
期 企業名 ふりがな 所在地 県内事業所 HP 電話番号 ＳＤＧｓ事業の概要 登録期間中(2019年10月～2021年９月)のＳＤＧｓ取組内容
ゴール

（３つまで）

1 2 NPO法人アール・ド・
ヴィーヴル

あーるどヴぃーヴる
〒250-0055
神奈川県小田原市久野906アネ
シスヒルズ102

http://artdevivre-odawara.jp 0465-25-4534

障害者による創作や表現活動と発表の場をプロデュースし、障害があっても自分らしく生きられる
ソーシャルインクルージョンな社会を目指して活動しています。企業へのアートリースや、著作権
使用によるつながるカード（デザイン名刺）やプロダクトデザインなどにご利用いただいておりま
す。

（調整中） 3,8,10

2 2 アイグステック株式会
社

あいぐすてっく
〒251-0861
神奈川県藤沢市大庭5404-7湘
南エスパス

http://www.aigs-tech.jp 0466-86-8860
住宅防音工事を主要業務とする企業として、厚木基地を中心としたジェット機騒音の低減を図り、
地元の騒音環境改善に貢献することを目標としたSDGｓ事業を展開しています。

地元に貢献する企業として、災害時のスマ－トホン充電用電源等として地元の皆様にご利用いた
だくために、太陽光発電設備を設置いたしました。

3,7,13

3 2 株式会社アイティティ
キャノン

あいてぃてぃきゃのん
〒252-0003
神奈川県座間市ひばりが丘5-
11-3

http://www.ittcannon.jp/corporate-
info/about/

046-257-1621

・環境配慮‐電気使用量削減/廃棄物削減　
・材料の調達-OA用紙/梱包材削減　
・SDGｓの周知‐従業員へ環境啓発活動/エコバック配布 
・環境活動実施企業の活動への参加・・2社の活動への参加

環境実施計画を策定し,社内電灯のLED化、スマートメーター導入などにより光熱水費節減を実
施。また、コピー用紙、梱包材の購入量を削減することにより、廃棄物の削減に努めました。さら
には社員やその家族へ環境啓発活動推進し、米国本社からもSDGsの取り組みについて表彰さ
れました。

7,12,14

4 2 愛和食品株式会社 あいわしょくひん
〒244-0805
神奈川県横浜市戸塚区川上町
595-1

https://aiwa-co.com/ 045-812-8111

「みんなを元気に！」というのが愛和食品のビジョンです。その為にも3、4の健康福祉、教育に関
しては積極的な投資を行なっております。未病に注力し地元の野菜を使った健康社員食堂の設
置、また、健康経営2019のAAA認証を取得するなど社員の健康に配慮した取り組みを行なってお
ります。

当社の社員食堂（畑のキッチン）では、地元の有機野菜を中心としたランチを提供し、心身共に健
康で元気に働くことが出来る環境を提供しております。また地球環境面にも配慮し、CO2を多く排
出する食肉の代わりに大豆ミートなどを利用して、環境負荷の削減に取り組んでいます。

3,4,7

5 2 認定特定非営利活動
法人アクト川崎

あくとかわさき
〒216-0031
神奈川県川崎市宮前区神木本
町１丁目１４番１号

https://www.cckawasaki.jp/kwccca/ 044-813-1313

地球規模の気候変動対策とSDGsを進める世界情勢を見据えながら、日常でできることを地域で
伝えている。また、小中学校においてSDGs教育の事例を紹介しながら、各校に相応しい教育モデ
ルを共に考えていく場面を創出する。

川崎市内の小中学校において、総合学習の一環としてSDGｓについて共に考える出前授業を
行った。また、学校、地域のイベント及び川崎市地球温暖化防止活動推進センターにおいて、
SDGｓポスター、パネル展を行い身近なこととして行動変容を促した。

4,13,17

6 2 株式会社アクロス あくろす
〒254-0073
神奈川県平塚市西八幡4-4-12-
F

https://www.dp-across.co.jp/ 0463-33-8180
かながわプラごみゼロ宣言でワンウエープラスチックの削減、河川・湘南海岸・太平洋のプラごみ
汚染防止。お客様にはSDGsデザインを積極提案「つかう責任」の啓もう。パートナーにはSDGs参
画のはたらきかけ。子どもたちには環境・SDGs自由研究講座での教育。

かながわプラごみゼロ宣言でワンウエープラスチックの削減、河川・湘南海岸・太平洋のプラごみ
汚染防止。お客様にはSDGsデザインを積極提案「つかう責任」の啓もう。パートナーにはSDGs参
画のはたらきかけ。

14,12,17

7 2 学校法人 麻布獣医学
園

あざぶじゅういがくえ
ん

〒252-5201
神奈川県相模原市中央区淵野
辺1-17-71

https://www.azabu-u.ac.jp/ 042-754-7111

①麻布大学の教育研究理念「地球共生系」に基づいたSDGsの取組みのPR。
②SDGsの取組みをキーワードにした神奈川県内のステークホルダー（自治体・企業・団体・市民）
との連携・協働の入り口にする。
③第1期でのSDGsの取組みのさらなる展開。

アサヒビール（株）、SC相模原、相模原市と連携して、森のタンブラーを活用した「脱・使い捨て
Action」を学内外で実践した。相模原市と連携して「SDGs×若者」や「SDGs×生物多様性」のオン
ライン講座を配信した。FC町田ゼルビアが配信する小学生向けのSDGsの教材を監修した。

4,12,15

8 2 認定NPO法人あっち
こっち

あっちこっち
〒231-0852
神奈川県横浜市西区西竹之丸
61-5

https://www.acchicocchi.com/ 090-1261-1308

地域コミュニティなどで、質の高い芸術イベントなどを積極的に開催することにより、コミュニティの
活性化を図ります。また交流イベントに参加することにより社会問題となっている孤独と孤立を防
ぎ、安心安全なまちづくり、憩いの場づくりに寄与します。芸術を身近に楽しく、元気な社会をつく
ります。

安全安心なイベント開催や教育機関へのアウトリーチ、また動画配信などを行い、コロナ禍で稀
薄になっている子ども達の体験活動を提供し、豊かな感性を育みます。さらに芸術を通した社会
貢献活動が出来る若手アーティストの育成や活動の場を増やします。

4,11,17

9 2 株式会社アリメント ありめんと
〒253-0001
神奈川県茅ヶ崎市赤羽根329

https://arimento.co.jp/ 0467-51-2165

・環境配慮　–　ゴミの分別・プラスチックごみの削減・景観保全　–
・地域貢献　–　弊社施工店舗による地域発展と雇用増加・地産地消の増加・茅ヶ崎周辺在住の
職人　－　
・原材料の調達　–　再生材・認証材料　-

ゴミの分別をはじめ、材料のロスをなるべく少なくするように計画実施。また、女性の社員登用や
職場環境を見直し働きやすい職場を心掛けています。コロナ禍ではお客様に対し幟を寄付し積極
的にテイクアウト事業に協力をしました。

8,12,14

10 2 ALSOK神奈川株式会
社

あるそっくかながわ

〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみら
い3-6-1みなとみらいセンタービ
ル16F

http://www.kanagawa.alsok.co.jp/index
.html

045-226-0773
・安心安全なまちづくりのために有害鳥獣捕獲。・女性社員、60歳以上の方の積極的な雇用。・海
岸清掃や耕作放棄地の再生。・新型コロナウイルス陽性患者の簡易療養施設の警備。

・神奈川県大磯町、平塚市、県内企業の敷地内での小動物（猪、鹿等）の駆除、大磯町で捕獲し
た小動物に対する豚熱検査の実施、新型コロナウイルス陽性患者の簡易施設の警備を担当。こ
れらを通して市民や企業の安全安心なまちづくりへの貢献しています。海岸清掃や耕作放棄地の
再生に取り組みました。

11,14,15

11 2 アンリツ株式会社 あんりつ
〒243-8555
神奈川県厚木市恩名5-1-1

https://www.anritsu.com 046-223-1111

サステナビリティ方針のもと、事業を通じた社会課題の解決により安全・安心で快適な社会構築
のため、産業の創造とイノベーションの促進(#９)に貢献します。主要な通信計測事業では#11の強
靭なネットワークインフラ整備に寄与するテストソリューションで5G/IoT社会の実現を支えていき
ます。

事業以外のESGで特に力を入れているのが気候変動対策です。2019年12月、温室効果ガス排出
削減目標がSBTイニシアチブに承認され、2020年4月には太陽光自家発電設備導入を柱とする取
り組み、通称PGRE 30を開始しました。2030年の目標値達成に向け地道に推進しています。

9,13,7

12 2 学校法人幾徳学園神
奈川工科大学

いくとくがくえんかな
がわこうかだいがく

〒243-0292
神奈川県厚木市下荻野1030

https://www.kait.jp/ 046-291-3250
教育活動をＳＤＧs活動と連携させ、次世代のＳＤＧsの達成に貢献できる人材の育成　
地域環境活動を支援かつ協同で実施し、神奈川県下の環境の今を学ぶ、ＳＤＧs活動の啓発
研究活動をＳＤＧsのゴールと連携させ、社会へ還元、サステナブルな社会への貢献

Stop the CO2 projectによる実践的な環境教育の実施をめざし先駆的な教育プログラムの実施
「ヒト・環境・健康」をキーワードとする多彩な研究活動の実施。
高齢者の「健康」「安心」「生きがい」を包括的多面的に支援する神奈川高齢支援システムの構築

4,6,7

13 2 石井造園株式会社 いしいぞうえん
〒247-0006
神奈川県横浜市栄区笠間4-11-
5

http://www.ishii-zouen.co.jp 045-891-1501

自社の経営方針である地域に根ざしたCSR活動をSDGｓと結び付けゴールを明確にしている。独
自の緑化基金を設立し街の緑化、整備活動を行っている団体を継続して支援している。また、苗
木配布を年間600～1200本行っている。本社での使用電力は100％再生可能エネルギー使用を
達成した。

・神奈川県の児童虐待防止キャンペーンに賛同し協力、自社車両に大判ステッカーを作成貼付し
た。・ナラ枯れを探せプロジェクト　告知とイベントを連動しマップを作成、HPに掲載。イベントには
神奈川県の農政局も参加された。CO2の排出削減目標を設定し、本社の使用電力は削減100％
を達成した。

11,15,17

14 2 株式会社井戸屋 いどや
〒253-0008
神奈川県茅ヶ崎市芹沢874番地2

https://idoya.jp/ 0467-54-3241

災害用水洗トイレシステム（イドテックトイレ）を開発し、全国の公共施設や民間施設でも幅広く採
用され、これから起きるといわれている大災害時にも、きれいで清潔な水洗トイレを使っていただ
き、井戸水で感染症対策にもお役に立ちたいと思っております。世界に誇れる良質の地下水の普
及にも努めます。

災害防災拠点となる、学校や公園、道の駅への災害用マンホールトイレへの設置を通じて、設置
地域での防災活動への積極的な参加し、災害時に大変有効な、井戸を含めた地下水の普及活
動に努めております。

6,12,13

15 2
特定非営利活動法人
WE21ジャパンちがさ
き

うぃーにじゅういち
じゃぱんちがさき

〒253-0056
神奈川県茅ヶ崎市共恵1-6-20

0467-88-6015
茅ケ崎市内に2店舗のリュース・リサイクルショップの活動を20年行ってきました。国内外の支援活
動内容は人権の尊重、貧困をなくし教育、健康な地域社会を作る為に支援をしてきました。現在イ
ンド支援(DRCSC)2プロジェクト活動の中で気候変動に対する取り組みを支援しています。

海外から来日している子たちの日本語、学習指導相談や交流の中から誰もが自らしく自信と誇り
が持てるような教育支援。アフガニスタン、カンボジアの教育、医療支援。店舗内の販売ではエコ
バック持参、紙袋の推進。

1,13,16

16 2 株式会社栄光 えいこう
〒102-0071
東京都千代田区富士見2-11-11

神奈川県横浜市神奈川区大野
町1-25 横浜ポートサイドプレイ
ス４階　他県内所在地あり

https://www.eikoh-robot-
academy.com/

03-5275-9784

ロボット＆プログラミング教室「栄光ロボットアカデミー」、科学実験専門教室「栄光サイエンスラ
ボ」は、授業でSDGsに関する題材を取り扱っています。生徒たちはプログラミングや科学の力で
様々な問題をどのように解決するかを自ら考え、解決策を実際に試しながらSDGｓへの理解を深
めています。

ロボット&プログラミングを学びながらSDGsに取り組むアドバンスコースを新設。「海をきれいにし
よう」というテーマでは、海が汚れる原因は何かを考え、海をきれいにするロボットのアイデアをク
ラスで共有し、ゴミをゴミ箱に運ぶロボットやポイ捨てすると注意するロボットなどができあがりまし
た。

4,6,3

17 2 一般社団法人SEGO 
Initiative

せごいにしあてぃぶ
〒251-0038
神奈川県藤沢市鵠沼松が岡4-
16-31

http://www.segoinitiative.org 0466-24-5361

外国人と日本人が、地域における社会的、経済的な問題および、環境問題を解決するために、企
業や様々なセクターのリソースを活用してより良い社会の実現に貢献する。例として藤沢ビーチク
リーンは、海岸に落ちているゴミを単に拾うだけでなく、そのゴミを分析しゴミの発生原因を調査し
ます。

年2回の藤沢ビーチクリーンで体験を通して環境について学ぶイベントを開催し、ゴミの種類の
データを集計。ビーチクリーンと並行して環境関連の美術展を開催。コロナウイルスの影響で対
面イベントができなくなったため、オンライン方面に乗り換え。ウェビナーを通して引き続き海洋環
境問題の意識啓発。

12,14,15

18 2 江ノ島電鉄株式会社 えのしまでんてつ
〒251-0035
神奈川県藤沢市片瀬海岸1-8-
16

https://www.enoden.co.jp/ 0466-24-2711
江ノ島電鉄は、この地域に集う人々の「かけがえのない時間」「やすらぎの心」「ゆたかなくらし」の
実現に貢献するため、SDGsを通じた地域の課題解決に取り組むとともに、かながわSDGsパート
ナーのみなさまとともに、神奈川県におけるSDGsの推進に取り組んでまいります。

・次世代モビリティサービスの実現に向けた自動運転バス実証実験への協力
・片瀬海岸での「小田急・江ノ電クリーンキャンペーン」の実施
・湘南藤沢スーベニールズでの地域産品販売
・公共交通利用へのモーダルシフトの実現に向けたパークアンドライドの実施

11,14

19 2 オーガニック料理教室
ワクワクワーク

おーがにっくりょうり
きょうしつわくわく
わーく

〒212-0054
神奈川県川崎市幸区小倉2-21-
28

https://wakuwakuwork.jp/ 070-4414-0146
持続可能な食について、「わかりやすく」「たのしく」「シンプルに」伝えることをモットーとし、食品ロ
スを出さない、減らす方法や食材を余すことなく使う方法などを発信。持続可能な食にまつわるイ
ベント等の開催、企業向けのSDGs研修など「持続可能な食」へ様々な角度から取り組んでいる。

・農家さんや、SDGsパートナー企業の方をお招きしての食品ロス勉強会
・企業研修として、毎日のごはんから食品ロス、SDGsを学ぶセミナーを開催
・オンラインでの参加型ワークショップ「おにぎりキャラバンオンライン」を開催、サステナアワード
2020にてAgVentureLab賞を受賞

12,3

20 2 小田原ガス株式会社 おだわらがす
〒250-0001
神奈川県小田原市扇町1-30-13

 https://www.odawaragas.co.jp/ 0465-34-6101

都市ガスの安定供給と保安の確保を通じて、地域内の産業を支え、経済循環の活性化に寄与。
地域の見守り活動、生活に密着したくらしサポート巡回を通じ、お客様のお困りごとを解決。地域
の環境保全活動、うちエコ診断による環境にやさしい暮らしを提案し、天然ガスの利用促進による
CO2削減を図る。

・二酸化炭素の排出量が少ない天然ガスの供給。・地域に根ざした都市ガス事業者として、お客
様への都市ガスの安定供給を図るため、２４時間３６５日迅速な対応ができる体制を構築。
・「EVを利用した地域エネルギーマネジメントモデル事業」への参加の一環としてEVステーションを
設置している。

7,11,12

21 2 かながわ信用金庫
かながわしんようきん
こ

〒238-0008
神奈川県横須賀市大滝町1-28

https://www.shinkin.co.jp/kanagawa/c
orp/SDGs/

046-821-1709

かなしんは、さまざまな地域貢献活動や多様なステークホルダーとの連携を通じて、地域の持続
的な発展を目指します。金融を通じて地域の課題解決に貢献し、地域と伴走して経済の持続的な
発展を目指します。いつまでも安心して暮らせる地域環境を守り続けていくため、積極的に環境
保全に取り組みます。

神奈川版金融SDGsフレームワーク実証事業に参加し、取引先のSDGsへの取り組みを支援する
ほか、地域の諸団体とSDGsへの取り組みを進めています。また、WEBによる事業再構築補助金
セミナーや中小企業診断士による無料個別相談会を実施し、お客様をサポートしています。

17,8,11

22 2 一般社団法人かなが
わ土地建物保全協会

かながわとちたても
のほぜんきょうかい

〒231-8613
神奈川県横浜市中区日本大通
33

https://www.thk.or.jp/ 045-201-9961
当社は、組織の運営及び事業の活動により、誰もが安心して暮らせる環境づくりに取り組むととも
に、環境マネジメント活動や人材の育成に努めることで、すべての人がいきがいを持ち、社会が
元気になるよう、SDGsを積極的に推進し社会の持続的発展に貢献します。

当社の住宅管理事業を通じて、県民の良好な住環境づくりをサポートするとともに、県内企業へ
の発注やECOアクション21の推奨（企業育成）、地域住民向けに「認知症サポーター養成講座」を
開催するなど、県内地域の経済・社会、そしてあらゆる環境に関して、持続可能な取組みを着実
に実行しました。

3,4,11

23 2 一般社団法人川崎青
年会議所

かわさきせいねんか
いぎしょ

〒210-0001
神奈川県川崎市川崎区本町2-
7-1-301

https://kawasaki-jc.or.jp/ 044-211-3612

川崎青年会議所は川崎市内在住在勤の若手経済人の集まりです。１９５１年の設立以来青年会
議所が掲げる「明るい豊かな社会」の達成のために様々な運動や事業を展開してまいりました。
地域の課題に取り組んだ事業や行政や団体と連携した運動を行うことで、SDGｓの課題に積極的
に取り組んでおります。

・神奈川県、川崎市と共催による「かながわSDGｓフォーラムinかわさき」の開催（２０１９年１０月）
・かわさき環境フォーラムへの出展、PR（２０１９年１２月）
・かわさきSDGｓプラットフォームのコアメンバーとして参画（２０２１年～）

4,11,17

24 2 木村光太朗司法書士
事務所

きむらこうたろうしほ
うしょしじむしょ

〒253-0056
神奈川県茅ヶ崎市共恵1-4-20-
401号

https://chigasaki-kaisya.com/ 0467-84-8945

ポータブルホワイトボードを利用し、顧客等との打ち合わせ時、紙の利用を削減したり、名刺に
LIMEXを取り入れることで環境保護に努めています。
産後の女性の社会進出を後押ししています。子育て中の女性でも働きやすくなるよう、勤務時間
を自由に設定できるようにしています。

出来る限り紙の排出量を減らす・再利用を行いました。名刺はLIMEX製品に統一しました。また、
地域の高齢者向けに家事手伝いサービスも始め、小さなお困りごとの解決から大きな相続、認知
症といった問題まで幅広くワンストップサービスで行えるよう取り組んでおります。

3,12,17

25 2 株式会社クリエイティ
ブ・サービス

くりえいてぃぶさーび
す

〒231-0006
神奈川県横浜市中区南仲通1-5

https://www.crtv.co.jp/
０４５－２２７－１
６３１

当社商品資材、新技術産業への取組、自然環境配慮「住宅環境」のまちづくりの基礎醸成。自己
成長と働き甲斐のある職場づくり、企業発展、経済成長と社会貢献への具現化、社外とのアライ
アンス、パートナーシップの強化と経済活動発展、住宅環境を中心とした企業づくり。

社内ペーパレス化の具現化、リサイクルへの取り組み、働き甲斐を感じる事務所ワークスペース
の環境整備。事務所光熱の継続的エネルギー意識配慮。住宅建設へ向けた地域アライアンスの
強化とパートナーシップの取り組み。　地元採用の雇用創出具現化。

8,11,17

26 2 ケイスリー株式会社 けいすりー
〒902-0076
沖縄県那覇市与儀86

なし https://www.k-three.org/ 03-6260-9532

社会的価値の創出・拡大に向け、民間企業や地方公共団体向けに社会的インパクト・マネジメン
トや成果連動型官民連携等、成果向上に向けた手法の研究開発・導入支援のほか、事業成果・
社会的価値の可視化技術とデータサイエンスを融合した独自のプラットフォーム・サービスを提供
しています。

民間企業や資金提供者等を対象とし、SDGs社会的インパクト・マネジメント実践研修を実施した
ほか、SDGsの達成に資する社会的課題の解決や行政サービスの向上を目的に、成果連動型民
間委託の導入・実践に向けた市町村向けの検討支援やプラットフォームの運営等を実施しまし
た。

17

27 2 KDDI株式会社 けいでぃでぃあい
〒163-8003
東京都新宿区西新宿2丁目3番2
号

〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-1-2
横浜三井ビル25階

https://www.kddi.com/ 03-3347-0077
KDDI Sustainable Actionの8つの社会課題領域の課題解決に向け、活動している。
・災害対策・通信基盤の強靭化・地球環境の保全・地方・都市の持続的発展・途上国の基盤整備・
次世代の育成・安心で豊かなデジタル社会構築・健康・生きがいづくり・多様性の尊重

・5Gサービスの提供をはじめとする強靭な通信インフラの構築と大規模災害発生時の迅速な復旧
対応
・様々なパートナーとともに、ＩＣＴ等の先端技術を活用した地方創生への取り組み
・KDDI GREEN PLAN 2030に基づく気候変動対策、循環型社会の形成、生物多様性保全の推進

9,11,13

28 2 株式会社警備ログ けいびろぐ
〒336-0015
埼玉県さいたま市南区太田窪
1957 第3星野ビル2F

〒220-0003
神奈川県横浜市西区楠町1-3

https://keibi-log.jp/ 048-813-6632
全国の警備会社へサーキュラーエコノミーユニフォームの導入。サーキュラーエコノミーユニフォー
ムとは、ペットボトルや使用済みユニフォームをリサイクルした、環境に優しいエコなユニフォーム
です。

日本全国の企業ユニフォームの廃棄をゼロにするために「企業ユニフォーム廃棄ゼロエミッション
推進委員会」を立上げゼロエミッションプロジェクトを開始。プロジェクトホームページ↓
https://peraichi.com/landing_pages/view/zeroemission0

12,13,17

29 2 株式会社コア・エレク
トロニックシステム

こあえれくとろにっくし
すてむ

〒224-0026
神奈川県横浜市都筑区南山田
町4105

https://ces-net.com 045-534-8235

● 電気とお湯をつくる燃料電池や蓄電池など、グリーンかつ高効率な装置のメンテナンス事業を
通じて、普及拡大に貢献する。
● 防犯カメラの販売及び設置工事並びにメンテナンス業務を通じて、安心・安全社会の実現に貢
献する。

● かながわプラごみゼロ宣言に係る活動。● 食品ロスの削減推進活動。● 省エネ活動。● 健
康経営の活動。・・・他多数（サイト参照：https://ces-net.com/sys/wp-
content/uploads/2021/04/csr2020.pdf）

7,8,13

30 2 向洋電機土木株式会
社

こうようでんきどぼく
〒232-0053
神奈川県横浜市南区井土ヶ谷下
町16-6

http://www.kouyo-dd.jp 045-743-4411

ワークライフバランス、女性活躍推進、健康経営、地域貢献、テレワーク推進、環境保護等の様々
な取組を推進しており、2030SDGｓ公認ファシリテーターの社員による社内外へのSDGs浸透活動
を積極的に行っています。資格取得講習会を自社開催し、協力会社と共に組織成長を強化してい
ます。

女性活躍支援事業としてショートタイムテレワークの実証実験に参加。新しい就労形態や雇用機
会の創出をし、様々なライフステージにおいてサポートできるよう取組推進しております。予防接
種、抗原検査、PCR検査等を自社で開催し、社員と社員家族、協力会社等を含め安心安全な環
境構築をしています。

3,4,8

31 2 三光工業株式会社 さんこうこうぎょう
〒259-1146
神奈川県伊勢原市鈴川5

http://www.sankokogyo-inc.com 0463-91-2221

環境向上製品を製作し安価での市場提供に貢献し、自社製品として地震に強い高耐震の19イン
チラックの自社開発し販売しており、地域貢献として自社開発の水耕栽培で栽培した野菜を提供
しております。また、蓄電池の収納筐体の設計開発にも取組み天然資源の有効活用に貢献して
いる。

環境向上製品や高集積化する通信設備用の高耐震のラックの開発、蓄電池製品の筐体に於い
ても高い蓄電能力の新製品筐体を設計しております。更にＩＴ化の推進及び、働き方改革にも積極
的に取組んでおります。また地域貢献として、水耕栽培による野菜を子供食堂への提供を継続し
ています。

8,9,12

32 2 株式会社シー・エフ・
ネッツ

しーえふねっつ
〒247-0056
神奈川県鎌倉市大船2-19-35

http://www.cfnets.co.jp 0467-50-0284

三崎下町・城ヶ島地区活性化事業として、三浦市と協同で三崎下町商店街の活性化を行っていま
す。また、地域の魅力を高め人口減少に歯止めをかける事業を構築することを目的とした三浦市
トライアルステイ事業や、ヨットを通じて、三浦市の活性化・海洋教育推進する翔鴎号体験乗船を
行っています。

（調整中） 9,11,14

33 2 株式会社シードハウ
ス

しーどはうす
〒252-0804
神奈川県藤沢市湘南台3-7-4

http://seedhouse.co.jp 0466-46-1235

社会で活動している起業家から実践的な知識を学び、未来の社会を豊かにできる人を育成して
います。学びの場と仕事の場を切り離さない空間を構築、学習塾と社会人が集まるコワーキング
スペースを併設しています。コワーキングスペースでは、地域や社会で活動できる女性起業家の
育成を行なっています。

・マイプロジェクト講座（将来どう社会に貢献する働き方ができるかを社会人講師とともにプランニ
ングする）
・店舗内でオンライン授業を支援（Wi-Fiや機器が不足している子どもたちが塾に来て、適切な距
離を保ってオンライン授業を受けられる場を提供）

4,5,8

34 2 JFEエンジニアリング
株式会社

じぇいえふいーえんじ
にありんぐ

〒230-0045
神奈川県横浜市鶴見区末広町
2-1

https://www.jfe-eng.co.jp/ 045-505-7664
当社は、くらしの礎（もと）を創り、それを担う企業として、持続可能な社会構築への貢献を図って
おり、事業活動そのものがSDGsの目標に密接に関係しています。例えば、環境・エネルギー部門
では、下水汚泥、生ごみ、し尿をバイオマス資源として有効活用する等の技術を提供しています。

当社は、引き続き、「事業活動を通じた」ソリューションの提供による中長期的な企業価値向上と
持続可能な社会の実現に貢献して参ります。

6,7,9

35 2 株式会社Ｊバイオフー
ドリサイクル

じぇいばいおふーどり
さいくる

〒230-0044
神奈川県横浜市鶴見区弁天町
3-1

https://www.j-bio.co.jp/ 045-505-7845

当社のリサイクル施設では食品廃棄物を発酵させることでバイオガスを作り出し、そのガスを燃料
としてバイオマス由来の電気を生み出し、再生可能エネルギーの創出に貢献しています。また、リ
サイクルの重要性を知ってもらうため、県内の中高生などの環境教育の場として工場見学を受け
入れています。

プラ等の混在により焼却処分しか選択肢のなかった食品廃棄物を受け入れ約250社の食品リサ
イクル率向上に貢献しました。また、化石燃料を原料とした発電代替として11,443tのCO2を削減し
ました。（2021年3月時点）21年5月新たに障がい者2名を雇用し、活躍しています。

4,7,12

36 2 株式会社JVCケンウッ
ド

じぇいぶいしーけん
うっど

〒221-0022
神奈川県横浜市神奈川区守屋
町3-12

https://www.jvckenwood.com/ 045-444-5380
当社は、「感動と安心を世界の人々へ」という企業ビジョンの下、事業を通じて持続可能な社会の
実現に貢献するために、社会課題の解決をビジネスの機会に結び付け、顧客価値創造企業とし
て変革を成し遂げるツールとしてSDGsを活用してまいります。

2020年2月：かながわSDGsパートナーアクションミーティングに出展および講演を実施
2020年11月：かながわSDGsパートナーオンラインミーティングで講演を実施
2021年1月：令和2年度横浜市立東高校Premium Programでプレゼンテーションを実施

3,9,11

37 2 株式会社シゲン しげん
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町70-
13

https://www.shigen.com/ 045-226-2030

循環型社会を担う産業廃棄物処理業者として、排出事業者への廃棄物の分別提案、リサイクル
（再生）提案を継続実施し、弊社中間処理工場でも適正処理・廃棄物の再分別の徹底を行いま
す。廃棄物がごみではなく資源として有効活用できるよう環境への負荷軽減に努め、社会貢献活
動も継続して参ります。

・弊社工場に搬入されるお客様を中心に分別のご提案を強化させていただきました。工場内でも
分別を徹底し、より多くの廃棄物をリサイクルできるように努めました。
・社会貢献活動として、モンゴルトングリ村への植林活動を開始し、延べ117本（CO2換算29,250㎏
の削減）植樹を行いました。

12,11,8

38 2 株式会社春秋商事 しゅんじゅうしょうじ
〒224-0044
神奈川県横浜市都筑区川向町
1160

http://www.syunjyu-syouji.co.jp/ 045-472-5272

弊社では18年間認証を継続している、ISO14001の活動を通じて、壮大な持続可能な開発目標の
内、弊社にもできる活動をチョイスして、コツコツと実施しています。具体的には、弊社の主体事業
である、廃棄物の収集運搬と、リサイクルを活用した処理等、弊社の得意分野における活動がメ
インです。

70台稼働している車両には全車にドラレコとデジタコを装着し、燃料の削減に努めると共に、地域
を巡回して防犯活動も行っている。廃棄物は固形燃料や各々の原料としてリサイクルすることで、
資源の有効活用を進めている。固形燃料は製紙会社に販売し、石油資源の代替品として使用し
てもらっている。

11,12,13

39 2 湘南信用金庫
しょうなんしんようき
んこ

〒238-0008
神奈川県横須賀市大滝町2-2

https://shonan-shinkin.jp/shonan/ 046-825-1202
当金庫は、「靴底減らし　耳傾け　汗流し　知恵絞り　そして感謝する」を行動指針に掲げ、地域社
会の一員として、地域のさまざまな行事や活動に積極的に参加するとともに、地域の皆さまが抱
える課題解決に取り組み、SDGｓが目指す「持続可能な社会の実現」に努めています。

経済：横須賀市の「お土産開発支援事業」に協力、創業スクールの開催
社会：災害用備蓄食料品を特定非営利活動法人に寄贈、地域の見守り活動に参加
環境：本部本館にLED照明のネオン看板を設置、クールビズ・ウオームビズの実施

8,9,11

40 2 NPO法人湘南ビジョン
研究所

しょうなんびじょんけ
んきゅうじょ

〒251-0027
神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡3-
9-29

https://shonan-vision.org 090-9017-2459
当研究所は、湘南地域の持続可能なまちづくりをめざし、海の環境活動を行う市民団体です。「海
を守り、未来をつくる。」をスローガンに、①海岸の国際環境認証「ブルーフラッグ」の取得推進、
②海の環境教育に特化した市民大学「湘南VISION大学」の運営の2事業を実施しています。

湘南地域の持続可能なまちづくりをめざし、①海岸の国際環境認証「ブルーフラッグ」の取得推
進、②海の環境教育に特化した市民大学「湘南VISION大学」の運営の2事業を実施しました。

14,13,12

41 2
特定非営利活動法人
湘南ベルマーレス
ポーツクラブ

しょうなんべるまーれ
すぽーつくらぶ

〒254-0026
神奈川県平塚市中堂18-8 E棟
3F

http://www.bellmare.or.jp 0463-25-1151

湘南ベルマーレでは、スポーツには人生と地域を豊かにし、人と人をつなげるチカラがありことを
信じ、老若男女に向けた、様々なスポーツ教室等の活動を行ってまいりました。
これらの活動は神奈川県が掲げる「未病」改善や、「SDGs」実現に向けての活動と合致するものと
考えております。

引き続き、中高年対象の「健康づくり教室」、愛好家に向けた「オーシャンスイム」「レディースサッ
カー」などの教室、子供に向けた「サッカー教室」「ラグビー教室」など、様々な世代に向けてス
ポーツ教室などを実施し、健康と福祉、教育といったのゴールを目指すべく活動しております。

3,4,11

42 2 神鋼産業株式会社 しんこうさんぎょう
〒259-1123
神奈川県伊勢原市下谷1257

http://www.shinko-industries.co.jp/ 0463-91-3663 タイヤ・ゴム加工品の適性なリサイクル啓発 廃棄物となる使用済タイヤを貴重な資源であるとの認識のもと、徹底的なリサイクルに努める 7,12,14

43 2 鈴廣かまぼこ株式会
社

すずひろかまぼこ
〒250-0032
神奈川県小田原市風祭245

https://www.kamaboko.com/ 0465-24-3141

物販店舗やレストラン等で食材や再生可能エネルギーの地産地消を実施。かまぼこやビールの
製造過程で出る魚の皮や骨、搾りかすから作る魚肥を使用した資源循環の取り組みも行っていま
す。環境配慮の取り組みとして水源林の保全やEV ステーションの設置、持続可能な資源調達を
実施しています。

これまでの取り組みに加えて、2021年4月鈴廣グループの社員に向けて「鈴廣星槎大学」を開校。
鈴廣星槎大学は、働きながら文科省認可の通信制大学で学び学士を取得することができる星槎
大学の「かいしゃだいがく」の仕組みを取り入れ、質の高い教育や、働きがいのある会社の実現を
目指します。

8,14,12

44 2 特定非営利活動法人
セカンドリーグ神奈川

せかんどりーぐかな
がわ

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜
3-18-16新横浜交通ビル

https://www.sl-kanagawa.org/ 045-470-5564
パートナー企業等の食品ロス、生活用品等を有効活用し、困窮者支援活動を支援を実施。更に
マッチングシステム構築により食品情報の一元化に向け行政、企業等との連携により、困窮支援
活動を県内全域に拡大中。

SDGｓパートナー企業との連携により、食品ロスを減らす取り組みのための、システムを構築し、
食品ロスの有効活用を提案し、こども食堂や困窮支援活動につなげる。また学ぶ取組みとして、
食品ロスを減らす県民講座や学生向けの講座を開催。

1,11,17

45 2 株式会社ダイエー だいえー
〒135-0016
東京都江東区東陽2-2-20

〒234-0054
神奈川県横浜市港南台3-1-2

https://www.daiei.co.jp/ 03－6388－7100
商品をお客さまにご提供するとともに、食品ロスの削減やプラスチックの削減などにも積極的に取
り組んでいます。当社には不特定多数のお客さまにご来店をいただくことから、SDGｓに係る情報
発信も行うなどの啓発活動も実施しています。

・フードバンク団体等と連携、食品ロス削減と地域貢献を目的に、お客さまにもご協力をいただき
食品を寄贈しています。
・牛乳パックやアルミ缶の回収ボックスを設置し、資源リサイクルを推進しています。
・店舗見学や職場体験を受入れ、食育や環境教育を実施しています。

11,14,12

46 2 株式会社ダイヤテクニ
カ

だいやてくにか
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-20-11 
第１シルバービル5階

〒250-0862
神奈川県小田原市成田68-1

https://diatechnica.com/ 03-6273-0201

すべての人のセルフメディケーションをサポートする企業として、未病に対応する体温管理士、腸
内環境管理士の資格を活用した人材育成、温活カフェを通じた地域社会への未病コンセプトの発
信、福祉関連団体と連携した障害のある方の社会参加支援、ファントゥシェアによる環境保護に
取り組んで参ります。

デイサービスなど高齢者施設に健康機器を導入。コロナ禍での高齢者の健康維持・向上に大きく
貢献。NPO法人が運営する資格制度を活用し、未病に対応できる人材を育成。資格取得者が運
営する温活カフェを通じ、地域社会に未病コンセプトを発信。社用車はガソリン車を廃止し、全て
ハイブリット車に。

3,8,13

47 2 株式会社太陽住建 たいようじゅうけん
〒235-0036
神奈川県横浜市磯子区中原4-
1-30

http://www.taiyojyuken.jp/ 045-325-7133

本業である太陽光発電設備の設置やリフォーム事業を通した災害に強いまちづくりを、同業や関
係企業とパートナーシップを構築し、展開しています。また地域に馴染めずにいる福祉避難所や
地域の中で暗い存在となっている空き家を対象にしており、各施設が地域を結ぶ拠点となる取り
組みを推進しています。

・福祉避難所への太陽光発電設備の導入推進・新電力会社と連携した太陽光発電設備＋蓄電池
のPPAモデル・災害時に太陽光発電設備で発電した電力をご近所にシェアする「おひさまおすそ
分けプロジェクト」・防災機能を備えた地域循環共生圏の拠点化を目指す空き家活用solar crew

7,11,12

48 2 公益社団法人茅ヶ崎
青年会議所

ちがさきせいねんか
いぎしょ

〒253-0044
神奈川県茅ヶ崎市新栄町13-29

https://chigasaki-jc.com 0467-85-0212 （調整中） ・フードロスの削減　　・ジェンダーフリー　　・海洋プラスチック削減　　・ペーパーレス 4,11,17

49 2 株式会社ちぼりホー
ルディングス

ちぼりほーるでぃんぐ
す

〒259-0393
神奈川県湯河原町土肥1-15-4

https://www.tivoli-hd.com/ 0465-63-6195

お菓子の包装資材には、FSC認証紙やバイオマストレーを積極的に使用。
ちぼり湯河原スイーツファクトリーでは、“産地（三地）主義”（地元の産物を、地元で加工・販売し、
地元に還元する）を大切なテーマの1つとしてお菓子づくりを行う。また、地元の子どもたちへの食
育活動も実施。

生産工場と配送拠点の統合により、フードマイレージを削減。
従業員用駐車場内に電気自動車のカーシェアリングスペースを設置。停電や災害発生時の非常
用電源としての活用も想定している。
また、従業員の家族を対象にした食育イベントを開催した。

11,12,13

50 2 株式会社長寿乃里 ちょうじゅのさと
〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみら
い3-6-3MMパークビル12F

https://www.chojyu.co.jp/index.html 045-640-3594

【然 よかせっけん】長い時間をかけて生まれた「火山灰シラス」を利用し、肌に負担をかけない「超
微細シリカパウダー」を開発しました。天然美肌成分も高濃度、1つ1つ手作りで練り上げた石けん
です。【養蚕業の復活と地域の再生】佐賀県太良町との養蚕業、毎年2,000本の桑を植樹していま
す。

【折れても戻る抗ウイルス傘】ごみを減らすことを目的とした「ポキッと折れるんです」の上位モデ
ルとして開発しました。業界初の抗ウイルスグリップにより感染症蔓延を防止することにより“すべ
ての人に健康と福祉”を提供したいと考えています。

3,12,15

51 2 公益社団法人津久井
青年会議所

つくいせいねんかい
ぎしょ

〒252-0176
神奈川県相模原市緑区寸沢嵐
200番地2階

https://tsukui-jc.com/ 042-685-0880
まちづくり事業 -共生社会/防災/減災
青少年事業　  -人材教育/教育/郷土愛
地域貢献　　   -郷土愛/共生社会/経済発展/景観保全/教育

まちづくり事業では、防災・減災事業として「忘れない津久井の災害」をテーマに実際に体験した
台風19号による被害をもとにパネルディスカッションをWEBで配信いたしました。青少年事業で
は、「未来のつくい～SDGｓから学ぼう～」として子供たちが描いた巨大パネルの展示を行いまし
た。

3,4,17

52 2
DNV ビジネス・アシュ
アランス・ジャパン株
式会社

でぃえぬぶいびじね
すあしゅあらんすじゃ
ぱん

〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通4-
2-20三宮中央ビルディング9F

〒221-0024
神奈川県横浜市中区桜木町1-
1-8日石横浜ビル14F

https://www.dnvgl.com 045-683-1406

企業の気候変動リスクへの対応支援（TCFD対応や情報開示等）や持続可能なサプライチェーン
構築のための監査サービス、事業継続サポートなど、全方位的なサービスを提供。またESG経営
に取り組む企業の資金調達のためのサステナブルファイナンス関連サービスなども提供していま
す。

Goal7&13に資する活動として、2050年までの世界のエネルギーシステムをモデルベースで予測し
たレポート「Energy Transition Outlook 2020」を公開。DNVの独立した見解と専門的知見により、公
的機関や研究機関に広く引用される研究として知られています。

7,12,13

53 2 東京サラヤ株式会社 とうきょうさらや
〒140-0002
東京都品川区東品川1－25－8

〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町22
山下町SSKビル6F

https://www.saraya.com/ 045-662-8101
2007年より「ヤシノミ洗剤」など対象商品の売上１％で原料産地のボルネオ島の熱帯雨林を守る
活動を支援。2010年からユニセフと協働でアフリカ・ウガンダの子どもたちの命を守る「100万人の
手洗いプロジェクト」を開始。2012年には現地法人を設立し、アルコール手指消毒剤を現地生産。

マイエコバッグを作成し、売上の一部を「NPO法人ゼリ・ジャパン」を通じて海洋プラスチック問題
の取組みに寄付致します。COVID-19の世界的流行を受け、「ユニセフ」を通じて発展途上国への
手指消毒剤の寄付を実施

3,12,14

54 2 東京電力パワーグ
リッド株式会社

とうきょうでんりょくぱ
わーぐりっど

〒100-8560
東京都千代田区内幸町1-1-3

〒231-0007
神奈川県横浜市中区弁天通1-1

https://www.tepco.co.jp/pg/ 03-6373-1000

東京電力グループではSDGsの達成への貢献を重要な経営課題とする中、当社の神奈川県内事
業所ではEVの導入（EV１００への参画推進）や「かながわプラごみゼロ宣言」、官・学連携による
地域・環境教育の参画をはじめ、地域環境保全や新たな社会基盤づくり等に関わる課題に積極
的に取り組みます。

・社員向けのSDGs勉強会の実施
・「プラごみゼロ宣言」に関するプラごみ削減への取り組み
・地域清掃活動の実施
・学校への事業紹介・体験学習

7,9,11

かながわＳＤＧｓパートナー（２期）



55 2 中日本高速道路株式
会社

なかにほんこうそくど
うろ

〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-18-19 
三井住友銀行名古屋ビル

〒216-0024
神奈川県川崎市宮前区南平台
1-1

https://www.c-nexco.co.jp/ 052-222-1620
安全・安心で持続可能な社会基盤の構築として老朽化への対応や強靱な道路インフラの実現と
持続可能な都市や地域コミュニティ発展への支援などを行う。また事業を進める中で地球温暖化
の抑制と地域環境への配慮を行う。

現場見学などの受け入れを積極的に行うことにより、次世代を担う子どもたちに高速道路インフラ
の役割や交通安全を学ぶ機会を提供している。
また、高速道路の建設にあたり、切土のり面などに周辺地域から採取した種子を苗木に育成し、
現場内に植樹するなど環境に配慮した取り組みを行っている。

8,12,15

56 2 株式会社二十一設計 にじゅういちせっけい
〒220-0023
神奈川県横浜市西区平沼1-39-
3三石ヨコハマビル

http://www.ss21.jp/ 045-317-6656

持続可能な社会の実現の為、人々の生活を豊かに向上させ、自然と共に生きる省エネルギーで
安全なまちづくりに貢献しています。ISO14001環境マネジメントシステムに基づいて、CO2の発生
抑制と、省エネルギー化を意識した環境配慮設計、大災害に備えた防災機能強化設計の提案を
しています。

地域密着企業として神奈川県の県立高校約20校や横浜市内の小中学校約60校の学校空調設置
の設計を行い、持続可能かつ安全なまちづくりに貢献いたしました。取組みが評価され、横浜市
様より「建築局優良建築設計者表彰」、健康経営では「横浜健康経営認定事業所クラスAAA」に
認定いただきました。

7,8,11

57 2 株式会社ニックス にっくす
〒220-6108
神奈川県横浜市西区みなとみら
い2-3-3

www.nix.co.jp 045-221-1350
精密プラスチックの成形メーカーとして、脱炭素社会の実現に向けてプラスチックの使用を削減す
る取り組みを行っております。4R(Reduce、Reuse、Recycle、Refuse)をベースにした取り組みを全
社で行うだkでなく、新事業としても積極的に取り組んでおります。

①環境に優しく、ウィルスにも強いハイブリッドなフェイスシールドを開発
②製造工程で使用されるランナーと呼ばれる部材を廃棄せず、再ペレット化し、段ボールジョイン
トの製品化にこぎつけた
③JAPAN SDGs Action Programの協賛イベントに事務局として参画した

12,14,17

58 2 一般社団法人日本PV
プランナー協会

にほんぴーぶいぷら
んなーきょうかい

〒102-0084
東京都千代田区二番町3-10　白
揚ビル２階

https://pv-planner.or.jp/ 03-6256-9970

協会理念に則り、太陽光発電をはじめ、その他再生可能エネルギー関連の次代の情報提供や技
術勉強会、セミナーを開催。新たな産業と技術革新の基盤づくりに貢献すると共に、つくる責任つ
かう責任の周知も行い、これらの活動を通じ、クリーンなエネルギーをみんなに提供していける礎
となることを目指す。

協会に加盟している企業団体を中心に太陽光発電、再生可能エネルギー関連のセミナー、見学
会を積極的に開催し、脱炭素社会に向けた情報提供を実施。また、資格認定を行っているエネル
ギーマネジメントアドバイザー講座を継続的に開催し、気候変動の現状および対策が急務である
ことを啓発している。

7,11,13

59 2 株式会社日本フードエ
コロジーセンター

にほんふーどえころ
じーせんたー

〒252-0245
神奈川県相模原市中央区田名
塩田1-17-13

https://www.japan-fec.co.jp/index.php 042-777-6316

日本フードエコロジーセンターは「食品ロスに新たな価値を」という企業理念の下、余剰食品や売
れ残り等の食品廃棄物を原料として養豚用飼料（リキッド・エコフィード）を製造しています。廃棄物
処理業と飼料製造業の2つの側面を持つビジネスモデルは国内外で高く評価され、多くの賞を受
賞しています。

障がい者施設との協働（食品廃棄物の包装開封を委託）を継続し、当初は週1回・2時間/回だった
作業を週4回・2時間半にまで拡大しました。食品リサイクルの効率化（ゴール12）と同時に、障が
いを持つ方の社会参加や収入向上につながるスキーム作りを進めています（ゴール8、ゴール17
など）。

12,8,17

60 2 ハードプロテクト株式
会社

はーどぷろてくと
〒231-0006
神奈川県横浜市中区南仲通1-5

https://www.hardprotect.jp/ 045-227-1631
会社としての取組みはもちろんのこと、SDGsという良ききっかけを活かし、これまで指針がなかっ
た社会貢献について、社員一人一人が気付き、取り組める小さな目標を発表し合い、継続してコ
ツコツ取り組んでいけるよう、社内外の啓発活動、評価制度などの整備に取り組んでおります。

社内にクラウドワークスペースを構築することにより、ペーパーレス化を実現。プラスチック製クリ
アファイル削減のため、紙製のファイルを導入。社内スタッフ一人一人が、個人で取り組み継続で
きる目標を設定。活動報告を定期的に発表・共有していくことで取組みの一丸化を実現。

9,11,12

61 2 生活協同組合パルシ
ステム神奈川

ぱるしすてむかなが
わ

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜
3-18-16新横浜交通ビル2、3、4F

https://www.palsystem-
kanagawa.coop/

045-577-3533
商品の供給の背景（農薬削減、プラスチック削減、リサイクル、環境保全)、高齢者の健康チェッ
ク、給付型奨学金制度の設立、環境教育、フードドライブ実施、子ども食堂への食材提供など、事
業及び活動がＳＤＧｓの17の目標に合致している。詳細はCSRレポートに掲載。

・SDGｓを推進する商品の供給と啓発活動・給付型奨学金制度を大学生にも広げる（高校生対象
は実施中）・ＳＤＧｓをテーマにした講座を教育機関や団体に実施・フードドライブ実施・ＳＤＧｓを意
識した企画実施・脱プラ、STOP！温暖化、自然エネルギー、核兵器禁止の取り組み強化など

12,7,16

62 2 美人冷蔵庫LIFE
びじんれいぞうこらい
ふ

〒245-0003
神奈川県横浜市内

https://reizouko-club.com/ 090-7447-3333
食品ロスをへらす冷蔵庫の整理収納法から、食べものを大切にする暮らし方を提唱し、主に地方
自治体の環境保全に資する部門とともに、家庭ごみの削減に向け尽力しています。教育部門で
は、食べものと持続可能な社会をテーマに小・中・高校にて食育プログラムを実施しています。

神奈川県綾瀬市・小田原市・横須賀市・横浜市にて、「食品ロスをへらす冷蔵庫整理収納講座」を
タイトルとしての講演会、広報誌連載、「食品ロス削減レシピ」の動画制作(出演)に携わる。横浜市
内の中学校では、「食べものとSDGs」をテーマに、10分動画の制作・講演会を実施しました。

12,14,15

63 2 株式会社富士紙器印
刷

ふじしきいんさつ
〒223-0052
神奈川県横浜市港北区綱島東
6-2-35

http://www.fujisiki.co.jp 045-859-9155
「かながわプラごみゼロ宣言」賛同のもと、LIMEXの利用促進のための取り組み、木を使わず、水
をほぼ使用しない、また石油を大幅に削減できるLIMEXは、紙やプラスチックの代替品となりま
す。LIMEXの普及を進め、「本業を通じて」地球環境保全への取り組みを積極的に行います。

他社とのビジネスマッチング機会を持ちたい。
県や市町村からのニーズを把握したい。

8,9,12

64 2 株式会社富士通ゼネ
ラル

ふじつうぜねらる
〒213-8502
神奈川県川崎市高津区末長3-
3-17

https://www.fujitsu-
general.com/jp/index.html

044-866-1111
私たちは主力の空調機事業においては、革新的なモノづくりを通じて環境に優しく、快適で安心な
過ごしやすい空間を提供します。また、情報通信、電子デバイス事業を通じて、お客様と社会に寄
り添い、安心・安全な社会の実現に貢献する企業グループを目指します。

家庭用エアコン「ノクリアHMシリーズ」が、一般財団法人省エネルギーセンター主催の2020年度省
エネ大賞の製品・ビジネスモデル部門で「省エネルギーセンター会長賞」を受賞。また身に着ける
ことで体を効率的に冷却するウエアラブルエアコン（コモドギア）を2019年6月から提供を始めまし
た。

11,12,13

65 2 ベイヒルズ税理士法
人

べいひるずぜいりし
ほうじん

〒221-0052
神奈川県横浜市神奈川区栄町
1-1KDX横浜ビル6F

https://www.bayhills.co.jp/about/sdgs 045-450-6701

神奈川県中小企業のSDGs経営への参画を支援するために、㈱大川印刷等異業種他社と提携
し、SDGs経営各種サービスの開発（SDGs経営診断、導入支援サービス、BCPキット、SDGs宣言
書、企業版ふるさと納税サイトの税務監査、書籍『SDGs実践経営』著作）及びそれら普及促進活
動

③⑧社員のスポーツ支援、残業削減、有休取得促進、⑦クール／ウォームビズ推進、J-クレジッ
ト購入、IT導入による業務効率化・紙削減、⑪周辺地域の清掃、⑰中小企業向けSDGsオンライン
セミナー、新型コロナ補助金・助成金等情報提供、SDGs経営支援サービス提供、企業版ふるさと
納税支援

3,7,17

66 2
特定非営利活動法人
防犯パトロールブルー
ライン

ぼうはんぱとろーる
ぶるーらいん

〒243-0211
神奈川県厚木市三田２８１２
（株式会社丸清 内）

http://patrol.blue/
FAX.046-241-
7416

所有する青パの運用で犯罪の撲滅に取り組み、子どもの健全育成を図るため、NPO独自に「こど
も110番ひなん場所」を500箇所確保し警察署や行政と協力してこどもの健全育成へ貢献していま
す。

年間100回を越えるパトロールを実施いたしました 16,11,10

67 2 堀内ウッドクラフト ほりうちうっどくらふと
〒258-0017
神奈川県足柄上郡大井町西大
井400-3

http://www.horiuchiwoodcraft.com/ 0465-83-7735
弊社はFSC®森林認証のCOC認証を取得し、15年間認証材を調達し認証製品を作り続けてきまし
た。この実績こそSDGｓに貢献する取り組みです。

今期の期間中に、国産FSC🄬認証材を2ｍ3調達した事、最終認証製品を0.32ｍ3販売した事で
す。

15,14,1

68 2 本厚木ロータリークラ
ブ

ほんあつぎろーた
りーくらぶ

〒243-0017
神奈川県厚木市栄町1-16-15厚
木商工会議所内

http://honatsugi-rc.jp 046-222-5811
本厚木ロータリークラブ杯青少年野球大会の実施を通じ、青少年の健全育成と健康増進を目指し
ています

新型コロナウイルスの蔓延により、本厚木ロータリークラブ杯青少年野球大会が開催できません
でしたが、SDGｓ啓発のため大型屋外広告看板を県道に恒久設置いたしました。

3,14,5

69 2 前田建設工業株式会
社

まえだけんせつこう
ぎょう

〒102-8151
東京都千代田区富士見2-10-2

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸1-11-
15横浜ＳＴビル７F

http://www.maeda.co.jp/
０３－３２６５－５
５５１

当社はCSV経営を推進しており、本業を通じた社会課題の解決による、サステナブルな社会の実
現をめざしています。また、「地球」を大切なステークホルダーと位置づけ、2010年より、連結純利
益の2%を「地球への配当」として拠出し、社会貢献活動を推進しています。

当社はアリーナのコンセッション事業の第一弾「愛知県新体育館整備・運営等事業」に取り組んで
います。コンセッションのトップランナーとして、さまざまなパートナーとともにグローバル水準の施
設を整備・運営するとともに、集客による地域の賑わい創出・発展に貢献することをめざします。

11,17

70 2 株式会社丸越 まるこし
〒253-0061
神奈川県茅ヶ崎市南湖5-16-17

https://www.kk-marukoshi.com/sdgs/ 0467-87-1551
機械器具・工具の販売業者として、日本の産業界の生産活動を支援する立場から、環境保全に
寄与する商品の拡販と、環境汚染の予防に配慮した事業活動を旨とし、その継続的改善により、
社会への貢献を目指すため環境マネジメントシステムを推進していきます。

株式会社丸越は、SDGsの趣旨を踏まえ17の目標に目配りをし、環境の取り組みや社会奉仕を
行っています。地元茅ヶ崎湘南での地域貢献、海外との取引に関わる国際協力、温暖化に伴う環
境配慮、女性も働きやすい職場の働き方改革、CSR活動として地元への協賛、協力等、積極的に
支援しております。

12,13,17

71 2 株式会社マルハチ まるはち
〒230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央4-2-14

http://www.bmaru8.co.jp 045-501-7272
引き続き別製の寄付金付き環境配慮商品を作成販売する事で、貧困や外国人子女教育問題に
助力し、これらの活動を、地域の学生やボランティア団体と連携する事で働き甲斐作りを構築し、
環境問題にも簡素印を持ってもらえる様に、影響力行使を行う。

貧困問題や外国人子女の教育問題など地域活動を行う団体へ寄付金付きのエコ商品を販売す
る事により、支援をしこれらのデザイン作成や販売協力を地域ボランティアと連携する事により社
会貢献を行った。しかし地域イベントがコロナで行われず使用済み文具の回収、再利用寄付活動
は中止した。

1,4,17

72 2 社会福祉法人三浦市
社会福祉協議会

みうらししゃかいふく
しきょうぎかい

〒238-0102
神奈川県三浦市南下浦町菊名
1258-3

http://www.shakyo-miura.com/ 046-888-7347
介護保険事業や公益事業等を通じて、下記のゴール以外も絡めた取り組みを実践している。三
浦市初の登録事業所として、タウンニュース等を通じてSDGｓをPRしてきた。今後は市内の他の
登録事業所とも連携しながら、更なる浸透を図っていきたい。

神奈川県が掲げるCHO構想に賛同し、未病センターの認証を受けて、フレイルチェックを導入し、
三浦における地域包括ケアシステムの構築に向けて、介護予防・生活支援の取り組みをコロナ禍
においても継続している。また、自然環境の保全も兼ねたイベント「未病ウォーク」も定期的に実施
している。

3,11,15

73 2 三井住友建設株式会
社

みついすみともけん
せつ

〒104-0051
東京都中央区佃2-1-6

〒221-0052
神奈川県横浜市神奈川区栄町５
－１

https://www.smcon.co.jp/ 03-4582-3016
三井住友建設は、「ひと」と「まち」をささえてつなぐ総合建設会社として「生活の質の向上」と「環境
負荷低減」を両立し、持続可能な社会の実現に貢献します。

2030年時点の理想的な姿として『環境方針 "Green Challenge 2030"』を策定、「中期経営計画
2019-2021」において2019年からの3年間のより具体的な環境目標・計画を設定して環境経営の
実現に向けた活動に取り組んでいます。

9,11,13

74 2 株式会社山善 やまぜん
〒243-0112
神奈川県愛甲郡清川村煤ケ谷
3041

https://www.yamazzen.co.jp/ 046-288-1345

目的：企業哲学である”Earth our HOME”の実現のため
同期：丹沢山や宮ヶ瀬湖に位置する企業の責任と使命を果たしたい
活用方法：・SDGｓのアイコンを利用し、社会貢献内容のPR
・認証の取得により、当社の社会的責任と使命を明確化する

地域貢献：建設現場における使用材料を地元企業から調達の徹底（地産地消）、１０年目になる
村立小中学校の校内整備、神奈川県との防災協定活動
環境配慮：ゼロエミッション作業所の実現、IO14000Sの自主運用、ゴミの分別収集の徹底

11,12,16

75 2 株式会社ユーグレナ ゆーぐれな
〒108-0014
東京都港区芝5-29-11G-BASE
田町

〒230-0045
神奈川県横浜市鶴見区末広町１
丁目６横浜バイオ産業センター2
階

https://www.euglena.jp/ 03-3453-4907

ユーグレナ社では、①ユーグレナが持つ豊富な栄養素を生かし、生涯にわたる健康の実現を目
指すヘルスケア事業、②気候変動への具体的対策となるバイオ燃料事業、③ユーグレナ社創業
のきっかけとなったバングラデシュの栄養不良問題解決に貢献するソーシャルビジネス等の事業
を行っております。

2020年にバイオディーゼル燃料が完成、供給開始し横浜市内を走行するバスにも供給していま
す。2021年よりバイオジェット燃料が完成、供給開始しました。バングラデシュの子どもたちに栄養
豊富なユーグレナクッキーを届けるGENKIプログラムやロヒンギャ難民への食糧支援等も実施し
ました。

13,3,2

76 2 株式会社ユニバーサ
ルスペース

ゆにばーさるすぺー
す

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜
2-6-1　アーバス新横浜３F

https://universalspace.jp 045-548-8829
2015年9月に国連サミットで全会一致で採択された「誰一人取り残されない」持続可能で多様性と
包摂性のある社会の実現の為、2030年を年限とする17の国際目標（その下に169のターゲット、
232の指標が決められている）です。例として私たちも様々な取り組みを行っています。

3すべての人に健康と福祉を、11住み続けられるまちづくり～介護リフォームを通じて住環境を整
備し、自立支援介護の健康社会に貢献する。8働きがいも経済成長も、9産業と技術革新の基盤
をつくろう～シニア市場へITを導入して技術革新を開発することで、携わる方の労働時間も減らし
ていく。

3,11,8

77 2 株式会社ヨコソー よこそー
〒238-0023
神奈川県横須賀市森崎1-17-18

https://www.yokosoh.co.jp/ 046-834-5191
当社事業内容がマンション、集合住宅、商業施設、オフィスビル等における「建物の大規模修繕
工事」や「戸建ての内外装工事」であり、『リフォーム・リノベーション』という観点からも、SDGsの理
念にある「持続可能な開発目標」に貢献できる事業であると考えている

・当社HPにてSDGｓへの取り組み内容の公開
・アスエネ株式会社様と連携し、クリーン電気をブロックチェーン活用のトラッキングシステムで
マッチングさせる地産地消の再生可能エネルギー100％「アスエネでんき」の調達を開始

11,8,7

78 2 株式会社横浜岡田屋 よこはまおかだや
〒220-8533
神奈川県横浜市西区南幸1-3-1

https://www.okadaya.com/ 045-311-1471

ショッピングセンター運営という立場から、環境に配慮した施設運営・管理や清掃活動等の地域イ
ベントへの参画、地元の方の教育・就業サポート、当社並びにご出店者様の健康支援等を行って
います。また、持続可能なまちづくりの一環としてみなとみらい新港地区開発にも携わっておりま
す。

地域の清掃活動や当社施設内のスペース提供による地域行政・団体との連携を引き続き行って
おります。また、横浜市健康経営認証を取得し、従業員の健康管理を強化。感染症対策において
も、当社従業員とご出店様への防疫品配布や施設内消毒体制の拡充など、従業員とお客様の健
康に配慮しました。

3,7,11

79 2 株式会社横浜銀行 よこはまぎんこう
〒220-8611
神奈川県横浜市西区みなとみら
い3-1-1

https://www.boy.co.jp/ 045-225-1111

経営理念にもとづき、持続的な企業価値の向上を実現し、本業を通じて社会課題を解決するとと
もに、地域の一員として地域貢献活動に取り組むことにより、社会の持続的な発展に貢献してま
いります。当社グループはその取り組みについてステークホルダーと対話し、積極的な情報開示
をおこないます。

・2030年度までの「サステナビリティ長期KPI」を策定・サステナブルファイナンスの新商品取り扱い
開始・本店ビルで使用する電力を再生可能エネルギーへ切り替え・「はまぎん　おかねの教室」の
ウェブサイト開設・女性起業家育成支援セミナー開催

4,8,9

80 2 国立大学法人横浜国
立大学

よこはまこくりつだい
がく

〒240-8501
神奈川県横浜市保土ケ谷区常
盤台79-1

https://www.ynu.ac.jp/ 045-339-3014
横浜国立大学は、SDGsに賛同し、そこで掲げられた17の持続可能な開発目標に係る各国政府・
自治体・企業等の活動を踏まえ、大学としてSDGsの達成のため果たすべき役割を再認識し、全
学で一丸となって、教育および研究活動においてSDGs達成を志向した取り組みを推進する。

本学ホームページ内に、本学のSDGsに関する取り組みのページを設け、具体的な取り組みにつ
いて発信している。
https://sdgs.ynu.ac.jp/ja/

4,11,13

81 2 横浜市資源リサイク
ル事業協同組合

よこはまししげんりさ
いくるじぎょうきょうど
うくみあい

〒221-0054
神奈川県横浜市神奈川区山内
町13

http://www.recycledesign.or.jp/ 045-444-2531

横浜市内のリサイクル事業者96社が集まる協同組合。横浜市内の資源集団回収「よこはま市民
の回収」の運営、市民向け出張リサイクル教室「出前講師」、「環境絵日記」による市民の持続可
能な社会へ向けた意識の醸成、「横浜リユースびん」による低炭素化への推進などを行ってい
る。

低炭素、再エネルギーなどの目標を設定した中長期ビジョンを策定。目指すべき未来を確認、組
合内で共有した。また、「出前講師」はオンライン対応可能にし、「環境絵日記」や「横浜リユースび
んPJ」では密に配慮しつつ特別授業を開催し、こどもたちへの環境意識の醸成の場を絶やさな
かった。

4,9,12

82 2
NPO法人横浜スポー
ツアンドカルチャーク
ラブ

よこはますぽーつあ
んどかるちゃーくらぶ

〒231-0811
神奈川県横浜市中区本牧ふ頭３
USSインターナショナル内

http://www.yscc1986.net 045-621-8760
横浜市中区寿地区への就労支援・健康講座の開催
「Y.S.C.C.ファーム」農業部門起ち上げ

自立を目指す寿町地区の住民の体のチェックから食と体操で健康な体作りを基に自立支援を促
すサポートを行った。

1,2,3

83 2 株式会社横浜フリエス
ポーツクラブ

よこはまふりえす
ぽーつくらぶ

〒240-0045
神奈川県横浜市保土ケ谷区川
島町522-3

https://www.yokohamafc.com/ 045-443-6592
神奈川・横浜という地域社会にとって欠かすことのできない、「楽しみ」「心の拠り所」「プライド」「街
のシンボル」「大切な産業」を提供し続ける存在になり、地域に寄り添い、地域の声に耳を傾け、
地域が抱える課題解決をクラブ独自や、官民連携・企業との連携など様々な形で取り組みます。

Jリーグ事務局や全国の他のJリーグクラブと定期的な情報交換を行いながら、活動拠点としてい
る横浜にて、SDGｓ各ゴールに対する取り組みを行います。諸活動においては、市役所、各区役
所はもちろん、地域の教育機関や企業など多方面との連携を図り、スポーツを通じたまちづくりを
実行。

3,11,17

84 2 株式会社ランドサーベ
イ

らんどさーべい
〒212-0015
神奈川県川崎市幸区柳町6-2

http://www.landsurvey.jp 044-543-7611

厚生労働省が推し進める、「えるぼし」制度に積極的に取り組み、ダイバーシティの一環として、女
性社員が活躍できる環境を、ソフト面、ハード面共に整えることで社内だけではなく、建設関連業
界全体の活性化につなげています。本社を置く川崎市からは、「かわさき☆えるぼし」企業に認定
されています。

①１名の女性の正社員、２名の女性のパートタイマ―を雇用。
②神奈川県同様に、川崎市と『かわさきSDGsゴールドパートナー』を締結させていただきました。
③営業車に、『MIRAI』を導入致しました。水素燃料により、CO2排出量の削減を推進します。

5,17,7

85 2 理科クラブ りかくらぶ
〒222-0037
神奈川県横浜市港北区大倉山
2-4-19-107

https://www.rikaclub.com 090-9955-9582
海の砂漠化、磯焼けが全国各地で問題になっていますが、その一因となっているのがウニです。
駆除されたウニ殻を購入し、ウニランプ作りのワークショップを実施したり、キットとして販売してい
ます。ワークショップの参加者が環境問題・地域問題を考えるきっかけになっています。

ワークショップを大学サマースクール/公共施設/企業とのコラボレーション企画などで実施しまし
た。子どもたちにとってちょっと難しい環境問題に、楽しく興味がもてると毎回好評です。キットは家
でも学べる動画つきに改良し、国立科学博物館売店でも販売、ふるさと納税返礼品としても人気
があります。

4,12,14

86 2 有限会社リンクコンサ
ルティング

りんくこんさるてぃん
ぐ

〒247-0056
神奈川県鎌倉市大船1-12-10湘
南第5ビル2F

https://www.linkc.com/ 0467-41-4335

リンクコンサルティングでは、「お客様の満足とその先の感動のために」を企業理念として、鎌倉・
湘南地域の個人、法人のお客様の持続可能な成長をサポートしております。また、ＳＤＧｓの理念
を念頭に、企業として地域清掃、防災拠点の確認、健康経営の実践、プラスチックの削減に取り
組んでおります。

会社所在地周辺の清掃活動を従業員総出で定期的に実施し、微力ながらも海へのごみ流出防
止、地域のみなさまが心地よく過ごせる環境づくりへの取り組みを実践。また日々の活動ではお
会いするお客様へ居住エリアの防災情報や個人で出来る防災対策、地域活性に向けたお客様
同士を繋ぐ案内等を実施。

11,14,15


