かながわSDGsパートナー（６期）
企業・団体名

（五十音順敬称略）

No

期

ふりがな

1

6

有限会社アークマリン
神奈川県横浜市神奈川区神奈川
あーくまりんさーびす
サービス
2-9-3 SSビル

2

6

株式会社アースアンド あーすあんどうぉー
ウォーター
たー

3

6

株式会社アーバン二
十一情報センター

あーばんにじゅういち 神奈川県横浜市港北区綱島西2じょうほうせんたー
2-12

http://www.urban21.net/

「人々に明るく楽しい「住まい」と「住環境」を提供する」という経営理念のもと、SNSで街の魅力発
信や入居者様とのチャットコミュニケーションツールの導入、年1回全社員で管理物件・物件周辺
の清掃や設備・消火器点検を行うことで、住み続けられるまちづくりに貢献していきます。

4

6

株式会社アール・エ
フ・ラジオ日本

あーるえふらじおにっ 横浜市中区長者町５－８５ 横浜
ぽん
三共ビル３階

http://www.jorf.co.jp/?program=wave

エシカル＝ethicalとは、「倫理的」、「道徳上の」といった意味の英語で、近年は環境や社会に配
慮したさまや社会貢献活動をさす言葉になっています。また、SDGｓの多くの目標達成のキー
ワードでもあります。番組「エシカルWAVE for SDGｓ」では、環境問題や社会貢献活動などSDG
ｓにまつわる話題をたっぷりとわかりやすくお伝えしています。

5

6

株式会社アイシス

あいしす

神奈川県横浜市港北区新横浜23-4

https://isis-cosme.co.jp

近年急激に増加傾向にある美容業界の「フリーランス」を組織化し、個人事業支援する会員組織
『フリーランス.lab/シェアシステム構築事業』に取り組み、マッチングポータルサイト構築します。
サロン販売製品も使い捨て容器から「計り売り販売」事業も取り組みます。

6

6

株式会社アイズ

あいず

神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴１
９００

https://iz-office.com/blog03/company/sdgs/

アイズは二宮尊徳が説いた、生きるために協働し、支え合いながら、自らを磨き、互いの人格を
高め合う「和」の精神を基に、男女平等の雇用や地元を中心とした雇用を推進し、ＩＴを活用した地
域社会への貢献、また社員の教育についても力をいれ、「地域社会に根差したＳＤＧｓの取組」を
実践しています。

7

6

株式会社アイネット

あいねっと

横浜市西区みなとみらい三丁目3
番1号 三菱重工横浜ビル23階

https://www.inet.co.jp/

8

6

株式会社青木製作所 あおきせいさくじょ

神奈川県横須賀市浦郷町5-2931

https://aoki-s.com.inc/careerpath/detail/

1.限りあるエネルギーや資源に配慮し、地球環境にやさしい企業活動をさせていただきます。2.す
べての従業員がより働きやすく、働きがいを持てる職場づくりに努めます。
3.自動車部品だけでなく新規事業として他業界へ活動の幅を広げ更なる技術革新に挑みます。

9

6

株式会社AOKIホール あおきほーるでぃんぐ 神奈川県横浜市都筑区葛が谷６
ディングス
す
‐56

https://ir.aoki-hd.co.jp/ja/esg/index.html

お客様が着用しなくなったスーツ等のウール衣料を店頭で下取りし、提携工場で手袋や車の吸
音材等さまざまなリサイクル製品に再生する取り組み。

10

6

秋本食品株式会社

あきもとしょくひん

神奈川県綾瀬市早川２６９６-１１

https://www.akimoto.co.jp/company/akimoto_sdgs/

11

6

昱株式会社

あきらかぶしきがい
しゃ

東京都中央区東日本橋3-3-11

12

6

旭化成ホームズ株式
会社

神奈川県横浜市西区みなとみら
あさひかせいほーむ 東京都千代田区神田神保町１－
い２－３－５ クイーンズタワーC１ https://www.asahi-kasei.co.jp/j-koho/sustainable/index.html/
ず
１０５
４F

13

6

アサヒホールディング
あさひぷりてっく
ス株式会社

神奈川県横浜市鶴見区大黒町4兵庫県神戸市中央区加納町4-41 （アサヒプリテック㈱横浜事業 https://www.asahiholdings.com/sustainability/sdgs/
17
所）

14

6

アジア航測株式会社

川崎市麻生区万福寺1-2-2新百
合21ビル

15

6

社会福祉法人足跡の
あしあとのかい
会

16

6

あしがら環境保全株
式会社

あしがらかんきょうほ
神奈川県南足柄市狩野４８６
ぜん

17

6

株式会社明日葉

あしたば

18

6

株式会社あしたばマイ
あしたばまいんど
ンド

19

6

アソ―熱工業株式会
社

あそーねつこうぎょう 神奈川県小田原市中曽根31-12

20

6

株式会社アップル神
奈川

あっぷるかながわ

21

6

22

あじあこうそく

所在地

県内事業所

ホームページ
http://arkmarine.co.jp/sdg.html

東京都千代田区内神田3丁目18- 神奈川県横浜市神奈川区神奈川
https://e-water.co.jp
3
本町9-3-2E

神奈川県横浜市中区吉田町６５
番地 ERVIC横浜9F

http://www.akira.agns.co.jp/sdgs/index.html

https://www.ajiko.co.jp/

神奈川県座間市緑ヶ丘2-1-30
ＮｅｏＡｒｋＢｌｄｇ．２－Ｂ

取組（140字以内）
当社は外国人・女性等、多様な人材の活躍により海外のお客様へ、船舶部品の卸売りを行って
います。そして、お客様へ安定して部品を供給できる様、企業継続力強化計画(BCP)の策定や、
環境への負荷を最小限にする為に、環境にやさしい材料の使用、廃棄物の低減等に努めており
ます。
節水活動による水の有効利用・エネルギーの削減を実現し、持続可能な水の管理に貢献してお
ります。水道使用量の削減によるCO2排出削減および証明書の発行を行い、導入施設様の
SDGs活動をサポートさせていただいております。

公益財団法人による地域振興に資する団体・活動の支援、障がい者雇用推進、ダイバーシティ
推進など持続的な社会の発展に貢献するとともに、環境に配慮した事業運営を目指すべく、実践
しています。

持続可能な社会を目指し環境負荷の少ない包装資材の使用、野菜残渣排出量の削減、
天然資源の節約（太陽光パネル導入）、賞味期限の延長等に取り組んでいます。企業理念のひ
とつに人材育成があり「社員の成長が企業の成長・発展、社会貢献につながる」という思いで、次
世代の教育にも力を入れています。
当社は創業より社是に従い水インフラ事業を主として活動としてきた会社であります。その事業
は社会との繋がりが密接であり、事業を通した地域への安全・安心な暮らしへの貢献をしていま
す。事業のみならず、社内においてもSDGsの目標を掲げ、出来ることから取り組んでいます。
耐震性・耐火性・耐久性・断熱性に優れた、戸建住宅「へーベルハウス」及び賃貸住宅「へーベル
メゾン」を中心に、長期優良住宅の提供や、さらなる防災システムの開発、ZEH推進を行うこと
で、地震や気候変動に起因する災害にも耐え、長く快適に住み続けられる家づくり・街づくりに貢
献する。
SDGs重点テーマにフォーカスした施策の立案や目標達成状況のモニタリング、社内外のコミュニ
ケーションについて、代表取締役統括の「SDGs推進会議」を中心に議論・決定しサステナビリティ
に関する取り組みを推進し、17すべての目標を対象範囲とし多くの従業員が身近な活動から
SDGsに貢献しています。
当社グループは、持続可能な社会の創造に向けて、高い倫理観をもって社会の責任を果たす。
また、全役職員が自ら主役となって環境保全、環境負荷低減に取り組むと共に、空間情報コンサ
ルタントとして計測・調査・対策等のSDGsに関わる事業活動を通じ、より実戦的なSDGs経営を推
進する。

http://swc-ashiatonokai.com/

社会福祉法人として、時代が求める形に寄り添い、福祉事業・公益事業等を通して「ＳＤＧｓ取り
組み」をし、地域住民の皆様へも還元出来るよう実践します。

http://ashigara-env.jp/

容器包装プラスチック・ペットボトル中間処理事業を始めとした廃棄物関連事業を通して、循環型
社会への貢献を行っています。またこれらの取組を小学校への出張授業等で発信するなどの啓
発活動を行い、あしがら地域全体のSDGs取組を促進しています。

東京都港区芝4-13-3 PMO田町
Ⅱ10F

神奈川県小田原市鴨宮349石黒
https://ashita-ba.co.jp/company/sdgs/
ビル１階-B

東京都港区芝4-13-3 PMO田町
Ⅱ10F

神奈川県横浜市港北区新横浜2https://www.ashita-ba.jp/company/sdgs/
3-4 クレシェンドビル7F

https://www.aso-n.com/sdgs/

学童・児童館において、「SDGsをテーマとしたイベント実施」など、子どもたちに良質な学童保育
の場を提供することによって、心も体もすこやかな子どもを育みます。企画を実施する上では、
様々な企業・団体とパートナーシップで取り組みます。
明日葉保育園では、子どもたちがSDGsの目標を考え、自ら楽しく体験できるさまざまな取り組み
を実施しています。オンライン国際体験プログラムやジェンダーを考えるワーク、食品ロスの削減
のためのコンポスト、使用済み食用油回収プロジェクトなど。子どもたちが主体的に考えながら取
り組んでいます。
長年の経験を活かし厳しい気候変動にも耐えうる住みやすい家づくり、働きやすい環境づくりの
ご提案をしています。またコカ・コーラボトラーズジャパン株式会社様と連携し、おだわらSDGs推
進自販機を導入したことで、SDGs活動事業への寄付を行うとともに社員の福利厚生の充実を推
進しています。

神奈川県川崎市川崎区駅前本町
１２－１

http://www.ap-kanagawa.co.jp/

「人々に明るい楽しい「住まい」と「住環境」を提供する」という経営理念のもと、SNSで街の魅力発
信や入居者様とのチャットコミュニケーションツールの導入、年1回全社員で管理物件・物件周辺
の清掃や設備・消火器点検を行うことで、住み続けられるまちづくりに貢献していきます。

株式会社アド・マインド あど・まいんど

神奈川県横須賀市根岸町2丁目
32番18号オギノビル301

https://admind.jp/sdgs

まだまだ浸透しきれていない、SDGsの大切さを印刷、広告を通して、広く一般にＰＲしていきま
す。当社ができること、再利用可能な紙やエコな紙を使用する。環境への配慮、環境保全の観点
から印刷、広告への取り組みをする。

6

アトピッコハウス株式
会社

あとぴっこはうす

神奈川県鎌倉市雪ノ下2-6-5

https://www.atopico.com/about/sdgs.php

23

6

ATLIKE株式会社

あとらいく

神奈川県川崎市川崎区日進町71川崎日進町ビルディング14F

https://atlike.co.jp/company/sdgs/

24

6

株式会社アットライズ あとらいず

神奈川県横浜市西区高島2-11-2
スカイメナー横浜

https://www.attrise.com/company/sdgs/

中小企業をメイン顧客としたホームページ制作、および活性活用をサポートすることで、中小企業
の情報発信力を高め持続的な発展に寄与します。また、IT化の支援事業により、中小企業の
ペーパーレス・テレワーク等を推進し地域社会に貢献します。

25

6

株式会社アレック

神奈川県相模原市緑区東橋本２
－２－６－１０３

https://www.alec.co.jp/publics/index/85/

創業以来派遣業として地域とともに成長してきた企業の責務として、自社のスタッフがSDGｓの取
り組みを通じて成長し、その成長した「ヒトのチカラ」で企業や地域に貢献できる人材を輩出し続
けていきます。

26

6

神奈川県厚木市旭町１丁目２７番
株式会社アレックスプ あれっくすぷらんにん
１号 後藤ビル２F 前島綜合法
ランニング
ぐ
律事務所内

https://www.alexplan.com/

プラスチックごみの完全リサイクルに向け「廃プラスチック油化装置」の開発支援・販売活動を通
じ、地球環境の改善活動に取り組んでいます。また、ＳＤＧｓに取り組んでいる中小企業の販売活
動支援を行っています。さらに社会課題とその解決策を楽しく学ぶ「ＳＤＧｓ講座」を開催していま
す。

27

6

株式会社池田建設

http://www.ikeda-const.com

近年予測困難な自然災害の発生が原因で、多くの人々が被災している現状を鑑みて、日頃から
災害に強いまちづくり・防災・減災に貢献できる体制の構築を行っております。

28

6

合同会社イケタダエナ いけただえなじーらい
千葉県香取市木内1024番地１
ジーライフ
ふ

神奈川県川崎市川崎区藤崎3丁
https://www.big-advance.site/s/157/1916
目4番19-2号

産業用太陽光発電を中心とした再生可能エネルギー普及拡大によるクリーンエネルギーの創出
とCO2削減を行っています。また、地元企業と連携を図り、地産外商を目指します。

29

6

イシグロ株式会社

いしぐろ

東京都中央区八丁堀4-5-8

神奈川県横浜市中区弁天通4-59 https://www.ishiguro-gr.co.jp/about/sdgs/

配管資材の仕入・販売・開発・配送が主な業務となりますが、
資材の過剰な配送や車両軽減を軸とした環境にやさしい取り組みをめざす。

30

6

泉工業株式会社

いずみこうぎょう

神奈川県綾瀬市深谷上8-4-3

http://www.izumikg.co.jp/

当社は金属加工技術を活かし、「優れた製品の生産を通じて、地域社会の繁栄と発展に貢献し、
お客様や従業員すべての人々に豊かな生活と幸せを提供する」を理念に掲げ、日々想像力と知
恵を絞り品質と技術の改善に努め、ＳＤＧｓの目標達成の実現に取り組んでいます。

31

6

泉の交通株式会社

いずみのこうつう

神奈川県大和市深見西5-4-24

http://www.izumino-kotsu.com/

安全安心の交通インフラの運営及び管理能力の強化により
効率的で経済性にも優れた持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。
また、環境上の悪影響を軽減する取り組みで、環境保全に寄与する。

32

6

一般社団法人伊勢原 いせはらえふしーふぉ 神奈川県伊勢原市下落合46-6
FCフォレスト
れすと
宮ノ前ハイツ８

https://ifc-forest.com/

子どもたち自身が、出場メンバーを決め、審判のみならず、サッカー大会運営をする「フォレスト
SDGｓカップ」等、大会、練習を通じて子どもたち自身による意思疎通と問題解決機会を創出する
ことより、自分で考え行動できるようになり、相手の気持ちを考える機会を通じ、相手を思う感情
を知る。

33

6

磯田電材株式会社

いそだでんざい

神奈川県横浜市鶴見区平安町1
丁目47番地の7

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

インフラにかかせない電気設備の販売を通し、安全で快適な生活環境及び職場環境の設備に寄
与している。また、電設資材の発注システムアプリを開発し、業務の効率化をはかる事によって、
技術革新の成果を電気工事業界の領域でも取り入れていく。

34

6

株式会社市川屋

いちかわや

神奈川県厚木市七沢305

https://ichikawa-ya.com/sdgs/

35

6

株式会社いづみの

いづみの

神奈川県愛甲郡愛川町中津6930
番地1

https://idumino.com/

36

6

株式会社ウィズハート うぃずはーと

横浜市鶴見区東寺尾中台3-6

https://withheart.jp/hoken/company#sdgs

37

6

株式会社ういろう

ういろう

神奈川県小田原市本町1-13-17

http://www.uirou.co.jp/

人々の健康と幸福を願った薬と菓子を６００年以上にわたって作り続けております。関連する文化
を通じて、内外の人に日本人として心を豊かにする機会を提供し、地域の観光文化経済の活性
化に協力しています。

38

6

ウスイホーム株式会
社

うすいほーむ

横須賀市久里浜2-2-3

https://www.usui-home.com/sdgs/

「①長期優良住宅」の取得・普及」「②認定低炭素住宅の普及」「③既存住宅の再生（リノベーショ
ン）の普及」「④空家の有効活用」の4項目を柱として、2030年までの各取組目標値を設定し実践
しています。

39

6

株式会社内田屋

うちだや

神奈川県座間市入谷西4-19-31

http://www.uchidaya-fudousan.com

空き家の所有者に働きかけ、運用や売却を提案し、弊社で管理・買取を行い、住宅確保弱者(高
齢者・生活保護者・シングル・外国籍等)へ賃貸住宅として住まいのあっせんを行う事業を推進
し、SDGSの取り組を実践しています。
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6

特定非営利活動法人
うみさくら
海さくら

東京都目黒区柿の木坂一丁目２
３番１４号

https://umisakura.com/

神奈川県江の島で2005年から「目指せ！日本一楽しいゴミ拾い」をモットーに、月に1回のビーチ
クリーンを行い、清掃活動にイノベーションを起こしてきたゴミ拾い団体。江の島に「かつて生息し
ていたタツノオトシゴが戻ってくるくらいキレイにする」という目標をかかげる。

41

6

株式会社運動会屋

東京都渋谷区代官山町 ９-10
３F

あれっく

いけだけんせつ

うんどうかいや

神奈川県伊勢原市笠窪421-20

神奈川県中郡大磯町国府新宿
513

神奈川県横浜市都筑区早渕 ３https://www.undokai.co.jp/projects/1483
30-10

スクラップ＆ビルドの建築業界に見向きもされなかった自然素材を、独自に開発し、販売を続け
てきた。建築時だけでなくメンテナンスや庭づくりをきっかけに、良い物を長く使うこと、身近にある
自然との無理のない付き合い方を伝えながらSDGsへの関心を高めてもらい、自社も積極的に取
り組んでいる。
企業の高度化を支援し、グローバルで戦えるように伴走していきます。
弊社はヒト・テクノロジーを軸として、人材の育成に力をいれております。育成に関して、企業の活
動により蓄積されてきた知識・経験を共有することで、高い教育レベルで人材の成長・雇用の機
会を後押しをしていきます。

神奈川県は県土の約4割が森林で、弊社の製材する丸太は約90％が県産材です。県内出材の
建築木材のかなり多くを弊社で生産加工しています。その県産材を県下で広く利用して頂くことに
より、県下の環境保全、県内産業の活性化、地域雇用創出による持続可能な循環型の社会活
動の創造を目指していきます。
廃棄物処理業として環境問題と向き合い「５Ｒ」を基に循環型社会の実現に貢献していきます。現
代社会において地球環境の保全が重要課題でありこの環境を守るには重要な役割を担っている
ことを認識し、その責任を果たすことで、豊かな未来を実現させる為に「持続可能な開発目標」を
実行していきます。
弊社は、妊婦さんが妊娠異常や出産異常のような万が一の事態に備えられる医療保険を専門に
扱っている保険代理店です。妊婦さんへの保険提供を通じて、妊婦さんやそのご家族が安心して
妊娠生活を過ごすことができ、また出産・育児に健康的に臨むことが出来る社会の実現を目指し
ています。

遊休施設を利活用したキャンプ場を運営。個人だけでなく、企業の事業活動で利用者を増やし、
ワーケーション需要を取り込みます。産業と雇用、新たな観光を創出、人口流入を増やします。地
元ファンを増やし、住み続けられるまちづくりを目指すことで、誰もが手を取り合える共助共生の
社会を創造します。

ゴール
（３つまで）

地域に密着し、社会に貢献できる企業を目指して介護、障害、医療の分野におけるトータルサー
ビスを総合生活支援事業として提供しています。働きがい、経済成長に関するディーセント・ワー
クでは男女問わず、事業の成長を支える働き方を自由に選択できるキャリアアップ制度を取り入
れています。
これからの新素材、“CFRP”の有効な利用で社会の発展に貢献すべく、従業員全員が素材の魅
力を発信できるような社内整備を行っています。業界図書を常設し、ジョブローテーションを取り
入れ、適材適所な人材配置をし、〈素材の魅力と会社の魅力の向上を図るSDGsの取り組み〉目
指しています。
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6

株式会社エイチ・エス・
えいち・えす・えー
エー

神奈川県小田原市扇町5-11-21

https://www.hsa-w.co.jp/

43

6

株式会社エーシーエ
ム

横浜市都筑区川和町638

https://www.acm-neo.jp/sdgs/

44

6

Ecoinno Japan株式会
えこいのじゃぱん
社

神奈川県横浜市中区山下町2番
地 産業貿易センター2F

https://www.ecoinno.co.jp/

100％植物性の高性能素材を使用して食品包装材を製造、使用済みの容器は回収して堆肥化、
出来た堆肥を農作物の生育に使用し、循環型社会の形成を目指します。

45

6

一般社団法人エコ再
生紙振興会

えこさいせいししんこ 神奈川県横浜市神奈川区栗田谷
うかい
６－１４ １F

http://miraisen.com

使用済みの書道紙が廃棄しかされない現状を克服する為に、これを再生して小中学校や書道業
界を含めた社会に還元して有効活用することを第一の目的とし、この活動を通して次代を担う子
供たちへの環境問題に対する理解を深める資ともなればと考えています。

46

6

エコルシェ横須賀

えこるしぇよこすか

https://www.ecorcheyokosuka.com/sdgs

ガソリンスタンドの待合室にある「なるべくゴミを出さない」お店。
三浦半島産の野菜などの地産品を個包装せず販売したり、環境に配慮して作られた日用品や雑
貨を取り扱います。魅力的なもの、こと、人が集まる場を作り、ここで買い物をすると三浦半島が
もっと好きになる、そんなお店を目指しています。
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6

株式会社エス・イン
ターナショナル

神奈川県横浜市中区桜木町1丁
えす・いんたーなしょ
目1番7号 ヒューリックみなとみら
なる
い12階

https://sinter.co.jp/

エス・インターナショナルとそのグループ企業では、SDGsで掲げる持続可能でより良い世界を目
指す国際目標に準じて、社会に対してどのような貢献が出来るかを考え、持続可能な社会を実
現するための取り組みを行っております。

48

6

株式会社エス・シーリ
えす・しーりびんぐ
ビング

足柄下郡湯河原町土肥５丁目３
番地の７

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

お客様の人生の節目節目における様々なライフイベントにおいて、住まいに関わるサポートを行
うことが弊社の使命であると考え、「すべての人の幸せに繋がる住まいの提供」「すべての人が
安全で安心して住みつづけ、暮らせる街づくり」の実現を目指し、「地域に密着したSDGｓの取組
み」を実践します。
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6

株式会社エス・ケイ・
ディ

えすけいでぃ

神奈川県平塚市四之宮一丁目８
番５６号

http://www.shonan-skd.co.jp

50

6

有限会社エナジー

えなじー

神奈川県平塚市真田３丁目２４－
２０

http://autoenergy.co.jp

３Rに配慮し、リサイクル部品等の積極活用、廃タイヤ、廃油などの適正処理を徹底し、地域密着
型の自動車販売を目指し、社員のみならず地域住民に対しても還元し、地域活動なども含めた
SDGｓの取組を実践しています。

51

6

株式会社ＮＭＴ Ｊａｐａ えぬえむてぃーじゃぱ 神奈川県横浜市中区元町4-179
ｎ
ん
ウィスタリア元町3Ｆ

https://www.nmtgroup.jp/

私たちは医療アートメイク、化粧品の開発・販売、カンボジアからの生胡椒の輸入等東南アジア
地区への支援など、様々な活動を通して人々が幸せに生きられる社会の実現への貢献に取り組
んでいます。2021年12月23日横浜SDGs認証事業者と認定されました。
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6

エヌ・ケイ・テクノ株式
えぬけいてくの
会社

横浜市神奈川区鶴屋町3-35-1

https://www.nk-t.co.jp/

当社の主事業は、低酸素社会を実現するためにコンサルティリングから提案する設備更新事業
です。社員には最善な技術とサービスを教育し、地域社会貢献活動を通して成長して貰います。
この一連の事業展開が、持続可能な会社となりSDGs推進に貢献します。

53

6

ＮＤＫグループ

えぬでぃけーぐるーぷ

神奈川県川崎市川崎区鋼管通２
－２－２

https://ndkgroup.co.jp/blog/category/sdgs/

事業そのものがSDGsゴールに直結しており、『廃棄物に新しい命を』を環境方針とし、お客様から
収集した廃棄物を工場で選別しリサイクルルートで処理を行うことで環境保全へ貢献する。そし
て自分たちが廃棄した廃棄物がどのようにリサイクルされているかを知ってもらいリサイクルへの
意識を高めてもらう。
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6

株式会社ＮＴＴドコモ

えぬてぃてぃどこも

東京都千代田区永田町２丁目１１ 横浜市西区みなとみらい4-7-3
番１号
横浜メディアタワー20F

https://www.nttdocomo.co.jp/corporate/csr/sdgs/index.html

「お客さまや社会に対し新しい価値を提供し続けること」、「企業としての社会的責任を果たすこ
と」を柱とし、５GをはじめとするICTの力をNTTグループ各社と結集し、パートナーの皆さまととも
に多様な社会課題の解決に取り組んでいます。
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6

有限会社榎田工務店 えのきだこうむてん

神奈川県海老名市杉久保北２丁
目11-1

https://enokidakoumuten.com/

快適な室内環境を保ちながら、住宅の高断熱化と高効率設備によりできる限りの省エネルギー
に努め、太陽光発電等によりエネルギーを創る「ＺＥＨ」以上の高性能住宅を推進しています。環
境にやさしく、経済活動にも取り組み、地元工務店として「住みよいまちづくり」に貢献していきま
す。
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6

えのしまかいすいよく
江の島海水浴場営業
じょうえいぎょうくみあ 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-15
組合
い

https://ee-beach.com

日本の海水浴場の中でも歴史が古く、「日本の海水浴場55選」にも選ばれている、江の島海水浴
場片瀬東浜。「子供達が裸足で走り回れる日本で一番安心・安全な浜」を目指し、海の家やたくさ
んの方々と力を合わせて、東浜全体で様々なサステイナブルな取り組みを行なっています
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6

えのしまかいすいよく
江の島海水浴場協同
じょうきょうどうくみあ 神奈川県藤沢市片瀬 5-11-2
組合
い

https://enoshimawest-kugenuma.com/sdgs

国内最大の海水浴場を運営する団体として、地域経済の活性化に寄与してきた。一方、活動
拠点である美しい海洋環境を守るため、近年、環境保全の取組を強化してきた活動が認めら
れ、昨年の国際環境認証制度「ブルーフラッグ」取得を契機に、さらなる「地域に根差したＳＤ Ｇｓ
の取組」を実践している。
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6

特定非営利活動法人
えばーらすてぃんぐ
エバーラスティング・ネ
ねいちゃ―
イチャー

神奈川県横浜市神奈川区西神奈
川3-17-8 アクティパートⅡ 4階

https://www.elna.or.jp/sdgs/

ストランディングとは、本来海にいるはずの海凄哺乳類やウミガメ類が、生死を問わず海岸に打
ち上がったり（座礁、漂着）、湾や河口、網に入り込むこと（迷入）を言います。当NPＯ法人は、神
奈川県、千葉県、茨城県などの関東エリアに漂着したウミガメの調査を行っています。
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6

エバラ食品工業株式
会社

横浜市西区みなとみらい4丁目4
番5号 横浜アイマークプレイス14
階

https://www.ebarafoods.com/company/csr/sustainable/

エバラ食品グループでは重点テーマを「資源の有効活用と地球の持続可能性への対応」「健康な
心と体、おいしさがつなぐ絆づくりの提供」「安全・安心な商品・サービスの提供と新たな価値の創
造」「組織と人材の活性化」とし、事業活動を通じた社会の課題解決を図り、持続可能な社会の実
現を目指します。
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6

海老名欅ロータリーク えびなけやきろーた
ラブ
りーくらぶ

神奈川県海老名市中央2-9-50

https://keyaki-rotary.com/sdgs/

SDGsアクションとしてボランティアを通じた地域貢献やポリオ撲滅へ社会環境の整備に向けて
SDGsを推進しています。
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6

一般社団法人F・マリノ えふ まりのす す
ススポーツクラブ
ぽーつくらぶ

横浜市港北区新横浜2-6-3DSM
新横浜ビル5階

https://www.f-marinos-sportsclub.com/

スポーツを通じて身体を動かすことの楽しさや、運動の大切さを伝え、誰もが健康で明るい未来
を築ける世の中を目指して活動
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6

株式会社エムケイプロ えむけいぷろ

神奈川県川崎市川崎区榎町１０
－２―２０１

http://pro7.jp/sdgs.html
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6

える・えんじぇるこくさ
NPO エル エンジェル
神奈川県海老名市国分北二丁目
いぼらんてぃあきょう
国際ボランティア協会
１７番１６号
かい
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6

株式会社ＯＳＧコーポ おーえすじーこーぽ
レーション
れーしょん

大阪府大阪市北区天満1丁目26
なし
番3号

65

6

O.K. Kids Academy合 おーけーきっずあか
同会社
でみー

横浜市鶴見区北寺尾5-9-21
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6

株式会社大島薬局

おおしまやっきょく

神奈川県藤沢市藤沢520番地

http://www.oshima-pharmacy.co.jp/company/

地域密着型薬局において、薬剤師・管理栄養士などの専門家が「健康相談（お薬相談・栄養食事
指導）」「健康だより発刊」等の相談応需や情報提供を実践している。また、保険調剤・在宅医療
において、医療・介護分野での多職種連携を実践している。
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6

有限会社大椛解体

おおなぎかいたい

神奈川県横浜市栄区桂台南1-720

https://www.o-nagi.com/

環境問題の意識が高まるなか、資源循環型社会の実現のために、大変重要な役割を担っていま
す。再利用可能なものは中間処理を行えるよう分別し廃棄物を資源としてよみがえらせることを
通して、資源循環型社会と持続可能な地域社会の実現に貢献してまいります。
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6

大貫繊維株式会社

おおぬきせんい

神奈川県愛甲郡愛川町半原6番
地

http//www.onuki-seni.co.jp

電力は再生可能エネルギーを使用し、工業用水も地下水を活用する等環境に配慮した工場で、
自治体から回収した使用済みペットボトルを100％使用した原料から製品を開発する等持続可能
な社会の実現に貢献出来るよう社員一同取組んでいます。
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6

株式会社オオハシ

おおはし

神奈川県横浜市鶴見区潮田町１ 神奈川県横浜市鶴見区佃野町１
https://www.oohasi.co.jp
－１４１－３
０－１ タクトホーム鶴見 ２F
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6

株式会社オービーエ
ム管財

おーびーえむかんざ
神奈川県小田原市風祭72-1
い
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6

株式会社ＡＬＬ．ｅ

おーるいー

72

6

株式会社岡三証券グ おかさんしょうけんぐ 東京都中央区日本橋一丁目１７
ループ
るーぷ
番６号

73

6

株式会社ocean

74

6

一般社団法人小田原 おだわらろめんでん
路面電車協会
しゃきょうかい

75

6

合同会社office1192

76

6

社会福祉法人開成町 かいせいまちしゃかい
足柄上郡開成町社１０４３－１
社会福祉協議会
ふくしきょうぎかい

77

6

カウンシードコンサル カウンシードコンサル 神奈川県横浜市都筑区南山田2- 神奈川県座間市相武台3-42-43
https://www.counceed.co.jp/
ティング株式会社
ティング
22-19
コスモスビル3階
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6

カウンシード税理士法 カウンシードゼイリシ 神奈川県川﨑市中原区丸子通1人
ホウジン
636-4 朝日多摩川ビル204

79

6

花王グループカスタ
かおうぐるーぷかすた 東京都中央区日本橋小網町８－ 神奈川県横浜市戸塚区川上町８
マーマーケティング株
https://www.kao.com/jp/corporate/sustainability/
まーまーけてぃんぐ ３
７番１ ウエルストン１ 7F
式会社

花王は持続可能なこころ豊かな暮らし「Kirei Lifestyle」が何よりも大切だと考え、それを実現する
ためのESG戦略「Kirei Lifestyle Plan」を通して事業のあらゆる面で革新を進め、さらなる社会へ
の貢献をめざしていきます。
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6

株式会社KAOLANI
1228

81

6

一般社団法人神奈川 かながわおおいのさ
大井の里体験観光協 とたいけんかんこう
会
きょうかい

82

6

83

6

えーしーえむ

えばらしょくひんこう
ぎょう

おせあん

神奈川県横須賀市浦郷町4-4013

http://l-angel.or.jp/

https://www.osg-nandemonet.co.jp/

https://www.okkidsacademy.com/

http://www.obm-jp.com

神奈川県藤沢市本鵠沼4-16-32- 神奈川県三浦郡葉山町堀内746https://alle88.com
2
1-2F

神奈川県横浜市中区尾上町2-27 https://www.okasan.jp/sustainability/group_sustainability.html

神奈川県綾瀬市深谷上2丁目１１
－７

https://oce-an.co.jp/sdgs/

神奈川県小田原市本町３－４－２
１

http://www.odawara-tram202.com

おふぃすいちいちきゅ 神奈川県藤沢市片瀬海岸1−12−
うに
4ビーチサイドビジネスセンター内

https://office.jpn.com/

https://kaiseishakyo.jp

https://www.counceed.co.jp/

社員が働きやすい環境を確保するため、コンサルに入っていただいています。
働きやすくなる事により、社員の向上心を上げ、地域に貢献しています。

メディアには影響力があります！SDGsをエンターテインメントに乗せて、発信し続けます。『視聴
者』がSDGsの理解を深める事で、『持続可能な経済・社会・環境』への意識を高めていきます。
一人一人が『持続可能な開発目標』に向かって自発的に行動していく社会を目指します。
教育を通じた国際協力活動の推進、および開発途上国の経済基盤の確立と、そこに住む人々の
生活環境を整えるための支援をします。国内外の福祉・健康の増進に貢献し、災害支援活動に
も寄与します。
“使い捨ては、恥ずかしい”という考え方を通して誰でも(Everyone)(子どもから高齢者・企業・自治
体など)、毎日(Everyday)どこでも(Everywhere)少しの意識と行動で、海洋プラスチック問題や使
い捨てから生まれる、その他様々な社会課題を個人・企業・自治体が一体となって啓発・実践し、
みなさんと一緒に行動変容に取り組むプロジェクトです。
グローバルに視点を置き、日本の子供達によりよい教育環境を提供し、未来を担っていく子供達
の意識、行動パータンを変えることにより日本、世界、地球を守る。

産業廃棄物である架橋ポリエチレン(ポリエチレン(PE)の分子同士を化学結合させたもの)の架橋
を崩し再生可能なPEを原料とした樹脂製敷板「リピーボード」やパレットを製造・販売することで資
源循環・脱炭素社会構築に貢献しています。
業務方針である「より快適な環境を創造しつづけよう」を目指しながら、ビル総合管理業を通じ
て、あらゆる施設を安心・安全・衛生的に維持し、建物LCCの長寿命化に貢献し、環境の側面か
ら持続可能な社会の実現に寄与します。
建築廃材の中から建材となるものは再利用し、出来ないものは蒔きストーブの燃料として使用す
ることで建築ゴミの削減を目指す。またリフォーム時に太陽光発電や蓄電機の設置を提案し、省
エネ対策の推進などSDGsへの取り組みを通して環境保護や自然保護を広める。
社会課題解決に対応するプロジェクトや活動への支援を目的としたサステナブルファイナンスの
取り扱いやファンドの運用・販売、ＳＤＧｓ情報の発信など、ビジネスを通じて積極的に取り組みを
おこなっているほか、寄付活動や社員参画型のリサイクル活動を導入しています。
石温SPAではすべての人の健康を維持するために、薬石と温泉を用い体を温めることで免疫力
を高めるお手伝いをしています。また、自社の環境への取り組みとして、排水や雨水を自社スパ
内で使用する鉱石から抽出したミネラルを合わせ、肥料になる形で自然へ還元できるよう取り組
んでいます。
２０２０年に長崎から里帰りした元小田原市内電車２０２号を象徴として活用し、２０５０年の脱炭
素化社会実現を目標に、ＬＲＴ導入のガイドラインを構築する。 中学生や高校生も交えて２０３０
年までに作成して、路面電車やロープウェイ、バス、タクシーなどの公共交通システムを小田原
市に提言する。
当社は住居を通じ、安全・安心な社会の実現に貢献します。
目標を設定し、持続可能な社会の構築に関わる事業を促進していきます。

自治会福祉活動支援事業、生活支援体制整備事業、介護保険事業等を通じて、下記のゴール
以外も絡めた取り組みを実践している。広報紙やホームページ等を活用してSDGｓをPRしていき
たい。今後は町内に限らず他の事業所とも連携しながら、更なる浸透を図っていきたい。
グループ会社カウンシード税理士法人に常駐している税理士・公認会計士の指示のもと、色々な
クライアント様の会計のサポート業務を行っております。社内では環境保護のためペーパーレス
化やペットボトルゴミを減らす取り組みを行っています。直近では、働き方改革推進のためにテレ
ワークを導入、誰もが働きがいのある職場を目指しています。
働き方改革を推進するためにクラウドの業務管理システム導入や業務マニュアルの整備等を行
い、ペーパーレス化やテレワークを推進し、誰もが働きがいのある職場を目指しています。また、
社内では環境保護のため、ウォーターサーバーを設置し、ペットボトルゴミを減らす取り組みを
行っています。

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-1217江の島ビュータワー１０階

https://photo-kanon.com/sdgs

江の島の海の前にスタジオを構える弊社、スタジオと海で日々撮影する中、美化財団会員・えの
すいエコサポーター等ビーチクリーン活動に参加。撮影に必要な技術を習得する為社内研修等
⼥性の社会進出の応援。L G B Tウェディングを積極的にサポート等撮影を通しS D G Sの取り
組みを実践。

神奈川県足柄上郡大井町柳２４８

https://taikenkankou.com

少子高齢化による人口減少やコミュニティの崩壊、農地・里地の荒廃などに歯止めをかけるべ
く、地域資源の維持継承、循環を目的とした「体験観光事業」による新たな地域産業の創出を通
じた地域づくりに取り組む。

特定非営利活動法人
神奈川県横浜市中区新港2-2-１
かながわかんきょうか
かながわ環境カウンセ
横浜ワールドポーターズ 6FNPO
うんせら-きょうぎかい
ラー協議会
スクエア内

https://www.keca-kanagawa.com/

私たち環境カウンセラーは、深い知見と幅広い実践に基づく環境問題の専門家としてKECAに集
結し、環境経営支援や環境教育等の諸活動を通じて市民・自治体・事業者に対し、環境問題を基
軸としたSDGsへの取組みを幅広くサポートし、県民のSDGsのパートナーとして活動します。

かながわけんしんよう
神奈川県信用農業協
のうぎょうきょうどうく 横浜市中区海岸通１-２-２
同組合連合会
みあいれんごうかい

https://www.jakanagawa.gr.jp/sin/about_us/sdgs.html

当会では、「農業と地域の未来を創る」という基本的使命のもと、「農業振興・地域社会への貢
献・自然環境の保全・ゆとりや働きがいのある職場づくり」の４点を重要課題とし、ＪＡ組合員・利
用者や地域社会に対し、金融サービスの提供等を通じて貢献を果たします。

かおらにいちにには
ち
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神奈川県スクリーン・
デジタル印刷協同組
合
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86

かながわけんすくりー
ん・でじたるいんさつ 川崎市高津区蟹ヶ谷119
きょうどうくみあい

https://www.navida.ne.jp/snavi/3644_1.html

当組合は、国内のみならず国際社会の一員として、国連が定めた「持続可能な開発目標
（SDGs）」の達成に貢献するため、組合員にSDGsの理解を促し、「経済」「社会」「環境」の視点に
基づいた印刷産業が取り組むべき社会課題の解決に努めて参ります。

公益社団法人神奈川 かながわけんたくちた
神奈川県横浜市中区住吉町6県宅地建物取引業協 てものとりひきぎょう
76-3 神奈川県不動産会館
会
きょうかい

https://kanagawa-takken.or.jp/

創立５５年の歴史を背景にまちづくりを支え続ける６７００会員の絆のもと、後に続く開業希望者の
みならず宅建業に興味を持つ方を対象に「不動産業開業支援セミナー」の開催等により宅建業
者の開業を促進し、事業活動を通じて地域経済の発展と社会の潤いを目指す。

6

かながわけんふくし
神奈川県福祉共済協
きょうさいきょうどうく
同組合
みあい

https://www.navida.ne.jp/snavi/101089_1.html
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公益財団法人神奈川 かながわけんろうじん 神奈川県横浜市神奈川区反町3県老人クラブ連合会 くらぶれんごうかい
17-2

https://yumekurabu.or.jp
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神奈川ダイハツ販売
株式会社

かながわだいはつは
横浜市中区長者町９－１７６
んばい

https://kanagawa.dd.daihatsu.co.jp/Company/sdgs
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株式会社金谷商運

かねやしょううん

神奈川県座間市ひばりが丘523-6

http://www.kaneya-s.co.jp
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株式会社鎌田

かまた

横浜市神奈川区松見町４－１０９
横浜市港北区新羽町６１０－７
８－２

https://www.big-advance.site/s/157/1444
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株式会社カマン

かまん

神奈川県鎌倉市大町１−１−１４

https://kaman.co.jp/

テイクアウト時の使い捨て容器をリユース容器に置き換え、ごみを削減するサービスの提供。ス
マホで簡単に借りられ、返却場所は対応店舗どこでもOK。地産地消の食材を中心としたおいしく
てヘルシーな味と、優しい気持ちをお届けします。
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株式会社カラー

からー

神奈川県横浜市旭区都岡町２６
－２ 山忠ビル２階

https://color-sign.com/

地域の各機関と連携し、障がいを持たれた方を福祉事業所に受け入れることで、その方々の
ニーズに沿った支援を提供することができる。また、社員が心身の健康を保持できるよう、健診・
産業保健師との定期面談、有休消化、残業ゼロを実施することで、無理のない働きやすい環境
づくりをしている。
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一般財団法人カル
チュラルライツ

カルチュラルライツ

神奈川県横浜市青葉区あざみ野
２−３１−８

https://cultural-rights.org

トラックの車体を改造した移動型ギャラリーを使用し、福祉施設や公共施設などで現代美術作品
の出張展示事業を行っている。これを通し、あらゆる人が身近に文化に触れることができる社会
環境の構築を目指している。
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株式会社川崎空調
サービス

かわさきくうちょうサー 神奈川県川崎市川崎区伊勢町20
ビス
番12号

https://www.kkks.co.jp

エアコンの工事・整備・保守やフロンガスの回収を通じて温暖化への歯止めを行っていくために、
環境を考えたSDGsに取り組む。また、働き方を変えストレスのない働き方を奨励する。
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株式会社川崎製作所 かわさきせいさくしょ

神奈川県綾瀬市早川2605-34

https://kawasaki-seisaku.co.jp/sdgs/

CO2削減や省エネ対策など「気候変動対策に貢献した生産工場」を設置し、社員への質の高い
教育を実践し働きやすい職場環境を整備しています。また社員だけでなく、地域貢献を積極的に
おこない、地域に根差したSDGSの取組を実践しています
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株式会社川崎フロン
ターレ

神奈川県川崎市高津区末長4－8
－52

https://www.frontale.co.jp/SDGs/index.html

「FOOTBALL TOGETHER」を合言葉に「スポーツで、人を、この街を、もっと笑顔に」をミッションと
し、川崎市やファン・サポーター、地域・パートナー企業等数多くの皆さんと一緒に歩んできまし
た。今後も地域に根差したSDGｓ活動の取組みを実践していきます。
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有限会社川田製作所 かわだせいさくしょ

神奈川県小田原市中新田２９４－
１

https://www.kawada-ss.co.jp/sdgs

40年以上に渡って継続している障がい者雇用を始め、高齢者や外国籍、女性など、多様な人材
が活躍する企業づくりに取り組んでいます。また、学校や行政と連携した職場実習や経営報告等
を通じ、インクルーシブ社会の実現に向けた活動を実践しています。
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関東警備株式会社

かんとうけいび

神奈川県川崎市高津区下作延24-6鈴木歯科ビル4階

http://kantoukeibi.com/

地域の生活支援センターと協力し、施設利用者の採用。それぞれの隊員個々の知識や技術の
底上げ、隊員同士で意見交換できる環境づくりと隊員の中に警務部を導入。不要になった自社
制服や携帯品をリサイクルやリユース、環境保護・保全に努める。多数同業者と日々協力関係に
あり、助け合いながら務めている。
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株式会社岸野商店

きしのしょうてん

神奈川県横浜市泉区弥生台7番
地の16

https://kishinosyouten1.amebaownd.com/

事務所をLED電球に、営業車にハイブリッド車を利用し、環境への配慮。運送用トラックは100万
km走行を目指し長く利用するなど、「環境配慮を中心にSDGsの取組み」を実践しています。
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株式会社キタジマ

きたじま

神奈川県川崎市川崎区中瀬2-31
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株式会社ｋｉｔａｆｕｋｕ

きたふく

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央
５丁目８－４ メゾンドシエル ２０
１

https://kitafuku-project.com/content/
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木村運送株式会社

きむらうんそう

神奈川県平塚市老松町4-9木村
ビル

https://kimura-logistics.com/blog/service/307/

ジェンダー平等を大切に多種多様な人材を雇用。ノルマの撤廃、ワークライフバランスの尊重、
自己啓発に関する費用負担を行い社会性・人間力の向上をサポート。サービス付き高齢者住宅
や地域行事への積極的な参加によりSDGsへ貢献を目指す。
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株式会社共栄製作所 きょうえいせいさくじょ

神奈川県秦野市曽屋字曽屋原
114

https://kyoei-seisakusho.co.jp

Visual Management（VM＝みえる経営）をコンセプトに、基礎となる5Sを徹底活用し、従業員全員
が働くことに生きがいを感じられるような、きれいで働きやすい職場づくりを目指します。
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キョーデン設備株式会
きょーでんせつび
社

神奈川県横浜市神奈川区新子安
2-2-28 マリンコーポビル1F

http://kyoden-s.jp/

SDGｓ活動の一環として、再エネ率100％電力の電力会社に切り替え、ＣＯ2排出量の削減、脱酸
素化に貢献します。建築現場での廃棄物の削減、リユースリデュースリサイクルへ取り組みま
す。社員が心身ともに健康でいられるよう、健康経営に取り組みます。
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株式会社きらぼし銀行 きらぼしぎんこう

東京都港区南青山3-10-43

https://www.tokyo-kiraboshifg.co.jp/

「金融にも強い総合サービス業」を目指すきらぼしグループは、「環境保全」「地域社会への貢献」
「お客さまとの共通価値の創造」「働き方改革と、ダイバーシティの推進」「株主・投資家との対話」
を主要テーマとし、ステークホルダーとのつながりの中で、持続可能な地域社会の形成に努めて
います。
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欣ずし

きんずし

神奈川県茅ケ崎市南湖2-3-12

https://www.shonan-sh.jp/shops/kinzusi/

漁で捕れる魚のうち、規格外の魚（キズがある、小さい等）は市場で販売できないため、従来は
廃棄されていました。これを、当店のノウハウによって商品化し、持続可能な事業へと深化させて
います。
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株式会社金成

きんせい

神奈川県横浜市鶴見区岸谷428-45 1F

http://kinsei-yokohama.com/

株式会社金成では、事業を通してSDGｓに取り組み、持続可能な社会の実現に向けて貢献し笑
顔の集まる社会づくりを行います。
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有限会社クリオシティ くおりしてぃ

神奈川県横浜市港南区上大岡西
三丁目7番2号

https://courio-city.com/sdgs/

自転車配送を主軸とした自社配送サービスの提供による社会貢献と環境保護の両立を目指す。
自転車使用で出るチューブタイヤ等の消耗品を自社ブランドの製品としてアップサイクルし新た
な価値の提案。イベントや講演を通じ、地域社会との交流を図っている。
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株式会社グリーンズ

神奈川県横浜市中区住吉町３丁
三重県四日市市鵜の森１－４－２
目３３（コンフォートホテル横浜関 https://www.kk-greens.jp/csr
８ユマニテクプラザ5階
内）

「環境」「コミュニティ」「人」「サービス」を重点課題と位置付け、それに係る社会課題の解決となる
取り組みを、地域や企業・団体とも連携をしながら実施しています。
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グリーンプラネットフォ ぐりーんぷらねっと
レスト株式会社
ふぉれすと

神奈川県大和市南林間６－１－２ 神奈川県大和市林間１－３－３１
https://gp-forest.co.jp/
１
ベルアベニュー南林間102号

環境に配慮した新聞販売促進の推進、ショッピングサイト等を通じ、売上の一部金額を継続的
に、支援が必要としている方々へ更に寄付等を継続的に行えるよう貢献してまいります。食育を
通じて子供たちへの応援で「SDGｓ」に貢献しています
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6

112

6

GrinGuvnor株式会社

ぐりんかぶな

113

6

グローバルイノベー
ション合同会社

114

6

115

かわさきふろんたー
れ

ぐりーんず

神奈川県横浜市中区元浜町四丁
目３２番地

http://www.kitajima.cc/index.html

神奈川県横浜市中区本町2-22
（横浜支店） 他36店舗

横浜市西区平沼1-1-3 合人社
高島橋ビル3階
株式会社グリーンプラ
厚木市旭町1－38－7 後藤ビル1
ぐりーんぷらんてっく
伊勢原市伊勢原2-6-29 アベ
ンテック
階
ニール伊勢原1階

私たちは“中小企業のサポーター”として、持続可能な地域づくりを目指したＳＤＧｓ活動に取り組
んでいます。協同組合の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共済事業を行うこと
で、組合員の自主的な経済活動を促進するとともに、その経済的地位の向上を図ることを目的と
しています。
世界一の長寿国となった日本では、高齢期を健康に楽しく過ごせるかが、人生100年時代のカギ
となる。豊かな人生経験を活かし、健康づくり活動、助け合い活動、環境美化活動などをとおし
て、人的資源となり個人の幸せにつながり、持続可能な地域社会づくりの一役を担う取り組みを
実践している。
HEV車・低排出ガスの基準をクリアした自動車の販売で環境へ配慮するとともに、自動車保険加
入の推進により地域から無保険車両を無くし、安心で安全な町づくりに寄与しております。また、
オンライン商談やインターネットによる販売により、ご来店できないお客様への支援も行っており
ます。
運転者に対する交通安全教育を強化するとともに、物理的な安全機器の導入を促進する。
また健康診断の完全受診と脳ドックやＳＡＳなどの受診を進め健康起因の事故防止と働きやすい
環境作りを進めていき、地域住民にも安心安全を提供できる取り組みをしていきます。
当社は、「大切なものに・・・優しく思いやる気持を作ります」という基本的な考えのもと、
全従業員がすべての職場で自ら果たすべき責務として環境保全問題を認識し環境に優しいい会
社を目指す。

「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」達成に貢献すべく、廃棄物の処理工程に
おける「環境負荷の低減」に努め、環境に配慮し、CO2削減に向けた施策を実施している。
また、環境システム活用により、具体的な指標・数値を用いて可視化し、「SDGs経営促進」を実践
している。
クラフトビール醸造過程で廃棄となるモルト粕を混ぜたアップサイクル再生紙「クラフトビールペー
パー」の製造販売を行っています。神奈川県内ブルワリーのモルト粕を活用、県内飲食店のメ
ニュー表や企業の名刺にご活用いただくなど、地域に根差したSDGs推進事業を実施していま
す。

https://www.green-plantec.co.jp/

不動産、建築、金融、エネルギーの4事業で、「住まいと暮らしのワンストップサービス」を提供し、
地域社会の活性化や環境面において地域貢献していきます。

神奈川県横浜市中区本牧緑が丘
８９－１－１０４

https://gringuvnor.yokohama/

化学物質過敏症・香害など、身体の不調を居住空間から改善する取組。自社開発の安全な無溶
剤樹脂により、未病効果・抗酸化効果のある天然成分の配合が長年の研究開発により成功し
『家で過ごして！』をキャッチフレーズに、健康になる人と地球にやさしい環境保全に配慮した商
品開発に取組んでいます。

ぐろーばるいのべー
しょんごうどうがい
しゃ

神奈川県横浜市戸塚区柏尾町１
１１９番地２６

http://www.globalinnovation.work

3R（リデュース・リユース・リサイクル）の思想普及活動の取り組みを実施しております。また、
SDGs活動の一環としてイベント主催を通じ地域とのふれあい、無駄ゴミ削減、人道支援活動にも
取り組んでおります。

京急建設株式会社

けいきゅうけんせつ

神奈川県横浜市西区高島１－２
－８

http://www.keikyu-const.jp/

当社の重要地域である神奈川県内を始めとした、鉄道施設工事、バリアフリー工事の他、 法面
工事、耐震補強等の防災工事に携わってきました。近年、地球温暖化が原因とする、 異常気象
による自然災害が増加する中、誰もが安全、安心して鉄道利用できる交通インフラの整備及び
防災に貢献していきます。

6

株式会社京浜トレー
ディング

けいひんとれーでぃん 神奈川県横浜市神奈川区新町２
ぐ
番地の１０

https://keihintrading.co.jp/sdgs

アイドリングストップ等、極力CO2を排出しない運転を実施し、どうしても排出してしまうCO2に対し
ては、太陽光発電でクリーンなエネルギーを生産することによって、環境に配慮した運送事業を
営んでいます。また、自社だけでなく、近隣、顧客先の清掃を徹底しています。
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6

医療法人社団ケンキ
ントクリニク

けんきんとくりにく

神奈川県茅ヶ崎市浜見平11−
1BRANCH茅ヶ崎２階

https://www.hamami-kodomo.com/sdg.html

117

6

株式会社KOYO

こうこうよう

神奈川県厚木市恩名1-6-57 栄
光ビル101

http://p-koyo.co.jp

118

6

株式会社幸友造園土 こうゆうぞうえんどぼ
神奈川県平塚市豊田宮下816-2
木
く

119

6

社会福祉法人孝楽会 こうらくかい

120

6

株式会社コーセツコン こーせつこんさるたん 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町
サルタント
と
三丁目32番地13

121

6

ゴールドマン株式会社 ごーるどまん

122

6

123

神奈川県横浜市神奈川区菅田町
１－１

http.//www.kohyu.jp

http://www.keyakisou.jp/

地域の全ての子供たちが健康になれるよう、医療を提供しています。
また各種講演会や講習会を開催し、地域全体の健康増進、活性化を目指しています。

現在のコロナ禍の情勢から住環境に於いての菌・ウイルス・カビへの対策として
光触媒含有のプラチナ触媒コーティングを家全体に塗布する事で安心・安全な住環境作り
安心して住み続けられる住まいの実現を目指します。
汚染による沿岸水域の劣化と、海洋の酸性化は、生態系と生物多様性の機能に悪影響を与えて
います。当社は、かながわ美化財団の砂防林清掃事業を通じて、社員や地域住民の環境問題に
対する意識向上で、人間の生活に影響を与える海洋汚染の脅威を認識し、持続可能な開発と
SDGＳ達成への取り組みをします。
私共社会福祉法人には『地域における公的な取組み』が求められおり、地域住民協働での共生
社会の構築、重層的なセーフティーネットや包括的支援体制の構築、世代を超えて参加出来る・
働く事の出来る多様な場の提供、災害時における福祉避難所の提供等の地域に根ざした活動を
行っている。

https://www.kosetsu.co.jp/

建設コンサルタントとして、下水道、上水道、土木設計などの事業活動を通して、社会資本全般
のインフラ整備および災害対策や災害復旧に取り組んでいる。また寄付活動にも取り組んでい
る。今後も地域社会を始めとした社会公共の更なる発展及びSDGsの目標達成に貢献していく。

神奈川県横浜市港北区大倉山636-3-602

https://goldmanexa.com

脆弱な立場にある、子供、女性、高齢者そしてバリアフリー化が生活必要としている障害者の方
に対し、建物のあらゆるドアを後付けで自動開閉・感染症対策が実現できる設備を提供していま
す。また、社員教育の一環で環境問題改善を提起し使う責任の重要さの取り組みをし「SDGs」を
実践しています。

公益財団法人国際保 こくさいほけんしんこ
険振興会
うかい

横浜市戸塚区川上町91-1
BELISTAﾀﾜｰ東戸塚401

https://www.falia.or.jp/

公益財団法人国際保険振興会は第一生命が1962年にアジア諸国への保険リテラシー向上と社
会保障制度の充実を目的に主に研修事業を開始したことに端を発しSDGs第３項などにつながる
研修を国内外で実施し、SDGs関連情報の提供、投資にも取り組んでいる。

6

こづか株式会社

こづか

横浜市都筑区川和町247

https://.koduka.co.jp/

発泡スチロール、PPバンド、ストレッチフィルムや、アルミ付き紙パック等の、リサイクルに費用が
掛かる処理困難物を無料で受け入れている。その売上の一部をアジア・アフリカの発展途上国
に、学校建設資金として寄付することで「地域に根差したＳＤＧｓの取組」を実践している。

124

6

株式会社コル

こる

神奈川茅ヶ崎市浜見平14-2-110

https://upfood.socialgood.earth/

「食領域」x「アップサイクル」の活動を通じてサーキュラーエコノミーの実現を目指すプロジェクト
です。同じ想いをもつ企業が集まってアップサイクルに取り組み、全ての人が毎日接する「食」を
切り口として、たくさんの消費者を巻き込みながら循環型社会の実現を目指します。

125

6

株式会社サイマコーポ さいまこーぽれーしょ
神奈川県藤沢市辻堂2-9-17
レーション
ん

https://www.saima.co.jp/company/SDGs.php

機能には問題ないが色見等の問題で不具合とされた製品を廃棄せず、スタートアップ企業、学
校、オープンイノベーション施設等へ提供することでモノづくりへの協力、廃棄物の削減につなが
る活動を実施。

神奈川県横須賀市浦郷町5－
2931－53

資源回収、廃棄物処理から、遺品整理、生前整理・・・私たちの仕事です。
人の暮らしに寄り添う私たちの仕事は、持続可能な社会「環境、まちづくり、働く人、経済」をよい
方向に変えていく可能性があると考えています。

126

6

有限会社坂庭資源開 さかにわしげんかい
発
はつ

127

6

一般社団法人さがみ さがみこもり・ものづく 神奈川県相模原市緑区与瀬269
湖森・モノづくり研究所 りけんきゅうじょ
番地

128

6

株式会社相模修建

さがみしゅうけん

神奈川県海老名市社家二丁目１
５番１号

https://sagamisyuken.com/

129

6

相模石油株式会社

さがみせきゆ

神奈川県平塚市紅谷町16番4号

http://www.sagami-oil.co.jp/

クリーンエネルギーの扱いやリデュース、リユース、リサイクルの３Ｒに取り組み環境に配慮した
商材を提案。社員の教育、健康へも配慮し、地域に貢献する企業としてＳＤＧｓの取り組みを実践
していきます。

130

6

さがみ農業協同組合

さがみのうぎょうきょう 神奈川県藤沢市湘南台５－14－
どうくみあい
10

https://ja-sagami.or.jp/about/sagami/

７市１町の管内において８つの直売所を展開し、生産者の所得向上や地域住民への持続可能な
食料供給に努めています。併せて、直売所を基点とした地域活性化に向けたイベントの開催や、
流通・販売段階などにおける資源消費の抑制などに取組んでいます。

131

6

有限会社佐藤建興

さとうけんこう

132

6

133

https://sakaniwashigenkaihatu.com

https://morimo.or.jp/

土壌流出や森林環境の悪化の原因にもなる捨て間伐の現状を解決するために、地域産の間伐
材を利用して学習机の天板を製作し、相模原市の小学校を中心に設置を進めている。子どもた
ちの自然やモノを大切にする気持ちを育むという意味合いもあり、設置に際して環境教育も実
施。
工事で発生したゴミの分別や無駄なごみを作らないといったことを確実に行い、地元の会社様か
らの受注件数を増やすことで、地域経済活性化に繋げる。また施工事例をホームページに掲載
することによって、気候変動の対策を周知させ快適な住まいを提供し、地域密着のSDGsに取組
み、実践します。

佐藤建興はSDGs（持続可能な開発目標）の達成に事業を通じて貢献していきます。家屋の解体
をすることで、空き家問題を改善し、土地の有効活用を図っていきます。また、解体工事で出る廃
棄物を最大限細かく仕分けし、リサイクル及び廃棄物発生の大幅削減に努めます。解体工事に
よって発生した廃プラスチックの削減及び海洋流出を防ぎます。
古くなったフローリングや塩ビフロアを張り替えることは廃材を多く出し焼却するのでＣＯ２を排出
することになります。そこで既存の床材をサンディングや塗り替えという革新的技術で再生し、回
収した木粉塵は牧場で再利用してもらうなど、あらゆるパートナーと連携したＳＤＧｓの達成に貢
献します。

神奈川県相模原市緑区川尻
4110-9

http://satokenkou5383.com/content2.html

サミット工業有限会社 さみっとこうぎょう

神奈川県伊勢原市上粕屋８００－
１

https://summit-kk.co.jp/?page_id=2

6

合同会社サリダス

さりだす

横浜市港北区大倉山5-10-12207
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6

株式会社燦

さん

神奈川県横浜市鶴見区梶山一丁
目16番8号

https://www.misoracare.com/

地域社会の発展に寄与すべく、訪問介護を通じて、高齢者・障害のある方が自立した生活を送れ
るよう、サービスを提供しています。

135

6

山協印刷株式会社

さんきょういんさつ

神奈川平塚市大神３１５６

http://www.sun-net.co.jp/csr/sdgs.html

企業の社会的責任を果たすために、環境問題への対応・社会貢献・人材育成など様々な社会的
行動を通じ、地域社会から信頼される企業を目指すためにSDGｓの取り組みを推進しています。
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6

株式会社三寶天壽企 さんぽうてんじゅきか 神奈川県座間市緑ヶ丘2-1-30
画
く
ＮｅｏＡｒｋＢｌｄｇ．２－Ａ

https://sanpou.co/about/sdgs/

時代が求める形に寄り添い、福祉事業・公益事業等通して「SDGｓの取り組み」をし、地域住民の
皆様へも還元できるよう実践します。

137

6

株式会社サンメディカ
さんめでぃかる
ル

神奈川県厚木市中町2-1-1 KS
ビル3F

https://sunmedical.biz/aboutus/#sdgs

全従業員でペットボトルキャップ回収運動を取り組む事で貧困地域でのポリオワクチン普及・CO
２削減に努めています。訪問リハビリマッサージやリラクゼーション・介護の分野から地域住民の
あらゆるストレスに対応できる企業を目指しながら、地域に根差したSDGｓの達成に向けた取り組
みを実践しています。
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6

株式会社サンワ

さんわ

東京都江東区牡丹２－１２－４

139

6

株式会社三和

さんわ

神奈川県川崎市多摩区菅1-1314

140

6

株式会社JTB

じぇいてぃーびー

東京都品川区東品川2-3-11

141

6

株式会社自給人

じきゅうじん

神奈川県茅ヶ崎市新栄町１３−４
８ワラシナビル5Fチガラボ内
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6

シティアクセス株式会
してぃあくせす
社

神奈川県横浜市中区北仲通2-14

143

6

株式会社しむら

しむら

神奈川県川崎市宮前区馬絹620-1

https://www.simura.com/

国連サミットで採択されたSDGs（持続可能な開発目標）に目標12「つくる責任 つかう責任」という
ものがあり、11のターゲットがあります。それに廃棄物の管理や削減する取り組みの内容が含ま
れています。
本来は、廃棄される卵殻を歯磨き粉、酒粕を酒粕パックとして活用しました。

144

6

株式会社ジャンボ

じゃんぼ

神奈川県横浜市青葉区荏田町１
４７４－４

https://www.jmb.co.jp/

当社で行うSDGｓ活動を通し、社員の環境問題への意識改革、消費電力削減を行うことによる経
営改革を推し進めている。

145

6

ジュエリー唐々創

ジュエリーからからそ 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1う
10-10-2602

146

6

株式会社首都圏環境 しゅとけんかんきょう
美化センター
びかせんたー

東京都足立区入谷九丁目21番19 川崎市川崎区殿町3-25-35ﾖﾄﾞﾊﾞ
https://www.shutoken-env.co.jp/
号
ｼｶﾒﾗｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰｾﾝﾀｰ内
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6

湘南トラベル株式会社 しょうなんとらべる

神奈川県平塚市平塚1-26-12
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6

株式会社湘南ワイ
パーサプライ

しょうなんわいぱーさ 神奈川県横浜市泉区上飯田町
ぷらい
286-1
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6

昭和建設株式会社

しょうわけんせつ

神奈川県横浜市保土ケ谷区和田
１－１３－２１

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

本業である建設業は自然素材等を加工消費して住まいづくりを行っており、環境にも大きく負荷
を掛けて仕事をしております。そこで少しでも環境の良い住環境をめざし、地域住民とともに社是
である「住まいづくりに奉仕する」を実践しています。
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6

株式会社翔和サービ
しょうわさーびす
ス

神奈川県横浜市泉区和泉中央北
2-35-1

https://shouwa-ex.jp/strength

人材不足が叫ばれる昨今、翔和サービスは神奈川県内トップクラスの労働環境整備を目指して
制度改革/ＩＴ導入に積極的に取り組んでいます。また環境に配慮した車両を積極することで働く
社員だけにとどまらず地域のエコ活動に貢献できるような取り組みも実施しています。
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6

株式会社Think
Corporation

152

6

SINKPIA・JAPAN株式
しんくぴあ・じゃぱん
会社

神奈川県横浜市都筑区北山田35-26

https://sinkpia-j.co.jp/
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6

神鋼商事株式会社

しんこうしょうじ

神奈川県平塚市大神字下堤外
3341

http://shinkoh-kk.com/sdgs
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6

株式会社シンテン

しんてん

東京都豊島区南大塚2-26-7 ME 神奈川県横浜市港北区新羽町
新大塚ビル2階
956-1

http://shinten.moon.bindcloud.jp/
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6

じんべいデザインオ
フィス

じんべいでざいんお
ふぃす

神奈川県大和市大和東2-3-10大
銀コーポ201

http://pcs.yokohama/introduction/csr/

156

6

鈴江コーポレーション すずえこーぽれーしょ
神奈川県横浜市中区日本大通７
株式会社
ん

https://www.suzue.co.jp/sustainability/sdgs/

企業理念の「新たな視点で豊かな社会、快適な未来を創造する」べく、社会的課題の解決と、持
続可能な社会の実現を目指して総合物流事業を展開しています。環境問題への取り組みとして
廃棄物のリサイクル、社会貢献としてフードバンク活動への支援を行っています。
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6

株式会社スズキ自販 すずきじはんかなが
神奈川
わ

https://www.suzuki.co.jp/dealer/sj-kanagawa/

使用済み樹脂バンパーの回収・再利用や店舗照明のＬED化を推進し、環境負荷低減に取り組む
とともに技術講習会等を通じた地域貢献や女性・高齢者の活躍を推進する商品の提供。
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6

株式会社スズキ自販 すずきじはんしょうな 神奈川県平塚市田村六丁目２３
湘南
ん
番２号

https://www.suzuki.co.jp/dealer/sj-shonan/

エコカーの販売とリサイクルにより、省資源、省エネルギー、CO₂削減を図る。また、お年寄りや障
害のある方の足となる福祉車両・電動車いすの販売や障がい者ショップとの連携により、地域社
会に貢献し、地域に根差したSDGsの取組を実践する。
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6

株式会社鈴木油脂

すずきゆし

神奈川県伊勢原市石田798番地

http://www.suzuki-oil.co.jp/

廃食油の回収、リサイクル、厨房の衛生管理サービスなどの業務を中心に据え、神奈川県内で
唯一の廃食油中間処理リサイクル工場を稼働させ、地域の環境保全と向上に努めています。
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6

株式会社清光社

せいこうしゃ

横浜市中区山下町1番地シルクセ
ンター内

http://www.sks-seikosha.co.jp/sdgs/

管理するビルの廃棄物を分別、リサイクルすることをビル利用者に促します。また、清掃で使用
する洗剤を減らします。さらに、管理するビルの設備管理の運用改善により省エネを行い、電気・
ガス等の使用量を減らします。
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6

聖和電設株式会社

せいわでんせつ

神奈川県大和市中央林間１－１
－２６

https://www.seiwadensetsu.co.jp/

社会生活に欠かせない「電気」を安定して届けられるシステムをつくることで人々の生活・ライフラ
インを支えています。電気によって安心安全な場所をつくり、環境に配慮した社会をつくる、まさに
SDGsの取組と合致しています。これから先も持続可能な社会の発展に貢献してまいります。
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6

瀬戸建設株式会社

せとけんせつ

神奈川県小田原市久野２２６７

https://www.setoken.co.jp/sdgs/index.html

脱炭素社会に向けた取り組みとして大型施設の木造化や、環境にやさしい建築資材の選定。近
年高まり続ける介護、福祉、医療分野へのニーズに応え、地域にあった施設を企画提案し「誰も
取り残すことのない社会の実現」に向けて努力してまいります。
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6

有限会社仙景

せんけい

神奈川県足柄下郡箱根町湯本
592

https://www.hakone-senkei.jp/sdgs/

「小さな1歩から大きな変革へ」と考え、衣食住全てに関わる旅館だからこそできる取り組みを1つ
ずつ進めております。地産地消やアニマルウェルフェアへの配慮など弊社だけでなくお客様や取
引企業様も巻き込んだ大きな「喜の循環」としてのSDGｓへの取組を目指しております。
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6

相信産業株式会社

そうしんさんぎょう

神奈川県平塚市南金目６５８番地

https://soushin-tms.jp/

産業廃棄物をリサイクルして活かし、環境を活かす事をテーマとした地球環境保全活動に 取り
組んでいます。
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6

ソシオフードサービス
東京都港区芝4-13-3 PMO田町
そしおふーどさーびす
株式会社
Ⅱ10F

神奈川県横浜市港北区新横浜2https://sociofs.com/company/sdgs/
3-4 クレシェンドビル7F
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6

損害保険ジャパン株
式会社

神奈川県横浜市中区弁天通5-70
https://www.sompo-japan.co.jp/csr/
他

https://salidas.jimdosite.com/

神奈川県横浜市港南区港南台４
https://www.sanwa-clean.jp
－３９－２

http://www.sanwa-geo.jp

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町
https://www.jtbcorp.jp/jp/sustainability/sdgs/
3-29-1 第6安田ビル6階

https://web-farm.net/sdgs/

https://www.cityaccess.co.jp/

https://www.jewelry-karakaraso.com/

https://kenkiji.wixsite.com/sdgssite-1

https://www.shonan-w-s.co.jp/approach/

しんくこーぽれーしょ
横浜市磯子区磯子7－15－2－
んしんくこーぽれー
204
しょん

そんがいほけんじゃ
ぱん

神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場
町１６９―６

東京都新宿区西新宿1-26-1

https://think-corporation.com/

人口減少に伴った空き家の増加、所得格差問題が日々進行しております。限りある不動産資源
を有効活用し、低額所得者・高齢者・外国人など様々な方のニーズにお応えするような住宅の提
供を通じて、まちづくりにおける社会課題の解決を目指します。

環境美化用品・清掃用品のトータルコーディネーターとして取引先様や消費者様の環境負荷低
減への意識向上を高める。ビルメンテナンス業界にて培った環境負荷低減への経験と知識をＳＤ
Ｇsの取り組みを実践し県内の他業種・他業界へも拡げる活動を実践しています。
水銀灯のLED化を実施することで、省エネ化を図り環境保全と循環型社会を形成することで環境
負荷を軽減するSDGｓの取り組みを実践しています。
ヨコハマSDGsデザインセンターと連携し、これからの社会を生きる中高生を対象とした社会に繋
がる学びの機会を提供する『ヨコハマ探究学習プログラム』を開発。各企業が取り組むSDGsを
テーマに、チームで取り組み、発表や企業訪問など社会へ出ていく上で必要な生きる力を得る学
びを提供します。
『JIMOHACK湘南』というメディア運営で、湘南エリア（主に茅ヶ崎市・藤沢市）のグルメ・観光・暮ら
し情報を発信し、WEBを通して地域を盛り上げる活動をしています。また、WEBだけでなくリアルな
場でもイベントなどを開催するなど、地域に根差したSDGsの取組を実践しています。
国連が提唱する(持続可能な開発目標SDGs)に賛同し、持続可能な社会の実現に向け、「一人の
百歩ではなく、百人の一歩」が重要と捉え、社員一丸となり(経済課題、社会課題、環境課題)へ
の取り組みに貢献してまいります。

お客様にとって今まで以上に価値のある特別なジュエリーとするためのジュエリーリフォームを適
正な価格で提供する事で、現在の大量生産・大量消費型の宝飾業界による弊害の環境破壊、紛
争問題、劣悪な就労問題の解決の一助となる事業を展開し、同時にSDGｓの取り組み方を積極
的に発信しています。
適切な廃棄物処理とリサイクル事業による再資源化、省資源化に取組むと共に、リサイクル率・
リサイクル品質向上に向けての排出事業者、動脈産業、行政への啓発活動や連携に取組み、収
集・運搬活動におけるエコドライブ実施等により、全社挙げての温室効果ガス削減により地球環
境保全に貢献しています。
持続可能な未来の実現には多くの人々にSDGsという概念を理解してもらう必要があります。その
ため、実際にSDGsに取り組む現場を訪れるツアーをお客様に提案します。このようなツアーは需
要が高まっているため、コロナ禍で仕事が激減している中、新たな市場開発に期待が持て、社員
の雇用維持にも繋がります。
働く人、作業場における環境と安全を確保する為の製品サービスの提供、産業クリーニングによ
る再生加工、などの事業活動を通じて、積極的且つ継続的に環境負荷の低減、安全リスクの低
減、再生資源の有効活用に努め、お客様と共に持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまい
ります。

光触媒＋イオン銀の溶剤（エアリエルコート）を一般住宅や医療施設、保育園、介護施設
一般企業の室内に施工することにより室内感染防止やアレルギー発症の抑止効果が高く
健康維持や未病に役立つ商材です。
「運ばず・燃やさず・その場で処理」する生ごみ処理機の製造、販売、設置することで、今まで運
搬し焼却していた生ごみを、運ばず、燃やさず処理することができる。
排出場所での微生物による処理なので、二酸化炭素の排出を大幅に削減できる。
「未来永劫必要とされる企業であり、人の幸せを追求し、企業活動が住みよい地球と豊かな社会
づくりを実現する。」を理念に掲げ、経済、社会、環境への目的を持つ。鉄スクラップや非鉄金属
等のリサイクルを通じ、理念の追求やカーボンニュートラルを実現する取組みを社員一丸で実
施・発信し続けます。
公園、学校、保育園、他、社会インフラである公共施設を点検と修繕によって長寿命化し「住み続
けられるまち作り」に貢献、また老朽化した施設の非効率によって排出される温室効果ガス等に
よる気候変動への具体的な対策を親会社運営の飲料自販機を活用しＳＤＧｓへの取組みを社会
へ訴求しています。
子供からシニアまで全ての世代が豊かに楽しく人生を過ごせる世界を目指し活動しています。未
来を担う若者には職業選択の可能性を広げ生活を豊かにできる力と、社会全体を活性化させる
力の習得を目指し、シニア世代には新たな生活の楽しみとして「パソコンで楽しく学べる」環境を
提供をしています。

ヘルスケア給食・保育園給食・社員食堂の運営を通じて、SDGｓ達成に貢献する取り組みの実
施。集中購買によるエネルギー効率の改善、節水・節電等省エネの工夫や、環境に配慮した運
営、可食部と廃棄部の周知と教育、余剰食材等を活用した子ども食堂の開催などを行っていま
す。
ＳＤＧｓ推進に賛同する県内の自治体・保険代理店・企業・金融機関・各種団体等と連携し、持続
可能な社会づくりに取り組む●県内企業が災害に強い経営ができるよう各種本業支援を通して
貢献●フードロス・生活困窮者支援等に貢献●住み続けられるまちづくりの取組みに貢献

たいきけんぎょう

神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-3
TAIKI 5 BLDG．4F

http://www.taikikengyo.com/

太陽光発電によるクリーンエネルギーの創出。
公共施設・インフラの建設/改修・補修/整備を通じた社会貢献
社員が継続的に安心して勤務できる仕組・環境づくり
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6

大旭建業株式会社

168

6

ダイキンＨＶＡＣソ
だいきんひーばっくそ 東京都渋谷区代々木２－２－１
リューション東京株式
りゅーしょんとうきょう 小田急サザンタワー１４階
会社
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6

有限会社大興資源

たいこうしげん

横浜市都筑区川和町２５５番地４

https://taiko-shigen.co.jp/
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6

株式会社大進

たいしん

神奈川県平塚市八千代町１７－１
５

https://www.vendor-co.jp
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6

株式会社太洋

たいよう

神奈川県横浜市港北区大豆戸町
375番地

https://www.taiyotps.com/

当社オリジナルECOde Paletteは、天板寸法を変更するだけで製品寸法ピッタリなパレットになり
ます。一般的な形状のパレットと比較しても使用材料体積も削減でき「ECO」で安全・安心な輸送
「Palette」です。

172

6

株式会社高田商店

たかだしょうてん

神奈川県綾瀬市吉岡1639-5

http://www.takada-shouten.co,jp/

建物解体工事業を通じて、廃棄物を分別し環境経営を進めることにより、環境に優しい社会の実
現、資源再生・リサイクルを拡大・充実することにより、循環型社会の実現、地球環境保全に貢献
し、また、エコアクション21とマッチングすることでより一層の効果が期待できます。
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6

株式会社高部金属

たかべきんぞく

神奈川県南足柄市中沼24

https://takabe-kinzoku.co.jp/sdgs/

地域の企業に限らず、県内の法人や個人を対象にアルミ缶、スチール缶、ペットボトル、ビンの
収集と分別を推し進める。弊社のオリジナルキャラクターのステッカーを法人様や個人の方に配
布してゴミ箱などに貼っていただき、分別をしていただいたうえ搬入していただきたいです。
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6

株式会社高山商会

たかやましょうかい

神奈川県鎌倉市長谷4−6−7

https://www.manabinomoto.com/
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6

株式会社宅配

たくはい

東京都文京区本郷4-11-5
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6

一般社団法人チア
リーダーズ協会
Tricolore Mermaids

ちありーだーずきょう 神奈川県横浜市西区平沼１丁目
かい
３７番１６

https://tricolore-mermaids.com/tm-sdgs/
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6

地域デザインオフィス

ちいきでざいんおふぃ
東京都町田市真光寺３−１７−１７
す

https://local-design-office.jimdofree.com

少子高齢化による人口減少やコミュニティの崩壊、農地・里地の荒廃などに歯止めをかけるべ
く、地域資源の維持継承、循環を目的とした「体験観光事業」による新たな地域産業の創出を通
じた地域づくりに取り組む。
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6

中南信用金庫

ちゅうなんしんようき
んこ

神奈川県中郡大磯町大磯1133番
地の1

http//www.chunan-shinkin.co.jp

環境に配慮した商品を購入する場合に利用する融資商品を、その他商品購入の場合と比べ低
利とすることで、消費者に対し「環境に配慮した商品購入」の動機付けをしています。
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6

株式会社CHALK'S

ちょーくす

神奈川県海老名市上今泉5丁目 神奈川県厚木市戸室5-31-1 ｱﾂ
https://www.chalk-signart.jp/about
20-21
ｷﾞﾄﾚﾘｽ３階ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ
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6

綱島商店街協同組合

つなしましょうてんが
横浜市港北区綱島西２－７－６
いきょうどうくみあい
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6

有限会社つばさ企画

つばさきかく

神奈川県川崎市多摩区布田１８
－２２

https://www.hoken-tsubasa.co.jp/

182

6

TKCOMPANY株式会
社

てぃーけーかんぱ
にー

神奈川県足柄上郡開成町牛島
331

https://tkcompany.co.jp
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6

株式会社ティー・コム

てぃーこむ

神奈川県藤沢市藤が岡3丁目1番
8～1002号

http://www.t-com.co.jp/
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6

株式会社テイクワンオ
ていくわんおふぃす
フィス

神奈川県川崎市高津区下作延327-34-102 ピュアグレイス宮崎台

http://takeoneoffice.com/

ファッション業界は、これまで大量の廃棄物を生み出してきたと言えます。ですがその中で当社
は、品不足を恐れた過剰な在庫製品を作らない、大量に発生するサンプル品や消費者からの返
品を焼却処分せずにフリーマーケットに寄与するなど、「つくる責任 つかう責任」を重視した事業
活動を行います。

185

6

DELE株式会社

でいりー

神奈川県横須賀市光の丘8-3
YRPベンチャー棟2F

https://dele.gr/sdgs/

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。

186

6

一般社団法人ＤＥＣ

でっく

神奈川県横浜市青葉区美しが丘
1-10-1，3丁目カフェ内

http://xn-地域資源とデジタル化を併せ、地域の利活用されていない人材や食材を、必要な人に届け地域
r8ji3d4f.com/sdgs%e3%81%ae%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%b
経済活性化と地域に住む人の生活の質向上のための取り組み
f/

187

6

デックス株式会社

でっくす

神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南
2-23-14

http://deccs.co.jp

一人でも多くの御客様が環境に優しく健康に安心して暮らせる住環境となる様に、夏は涼しく冬
は暖かく過ごせる住空間作りで冷暖房に必要となるエネルギーの節減は勿論、環境に優しい省
エネ住宅の開発/設計/建築/販売/リフォーム等を中心に全社をあげてSDGsの取組を通じ貢献
していきたいです。

188

6

東京園芸資材販売株 とうきょうえんげいし
式会社
ざいはんばい

横浜市青葉区市ヶ尾町 １４７８
番地

http://www.tokyo-garden.co.jp

潤いと安らぎのある生活環境創造を目指して食と農を基軸として地域に根ざした事業･活動を通
じ、ＳＤＧｓの達成に貢献します

189

6

東京エンプラ商事株式 とうきょうえんぷらしょ 神奈川県横浜市鶴見区駒岡5-5会社
うじ
39

https://www.tep.gr.jp

「金属からエンプラへ」わが社はこのテーマを創設以来探求し続けてきました。
従来金属でなければ困難と言われ続けていた分野に視野を向け、これまでに蓄積したプラスチッ
クに関連するデータを基に、常に新たな技術・製造方法を探求する事で、お客様と一体となった
提案型活動を続けております。

190

6

東京レーダー株式会
社

神奈川県横浜市保土ヶ谷区西久
保町15-7

http://www.radar.co.jp/sdgs.html

当社の環境方針として「かけがえのない地球を子供たちへ」のスローガンのもと環境との調和に
配慮した事業活動を推進している。

191

6

有限会社東日機工工
とうにちきこうこうじ
事

神奈川県横浜市鶴見区北寺尾717-22

http://tounichikikou.co.jp/sdgs/

省電力化、節水、リサイクル等環境に配慮し、従業員個々のキャリアパスに合わせた、働きやす
い職場環境を構築すべく、育児休暇、各種研修等の受講を従業員に提供しています。
地域社会の振興に寄付するため、元町SDGsプロジェクトに参加し、NPO法人への寄付、協賛活
動等、SDGsへの取り組みを実践しています。

192

6

東葉警備保障株式会
とうようけいびほしょう 千葉県柏市旭町一丁目2番1号
社

193

6

東横化学株式会社

とうよこかがく

神奈川県川崎市中原区市ノ坪
370

https://www.toyokokagaku.co.jp/csr/sdgs.html

長年培ってきたガスのスペシャリストとしての経験に加えて、革新的な技術開発・事業継続のレジ
リエンス向上により、トータルガスマネジメントの構築、太陽光発電システム・ヘリウム回収装置・
防災関連の販売等で、健康や環境を守る安全安心社会を作り、ＳＤＧｓの達成に貢献します。

194

6

株式会社トーウン

とーうん

埼玉県さいたま市大宮区土手町
神奈川県厚木市上依知3008-1
1-49-8 GM大宮ビル8F

https://www.tohun.co.jp/csr/04.html

CO₂削減目標を実施すべく新規プロジェクトを立ち上げ、次世代の安定した暮らしを守り、社会的
責任を果たします。その他女性活躍推進、職場環境改善等も積極的に推し進め、社員のワーク
ライフバランスの質向上へ努めて参ります。

195

6

トータルリスクサポート とーたるりすくさぽー
株式会社
と

神奈川県横浜市南区高根町317-12 KSビル ３階A

196

6

株式会社トープラ

神奈川県秦野市曽屋201

197

6

協同組合戸塚旭町通 とつかあさひちょうど 神奈川県 横浜市 戸塚区 戸塚町
商店会
おりしょうてんかい
５５

https://www.asahi-street.com/

198

6

株式会社利根川工務
とねがわこうむてん
店

https://www.tonekou.jp/

199

6

株式会社トヨタレンタ
リース横浜

200

6

ドライシステムソリュー どらいしすてむそ
ション株式会社
りゅーしょん

東京都中央区銀座７丁目13番６
号サガミビル２F

201

6

トライソリューションズ とらいそりゅーしょん
株式会社
ず

神奈川県横浜市神奈川区反町２
－１５－６ サンライズ反町１０２

202

6

有限会社トラスト商会 とらすとしょうかい

神奈川県伊勢原市下糟屋東3-16

203

6

株式会社仲友工業

なかともこうぎょう

神奈川県横浜市鶴見区梶山229-23

https://www.big-advance.site/s/157/2150

事務所及び社員寮には再生エネルギー100％の電力を使用し、環境に配慮した取り組みを実践
しています。また、安全かつ高品質なサービスを提供すべく、社員寮を整備、従業員のキャリアパ
スに合わせた働きやすい職場環境を構築しています。

204

6

株式会社ナチュラル
リード

なちゅらるりーど

神奈川県川崎市中原木月祇園町
7-13メゾンSK102

http//www.bulkfoods-market.com

販売形態として主に「量り売り」を行い、容器の持ち込みを奨励してゴミの削減や、流通間のコス
ト低減を実現。ナチュラルやオーガニックなど身体にやさしい商品の販売を通じて人の健康に寄
与。地域の商品、商材の販売などを通じて「人の健康と環境に優しい」SDGsの取り組みを実践。

205

6

株式会社ナップス

なっぷす

神奈川県横浜市中区桜木町１丁
目１−８ 日石横浜ビル１６階

https://naps.co.jp/sustainability/

ナップスは、オートバイ用品の販売、メンテナンスを通じて、持続可能な社会の実現を目指しま
す。そのためには、さまざまな社会課題に対して、事業として取り組むことが重要です。ナップス
は、「誰ひとり取り残さない」平和で安全で豊かな社会の実現に向けて、さまざまな取り組みを
行っています。

206

6

七生工業株式会社

ななおこうぎょう

神奈川県横浜市金沢区福浦210-9

https://www.nanao-kogyo.co.jp/

一般に都市鉱山と言われる貴金属含有物などから貴金属を分離・精製してリサイクル
を行なう。

207

6

奈良建設株式会社

ならけんせつ

神奈川県横浜市港北区新横浜113-3

https://www.nara-const.co.jp/aboutus/sdgs.html#01

奈良建設は「人と自然が調和した豊かな生活環境を実現する」という企業理念の元、SDGsの理
念に賛同し、社会の課題を解決していくことで、持続可能な社会の実現を目指します。

208

6

西浜サーフライフセー にしはまさーふらいふ 神奈川県藤沢市片瀬海岸3-26ビングクラブ
せーびんぐくらぶ
15

https://www.nishihama.org/

溺水事故防止や救助活動や、自分の命を自分で守れる子供を増やすための教育活動、海を守
る環境保全活動、自助力・救助力向上のためのライフセービングスポーツへの取り組みを通じて
藤沢市内の「水辺の事故ゼロ」実現と安心安全でサステナブルな地域づくりを目指して活動して
いる。

とうきょうれーだー

とーぷら

神奈川県横浜市中区山下町２２
山下町ＳＳＫビル７階

神奈川県厚木市水引2-3-1 厚
木水道営業所内/神奈川県平塚
https://www.takuhai-group.co.jp/pages/152/
市西八幡1-3-1 平塚水道営業
所内

https://tsunashima.com/sdgs/

神奈川県横浜市西区花咲町七丁
目150番地ウエインズ＆イッセイ https://yokohama-toyo-security.jp
横浜ビル

川崎市川崎区宮本町3-11鳥本ビ
ル２B（川崎支店） 平塚市中原1- https://tr-support.jp/
17-2-2F（湘南支店）

https://www.topura.co.jp/company/comp09.html

横浜市栄区鍛冶ヶ谷１－１９－７

とよたれんらかーりー
横浜市磯子区東町14
す

https://www.daikin-hvac-tokyo.co.jp/

横浜市西区花咲町7-150 ウエイ
https://r-toyota.co.jp/challenge_sdgs/
ンズ&イッセイ横浜ビル5F

神奈川県大和市草柳３－６－４

ダイキングループは事業を通じてＳＤＧｓの実現に貢献するために、「地球」「都市」「人」の
３つのテーマを特定。世界をリードする技術で、環境負荷を低減しながら、健康で快適な
暮らしを実現できる、新たな価値の提供を目指しています。
資源集団回収団体から、缶とペットボトル混合で買取する事業「エコチャレンジ回収」を実施。古
紙梱包に「紙ひも」使用啓発で脱プラ推進活動を実施。役所や企業からの機密古紙を溶解リサイ
クルする事業を実施。多種の資源と廃棄物をワンストップで収集し「地域に根差したＳＤＧｓの取
組」を実践している。
長年にわたり保険事業で培った知識と経験をいかして、「安心と安全」を提供し、社会の発展
に貢献してきました。これからも社会課題の解決に取り組み、企業ｊ価値を永続的に高めなが
ら、安心・安全でサステナブルな未来の創造に貢献し信用される“Ｇｏｏｄ Ｃｏｍｐａｎｙ”となること
を目指します。

教科書の学習が終わったあとに家庭で廃棄されるプラスチック教材を学校で回収し、再製品化ま
でを体験型教材とする「まなびのもと」を実施。「学校、地域、企業」をつなぎ、サステナビリティ、
クリエイティビティ、アクセシビリティの観点から新しい教材価値の創造を進め、子どもの成長を支
えます。
当社は神奈川県企業庁様より水道料金等徴収業務を受託させていただいております。
業務を通じ、水資源の有効活用のため、メーター点検時の漏水の早期発見に寄与するとともに、
お客様宅への訪問を通じ、地域の見守り活動も行っております。このような活動を通じてSDGSへ
貢献してまいります。
チアリーダーの活動を通じ、女性の社会進出向上やその活躍を応援できる社会を目指すととも
に、社会貢献活動の推進に寄与する。また、活動を通じて触れ合う子どもたちの未来を積極的に
応援し、ロールモデルとして、女子スポーツの発展および心身ともに健康で豊かな未来づくりに
貢献する。

「チョークアート」というオーストラリア由来の商業アートを「子供の教育」に取入れ、それに携わる
チョークアーティストを「職業」として確立させ、さらには「日本の文化」に根付くことを目標にチョー
クアートを普及させています。事業活動を通じてSDGs達成に向けて取り組みを行っております。
商店街内の街路灯電球のLED化、街区の花プランター設置、エコバック利用促進等により環境配
慮を行いつつ、防犯カメラの整備、街区の清掃活動、放置自転車撤去を通じて安心・安全の強化
に努め、少子高齢化でも人々の往来が絶えず、店舗も減らない持続可能な商店街を目指す。
弊社は保険を通じて金融リテラシーの向上と企業リスクコンサルティングを提供するとと
もに地域の子供のための放課後授業の社員参加や女性の活躍推進を積極的に行い働きやすい
職場環境づくりの普及を目指しています。また社員個々が環境対策への意識を持ち続け自ら目
標をもって取り組んでいます。
環境に優しい企業として、産業廃棄物の適正分別や資源の循環利用やフードロスに努め、多様
性な雇用を推進する事で社員の働きやすい職場環境を整備し、専門知識を次世代へと繋げる取
り組みをしています。また、地域住民への「街のこども食堂」を開催する事で「つながり」を提供し
ています。
カーボンニュートラル実現に向けて、中小小規模事業者との接点が多いことを活かした
「グリーンコンソーシアム計画」を策定。中小小規模事業者も参画することができる仕組みづくりを
考案、実施。SDGsにおける企業の具体的な取組みを支援する。

高齢者や外国人の雇用、女性の活躍を推進しています。デジタル技術の導入による積極的な社
員教育をおこない生産性の向上、業務効率化を図り、労働環境を整え品質向上に努めます。環
境に配慮し全社員が事業活動を行うことで地域社会に貢献しSDGs達成を目指します。

地域の恵まれない子供たちのためのスポンサー活動や、本業の「安心と安全」をお届けし
つつ、顧客居住地域のリスク情報・防災情報を伝え、保険契約日を「家族防災の日」、併せて
自然災害の甚大化の原因、一人一人何ができるか、家族全員が平穏無事でいるために
どうするかを考える日として提案している。
太陽光発電などを使用したカーボンニュートラルへの対応、3Rによる資源の有効利用など環境を
考えた取り組みを行っています。また、教育や働きやすい職場づくりを推進し、従業員の為の職
場づくり、そして地域を中心に福祉を考えた取り組みを実践しています。
旭町通商店会は、健康ウォーキングラリー、健康フェスタなどのイベントを行っている。また、未病
改善につながる商品、メニュー、サービスを認定し、加盟店で提供をしている。これらの活動を通
じて、健康に関する情報発信を行い、お客様、地域の皆様の未病改善が促進されるよう提案して
いる。
住宅の「性能」に徹底してこだわり、エネルギー消費の少ない高性能な住宅をする事で家族の健
康を守り、快適で安心な暮らしを提供していきます。
また高性能住宅により省エネルギーな地球環境に優しい住宅を実現していきます。
モビリティカンパニーとして、多様なエコカーラインナップを活かした環境にやさしい乗り方提案に
より、よりクリーンで持続可能な社会の実現を目指します。また、緑化募金への寄付や あんしん
110番事業への参画等を通じ、地域の皆様と共に安心して暮らせる街づくりに貢献します。

http://dss-japan.co.jp

環境対応型乾燥剤の開発、製造を行い、防湿・防錆を必要とされる梱包・物流企業の一助を担い
社会に貢献できる乾燥剤メーカーを目指しております。

https://tri-solutions.co.jp

誰もが働きやすい職場づくりを念頭に掲げ、積極的な社内研修の実施や学習機会を提供しま
す。社内のみならず事業活動を通じて安心で安全な空間づくりを支援するとともに、環境に配慮
した産廃物処理を徹底することで健康的で持続的な住みよいまちづくりを提供します。

https://www.trust-sho.jp/

重要な公共インフラである橋や道路の老朽化対策のため軽量の新規格車両を導入し、道路法を
遵守した重量物輸送の体制を構築しています。また、導入車両は燃費性能向上による環境負荷
の軽減や全車両エアサスペンション化によるインフラ保全及びドライバーの労働環境にも配慮し
た経営を実践しています。

にしまつけんせつ

東京都港区虎ノ門１－１７－１ 虎 神奈川県横浜市西区北幸２－８
ノ門ヒルズビジネスタワー
－１９ 横浜西口Ｋビル

https://www.nishimatsu.co.jp/csr/n-vision/esg.html

神奈川県秦野市曽屋670-1

https://www.nishiyamass.co.jp/

当社は、「新しい価値をつくる総合力企業へ」をビジョンにかかげ、事業領域の拡大と建設事業の
進化を目指し、多様化するお客さまのニーズに応える技術やサービスを提供していくことで、これ
からも安心して暮らせる持続可能な社会・環境づくりに貢献してまいります。
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6

西松建設株式会社

210

6

有限会社西山製作所 にしやませいさくしょ

211

6

212
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日本郵便株式会社

にっぽんゆうびん

東京都千代田区大手町二丁目3
神奈川県川崎市川崎区榎町1-2 https://www.post.japanpost.jp/about/csr/sdgs.html
番1号

「共創プラットフォーム」を目指して、事業活動を通じて社会課題の解決に貢献しています。地域
のニーズにあったサービスを安全、確実、迅速に提供し、人々の生活を生涯にわたって支援する
ことで、触れ合いあふれる豊かな暮らしの実現に貢献しています。

213

6

日本原料株式会社

にほんげんりょう

神奈川県川崎市川崎区東田町１
丁目２番地

https://www.genryo.co.jp/importantnotice.html

日本原料では、1960年代から、ろ過材の原材料である砂や砂利といった天然資源の枯渇に耐え
るため、全国の浄水場でのリサイクル工事の施工や、ろ過材交換不要の水処理装置の開発に取
り組んできました。これにより、産業廃棄物の低減、天然資源の有効活用、CO2排出量の削減等
に貢献しています。
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6

日本光機工業株式会
神奈川県横浜市金沢区福浦２－
にほんこうきこうぎょう
社
７－１８

https://www.nipponkoki.co.jp/

省エネルギー・省資源・高効率・長寿命・再利用の視点に立った製品づくりを推進する。具体的に
は、ＬＥＤ・パワーＬＥＤ等を使った環境負荷軽減製品を開発・販売していく。環境・気候変動に配
慮した製品をつくる責任を果たすと同時に、お取引先との共存・相互発展を目指す。

215

6

神奈川県横浜市神奈川区栄町５
株式会社日本コン
にほんこんぴゅーたこ
番地１ 横浜クリエーションスクエ
ピュータコンサルタント んさるたんと
ア６階

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

ＩＴの普及に伴い私たちの生活は進化し大変便利になった一方で、ＩＴを活用しきれない業界との
デジタルディバイド（情報格差）が生まれています。当社は、介業業界、アグリ業界などDX（デジタ
ルトランスフォーメーション）が遅れている業界の産業振興を推進し、持続可能な社会の実現に
貢献します。
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6

日本総合住生活株式 にほんそうごうじゅう
会社
せいかつ
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6

日本たばこ産業株式
会社

にほんたばこさんぎょ
東京都港区虎ノ門4-1-1
う
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6

日本テクノ株式会社

にほんてくの
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220

株式会社日産サティオ
湘南
にっさんさてぃおしょう
神奈川県平塚市田村5-24-22
なん

東京都千代田区神田錦町1-9

https://ns-shonan.nissan-dealer.jp/corp/nsSDGs.html

横浜支店（横浜市港北区新横浜
二丁目3番地19）
神奈川西支店（大和市深見台三 https://www.js-net.co.jp/
丁目1番13号）
横浜南支店（横浜市磯子区洋光
神奈川県横浜市金港町3-1コン
カード横浜5F

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

環境はもちろんの事、経済、社会、働きやすい環境の整備に取り組む。
私たちはものづくりを通じて、安心で安全な未来の実現に貢献します。

脱炭素社会の取り組みの一つである、電気自動車の販売に携わるとともに、
有事の際は防災協定を通じて、地域社会の安全と維持に参加し、地域に根差した会社として
活動してまいります。

集合住宅の価値向上をはじめとする多様な事業活動を通じて、持続可能な社会の実現に貢献す
る。
JTでは、たばこ事業において品質、イノベーション、リスクの低減に注力し、お客様により多くの
選択肢を提供すること、人財への投資を通じて、従業員や社会から選ばれる企業になることを目
指します。環境・社会面でのリスク低減に取り組み、透明性と責任ある行動を実践します。

東京都新宿区西新宿一丁目25番 神奈川県相模原市中央区鹿沼台
https://www.n-techno.co.jp/
1号 新宿センタービル53階
2-17-18

2016年電力小売りの全面自由化に伴い、大手電力以外にも新電力で電力の供給が可能となり
ました。当社でも電力小売りの拡充に向けて、固定単価型料金プランや市場連動型プランに加え
「環境市場でんき」(非化石証書付きCO2フリー)を新たに加えました。今後も再生可能エネルギー
の普及に貢献していきます。

株式会社日本ビオトー
にほんびおとーぷ
プ

神奈川県平塚市中原1-18-1 JB
ビル2F-1

https://www.japanbiotope.co.jp/

環境・社会・ガバナンスを意識した経営を推進してまいります。 国連が定めた開発目標である
SDGSの趣旨に賛同し、サステナブルな環境つくりを通じて豊かな暮らしと地域の幸せの実現、さ
らに地球環境への配慮に貢献していきます。

6

にほんふぃーるどか
日本フィールド環境保
んきょうほぜんきょう
全協会
かい

神奈川県相模原市緑区城山２－
６－１２

https://jfepa.org

アウトドア＝ゴミ拾い活動と言えるように、まずはキャンプ場から発信してきました、土砂災害
に関し、防災工事のコンサルティング及びアドバイスを行ってきました。この経験を活かし、行
政や関係団体と密接な連携をはかり、土砂災害に関わる環境保全活動及び支援を行ってい
きたいと考えております。
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6

日本ミャンマー支援機 にほんみゃんまーし
構株式会社
えんきこう

神奈川県横浜市金沢区富岡東630-E502

https://www.japan-myanmar.com/company-profile-info/

ミャンマー人に仕事や日本語学校を紹介し、間接的な支援、労働者の権利の保護、生活環境の
全面的な支援を行っています。
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6

株式会社ネオート

ねおーと

東京都町田市中町1-1-16 東京
建物町田ビル3階
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6

株式会社Nextwel

ねくすとうぇる

神奈川県川崎市川崎区駅前本町
11-2川崎フロンティアビル4階
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6

株式会社NEXT DOOR ねくすとどあ

神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町
1175-24 パールマンション市が
尾104

https://www.rinobe-nextdoor.com/
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6

株式会社ノジマステラ のじますてらすぽー
スポーツクラブ
つくらぶ

神奈川県相模原市南区新戸4781

https://stellakanagawa.nojima.co.jp/pg1263141.html
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6

ののじ株式会社

神奈川県横浜市西区北幸２－８
－１９ 横浜西口Kビル４階

https://www.nonoji.jp/special/detail.html?1646224972

特別な技術や年齢、性別に関係なく、誰でも時間と手間をかけずに野菜を食べやすく加工
する事にこだわった製品づくり。これにより皆様に野菜をより多く食べて頂く事で、お客さま
の健康維持促進のお役立ちになる事を願っている。
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6

野村ハイメディア株式
のむらはいめでぃあ
会社

神奈川県横浜市栄区飯島町71番
地

http://nomurahighmedia.jp/

当社は事業である「リサイクルトナー製造・販売」を通じて、環境保護と資源循環型の社会形成に
貢献しています。ゴミとして廃棄されるトナーカートリッジを再生・再利用することによってＳＤＧｓ
達成に貢献しています。
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6

葉隠勇進株式会社

東京都港区芝4-13-3 PMO田町
Ⅱ10F
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6

橋本電気工事株式会
はしもとでんきこうじ
社

神奈川県大和市深見３９１９番地
の８

http://hashimotodenkikoji.co.jp/
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6

秦野ガス株式会社

はだのがす

神奈川県秦野市室町2-11

https://www.hadano-gas.co.jp/company/hoshin/sdgs.html

地域密着のエネルギー企業として、域内の持続可能な住生活や産業基盤を支えるとともに、小
中学校への出張授業等を通じて、次世代を担う子供たちへの環境意識の醸成にも取り組んでい
る。また、秦野市との包括連携協定に基づき、「カーボンニュートラルのまちづくり」にも積極的に
取り組んでいる。

231

6

秦野市農業協同組合

はだのしのうぎょう
きょうどうくみあい

神奈川県秦野市平沢４７７

http://ja-hadano.or.jp/

「食と農を基軸として地域に根ざした協同組合」として、組合員とともに基本理念である「夢のある
農業と次世代へつなぐ豊かな社会を地域できずく」の実現をめざし、さらなる地域農業振興と持
続可能な地域社会づくりに取り組んでいます。
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6

株式会社八洋

はちよう

東京都新宿区東五軒町２－１８

神奈川県横浜市都筑区池辺町
4868-2神奈川県厚木市上依知
605-1

http://www.hachiyoh.co.jp/

自販機で飲料が購買されるごとに、自動的に設置先様、飲料メーカー様、八洋の三者から1本当
たり各1円ずつ（計3円）の寄付が集まる募金型自販機です。「設置するだけで社会貢献につなが
る仕組み」でＳＤＧｓに貢献いたします。※下記募金先へ寄付
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株式会社花升木工社 はなますもっこうしゃ
寺建築
じけんちく

伊勢原市上粕屋1182-3

横浜市鶴見区市場西中町8-9

https://www.hanamasu.co.jp/

本業である社寺建築に「宮大工プラスα活動」として、2019年8月から「宮大工ＳＤＧｓ」を実施。何
ができるのかを考え抜いて現在までに１つ１つ実践して参りました。
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6

株式会社はなまる

はなまる

大阪府大阪市住之江区南港北1- 神奈川県横浜市港北区新横浜1https://www.hanamaru870.net/
14-16大阪府咲洲庁舎40F
3-1新横浜アーバンスクエア 2F

カーリサイクル事業を通して、不要になった自動車や部品を流通させることで産業廃棄物の減少
及びCO2削減に取り組んでおります。また、海外での現地法人を立ち上げることでモデルケース
を確立し、国内のみならず海外拠点も含め、カーリサイクルを通したSDGs実現に取り組んでおり
ます。
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6

株式会社原

はら

神奈川県横浜市鶴見区豊岡町14
－24 伊藤ビル105

https://hara-osc.com/

国産の野菜・果物等を使用した加工食品は日本の農産業を守り、育てていくための事業として展
開。当社商品を通じて食育や食文化等の日本古来の文化を継承し、SDGｓ活動を通じて地域経
済活性化や社会貢献に今後も継続して取組んでいきたい。
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6

万里設備株式会社

ばんりせつび

神奈川県横浜市中区宮川町２丁
目５５番地ルリエ横浜宮川町５０３
号

https://www.banri-s.co.jp
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6

株式会社ビーネックス
び～ねっくすうぃず
ウィズ

神奈川県相模原市中央区南橋本 神奈川県相模原市緑区橋本１－
https://benextwith.com/
２－９－１０
１６－１１
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6

株式会社BPLab

東京都港区北青山２−１２−８
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6

有限会社美術工芸舎 びじゅつこうげいしゃ

神奈川県横浜市鶴見区駒岡515-11

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

主業であるプラスチック成型・加工についても原料にリサイクルしたもの使用。工場内の電力につ
いても再生エネルギー100％のものに切り替えを実施し環境に配慮した取り組みを実践していま
す。また、高品質なサービスを提供すべく、人材育成にも力を入れています。
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6

平川建設株式会社

ひらかわけんせつ

神奈川県横浜市神奈川区菅田町
２７８０番地

http://www.hirakawa-co.jp/sdgs/

地球環境に配慮した工法や資材の調達を提案して、顧客に満足してもらえる安全安心の建物造
りを目指します。また、災害発生時には最優先課題として早期復旧に尽力して、住みつづけられ
るまちを実現します。
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6

株式会社ビルコ

びるこ

神奈川県横浜市港北区新横浜１
－１２－１３－１F

https://www.res-blc.com/

当社は不動産管理会社として地主様と密接に連携しながら、社員一同が知見を広げ知識を高め
ることで、環境を意識した業務改善や土地活用の提案を行っております。また家賃補助付きセー
フティネット住宅の提供を通じて社会的弱者への取り組みを推進しています。
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6

株式会社ビルド

びるど

神奈川県横浜市港北区大豆戸町
神奈川県横浜市緑区上山１－１４
155-1 横浜市水道局菊名ウォー https://www.bild.co.jp
－１１
タープラザ店1F
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6

風越建設株式会社

ふうえつけんせつ

神奈川県横浜市中区相生町356-1-11階

http://www.fuetsu.co.jp/
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6

株式会社プゥル・ヴー ぷぅる・ゔ―

神奈川県海老名市今里３－９－１ 神奈川県海老名市大谷北４－１
５
－３３

https://haizi.jp/sdgs/
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6

株式会社フォーバル

東京都渋谷区神宮前五丁目52番 神奈川県横浜市中区羽衣町1-3https://www.forval.co.jp/sdgs/
2号 青山オーバルビル14階
1 太陽生命関内ビル 5F
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6

フォルティナ株式会社 ふぉるてぃな

神奈川県足柄下郡湯河原町宮上
７４２－３６－１０７

https://fortuna.love/sdgs
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6

フォレストファームプロ ふぉれすとふぁーむ
ダクション株式会社
ぷろだくしょん

神奈川県足柄上郡大井町金子
1123-10

http://forestfarmproduction.com
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6

株式会社藤井工務店 ふじいこうむてん

神奈川県綾瀬市小園1027番地1

https://www.kk-fujii.co.jp/
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6

株式会社不二運輸倉
ふじうんゆそうこ
庫

神奈川県横浜市磯子区岡村3－3
－13

http://fujiunyu-soko.co.jp/index.html

運送業界の使命である「 安全」 を追求・実践し、併せてお客様に対して「安心」を提供する。環境
に優しい運行を行い、また環境維持活動へ参加することで、当事者意識を高める。、

250

6

富士ソフト企画株式会
ふじそふときかく
社

神奈川県鎌倉市岡本２－１３－１
８

http://www.fsk-inc.co.jp

精神・身体・知的・発達障がいのある社員がお互いにサポートしながらパソコンを使った業務に取
り組んでいます。社員の９割が障がい者手帳を保有し管理職も障がいを持つ社員を起用。障が
いを言い訳にせず持続可能な社会を築く。

ののじ

はがくれゆうしん

びーぴーらぼ

ふぉーばる

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町
3-30-1 神奈川県農業機械会館 https://neort.jp/csr
2F-5

https://nextwel.co.jp/

神奈川県横浜市港北区新横浜2https://www.hagakure.co.jp/company/sdgs/
3-4 クレシェンドビル7F

神奈川県横浜市金沢区釜利谷東
https://www.bplab.info
４−５５−２５

リユース事業を通じ、資源の有効活用を図るなど、循環型社会形成のための仕組みづくりに取り
組む他、地域の環境保全や発展途上国の子どもたち等へのワクチン支援など、誰もが健康で豊
かに暮らすための環境づくりに対する活動を行っております。
障害者だからこそ気づくことができるウェブの使いにくさを診断するウェブアクセシビリティ診断を
通じたウェブ制作事業を通じ、障害者・企業・地域の誰もが幸せになる仕組みを作る。障害者が
単価の高い仕事をすることにより、障害者の平均工賃の向上と法定雇用率の向上に貢献してい
く。
弊社は、宅建免許・建設業・産業廃棄物収集運搬の許可を取得している。古いマンションを弊社
又はクライアントが購入し、若い世代が入居しやすい物件にリフォームを行い、販売。リフォーム
で出た廃棄物は、リサイクルが可能になるまで分別作業を行い再利用資源として活用するように
努めている。
サッカークラブとして、対ファン・サポーター、対企業、対行政と様々な取り組みを行う。
試合当日の会場で相模原市の SDGs 推進室やプライドハウス東京、地元警察などの
SDGs 関連団体、企業と連携し、ブース出展やイベントを開催することにより、地域に
根付いた SDGs の取り組みを実践した。

学校給食の調理・提供を通じて、SDGs達成に向けた取り組みを行っています。食品ロスを削減
するために、調理の過程で出る残菜を減らす取り組みや、子どもたちの残食を減らすための工
夫、食育などを行っています。
電気設備工事を通じ、ISO（品質・環境）を活用し「品質・環境・安全」に努め地域社会及びお客様
に満足を提供しております。幅広い分野からの人材確保、教育の充実、働きやすい環境を整えた
中で個々のスキルを向上させ、持続可能な社会に貢献できる企業を目指しております。

万里設備（株）では管工事業活動を通じて地域の皆様に寄り添った快適な暮らしのお手伝いをし
ております。SDGｓにまつわる主な活動は下記の取り組みとなります。① 定年後の再雇用や各々
の能力や個性を発揮に取り組んでいます。② 災害時の緊急出動や横浜型地域貢献企業として
取り組んでいます。③ 環境への負担軽減、アイドリングストップに取り組んでいます。
当社はSDGsの達成に事業を通じて貢献していきます。
SDGsは長期的視点での目標であり、当社としては持続性を重視し、まず自分たちに出来ること
から確実に取り組みます。そして、その取り組みの深化と拡大を計ります。
衣料、繊維製品の回収をおこない、それを原料として新しい価値観の繊維製品として
生まれ変わらせる。そして環境に配慮した繊維製品を設計段階から考えることで
サーキュラーエコノミーへ移行させることを目的とする。

介護福祉用品は、オストメイト・ベットサイドトイレの実機展示をし、説明・販売を行っている。
また、うちエコ診断実施機関として、ご家庭のエネルギー対策・地球温暖化対策を診断し、各ご家
庭に合わせた対策を提案し、より効果的にCO2削減・抑制を推進していくための診断事業を行っ
ている。
風越建設株式会社は「神奈川県で企業価値№1」を目指し、SDGｓの取組みを通じて建設工事の
対象となるお客様、エンドユーザーの満足はもとより、再生エネルギーの利用、工事現場周辺の
一斉清掃、神奈川県内の児童養護施設への寄付等により、全てのステークホルダーへ貢献して
いく。
周辺地域限定で宅配業者（ヤマト運輸様）と連携しスマホ専用アプリを使用して集荷依頼・決済・
店舗との連絡を行えるようにすることで、環境負荷の軽減、利便性の向上、生産性の向上につな
げることによりＳＤＧｓの目標達成につなげる。
カーボンニュートラル実現に向けて、中小小規模事業者との接点が多いことを活かした
「グリーンコンソーシアム計画」を策定。中小小規模事業者も参画することができる仕組みづくりを
考案、実施。SDGsにおける企業の具体的な取組みを支援する。
地球上の問題について知見を広める勉強会を開催。多様性を重視し様々な状況の方が参画で
きるしくみをつくり、「海の豊かさを守ろう」を掲げ、「マイボトル」「マイごみ袋」持参でのイベント開
催、ビーチクリーン等のボランティア活動を行います。昨年度はSDGsスピーチコンテスト・講演会
を開催。
消費者の健康に貢献するため、農薬、化学肥料を使用しない自然健康食品商品ラインナップを
整備しています。
それだけでなく現地生産農家に対してもフェアトレードを通じて利益還元することで「ペルーアマゾ
ン地域の持続的な農業開発に根差したＳＤ Ｇｓの取組」を実践しています。
新築住宅をはじめマンション、公共施設などの建築施工を行う当社では環境に留意した建材及
び現場づくりを展開しております。特に作業現場における典型7公害対策はもちろん常に災害へ
のリスク管理も徹底し、全ての利害関係者の皆様が安全安心かつ環境に貢献できる事業を展開
しております。

建設業は、男性中心の社会。その中で、知恵絞り、女性の能力開発と働きがいを促進(神奈川な
でしこ認定2度受賞)。環境破壊せず、技術を伝承するため、訓練校を自ら開校し、技術力のある
職人集団を育成(県下初の防水職業訓練校)。地元、横須賀市のパートナーシップで、行政との防
災協定も締結し、持続可能を目指す。
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6

株式会社富士防

ふじぼう

横須賀市森崎1-19-18

http://www.fujibow.co.jp/
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6

株式会社フリーデン

ふりーでん

平塚市南金目227

http://www.frieden.jp/
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6

合同会社FromPort

ふろむぽーと

神奈川県横浜市中区桜木町１−１
０１−１ クロスゲート7階

https://kinuya.store/
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6

株式会社ＢＵＮ・ＺＯ

ぶんぞー

横浜市青葉区藤が丘１－３－７
ヒロック藤が丘Ⅱ 1Ｆ

http://bunzo.yokohama/
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6

株式会社ベイサン

べいさん

神奈川県横浜市港北区新横浜313-5 宗久ビル6階

http://www.baysun.net/SDGs/pg175.html
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6

ベイヒルズ社労士事務 べいひるずしゃろうし 神奈川県横浜市神奈川区栄町１
所
じむしょ
－１KDX横浜ビル６階

https://www.bayhills-sr.jp/about/sdgs_sr/

257

6

株式会社BELL・LINE

べる・らいん

神奈川県厚木市飯山１５６６－３

https://bellline.hitnm.com/?page_id=665

当社は環境対策の取り組みや女性ドライバーの活躍（雇用創出）などの取り組みを周知してもら
うために外部にも発信しております。また災害時に物流の流れが止まらないようBCPの策定を行
い、災害時地域の方を支える企業として、SDGｓの取り組みを実施しております。

258

6

株式会社ボイス

ぼいす

神奈川県横浜市中区扇町２－４
－３

https://www.bois.co.jp/

現場従業員との連絡はスマホ、お客様とはネットＦＡＸを駆使し、ＦＡＸ紙を削減。機械化や、化学
物質を含まないアルカリ電解水を使用した清掃を行い、高齢者、女性にも働きやすく安全な作業
環境を提供しています。又、ジェンダーボンドに投資し、社会貢献にも取り組んでいます。
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6

北辰建設株式会社

ほくしんけんせつ

神奈川県横浜市南区別所5丁目
２６-２４ １F

https://hokushin-kensetu.co.jp/

環境に配慮した製品や無駄なゴミゼロ等、「再生プラスチックを利用した建築資材の+N206:Q206
加工及び販売」を実施しています。建設現場から廃棄物を減らす取り組み、プラスチックを再利用
します。また、価格競争に寄与し、環境に配慮した製品を「地域に根差したＳＤＧｓの取組」を実践
しています。
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6

ホシザキ湘南株式会
社

ほしざきしょうなん

神奈川県横浜市中区桜木町二丁
目2-5

http://hoshizaki-shonan.co.jp/corporate-info/

神奈川県と静岡県東部・中部エリアで、省エネ・ノンフロンなど環境に配慮したフードサービス機
器の販売とメンテナンスを行っています。社会に貢献できる「進化する企業」を経営理念に掲げ、
事業活動と環境との調和を図りながら、「食」に関わる様々な分野で事業を推進しています。
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6

株式会社星防水

ほしぼうすい

神奈川県相模原市南区磯部１２２
神奈川県座間市栗原１８０６－１
７－５

https://www.hoshi-bousui.com/company/

ゴミから出来る環境問題に取り組むことで、社員への環境問題への関心を高め、まずは会社で
行い、続ける事で習慣を形成し、社員から家族、家族から地域へ拡がる事で次世代の為に誰で
も始められるSDGsへの取り組みを実践しています。
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6

株式会社ボストン商会 ぼすとんしょうかい

神奈川県横浜市金沢区鳥浜町
12-53

https://bonuni.com/eco/

ユニフォームの製造においてグリーン電力（風力発電）の活用や、使用済みペットボトルを原料と
した再生ポリエステル繊維を使用する事で、CO2排出や石油等資源使用の削減を実施。また、
廃棄ユニフォームをリサイクルし、あらたな資源に再生利用する事で、取引先企業のSDGs活動
促進に貢献しています。
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6

株式会社ボディーデザ
ぼでぃーでざいん
インジム

神奈川県大和市中央3-8-26

https://bodydesigngym.com/sdgs/

神奈川県を中心に店舗展開し、トレーニングを通して地域のお客様に健康寿命の改善を行う。同
時にトレーナーの働き方改善や機材や販促物を環境問題負荷の少ないものを使用しエコなジム
運営を実践しています。
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6

株式会社ホンダカーズ ほんだかーずちゅうお
神奈川県大和市深見3591-2
中央神奈川
うかながわ

https://www.hondacars-chuokanagawa.co.jp/company/sdgs.html

環境に配慮した商品の販売ならびに点検整備の促進を通じて環境保全を図っています。また、
経営品質賞受賞企業として徹底した顧客本位と社会との調和を追求する為、全店舗において
1976年から店舗内の徹底清掃はもちろん、周辺の清掃を毎日実施し、地域社会に根差したSDG
ｓ取組みを実践しています。
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6

株式会社真愛

まあい

神奈川県横須賀市鴨居2-49-1

https://maai-care.com

登録ヘルパーを中心に雇用の拡大をめざし、子育て支援、親の介護などと両立ができる様に、
働きやすい職場を作り、住み慣れた地域で、誰もが安心して暮らせる街づくりをめざします。
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6

株式会社MIND

まいんど

横浜市中区山下町１８５ 陽和ク
リニックビル２０１

http://mind-fruit.jp/
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6

弁護士法人前島綜合 まえじまそうごうほうり 神奈川県厚木市旭町１丁目２７番
法律事務所
つじむしょ
１号 後藤ビル２F

http://www.law-maeken.jp/

地域に密着した法律相談や、社会的弱者（病人、高齢者、障がい者、貧困者など）に対し自立に
導くことができるように法律を活用した適切な支援を行う。また、基本的人権の意識向上や社会
的弱者の実態とその解決策を楽しく学ぶための仕組みづくりを創造する。
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6

合同会社Magical
Grow

神奈川県横浜市西区北幸１－１１
－１ 水信ビル

https://www.magicalgrow.org

社会課題とその解決策を楽しく学ぶための各種ＳＤＧｓボードゲーム・カードゲームのファシリテー
ター資格を活用し、企業・団体へのセミナー、コンサルティングを実施するとともに、ＳＤＧｓに取り
組んでいる企業・団体とのビジネス連携（販売支援・新事業立ち上げ）を推進していく。
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6

株式会社マリンキャッ
まりんきゃっする
スル

神奈川県藤沢市大庭5529-1-609

https://marinecastle.co.jp/sdgs/

子供服販売業です。自社生産衣類の廃棄問題にアプローチして環境問題に対し一定の責任を
負い、地球・社会・人の持続可能な未来の社会実現に貢献するサービスを展開していきます。商
品の寄付による子供への未来応援やクラウドシステムの使用によりペーパーレス化の推進によ
る森林伐採の削減にも取り組む
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6

株式会社丸井グルー
まるいぐるーぷ
プ

東京都中野区中野4丁目3番2号
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6

有限会社マルオー

まるおー

神奈川県横須賀市根岸町3-1312

https://www.faregp.co.jp
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6

株式会社マルナカ

まるなか

神奈川県平塚市四之宮7丁目1番
27号

https://www.maruliner-honbu.co.jp
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6

株式会社マルハリ

まるはり

北海道札幌市東区東苗穂8条1丁
神奈川県厚木市三田19-1
目7-16

https://www.koushin-k.info/maruhari.html
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6

株式会社丸山工務店 まるやまこうむてん

神奈川県座間市栗原中央３－３１
－５

http://www.maruyamakoumuten.com/

275

6

株式会社みつばコミュ
みつばこみゅにてぃ
ニティ

東京都港区芝4-13-3 PMO田町
Ⅱ10F
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緑川化成工業株式会 みどりかわかせいこう
東京都台東区駒形１－４－１８
社
ぎょう
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6

有限会社ミナト商会

みなとしょうかい

神奈川県横浜市港北区大曽根２
－３６－３

https://www.minato-shoukai.jp/sustainability/

より安全な設備と材料で清掃サービスを提供することによって、働き方の改善と、環境に負荷を
かけずに事業継続することを目指す。より多くの消費者の方々に清掃サービスを利用して頂く事
で、今ある環境を衛生的に少しでも長く維持することで持続可能な社会を目指す。
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6

mintidmom

みんてぃっどまむ

神奈川県横浜市旭区川島町1887
‐9

https://www.mintidmom.com/

育児に疲弊する母親の精神状態をケアしたいという想いで、利用者である母親へリフレッシュ時
間を提供するためのベビーシッターサービスを運営しています。リフレッシュパートナー（美容/メ
ンタルケア等）の提携サービス拡大やカフェ＋託児所事業の展開を控えています。
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6

特定非営利活動法人
みんなのおはしぷろ
みんなのお箸プロジェ
じぇくと
クト

神奈川県横浜市戸塚区下倉田町
1877番地７ コスモ戸塚パークス
クエア401号

https://minnano084.com/sdgs/

箸の持ち方や食事のマナーの指導と自分の手に合った箸作りのワークショップにより、箸への関
心を高めます。グローバル社会に生きる子供たちに箸文化を伝承することは、自国の食文化の
理解を深め、心豊かな人材育成にもつながります。
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6

株式会社紫式部

むらさきしきぶ

横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリ
オス関内ビル4F

https://www.murasakishikibu.co.jp/services/

今の社会は、「個」を大切にする時代です。それ自体は悪いことではありませんが、より積極的に
人や社会とのつながりを大切にできる場所を整え、地域活性化を推進します。また環境に配慮し
た古本販売を実践しています。
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6

明誠建設株式会社

めいせいけんせつ

神奈川県横浜市南区大岡4-9-1

http://www.meisei-co.co.jp

節電や食品ロスなどで環境に配慮した活動をし、脱酸素に向けた社会の取り組みを進めている。
また、こども110番の家に登録し地域の防犯活動を行い、地域社会とのコミュニケーション機会を
設けている。社員と地域の子供たちやフードバンクと共に、環境に配慮した地域社会貢献活動を
実践しております。
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6

株式会社メディセオ

めでぃせお

東京都中央区八重洲2-7-15

https://www.mediceo.co.jp/company/sdgs.html

流通に携わる企業として、CO2排出量の削減と発注から納品まで効率的なオペレーション体制を
確立することで、環境負荷の軽減、お得意様を含む関係各社の生産性向上、働き方改革に貢献
します。
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6

やきとり竜馬におまか やきとりりょうまにおま 神奈川県横須賀市日の出町２－
せ
かせ
３水野ビル１０１

https://www.navida.ne.jp/snavi/100211_1.html

地域の歴史を広く知って頂くウォーキングイベント・好き語りイベント（１５分のミニ講演会）・クリー
ンハイク・手話講座などのイベントを通し、ＳＮＳで情報発信し、お客様同士が交流し、新たな地域
コミュニティ・パートナーシップの確立を推進していく
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株式会社ユーミーホー ゆーみーほーるでぃ
ルディングス
んぐす

神奈川県藤沢市藤沢223番地の2

https://you-me-life.co.jp/

湘南エリアにおいて、お客様が豊かな人生を送ることができる環境を提供することを使命と捉え
ています。建設不動産・賃貸管理等の事業を柱に、幅広い領域での資産ソリューションの提供を
通し、相互に連関するSDGｓの複数ゴールのマルチベネフィットをもたらす取り組みを目指してお
ります。
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株式会社ユーラス

ゆーらす

神奈川県平塚市めぐみが丘121-10

286

6

ユニオンエタニティ株
式会社

ゆにおんえたにてぃ

大阪府大阪市西区南堀江1丁目
1-14 四ツ橋中埜ビル4F

https://haishall.jp/sdgs/

弊社は廃車買取のハイシャルを通じて、無料で廃車できる仕組みを作っています。また、①地方
創生 ②放置車両の問題の解決 ③循環型社会の実現 などに貢献しています。

287

6

株式会社ユニックス

ゆにっくす

神奈川県相模原市南区麻溝台617-6

https://unix-co.jp/

パルプを使わない新素材の使用やエシカル用紙の推進等を、再エネ電力利用・断裁残紙の資源
リサイクルなど環境に配慮しながら行っている。また地域ボランティア活動や就労体験を通じ普
及啓発に取り組んでいる。
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6

株式会社横浜食品
サービス

よこはましょくひん
さーびす

神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１
番１

http://www.yokosyoku.co.jp/
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6

横浜低温流通株式会 よこはまていおんりゅ
神奈川県厚木市酒井３００１番地
社
うつう

http://www.ytr.co.jp

290

6

横浜油脂工業株式会
神奈川県横浜市西区南浅間町１
よこはまゆしこうぎょう
神奈川県秦野市堀山下３８０-７
社
－１

https://www.yof-linda.co.jp/

SDGｓ推進委員会を組織し、社内へSDGsに対する意識の向上を図っています。環境に配慮した
製品や機能性食品素材の製造・販売を通じて、環境保全、人々の健康維持・増進に取り組みま
す。また、太陽発電や施設の照明をLED化することで省エネに取り組んでいます。
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萬運輸株式会社

https://yorozu-unyu.co.jp

エッセンシャルワーカーである運送事業者として、企業活動継続のため業務の適正化を図るとと
もに、社会貢献、環境対策等ＳＤＧｓを意識した取り組みを積極的に実践していく
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合同会社ライジングエ
神奈川県川崎市麻生区片平6-8らいじんぐえすてーと
ステート
19

https://risingestate.wixsite.com/website

空き家を再生することで、リデュース、リユース、リサイクルと地域経済活性化を推進します。そし
て、高齢者、障がい者、福祉、介護、貧困・差別など社会課題の解決のために、安価で快適な住
環境を提供し、お客様、取引先、従業員、地球環境、地域社会から信頼される企業経営を行って
います。

まじかる ぐろう

よろずうんゆ

横浜市鶴見区駒岡五丁目1番地
16号

神奈川県海老名市中央１丁目6
番1号

https://www.0101maruigroup.co.jp/

企業理念である『安全・安心・おいしさ』をさらに追求することで、持続可能な養豚経営を
可能に、地域・社会との共存とともに企業としての成長を目指す。
ウズベキスタンを代表する陶器の町「リシタン」にある無償の日本語学校「Noriko学級」に陶芸教
室を設置し、雇用の創出及び伝統工芸の保全を通じ、子供達への教育及び就業支援を実施。ま
た制作にかかる消費エネルギーの縮小を目指し、小口注文の一括管理を通じて、陶芸窯の稼働
回数を最小に留めています。
株式会社ＢＵＮ・ＺＯは環境に配慮した工事、保守メンテナンスの普及に努め
事業の一部としてフロンガスの回収、破壊処理事業により
大気汚染削減を目指して、地球温暖化抑制に取り組んでおります。、
役目を終えた電気自動車のバッテリーを廃棄することは貴重な資源のムダだけでなく、政府の掲
げる2030年以降の脱炭素化社会に逆行する行為となる。ベイサンはそれらの形を変えて別商品
へ転換（リユース）し、社会、環境、経済の三面でSDGｓに貢献する。
「企業が伸びる」「企業が育つ」社労士事務所として、中小企業に対し、働き方改革推進や「人財」
活用等、職場環境の整備を支援しています。また、定期的に法改正等の情報を発信し、地域企
業の持続的な発展のために、人事・労務の観点からSDGsに取り組んでいます。

当社で行う選別加工技術の中で発生する「もったいないフルーツ」を非営利活動団体へお譲り
（提供）し、子供たちの食育活動の応援や地域のコミュニティサロンの支援等に活用されている。

エポスカード会員のみなさまに対し、再エネ電力をかんたんに申し込めるサービスをご提供し、お
客さまと共にCO2の社会排出削減に取り組みます。2026年3月期には、50万人のお客さまとCO2
100万トンの削減を目指します。
へア・エステ・ネイル・アイラッシュ・ヘッドスパ・着付け・ブライダル・パーソナルジムのトータル
ビューティーサロンを運営し、環境に配慮した社会貢献活動を行っています。SDGS の取組みに
より、社会に奉仕すると共に企業の限りなき発展と社員の福利向上と幸せな人生を目指し努力
するものとする。
経年劣化をした団地やマンションの排水管の内面に新たなパイプを形成する排水管再生の「マ
ルライナー工法」。交換工事を行う際は、壁等に大きく解体が必要で産廃量も多くなる。マルライ
ナー工法は高耐久に加え、交換工事と比較して産業廃棄物を約6割削減でき脱炭素社会に貢献
しております。
外部講師による講習で、健康面・安全面の能力強化
健康と福祉面の充実を図り、社内のコミュニケーションの活性化で心身ともに健全な生活を確保
する。また、環境に優しい新規トラックの導入で、運送効率およびCO2削減の向上。
機密性、断熱性の高い高性能の家づくりを通じて、お子様から高齢者全ての方の健康維持を促
進できる環境づくりに努めます。また、CO2やエネルギー消費の削減を目指し、パシップデザイン
による再生可能エネルギーの普及や活用に努めます。

神奈川県横浜市港北区新横浜2https://www.mitsuba-c.jp/company/sdgs/
3-4 クレシェンドビル7F

みつばコミュニティは幼稚園や病院、企業送迎などの運行管理事業を通じて、SDGsの17目標の
なかから「③すべての人に健康と福祉を」、「⑧働きがいも経済成長も」、「⑪住み続けられるまち
づくりを」、「⑬気候変動に具体的な対策を」の解決に向けて取り組んでおります。

神奈川県横浜市神奈川区東神奈
http://midorikawa.co.jp/environment/index2.htm
川２－３４－４

緑川化成工業株式会社は、その事業を通じて循環型社会の実現を目指すことを中心としつつ、
経済・社会・環境の三側面から持続可能な社会の実現、SDGsの達成に貢献してまいります。

神奈川県横浜市戸塚区吉田町
180-9

神奈川県川崎市幸区南幸町3126-1
https://www.euras300.com/
青果・花き卸売業者事務所棟2階

有機及び添加物に配慮した商品調達に注力する。また、国内外から商品を調達することで、グ
ローバルでの経済循環を促進する。

日本で初めてMEL流通加工段階（COC）認証された横濱屋本舗食堂ではMEL認証食材や地元食
材を使用したメニューを提供し、環境及び地域経済に貢献しています。また、食品ロス削減を目
的とした商品開発では、地元の大学と協力して、開発から情報発信まで「地域に根差したSDGｓ
の取り組み」を実践しています。
食品輸送のパイオニアとして物流効率化法認定センターを運営、物流改革の促進、環境負荷の
低減、地域社会への貢献を推進し、食の流通という社会的インフラを担う事業者としての使命感
を持ち、経済、社会、環境面から持続可能な暮らしを実現するために、ＳＤＧｓ活動に取り組んで
おります。
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株式会社ライブフュー
らいぶふゅーじょん
ジョンホールディング
ほーるでぃんぐす
ス
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ライラック心の会
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296

神奈川県内で多角化運営を行うグループの強みを生かした活動
（飲食・健康・福祉事業を県内で35店舗を運営）

神奈川県東柏ヶ谷1-6-12 大貫
ビル1F

https://livefusion.co.jp/

らいらっくこころのか
い

神奈川県愛甲郡愛川町中津3552

https://lilaccocoro.wixsite.com/website

Ｌｉｋｏ

りこ

神奈川県横浜市港北区菊名３－
９－２０ 菊名パークホームズ参
番館７１１

https://no-liko.com/

6

リネックス有限会社

りねっくす

神奈川県中郡大磯町月京２９―３

http://www.rinnex.co.jp
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レイモンジャパン株式
れいもんじゃぱん
会社

〒257-0031神奈川県秦野市曽屋
８６－８

https://www.araymond-automotive.com/ja
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株式会社レーベン

神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川
一丁目２３番３号

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

永く愛される製品づくりを行っていくことは環境に負荷をかけないモノ創りであると考えています。
ピーラーの刃や歯ブラシのブラシ部分を交換式にすることで廃棄を減らし、作る責任と使う責任と
を考え、次世代への資源を守るモノ創りを行っています。
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レモンホーム株式会社 れもんほーむ

神奈川県平塚市山下1078-1

https://lemonhome.co.jp/sdgs

地元の工務店として住宅を通して、縁あるすべての方に幸せになっていただきたい。そんな思い
から、快適性や健康、そして環境にも配慮した高気密・高断熱住宅を提供し続ける事で、【地域に
根ざしたSDGs活動】を実践しています。
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株式会社ロイヤル
ろいやるぱーくほてる 東京都千代田区大手町二丁目7 横浜市西区みなとみらい 2-2-1パークホテルズアンド
https://www.royalparkhotels.co.jp/RPHS_SDGs.html
ずあんどりぞーつ
番1号 TOKIWAブリッジ 9階
3 (横浜ランドマークタワー内)
リゾーツ
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株式会社ロマック

ろまっく

神奈川県横浜市西区花咲町5136-14タスクセンタービル501
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和興健清株式会社

わこうけんせい

神奈川県大和市上草柳3-16-27 神奈川県大和市西鶴間8-10-34 https://wacoh1967.co.jp/
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株式会社ワンアンドオ
わんあんどおんりー
ンリー

神奈川県横浜市港北区新羽町
4046-1-A１

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

弊社による特許取得技術「移動体の静電気の帯電除去法」による環境負荷低減ケミカルを使用
し、輸送車両等の省燃費などへの貢献と、施工モデルを開発して新たな雇用を創出する。
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株式会社ワンスレッド ワンスレッド

神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤
台86番1-928号

https://www.one-thread.jp/sdgs

当社では子育て応援ブランドpapakoso（パパコソ）を通じ、性別に関わらず主体的な子育てをサ
ポートする商品を開発しています。特に男性の家事育児推進は、ジェンダー平等、女性の活躍応
援と表裏一体であり、働き方改革や少子高齢化対策、持続可能な社会形成に大きく寄与すると
考えています。

れーべん

https://www.romac.co.jp/csr.html

私達は、精神障がいや精神疾患の方に対し、リカバリーに向けた情報提供や当事者が互いに高
めあえる場を作る事で、良い方向へのきっかけや寄り添った後方支援の場作りを行っています。
また生きづらさを抱える当事者や家族等の生の声を発信する事で症状の理解に対応してもらえ
るような活動を続けています
神奈川県産商品、コルクを使ったアップサイクル商品、リサイクル食器を販売するＳＤＧｓイベント
を企画し、開催しています。私たちが行っているＳＤＧｓイベントや、地産商品開発を通して、企
業・地域・消費者との繋がりを作り、それぞれの人々が新しい事業を行えるように活動していま
す。
太陽光発電やCO2排出量の抑制、製造エネルギーの節約等で環境に配慮し、廃棄物リサイクル
への理解と分別回収、再利用による資源循環型社会の推進をしています。また、企業には人が
重要であると考え、定年後の継続雇用、労働環境を整え障がい者雇用で５０年が経過しようとし
ています。
創業以来、空調効率の極めて高い工場建屋内にほぼ全自動の設備を導入し、ＣＯ２排出量の削
減を実現。さらに脱炭素社会のため、自動車メーカーと協働で石油から植物由来の樹脂原料へ
の切り替えや粉砕材の再利用、トマト栽培で使用後に土に還える生分解性プラスチック製品の普
及などに取り組む。

社内の労働環境改善、自然環境に配慮した設備の設置、SDGsに対するスタッフ間の意識向上
に努めています。また、フェアトレード商品やフードロスへの取り組みを積極的に行うことで、商品
を通して消費者とともに直接的または間接的にSDGsへの貢献を実現してまいります。
ロマックとは企業理念と事業内容の頭文字をとった造語を用いた社名となっています。
「たのしいがほんものをうむ」を社是として、主に公共事業の建設業に携わり安心で安全な地域
づくりに関わり、自らが「持続可能な開発目標の進行をたのしむ」活動で多くの人達との共生と発
展を目指します。
ウイルスの猛威を除去するべく、「接触感染リスクに配慮した、ダイヤニウムコーティング」を実施
し、抗ウイルス・抗菌コートを通じた社員の健康に配慮し、働きやすい職場環境を整備している。
また、社員だけでなく、地域の行政や企業に対しても還元し「地域に根差したＳＤＧｓの取組」を実
践している。

＊ゴールについては登録後改めて掲載いたします。

