診断を行い、電気LED化・オンデマンド時計の設
置・電気温水器の水量減等を行い省エネ化、実施事例を地域の啓蒙活動として地域イベント
で発表いたしました。築年数の古いビルの事例として、地元に周知するなど、今後も地域と
ともに、活動を続けてまいります。

５,８,１１

https://www.alpha.co.jp/

「常に発展する技術者集団」「発展の成果を社会に常に還元する企業」を企業理念とし、
1972年の創業以来、情報通信システムのソフトウェア開発を中心に事業展開しています。
人工知能、IoT、ビッグデータ等のデジタル変革が急速に進行する中、情報通信技術で社会
的課題の解決に貢献します。

当社の主なSDGs取組は以下です。また、SDGs取組を社内外に情報発信しました。
経済：お客様の持つ課題の解決、経済発展に貢献するソフトウェア製品を提供
社会：男性社員の育休取得推進、女性活躍推進
環境：自社ビルの電力に再生可能エネルギーの導入開始

８,９,１３

https://www.isz.co.jp/

自分たちの製造業のノウハウを体系化して社員の働きやすさや環境に配慮した職場づくりを ・輸送管理ｼｽﾃﾑを開発し、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの働き方改革を推進。効率的な配送ルートを算出するAI
行っています。 また、社員・社内だけではなく地元企業へもソリューション展開すること を搭載し、運用することで、CO2削減にも努めています。
で地域に根差したＳＤＧｓの推進に取り組んでいます。
・製造ﾉｳﾊｳを活かして、取り壊しが決まっている県内文化財のﾃﾞｰﾀ化による保存と模型化を
行い、市に提供。

https://ichikawadensetsu.com/

電力（ＥＣＯ）システム、太陽光発電、蓄電池、ＬＥＤの導入などクリーンエネルギーに寄
与し、地球温暖化や海、陸の豊かさを守っていく。
地球規模の問題に対して、どう貢献するのかを明確にし、行動を起こし、知名度の向上とブ
ランディングを行うことで、お取引先や地域社会からの信用度を高める。

https://www.sagamikko.com

近年、世界ではアニマルウェルフェアに基づき、狭い場所から鶏を解放するケージフリー化
永年行っている平飼い飼育を通じ、動物（鶏）が健康に暮らせるアニマルウェルフェア（動
が加速しています。弊社では約６０年前から平飼い飼育を行って卵の生産を行っています。
物福祉）を伝え、鶏の健康と安全で安心して食する卵の生産を行っている。包装資材では、
鶏にも優しく、人間にも優しい安心で安全な卵生産を行うことで、心も体も豊かになる生活
ビニール鶏卵パックとナイロンレジ袋の廃止をした。
が送れるようにと考えています。

２,１２,１５

https://kugenuma-3c-design.jp/

デザインやオンライン事業を通し地域内の事業の活性化をサポートしております。また視
UMIBEでは、「身近な人に役に立ちたい」という思いのもと、持続的な社会の実現を目指す
覚・聴覚等に障がいがある方にとって、アクセスしやすWebサイト制作で公平に情報が届く
SDGsの目標達成に向けて、特に身近である、地域経済活性化や海の環境保全に対し、紙面デ
よう心がけています。8月より海に関する書籍・古書販売の事業も開始し、海への興味関心
ザインやウェブ制作及びウェブ活用のサポート等の事業を通して貢献して参ります。
を持つきっかけづくりをしています。

１０,１１,１４

３,４,７

HP

太陽光発電や風力発電等のクリーンエネルギーの導入をお客様に提案し、地域のクリーンエ
ネルギー化を推進し、光熱費等の削減によって浮いたコストを利益の創出に繋げます。
それにより昨今の電力料金の上昇なども鑑みて、省エネによる利益増加を推進し、環境と経
済の両面からSDGsに寄与します。

7
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江田総合設備株式会
神奈川県横浜市保土ケ谷区西久 横浜市保土ケ谷区西久保
えだそうごうせつび
社
保町１２８
町128

https://www.edasougou.co.jp

常に地域を意識した経営その他の活動を通じて地域貢献活動に取り組んでいましたが、更な
SDGsを活用することで改めて本業を見直すきっかけとなり、また、健康経営の重要性を社外
る地域貢献を目指す為本社を目黒区より横浜市へ移転いたしました。「建築から保守」まで
だけではなく、社内へ啓発していくことで、企業のイメージの向上・知名度アップ・従業員
を一貫して行うことにより当社に関わるすべての人の生活・財産・人命を守り、永続的に社
の意識やモチベーションの向上につなげる。
会に貢献できる会社を目指しています

8

4

横浜市中区元浜町３－２
株式会社エムアイス
横浜市中区元浜町３－２１－２
えむあいすとーりー
１－２ ヘリオス関内ビ
トーリー
ヘリオス関内ビル
ル

https://www.m-i-story.com/

人口減少・超高齢化が進み、医療費や社会保障費の増大が懸念される中、当社は、首の緊張
をゆるめるハンモックピローを開発し、誰もが安心して快適に過ごし、健康寿命が延伸する
社会に貢献します。また、木材を積極的に利用した商品開発を通して、人と自然の共生する
持続可能な社会を目指します。

9
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置田運輸株式会社

10

4

カーボンフリーコン
かーぼんふりーこん 神奈川県横浜市中区海岸通３－
サルティング株式会
さるてぃんぐ
９横浜郵船ビル３F
社
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株式会社門倉組

おきたうんゆ

かどくらぐみ

https://www.okita-unyu.com

神奈川県横浜市中区日本大通15

https://carbonfree.co.jp/

神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-39
オザワビル8階

弊社は、木製の健康器具を開発販売し、売上の一部を植樹活動に寄付し、森と地域の活性化
に貢献しています。また、コロナで自粛生活が続く中、HPや動画等で「首の緊張をゆるめて
健康になる方法」を紹介し、誰もが簡単なセルフケアで、健康で快適な生活を送れるように
取り組んでいます。

ドライブレコーダーの映像を活用した交通安全研修の開催や、キッズサイクルスクールを定
期的に開催し、子供たちへ交通ルールを啓蒙しています。また、シェアサイクル事業の運営
や、デジタコによる燃費管理、クラウドシステムによるペーパーレスを推進しCO2の排出や
天然資源の使用を削減しています。

シェアサイクル事業のエリア拡大によるCO2削減。クラウドシステム活用によるペーパーレ
ス、エコドライブ推進による天然資源使用及びCO2削減。家畜伝染病発生時の救援物資輸
送。ドライブレコーダーの映像を活用した安全コンサルティング及び研修会を実施し交通事
故削減。
弊社では、過去２年間、企業の皆様に温室効果ガス排出量の具体的削減策をご提案し、その
弊社は長年にわたり環境分野を専門として活動してきた経験と知見から、SDGsを顧客の企業
実現を促進しました。具体的には、サプライチェーンにおける再生可能エネルギー由来電力
戦略や経営に実装するための提案を行っています。特に、SDGsに取組むことが環境や社会の
の利用促進、取引相手に対する働きかけ、大気中のCO2を吸収するための植林などを実施し
みならず企業自身の発展にも繋がることを重視し、経済、社会、環境の調和を促進するよう
ました。
な具体的提案を行います。
湘南の総合建設会社として、インフラ整備や安心安全なまちづくりに貢献。ICTを活用した
働き方改革やCo2削減のためのエコな通勤、電気自動車・エコカーを導入している。グルー
プとしては、次代を担う子どもたちの支援に注力。2018年より藤沢市立小学校の全新入生に
防犯ブザーを寄贈している。

９,１１,１７

７,８,１０

３,１２,１５

１１,１２,１５

１３,１５,１７

https://www.kadokura.jp/

湘南・藤沢の総合建設業として、地域活性化を推進し生産性向上のため、ＩＣＴを活用した
働き方改革やCo2削減を進めるためエコな通勤・電気自動車やエコカーを導入。また建設業
の役割や魅力を知ってもらう現場見学会を実施し、次世代につなぎ安心して暮らせるまちづ
くりに取り組んでいます。

８,１１,１７

４,７,１１
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かながわけんじゅう 神奈川県横浜市中区弥生町２丁
神奈川県住宅保全協
たくほぜんきょうど 目１５番地１ストークタワー大
同組合
うくみあい
通公園3-1001

http://www.kanagawajhk.or.jp

コロナ対応で購入しているペットボトル飲料を全てラベルレスに変更した。SDGSパートナー
主業務である県営住宅・公社住宅の修繕工事を通じて、公共住宅の住環境を保全し、住み続
連絡のウクライナ人道的支援に対して日本赤十字社を通じて寄付を行い報告した。職場の熱
けられるまちづくりと、働きがいのある職場環境を目指します。異業種組合員同士のパート
中症対策として熱中症アラーム（黒球式熱中症指数計）やOSー１ドリンク・ゼリーをセット
ナシップを通じて、地域経済の発展に努力しSDGsの目標達成を目指します。
で全組合員に配布した。
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株式会社コンフォー かぶしきがいしゃこ 神奈川県横浜市西区高島1-1-2
トジャパン
んふぉーとじゃぱん 横浜三井ビルディング28階

http://www.comfortjapan.jp/

イタリアのダヴィネス社が作るサステナブルな化粧品を取り扱う「サステナブルビュー
ティーテックカンパニー」として、風力発電の使用やカーボンオフセット等、環境活動を積
極的に行っている。また、女性の活躍、休暇取得の促進等、働きやすい環境作りが評価され
「よこはまグッドバランス賞」受賞。

2022/6マークイズみなとみらいにてミツバチと地球の未来について考えるというテーマで親
子向けのSDGsイベントを開催。同年４月はテラサイクルジャパンの協力のもとダヴィネスの
一部店舗にてリサイクルプログラムを開始。容器の回収量に応じ森林再生を行う一般社団法
人Silvaに寄付を行う

５,１３,１５
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4

株式会社サンオータ かぶしきがいしゃさ 神奈川県横浜市港北区新横浜2
ス
んおーたす
丁目4番15号

https://www.sunautas.co.jp/

鎌倉、藤沢、横須賀、川崎をはじめ県内各所で電動モビリティサービスを開始。環境に配慮
当社はモビリティサービス企業として、地球環境の保全に配慮したサービスを提供すること
し、地域回遊性を高めるサービスを提供。横浜市野庭エリアにて電動車椅子の試乗・レンタ
で、循環型社会の構築に貢献することを目指しています。多世代が安心・快適に利用できる
ルを行い周辺住民の声を聞き移動課題解決に向け取組む。企業・自治体とのパートナシップ
モビリティサービスの提供を行っていきます。
に加え仙台市の中学生と交流を行う。

７,１１,１７

https://www.kiiroiouchi.com

４．絵本を使った子育て ５．女性の農業雇用 ６．１１．１４．１５．化学物質を使用し ・絵本を使った親子向け農業体験（無肥料・無農薬・無除草剤）の実施 4，６，８，９，
ない農業 ８．農業研修制度の実施 ９．新しい農業体系の構築 １３．気候変動に対応で １２，１３，１４，１５
きる農業 １７．異業種との共同事業
・農業＝男性（高年齢）の職業の払拭→若手男性、女性の雇用 ５，８，１１
・環境、人、暮らしに配慮した農業企業としての取り組み

８,１２,１５
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株式会社きいろいお
きいろいおうち
うち

横浜市港北区新横浜2-415

平塚市天沼8‐43
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株式会社KIREI

きれい

神奈川県小田原市飯泉１０３８
－８

https://kireigroup.wixsite.com/website

心と身体のケアをする事ができ、介護施設、障がい者施設、病院、外出困窮者様の
高齢者や障がい者の方をはじめ、生活をサポートするご家族や福祉施設職員の方が「いつま
の笑顔が増え、サポートする職員やご家族の方も自然と笑顔が増えていくことにより、
でも笑顔」で健康に過ごしていける環境を弊社のサービス（訪問理美容…等）で心、身体の
働き甲斐ややりがいの相乗効果をはかります。
ケアを行ってすべての方が安心して明るく過ごせるような環境づくりを目指しています。
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株式会社クリーン
サービス

くりーんさーびす

神奈川県平塚市大神２５４５ー
１

https://www.cs-1972.jp/

●お客様が排出されるごみに対して、計量パッカー車(廃棄物排出量を正確に管理)を活用し ●お客様が排出されるごみに対する計量パッカー車を活用した廃棄物減量化に対する取り組
て、廃棄物の減量化を図る。
みの継続。
●食品リサイクル導入事業者・回収量の増加を図る。再生可能エネルギーの生成に貢献しま ●食品リサイクル導入事業者・回収量の増加を図る。再生可能エネルギーの生成に貢献。
す。(1 kgあたりの電力量：0.3767kwh/kg)
2021/1/1～10/31 75,685kg回収 再エネ電力量：28511kwh

９,１１,１２
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株式会社京浜特殊印 けいひんとくしゅい 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町
刷
んさつ
16-1

http://www.keihin-t.co.jp/

当社は「人と地球環境にやさしいパッケージづくり」をテーマに、水性グラビア印刷とLEDUV印刷の拡充によって有機溶剤の不使用化と低消費電力化を図り、作業環境の改善と自然環
境にやさしいモノづくりを実現するとともに各種法規制を順守してサステナブルな企業活動
を推進する。

低消費電力化・作業環境改善のため、2台目LED対応印刷機の本稼働を開始、UV印刷からLED
印刷への切替えを推進し、電気使用量の削減・作業員への負担軽減に寄与した。自然環境に
やさしいモノづくり実現のため、バイオマスインキの推奨、撥水性・耐油性などの機能性印
刷を開発・販売している。

７,１２,１３

少子高齢化に伴う人手不足や社会構造の変化、環境問題などの社会課題に対し、生産性を高
め、環境にやさしい「清掃ソリューション」を通して持続可能な社会創りをめざしていま
す。クライメイト・ニュートラルな生産、原材料のリサイクル、プラスチック包装の削減を
通じた環境対策にも取り組んでいます。

世界各国の歴史的建造物・彫像を洗浄・再生するクリーニングプロジェクトの一環で2021年
に「長崎原爆資料館」および2022年8月に「平和記念公園」でボランティア清掃を実施。ま
た、被災者支援活動としてケルヒャー ジャパンでは製品寄贈や清掃活動を通して被災地の
復興を支援。

７,１１,１２
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4

https://www.kaercher.com/jp/

ケルヒャ― ジャパン
神奈川県横浜市港北区大豆戸町
けるひゃーじゃぱん
株式会社
639番3

河野建設株式会社

こうのけんせつ
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株式会社
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株式会社サンプラン さんぷらん

小島組

こじまぐみ

横浜市港北区日吉本町2-47-27

http://kounokk.jimdo.com/

あらゆる人が排除されたりしない様 社会の構成員として いつでも、どんな時でも支えあ
昨今 横浜市内外で環境への配慮に取り組んでおり、当社も その一握を担うべく低公害建
える『社会的包摂』を実現したいとかんがえています。環境面においても今ま経験した事の
設機械・車両の利用、建設副産物のリサイクル推進、騒音・振動・大気汚染等についての環
ない豪雨や災害対策に少しでも貢献できる企業をめざしています。皆が健康で楽しく暮らせ
境保全を心がけ、未来の地球、子供、孫の為に美しい地球を残すべく 頑張っていきます。
る社会に。

１,３,６

８,１０,１５

神奈川県厚木市栄町1-2-2

神奈川県厚木市栄町1-2-2 https://www.kojimagumi.co.jp/

登録後、新たに外国人の採用を3名、女性スタッフの雇用を３名し、多様な人材の積極的な
小島組は「『伝統と革新』～新たな価値観を創出し、豊かな地域社会の形成に貢献する～」
雇用を進めている。また、新たな取り組みとして、里山保全～ほたるの里づくり～や森林再
という経営理念に基づき、持続性ある豊かな社会を地域と共につくり、発展してきました。
生の取り組みを計画している。みどり豊かな厚木市の魅力向上と次の世代への継承に貢献し
これから先も持続可能な地域社会の創造・発展に邁進してまいります。
ていきたい。

神奈川県横浜市西区楠町9-7
TAKビル6F

神奈川県横浜市西区楠町
9-7 TAKビル6F

建築においてトップランナー基準を採用して、熱伝導の低い木材を構造材に使い、断熱性及
び気密性の高い家づくりによって、住宅の省エネルギー化による高性能な住まいを提供して
います。被災地支援を通じて地域格差を軽減できる世の中を目指し、さらには地域イベント
の支援に積極的に参加しています。

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

３,５,１１

住まいの環境に配慮しトップランナー基準を採用。ウッドショックなどの価格高騰に対応
し、住宅の省エネルギー化による高性能な住まいを提供しています
ウクライナや天災による被災地支援を通じて地域格差を軽減できる世の中を目指し、さらに
は横浜開港祭地域イベントの支援に積極的に参加しています

３,８,１１

23

4

ジェネクスト株式会
じぇねくすと
社

新横浜2-8-12
tower 7階

Attend on

24

4

一般社団法人シュフ
神奈川県横浜市都筑区見花山1しゅふれきょうかい
レ協会
30 見花山ビル3階
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4

株式会社春峰園

しゅんぽうえん
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4

専修大学

せんしゅうだいがく 東京都千代田区神田神保町3-8
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4

株式会社 創生
くらんぼ保育園

そえら
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4

大同工業株式会社

だいどうこうぎょう 神奈川県大和市深見西2-1-19
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4

株式会社タウン
ニュース社

たうんにゅーすしゃ
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4

4

有限会社竹まん

株式会社タシロ

たけまん

たしろ

3

誰もが笑顔で子育てができるよう、親子の笑顔を守る伴走支援事業。現在の主事業は幼い子
を持つママのがん検診応援PJ。キッズパークで子を遊ばせている間に、がんについて学び、
検診体験ができるママのがん検診体験会。当事業を通し、ママの現状を社会へ周知。子育て
しやすい環境づくりに邁進中。

ママのがん検診応援プロジェクト。全16回開催。（2021年6月～2022年7月）参加者418名。
内約2割のママが乳房に「痛み」や「異変」を感じつつも放置している現状。約3割のママに
なんらかの所見が見つかる。本年は第2フェーズとしてクリニックと連携しつつがん検診啓
発を引き続き実施。

１,３,１７

https://www.shunpoen.co.jp/

春峰園は、“ちいさな木 おおきな木 住みよいまちづくり”をキャッチフレーズに、地域を
愛し愛される緑豊かなまちづくりを目指しています。自然との調和がとれた、より豊かな未
来を次の世代へと受け継ぐために、経済、社会、環境分野における目標を定め、持続的に取
り組んでいます。

【社会】社員や地域住民誰でも自由に利用できる「ふれあいジム」を会社敷地内に開設。
【経済】事務所の電気を再エネ100%に切り替え、風力と太陽光の自家発電を導入。【環境】
事務所に雨水タンクを設置し現場作業に使用。会社名入ボールペンに海洋プラスチックを使
用した製品を採用。

３,１１,１５

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

人文・社会科学を中心とした幅広い領域を網羅する本学では、全学を挙げてSDGsの達成を目 ・「専修大学ＳＤＧｓチャレンジプログラム」創設：2020（令和2）年度～
指したプロジェクトを推進するため、学長の下に「持続可能な開発目標（SDGs）推進委員
・「カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コアリション」への参画（地域ゼロカーボ
会」を設置し、教育・研究・社会活動など様々な分野において活動を行っています。
ンWG 及び 人材育成WGに所属）：2021（令和3）年7月～

神奈川県横浜市青葉区荏田西21-3

神奈川県平塚市花水台３７番３ 神奈川県平塚市花水台３
号
７番３号

神奈川県平塚市入野２８４－１

女の子も男の子もみんなが「笑顔」で仲良く過ごせる保育環境作りを目指ます。職員も性別
の分け隔てなく雇用。「日吉」の地域行事や地域事業の貢献に積極的に参加し、子どもた
ち・保護者の皆様・地域の皆様・職員が「笑顔」になれる街づくり。資格を持たない方も積
極的に雇用し、資格取得支援。

３,５,１１

https://soela.jp/

地球環境カードゲームマイアースを活用した子ども向け環境啓発・教育事業を行なっていま
す。川崎市、小田原市、箱根町、函嶺白百合学園、大日本印刷などと連携し地域の生態系の
マイアース化、それを活用した子ども向け体験会、ワークショップなどをフレスポ小田原シ
ティモールなどで開催しています。

2021年5月に箱根、2021年8月に相模湾にの生態系をマイアースカードゲーム化した教材を制
作。小田原市、蒲鉾協同組合、箱根町、新江ノ島水族館、函嶺白百合学園と協働。小田原に
て体験会、親子環境教室など開催。現在川崎市、高津高校、川崎水族館と多摩川の生態系
カード制作中。

１３,１４,１５

https://daidokogyo.com/

社会課題を事業活動改善の機会へつなげ、太陽光発電、6価クロムを使用しない3価クロム
めっきの導入など、人と環境にやさしい製品づくりをしています。
創業以来、半世紀を超えてきた様々な経験とSDGsを活かすことにより、社業の更なる持続可
能性の実現に挑戦し続けます。

・太陽光発電、原材料等の削減により得られて収益の一部を「かながわコロナ医療・福祉等
応援基金」に寄付。
・県外企業ではあるが、HPの累積訪問者数600万人を超える日本最大級の製造業の課題解決
メディア企業と協働し弊社SDGsの取組みを紹介。

３,７,１２

https://www.townnews.co.jp/

政治、経済、社会、防災、環境、地域が抱える課題など幅広い事象を取材し、地域住民に公
地域内外の商店や企業の広告をはじめとしたさまざまな情報を発信することで、地域経済の
平に発信することで、地域の発展や地域行政への意識啓発を図っています。また社内では、
発展と地域の利便性向上に寄与している。また、地域のあらゆる情報を掲載した紙面を地域
帳票や資料などのペーパーレス化を進めるとともに、多様な働き方ができるよう、労務環境
住民に無料で提供。自分の街の情報を公平に入手する機会を創出している
の改善や充実を図っています。

http://takeman.co.jp/

割烹竹万は日本文化の特徴である「もったいない」という精神を改めて見つめ直すきっかけ
としてＳＤＧｓを活用した啓蒙運動を展開します。日本の食と文化に根付いている「もった
いない精神」を学び、それらをSDGsと繋げることで、日本人ならではの国際感覚を醸成して
いくことを目的とします。

http://www.tasiro.co.jp/

加工機の切替により使用電力を1/2削減。ソーラーパネルを設置し自家消費。消費電力削減
ソーラーパネルを10kwから倍の20kw発電量に増設。より多く自家消費が可能に。また消費電
のためSMART CLOCK・SMARTMETER ERIAを社内に設置し「電気の見える化」を実施。育児休暇
力削減のため「電気の見える化」を実施。SMART CLOCK・SMARTMETER ERIAを社内に設置。製
取得率100%、月の残業時間平均３時間未満で仕事とプライベートの両立を実現。
造の不良件数も毎年前年比20%以上削減を達成。残業時間も３時間未満に削減された。

７,８,１２

・健康経営認証の取得や健康促進活動に対する助成。・外部研修費の全額負担や若手向けメ
ンター制度の導入。・カーボンオフセットを利用し環境へ配慮を行っている。・女性専用更
衣室やトイレを設置し働きやすい環境を整備。・ＦＳＣ認証製品を使用し環境や資源への配
慮を行っている。

３,８,１１

●積極的に植栽プランをご提案することで、植栽工事が前年比の5％増加
●海外人材をリモート面接で採用 2022年2名採用 2023年2名採用決定
●女性従業員の増員 2022年5名増員
●一般社団法人ローカルイノベーション湘南を設立 地域の皆様が参加型のイベントを企画
ご利用者様の尊厳を守り心身ともに自立した生活を営むために質の高い新しい福祉サービス
を実践し、要介護から看取りまで安心して暮らせる柔軟な対応を示しています。地域のニー
ズに
合った福祉サービスのみならず、施設開放、顔の見える関係を大切に地域福祉の充実を目標
に取り組んでいます
・外国人の子どもへ向けた学習指導、進路指導 ・地域住民との交流イベントの実施 ・
キャリア教育としての飲食事業の開始
現在までに神奈川県で３校・長野県で１校を運営するまでに成長しました。（2020年から２
校増）
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4

株式会社テクノジャ
てくのじゃぱん
パン

神奈川県横浜市中区太田町1-42

https://www.technoj.co.jp/

事業を通じて地元貢献の為、積極的に地元の企業との取引や人材採用を行い、また社員の健
康に最大限配慮し働きやすい職場環境の整備を行うと共に、地域社会・地域住民の皆様へも
様々な地域貢献や高環境の提供を通じ、良好な関係を構築し企業と社会の持続的な発展に貢
献しています。
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4

株式会社鳶相田

神奈川県茅ヶ崎市円蔵2-1-11

http://tobi-aida.com/

株式会社鳶相田は外構工事を通じて緑地化・バリアフリー化をすすめるなど、まちづくりに
貢献いたします。また、海外人材・女性社員（時短勤務も可能）の採用を積極的に進めてお
ります。さらにパートナーとして地元企業と協力し、SDGｓの実現に地域の皆様と共に取り
組んでまいります。
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4

社会福祉法人和みの
なごみのかい
会

横浜市戸塚区東俣野町1705

横浜市戸塚区東俣野町
1705

http://www.nagominosono.jp
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4

株式会社NIHONGO

東京都渋谷区渋谷3-26-16

神奈川県横須賀市追浜町
2-15 追浜STビル3A

https://trebolnihongoweb.wixsite.com/trebol
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4

一般社団法人ノーマ
のーまぽーと
ポート

とびあいだ

にほんご

横浜市中区桜木町2-2港陽ビル
4F

４,１７

「未来の子どもたち」の平和で安全な社会（まち・環境）作りをしています。住み続けられ
るまちの維持・継続できるように子どもたちと地域のステークホルダーと一緒に、楽しく学
び、楽しく取り組めるようにする。みんなで「誰一人取り残さない」豊かな社会（まち・環
境）づくりに貢献していきます。

https://sakuranbo-hoikuen.com/

神奈川県川崎市麻生区白山4-5- 神奈川県川崎市麻生区白
2-1106
山4-5-2-1106

NPO法人SoELa

31

神奈川県川崎市多摩区東
三田2-1-1

さ そうせいさくらんぼ 神奈川県横浜市港北区日吉本町
ほいくえん
1-3-4-2F

4

AI-Contactを通して、お客様の交通事故削減に貢献し、日本の交通事故ゼロのミッションを
クリアするために日々精進する。
社用車を保有する企業の安全管理をスムーズなものとし、一元管理して、事故の原因である
交通違反の削減を実現できるようサポートする。

https://shufure.com

神奈川県横浜市金沢区釜利谷東
8-3-20

28

弊社のビジョンは交通事故をゼロにすることである。
そのために、交通事故削減効果のある運転管理アプリ「AI-Contact」を提供している。AIContactは道路交通法違反を検知し、管理者に通知するものであり、日本全国の制限情報と
地図を突合させたデータベースを利用している。

https://genext.co.jp/

https://nomaport.jp/

法人理念である「笑顔から笑顔へ」のもと、これまでの取り組みをSDGsのフレームを通し地
域と共に持続可能な安心して暮らせ、主に私たちの事業と関連が深く注力すべき項目の施策
を通じて、社会的課題の解決を支援して持続可能な世界を実現するために、SGDs目標達成に
貢献していきます。
日本語が十分に話せないまま学校に通っている外国人の子どもは全国に約５万人と言われて
います。その大半は十分な教育を受けることができていません。弊社では日本語が原因で将
来に不安を抱えている子どもたちの将来の可能性を拓くための教育サービスを提供していま
す。

地元の食材を積極的に利用し、コロナ禍で増えたお弁当需要に可能な限りプラフリー容器で
対応している。また、「No箸No紙おしぼり」運動を実施し、不要な箸と紙おしぼりの使用を
減らす取り組みをした。この運動に協力していただいた方から10円を「フードバンク湘南」
に寄付する仕組みを構築した。

８,１１,１６

１１,１２,１７

４,１１,１７

１,３,１１

４,８,１０

農福連携を通じたノーマライゼーションの実現のため、主に障害をお持ちの方や農福連携技 現在、静岡県と三重県の農福連携技術支援者研修の講師を担当しているが、同研修の開催を
術支援者（農業版ジョブコーチ）の人材育成を行っている。現場において障害をお持ちの方 神奈川県でも将来的にできるよう動いている。また横須賀市や三浦市を中心とした企業参入
の安全と安心を確保しながら、農業経営力の強化をより促進していきたい。
型の農福連携における人材育成にも尽力した。

４,８,１５

弊社では伝統工芸品である秘密箱の体験工作を行っています。体験工作は指導員が対面で説
弊社は関所からくり美術館を併設している寄木細工専門店です。江戸時代から小田原・箱根
明する他、以前は紙の説明書を見ながら製作して頂いていましたが、現在はDX化とペーパー
地方に伝わる伝統工芸品を扱っています。商品の製造販売だけでなく美術館の展示や体験工
レスを目的としたQRコードを用いた動画での説明に切り替えたことにより、弊社の紙使用量
作、実演を通して、伝統技術や職人の知恵など世代を超えた事業継承にも努めております。
は年間4%削減できました。

４,１２

４,６,８
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4

有限会社箱根丸山物 はこねまるやまぶっ
神奈川県足柄下郡箱根町箱根17
産
さん

https://www.hakonemaruyama.co.jp/
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4

有限会社

http://www.8744.co.jp/index.html

【花のある暮らし推進事業】
花儀では「ココロ潤う花をお届けする」を企業理念として、花のある暮らしを通じて心を豊
毎年の子ども達による町探検にて花の命の尊さや花を通じて心の癒しが出来る自然の尊さを
かにしてもらえるようにＳＤＧｓに取り組み、経済・社会・環境を花屋として、企業として
感じて頂き、帰りには実際に花を渡し、自宅にて花を飾り、花のある生活を体感して頂き、
も考え、まちづくりに繋げていけるよう持続可能な社会の実現に向けて取り組みます。
花を通じて心の教育が出来ることをゴールとする事業を行っています。

https://higashitotsuka-tyozai.co.jp/

治療だけでなく地域に向けて定期的な健康イベントの開催やヘルスリテラシーの発信など病
気の早期発見、予防に努め、また「子育て家庭」「災害時」「地球温暖化」に対する店舗施
設の提供と環境に配慮しプラごみ削減に取り組んでいます。地域の「健康」「予防」「安
心」に繋がる取組みを実践しています。

地域の方々に向けて健康・予防についてのイベントを開催。コロナ禍ということもあり、感
染対策を講じながら開催した。コロナウイルスの啓発をはじめ健康・食事・介護予防などの
情報を記載したカレンダーの配布など行っている。災害時・子育て支援・プラごみ削減の啓
発を継続して行っている。

３,１３,１４

http://www.shinkin.co.jp/hiratuka/

当金庫は、基本方針「金融業務を通じ地域社会の繁栄に貢献することを使命とする」のも
と、「地元になくてはならない信用金庫」として、「地域経済の活性化」、「地域社会への
貢献」、「環境保全」、「人財育成」を重点推進項目として、持続可能な社会の実現に努め
てまいります。

これまで同様「地域経済の活性化」「地域社会への貢献」「環境保全」「人財育成」取組み
を継続しつつ、SDGｓパートナー登録後の新たな取組みとして、「災害時に生活用水を供給
するための災害用井戸の設置」、「食品ロスの削減や食支援のためのフードドライブ」を実
施しました。

８,９,１１

https://www.farmcanning.com/

有機栽培や無農薬での栽培といった持続可能な農業に取り組む生産者から、市場に出せない
規格外の野菜を生産者から直接仕入れ、瓶詰めの製造販売やケータリングサービスの展開。
規格外の野菜を買い取りソースなどの瓶詰めの製造、ゴミをできるだけ出さない「もったい
大手企業の事業のサステナブル化コンサルティング業務、レストランへのサステナビリティ
ないケータリングサービス」を行う。また企業向けに食を通したサステナブルコンサルティ
についてのスタッフ研修、サステナブルな瓶詰め商品開発等。
ング業務を行う。

神奈川県川崎市川崎区貝塚1-82

https://www.fujiks.com/

当社はウォータージェットの先駆者として、石油化学、住宅、道路インフラなど５０年にわ
たり生活環境向上に努めてきた。次亜塩素酸水を高圧水として噴射する配管洗浄工法によ
り、洗浄とともに除菌を同時に実現。ウォータージェットを通じ、地球環境改善に貢献す
る。

低ＣＯ２高圧洗浄車での施工物件数を次亜塩素酸水のボトルに換算し、地域支援センターへ
毎月寄贈（累計１６２５本）。また環境衛生重視の除菌消臭工法・管洗浄プラスで削減した
ＣＯ２は２０２１年から数値化してＷＥＢ公開（累計１２万２千ｋｇ）。２年間の施工実績
は２５３物件、売上約１６５百万。

３,１１,１２

神奈川県藤沢市藤沢1051-54F・TAIKI3BLDG.

https://fj-r.jp/7122/

地産木造ビル推進本部が目指す木造ビルの普及とは、17ゴールのひとつ『住み続けられる街 地産木造ビル推進本部が目指す木造ビルの普及とは、17ゴールのひとつ『住み続けられる街
づくり』と一致し、さらに森を守ること、地球経済が成長すること、気候変動の対策など
づくり』と一致し、さらに森を守ること、地球経済が成長すること、気候変動の対策など
で、SDGsの達成に貢献いたします。
で、SDGsの達成に貢献いたします。

８,１１,１４

https://bryza.co.jp/

eラーニング教材拡充で、より多くの社員が気軽に教育を受けられる環境を整備。地域経済
社員が横断的にできる取り組みとして、CSRに力を入れた人材派遣サービス・アウトソー
活性化のためベイスターズ（ハマスタ）への広告掲載、シーズンシート購入を継続。KES
サーとしてのブランディングを図り、社会貢献意識とサービス力の向上、ステークホルダー
STEP１認証の更新やイントラネット導入によるペーパーレス促進と環境問題啓蒙記事の毎月
にとって魅力的な神奈川県発の企業を目指す。
配信で環境課題へアプローチ。

４,８,９
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4

花儀

はなよし

神奈川県愛甲郡愛川町中津3552

株式会社東戸塚調剤 ひがしとつかちょう 神奈川県横浜市戸塚区品濃町
薬局
ざいやっきょく
550-3

平塚信用金庫

ひらつかしんようき 神奈川県平塚市紅谷町１１番１
んこ
９号
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4

ファームキャニング
ふぁーむきゃにんぐ 神奈川県逗子市新宿3-4-29
合同会社
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4

フジクス株式会社

44

4

富士リアルティ株式
ふじりあるてぃ
会社
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4

ブライザ株式会社

ふじくす

ぶらいざ

神奈川県横浜市中区相生町6丁
目104番地横浜相生町ビル8階

1643-15

１２,１４,１５
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4

松下運送有限会社

まつしたうんそう

神奈川県小田原市矢作217-1

47

4

株式会社 松本ほけ まつもとほけんせん 神奈川県厚木市水引1-1-6サ
んセンター
たー
ミット厚木ビル３F
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4

株式会社マブチ

49

4

株式会社マルストラ まるすとらんすぽー
川崎市川崎区東扇島92番地
ンスポーテーション てーしょん
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まぶち

神奈川県横浜市中区日本大通１
７ ＪＰＲ横浜日本大通ビル３
Ｆ

株式会社三浦観光バ
みうらかんこうばす 三浦市南下浦町上宮田1486-2
ス

https://matsushita-exp.com

「廃棄物分別収集」、「エコドライブの推進」、「車両の点検整備の厳守」等を行い、ま
た、地元協力会社の積極的導入を推進し、経費削減・リサイクル推進・購買活動の継続等を
通して地域経済への貢献、環境整備の推進を行っている。また、「各種乗務員教育」「近隣
清掃」等で地域への貢献を図っている。

https://matsumoto-ic.co.jp

・SDGｓ関連のニュースをＨＰにて記載 ・お客さまにSDGｓ、かながわＳＤＧｓパートナー
厚木市・商工会議所・商店会等とタイアップをしてイベントの協力・婚活等でライフプラン
の説明と申請のご説明 ・ＳＤＧｓの日々の活動をＨＰやＳＮＳに記載（ゴミ拾い、地域行
診断を行っている。地元地域の活性化の協力をしている。また自然災害の情報発信をお客さ
事の参加）・ハラスメント対策の情報発信を行っている。 ・企業にBCP策定の情報提供を
まに直接お会いした際、もしくはＨＰ、ＳＮＳにて発信している。（地震保険、ＢＣＰ）
行っている。

８,１１,１３

https://www.k-mabuchi.co.jp/

当社は梱包のプロだからこそ出来る物流のトータルコーディネートを行っております。輸出
梱包事業では再生可能なスチール梱包を推進し、資材販売では環境を意識した商品を提案し
ます。また、地域のスポーツ振興に協力し、スポーツを通じた子供の育成活動をサポートし
ております。

５,１２,１３

経営企画部の中にSDGs推進室を設置し活動を推進。えのすいecoサポーターや、かながわト
ラストみどり財団に登録し、地域の環境活動をサポートしています。自然災害に対する強靱
性を備えるべくBCPも完成させました。４工場の再生エネルギー電力への切り替えや大学と
の産学連携も進めています。

４,７,８

近年多発している大規模災害に備え、災害時に発生する廃棄物の収集運搬において、行政と 外国人雇用や高齢者雇用にも積極的に取り組んでおり、人や国の不平等をなくせるよう努め
協定を結んでおります。また、行政における環境業務を中心に活動拠点とし、ごみの収集・ ております。また、従業員が分け隔てなくその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り、働
運搬・選別・処理を一貫して担っております。
きやすい雇用環境の構築を進めております。

１０,１１,１２

https://miurakankobus.co.jp/

上記の通り、“え”ほんふれあいていりゅうじょを運営。新型コロナウイルスの情勢を鑑み
貸切バス事業において、稼働していないバスを用いた“え”ほんふれあいていりゅうじょと
て催行を判断しております。イベントでは多くの地域住民の交流の場となるよう、葉山町の
いう、移動図書館事業を行っております。SDGs＃4を中心に、地域との共生を目指す＃11、
事業者とパートナーシップを組み、多様かつ多彩なイベントを目指しより広域に活動してお
古くなったバスを空間として利活用した＃12の活動などを目指しております。
ります。

４,１１,１２

８,１１,１２

https://marusu-t.co.jp

三浦市南下浦町上宮田
1486-2

一昨年は近隣小学校、昨年は長引くコロナ禍で同じエッセンシャルワーカーとして働く医療
従事者に感謝を込めて病院周辺の除草作業を行った。また乗務員資質向上の一環として、普
通救命講習、車両点検講習、エコドライブ講習、運転者講習を行った。
低公害車の導入として2台車両入替えを行った。
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株式会社水村建設

みずむらけんせつ

神奈川県横浜市旭区市沢町337- 神奈川県横浜市旭区市沢
19
町337-19

http://www.kkmizumura.net/

「地域社会から必要とされ、信頼のある会社」の一員であることに誇りを持ち働きがいを持
社会福祉事業への寄付活動、生活困窮者就労訓練事業所としての認定、自然災害時の緊急対
つことが出来る職場作りを目指す。地域貢献活動を主とし、地元業者を積極的に選定するこ
応や地域清掃による安心安全なまちづくりへの貢献など、地域や社会を意識し地域貢献の視
とで地域経済循環を促進しまた、安定した経営環境を維持し、市民の雇用や地域経済を支え
点をもって「SDGs」に取組みながら事業活動を行っております。
る。
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株式会社美都住販

みとじゅうはん

神奈川県相模原市中央区富士見
3-15-7

https://www.mitojuhan.co.jp/news/sdgs/

ゼロエネルギー住宅（ZEH）・太陽光発電システムを普及させることや、永く暮らせる住宅
ゼロエネルギー住宅（ZEH）・太陽光発電システムの普及に向け、地域のエネルギー使用量
を提供することにより、誰もが安全にそして安心して暮らせるサステナブルな地域・社会の
の減少・地球環境に配慮した持続可能な社会の実現に貢献していくため、太陽光発電システ
実現に貢献していくとともに、地球環境に配慮した持続可能な社会の実現にも貢献していき
ムの搭載率１００％を目指し取り組んでおります。
ます。

３,７,１１
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宮内建設株式会社

みやうちけんせつ

神奈川県横浜市緑区鴨居4-63-5

弊社では建設現場の3K、男性の職場というイメージを払拭するため、女性で結成したチーム
でパトロールを行い誰もが働きやすい職場環境をつくる取組をしています。また教育機関へ
の書籍寄贈、福祉協議会への車椅子寄贈などSDGｓの取り組みにより地域貢献に役立ててい
ます。

・近隣小学校へSDGs講師を派遣し小学生のSDGｓについての理解を深めてもらう・社屋に太
陽光発電及び蓄電池設備を設置し二酸化炭素排出量削減に貢献また災害時大規模停電時に携
帯電話の仮設充電所を設営し蓄電している電力を近隣住民へ開放します（災害時を想定した
デモンストレーションの実施）

４,５,１３

https://kikuna-tyozai.co.jp/

治療だけでなく地域に向けて定期的な健康イベントの開催やヘルスリテラシーの発信など病
気の早期発見、予防に努め、また「子育て家庭」「災害時」「地球温暖化」に対する店舗施
設の提供と環境に配慮しプラごみ削減に取り組んでいます。地域の「健康」「予防」「安
心」に繋がる取組みを実践しています。

地域の方々に向けて健康・予防についてのイベントを開催。コロナ禍ということもあり、感
染対策を講じながら開催した。コロナウィルスの啓発をはじめ健康・食事・介護予防などの
情報を記載したカレンダーの配布など行っている。災害時・子育て支援・プラごみ削減の啓
発を継続して行っている。

３,１３,１４

https://www.nify.jp/

企業活動を進めるうえで顧客満足度の向上、地域住民とのコミュニケーション、働きやすい ・油圧ショベル６台入れ替え ・環境配慮型燃料『 GTL Fuel 』を使用 ・再エネ発電由来
環境づくりに努め、ステークホルダーとの信頼関係を高めます。健康的な生活、質の高い教 の電気に切り替え ・名刺用紙を環境に優しい『レイクパピルス20』に変更 ・栄文化協会
育を確保し、環境面においても災害対策やＣＯ2排出量低減に貢献します。
協賛会員 ・かながわナショナル・トラスト運動 みどりを守り育てる運動に参加

３,１２,１３

http://www.y-shinko.co.jp/sdgs/

「TABLE
FOR TWO」メニューの提供を通じて、開発途上国の飢餓解消を支援している。ま
当社で運営している社員食堂・喫茶・売店部門において、ＳＤＧｓ事業の展開周知に努め、
た、プラスチックごみ削減のため、喫茶部門で「プラスチックストロー」の廃止・生分解ス
「TABLE FOR TWO」メニューの提供やプラスチックストローやレジ袋の廃止等により、プ
トローへの切替、売店部門でレジ袋の提供を廃止し、必要な方にはエコバックの呼びかけを
ラスチェックごみ削減等への取組みを実施していく。
実施してきた。

１,２

https://www.yokoshin.co.jp

当金庫では、「このまちの未来をともにつくる」との経営理念のもと、適切な金融サービス
やコンサルティング機能の提供による課題解決型金融の実践に努めています。金融サービス
の提供などの業務を通じて、地域経済・地域社会の課題解決と持続可能な社会の実現に貢献
します。

2021年6月、横浜市社会福祉協議会と包括連携協定を締結し連携して地域貢献活動を実施。
2021年9月、脱炭素化を宣言し計画的な脱炭素化への取組みを進めている。2022年8月には顧
客企業のSDGs取組みの評価サービスを導入し、顧客企業のSDGs取組の推進・支援に向け取り
組んでいる。

４,８,９

https://yokohama-tyozai.co.jp/

治療だけでなく地域に向けて定期的な健康イベントの開催やヘルスリテラシーの発信など病
気の早期発見、予防に努め、また「子育て家庭」「災害時」「地球温暖化」に対する店舗施
設の提供と環境に配慮しプラごみ削減に取り組んでいます。地域の「健康」「予防」「安
心」に繋がる取組みを実践しています。

地域の方々に向けて健康・予防についてのイベントを開催。コロナ禍ということもあり、感
染対策を講じながら開催した。コロナウイルスの啓発をはじめ健康・食事・介護予防などの
情報を記載したカレンダーの配布など行っている。災害時・子育て支援・プラごみ削減の啓
発を継続して行っている。

３,１３,１４

https://ja-yokohama.or.jp/

JA横浜の理念「人と自然を大切にし社会の発展と豊かな暮らしの実現に貢献する」は、SDGs
の基本理念「誰一人取り残さない」と共通します。当JAの行う各事業はSDGsの目標と親和性
が高く、ともにめざす社会・未来は同じです。農業協同組合として各事業を展開しSDGs達成
に取り組みます。

・障がい者の就労機会の創出と農家の労働力支援強化を目的に農福連携の試験運用を開
始。・6次産業化の取り組みとして農家から廃棄果実を買い取り企業と連携したオリジナル
商品を開発。・医療従事者への支援として病院に野菜を寄付。・フードバンクかながわへ食
品2,715点と寄付金を寄贈。

１,８,１２

https://www.rikazai.jp

経済：永年培ってきた圧延技術の継承と新素材への飽くなき挑戦を続けています。
社会：すべての子どもの命と権利を守るため、継続的にUNICEF基金に協力しています。
環境：ISO14001に基づく環境マネジメントシステム体制を構築し、環境に配慮した事業活動
を展開しています。

・北海道大学三浦教授の技術指導の下、純マグネシウム箔の製造プロセスを構築しました。
・マッチング連絡のあった横浜環境デザイン殿と自社ビル屋上の太陽光パネル設置を検討し
ています。
・マッチング連絡のあったシュフレ協会殿よりパートタイマーをご紹介いただきました。

８,９,１２

神奈川県横浜市緑区鴨居
4-63-5
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株式会社横浜菊名薬 よこはまきくなやっ 神奈川県横浜市港北区菊名4-3横浜市港北区菊名
局
きょく
46
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横浜建設株式会社

よこはまけんせつ

神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷426-11

神奈川県横浜市中区南仲通２丁 神奈川県横浜市中区南仲
目２１番地１
通２丁目２１番地１

56

4

横浜振興株式会社

よこはましんこう

57

4

横浜信用金庫

よこはましんようき
横浜市中区尾上町２－１６－１
んこ

58

4

株式会社横浜調剤薬 よこはまちょうざい 神奈川県横浜市旭区若葉台3-6局
やっきょく
1

59

60

4

4

横浜農業協同組合

リカザイ株式会社

よこはまのうぎょう 神奈川県横浜市旭区二俣川1-6きょうどうくみあい 21

りかざい

神奈川県川崎市中原区下沼部
1810-7

http://miyauchi-construction.com

61

4

リ・バース株式会社 りばーす

神奈川県川崎市川崎区南渡田町
1-1京浜ビル2階

https://www.data-concierge.jp/reman/

法人などから回収した携帯端末のリサイクルを月間数万台行っています。これらを資源ごと
データ消去センターによる情報端末の破壊と資源ごとにリサイクルを可能にした仕組みに
に分別してリサイクルをおこなっております。自社の破壊装置で解体した携帯端末の基板部
よって、今まで廃棄されていた資源の循環を可能にし、情報リスクと環境リスクに対応でき
分を破壊・破砕をおこない、リチウム電池含め精錬会社に出荷して希少金属の回収につなげ
る教育の場を地域に根差したSDGｓの取り組みとして実践します。
ております。
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4

株式会社ワイイー
わいいいーしーそ
シーソリューション
りゅーしょんず
ズ

神奈川県横浜市中区山下町22

https://www.yec.ne.jp/

情報システムの設計並びに開発段階において、より効率的な作業を行い顧客の利用段階にお
いてもより省資源（電力、消耗品等）であるシステム開発を目指す。データセンターを通じ
強靭なネットワークを提供することにより、顧客の省エネルギーや企業や人の生産性向上に
取り組みます。

公共性の高いシステム開発（公共施設予約・福祉・インフラ基盤構築・クラウドシステム）
等を通じて地域社会の利便性の高い豊かなまちづくりと省力化、神奈川県の地方公共団体を
中心にシステム提案・導入を推進し、省力化・ＩＴ化を通じて地域活性化・地域振興に貢献
してまいりました。

３,７,１１

http://www.wakosangyo.co.jp/

資源循環型ビルクリーニング事業
古くなった床ワックスを水だけで除去して、回収したワックス成分をおう吐物凝固剤の原料
に再利用する資源循環型の床管理システムです。強アルカリ性剥離剤を使用しない為、従来
焼却していた剥離廃液を排出せず、従来工法と比較してＣＯ２排出量を大幅に削減します。

上記事業としてトイザらス全国160店舗にて導入、「ワックス残渣」は「おう吐物凝固剤」
の製品原料に再利用され、店舗でのおう吐物処理作業に使用されています。また新たにJR東
日本の車両清掃から排出される「床ワックス・リペア水」も、同様にアスファルト補修の骨
材として再利用されています。

７,１２,１３

わこうさんぎょうか
川崎市川崎区鋼管通1‐3‐17
ぶしきがいしゃ
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4

和光産業株式会社

64

4

株式会社ヒューマンク
ラッチ

調整中

65

4

株式会社フードエコス
タイル

調整中

66

4

ユニークエンディング
株式会社

調整中

67

4

リコーインダストリア
ルソリューションズ株
式会社

調整中

68

4

LOCOHALOI

調整中

８,１２,１７

