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掲載企業一覧

自然菜園あかね空
株式会社信友建設
株式会社ウエルアップ
キクデンインターナショナル株式会社
株式会社トライプライニング
一般財団法人三和徳育会アメリカ山ガーデンアカデミー
株式会社安藤建設
株式会社ワンウィル
学校法人国際学園星槎中学校
星槎学園中高等部北斗校
株式会社WHILLTEX
株式会社ワンスレッド
株式会社コア・エレクトロニックシステム
有限会社マルニ商店
株式会社サンフジ企画
株式会社エクスポート
生駒植木株式会社
特定非営利活動法人フラットハート
株式会社ベイサン
和光産業株式会社
サン インテルネット株式会社
東亜鉄工株式会社
ハーチ株式会社
株式会社サンオータス
株式会社横浜セイビ
株式会社シビックロード
三島会計事務所
株式会社横浜環境デザイン
シーバイエス株式会社

株式会社ダイイチ
株式会社TRIPLE-ef
株式会社アイシス
横浜市資源リサイクル事業協同組合
ウォータースタンド株式会社
株式会社日建産業
空建築家工房株式会社
株式会社エスエフソリューションズ
リョーコーホーム株式会社
株式会社横浜メディア アド
株式会社センチュリー興業
株式会社ヨネヤマ
株式会社ウィルパートナーズ
自家焙煎珈琲店陽のあたる道
株式会社フロンティアハウス
株式会社ケイ・ワイ
グランコーヨー株式会社
オリエンステラエシカルビューティーラボ
学校法人国際学園星槎高等学校
千代田建設株式会社
鈴江コーポレーション株式会社
株式会社日本ハウジング
株式会社 石橋
ベイヒルズ税理士法人
興信工業株式会社
株式会社中原建設
アーバントラスト有限会社
株式会社コーセツコンセルタント
株式会社エフ・トレード



掲載企業一覧

株式会社 ビルド
株式会社日本ハウジング
未来創造弁護士法人
株式会社小野ファーム
株式会社 日本地所
株式会社 オオスミ
株式会社ロフトシステムズ
ニイガタ株式会社
ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
株式会社横浜エージェンシー＆コミュニケーションズ
株式会社ジェイエスピー
株式会社ワイエスシー
人の森株式会社
横浜油脂工業株式会社
株式会社江田商会
株式会社大船住研
有限会社峯岸工務店
株式会社ブルーコンパス
株式会社シティコミュニケーションズ
株式会社シンサナミ
ジェーピーエス製薬株式会社
日機道路株式会社
日本テクニカル・サービス株式会社
大光ルート産業株式会社
株式会社CosmoBridge
株式会社ワンアンドオンリー
株式会社MIND
行政書士法人望月事務所
公益財団法人 世界こども財団
杜企画株式会社

NPO法人ぎんがむら
有限会社ぎんが邑RIV総合研究所
株式会社キョーワハーツ
特定非営利活動法人 舞岡・やとひと未来
株式会社 ヨコハマシステムズ
株式会社ナミックス
柳井電機工業株式会社
株式会社シゲン
ハル・エンジニアリング株式会社
グレイスホテル株式会社
エヌ・ケイ・テクノ株式会社
株式会社ペガサス
強電プラント工事株式会社
花王グループカスタマーマーケティング株式会社
恵比寿機工株式会社
ヨコソウマシニカル株式会社
長谷川商事株式会社
日興テクノス株式会社
株式会社アイエー
ブルスク興業株式会社
明日の株式会社
Trim株式会社
横浜トリエンナーレ組織委員会
株式会社永田建装
ホームライフ株式会社
シティアクセス株式会社
株式会社ソディック
エコテラスグループ 株式会社エコテック
清進電設株式会社
雨宮自動車工業株式会社
株式会社アブソルート



掲載企業一覧
株式会社三我
オリエンステラ エシカルビューティー ラボ
目黒建設株式会社
株式会社ハマケイ
第一コンクリート株式会社
株式会社コアベース
菱建基礎株式会社
株式会社旭広告社
協同組合横浜市設備設計
株式会社 メイワ電子
株式会社 アースアンドウォーター
株式会社宅配横浜
マイ建設株式会社
株式会社 大和
株式会社清光社
株式会社大松運輸
荏原実業株式会社 横浜営業所
プリンス電機株式会社
株式会社ケイ・コレクション
株式会社信友建設
東亜鉄工株式会社
株式会社山田債権回収管理総合事務所
株式会社三英空調工業
一般社団法人セヤミツラボ
株式会社クオーレ
株式会社放電精密加工研究所
株式会社ワカバヤシ
株式会社安田物産
株式会社シンテン

二幸産業株式会社 神奈川支社
東京ガス横浜中央エネルギー株式会社
株式会社クリエイト横浜
株式会社サンテクノス 関東事業所
株式会社 柴橋商会
今井建設株式会社
日興電気通信株式会社
大西金属株式会社
株式会社平松造園
株式会社栄港建設
株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル
有限会社弘建工業
株式会社 大成
株式会社 日本美容研究所（JBL）
株式会社 誠昌建設
浦工株式会社
公益財団法人横浜YMCA
横浜市建築設計協同組合



自然菜園あかね空 あかね空

五感を通して自然を学ぶ！ 横浜の「家族で遊んで学べる畑」
未来の子供たちによりよい地球環境を！

自然菜園あかね空
園主
矢野 輝さん

25歳で自転車日本一周を行いま
した。日本の自然、文化の良さを
感じるとともに、このままでは消えゆ
く可能性を知り、どうしたら次世代
により良い形で残せるのかと考える
ようになりました。「農業」というツー
ルを使って、何かが伝わるきっかけが
作れればと思っています。

イベントでは、「楽し
さ」はもちろんですが、
参加者に様々な「気
づき」や「発見」がでる
ような仕掛けをしてい
るので、それをきっか
けに更なる「興味」に
なればうれしいです。

自然菜園あかね空
住所：金沢区六浦5-7-41
TEL：080-2062-8755

URL：
http://akanezora1207.com

まずは楽しく、地球の
自然を知ろう

こんなSDGsに取組んでいます！

・「畑」という食の生産現場をイベントの「場」として活用
・自分たちの「食糧」がどうやって成り立っているのが、五感を
通して学び、「未来を考えるきっかけ」を作る。

※

株式会社信友建設

性別・年齢に捉われず人にやさしく、地球にやさしい
地域と社員のための企業へ

いつまでも住み続けられるまち
にするために、地球にやさしい
現場管理を！

こんなSDGsに取組んでいます！

・現場でのごみ削減・分別の徹底、CO2削減や現場周辺の
美化活動。
・インフラ工事での受注促進で市内県内に住み続けられるまち
づくりを。

担当者：営業部 島田さん私は「信友建設のSDGs」
の担当をしています。建設
業は環境問題に近い職種
なので、「地球にやさしい」
を基本に各社員の業務が
スムーズにいくよう日々奔
走中です！

株式会社信友建設
〒244-0001
横浜市戸塚区鳥が丘12-1
045-860-21615（代表）
https://sinyu.co.jp

SDGs活動に取組む目標として「すべての社員が働き
甲斐のある労働環境の整備」「地域の活性化」を掲
げています。性別・年齢に捉われない個々のライフスタ
イルを尊重した多様な働き方の促進。
また、公共インフラ工事と民間住宅工
事と主力とする当社は、SDGsの理念
である「持続可能性」を常に念頭にお
いています。社風は、女性社員や長期
勤務者が多いのが特徴であります。
地域、社員から「必要とされる」と認め
られ続けるよう、力を尽くします。

株式会社信友建設
代表取締役
福嶋 隆太郎さん



株式会社ウエルアップ

「健康」をテーマに近隣の方々の通いやすい店舗を目指して！
身体の調子を整えたり、健康情報の発信を行う健康への取組み拠点

株式会社ウエルアップ
代表取締役
木村 孝一 さん

店舗のコンセプト変更に伴い、
コロナ禍でより地域の方に還元がで
きる取組を行うべく、SDGｓの取
組みと併せて店舗リニューアルを行
いました。地域の方々に「健康と言
えばウエルアップ」と言ってもらえるよ
う精進して参ります。

ウエルプラス
店舗責任者
御薗生さん
(みそのう)お客様からの「調子が良

くなった！」という言葉が
とても励みになります。
責任者として、より多くの
人に施設をご利用頂き、
より多くの人の健康をサ
ポートし、地域活性化に
貢献していきたいです！

株式会社ウエルアップ
住所：横浜市西区北幸2-1-22

TEL：045-317-7908
URL：https://wellup.jp/

無料で参加できる
レッスンやオンライン配信も

こんなSDGsに取組んでいます！

・会員制のコンディショニングスタジオの機能を基本として、
誰でも参加できるレッスンやセミナーも開催。
・健康測定器を常時4機種設置し会員様以外でも無料で
測定できる未病センターとしての機能もあります。

キクデンインターナショナル株式会社

生分解性100%！
ジャガイモでんぷん由来のクッション梱包材

担当者：
貿易営業部
長田 賢介さん

ドイツFloeter社で製造さ
れており、欧州ではすでに
大手ECサイトや家具量販
店で導入されています。原
料はじゃがいもデンプンで、
地中にマイクロプラスチックが
残りません。持続可能な資
源利用の取り組みに寄与
できる製品で、再生紙と貼
り合わせた強化素材も販
売しています。

1年で土に還る
‘’堆肥可能なクッション梱包材‘’

こんなSDGsに取組んでいます！

・AirWave Bioは生分解性100%の梱包材です。
・精密機器、食品、化粧品、衣類等様々な製品の梱包に適しています。
・有機性廃棄物であり、環境にやさしい製品です。

弊社は1970年の創立以来、主要重電
機メーカー様に世界各国の機器・材
料を輸入販売をしています。
AirWave-Bioは関連会社である東京産
業株式会社と連携して販売していま
す。生分解性100%のクッション梱包
材は世界でも本製品しか存在しませ
ん。その他にも変圧器向け大豆由来
の絶縁油FR3や米粉でできたストロー
等も取り扱いがございます。

株式会社トライプランニング

クラウドサービス【Raccoon】の提供でペーパーレス化に貢献！
現場からの直行・直帰を実現し移動に伴うCO2や労働時間も削減！

株式会社
トライプランニング
代表取締役
石原 保志さん

事業をスタートするきっかけになった
のは、定期清掃の報告書作成に
困っていたお客様の声です。作成に
膨大な時間をかけ、FAXで送る報
告作業、大量の保管文書をどうに
かできないかと、現場のニーズも活
かしてリリースいたしました。

開発担当者：
牧野 雄一郎さん

「Raccoon」開発のプ
ロジェクトリーダーとして、
誰でも使えるシンプルな
機能と操作性を追求し
てきました。
Raccoonを通じて、
SDGsに貢献していただ
ければと思います！

株式会社トライプランニング
住所：横浜市港北区新横浜

2-14-6 8F
TEL：045-620-3010

URL：https://triplanning.jp/
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環境貢献型クラウド
サービスのご提供

こんなSDGsに取組んでいます！

これまで手間のかかっていた写真付き報告書の作成をスマホ一つ
で解決。文書をクラウドで共有することでペーパーレス化、事務所
に戻って作成するための移動に伴うCO2排出削減や
労働時間短縮も実現しています。

一財）三和徳育会 アメリカ山 ガーデン アカデミー

「体験の数だけ成長がある。思い出の数だけ勇気がある。」
“SDGｓの本質を体験活動から学ぶ“

一般財団三和徳育会
代表理事
松村 勲さん

事業をスタートするきっかけになった
のは、・・・・・

学童保育指導員
アメリカ山ガーデンアカデミー
ナタリアさん

子ども達にSDGsが少し
でも身近に感じられるよう
日々一緒に行動していま
す。子どもたちが様々な
体験活動を通して、日々
の生活の中でSDG’を意
識して行動できるきっかけ
になればと考えています。

一般財団法人三和徳育会
住所：横浜市中区元町1-11-3

アメリカ山公園3F
TEL：045-651-6558

URL:https://gardenacademy.jp

こんなSDGsに取組んでいます！

フードロスを減らすために、お好み焼き屋さんのお話を聞いて、
私たちができることを考え、お店で出るフードロスの食材をつ
かったメニューを子どもたちが考え、イラストにしました。

フードロス食材をつかった
メニュー作り

「機会はEqual・成果はFareに」＝
なんびとにも学ぶ・働く機会が平等に
あること。成果を公正に分かち合える
ことを理念に、コミュニティーで同じ目
標に向け協働するために幼児教育事
業から始めました。



株式会社安藤建設
住所：横浜市磯子区中原

２－１－１５
TEL：045-772-2121

https://www.andoconst.co.jp/

株式会社安藤建設
代表取締役
安藤 竜一さん

株式会社安藤建設

地域と共に発展する建設業
地域に必要とされる会社であり続けたい

地域社会のお手伝い

こんなSDGsに取組んでいます！

横浜市立杉田小学校の生徒たちが生みだしたキャラクターの
リデザインをお手伝いしたり、建設現場の囲いに生徒たちの絵を
掲示する協力を
したりしました。

ただ建築物を造るのではなく、社会
に必要とされる建物を積極的に手
掛け、横浜の未来や誰もが住みよい
まちづくりに貢献したいと考えていす。
地元の人々に触れ合い、地元ととも
に成長し、地元に信頼される建設
業をこれからも目指していきます。

わたしはウメニー♪
杉田を盛りあげたいという、横浜市立
杉田小学校のみんなの想いから生まれま
した。よろしくおねがいします。

株式会社ワンウィル

ワンウィルでは限りある地球資源の使用量、
また環境負荷を減らす取り組みを実施しております。

株式会社ワンウィル
代表取締役
山本倍章さん

ワンウィルでは空気環境の改善に
特に力を入れています。
室内空気環境改善に着目した珪
藻土製品開発をし、また焼却によ
る二酸化炭素排出削減を目指し
て中古フレコンの買取、販売を行っ
ております。

担当者：
代表取締役
社長
山本さん天然素材の珪藻土の

開発によって、ホルムア
ルデヒドをはじめとする、
有害物質によるシックハ
ウスの改善など、さらに
快適な室内環境づくり
を実現しています。

株式会社ワンウィル
横浜市中区日本大通15番地8F

TEL：045-664-5211
http://www.onewill.co.jp

室内、屋外の空気環境
改善に努めています！

こんなSDGsに取組んでいます！

・天然素材である珪藻土と自然素材を活用した壁材「ケ
イソウくん」開発
・中古フレコンバッグの推奨、販売(年間500tのCO2削減)

学校法人国際学園 星槎中学校

みんな電力株式会社と業務提携を結び、教育カリキュラムとも連動した
「学校版RE100」とも呼べる「星槎電力プロジェクト」を推進しています！

事業をスタートするきっかけになった
のは、電力を自由に選べる時代だ
からこそ、「何気ない消費」を学びに
変えていきたい。そんな気持ちでス
タートしました。今後もSDGsの具
体的な活動の実践校として新しい
学びと取り組みに挑戦していきます。

SDGsへの取り組みはも
ちろん個人からでもでき
ますが、取り組む仲間が
いることでさらなる効果
を発揮します。今後豊
かな地球を守るための
仲間として皆様と共に
取り組んでいきたいです。

こんなSDGsに取組んでいます！

・青森県横浜町の電力を使用し、再生可能エネルギーを利用
することで、地域循環型社会に貢献しています。
・成果を世界へ発信するため、生徒たちは主体的に電力に関
する教科書を作りました。

星槎電力プロジェクト
“再生可能エネルギーの使用“

学校法人国際学園
星槎中学校
学校長
金子 肇 先生

担当者：
事務局
薗 隆太 先生

学校法人国際学園
星槎中学校

住所：横浜市緑区霧が丘6丁目13番地
TEL：045-442-8687

https://www.seisahighschool.ed.jp/jrh/

星槎学園中高等部北斗校

『住み続けられるまちづくりを』 地域貢献活動の取り組みで
緑区十日市場町の地域清掃を実施いたしました。

星槎学園中高等部北斗校
校長 矢吹勝彌 先生

「新たな発想と挑戦」
学校全体が高い意識に満ち溢れ、全
員がSDGｓ推進実践者となっています。
今はまだ小さな活動ですが、何よりも意
識改革こそが大きな成果になります。
そして、家族・地域を巻き込み、次の世
代にも繋げられる取り組みになることを
期待しています。

子どもたち一人ひとりの小
さな活動が大きな目標達
成へのきっかけとなっていま
す。SDGsという包摂的な
枠組みを通じて、より大き
な波及効果を目指すつな
がりが生まれるよう、仲間
と一緒に新たなことに挑戦
していきたいと思います。

星槎学園中高等部北斗校
住所：横浜市緑区十日市場町1726-4

TEL：045-530-1313
URL：http://www.seisagakuen.jp
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私たちの取り組みが“海の
豊かさを守ろう“につながる

こんなSDGsに取組んでいます！

私たちの日常生活品・嗜好品として、子どものおもちゃや筆記用具、
菓子袋など大小さまざまな生活ゴミが集まりました｡自分たちが出し
たゴミが、川を伝い、流れ流れて海へ…。江の島海岸で海岸清掃
ボランティアにも参加し、この状況を我事とし環境保全に対して意
識を高められる有意義な時間を過ごしました。

担当者：生徒指導部
石田 裕昭 先生



株式会社WILLTEX

布で未来を創造する！
世界初の面状発熱布ヒーターで心と体の健康をサポートします。

株式会社WILLTEX
住所：横浜市西区戸部町1-1-603

TEL：045-507-7236
URL：http://www.willtex.co.jp

こんなSDGsに取組んでいます！

当社は糸1本1本を発熱させて布面全体が温まる
「HOTOPIA」製品の企画開発を行っています。
ワークウェア、スポーツウェア等の分野で多数の
ご採用を頂戴しています。近年ヘルスケア分野への
応用に期待が高まっていることを受け膝・肘・腰などに
不快な症状を抱える人々に対し、国際特許取得済み
技術の布ヒーターで心と体の健康をサポートして参ります。

株式会社ワンスレッド

パパの子育てから、家族に笑顔を。
日本で唯一の“パパ専用”子育て応援ブランドpapakoso

株式会ワンスレッド
代表取締役
半田 真哉 さん

自身の経験から、2017年に第二
創業として子育て応援ブランド
「papaksoo（パパコソ）」をス
タートしました。性別に関わらず誰
もが活躍できる環境をつくることが
企業、地域社会の発展に必要だと
考えています。

取締役
半田 紗知子さん

テーマは「share 
with~（共有する）」。
商品企画にはママ目線
も取り入れ、ママが「パ
パに使って欲しい」と思
える格好良いパパグッズ
をこれからもリリースして
いきます。

株式会社ワンスレッド
住所：横浜市保土ヶ谷区

常盤台86-1-928
TEL：045-489-4015

URL：https://papakoso.jp

“パパ専用”
子育てグッズの開発

こんなSDGsに取組んでいます！

・パパ＆ママ140人と考えた理想のパパバッグ
・パパ専用抱っこひも「papa-dakko
・家族が川の字で寝る布団「つながる布団」
・家族の時間Ⓡプロジェクト

株式会社コア・エレクトロニックシステム

エコバッグ持参でプラごみの削減を！
社会全体で育児を支える未来へ

株式会社
コア・エレクトロニックシステム
代表取締役 村上 正寿さん

当社は、電気・電子機械器具のフィールドサービ
スをメインに幅広く事業展開しています。
SDGsに取り組む切っ掛けは、2013年度に
「ISO26000社会的責任に関する手引き」に出
会い、社会的責任マネジメントシステムを構築。活
動を継続する延長線上で、2014年度に「横浜型
地域貢献企業認定」を、2020年度に「横浜市
SDGs認証“Y-SDGs”」を取得しました。

株式会社コア・エレクトロニックシステム
住所：横浜市都筑区南山田町4105番地

TEL：045-534-8235
URL：http://ces-net.com

エコバッグを通して
“社会へアピール”

こんなSDGsに取組んでいます！

・会社でお客様始め社員等に配布するノベルティ商品を、プラ
ごみ削減に貢献できる【エコバッグ】を選定しました。
・エコバッグに【児童虐待】の啓発チャームを付属し、子育て相
談窓口及び里親制度の普及推進に努めました。

有限会社マルニ商店

～すべての子どもたちに健康と福祉を～
hands to handsサイダーで子どもたちを応援します。

有限会社マルニ商店
代表取締役
栗原 清剛さん

リサイクルを通じて社会に貢献する企業
づくりを進めたいという理念の実践に向け
た企画「hands to handsプロジェクト」
は、子どもたちとともに環境・経済・社会
の循環を体感するプログラムとして展開
しています。さらに、今後10年の展開の
中で、SDGsの達成に向けた活動を推
進してまいります。

担当者：
営業マネジャー
西松 大介さん

私はお得意様への営
業活動をはじめ、横浜
市資源リサイクル事業
協同組合が行う「環境
絵日記」プロジェクトのメ
ンバーとしてなど、環境
啓発活動にも参加して
います。

有限会社マルニ商店
住所：横浜市西区浅間町

3-174-1
TEL：045-311-5648

URL：ttp://marunishoten.co.jp 
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“みんなのレモネードの会”
の活動を応援！

“

こんなSDGsに取組んでいます！

・「hands to handsレモネードサイダー」の売り上げを通
じて、一般社団法人みんなのレモネードの会の小児がん
を伝え、繋がる活動を応援しています。



株式会社サンフジ企画（つるみ住宅公園）

モデルハウス見学で学べるSDGs

株式会社サンフジ企画
金岡裕之さん

事業をスタートするきっかけになったのは、国内
大手ハウスメーカーのみで構成する神奈川県初
の住宅展示場で、各社の取組を紹介したかった
事と、住宅展示場としては初の試みということで、
他会場との差別化を図り、広くPRし、集客につ
なげたいという思いがあった。また、みんな電力様
と出会い、再エネ１００％で稼働したことも大
きなきっかけとなった。来場者はもちろんの事、営
業担当者一人一人が世界的な試みに関心を
寄せる会場でありたいと思っている。

担当者：展示場スタッフ
橋本さん

つるみ住宅公園
住所：横浜市鶴見区下末吉２－１－
１（つるみ住宅公園インフォメーション）

TEL：045-716-8484
URL：https://www.housing-

messe.com/tsurumi.html

SDGsクイズ
ラリーで楽しく
学べる！！

こんなSDGsに取組んでいます！

⚫ ご来場者が楽しくSDGｓを学べるように、会場で配布する
場内マップにSDGsクイズラリーを掲載。各モデルハウスを回りな
がら各企業のモデルハウスの取り組みに触れ、SDGs17すべて
のゴールについて学ぶことができる工夫をしております。

※

私はパートスタッフと
して、日々ご来場者
の方々への接客に従
事しております。ご来
場者への普及促進に
奔走しながら、我々ス
タッフも日々勉強が続
く毎日です。

株式会社エクスポート

廃版海図ステーショナリーの活用で
企業のSDGｓ活動を。

大企業のような予算がある訳ではなく、人員も限られている私たちが
SDGｓの取り組みとして何が出来るのか・・・。 そんな課題を逆手にと
り同じような課題を持つ企業に向けたSDGｓの取り組み提案が出来
ないかと考えた事がこの事業のスタートです。
私たちはこのステーショナリーで売上をつくるということよりも、他社の取り
組みへのサポートやこの企画に賛同して一緒に活動をしてくれるパート
ナー企業を作ることを大事にしています。
予算や人員をあまり掛けずに、産業廃棄物の削減と横浜の海の保全
に一緒に取り組みませんか。

株式会社エクスポート
住所：横浜市中区海岸通4-24

TEL：045-224-4785
URL：

http://www.xport.jp/SDGs.html

廃版海図をリユース
環境活動にも関われます

こんなSDGsに取組んでいます！

・廃版海図を使った封筒や手提げ袋を活用する事で産業廃棄物
と紙資源の削減に取り組むことが出来ます。
・売上の一部を環境活動に使用し、海の保全と浄化に繋げます。

佐藤 貴臣さん

生駒植木株式会社

おかげさまで創業100年、この先の100年に向かって。
地域の皆様とともに歩み続けられる社会へ！！

生駒植木株式会社
代表取締役
生駒 順さん

事業をスタートするきっかけになった
のは、1919年の創業以来、先代、
先々代が守り続けてきた『地域あっ
ての生駒植木』という理念を具体
的に表現し継承していきたいと考え
たからです。

私はY-SDGsの担当
として、業務内容と取
組内容に無理が生じて
いないかに留意していま
す。会社が健全に存続
することが何よりも持続
可能な社会の実現と考
えます！

緑の大切さを次の世
代に伝えています！

こんなSDGsに取組んでいます！

・地域の小学生を対象に『緑育』活動や、中学生の『職場体
験』にも積極的に取り組んでいます
・社屋の屋根にはソーラーパネルを設置し、太陽光発電に取り
組んでいます。

生駒植木株式会社
住所：横浜市戸塚区小雀町

1805番地
TEL：045-851-1805

URL：http://www.ikoma-
ueki.co.jp

特定非営利活動法人フラットハート

本当に誰もが住みやすい地域社会とは何か？多様な人々が交じり合う
機会の創出と実現を目指しています！

理事長 青木恵美子
利用者 清水瑚都

こんなSDGsに取組んでいます！

事業の柱である就労継続支
援B 型事業所(一般就労が
困難な障害者の訓練の場）
の運営を通して、様々な
SDGsの取り組みをしています。
栄養価が高いのに年間5万ト
ンも廃棄される「おから」のサブ
レ作りから始まりました。デニム
や革のリサイクルをした商品も
人気です！

NPO法人フラットハート
アトリエおからさん
横浜市港北区篠原北 1-1-14 石井ビ
ル1F
TEL：045-859-9960

カフェおからさん
横浜市港北区篠原北1-2-24
TEL：045-834₋8839
URLhttps://www.flatheart.or.jp/

デニム・革リサイクル 主任:内山 美和
使い古したジーンズ等を「私の欲しいもの」をコンセプトに
商品開発&販売をしています。洗濯消毒をし、糸をほど
き、生地をカットし、様々な刺繍をほどこしてサコッシュや
トートバックを作ります。SDGsの一連の作業を目で見て
楽しみながら行うのは利用者さんと共にわくわくする発見
の繰り返しです。さて、次は何を作ろうかな！

おからサブレ
年間5万tも廃棄されるおか
らを使ったグルテンフリーのサ
ブレの開発&販売



株式会社ベイサン

電池会社だからこそできる循環型社会への貢献。
使用済み電気自動車のバッテリーをBCPバッテリーへアップサイクル！

株式会社ベイサン
代表取締役
矢野 智久さん

当社は20年にわたりリチウムイオン
蓄電池製品開発、製造、販売を
行っております。エネルギー蓄積の
キーパーツであり、サステナブルな
社会を作る上で欠かせません。
原料から製品使用後のリサイクルを
経て原料に戻る循環型経済の
構築を目指し地域、国際社会
への貢献を目標にしておりおます。

担当者：
営業部
藤吉 渉さん

使用済みEVバッテリー
はレアメタルを含ん
だ資源の宝庫です。
循環型社会への貢献
はベイサンの使命で
す。貸し出しモニタ
リングもお気軽にご
連絡ください！

株式会社ベイサン
住所：横浜市港北区新横浜

3-13-5 宗久ビル
TEL：045-470-0757

URL：
https://www.baysun.net

EVリユース電池活用
“R-ARCA“

こんなSDGsに取組んでいます！

・役目を終えた電気自動車のバッテリーをリユース
・USBポートを10個備え、スマホ10台を高速同時充電
・トレーサビリティも備え、循環型社会に貢献

和光産業株式会社

CO2排出を削減する新技術など、
「安全・安心・環境にやさしい」建物管理を追求しています！！

和光産業株式会社
住所：川崎市川崎区鋼管通

1－3－17
TEL：044－333-7283

URL:http://wakosangyo.co.jp

水研磨ワックス清掃で排出する汚水を【100％リサイクル】
CO2は【98％削減】！

こんなSDGsに取組んでいます！

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

廃棄物を、おう
吐物凝固剤に
リサイクル！！

私たちは床清掃の新技
術を用いて環境負荷の
低減に貢献していくとと
もに、社内でも節電や
紙の削減、社有車を水
素自動車やハイブリット
カーに更新するなど、一
歩ずつできることから取り
組んでいます。

和光産業株式会社
代表取締役
矢口 寛志さん

私たちは、従来型のビルクリーニングのみでは
なく、建物を維持する上での環境負荷低減、
利用者に対する快適性、景観への配慮につ
いても対応していかなければなりません。
そこで当社は、環境負荷の少ない資器材の
使用または手法によりCO2排出量の削減や、
安全性に配慮した維持管理の推進、さらに
は省エネルギー商品・サービスのご提案にも
積極的に取り組んでおります。

サン インテルネット株式会社

元町ショッピングストリートの共同配送事業。
専属スタッフが環境にやさしく、安心安全なお買い物環境を実現。

サン インテルネット株式会社
代表取締役 三田 竜平

商店街の共同配送事業という、世界
的にも珍しい先進的な取り組みで
あったことと、事業を通じて地域社会
の経済と環境に貢献できる事業モデ
ルであることが、参画を決断する決め
手でした。

担当者：
元町共配センター
及川センター長

私は元町共同配送事
業の責任者として、荷
物を届けるだけではなく、
まちを訪れる皆様が、
安心してお買い物を楽
しんで頂ける環境作りを
意識して業務にあたって
います。

サン インテルネット株式会社
住所：横浜市西区みなとみらい
2-3-5 クイーンズタワーC10階

TEL：045-228-3311
URL：http://www.sun-

web.co.jp/

共同物流の実現で
商店街へ乗り入れるトラック台数を大幅削減！

こんなSDGsに取組んでいます！

元町ショッピングストーリート付近の共同配送センターで
荷物を集約。天然ガストラックを使い、安全かつ、環境に
配慮したエリア物流を実現しています。

東亜鉄工株式会社

日本有数の良港「横浜港」を望む京浜工業地帯の中央に位置した
立地を活かし、持続可能な社会の実現を目指します。

東亜鉄工株式会社
代表取締役
藤本 好由さん

東亜鉄工株式会社
住所：横浜市鶴見区安善町1-3

TEL：045-502-1291
URL：http://toatekko.co.jp

環境に配慮した設備の導入

こんなSDGsに取組んでいます！

各工場で使用する照明をLEDへ入替、構内
のトイレでは循環式トイレを導入するなど、環
境へ配慮した設備を導入しています。

次世代の子どもたちへ

近隣小学校からの社会科見学受入を行い、当社
の創業者浅野総一郎や京浜工業地帯の歴史、
私たちの仕事について子供達に伝えています。

SDGsの実現に向け、構内
照明のLED化や洋上風力
発電関連設備、船舶への
陸上給電設備などの製作
に携わっています。京浜工
業地帯の中央に位置する
サステナブルな企業を目指
し、社員一同取り組んでま
いります。



株式会社サンオータス

多様性のあるモビリティサービス！
多世代が快適に利用できる移動手段を

株式会社サンオータス
モビリティ事業部
副部長
多田 一人さん

弊社は昨年4月よりモビリティ事業部を
新設しました。来るべきMaaSやCASE
を地域に根付く事を目的に新たな移動
手段を提供しております。この度横浜
市SDGｓセンター様と連携し、野庭エ
リアでの新しい移動手段の提案を行っ
ております。シニアに向けて、お出かけの
アクティビティとしてご提案しております。

担当者：
モビリティ事業部
宮澤 加奈さん

株式会社サンオータス
住所：横浜市港北区新横浜2丁目
4番15号太田興産ビル新横浜8階

TEL：045-620-6997
URL：http://www.sunautas.co.jp/

人にも環境にも優しい
“モビリティサービス“

こんなSDGsに取組んでいます！

・港南区野庭エリアにて近距離モビリティ『WHILL』の実証実
験を開始し、お住まいの方の意見をお伺いし、住み続けること
のできるまちづくりに貢献できるサービスの提案を行っていきます。
・今後も横浜市内各所にて、多世代が利用でき、環境にも配
慮した先進性のあるモビリティサービスを展開してまいります。

『WHILL』をはじめ、
電動キックボードや電動
バイクなどのモビリティを取り
扱っております。
実際にご利用いただく方の
思いを大切に、モビリティ企
業としてできる、SDGsの
目標達成に向けた取り組
みを進めてまいります。

株式会社横浜セイビ

地域の課題は、地域で解決。ヘルスケア型のとつかリビングラボが
参加型のとつか未来会議を開催。

株式会社横浜セイビ
代表取締役社長
川口 大治さん

事業をスタートするきっかけになったの
は、地域には無数の課題があり、それ
は誰か任せで解決できるものではなく、
皆が当事者意識の下課題を抽出し、
解決するために出来ることを知恵を
絞って対応することで少しずつ良くなっ
ていきます。こんなことを繰り返していく
ことで広がりを見せてきました。

担当者：
スマイルサポート事業部
泉さん、山本さん

日頃の家事代行サー
ビスでも、SDGsを意識
した取組を行っています。
HPに掲載することで、お
客様にもそれが伝わり、
皆で取組む意味合いを
意識しています。

株式会社横浜セイビ
住所：横浜市戸塚区汲沢町

1161-1
TEL：045-871-8394

URL：
https://www.yokohama-

seibi.co.jp

HUG（避難所運営ゲーム）を
する事で地域防災への取組を促
進します。

こんなSDGsに取組んでいます！

・あまり身近でなかったSDGｓが、日頃から業務に絡めていること
を意識して対応することで私たちにも出来ることが多々あると実感
し、今は楽しんで取り組んでいます。

株式会社シビックロード

地域の人が安心して暮らせる社会を!!
ジェンダーレスで生き生き活躍できる社会へ

株式会社シビックロード
取締役
重田 正行さん

地域の人が安心して暮らせる社会
をつくるため、水道工事、舗装工事
等のインフラ構築、省エネ、環境保
全などに取り組んでいます。
また、職場環境を整備して、ジェン
ダーレス、年齢等にとらわれず、柔
軟な働き方に取り組んでいます。

・多様な働き方を支援して
働きやすい職場環境を
・地域の文化的活動にも協力し、
地域の皆様とともに魅力ある
まちづくりに貢献していきたいと
思っています。

株式会社シビックロード
住所：港北区新吉田町191

TEL：045-594-5688
URL：http://civicroad.co.jp/

QR
コード

環境に配慮した機械の導入、
地域社会と関わりを大切に

こんなSDGsに取組んでいます！

・環境に配慮して、使用する建設機械をソーラー式、
リチウムイオン電池LEDバルーンを採用しました。
・現場周辺の清掃活動やパトロール活動を
積極的に行っています。

横浜のサーキュラーエコノミー推進プラットフォーム
「Circular Yokohama」で環境・社会・人に優しいまちづくり

ハーチ株式会社
代表取締役
加藤 佑さん

Circular Yokohamaでは、地域企
業やNPO、大学、行政の皆様と連携
しながら横浜におけるサーキュラーエコ
ノミーの推進に取り組んでいます。循
環型の事業創造、廃棄物の利活用、
ワークショップ、学習プログラム、ツアー
などぜひお気軽にご相談ください。

ハーチ株式会社
住所：横浜市保土ヶ谷区星川1-1-1 
星天qlay 2階 B-2-7qlaytion gallery
URL：https://circular.yokohama

あそぶように循環型のくらしを体験する
「YOKOHAMA CIRCULAR 

DESIGN MUSEUM」

こんなSDGsに取組んでいます！

楽しく循環型の暮らしを体験できる移動式ミュージアムを市内各所
で展開中。市内から出る廃棄物のアップサイクルグッズやアート作品、
地産地消のおいしいアイテムなど、デザインも素敵で思わずワクワク
する横浜の商品やサービスを紹介しています。

担当者：
事業推進担当
室井 梨那さん私たちの拠点は、星川駅直結

の商業施設 星天qlay。横浜
にゆかりのあるメンバーが集まっ
た若いチームです。

日々、「サーキュラーエコノミーっ
て実はとっても楽しくてワクワクす
るものなんだ！」という気づきを
得られる様々な仕掛けを考えな
がら活動しています！

ハーチ株式会社



三島会計事務所

会計ソフトを利用した経営管理の手法について

代表者
三島義弘さん

先行き不透明な時代にあっても、
各人が自分らしい生き方を実現す
るために、潜在的に持っている創造
力を活かして「起業・兼業・副業」と
いう働き方を選択・継続できるよう、
会計・経営面での情報発信に取り
組んでいきたいと考えています。

ＳＤＧｓ担当
マスコットキャラクター

会計ソフトde経営管理：
YouTubeチャンネル
「dejikei」
https://www.youtube.
com/channel/UCvMaiI
6dP_2Xlq6SzNGR5VA

三島会計事務所
住所：横浜市神奈川区栄町５

－１-７０８
TEL：045-534-7267

URL：http://keieinavi.com/

オンラインで学ぶ
会計と経営リテラシー

こんなSDGsに取組んでいます！

無料動画の配信(YouTube)やオンラインスクール(Zoom)に
より、会計ソフトを利用した経営管理の手法など「会計と経営
リテラシー」を学ぶ機会を提供しています。

株式会社横浜環境デザイン

再生可能エネルギーの電気を多くの方にお届け
子育て応援プランや再エネecoプラン100など

株式会社
横浜環境デザイン
総合企画部 部長
赤井 智彦さん

事業をスタートするきっかけになった
のは、本業の太陽光発電の施工
から再生可能エネルギーの電気を
作り出して終わりではなく、多くの皆
さんに再エネ由来の電気をお届け
したい！という思いからスタートしま
した！

担当者：
総合企画部
渋谷桃子さん

私は横浜環境デザイ
ンの電気小売り事業
「ヨコハマのでんき」で子
育て応援プランのご紹
介やRE100化を目指
す会社の方に電気プラ
ンのご提供をしていま
す！

株式会社横浜環境デザイン
住所：神奈川県横浜市港
北区新横浜3-18-20

TEL：045-534-6468
URL：https://ykd.co.jp/

小学校入学前お子様がいる方に、
電気乗り換え子育て応援プラン

こんなSDGsに取組んでいます！

①ご契約から3年間、こどもの日のある
5月にQUOカードPay4,000円分をプレゼント
②月々の電気代も安くなる可能性も！

タイルカーペット丸洗い再生洗
浄マシン・リセッターサービス
①廃棄物削減
②高齢者障がい者雇用創出
③経済効果
すべてに貢献できるのが「パイルリ
セッタ―」です。

シーバイエス株式会社

シーバイエス株式会社

横浜市中区の本社に研究開発施設を備える、業務用洗浄 洗剤・製品・サービス
を提供するメーカーです。1962年の創業以来清掃や美観の追 求にとどまらず、安
全・安心・環境に配慮した製品とサービス・信頼を届けてきま した。環境負荷低減
への取り組みは古く、50年前の「ボトルリユースシステム」か ら始まり、掛川市にある
自社工場では、環境配慮型の工場として設計しています。

SDGS推進室
女性4人でSDGS 推進室を立ち上げまし
た。SDGS は平等ということで、SDGS推進
室も2030年を見据えティール組織としました。
お互いに得意な分野で活動し、意見を出し
合うことができる組織です。

シーバイエス株式会社 横浜市中区山下町22 SSKビル
TEL：045-640-2280 URL：https://cxs.co.jp

SDGｓ出張講座
市内のSDGｓ推進企業として、横浜観光コ
ンベンションビューローSDGｓ探求プログラムへ
参画、市内の大学・中学校で行っています。



株式会社ダイイチ

ユニフォームを通じてSDGsの取り組みを推進しています！
働く人と企業、そして地域社会が輝き続けるために！

株式会社ダイイチ
取締役社長
花本高志さん

企業理念に掲げる私たちの使命は、
「ユニフォーム事業を通じて人と環
境との調和を創造」することです。
国際社会共通の課題であるSDGs
に取り組むことは、理念の実践であ
り、持続可能な社会へ貢献するこ
とにも繋がり、大いに意義があること
と考えています。

私たちCSR委
員会は、地域
社会に貢献す
るため、清掃活
動やチャリティバ
ザーなど地道な
取り組みを推進
しています。

株式会社ダイイチ
住所：横浜市中区宮川町3-89

TEL：045-241-8911

衣料資源の有効活用で
企業のコスト削減にも貢献

こんなSDGsに取組んでいます！

・大ヒット商品『パチッとパンツ』は、個人のサイズに合わせスナッ
プを留めるだけで簡単に裾上げができます。体形に合わせて裾
を切らずに済むため再利用できる！そんな課題解決型の商品
です！！

株式会社TRIPLE-ef

美容室という地域住民が集まるコミュニティを活用する！
様々な世代が集まる地域の美容室だから出来るSDGsへの取り組み！

株式会社TRIPLE-ef
代表取締役
中島 翔 さん

当社は元々≪美容室防災≫をテーマに
様々な取り組みを行ってきました。
日頃使うエネルギーをクリーンに
そして発災時は地域の共助の場に。
日頃地元住民と触れ合う機会の多い
美容室が出来る、SDGｓの可能性を
これからも拡げていきます！

担当者：
TRIPLE-ef 店長
今井 翔太さん

私は「美容室SDGs」
推進リーダーとして店舗
で顧客の皆様と様々な
情報を交換しています。
地域に根差した美容室
が出来るSDGｓをこれ
からも楽しく実践してい
きます！

株式会社TRIPLE-ef
住所：横浜市磯子区森2-14-3

TEL：045-751-3769
URL：http://www.triple-ef

QR
コード

美容室を防災拠点に
“太陽光をみんなの手で“

こんなSDGsに取組んでいます！

・毎日沢山の電力を使う美容室を再生可能エネルギーに変更
・発災時の電力供給スポットとしても活用
・ソーラーパネルは業者さんと従業員みんなで協力して設置

株式会社 アイシス

株式会社アイシス
代表取締役
松田 美佳さん

Natural beauty and sense of beauty
これが弊社の企業理念で、自然の美しさと人
間的魅力ある『美』のスタイルに
貢献することを目的としております。
「引く」ことで「キレイ」をプラスする
”ZERO system”の開発や、
お客様のニーズに適応した商品
メニューの開発、営業システム
のご提案も行っております。

株式会社 アイシス
住所：横浜市港北区新横浜2-3-4

TEL:045-594-7233
https://www.isis-cosme.co.jp

人にも環境にも優しい製品づくり

・天然の材料でつくられた化粧品を企画・販売。
また、ハワイの伝統を受け継ぎ、自然の素材・
原料を使った化粧品も輸入販売しています。
・化粧品容器は脱プラスチックを目指し、リサイ
クル素材のボトルやラベルを使用。スクラブ系化
粧品には、くるみ、塩、
砂糖等の自然素材を
使用して環境に配慮
したものづくりをしています。

ボランティア支援を通して
未来の美容師を育てたい

こんなSDGsに取組んでいます！

・美容師ボランティア団体 One Stepを支援。
・児童養護施設でのヘアカットの際、シャンプー等を提供。

環境にやさしいモノづくりを！ボランティア活動もサポート
コロナ時代に合わせた事業展開と次の世代へ繋いでいける社会をつくります



横浜市資源リサイクル事業協同組合

子どもたちのアイデアを「世の中の仕組み」の
再構築（トランスフォーム）に役立てたい！

横浜市資源リサイクル
事業協同組合
理事長
栗原 清剛さん

弊組合は、横浜市内のリサイクル事
業者96社が加盟する事業協同組
合です。日夜リサイクル業務に取り組
む組合職員と力を合わせ、環境絵
日記等の社会貢献ビジネス等、
様々な角度から、ＳＤＧｓ未来都
市横浜の発展に寄与してまいります。
よろしくお願いいたします。

横浜リユースびんプロジェ
クト、ありがとうの掲示板
など環境絵日記が実現
化した例がいくつかありま
す。子どもたちの想いがカ
タチになると、よりよい町
に近づいていると感じま
す。

横浜市資源リサイクル事業協同組合
住所：横浜市神奈川区山内町13

TEL：045-444-2531
URL：

http://www.recycledesign.or.jp/

子どもたちが描く未来
環境絵日記

こんなSDGsに取組んでいます！

市内の小学生を中心に、絵と文章の「絵日記」の形式で、ど
んな横浜に住みたいか、未来の横浜はどうなっていてほしいかを
表現してもらいます。私たちはこれを、子どもたちからの「提言
書」、今を見直すアイデアだと考え、発信していくことにより、市
民の皆様が環境について考えるきっかけになればと考えています。

ウォータースタンド株式会社

マイボトルに給水できるウォータースタンドを街中に
2030年までに使い捨てプラボトル30億本削減に取り組む

ウォータースタンド株式
会社
代表取締役
本多 均さん

SDGsは当社にとって未来の世代から
の宿題です。「ごみを減らす」といった消
費のプロセスの一部分を改善するので
はなく、マイボトルに給水することで、生
産からリサイクルまでのリニア型経済のプ
ロセス全体を見直して参りたいと考えま
す。循環型経済に移行するため、事業
を通じてより良い行動をとることを呼び
かけて参ります。

担当者：
戸塚営業所
山中さん

私は横浜エリアの「ボ
トルフリープロジェクト」
リーダーとして奔走してい
ます。マイボトルに給水
頂くことが、サステナブル
な地域づくりにつながる
ことをより多くの人に伝え
て参ります！

ウォータースタンド株式会社
住所：さいたま市大宮区桜木町

4-463
TEL：048-657-6731

URL: https://waterstand.co.jp

人にも環境にも優しい
“ウォータースタンド“

こんなSDGsに取組んでいます！

・自治体や企業と連携しマイボトルに給水を呼び掛ける「ボトル
フリープロジェクト」を推進しています。
・水道直結のウォータースタンドは使い捨てプラボトルや運搬・
回収時のCO2削減に貢献します。

株式会社 日建産業

社会に貢献する”力強い地場産業”を目指し、
環境に優しい未来をつくる！！

株式会社 日建産業
代表取締役
平田 恵介 さん

地域貢献企業やよこはまグッド
バランス賞に力を入れてきました。
昨年度はISO14001・9001を
取得しました。
地元に根差した建設業となるた
めに、安心安全な地域発展に
貢献していきたいと考えています。

担当者：
平田
美佳子さん

SDGsの担当をして
います。
地域に貢献できること
は何があるかを、
会社全体で考えて取
り組んでいきたいです。
今後は環境問題にも
積極的に取り組んでい
きたいと考えています。

株式会社 日建産業
住所：緑区長津田町2942-1

TEL：045-482-443
URL：http://nikken-sangyo.jp

環境に配慮した
“安心安全なまちづくり”

こんなSDGsに取組んでいます！

・地域で事故の多い場所に対して、事故防止に繋がるための
塗装材料を提案し、採用され施工。
・風水害時の出動。
・環境への配慮のため、電光掲示板の充電はソーラーパネルを
使用。地域住民への配慮のため、低騒音の重機を使用。
・今後は事務所の屋根に太陽ソーラーパネルを設置予定。



空建築家工房株式会社

環境に優しい住宅づくりを通してSDGsに貢献

空建築家工房株式会社
代表取締役
櫨原 裕次さん

戸建住宅の新築、リフォームを本業として
います。コロナの影響で仕事量が減り、木
材ショックも発生している事から、本業を通
じて、地産地消、省エネ、創エネ、脱酸素
を見直しをして、地元に貢献出来ることを
増やしつづけ、持続可能な経営を目指し
ます。

空建築家工房株式会社
住所：横浜市都筑区中川中央

1-23-15
TEL：045-914-6900

URL：http://www.coo-kk.com

QR
コード

こんなSDGsに取組んでいます！

・自然素材を使った人にも環境にも優しい住宅を提供していき
ます。
・今後は神奈川県産材も積極的に使用していき、森林整備・
地球温暖化防止・地域経済の活性化に貢献していきたいと考
えております。

住宅の断熱材に、
木繊維を使用した
り、壁紙に天然素
材のウッドチップ壁
紙を使用するなど、
環境負荷の少ない
建材を積極的に
取り入れるようにし
ています。

株式会社エスエフソリューションズ

IT×ポジティブ思考で積極的に障がい者雇用に取り組んでいます。
皆様の障がい者雇用の環境作りをサポートします！

株式会社
エスエフソリューションズ
代表取締役
河野 智さん

弊社での障がい者雇用は手探りで始
まりました。「障がい」について正面から
向き合い、様々な課題を解決してきま
した。離職率が高いと言われる精神障
がい(1級)のメンバーは今年で在籍2
年目となります。弊社での実績・ノウハ
ウを体系化し、障がい者雇用のサポー
ト役を担いたいと考えています。

弊社の障がい者雇用の
経験から、"体調管理"
がとても重要だと分かり
ました。
体調を把握することで
障がい者雇用に取り組
みやすいくなります。
このような情報を広めて
いきたいと考えています。

株式会社エスエフソリューションズ
住所：横浜市港南区大久保1-18-4

TEL：045-350-4457
URL：

https://www.sfsolutions.jp/

“前向き“な障がい者雇用の環
境作りを進めています。

こんなSDGsに取組んでいます！

・障がい者雇用の職場で周囲が “配慮しやすい” 環境づくりの
ために「体調管理クラウドシステム（オルト）」を開発しました。
・業務切り出しや、障がい特性による ”苦手” を克服するため
の “障がいがある方向けの研修会” を開催しています。

「泉区 LOVE ！！」を掲げ、地元に愛され50年

リョーコーホーム株式会社
横浜市泉区和泉中央南3-1-6

TEL：045-802-5555

こんなSDGsに取組んでいます！

毎年、地元小学校に現場の残材（木材）を
無償提供しております。小学校3年生の図工の
授業では、木材に釘を打ったり、切って面白い
形にするという、「木を感じる為」の授業をしてい
るようです。お手紙やメッセージカードを頂き、私
達の励みになっています。

年3回、地域の方をお呼びする「リョー
コー感謝祭」を開催しております。現場
の残材を使い大工さんが作る「腰掛」
「花台」や、泉区の野菜や果物を低価
格で販売しております。お子様達向けの
イベントでは、家族の写真を撮影して作
る、「缶バッチ」や端材で作る「キーホル
ダー」が人気です。

感謝祭の様子

地元の小学校ヘ
教材として端材を提供

地域の為の感謝祭

メッセージカード

障がい者・高齢者
の為の施設建設

障がい者・高齢者の方
が地域の中で安心して
暮らせる環境づくりを設
計・建設の立場よりお
手伝いをしております。
地域の一員としてのび
のび生きる社会づくりを
目指して活動しており
ます。

私は、大学の授業で
SDGsについて調べること
がありました。個人的には
エコバックやマイボトルの
使用を始めています。社
業では「SDGs」の目的に
沿った活動の企画を立て
積極的に実行して行きま
す。

工務部
太田さん

リョーコーホーム株式会社

株式会社 横浜メディア アド

学校と保護者をつなぐ連絡手段をデジタル化するアプリ「スクリレ」
広告費用の一部が学校にポイント還元される社会貢献型広告メディア。

スクリレは保護者のみを対象とし、
個人情報を扱わない安心な運用を
行う透明性と高いクリック率が強み
のメディアです。学校と保護者間の
連絡をデジタル化し広告費用をポ
イント還元する事により、財源不足
に悩む学校の課題を解決。教員の
働き方改革も実現し、公民共創で、
SDGsに貢献してまいります。

担当者：
第1営業部第3課
稲見 一樹 さんスクリレポイントは学校

現場の新たな財源とし
て注目をされています。
広告閲覧により溜まった
ポイントで73冊もの新し
い図書と交換し「スクリレ
文庫」を運用している学
校もあります。

株式会社横浜メディア アド
住所：横浜市神奈川区栄町5-1

YCS５F
TEL：045-450-1808

URL：http://soag.co.jp

広告が学校支援に！

こんなSDGsに取組んでいます！

スクリレは学校業務のICT化をかなえる事ができます。
お便りをデジタル化する事で、紙資源を削減し、印刷配布にかかっ
ていた先生の業務負担を軽減します。さらには広告の閲覧で付与さ
れるポイントが学校備品へと還元され、質の高い教育に繋がります。

株式会社 横浜メディアアド
第1営業部第3課
課長 髙橋 朋浩 さん



株式会社センチュリー興業

環境問題に配慮し、住みやすくクリーンな街づくりに貢献します。

株式会社
センチュリー興業
代表取締役
渡部 洋さん

創業以来、長年にわたって培ってき
た知識と経験を生かし、あらゆる構
造物を安心安全に使用していただ
くため最先端技術を活用し常に環
境問題に配慮した工事を心がけ、
あらゆる専門技術スタッフと共にお
客様の期待以上のものを提案、提
供し続けてまいります。

神奈川県優良工事、
県土整備局長賞(地域貢献部門)受賞

ドローン撮影による測
量、3D解析、赤外線
カメラ撮影など新しい技
術を駆使し、作業の効
率化を図ることによって
人手不足の解消に繋
がる工事のご提案をし
ていきます。

株式会社センチュリー興業
住所：横浜市南区別所4-13-25

TEL：045-716-2717
URL：https://www.k-

century.co.jp

排水処理のパイオニア

こんなSDGsに取組んでいます！

工事現場で出る排水の処理機械(浄太郎Ⅶ)を使用し、水の
再利用、産廃量の削減、環境にクリーンな排水をしています。

株式会社ヨネヤマ

食品業界から「カラダと地球にグッドジョブ」
これからの未来のために、私たちができること

こんなSDGsに取組んでいます！

・ プラスチック製使い捨てパッケージを、CO₂排出量が削減できる
ECO商品の取り扱い量を増やします。
・ ＦＳＣ認証（ミックス）を取得し、取り扱う紙製品は天然資源
に配慮された商品の仕入れを行います。

地球にやさしい
使い捨てパッケージ

株式会社ヨネヤマ 川崎支店
住所：川崎市川崎区大川町10-1

TEL：044-333-8111
URL：https://www.foodware.jp/

きっかけは、予てより食品容器業
界ではバイオ素材や紙製品の使
用などは徐々に進んでいましたが
ウミガメのセンセーショナルな写真
をはじめ、海洋プラ問題の深刻
化がより問題視されたことです。
パッケージを販売する私たちの責
任、役割について改めて考え直
す出来事でした。

株式会社ヨネヤマ
課長代理/SDGs担当
石川健一さん

2019年に100%生分解す
るモールド容器を開発、販売
し、その後沢山のお客様にご
使用していただいております！
現代における環境問題とお客
様のニーズに応えられるサス
ティナブルパッケージをご提案
します！

株式会社ウィルパートナーズ

・テレワークを導入！柔軟な勤務形態を認めています。
・インターンシップ制度を導入！学生はアルバイトとは違う就業経験ができます。

株式会社ウィルパートナーズ
代表取締役
辺見 香織 さん

当社は経営コンサルティングおよび
Webメディア企画・制作を行ってい
ます。「私たち全員が社会の一員。
小さな会社でも世の中の役に立ち
たい。」という思いからSDGsを意識
した経営を始めました。取り組みを
通じて「良い会社」になり、地域に
貢献していきたいです。

株式会社ウィルパートナーズ
住所：横浜市中区太田町1-18-3 JOYビル

302
TEL：045-228-9078

URL：https://willpartners.co.jp/

テレワークの活用による
働きやすい職場環境の提供

こんなSDGsに取組んでいます！

・出勤時はZoomを繋いでコミュニケーションをとっています。
※

健康経営の実践

・出勤時、野菜ジュースを配布している他、各自が健康維持・
増進のための目標を設定し、毎月報告しあっています。

担当の明石です。私は普段、女性専用シェアオフィスの
受付業務をしています。当社のSDGsは「できることから
始めよう！」をモットーに、マイボトル推進など身近なとこ
ろから取り組んでいます。

自家焙煎珈琲店 陽のあたる道

コーヒーは、人と人をつなぎ、コーヒーは、人を世界とつなげる

陽のあたる道 店主
アドバンスドコーヒーマ
イスター
犬飼康雄さん

私たちの身近な飲み物であるコー
ヒーは、そのほとんどが開発途上国で
生産され、先進国で消費されます。
栽培から収穫、精製、輸送、焙煎、
販売、消費に至るまで様々なストー
リーが存在しています。今飲んでいる
「美味しい」コーヒーを将来も飲み続
けるために、私たちに何ができるかを
考えていきたいと思います。

自家焙煎珈琲店 陽のあたる道
住所：横浜市旭区鶴ヶ峰2-62-20
TEL：045-744-7017
https://www.hinoatarumichi.com

クリーンな味わいの
コーヒーはクリーンな
電気から生まれる

こんなSDGsに取組んでいます！

・良いコーヒーは、生産者と焙煎者の共同作業によって
生まれます。陽のあたる道のコーヒーは、作り手と太い絆
で結ばれています。
・お店の電気は、みんな電力(株)を通じて、青森県横
浜町の風力によって発電された電力を利用しています。
・音楽会や展覧会、コーヒー教室などを通じて、地域の
方々とのコミュニケーション機会
を設けています。
・東日本大震災の被災地・
岩手県大槌町で生まれた
「大槌刺し子」製品の販売を
通じて、被災地との絆をつないでいます。

tel:044-333-8111


株式会社フロンティアハウス

不動産投資をより身近に！
住宅を通してSDGs・社会問題の解決を

株式会社
フロンティアハウス

代表取締役社長
佐藤 勝彦さん

担当者：
コミュニケーションデザイン部

商品企画チーム
佐藤 和希さん

フロンティアハウスの
SDGs担当として、社
内外問わず発信してい
き、普及促進に努めて
いきます！地域に根差
した企業として、今後も
地域発展への貢献を目
指します！

株式会社フロンティアハウス
住所：横浜市神奈川区東神奈川

1-11-8 FHレガーレ6F
TEL：045-440-6377

URL：https://www.frontier-
house.co.jp/

若年層から資産形成
“アパルトレジデンス“

こんなSDGsに取組んでいます！

若年層でも、自宅を持ちながら賃貸収入を得られるシステムにより、
老後の年金や2,000万円問題といった社会問題への対策が可能と
なる。また、変化するライフステージに合わせて貸室を自己使用
として変更できるなど、住み続けられる工夫を施している。

事業をスタートするきっかけとなったのは、公
的年金の運営状況が悪化している年金問
題や20～30年間の老後を生きるために年
金以外に必要な2,000万円問題等の社
会問題が背景にあります。また、神奈川県
の世帯人数が約2.2人に減ってきているの
で、延床100㎡に抑え、4,000万円前後
のコンパクト型の賃貸併用住宅とすることで、
若年層からでも資産形成に取り組めます。

株式会社ケイ・ワイ

快適に学び、働き、暮らせるように、空（K）気を良（Y）くする仕事で
す。学校やビルや商業施設、工場等の建物の裏方を支えています！

弊社は父である先代社長が1989
年に始めた設備工事会社です。市
内を中心に学校等の様々な建物
設備工事を担ってきました。2018
年にバトンを受け取り、事業を見直
すなかでSDGｓと弊社事業の関り
を知りました。これを機会に色々な
取り組みに広げていきたいです。

担当者：
広瀬 大輔さん

当社が持続可能な社
会の中でどういった役割
を担っているのか、担え
るのかを考える良い機
会でした。社内一丸と
なって様々な活動に広
げたいです。

株式会社ケイ・ワイ
住所：横浜市保土ヶ谷区宮田町

3-320-4
TEL：045-442-6416

URL：http://co-ky.co.jp

環境にも人にも、より
良い空間づくりを！

こんなSDGsに取組んでいます！

・・設備更新でエネルギー効率の改善に貢献
・所属する団体を通じて横浜市と災害時協力協定
・特別教育や技能講習などの受講機会確保
・社会人サッカーチーム藤沢ユナイテッドFCを支援

※

株式会社 ケイ・ワイ
代表取締役
広瀬 一樹さん

グランコーヨー株式会社

働きがいも経済成長も！
地域ダイバーシティの実践で自分に合った活躍ができる社会へ

グランコーヨー株式会社
代表取締役
大庭 公善さん

事業をスタートするきっかけになった
のは、・・・・・
元々女性社員が多いことから、男
女が共に働きやすく子育てしやすい、
働き甲斐のある職場を目指す過程
で、よこはまグッドバランス賞に8年
連続認定されていたことがSDGsの
観点にも繋がると考えました。

担当者：
営業部
佐藤 健明さん

私は弊社の働き方改革推進担当
として、営業の残業時間の管理や、
月1回のリフレッシュ休暇の取得奨
励を行っております。
まだまだ課題はありますが、皆様のお
知恵を拝借しながらよりよい職場を
目指します！！

グランコーヨー株式会社
住所：横浜市保土ヶ谷区
新桜ケ丘2-24-25

TEL：045-351-5411
URL：

http://grankoyo.co.jp/

働きがいも経済成長も

こんなSDGsに取組んでいます！

コロナ禍でも社員の健康を守りつつ経済活動を継続するため、
在宅ワーク、直行直帰、時差出勤等のリモートワークを推進、
そのためのIT化も進め、働き方改革にも繋げました。

オリエンステラ エシカルビューティー ラボ

オーガニックのヘアケアを中心に、フェアトレードされている商品や、人や
環境に配慮している食品や雑貨のセレクトショップです。シャンプー＆コン
ディショナーの量り売りも行っています。

担当者：
吉澤 かおりさん

日頃よりいらっしゃった
お客様のニーズに合った
商品のご提案を心がけ
ております。エシカルでサ
スティナブル、かつストレ
スなく使用できる商品を
食品～雑貨まで幅広く
取り揃えております。

エシカルビューティー株式会社
住所：横浜市中区元町1-18-5

レフィナード元町３F
TEL：045-264-4289

URL：
https://www.ethicalbeautyl

abo.com/index.html

シャンプーコンディショ
ナーの量り売り

こんなSDGsに取組んでいます！

・ヘアケアの量り売りを推進しプラスティック容器の削減に取り組
んでいます。
・シャンプーやコンディショナーのポンプをなくし、繰り返し付け替
えて使用できるようポンプを別売りしています。

エシカルビューティー株
式会社
代表取締役
佐藤 公祥さん

事業を始めたきっかけはオーガニックとの出会
いでした。当時オーガニックヘアケアが流行っ
て来た頃でしたが、日本では曖昧なオーガ
ニックの基準やエシカルへの認知度は低く愕
然としました。それなら自分が美容業界から
最初にエシカルを発信しようと思いエシカル
ビューティーという考え方を理念とした活動を
始めようと今の会社を立ち上げました。
・

https://www.frontier-house.co.jp/


学校法人国際学園 星槎高等学校

みんな電力株式会社と業務提携を結び、教育カリキュラムとも連動した
「学校版RE100」とも呼べる「星槎電力プロジェクト」を推進しています！

事業をスタートするきっかけになった
のは、電力を自由に選べる時代だ
からこそ、「何気ない消費」を学びに
変えていきたい。そんな気持ちでス
タートしました。今後もSDGsの具
体的な活動の実践校として新しい
学びと取り組みに挑戦していきます。

SDGsへの取り組みはも
ちろん個人からでもでき
ますが、取り組む仲間が
いることでさらなる効果
を発揮します。今後豊
かな地球を守るための
仲間として皆様と共に
取り組んでいきたいです。

こんなSDGsに取組んでいます！

・青森県横浜町の電力を使用し、再生可能エネルギーを利用
することで、地域循環型社会に貢献しています。
・成果を世界へ発信するため、生徒たちは主体的に電力に関
する教科書を作りました。

星槎電力プロジェクト
“再生可能エネルギーの使用“

学校法人国際学園
星槎高等学校
学校長
金子 肇 先生

担当者：
事務局
薗 隆太 先生

学校法人国際学園
星槎高等学校

住所：横浜市旭区若葉台4-35-1
TEL：045-442-8686

https://www.seisahighschool.ed.jp/

鈴江コーポレーション株式会社

企業理念に基づいた事業活動を通じて、社会的課題の解決と快適な
未来を創造し、持続可能な社会の実現を目指します。

フードセーフティネット

鈴江コーポレーション株式会社
代表取締役
田留 晏 さん

企業理念である「時代の変化
に即応しながら新たな視点で
豊かな社会、快適な未来を創
造し、お客様にとって真に価値
あるサービスを提供すると共に
地域社会の発展に貢献する」
をもとに次の100年後も存続
する会社を目指します。

資源の有効活用
“リサイクル用エコシュレッダー車”

こんなSDGsに取組んでいます！

エコシュレッダー車を利用し、破砕・細断から運搬・処理・リサイ
クルまでを一貫して行う環境対応サービスを提供しています。
回収された不要な文書は、製紙工場へ運ばれた後、トイレット
ペーパー等の製品へ再生されています。

全ての人が明日の食事について心配することなく、
食べ物が得られるよう、フードバンク団体と協力し、
支援活動を行っています。

鈴江コーポレーション株式会社
住所：横浜市中区日本大通7番地

TEL：045-671-5330
URL：http://www.suzue.co.jp

千代田建設株式会社

都市の明日に向けて Y-SDGｓを通し
地域貢献ナンバーワン企業を目指します。

千代田建設株式会社
代表取締役 増原 真さん

地域社会との共生。そして「社員とその家族の幸せを
第一に考える」ことを経営理念に掲げています。地域
に貢献する企業として、公共工事（上
下水道・舗装など）を通し、環境保全
やバリアフリーなど人にやさしい企業を目
指しています。

住所：横浜市都筑区東山田町1763番地1
TEL：045-593-1261

URL：http://www.chiyoken.co.jp/

省資源化を目指した
事業活動

こんなSDGsに取組んでいます！

各事業場（施工現場）で使用する資機材
については環境に配慮したものを使用してい
ます。例えば夜間照明は省電力のＬＥＤや、
警告灯はソーラー充電式。また、社用車の選
定については環境負荷を考え軽自動車やＨ
Ｖ車両、ＥＶ等を選定対象にしています。

太陽光パネルや
蓄電池の設置。
EVの運用など
再生可能エネル
ギーの利用を検
討しています。

株式会社日本ハウジング

住まい探し・不動産事業を通してSDGsに貢献

株式会社日本ハウジング
代表取締役
岸岡 正治

お客様第一主義を掲げ、大倉山で
創業して35年。不動産の購入や売
却、賃貸やリフォーム、資産運用や
相続のご相談など、多方面から住ま
いに関するサポートをさせて頂いてお
ります。お客様目線・魅力的な街づ
くりを目指した結果がSDGsの理念
に合致するものが多く、認証を受け
るきっかけとなりました。

持続可能な街づくりを目指しています

こんなSDGsに取組んでいます！

・活用していない土地や建物に対するご提案をしています。売買や建て替え、
賃貸利用やリフォーム工事により、持続的な利用が可能となります。
・太陽光発電など、クリーンエネルギーも積極的に導入しています。

・働きながら学ぶ人を応援しています。
・女性の管理職登用は50％を超えており、産休・育休も取得実績があります。

職種・管理職に性別の垣根はありません

福祉の支援・地域との
協力に尽力しています

・盲導犬や赤十字へ募金実施。
・宅建協会より表彰を受けました。
・横浜市と連携し、あんしん
入居事業に協力しています。
・近隣小学校のマーチング
バンドを支援しています。



ベイヒルズ税理士法人

「SDGs経営支援サービス」で地域の中小企業を100年企業に！

代表社員 岡 春庭
（おか はるにわ）

担当者：
業務推進課
海老原

私はSDGs推進役として、
企画運営、ホームページ
作成、渉外等を行ってい
ます。

ベイヒルズ税理士法人
住所:横浜市神奈川区栄町1-1

KDX横浜ビル6階
TEL:045-450-6701
URL:https://www.bayhills.co.jp

地域の中小企業に
財務と税務の安心を、
社員に働きがいと豊かさを

こんなSDGsに取組んでいます！

・異業種パートナー企業と連携してSDGsを推進
・定期的な地域清掃、学生の職場体験会を実施
・フレックスタイム・時差勤務等柔軟な勤務
・社員の健康促進イベントを開催
・省エネ・IT化でエネルギーをセーブ

SDGs経営診断
レーダーチャート

営利追求だけの経済活動は、社
会や環境に様々な弊害をもたらし
てきました。 自社も他社も社会に
も良い「三方良し」の取組みは、
携わる社員一人一人の心身の豊
かさにも繋がるものと考え、税理士
だからこそできるSDGs経営支援
サービスを提供しています。

株式会社中原建設

～地球に優しく 地域のための企業へ～

株式会社中原建設
代表取締役
中原 東植さん

中原建設では、働きやすい職場環
境を実現すべく公正な人事評価、
各種休暇制度、社内設備など、さ
まざまな社員の事情に柔軟に取組
んでいます。

工事部
石橋 範子さん

私たちの会社は従業
員数が7人です。小さな
会社だからこそ出来る
心の込もった取り組みが
あります。従業員一人
ひとりに合わせた雇用形
態を取り入れ、働きやす
い環境づくりに取り組ん
でいます。

株式会社中原建設
住所：横浜市南区中村町3-203-7

TEL：045-243-3304
URL：

https://www.nakaharakensetsu-
cons.com/

仕事もプライベートも充
実した毎日を。

こんなSDGsに取組んでいます！

中原建設は、魅力ある職場環境を実現すべく男女問わず全
ての従業員が仕事もプライベートも、そして子育てや介護中で
も働きやすい環境作りに取組んでいます。

興信工業株式会社

地域の環境のために、地元で生活する人たちのために、
働く社員のために100％力になる企業の実現

興信工業株式会社
代表取締役
辻村 淳一さん

最近報道で良く耳にするSDGｓで
すが、昨今では中学や高校でも部
活動として取り組んでいることを知り
我々中小企業でも出来ることがあ
るのではと思い取り組みを始めまし
た。今後はデザインセンターと連携
し地域の為また社員の為に力を尽
くしてまいります。

総務部 課長
大石 繁さん

当社ではSDGs活動
を取り組むことにより環
境問題や地域社会へ
の貢献はもちろん、社
内の女性社員の活躍
支援、そして全社員が
安心して働くことのでき
る職場の実現を目指し
ています。

興信工業株式会社
住所：横浜市西区伊勢町２丁

目９５番地
TEL：045ー241ー5454

URL：
http://koshinkogyo.co.jp/

安全な暮らしと働き甲斐
のある職場の実現

こんなSDGsに取組んでいます！

・環境美化を目的とした本社周辺の清掃活動
・女性活躍の支援、社員の能力向上
・道志村ボランティア活動に参加、市の水源保全活動を支援
・工事現場での歩行者通路のバリアフリー化
・産業廃棄物、フロンガスの処理

株式会社 石橋

横浜で創業百余年。こだわり水産練り製品を製造しています。

株式会社石橋
代表取締役 石橋矩久さん

大正３年創業、これからも地
元企業として安心安全で美
味な商品にこだわり、技術の
継承と品質管理、労務環境
の整備を行ってまいります。

取締役
阿部美和さん

社内を確認してみるとあ
たり前に行っていた事が
SDGsに繋がっている事
が分かりました。今後も
お客様に安心安全美
味しい商品をご提供す
る事を第一に、SDGs
の取り組みも進めていき
たいと思います。

株式会社石橋
住所：横浜市神奈川区神奈川１丁

目１－３６
TEL：045－441－2676

URL：http://www.yokohama-
ishibashi.com/

あたりまえを丁寧に行い、
「人が作る味」を大切に。

こんなSDGsに取組んでいます！

CO2削減効果がある設備への交換。人が作る味にこだわり過
剰製造による大量廃棄はありません。使用している米油は全
て廃油リサイクルへ。
労働時間や有給を管理し、健康経営に取り組んでいます。



インフラを設計し、人々の生活・未来を設計する。
そして社会資本への貢献を通して、SDGsの達成に取り組む。

当社は横浜にて下水道のインフラ整備を専門とする
コンサルタントとして、1963年に横浜工業設計株式会社
として創業しました。創業以来、地方公共団体のニーズに
誠実に対応してまいりました。その後、1991年に株式会
社コーセツコンサルタントと社名を改め、建設コンサルタント
として社会資本全般のインフラ整備に貢献できるようにと
業務拡大を図りながら、インフラ整備を通じて地域社会の
発展およびSDGsの目標達成に貢献してまいります。

当社は健康で良好な
水環境を始めとした生活
環境を創造し、地域社
会の発展に寄与してまい
りました。
これからも建設コンサルタ
ントとして、当社ができる
こと、社会課題を考えな
がら、事業活動に取り組
んでまいります。

住所：横浜市神奈川区鶴屋町三丁目
32番地13

TEL：045-323-0136
URL：https://www.kosetsu.co.jp/

インフラ整備や災害対策の
コンサルティング

こんなSDGsに取組んでいます！

建設コンサルタントとして上・下水道を中心に、
様々なインフラ調査・計画・設計を行なっています。
事業活動及び寄付活動を通じて、SDGsの目標達成に
貢献しています！

アーバントラスト有限会社

よりよい環境づくりのために リサイクル事業を通じ資源循環型社会の形成に貢献します

代表取締役
森谷 行秀さん

1990年の創業以来、廃棄物の適正な処
理とリサイクル率の向上を使命とし、住みや
すい地球環境づくりに貢献することを全社
員で共有し実行しています。SDGｓの取り
組みを通じ脱炭素や地域の文化・芸術活
動の促進にも貢献してまいります。

営業部
石山 真さん

SDGｓ推進のため、ま
ずは社内においてSDG
ｓへの理解を深め、社
員全員が共感し取組
みを行えるよう積極的に
行動してまいります。

アーバントラスト有限会社
住所：横浜市金沢区幸浦2-4-6

TEL：045-782-0039
URL：www.urban-trust.co.jp

健康で働きやすい職場環境への取り組み
リサイクル率を高める取り組み
積極的な地域貢献活動への取り組み

こんなSDGsに取組んでいます！

廃棄物のリサイクル率を高めるため取り組みの一つと
してお客様に対し分別講習を行っています。また、
フードロス削減のためのフードループの作成のご提案
も行っています。働く人ひとりひとりが健康で働きやす
い職場を目指し安全衛生管理や健康経営の取り
組みを行っています。地域清掃活動や献血活動、
募金活動など貢献活動を行っています。

株式会社 エフ・トレード

社員の健康を大切に！
女性も働きやすい環境作りに力を入れています

私たちは社会に貢献できる事業活動を目
標としています。
SDGsはもはや社会にとって不可欠な課
題となりました。
業界に先駆けて、この問題に正面から
向きあうことは、私たちにとってとても高い
ハードルですが、常に一歩,前を見据えて
将来につながる事業活動をおこない、良い
社会づくりに貢献をし続けます。

担当者:管理部SDGs担当 佐藤・近藤

今後は脱炭素社会の
実現に向けて、今私達が
できる事は何か？を考え、
新たな取組みに向けて
チャレンジを続けます。
社員の皆さんが前向きな
気持ちでこの活動に参加
できるよう心がけています。

株式会社エフ・トレード
住所：横浜市港北区新横浜3-13-6

新横浜葉山第3ビル7階
TEL：045-534-9811
URL：http://www.ftrade.co.jp

徹底した労務管理で効率良く業務を進めます
昼食補助で健康経営にもつなげています

こんなSDGsに取組んでいます！

・長時間労働の抑制－「WLB30制度」
今日行うべき業務が終了している場合に限り、終業時間を30分
早める事ができます
・昼食補助－不足しがちなビタミン摂取を推進するため、野菜スープ・
野菜ジュース・シリアルを常時設置し、無料で提供しています

株式会社エフ・トレード
代表取締役

中村正義



株式会社 ビルド

「住み続けられる街づくり」をめざして
地球温暖化対策・省エネ対策に取り組んでいます！

株式会 ビルド
代表取締役
三星 八江さん

テーマは・・・住み続けられる街づくり
平成27年に認定された 「株式会
社ビルド うちエコ診断実施機関」
環境省の「うちエコ診断ソフト」を使
用して、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
庭に合わせたオーダーメイドの対策を
提案させて頂きます。

担当者：
うちエコ診断士
上野 幸菜さん

私は「うちエコ診断士」と
してご家庭の省エネ対策の
ご提案をしています。
・・・ぜひHPから「家庭エコ
診断」を受診してくださいね。
わからないことがあったらス
タッフまで、お気軽にご相談
ください！

株式会社 ビルド
住所：横浜市緑区上山1-14-11

TEL：045-934-1589
URL：https://www.bild.co.jp

菊名ウォータープラザ1F
では省エネ機器を展示中

こんなSDGsに取組んでいます！

・省エネのことなら「ビルド」へ
・パソコンやスマホが苦手な方は、菊名ウォータープラザ1Fへ
「家庭エコ診断ソフト」が無料でお試しいただけます。

※

株式会社日本ハウジング

住まい探し・不動産事業を通してSDGsに貢献

株式会社日本ハウジング
代表取締役
岸岡 正治

お客様第一主義を掲げ、大倉山で
創業して35年。不動産の購入や売
却、賃貸やリフォーム、資産運用や
相続のご相談など、多方面から住ま
いに関するサポートをさせて頂いてお
ります。お客様目線・魅力的な街づ
くりを目指した結果がSDGsの理念
に合致するものが多く、認証を受け
るきっかけとなりました。

株式会社日本ハウジング
横浜市港北区大倉山2-4-13

TEL：045-546-1111
https://www.nihon-housing.co.jp

持続可能な街づくりを目指しています

こんなSDGsに取組んでいます！

・活用していない土地や建物に対するご提案をしています。売買や建て替え、
賃貸利用やリフォーム工事により、持続的な利用が可能となります。
・太陽光発電など、クリーンエネルギーも積極的に導入しています。

・働きながら学ぶ人を応援しています。
・女性の管理職登用は50％を超えており、産休・育休も取得実績があります。

職種・管理職に性別の垣根はありません

福祉の支援・地域との
協力に尽力しています

・盲導犬や赤十字へ募金実施。
・宅建協会より表彰を受けました。
・横浜市と連携し、あんしん
入居事業に協力しています。
・近隣小学校のマーチング
バンドを支援しています。

未来創造弁護士法人

福利厚生の一環として導入いただく 「 Law Room ロー・ルーム 」で
従業員様のお悩みを弁護士が解決！ウェルビーイングに貢献します。

未来創造弁護士法人
代表弁護士 三谷 淳

未来創造グループでは「日本中の
中小企業を応援する」ことをミッショ
ンに掲げています。私たちの経営理
念やミッションは、SDGsの目標と一
致するものと考えています。SDGs
を積極的に推進し、社会の持続的
発展に寄与してまいります。

担当者：
弁護士 野村 拓也
弁護士 佐々木 尊子

「SDGsへの取り組み」
プロジェクトチーム４名で
力を合わせて奔走してい
ます。 「話しやすい」と
言っていただけるフレンド
リーな弁護士なので、お
気軽にご連絡ください！

未来創造弁護士法人
横浜市西区北幸1-11-15

横浜STビル７階
TEL：0120-710-878

https://www.mirai-law.jp/

QR
コード

心の健康＝生産性UP
“無料お悩み法律相談“

こんなSDGsに取組んでいます！

・法に携わる弁護士として、人権問題にも取り組んでいます。
・「中小企業の経営を伸ばしていただく」ためのパートナーシップ。
・契約企業従業員の皆さまに、心の健康と働きがいを。・プライベートの悩みを解決し、幸せを実現

すること。また、仕事の生産性の向上に
つなげることを目的としています。

株式会社小野ファーム

環境にやさしい循環型社会への取組みを進めます！
地域の発展に役立つ会社を目指します

株式会社小野ファーム
代表取締役
小野 利和さん

会社のコンセプトとして、地元へ貢献で
きる企業を目指し牛の排泄物の堆肥
化、地元産品の積極的な活用、又都
市型農業として小学生の牧場見学、
工場見学に取り組んできました。
戸塚区にある牧場で毎朝搾乳した生
乳で造られたアイスクリームには、堆肥
を使って獲れた野菜果物を利用したも
のもあります。

行政での経験を生かし
てSDGsの全般的はとり
まとめをしています。 株式会社小野ファーム

住所：横浜市戸塚区上倉田町1408
TEL：045-881-3287

URL：https://www.yokohama-ice.com

食品ロスの削減に
取り組んでいます

こんなSDGsに取組んでいます！

・生パスタを製造している工場から出る規格外品を牛（約450
頭）の給餌に使っています。また産業廃棄物のビール粕、オカラも
利用しています。

・イスラム教の人々も食べられるHALALアイスクリーム
の製造販売をしています。
・食品衛生管理の国際規格であるFSSC22000に基
づいて学校給食へ安心安全なアイスクリームを届けて
います。

担当者：顧問
大友 晃さん



株式会社 日本地所

地域密着！不動産事業を通して出来る
SDGｓに取り組みます！

こんなSDGsに取組んでいます！

・働きながら学ぶ人を応援しています。
・女性の雇用を積極的に行っており、産休・育休も取得実績があります。
・採用時に学歴、経歴を問わず公平な立場で判断を行います。
・長時間労働（残業）の削減をしていきます。

働きがいのある、格差のない社会の為に

・活用していない土地や建物に対するご提案をしています。売買や建て替え、
賃貸利用やリフォーム工事により、持続的な利用が可能となります。
・生活保護やひとり親家庭など様々な人にとって住みやすく安全で安価な住宅供給を。

不動産価値を再生し、安価で安全な住宅供給を

株式会社 日本地所
横浜市瀬谷区南台２－１４－２

TEL：045-301-3311
https://www.nihon-jisho.co.jp

株式会社日本地所
代表取締役
益子 美智代

お客様第一主義を掲げ、瀬谷で創業して35年。不動産の購入
や売却、賃貸やリフォーム、資産運用や相続のご相談など、多方
面から住まいに関するサポートをさせて頂いております。お客様目
線・魅力的な街づくりを目指した結果がSDGsの理念に合致する
ものが多く、認証を受けるきっかけとなりました。

株式会社 オオスミ

海洋環境を守るため、マイクロプラスチック採取・分析を提供！
環境マガジンを発行し、脱プラやゼロウェイストを広める活動も

株式会社オオスミ
代表取締役
大角 武志

「私たちは 地球に暮らす人々に『安
全』と『安心』を環境面から提供しつづ
けます」 をミッションとし、地球環境問
題の解決に貢献することを目指してい
ます。
私たちは、環境分析・調査・コンサル
ティング53年という事業の強みを活か
すことで、持続可能な環境や社会の構
築に貢献します。

環境を全身で感じる
環境特化型研修
『KAMA CLASS』

住所：横浜市瀬谷区五貫目町
20-17

TEL：045-924-1050
URL：www.o-smi.co.jp

こんなSDGsに取組んでいます！

●マイクロプラスチック採取・判定・計測・写真撮影まで一貫対応
●脱・プラとゼロ・ウェイストに貢献したいとの想いで環境マガジン
『ZERO CHRONICLE』を年2回 夏至と冬至に発行

湘南のビーチクリーンを
はじめエコ的社会見学、
ワークショップや座学を
通じてSDGsを学ぶ、
丸一日のイベントも
はじめました！

株式会社ロフトシステムズ

地球温暖化対策をテーマ、
多世代の方が協力して従事できる組織を目指します。

代表取締役
塚本 崇さん

主には再生可能エネルギー機器の
普及促進を行う事業活動を、年
代や性別、本業・副業など様々な
異なる立場を超えて協力して行い、
持続可能な地球環境保護へ貢献
する事が、同時に全ての人の健康
的な生活の確保や経済活動につ
ながる組織を目指しております。

弊社では、現在
全従業員の64％が
女性、また同48％
が60才以上の方々
で組織されており、
Co2削減へ向けた
本業の取り組みに
働きがいを持って取
り組んでいただいて
おります。

株式会社ロフトシステムズ
住所：横浜市中区扇町2-4-2

横浜関内京浜ビル401
TEL：045-227-6227

URL：
https://www.loftsystems.jp

「未来の地球環境への貢献」と、「働きがい・
経済成長」が両立できる組織を目指し、多
世代雇用の確保に取り組んでいます。

こんなSDGsに取組んでいます！

これからの未来を担う若年層からシニア世代まで幅広くの方々
に「No.7エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」の共通テーマ
のもと、働きがいと経済成長につなげてもらいたいと考えます。

ニイガタ株式会社

ひと・地球・科学が調和した豊かで明るい未来を創ります

代表取締役社長
渡辺 学

SDGs未来都市・横浜の実現を目指し
自らもステークホルダーとして
脱炭素社会に貢献するため
また新たなエネルギーが
誰でも当たり前に利用できる
世の中の実現に向けこれからも
挑戦し続けたいと思います。 プロジェクトリーダー

技術営業ユニット 橋本 真

私は「脱炭素社会」の実現に
向けたエネルギー関連の
実験装置、試験装置を

提案、設計、製作しています。
これからの日本、世界をつくる

新エネルギーの開発に
日々考えを巡らせています！ ニイガタ株式会社

横浜市鶴見区駒岡2-12-5
TEL:045-580-3181

大気・水質・土壌の汚染防止や浄化に
つながる活動をサポートしています。

こんなSDGsに取組んでいます！

光触媒を使った水素の製造や、水素燃料電池車の基礎実験など
未来につながるクリーンエネルギーの開発実験を支えています。
“水大国”日本において「水からエネルギーをつくる」ということは
エネルギーの可能性を無限に広げてくれます。

リアクターパネル
出典:経済産業省エネルギー庁



ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

Journey to Tomorrow
必要なことだけでなく、社会のために良いことを

開業当初（1991年）より広く環境保護および地域
社会に貢献することを目的として設立した“Good 
Earthkeeping（グッド・アースキーピング）委員会”
を中心に、ホテル周辺エリアの清掃や海洋環境保護
活動、ボランティア活動など 『目の前の、できることか
ら』の実践を目標に、日々活動を展開しています。

ヨコハマ グランド
インターコンチネンタル ホテル
横浜市西区みなとみらい1-1-1

TEL：045-223-2222（代表）
URL：https://www.icyokohama-

grand.com

エネルギー消費削減への取り組み
こんなSDGsに取組んでいます！

・使い捨てバスアメニティをポンプ式大型ボトルへ変更
客室において、バスルームの小型アメニティを撤去し、バルクサイズ
（ポンプボトル）のアメニティを導入しています。
・客室におけるリネン不交換の実施
連泊のお客様にリネン類の再利用を呼びかけることにより、水の節
約や洗剤による水質汚染の減少を図っています。
・照明のLED化
・プラスチックストローの使用廃止
・環境に配慮した包材の使用

株式会社横浜エージェンシー＆コミュニケーションズ

エバラ食品グループで培った食というストロングポイントと横浜・神奈川
でのリレーションシップをもとにお客様と消費者を美味しいコミュニケー
ションで結びます

地域共創の視点から補助金等を活用
した、横浜市の観光創出、商店街の
活性化に取組んできました。観光では、
外国人インフルエンサーによるSNS情
報発信、商店街では、野毛本通り会、
横浜弘明寺商店街協同組合において
Goto商店街の実施をしております。

(株)横浜エージェンシー
＆コミュニケーションズ

住所：横浜市西区みなとみらい4-4-5
横浜アイマークプレイス14階

TEL：045-640-3434
URL：www.yokohama-agc.com

宮ケ瀬湖周辺地域における
特産品の開発販路拡大事業受託

こんなSDGsに取組んでいます！

「宮ヶ瀬湖周辺地域における特産品の開発等及び販路拡大」
に係る企画運営業務を受託。宮ヶ瀬グルメ「宮ケ瀬和フィン」を
インフルエンサー「yuka*cm」さんによるメニュー開発、地元企
業の「オギノパン」で製造・販売をコーディネートしました。

担当者：
新規営業部長
田崎 博人さん

こんなSDGsに取組んでいます！

・環境整備の支援手当を支給し、積極的にテレワークを活用。
・オフィスのフリーアドレス席を増設。

株式会社ジェイエスピー

Smile Engineeringでお客様も社会も社員も笑顔に！
こころとからだを健やかに 多様な働き方を実現

株式会社ジェイエスピー
代表取締役
稲田 彰典さん

株式会社ジェイエスピーは、
IoTセンシング技術を中心とする
システム開発を行っています。
当社の技術をもとにお客様の
DX推進を支援し、事業を通じて
持続可能な社会の実現に貢献
してまいります。

今後も継続して
心身ともに健康に
働ける会社づくりに
取り組みます。

テレワーク中の健康維持に
会話と運動を楽しく促進

・社員が気軽に会話できるオンラインスペースを開設。
・よこはまウォーキングポイントを活用し散歩を推奨。
散歩中に撮った写真を社内チャットで共有し、交流
の場としている。

担当者：
経営企画部
吉原 優衣さん

株式会社ジェイエスピー
住所：横浜市西区高島2-6-32
TEL：045-444-3470
URL：https://www.jspnet.co.jp

柔軟に働く場所を選択できる
職場環境を整備

#横浜新生活部 にて
紹介していただきました。

株式会社ワイエスシー

株式会社
ワイエスシー
取締役副社長

小泉友里

スマホ＆ケータイの安心・安全な提
供を心がける中コロナ禍ではスタッ
フの発案によりワクチン予約のお手
伝いをさせて頂きました。こうした事
例に社内全体の地域貢献や
SDGsへの取組意識の向上を感じ
ております。モバイルにとどまらず省/
再生エネルギーやIoT機器のご提
案を通してこれからもSDGsの取組
を実践して参りたいと思います。

弊社では昨今の人口減や
働き方改革への対策ならび
に脱炭素社会における燃
料安定供給の一環として
IoT技術を用いて効率化を
図り持続可能な配送業務
を実現しております。

株式会社ワイエスシー
住所：横浜市西区みなとみらい

2-3-5 ｸｲｰﾝｽﾞﾀﾜｰC13F
TEL：045-227-5711
URL：http://ysc.jp

QR
コード

積極的な設備投資
“省エネ∞再エネ“＋自社IoT

こんなSDGsに取組んでいます！

・弊社運営ショップの照明をＬＥＤ化
・地域の金融機関や企業と提携した地元密着営業
・製品・サービスを通じた社会課題解決のご提案

①自社製品【みるタンク】
②提携先との自家消費型太陽光発電の推進 etc

策

ａｕショップ運営とソリューションサービスで皆様のライフデザインを快適に！
個人様も法人様も地域密着・地域貢献の気持ちで担当させて頂きます

https://www.jspnet.co.jp/
https://youtu.be/XinrkEsXqfo
https://youtu.be/XinrkEsXqfo


人の森株式会社

「地球に調和を。社会に豊かさを。人々に幸せを。」 をスローガンに採石事業、
フィットネス事業、インフラ整備など幅広い分野から人々の暮らしを支えます。

人の森株式会社
住所：海老名市中新田 1762

TEL：046-233-2511
URL：https://hitonomoricorp.jp

採石跡地の緑化活動

こんなSDGsに取組んでいます！

・敷地内で種子を採取し育成した苗の植栽(遺伝子かく乱防止)
・『森の育み活動』の実施（間伐・整備）
・落葉樹を中心とした植栽（川や海へ流れる水が栄養を含み、
豊かになる。）

・地域の農家(生産者)との連携
・小学生の交通安全活動の一環で
見守り登校や交通安全教室を実施
・地域の清掃活動

住み続けられるまちづくり

・健康マイレージ制度の確立と運用
・社内全面禁煙への取組
・食生活への取組（食事バランス・食材選び）
・健康ウォーキングやヨガ教室の実施

「健康」について考える
環境づくり

地球の未来を紡ぐ委員
：滝澤・伊場・森尾・石川

私たちは、「地球の未来を
紡ぐ委員」として、社内にお
いてSDGsへの理解を深め
る取り組みや、未来の地球
を想った活動を推進します。

12の部署があり幅広い専門性を有してい
ます。それぞれの部署が未来のあるべき姿
を掲げながら、幅広い視野で課題を解決し
ていきます。SDGsの取り組みを通じて、社
員の健康・脱炭素・地域社会の発展に貢
献してまいります。

横浜油脂工業株式会社

環境に配慮した製品づくりで快適な暮らしを支えます。
ケミカル・食品関連製品を通じてSDGsへ取り組むメーカーです！

横浜油脂工業株式会社
代表取締役
本多 秀夫 さん

創立９０余年、ケミカルメーカーとして、
『環境配慮品』 『食品素材の機能化』
をモットーに、ニッチ分野に専門特化した
問題解決を中心に、研究開発・製造・
販売をしています。
グローバル時代、 SDGsの導入により、
社会貢献できるチャンスが来ました。
全社員で、身近な課題から取り組み
始めています。

担当者：
SDGs推進委員
環境化学品事業部
神田橋 輝人さん

SDGs推進委員
としてSDGs活動
の社内周知、社内
外の情報発信を
日々行っています。

横浜油脂工業株式会社
住所：横浜市西区南浅間町

１番地の１
TEL：045-311-4701

URL：http://www.yof-linda.co.jp/

環境配慮した製品、健康素材の水溶化・
粉末化製剤の開発・販売

こんなSDGsに取組んでいます！

・マイクロプラスチック不使用の手洗い洗剤、
生分解性70%以上の洗浄剤の製造販売。
・健康素材の水溶化、粉末化技術で、摂取
しやすい栄養ニーズに対応した商品開発。

株式会社江田商会

私たちは”世の中に役立つ技術”を
様々な研究機関や検査機関に提供する事で、社会に貢献していきます

株式会社 江田商会
代表取締役
原田 義富さん

事業をスタートするきっかけになった
のは、・・・・・理化学機器のコン
サルティング営業から環境問
題の改善に通じると考えたか
らです。また、SDGsに取り組
むことで企業統治や人材育成、
働き方改革への意識向上に期
待出来ると思いました。

担当者：
営業部
日高 大輔さん

私は「SDGs推進」運
営のプロジェクトリーダー
です。・・・本業そのもの
がSDGｓに直結してい
ます。私達が提案する
機器等の導入により、
世の中の役に立つ事に
繫がるがるので、常にや
りがいを感じています。

株式会社 江田商会
住所：横浜市港北区新羽町

284番地
TEL：045-532-1001

URL：http://eda.co.jp

理化学機器で研究開発
をサポートします

こんなSDGsに取組んでいます！

大気・水、土壌等の環境監視、保全、改善。
新エネルギーの実用化研究、新材料開発など、
これからの世の中に必要な技術革新に役立つ機器の
提案、販売を行っております。

株式会社大船住研

災害に強い住まい創りを通して、地元に住み続けられるまちづくりへ貢献
できる企業を目指しています

株式会社大船住研
代表取締役
畠山 圭造さん

弊社で新築工事をされた施主様を
通してCSRと関わり、まずはSDGs
に取組むことに致しました｡地震や
気象災害に強い住宅を提供してお
ります。地元の工務店としてお役に
立てるよう､ひとつひとつ進めてまいり
ます。

私は当社の「SDGs啓
蒙係」としてイベントを通
して呼びかけ等を行って
います。地域の皆様に
興味をもっていただけれ
ば幸いです。見かけたら
ぜひお声かけくださいね。

株式会社大船住研
住所：横浜市栄区小菅ヶ谷

2-43-13
TEL：045-893-3699

URL：http://www.o-jk.co.jp

こんなSDGsに取組んでいます！

・住宅地内にある栄上郷営業所には雨水貯留タンクと仮設便
所を設置し、災害発生時の断水時でも再利用水で利用可能。
・太陽光発電及び蓄電池を設置｡停電時には仮設充電所と
して５０台程度の携帯電話の充電に対応可能｡

住まい創りから
地域､そして世界へ



株式会社ブルーコンパス

女性の活動の可能性を大きく広げ社会を豊かにする拠点を作りました。
ライフスタイルに関わらず、全ての女性が参画できる社会を実現します。

株式会社ブルーコンパス
代表取締役
蜂谷 詠子 さん

私達の願いは、ライフスタイルによってキャリアが中
断することなく、すべての女性が持続的にキャリア
を構築し、他者と関わり続けることができる社会
を作ることです。そのためにライフスタイル問わず、
すべての女性が自身の想いや経験を形にした持
続的な活動で社会参画できるよう、起業やキャ
リアアップを支援し自立するための能力育成を
行っています。今現在、社会に参画できていない
人も、起業やその他の活動を通じ、 誰もが必要
とされ活躍できる”活性化した” 地域を実現し、
経済を発展させていきます。

取締役
小林 コトミ さん

『地域の女性と一緒に街を盛り
上げたい！』と考えている行政・
企業の皆様へ。
私達は、女性が社会と関わり地
域で活動するための、女性起業
家創出やコミュニティづくりのワー
クショップ・イベント開催を得意と
しています。
是非私達に、地域活性のお手
伝いをさせてください！

株式会社ブルーコンパス
住所：横浜市西区平沼1-40-1

嶋森ビル８階
TEL：045-532-4192

https://bluecompass.co.jp/

QR
コード

女性が安心して活動
できる‘場所’を運営

こんなSDGsに取組んでいます！

・女性専用コワーキングスペース
・バーチャルオフィス
・女性起業家育成/コミュニティ
・女子専用学習塾
・女性起業家イベント

株式会社シティコミュニケーションズ

総合エンタテインメント事業を通じて、ワクワクを“カタチ”に！
笑顔あふれる店舗づくり、会社づくり、街づくりに取り組みます。

SDGｓ推進委員会
委員長 下風能太郎

各店舗で以前から自然発生的に
様々な取り組みが実践されており
ました。推進委員会を通じて、社
員一人一人の小さなワクワクをカタ
チにしていくことで、地域に愛される
店舗づくりに挑戦していきます。

担当者：
広報室
羽根田 幸

毎日更新のWeb社
内報などを通じて啓発
活動を。各現場の取り
組みや活動紹介を社
内外へ発信しています。 株式会社シティコミュニケーションズ

住所：横浜市神奈川区鶴屋町
3-33-8 アサヒビル3F

TEL：045-290-1790
URL：https://www.city-

s.co.jp QR
コード

社員･PAが主役、
笑顔溢れる街作りを！

こんなSDGsに取組んでいます！

地域清掃活動、福祉施設への寄付、避難場所の提供など、
店舗単位で地域とのコラボレーションをカタチにしています。
多数展開する事業の枠を超え、関わるすべての社員･PAが自
発的に行動しています。

有限会社 峯岸工務店

職業を通じて地域社会に貢献をする !!

代表取締役
峯岸 博之さん

弊社は、1961年6月に現在地で
営業を開始し、今年で61周年とな
りました。今後も社員の教育と共に、
今一層の事業展開を行い、顧客
のの方々や地域の皆様のお役に立
てる会社経営を目的とした地域社
会に貢献出来る会社として社会か
ら認められるよう努めております。

有限会社峯岸工務店
住所：横浜市磯子区杉田四丁目７番３３号

TEL045-771-3181
URL https://minegishi-koumuten.jp/

住民の方が
住み続けられるまちづくりを

こんなSDGsに取組んでいます！

清掃作業 除雪作業

株式会社シンサナミ

100年企業を目指してカーボンニュートラルに全力で取り組み
地域の皆様とともに環境にやさしい住みやすい街づくりを。

代表取締役
岩下さん

販売促進課
小西さん

横浜市旭区鶴ヶ峰2-5
TEL：0120-800-373
https://www.shinsanami.co.jp/

こんなSDGsに取組んでいます！
必要なエネルギーを
カーボンニュートラルに

会社で使うエネルギーは、カーボンニュートラルLPガス、
太陽光発電パネルを導入して脱炭素化に
取組んでおります。地域のお客様には、カーボン
ニュートラルLPガスや環境にやさしい省エネ商材をご
提案、ご利用いただいております。

当社は60年以上にわたり地域の皆様にLP
ガスをご利用いただいております。災害に強
い分散型エネルギーの強みを活かし、地域
の暮らしを支えてまいます。また、持続可能
社会実現に貢献するため、再生可能エネ
ルギーとの共生やIoT・AI等の先進的ス
マート技術を積極的に導入して低炭素化
社会に向けた取り組みも進めてまいります。

ショールーム「インフォ
プラザ」では【料理教室】や
「ヨガ」「パン」「フラダンス」
「ブティ」等の講座も開催さ
れており、地域のみなさんの
交流の場としてご利用いた
だいております。



ジェーピーエス製薬株式会社

漢方薬を通じて人々の健康と社会に貢献します！！

ジェーピーエス製薬株式会社
代表取締役社長 小林誠二さん

担当者：総務部兼システム部
南博数さん

栃木工場と連携して
SDGsに取り組んで
います。栃木工場で
は、排水の微生物処
理や、生薬の搾りカ
スの再利用を行って
います。
活動内容は弊社HP
で公開していますので、
是非ご覧ください。

ジェーピーエス製薬株式会社
住所：横浜市都筑区東山田4-42-22

TEL：045-593-2050

こんなSDGsに取組んでいます！

ジェーピーエス製薬は、漢方薬を
造り続けて60年以上になります。
高品質な漢方薬を造るためには、
自然の恵みを最大限に活かさな
ければなりません。それはSDGs
の考えと通ずるところがあります。
これからも、漢方薬を通じて
SDGsに貢献します。

高品質な漢方薬の安定供給による
健康増進と、自然と調和したライフ
スタイル浸透に取り組んでいます。

日機道路株式会社

独自の視点、技術によって環境問題の解決を目指します！
❝ わたしたちにできることを今はじめよう ❞

日機道路株式会社
代表取締役
中山 勝さん

長年にわたり、新横浜町内会にお
いて理事及び美化環境部として参
加し、新横浜公園内の花壇の花
植え及び管理、また町内会と共に
ハマロードサポーター活動を行って
います。横浜グッドバランス賞を取
得、男女がともに働きやすい職場
作りを目指しています。

担当者：
営業部 太田さん

私は、SDGsの担当をし
ております。わたしたちに
できることを積極的に取り
組み、社会的課題に向
き合いながら、これからも
活動していきたいです！

日機道路株式会社
住所：横浜市港北区新横浜

1-13-3
TEL：045-472-8111

URL：https://www.nikki-
douro.co.jp/

こんなSDGsに取組んでいます！

・公共インフラ整備工事を継続的に行い、社会的インフラ
整備に貢献しています。
・地震・台風・大雪などの災害時には復旧作業に緊急出
動し、地域社会を支えています。
・はまっ子防災プロジェクトのパートナー企業として中学生
の未来を守る活動をしています。

建設業の使命として
環境に配慮した街づくり

日本テクニカル・サービス株式会社

働き外のある環境づくりと、事業活動を通じた地域貢献・
住みよいまちづくりを目差しています！

長年にわたりお客様の要求に対応することで培わ
れた技術力を活かし、電気工事･電気通信工事
に係る分野にビジネスを展開しております。
このようなビジネスを通じて、SDGs目標に寄与す
る事業活動事例が数多くあり、人間･社会･地球
環境の持続可能な発展の実現に向け、これから
も付加価値を提供し続けてまいります。

日本テクニカル・サービス株式会社
住所：横浜市港北区菊名7-3-16

TEL：045-432-1830
URL：https://nitteku.co.jp

R

感染症対策として除菌用
UV照射器を導入しました。

こんなSDGsに取組んでいます！

・従業員やお客様の健康維持の為、受付や会
議室・応接室に有人環境でも使用可能な除
菌用UV射器「UVee」を導入、クリーンな
環境づくりに取り組んでおります

・自社への導入と同時に販売取扱い開始
しました！

事業を通じて持続可能な安心・
安全の街づくりに貢献

・街頭監視カメラの設置により地域防犯に貢献
・携帯電話基地局設置などのインフラ拡充
・鉄道ホーム柵の設置による安全な交通
インフラの実現に貢献

大光ルート産業株式会社

インフラ整備、魅力ある都市づくりに積極的に貢献します！

大光ルート産業株式会社
代表取締役

大島 紀夫 さん

当社は昭和48年に設立し、以来
「基本を忠実に一歩一歩前進し、
社会に貢献する」をモットーに活動
しております。
SDGｓ活動を通して、持続可能
な社会の実現に貢献してまいりま
す。

担当者：
取締役
今井 恵三さん

私はSDGｓの担当と
して、SDGｓ活動の社
内啓蒙や、社内外への
情報発信を行っていま
す。

大光ルート産業株式会社
住所：横浜市神奈川区羽沢町

1233-17
TEL：045-383-1662

URL：http://www.t-route.com

こんなSDGsに取組んでいます！

・プラスチック段ボールを回収、リサイクルへ
CO2の排出削減になります。

・社屋の照明をLED化
・環境に配慮した包材を作成・使用



株式会社CosmoBridge (CGK International School)

生徒、先生、保護者と全体の意識改革となるレッスンを！

横浜でインターナショナルスクールを運営しています。
幼少期からの教育が子どもたちに与える影響は大
きい為、英語教育に主眼を置くのではなく、より包
括的な全人教育に力を入れています。SDGsの目
標実現における教育が果たす役割は非常に大き
いと感じており、社会へ良い影響力を持ち続けられ
るよう、これからも教育を通してSDGsに取り組んで
参ります。

実際にゴミ拾いのよう
な実践的な活動も取
り入れることで、子ども
たち自身が学んだこと、
感じたことを他者と共
有し合う機会を作るよ
うにしています。体験
を通してレッスンを受け
身的な姿勢ではなく、
より主体性を持って学
びを深めていけるよう
に、工夫をしていくこと
が求められます。

株式会社CosmoBridge
住所：横浜市中区太田町6-75
関内北原不動産ビル2階
TEL：045-222-6467

URL：https://cgkis.com

環境問題から多様性など
様々なレッスンを実施

こんなSDGsに取組んでいます！

・海洋プラスチックや森林伐採のレッスン、地域
ゴミ拾い活動
・すべてのこどもにワクチンを：ペットボトルキャッ
プ回収活動
・母の日、父の日の代わりにFamily Weekを
設定ー様々な家族の形のインクルージョン
・Pride month：トランスジェンダー保育士を
ゲストに招き、性別に関する当たり前を見直す

年長クラス担任/SDGs担当
Ms.Nahoko

株式会社ワンアンドオンリー

バスやトラックなどの空気抵抗を削減するケミカルを開発
いまある車輌の燃費を改善してCO2を減らす環境に優しい取り組みへ

株式会社ワンアンドオンリー
代表取締役
河合 淳さん

最高速やタイムを追い求めるレー
スの現場からスタートしました。
飛行機レースの世界チャンピオンも
使用！
空力を改善できるということは、燃
費や静粛性に貢献できるということ
に着目。エンジンが電気や水素に
なっても、モノが移動する限り使い
続けられる技術です！

現場に即した施工を
事業者様と一緒に検
証・検討しています。
作業工程を増やさず、
働き方や新しい労働力
を取り込める機会作りに
も役立ちます！

株式会社ワンアンドオンリー
住所：横浜市港北区新羽町

4046番地1
TEL：050-8880-1357

URL：http://oneandonly-jp.co.jp

摩擦で発生する静電気を
除去するケミカルを開発しています

こんなSDGsに取組んでいます！

・空気や道路と摩擦して、移動中常に発生する「静
電気」 これが空気抵抗を起こしていることに着目
・放電するケミカル塗布で移動時の燃費・CO2削減
を実現

株式会社MIND

フードロスゼロを目指して
“もったいない”をあくなき追及します

株式会社MIND
代表取締役
井上大右

取引企業様やお客様との信頼を大
切にしつつ、国内外の豊かな暮らし
と食を「守り・育て・進化」させ続ける
取り組みを積極的に推進してまいり
ました。さらに、SDGsの17の目標と
169のターゲットの課題を常に意識
し、事業活動を進めて参ります。

担当者：五十嵐節馬

私は炭酸カルシウムを
使用し環境負荷を低
減するエコリーン包装や
楽しく学ぶＳＤＧｓカ
フェでジュースや子どもス
イーツを実現し、気づき
と行動が皆さんに広がる
スイッチづくりに注力中。

MIND株式会社
住所：横浜市鶴見区大黒ふ頭
15番地1(ユニエックス大黒物流セ

ンター3階)
TEL：045-633-8627

URL：

規格外品のフルーツの活用

こんなSDGsに取組んでいます！

株式会社MINDは冷凍原料の選別加工を行っております。
その工程から発生します規格外品（B品）を第２次利用し、子
どもたちの食育支援や地域のコミュニティサロン支援、BIOSISで
の加工品製造＆販売をしています。

行政書士法人望月事務所

女性スタッフも活躍！企業の法務事務を丁寧にサポートして
「みんなが幸せになれる会社」を育て、応援します

行政書士法人 望月事務所
代表社員 望月 亮秀さん

当事務所は創業40年を迎えます。
これまで、横浜市民の皆様の経営・
法務にかかるお悩みに対応してまいり
ました。社労士事務所ほか士業との
提携があり、行政手続のワンストップ
サービスを目指し、SDGsに取り組ん
でゆきたいと考えております。

法令を分かりやすく市民にお伝え
さまざまな行政手続をサポート

こんなSDGsに取組んでいます！

契約書などの法定書類の作成には、多
くの法令を考慮する必要があり専門的な
知識が必要な場合が多々あります。それ
らの書類の作成から、各行政庁への申請
手続きをお手伝いしております。市民の皆
様が公正に不平等なく、行政手続や企
業経営を行えるようサポートしております。

子育て中の女性が
活躍する職場です

職員は女性比率が高く、保育
園のお迎えなどの子育てに配慮
して、業務のIT化やテレワークを
導入し「ワークライフバランス」を
達成できる職場環境作りを目指
しております。

住所：神奈川県横浜市神奈川区
鶴屋町3-29-9

タクエー横浜西口第6ビル6階
045-313-6188

https://www.
o-mochizuki.jp/

https://cgkis.com/


公益財団法人 世界こども財団

スポーツを通してアフリカ、アジアの青少年を支援！
世界のこどもたちを笑顔に

公益財団法人 世界こども財団
理事長 土屋 恵三郎さん

2022年6月に理事長に就任しまし
た。世界こども財団は、創設者の故・
宮澤保夫氏が未来を担う若者への
願いを込めて活動を続けてきた団体
です。さらに支援を広げ、こどもたちの
笑顔に出会えるよう、想いを繋いでい
きます。

担当者：
事務局
ケセテ・ハブテシオンさん

私自身が世界こども財団のプ
ログラムでスカラシップを得て、エ
リトリアから来日しました。昨年
日本の大学を卒業し、現在は
後輩たちの生活、学習、陸上
競技をサポートをしています。
それが日本の皆さんへの恩返し
につながると信じています！

公益財団法人 世界こども財団
住所：中郡大磯町国府本郷

1805-2
TEL：0463-74-5359

URL：http://www.fgc.or.jp

未来を担い、架け橋
となる人材を育成!

こんなSDGsに取組んでいます！

・スカラシッププロジェクトで、スポーツと勉学に励む青少年を
アフリカ、アジアから招待するスカラシップ・プログラム
・将来、彼らが祖国と日本の架け橋となってくれることを願い、
活動を続けています

杜企画 株式会社
代表取締役
池田 稔仁さん

建設会社として地球環境のことを
考慮し、一昨年ISO14001を取得。
更に地域の皆様が安全にそして
明るく、幸せに過ごせるお手伝いが
したいと考え、SDGsへの取り組みを
本格的にスタートしました！
小さな事からコツコツと社員一丸と
なってSDGs活動を積み上げて
いきたいと考えています。

担当者：
取締役
渡邊純子さん

Y-SDGsの取組と業務
の連携に努め、協賛イ
ベントにスタッフ参加し
「防災・減災」の啓蒙
や地域の方とのコミュニ
ケーションに取り組んで
います。

杜企画株式会社
住所：横浜市港南区上大岡西
1-13-8大樹生命上大岡ビル2階

TEL：045-845-9130
https://www.mori-kikaku.co.jp

地域の防災、美化を
大切によりよい建設を

こんなSDGsに取組んでいます！

・ハード面では耐震補強工事、ソフト面では防災・減災
イベントに協賛し、災害に強い街づくりに努めています。
・ごみ拾いアプリ「ピリカ」を利用し、ヨコハマクリーンアップに
日々取り組んでいます。

杜企画株式会社

建設を通して、安全・安心の未来の街づくりを！
清掃・防災活動、防犯パトロ－ルできれいで安心できる地域のお手伝い！

NPO法人ぎんがむら

地域とのつながりを大切にしてコミュニティを活性化！
一人ひとりの持ち味を活かした活躍の場を提供

NPO法人ぎんがむら
理事
川本 桂子さん

子育てにより良い環境、仕組みづく
りを考え、保育、子育て支援の場
づくりに力を注いでいます未来を担
い、生きていく子どもたちが幸せにな
る社会を目指し、親子に寄り添い、
地域社会の中で関わる方々と共に
考えていきたいと思います。

地元の農家さんと連携し
た収穫体験や地域の
イベントに積極的に参加
しています。

NPO法人ぎんがむら
住所：横浜市保土ケ谷区峰岡町3-417

TEL：045-489-4701
URL： https://www.gingamura.jp/

女性の起業支援の場や
生涯学習機会の提供

こんなSDGsに取組んでいます！

・保土ケ谷区内で初となる乳幼児一時預かり施設運営（坂本町）
・地域の親子の居場所、親と子のつどいのひろば運営（峰岡町）
・コミュニティスペース憩いと学びの空間「ほっと」運営（天王町） 他

有限会社ぎんが邑RIV総合研究所

女性のチカラを活かして20年！
地域のニーズに応え子育て支援を軸としたサービスを提供

有限会社ぎんが邑RIV総合研究所
代表取締役
望月 聖子 さん

少しでも社会につながって自らの持
てる力を用いようと思う女性達を中
心に、保育・子育て支援事業の就
業機会創出に力を注いできました。
これからも地域で一人ひとりが輝け
る場所とサービスを生み出していき
たいと考えています。

地域に根ざした福祉サー
ビスを提供しています（保
育園運営・デイサービスの
給食事業等）

有限会社ぎんが邑RIV総合研究所
住所：横浜市保土ケ谷区峰岡町3-417

TEL：045-489-4701
URL：https://www.gingamura.jp/

子育てと仕事の両立を
会社全体でバックアップ

こんなSDGsに取組んでいます！

・ライフステージに合わせた働き方が選択できます。
・育児や介護をしながらキャリアや経験を積むことができます。
・社会とつながり生きがいにつなげます。



株式会社キョーワハーツ

デジタルとリアルを融合させた日本品質のものづくりを
世界に発信します！

株式会キョーワハーツ
代表取締役 坂本悟

5年前から社内のDX化・IoT化を
推進し、現場に浸透しています。今
後もデジタル化・IoT化による継続
的改善を行う中で、新しい仕事の
スタイルを作り出し、「健康経営」お
よび「多様な働き方」を推し進めて
まいります。

株式会社キョーワハーツ
住所：横浜市港北区高田西1-5-1

TEL：045-593-6116
URL：https://www.kyowa-

hearts.com/

デジタルを活用して
働きやすさの実現を！

こんなSDGsに取組んでいます！

これまで手間のかかっていた作業日報をスマホのアプリを導入し、
ペーパーレス化しました。アプリの情報がクラウドでリアルタイムに
共有できるため、人時生産性がアップし、2年前に年間休日を
113日から125日に増やしました。

※

地域社会の
製造業をもっと身近に！

地域の小学生を対象に、年
に一度工場見学を行ってい
ます。コロナ禍になってからは、
オンラインで工場と学校を繋
いだオンライン工場見学も実
施しました。

特定非営利活動法人 舞岡・やとひと未来

人と人、人と自然をつないで
自然体験・農文化体験を通して、生物多様性の保全を！！

谷戸の自然と原風景を維持保全
し、次世代につなげて行くためには、
より多くの市民との協働による自然
体験・農文化体験活動が欠かせま
せん。そこでその担い手となる登録
ボランティア・体験ボランティア・教育
機関等の参加者の積極的な受け
入れを行っています。

人にも生き物にも
優しい谷戸の景観を

こんなSDGsに取組んでいます！

・

理事長
草間敏保さん QR

コード
QR
コード

認定NPO法人
舞岡・やとひと未来
住所：横浜市戸塚区

舞岡町1764
TEL:045-824-

0107
URL:http://maio

ka-koyato.jp/

生物多様性保全の
ための里山循環を実
施し、舞岡公園式無
農薬有機栽培と谷戸
の地形を生かした管理
により、里山モデルとな
る環境や活動を維持
運営をしています。

株式会社 ヨコハマシステムズ

ITの力で世界の笑顔に貢献したい！
災害対策・復興支援で培った技術を生かし、横浜から世界を元気に！

弊社は横浜で今年、創業35周年を迎えました。
横浜市小学校校務システムの構築・運用などを通じ
て、横浜市のDX推進に寄与するとともに、横浜市とそ
こにある社会と人に助けられる形で現在まで成長してく
ることができました。また、横浜市と弊社支店のあるコー
トジボワールのアビジャン市は姉妹都市でもあります。
35周年を機にIT企業としての取り組みとは別に、
社員一人一人が意識を持って「地球温暖化の抑制を
目指す企業になる」ことも社内目標に
掲げ取り組んで参ります。

こちらはアフリカの
コートジボワール・アビジャ
ンにある弊社支店です。
アビジャン穀物港建設事
業において入退場システ
ムの提案や人材紹介を
通じ、途上国インフラ整
備に貢献しております。

・岩手県宮古地区津波被害により発生した大量の瓦礫の運搬処理
のための「災害廃棄物運搬重量管理システム」の提供。
・高齢者など情報弱者が安心して暮らせる仕組みとして災害時に
自動でテレビよりアナウンスが発信されるプッシュ型システムの構築。

災害設備、情報弱者福祉
発展途上国インフラ整備

こんなSDGsに取組んでいます！ 介護関連事業
女性の活躍推進

・昨今の介護人材不足の取り組みとして、
介護記録システムの開発、正規直雇用を推進
する介護人材紹介事業を新たに立ち上げました。
横浜市役所の方と

株式会社ヨコハマシステムズ
住所：横浜市西区北幸2丁目6-26 

HI横浜ビル 8F
TEL：045-323-4300
FAX：045-323-4301
URL：http://ysco.net/

株式会社ナミックス

製造業を次世代の憧れの職業にしたい！
アライ宣言をして雇用の多様性を推進！

シャンプーや化粧水などの容器に中身
を入れる機械(充填機)や、キャップを
自動的に締め付ける機械(キャッパー)
などを設計・製造・販売しています。
私たちは機械の販売を通じて、
コスメや医薬品工場の現場の悩みや
課題を解決しています。

株式会ナミックス
代表取締役
長井 剛敏

ナ ミ ッ ク ス の ジ ェ ン ダ ー 平 等
高校生たちと一緒にサインづく り

こんな S D G sに取組んでいます！

・トイレサインの青・赤を差し替えオールブラックに。
・男女とも同じパーツ構成でピクトをデザイン。
・レインボーでLGBTQへの理解も示しています。
・ 高校の特別授業内で一緒に考え ま し た 。

神奈川県横浜市青葉区
恩田町1117-1
045-988-4390

https://namix.co.jp

tel:045-824-0107


柳井電機工業株式会社

中小酒造り現場の伝統を守る製麹工程にIoTを導入！
働き方改革にも貢献

柳井電機工業株式会社
CSR統括責任者
井上 国広

１０年前にCSR活動として、環
境・人権・コミュニティ・消費者課
題・労働慣行・公正事業のテーマ
に社内委員会を立ち上げ、今日ま
で毎年レポートを作成配布を行っ
ています。今後も持続可能な企業
活動を通じて社会貢献を目指して
いきたい。

Co-Creation 
Design事業部
CXGr.
吉村 美保

私は「醸造IoT」開発
の一員として、地元の
酒造メーカーに常駐し
実際に酒造りを学び
ながら、「麹みまもりくん」
の導入に携わりました。

柳井電機工業株式会社
住所：横浜市西区みなとみらい

4-4-2
横浜ブルーアベニュー12F1254

TEL：045-274-7891
URL:https://www.yanaiden

ki.co.jp/

製麹温度自動制御装置
“麹みまもりくん“

こんなSDGsに取組んでいます！

・深夜に行っていた手作業での管理を自動化
・自宅からの遠隔監視（麹の温度）を可能に
・自社製のソフトを開発し、低費用でシステムを実現

株式会社シゲン

豊かな環境、限りある資源を次の世代に…。
廃棄物処理業だからこそできることを突き詰めて参ります！

弊社は、産業廃棄物処理業を営んでおりま
す。社名「シゲン」の名の通り、創業当初から
“資源を大切に”という観点から、廃棄物処
理業界内でも先駆けて、分別やリサイクルの
重要性をモットーに環境負荷低減促進策を
排出事業者に根気よく提示してきました。ま
た、“開拓者であり続けること”を掲げ、新しい
取り組みに常にチャレンジをし続けます。

株式会社シゲン
住所：横浜市中区山下町70-13

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

QR
コード

産業廃棄物管理システム
「シゲンクラウド」の開発・販売

こんなSDGsに取組んでいます！

産業廃棄物のマニフェスト登録・管理・集計等が行えるシステムです。
紙の管理を電子へ移行する事により、紙の削減を実現します。
自社で排出している廃棄物の種類や量など、
“見える化”する事でより一層廃棄物に対して関心を持ち、リサイクルや
環境負荷に目を向けていただくきっかけになればと考えております。

廃棄物を価値あるものへ。
リサイクルできる提案を続けます！

・独自のネットワークで、様々なリサイクルの
ご提案をさせていただきます。
・横浜工場ではより分別に力を入れて
リサイクルを推進します。
・安心安全で働きやすい職場づくりの取り組
みを継続します。

差し替え
小松・畑山写真
木造建築写真

ハル・エンジニアリング株式会社

創業45年のIT企業として、自分たちの守備範囲の活動を柱とし
すべての人々が幸せに暮らしていける社会づくりに貢献します！

ハル・エンジニアリング株式会社
代表取締役
平田 達彦さん

横浜市に創業して46年目を迎え
ました。メーカーの製品開発以外に
独自路線で人々が幸せに暮らして
いける社会づくりに貢献すべく、目
の前の身近な課題解決にIT企業
の立場で活動を行っております。

ごみ減量からつながるSDGs
“捨てればごみ 分ければ資源“

こんなSDGsに取組んでいます！

■横浜市ごみ分別アプリ
・ごみの分け方・出し方、分別方法が簡単にわかる。
・あなたの住む街の収集日をお知らせします。
＜ヨコハマ３R夢プランに大変貢献しています。＞

福祉施設への娯楽アプリの無償提供
アナログ＋デジタルの社会貢献活動

■「脳鍛錬シリーズ」脳トレアプリ
アナログな介護世界に
デジタル機器を導入し、
施設の皆が楽しめる
脳トレのアプリを無償提供。
■認知症診断アプリ

ハル・エンジニアリング株式会社 住所：横浜市西区平沼1-39-3 TEL：045-324-1751 URL：http://www.haleng.co.jp

グレイスホテル株式会社

グレイスホテル株式会社では、SDGs（持続可能な開発目標）を社会的責任
として取り組むべきものと捉え、SDGs達成に向けて貢献すべく、さまざまな活動
を実施しています。

グレイスホテル株式会社
執行役員 総支配人
岩井 昌弘 さん

地域の皆様にご支援を
頂き開業30年を迎えま
した。これからも地域社
会と共存した企業活動
を進めてまいります。

環境にやさしい
ECO連泊プランを販売

こんなSDGsに取組んでいます！

連泊のお客様を対象に、 「ECO連
泊プラン」を販売し、客室のお掃除や
リネン・アメニティ交換回数を減らす
等、清掃にかかるエネルギー使用量
を抑える取り組みを推進しています。

住所：横浜市港北区
新横浜3-6-15

TEL：045-474-5111
URL：https://gracehotel.jp/

横浜市や地域企業
との連携を推進

港北区の役所、消防、警察が主催するハマロード活動やみまも
りパトロール、自衛消防隊訓練等へ積極的に参加し住み良い
街づくりを目指しています。
また、観光促進とし地域のテーマパークと連携した宿泊プランを
販売しています。

「100年後も儀式を通してお客様に
必要とされる企業へ」

https://www.yanaidenki.co.jp/


エヌ・ケイ・テクノ株式会社

空気と水と電気でひとにやさしい環境とサービスを提供する

担当者：
総務部
有井裕子さん

私は「横浜
健康経営認
証」の推進
者として社員
のみんなの健
康推進を担
当してます。 住所：〒221-0835横浜市神奈川区

鶴屋町3-35-1
TEL：045-311-9781

URL：https://www.nk-t.co.jp/

建築設備の「省エネ更新提案」
でCO2を削減してます

こんなSDGsに取組んでいます！

ステークホルダの皆様に育まれた社員が、
介護施設団体の大会等にて皆様に省エネ
事業の提案をしています。この事業により、
電気使用量の低減、そしてCO2削減とな
ります。

創業59年、空調、衛生、電気設備の施工会社
です。業務用に特化し省エネルギー更新提案を推
進しており、CO2削減に大いに寄与していると自
負しております。横浜型地域貢献企業としてさらな
る貢献をしていきたいと思い、ステークホルダーの皆
様と共にY-SDGsを推進する事にしました。
よろしくお願いいたします。👉👉https://www.nk-
t.co.jp/

エヌ・ケイ・テクノ株式会社
取締役営業部長
関野 洋さん

エヌ・ケイ・テクノ株式会社

強電プラント工事株式会社

安心して暮らせる街づくり！安心して働ける労働環境づくり！

強電プラント工事株式会社
代表取締役 望月 達也さん

SDGs活動に取組む目標として
『地域社会の活性化』 『社員が安
心して働ける労働環境の整備』を掲
げ、日々活動を展開しています。
また会社の理念である『技術・知識
を持って社会に貢献する』為に社員
の資格取得支援を積極的に行い、
個々のスキルアップを図っています。

担当者：総務部
橋本 三代子さん地域社会の活性化の

ために、SNSなどを利用
して地域行事の発信な
どを担当しています。
地域に根差した会社
だからこそ出来るSDGs
活動に取組んでいきた
いと考えています！

強電プラント工事株式会社
住所：横浜市神奈川区青木町7-7

TEL：045-440-3661
URL：https://kyoudenplant.com/

QR
コード

地域清掃を通じて
地域社会との関りを！

こんなSDGsに取組んでいます！

・定期的に地域清掃や地域花壇の手入れを行っています。
・台風や降雪時など近隣住民と連携をはかり、街の安全維持活動を行っています。
・横浜市災害協力事業者です。

・性別、国籍、年齢に関係なく、ワークライフバランスの取れた労働環境づくりを
目指しています。
・可能性を広げてほしいから、働きながら学ぶ人を全力で応援しています！

安心して働ける環境と
働きがいを！

花王グループカスタマーマーケティング株式会社

花王の知見を活かして「美・健康・衛生・環境」での講座などの提供を
通じて、社会貢献を目指します！

花王グループカスタマーマーケティング㈱
住所：東京都中央区日本橋茅場町1-1-11

TEL：03-6703ｰ7548
https://www.kao.co.jp/employment/

kcmk/

お役立ち情報の提供
地域の課題解決への参加

こんなSDGsに取組
んでいます！

美 ：スキンケア・メイク講座（就活・大人・シニア）
健康：口腔ケア講座・血流改善講座・軽失禁講座・紫外線講座
衛生：子供向け衛生講座、くらしのキレイ講座(お洗濯・お掃除）
環境：プラゴミ講座、絵画の貸出、環境イベントへの出展

講師担当：
社会コミュニケー
ション部門
神谷 明美さん私は講座講師として

地域の皆様にお役立
ちできる情報提供をし
ています。子供たちへの
手洗い教室や3R取り
組みは子供たちからも
元気をもらい、楽しい時
間になっています♪

花王Ｇの清潔、美、衛生、健康、
環境といった主要事業から生み出さ
れる様々な知見を生活者の方々に
ダイレクトコミュニケーションを実践す
る事で、行動変容を啓発し、持続
可能な街づくり、生活者のこころ豊
かな生活への貢献に取り組んで行く
部門となります。

花王グループカスタマーマーケ
ティング株式会社
常務執行役員
社会ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部門統括
中山 淳史さん

株式会社ペガサス

防災に関するアイテムの製造と企画を展開。
地域連携型の防災企画を横浜市から始動！

教材贈呈式の様子

私たちは「災害に強い街とはそこに住み、生
活をする人々がその街の災害リスクを知り、協
力して対応すること」であると考えます。
この企画を、行政・企業・学校の
連携により成立させ、横浜市
から始まる「新しい防災への取り
組み」の実現を目指します。

担当者：
プロデューサー
七理さん

はまっ子防災プロジェ
クトは、中学生に一生
使える実学を提供し、
横浜市の自助・共助の
促進が図れる企画です。
企業の皆さまと共に創り
上げることでSDGsの目
標4,11,17の達成を目
指します。

株式会社ペガサス
住所：横浜市港北区新横浜

2-6-12STAFビル2階
TEL：045-565-9936

URL：http://hamakko-
bousai.yokohama

中学校から始める
地域密着型防災教育

こんなSDGsに取組んでいます！

・横浜市監修の教材を作成し横浜市教育委員会を介して
市内の市立中学校に配布するプロジェクトを運営しています。
・プロジェクトは企業協賛によって成立しています。

※

https://www.kao.co.jp/employment/


恵比寿機工株式会社

建設専門工事業社として次世代に残せる環境を目指し
地域と共に一歩一歩活動しています！

恵比寿機工株式会社
代表取締役
髙橋 健一さん

当社のこだわる価値観「ベストを尽
くして挑戦する」 SDGsが叫ばれる
中、何か出来ないだろうか。とにかく
社員の身近なところから行動しよう。
体験、実践することで、自分達でも
出来るんだという事を実感する。少
しずつ大きな活動にしていき、地域
社会に貢献していけたらと思います。

恵比寿機工株式会社
住所：横浜市旭区上白根3-36-3

TEL：045-459-5820
URL：

http://www.ebisukikou.co.jp

自分達に何ができるか?
まずは身近な事から！

こんなSDGsに取組んでいます！

・産業廃棄物のリサイクル活動、エコキャップリサイクル運動
・地域清掃や若者の未来支援活動(職業講話や出前授業)
・社屋にソーラーパネルを設置予定
・SDGsコラボ自販機の導入

国連が進めるプロジェク
トに、大手企業だけで
はなく、中小企業が参
加する意義を感じてい
ます。次世代のより良い
環境作りに向けて、社
員が一丸となって挑戦・
実践していきます。

ヨコソウマシニカル株式会社

企業理念に掲げている「物心両面を追求し社会に必要とされることを目指す」
私たちはこれからも進化し続けます！

代表取締役
棚橋 俊記

創業して41年、私たちは市内のみならず、国内外問
わず各地を飛び回る送風機メンテナンスの専門集団
です。
設備寿命の向上、保全費など全てにおいて無駄を生
み出さないことを継続し、環境変化による課題にも取
り組んでいきたいと思っています。
また、社内環境整備は勿論のこと、地域にも目を向
け、未来の日本を背負って立つ子ども達に心も身体
も少しでも豊かに成長していただきたい…そんな願い
を込め、私たちにできる活動を継続していきたいと考え
ております。

ヨコソウマシニカル株式会社
住所：横浜市金沢区鳥浜町3-20
TEL：045-355-0871
URL：https://www.yokoso-m.co.jp

わが社が誇る
“状態基準保全”

・児童家庭支援センターと子ども食堂への寄付
・安全衛生に関する取組み、人間ドック(腫瘍マーカー
他)、資格取得支援制度、ハラスメント防止対策などの
社内環境整備
・ペットボトルキャップや使用済切手の寄付

 

子ども達からのかわいいお礼状

こんなSDGsに取組んでいます！

・早期の異常検出から精密診断を実施し、必要に応じ保
全を行うことでオーバーメンテナンスを防ぎ保全費の平準化、
安定稼働といったあらゆる面でのサービスを提供。

長谷川商事株式会社

横浜市の安全・安心パートナーとして、
持続可能な地域社会に貢献できる企業を目指します。

長谷川商事株式会社
代表取締役
駿河浩一郎さん

横浜の地で地域に貢献できる企業
を目指して横浜市の水の浄水・水
質調査、廃棄物の処理、食品衛
生、環境調査に必要な薬品を供
給することで地域社会に貢献して
きました。今後、気候変動への取
組みを強化してSDGsの達成に向
け高みを目指していきます。

担当者：
営業部
神野圭佑さん

SDGs推進の担当をし
ています。SDGsの達成
には国や行政機関だけ
でなく我々企業も地域
社会の一員として持続
可能な社会を目指して
いくことが不可欠である
と考えます。

長谷川商事株式会社
住所：横浜市南区前里町2-45

TEL：045-242-7251
URL：http://www.hasegawa-

shouji.co.jp

横浜市水道局安全・
安心パートナーに登録

こんなSDGsに取組んでいます！

横浜市健康経営認証事業所です。

日興テクノス株式会社
住所：横浜市磯子区森3-3-5

TEL：045-761-2441
URL：https://www.nikko-technos.com

QR
コード

日興テクノス株式会社

自社サービスNi+シリーズにより、業務改善や働きやすい環境を構築し
お客様の持続可能な経済成長と社員の働き甲斐や健康に貢献しています！

日興テクノス株式会社
代表取締役社長
長谷川浩正さん

創業75年「誠実と信頼」の経営理念のもと、
皆様から長きにわたり信頼頂けるよう「感
謝」の気持ちを忘れず、ICTの総合インテグ
レータとして高度なテクノロジーとサービスの
提供により お客様や持続可能な地域社会
を目指します。また、健全な経営と働き甲斐
のある職場創りによって社員とその家族の生
活向上を理念とし、SDGsに取り組んで参り
ます。

• 自社システム・サービス Ni+シリーズ製品で、建物・施設・保育園・
店舗を省エネルギーで運営。ICTソリューションを効率的に利用する
事によって、お客様の運用負荷を軽減し、エネルギーを効率的に利
用して持続可能なインフラ開発に貢献します！

担当者：
総務部総務課
松川 顕子さん「ネットワーク」「ソリューション」「ヘ

ルスケア」「スマートオフィス」の4つ
の分野を柱として、南関東を中心
に企画・販売・構築・導入・運
用・保守まで、ICTによる最新の
テクノロジーを駆使し、オフィスに関
わる数多くの製品・サービスで資
源利用の効率化を考え、ワンス
トップでご提供しております。

まちづくりソリューションでSDGs促進

• どこでも仕事ができる環境や健康経営で、エネルギー削減と社員やご
家族の充実した生活の実現に取り組みます！

・弊社で取扱っている薬品を災害時も継続して
浄水処理を行えるように供給します。
市民の命の水を守り続けます。



株式会社アイエー

株式会社アイエー
執行役員
倉智 俊行さん

当社はクルマを取り巻く地域社会が抱
える問題に目を向け、カー用品を通じた
交通安全の促進や、店舗を通じた地
域社会への交通安全啓発活動を行い、
交通事故のない社会を目指しています。

当社は地域社会の経済成長・企業価値の向上・従業員の働きがいの
向上などSDGs時代に求められる人材育成を通して豊かな社会作りに
貢献します。

株式会社アイエー
住所：横浜市戸塚区品濃町545-3

TEL：045-824-8941
URL：http://www.i-a.co.jp

こんなSDGsに取組んでいます！

親子で体験!!こどもばっくす

「こどもばっくす」は、タイヤ交換体験やレースカーと触れ合う
事で未来客の創造、将来の雇用促進に繋げる事を目的と
したこども向け体験型イベントです。

次世代自動車への取り組み

電気自動車を始め、次世代自動車の取り組みとして、
従業員への教育、充電設備の設置など次世代自動への
対応を積極的に進めています。

神奈川エリアを中心にオートバックスを運営している会社です。

ブルスク興業株式会社

日本を含む5ヶ国の多様な人財が活躍！
地域のお客様から選ばれる企業へ・・・

ブルスク興業株式会社
代表取締役
ユルドゥルム・エクレムさん

弊社は横浜を中心に建物の解体工事および
そこで排出された産業廃棄物の収集運搬を行っ
ている会社です。
私自身、トルコ国籍のクルド人で20年前に来
日した外国人として日本社会で生きています。
人権問題は私にとってはとても身近な問題であ
り、生涯にわたって取り組みたい課題でもあります。
人や環境にやさしい社会は、住みやすく、人類
の更なる発展に欠かせない要素です。
7年目の小さな会社ですが、大好きな横浜の
地で地域社会に貢献できるよう、付加価値を提
供できる会社を目指します。

担当者：
取締役
ユルドゥルム寛子さん

上記で挙げたような弊社が自然
体で取り組めるようなテーマも
数々ありますが、意識的に取り
組むことで、現場とバックオフィス、
社内・外と、様々なシナジー効
果が出てきたら面白いなと、楽し
みながらSDGs推進活動を行っ
ています。
ランクアップも見越して、サステナ
ブルな活動を今後も続けていき
たいと思います。

ブルスク興業株式会社
住所：横浜市旭区桐が作

1582-1
TEL：045-958-2515

環境に配慮した、建物解体を
通じた街の再生に貢献

こんなSDGsに取組んでいます！

・5ヶ国から集った従業員による多様性あふれる職場です。
・外国籍ゆえに難しい、資格取得も会社でバックアップ⤴
・産業廃棄物を適切に分類し、リサイクル工場へ。

明日の株式会社

だれもが活躍できる社会をつくる地域企業～仲良く永く豊かにはたらく
ー笑顔の明日へー

明日の株式会社
代表取締役
村尾 周三江さん

地域企業として、地域貢献、ワークライフ
バランス、健康経営、テレワーク推進など
に取り組んでいます。横浜桜台デザイン
オフィスと鳥取智頭町古民家ゲストハウ
スの2拠点を通じ、まちの歴史、従来の
ものを大切にしながら、人をはじめとする
地域資源活用、みなさまと共にだれもが
活躍できる社会をつくり続けていきます。

WEBデザイナー
コーダー
DTPデザイナー
高田綾美さん私は、15年以上、4人

の子育てをしながら、テレ
ワーク中。現在は再度
大学にも通い、子育て、
介護、家族との時間と
線引きしないわが家で
日々、豊かに志事をし
學んでいます。

住所：横浜市青葉区桜台25-1 
桜台ビレジ1B-103

TEL：045-507-3753
https://ashitano.co.jp/

人にまちに優しい
桜台デザインオフィス

こんなSDGsに取組んでいます！

法人設立2008年より、家族を切り離さない職住一体テレワーク・
地域雇用や経済を生かしたダブルワーク推進「明日の働きかた」続
行中。桜台デザインオフィスは、コミュニケーション力・幸福感高まる
ペットフレンドリーオフィスとし、ご近所との新しいつながり、多様な生
き方を楽しくごちゃまぜ。防災拠点づくり他、地域活性化イベントな
ど開催！

Trim株式会社

設置型ベビーケアルーム「mamaro™（ママロ）」の設置拡大により
子育て中でもお出かけしやすい社会の実現を目指しています

こんなSDGsに取組んでいます！

「mamaro™」は設置いただく施設さまに
とって導入がしやすく、実際に利用する子
育て世帯の皆さんにも使いやすく設計しま
した。子育て中のファミリー層が求める
「外出先での安心・安全な育児環境整備」
をこれからも推進していきます。

Trim株式会社
（トリムカブシキガイシャ）

住所：横浜市中区諏訪町16番201
TEL：045-211-4688

URL：https://www.trim-inc.com/Trim株式会社 代表取締役 長谷川裕介さん

子育て中に必須な設備である授乳室・搾乳室・おむつ交換台として使用でき
る完全個室の「mamaro™」の設置拡大により、
◆ママ、パパ世代がお出かけしやすい地域環境づくりを推進しています。
◆男性も利用できることから、“母親である女性が育児すべき”というジェンダー意
識のない、外出先でも男性が能動的に子育てできる環境を提供できます。
◆オフィスへの設置により、産前産後の女性の不調に寄り添い、“ライフステージ
が変わっても長く働き続けられる労働環境”を提供できます。

https://www.trim-inc.com/


横浜トリエンナーレ組織委員会

現代アートの国際展を通して、SDGsを身近な存在に！
SDGsに取り組む企業の皆さまと共に持続可能な社会の実現を目指します！

横浜トリエンナーレは、2001年から３年に１度開催
している現代アートの国際展です。
日本を代表する国際展としての発信力を活かしなが
ら、誰もが多様な表現に触れる機会を分野と時代を
横断して提供し、心豊かな社会に寄与することを使
命としています。

持続可能な社会の実
現には、行政、企業、
地域など多様なステー
クホルダーとの連携が
重要だと考えています。
ぜひ、横浜トリエンナー
レと共に持続可能な
社会の実現を目指し
て行きましょう！

横浜トリエンナーレ組織委員会
住所：横浜市西区みなとみらい
4-3-1 PLOT 48
TEL：045-663-7232
URL:https://www.yokoha
matriennale.jp

幅広いパートナーシップを築きながら
ひらかれたアートの祭典を開催しています！

こんなSDGsに取組んでいます！

「世界とつながる」、「アートでひらく」、「まちにひろがる」ことを目標
とし、幅広いパートナーシップを築きながら、来場者が現代アート
を通じて「SDGsを考える機会」を提供していきます。

担当者：
伊藤、木村【横浜トリエンナーレとは？】

Nick CAVE, Kinetic Spinner Forest, 2016 (recreated in 2020) 
© Nick Cave Installation view of Yokohama Triennale 2020
Photo: OTSUKA Keita

ホームライフ株式会社

環境に優しい塗料でエコで長く住み続けられるお住まいを提供していきます。

ホームライフ株式会社
代表取締役
佐藤 誠さん

環境に優しい塗料や耐久性の高
い塗料で室内の温度上昇を抑え
地球温暖化を抑止します。
エコで住みやすい環境を提供できる
ように考えております。
すべての人に健康で住み続けられ
るまちづくりをすることで、SDGSに
貢献していきたいと思ってます。

専務取締役兼営業部長
新屋 豪さん

社内教育や社外教育へ
参加、専門資格取得を
奨励し、営業担当・施
工担当のスキルアップを
サポートし、質の高いサー
ビス・施工を提供致しま
す。環境に優しい社会づ
くりに貢献できるよう努め
ていきます。

ホームライフ株式会社
住所：横浜市戸塚区矢部町1-31

矢部町桐屋ビル1階
TEL：045-392-6277

URL：https://home-life.co/

人にも環境にも
優しい暮らしを
サポート

こんなSDGsに取組んでいます！

①社内教育の実践で質の高いサービスや施工を提供します。
②外壁の劣化を遅らせることができ、住まいを雨風や紫外線か
ら守り、寿命を延ばすことができるといった点から耐用年数を
伸ばすことができます。

③遮熱塗料を使用することでCO2への削減ができます。

株式会社永田建装

従業員の能力開発や多様な人材が活躍できる職場づくりを行っている
塗装会社です！！

株式会社永田建装
代表取締役

永田 智宏

社の基本方針として、技術だけで
はなく各社員の人間的な成長を目
指しています。それが社員の意識
向上と人間的な成長にもつながり、
結果として施工技術の向上による
サービスの向上になるのではないか
と考えています。

株式会社永田建装
住所：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2886

TEL：045-515-7694
URL：https://www.nagatakenso.com/

人にも環境にも優しい
職場づくりへ

こんなSDGsに取組んでいます！

・多様な国籍の人材が活躍
・資格取得支援
・ペーパーレス化の実施
・プラごみゼロへの取り組み



株式会社ソディック

進化するものづくりに貢献し、社会の持続的な発展へ！

株式会社ソディック
代表取締役社長

古川 健一

株式会社ソディック
住所：横浜市都筑区仲町台3-12-1

TEL：045-942-3111
URL：https://www.sodick.co.jp/

QR
コード

進化するものづくりへの貢献

こんなSDGsに取組んでいます！

・必要なものを必要な分だけ製造する新時代の製造技術を
実現する金属３Ｄプリンタの開発
・食品ロス解消に貢献する食品機械の開発
・生分解性プラスチックを成形する技術の開発
・省エネ・省廃材を追求した製品開発

多様な人財がいきいきと活躍

・多様性の確保に向けた
方針、目標値の設定
・外国籍人材の採用
・障がい者人材の採用
・女性の登用と活躍推進
・健康経営の推進

当社は、「創造」「実行」「苦労・克
服」の精神をもとに、お客さまへ最
高の価値を提供し、「未来を創る」
企業として社会の持続的な発展に
貢献することを基本理念に掲げ、
SDGsの目標達成に向け取り組み
を推進しています。

エコテラスグループ 株式会社エコテック

快適空間でみんなを笑顔に・・・進化、感動、誠実
木床の『リデュース』、『再生』からキレイで清潔な床にアップサイクル

株式会社エコテック
代表取締役
星山 崇之さん

弊社は「大量生産・大量消費・大量
廃棄の文化」から「メンテナンスの文
化」を重視しUVコーティングを用いた
「たった1度のメンテナンスで」をコンセプ
トとして、木材資源はじめ限りある資
源の有効活用に30年間取り組んでま
いりました。 担当者：

ソリューション事業部
寺西 宏晃さん

SDGsビジネスコンサル
タント資格を取得し、
社内、社外で「サーキュ
ラーエコノミー」の実現を
推進しています。

株式会社エコテック
住所：横浜市港北区新横浜
2-17-2フォンターナビル７F8F

TEL：045-478-6531
URL：https://www.ecotec-

g.co.jp/

QR
コード

古く劣化した床が輝く
UVコーティング技術

こんなSDGsに取組んでいます！

•古民家などの木床のフロアリデュースをすることでキレイで
清潔な床の再生でコストを抑え床材の廃棄を低減します。
•空調設備省エネ対策や廃タイヤのリサイクル事業も展開

•パートナーシップから社会的課題や地域包括の企画から
互いの一貫性を強化し解決に取り組みます。

ペット、保育、スポーツ
課題解決に取り組む

清進電設株式会社

太陽光パネル設置工事の取り組みによりクリーンエネルギー社会に貢献！
毎月の地域清掃活動による地域社会貢献により、ゴミのない横浜に!

清進電設株式会社
専務取締役
清原 裕之 さん

昭和44年創業以来、あらゆる建築
設備工事に携わってまいりました。
SDGsの取り組みとしては「エネルギー
を皆に、そしてクリーンに」に基づき太
陽光発電設備設置工事に参加して
まいりました。新たな目標にチャレンジ
し「経済・社会・環境が調和」する地
域貢献企業を目指してまいります。

清進電設株式会社
住所：横浜市神奈川区

三ツ沢西町11-18
TEL：045-321-7837

URL：http://seishin-ltd.com

工事事業と社員活動で
社会貢献への取り組み

こんなSDGsに取組んでいます！

・クリーンエネルギー社会実現のため、太陽光パネル設置工事に
積極的に取り組みんでいます。
・ゴミのない横浜を目指し、毎月、本社地区にて地域貢献清掃に
取り組んでいます。

毎月、社長をはじめ、
社員みんな、笑顔で近隣
公園までの歩道清掃を
実施しています。
私達は、社員みんなで、
楽しみながらSDGsに取り
組んでいます。

雨宮自動車工業株式会社

1964年創業の特種車両に特化した自動車整備工場として社会に貢献、
SDGｓへ取り組み、当社に関わる全ての人が幸福であることを目指します！

代表取締役
小宮 里子

弊社は特種車両に特化
した自動車整備工場で
す。長年培ったノウハウ
（特に環境負荷低減）
を活かして、SDGｓに貢
献していきたいと考えてお
ります。

雨宮自動車工業株式会社
住所：横浜市金沢区福浦2-15-5

TEL：045-786-1288
URL：https://1964amemiya-

auto.com/

こんなSDGsに取組んでいます！

・排気ガスなどの有害物質の低減やリサイクルパーツを活用した
自動車整備
・外国人社員が働きやすい環境整備と人材育成
・健康経営への取組（横浜市健康経営認証ＡＡ申請）
・ＢＣＰマニュアルを策定・運用した事業継続への取組
・ＮＰＯ法人Aozorafactoryの活動への協力
・金沢区災害時等事業制度“かなざわ強助隊”への登録

SDGｓに取り組む自動車整備工場
として、会社のブランド力と社員のモ
チベーションを高め、お客様からの信
頼をさらに向上させたい！



株式会社アブソルート

アブソルートの社是・ミッションは、
「心と生活の豊かさを追求し、従業員とお客様が幸福になれる経営を目指す」

アブソルートは1996年設立以来、国内外の美容医療
にまつわる情報・商材・サービスを提供してまいりま
した。「環境問題への取り組み」「働きやすい労働環
境の整備」「女性活躍推進」などの取組を通じて持続
可能な社会を実現し、貢献することを使命として、ス
テークホルダーの皆様から信頼され続ける企業を目指
します。

株式会社アブソルート
横浜市中区太田町4-55
横浜馬車道ビル９F

TEL：045-228-8885
https://www.absolute.co.jp

横浜への貢献をより意識しながら、
ステークホルダーのニーズに答え続けます

こんなSDGsに取組んでいます！

・社員が健康で永く働き続けられる会社を目指し、ライフスタイルの変化
に対応できる職場環境の整備に注力しています。横浜型地域貢献
企業10年表彰、よこはまグットバランス賞、横浜健康経営認証を取得
・責任者の育成を目的として、外部教育訓練に毎年従業員を派遣
・全国の医師を対象としたイベントを横浜で開催、横浜を積極的にPR
・使用済み切手、エコキャップ回収による国際協力

株式会社アブソルート
代表取締役
伊藤 永さん

株式会社三我

高い情報通信技術で、「人と人」・「地域と地域」
をつなぐ総合エンジニアリング情報通信企業へ

株式会社三我
営業部 SDGs担当
辻上 英昭 さん

弊社は、地域社会に密接に関係する、
情報通信インフラの構築を事業の柱とし
て26年目を迎えました。最重要ステーク
ホルダーである従業員の皆さんと共に、そ
の責任と使命に誇りを持ちながら事業を
続けてまいりました。SDGsの目標を事
業の取組に加え、より一層働きがいのあ
る職場にして、地域社会や従業員に必
要とされる持続可能な企業として発展さ
せたいと考えています。

担当者：
総務部
吉川 亜弓さん

私は、SDGs運営の担当
者として活動の企画・提案
をしています。ご紹介した他
にも、従業員とそのご家族
の皆様の協力を得て、地
域の清掃活動やペットボト
ルキャップの回収活動で途
上国へのワクチン支援にも
参加しています。地域に貢
献できる取組を考え楽しく
実践しています!!

株式会社三我
住所：金沢区幸浦2-21-3
TEL： 045-790-3066

URL：http://www.t-sanga.com

QR
コード

従業員の健康と幸せを一
番に考える

こんなSDGsに取組んでいます！

・最重要ステークホルダーを従業員と位置づけ、体系的な育成で現場力
を確保し、企業の持続的な発展と地域経済の成長に寄与している
・地域社会をつなぐ企業として情報通信インフラを構築している
・大規模災害による通信設備の故障時に持てる経営資源を活用し早期
復旧に対応している

オーガニックのヘアケアを中心に、フェアトレードされている商品や、人や
環境に配慮している食品や雑貨のセレクトショップです。シャンプー＆コン
ディショナーの量り売りも行っています。

担当者：
小森 美和さん

日頃よりいらっしゃった
お客様のニーズに合った
商品のご提案を心がけ
ております。エシカルでサ
スティナブル、かつストレ
スなく使用できる商品を
食品～雑貨まで幅広く
取り揃えております。

エシカルビューティー株式会社
住所：横浜市中区元町1-18-5

レフィナード元町３F
TEL：045-264-4289

URL：
https://www.ethicalbeautyl

abo.com/index.html

シャンプーコンディショ
ナーの量り売り

こんなSDGsに取組んでいます！

・ヘアケアの量り売りを推進しプラスティック容器の削減に取り組
んでいます。
・シャンプーやコンディショナーのポンプをなくし、繰り返し付け替
えて使用できるようポンプを別売りしています。

エシカルビューティー株
式会社
代表
佐藤 公祥さん

事業を始めたきっかけはオーガニックと
の出会いでした。当時オーガニックヘア
ケアが流行って来た頃でしたが、日本で
は曖昧なオーガニックの基準やエシカル
への認知度は低く愕然としました。それ
なら自分が美容業界から最初にエシカル
を発信しようと思いエシカルビューティー
という考え方を理念とした活動を始めよう
と今の会社を立ち上げました。
・

オリエンステラ エシカルビューティー ラボ



目黒建設株式会社

安心・安全を第一に、サスティナブルな社会へ貢献します！

目黒建設株式会社
専務取締役
目黒 謙二さん

ＳＤＧｓを経営に実装することで、当
社の事業の提供価値を再確認すると
共に、今後益々社会に求められる「環
境、社会へ配慮した『サスティナブル社
会へ貢献する事業』」を目指していき
ます。

目黒建設株式会社
住所：横浜市金沢区富岡東

2-1-22 県漁連ビル1階
TEL：045-349-5933

URL：http://www.meguro-
kensetsu.jp

高い技術で現場を支えます

こんなSDGsに取組んでいます！

建設現場では多くの企業が協力して業務を遂行されていきま
す。他社と協力して工程を進めていくには高い技術や知識が
必要になる為、弊社では資格や知識を取得する為の支援を
積極的に行っております。
また、協力会社の方々と毎月連絡会議を行い、建設現場で
重要な安全教育を行うことで「質」の向上に取り組んでいます。

資源循環と環境配慮
現場で発生する産業廃棄物は分別して処分して
おります。さらに3R運動の推進・徹底
することでCO2の排出の最小化
に取り組んでおります。
また使用期限が終了したﾍﾙﾒｯﾄ
は処分せずCO2排出の無い工場
にてリサイクルする活動に参加しております。

株式会社ハマケイ

「にわとり、鶏肉」を通した命の循環サイクルでSDGSに取り組む
横浜で育てられた野菜を使った鶏惣菜の提案で地域貢献を図る！

株式会社ハマケイ
取締役統括部長
伊藤 隆三さん

もともとは卵を産まなくなった鶏を販売
したことから始まった会社です。世界や
日本の取り組みが色彩と具体的な目
標によってデザインされた広告を見た時
「何ができるかな？」から始まりました。
持続できる小さなことを少しづつ大きく
していきます！

株式会社ハマケイ
住所：横浜市金沢区福浦1-2-4

TEL：045-788-6585
URL：

https://www.hamakei.co.jp/

「食材」～命の循環とSDGｓ～

こんなSDGsに取組んでいます！

養鶏場や生産者と連携しながら卵、鶏肉、卵を産まなくなった
親鳥の商品化。育成中に発生する鶏糞まで、命の始まりから
終わりまで「にわとり」を通した①つくる責任。LED化やバイオマ
ス化等で②地球にやさしい企業を目指しています。

担当者：
商品部課長
渡辺 勝利さん

養鶏場で排出される鶏
糞を肥料としてネギを育て
ている農家さんを紹介して
いただいた事が始まりです。
ステークホルダーの皆さまも
各々でSDGsに対して取り
組まれていて、「食・地球環
境・エネルギー」について一
緒に考えられることが、何よ
りも励みになります。

第一コンクリート株式会社

高品質な生コンクリート供給を通じ、横浜の「美しいフィールド」の創造
に貢献すると共に、社員・地域・環境にやさしい、未来を担う企業です！

「残コン」「戻りコン」とは、現場へ輸送した
ものの、使用されず持ち帰る生コンクリート
で産業廃棄物です。
当工場が所属する神奈川生コンクリート
協同組合だけで年間29千m3も発生して
おり、この数量を削減することは、産廃処
分場の延命、温室効果ガスの削減など、
環境負荷低減に大きく寄与します。

港北工場
工場長
土井 仁さん

担当者：
港北工場
生産課長
松浦 智美さん

私は、港北工場で品質
管理や生産管理のリーダー
を務め、日々業務に奔走し
ています。お客様が満足す
るための製品づくりを通して、
ＳＤＧｓに貢献できること
は嬉しい限り。今回の認証
も大変励みになってます。 本社住所：横浜市神奈川区鶴屋

町2丁目26番4号
TEL：045-328-3083

URL：https://www.dcmh.jp/

「残コン」「戻りコン」の
削減

こんなSDGsに取組んでいます！

ユーザーとの緊密な連絡体制や発注数量の徹底管理、生コン
クリート打設途中での再確認、最終打設分発注時の精査な
どにより、残コン、戻りコンの削減に努めています。

株式会社コアベース

2か月間持続する感染対策！宇宙船内を抗菌する技術を開発している
メーカーと提携。コロナ・インフル・ノロや水虫菌感染予防に取組んでます。

株式会社コアベース
代表取締役
野崎達矢

これまでクリニックや病院、介護施
設など医療機関へ様々な情報提
供をさせて頂いてきたのですが、コロ
ナ禍で求められる情報が変わり、
元々関心のあった感染予防への取
り組みを始めました。様々な企業の
協力を得て、本当に効果のある製
品で安心できる社会づくりを目指し
ています。

コロナ、インフルエンザ
のＷ感染予防や除菌
のご相談が多いのです
が、水虫菌や手足口病
ウイルス等にも効果があ
るので、幅広い施設で
の感染予防を進めてい
きたいと考えています。

株式会社コアベース
東京オフィス

住所：東京都港区南青山2－2
－15 ウイン青山1214
TEL：03-4405-7709

URL：https://corebase.co.jp

感染予防で安心・安全・
清潔な世界を！

こんなSDGsに取組んでいます！

・世界レベルのコーティング技術で2か月間の抗菌を実現。また
様々なウイルスや菌に効果があることも第三者機関で証明さ
れました。オフィスや一般家庭で様々な感染予防を簡単に！
コロナなど世界規模のウイルス感染予防ももちろんですが、家
庭内感染の代表でもある水虫菌の予防も大切です！

パルフィール＆
パルテンコート
で感染対策を！
人体にも安全。



菱建基礎株式会社

培ってきた「安全・品質・技術」を強みに
杭事業を通して持続可能な社会の実現に貢献

菱建基礎株式会社
代表取締役 青木 護

当社は場所打ち杭(ベノト杭)の
リーディングカンパニーとして杭基礎
工事や地盤改良工事の施工を
行う杭専門工事会社です。
今後は、社用車の低公害車
(EV･燃料電池)化と現場で使用
する発電機や重機の使用燃料を
バイオ燃料・GTL燃料への転換を
図り、さらなる脱炭素・気候変動
への取り組みを計画しています。

住所：東京都豊島区南大塚2-37-5
TEL：03-6912-6334

URL：https://www.ryokenkiso.co.jp

環境にやさしい杭工事の実施
こんなSDGsに取組んでいます！

・現場で使用する重機は、排ガス規制対象重機を使用
・地下水の汚染・残土処理の無い無排土工法「つばさ杭」の施工
・廃棄物処理の際の3Rの推進

・資格講習の受講料を全額負担し、次世代
の人材育成を支援
・「健康企業宣言」を掲げ、「銀の認定」に向
け、社員が健康で安心して働ける職場環境
の整備
・コンプライアンスの徹底、リスクマネジメントと
情報セキュリティーの強化に向け、定期的な
研修会を実施
・クリーン活動などの地域社会への貢献活動の
実施

安心安全と働きがいのある
職場環境の実現

株式会社旭広告社

SDGｓを 自分ごと 会社ごと 地域ごと に

世の中がどんなにデジタル化されても、
メッセージを発信するのも人、受け取る
のも人です。人と人との繋がりを大切に
し人が感動する広告づくりを通して、地
域社会の発展に貢献出来る広告会社を目
指して日々努力を続けて参ります。

株式会社旭広告社
住所：横浜市中区常盤町2-19
TEL：045-681-2831（代）
URL：http://asahi-ad.co.jp

こんなSDGsに取組んでいます！

・月１回、町内での清掃活動、近隣の企業・住民の皆様と
行っています。
・関内での屋外シンポジウム等で弊社の省エネ事例を紹介。
関内まちづくり振興会とともに2050ヨコハマ関内エコタウンを目
指し活動しています。

当社では、2030年の世界を変え、その先の未来に引き継い
でいくためにも、SDGsを特別なものとしてではなく「一
人ひとりのこと」捉え、日々の活動、社会生活の中に浸透
させていくことが大切と信じ邁進しています。

協同組合横浜市設備設計（ＹＳＳ）

かけがえのない地球環境を大切に！ＣＯ２削減を目的に！
設備設計の重要性を自覚して邁進いたします！

協同組合横浜市設備設計
理事長 石渡 順一

平成７年７月７日の設立時から「かけがえのない地
球環境を大切に」をスローガンに環境問題を取り上げ、
ＣＯ２削減を目的として、再生可能エネルギー（自
然エネルギー）に取り組んできました。日本の新たな
成長戦略である２０５０年カーボンニュートラルへの
挑戦に貢献すべく邁進いたします。

ＹＳＳの
再生可能エネルギー

こんなSDGsに取組んでいます！

■横浜市内小中学校１８４校太陽光発電装置
■大学の地中熱利用の冷暖房システム
■避難場所となる学校体育館の地中熱利用の換気システム
■山梨県道志村（横浜市水源）、丹波山村の温泉木質
バイオマスによる薪ボイラーの熱利用

■最近のＬＥＤ照明 ■学校トイレの改修

協同組合横浜市設備設計
住所：横浜市中区南仲通３－２６
カーニープレイス横浜関内６階

TEL：045-651-9299
URL：https://www.yss1995.org/

株式会社 メイワ電子

心を尽くして未来へツナグ

株式会社メイワ電子
代表取締役
竹田 直矢さん

航空・防衛・宇宙・インフラ事業に
おける電子部品の製作会社として、
国内、海外のお客様と共に
「価値の高いモノづくり」を目指し、
全員が学び、造り、教え続けること
で、これからの社会と未来に貢献し
ていきます。

担当者：
管理部人事課
五十嵐 百合さん

SDGsの取組みによって
社内の現状を共有、認識
することができました。
今後も、社内の教育体
制の整備など職場環境の
向上となる取組みを続け
ていきたいと思います。

株式会社メイワ電子
住所：横浜市瀬谷区橋戸1-23-59

TEL：046-304-5014
URL：

http://www.meiwadenshi.co.jp

次世代へツナゲル取組み。
地域社会における芸術・スポーツ活動支援。

こんなSDGsに取組んでいます！

・社屋への大型太陽光発電設備の設置
・Eラーニングシステムの導入による知識・技術の承継
・地域住民の方に芸術を身近に感じて頂けるように
瀬谷区役所へデジタルアートキャンバスを寄贈。
・社内でスポーツチャンバラ部を発足し、瀬谷駅前にあるスポーツクラブ

NAS瀬谷のスタジオを毎週貸切り練習を実施中。



株式会社 アースアンドウォーター

代表取締役
山中 正美さん

弊社は創業以来、すべての生命の
源である水を「節水＝生産」し、地
域社会に貢献するという理念のもと
社会へ節水をお届けして参りました。
SDGsで節水の重要度が増す中、
弊社としても「サステナブル節水シス
テム ASUWO」を通して節水のみ
ならず、環境問題や社会貢献活
動に取り組んで参ります。

担当者：SDGs推進委員会
前田 隆さん

住所：神奈川県横浜市神奈川区
神奈川本町9-3-2-E

TEL：045-548-4950
URL：https://e-water.co.jp/

こんなSDGsに取組んでいます！

◆節水・節湯により削減できたCO₂排出量に応じて、
支援団体様へ寄付をさせていただく社会貢献プロジェクト

◆自社の製品再生システムにより、サステナブルな
節水・節湯を実現

【横浜営業所】

私は「SDGs推進委員会」
のメンバーとして、日々業務
を行っております。節水が
SDGsに繋がることを、1人
でも多くの方に知っていただ
けるよう、啓蒙活動を行って
参ります。

節水による水道光熱費、CO₂排出量の削減のみならず、
それを持続させるためのメンテナンス・製品リバースシステムを実現致します。

株式会社宅配横浜

水道検針業務を通じて、地域巡回の業務特性を生かすことで
横浜市の地域社会に貢献いたします。

株式会社宅配横浜
代表取締役
斜森 太郎さん

当社は、水道メーター検針業務を
横浜市様より受託しております。業
務特性として、2か月毎に全ての家
庭や施設を訪問しておりますので、
その特性を生かし、地域見守り活動
や、清掃活動を通じた地域社会へ
の貢献を第一に活動を行っておりま
す。

担当者：
総務部
吉川さん

当社の社内では、エコ
キャップ回収運動に取り
組んでいます。みなさん
が取組に継続して興味
をもってもらえるように、
毎月の回収数と貢献
内容をポスターにしてお
知らせしています。

株式会社宅配横浜
住所：横浜市旭区笹野台1-1-43

第二廣島ビル2階
TEL：045-369-1610

URL：https://www.takuhai-
group.co.jp/yokohama/

「認知症サポータ研修」を
従事者全員に実施

こんなSDGsに取組んでいます！

・認知症の症状理解を深めることで地域の
健康と福祉の充実に貢献いたします。そのた
め研修受講者は、カバンにオレンジリングをつ
けて業務を行っております。

マイ建設株式会社

～「For the next dream」 次の世代のために～

マイ建設株式会社
代表取締役
和田 洋平さん

弊社の企業理念である「for the 
next dream」の精神のもと、私達
の次の世代、そのまた次の世代のた
め、SDGsの達成を目指してまいりま
す。働きやすい会社を築き、地域に
根差し、誇れる仕事を行ってまいり
ます。

担当者：
寺重 龍平さん

フレキシブルな働き方を
可能にし、どんな方でも
無理なく働ける環境整
備を推進しています。ま
た、工事現場や事業所
周辺の清掃等、地域
社会にも貢献できるよう、
日々取り組んでいます。

マイ建設株式会社
住所：横浜市青葉区市ヶ尾町

1154-2 1F
TEL：045-500-9308

URL：https://jp1.co.jp

働きやすい職場、地域貢献企業を目指して

こんなSDGsに取組んでいます！

・女性・高齢者・外国籍者を積極的に雇用
している。
・リモートワークの推進。副業、兼業も許可。
・工事現場や事業所周辺の清掃実施。
・公共工事を通して、住みやすい街づくりに
貢献する。

株式会社 大和

法令および社内規則を順守した業務を通じて
地域社会とともに発展することを目指します

株式会社大和
代表取締役
佐藤 正道さん

弊社は地域の一員として、また地
域・社会との関わりを大切にする企
業となれるように、日々活動を行っ
ています。
また本来の業務だけでなく、その他
の活動を通じ、環境保全や地域ボ
ランティアといった社会的事業に取
り組んでいます。

株式会社大和は、
地球規模の環境保護
という課題に対して積極
的に取り組み、持続可
能な社会の実現を目
指す活動に協力してま
いります。

株式会社大和
住所：横浜市中区港町6-28

TEL：045-225-8200
URL：https://www.daiwa-

co.com/

近隣地域の清掃と
公共施設の無償塗装工事

こんなSDGsに取組んでいます！

・地域への貢献活動として会社周辺と工事現場周辺の
清掃奉仕活動を行っています。
・公園等公共施設の無償塗装工事などを行っています。



担当者
総務部
北島さん

株式会社清光社

60有余年に渡るビルメンテナンス事業と
地域密着のパブリック事業・水道関連事業で地域貢献！

株式会社清光社
代表取締役社長
鈴木 真さん

会社は地域社会の中でどのように生かさ
れているか、どのように地域、社会全体に
活用していくべきものなのかを考えていくこ
とが重要と思っています。社員の健康活
動を積極的に推進し、人材を育成し、地
域社会へ貢献していきます。
培ったビル管理の総合力を生かしたパブ
リック事業でも、常にお客様の期待と信頼
に応えます。

担当者：
環境管理責任者
羽鳥さん

社員向けのSDGs啓発活
動を行っています。
「かながわプラごみゼロ宣
言」しました、廃プラ製造ゴ
ミ袋を採用、ペットボトル3
分別も進めています。
設備のエコチューニングもお
任せ下さい。

株式会社清光社
住所：横浜市中区山下町1番地

シルクセンター
TEL：045-681-2166

URL：http://神奈川県のビル
メンテナンス【株式会社清光

社】 (sks-seikosha.co.jp)

安定した水道関連事業の
提供と働く人の健康を

こんなSDGsに取組んでいます！

・横浜市の水源である道志村水源林100年記念事業の一環として実施される記念
植樹と間伐・植栽体験材ツアーに参加。
・指定管理施設でのプレイパークの開催、グリーンカーテンの設置。
・太陽光パネル洗浄に環境に優しい純水を使用。
・床面剥離洗浄汚水を下水に流さず中和凝固処理します。
・安心して働ける会社・健康診断100％を目指します。
（横浜健康経営認証取得）

株式会社大松運輸

社会人アスリートに競技と仕事の両立を実現する働き方を提供する
『アスリート採用制度』を導入

株式会社大松運輸
代表取締役
仲松 秀樹さん

会社として必要な労働力、アスリートを続けるた
めに必要な生活費と練習時間。両方がWIN-
WINな関係を築ける、これからのビジネススタイ
ルにもマッチしていける取り組みだと思っています。
まさにSDGｓの精神である「持続可能な世界を
実現する」ことは可能なはずです。今後、日本は
どの企業でも人財獲得は困難になっていきます。
しかし、埋もれた若い人財はまだまだたくさんいま
す。これからもみんなが夢と希望をもって生き生き
と生活することが私の願いです。

担当者：
企画事業部
新規事業課
赤沼 平さん

自身が現役時代に働き口が
少なく困った経験があり、運送
会社のドライバー不足も伴い会
社に提案させていただきました。
体育学生が競技を続けながら
仕事、社会経験し、自分の可
能性を広げられるサポートをこれ
からも行っていきたいと思っていま
す。

株式会社大松運輸
住所：横浜市金沢区幸浦2-14-2

TEL：045-752-9533
URL：http://t-daimatsu.com

アスリート採用制度

こんなSDGsに取組んでいます！

社会人アスリートにとって生活の安定と競技活動への集中を両立できるメ
リットがある一方で、会社にとっても人手不足が課題となる中で身体能力
の高い人材を確保できるというメリットがあり、社会人アスリートと会社の共
存共栄を実現する取り組みとなっています。

荏原実業株式会社 横浜営業所

インフラ整備を通じて、持続可能なまちづくりへの貢献を目指します！
脱炭素社会の実現に向けた活動も積極展開中です

荏原実業株式会社
横浜営業所 所長
桃井 勇記さん

弊社は「豊かな人間環境の創造を目指して社会
に貢献する」という経営理念のもと下水道施設の
整備を中心に、環境改善・保全と「住み続けられ
るまちづくり」に貢献するべく事業を行っております。
横浜市内の建設現場では、太陽光パネルにて電
力を発電・蓄電し、仮設現場事務所のエアコンや
照明に利用する電力量をおさえる取り組みを続け
ております。持続可能なSDGs活動を続けていくこ
と並びに新しいSDGs活動を模索し行動していくこ
とで社会に貢献していきます。

担当者：
横浜営業所
山﨑 裕也さんSDGsの推進担当をし

ております。活動中のク
リーンエネルギーのみな
らず、小さなこと、個人
で出来ることも含めて、
地域に貢献出来ること
は何があるか会社全体
で検討し、取り組んでい
きます。

荏原実業株式会社 横浜営業所
住所：横浜市中区富士見町1-1

富士見町ビルヂング403
TEL：045-260-6541
URL：https://ejk.co.jp

上・下水道施設の整備を
クリーンな電力で！

こんなSDGsに取組んでいます！

建設現場の事務所に、当社グループの太陽光システムを活用
しています。自社の使用に限らず、同業種の皆様にご活用いた
だくために、サービスを提供してまいります。

プリンス電機株式会社

照明を通じ、商業施設の活性化を！
高品質・環境への配慮、働く人々への思いやりでサスティナブル経営

プリンス電機(株)
取締役社長
沖山幸夫さん

SDGs持続可能な開発目
標に向け、照明事業を通じ、
社会からの要請･課題に対
応し、持続可能な社会づくり
に貢献します。
サスティナブル検定やECO検定
社員みんなのチャレンジを応援
しています！！

プリンス電機株式会社
住所：横浜市鶴見区市場下町

8-25
TEL：045-501-4740

UURL：www.prince-d.co.jp

信頼される製品づくりで顧客満足向上
ISO9001

環境配慮型製品開発・省エネ省資源
ISO14001

無災害を目指し安心できる職場作り
ISO45001

その他BCPの取組など進めてます!!

こんなSDGsに取組んでいます！

さまざまな施設照明で
よりよい暮らしをお手伝い

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


株式会社ケイ・コレクション

花を通じて人と人をつなぎ、人々を笑顔に。

植物の生きようとするちからや工夫を知るこ
とで、植物も人間も地球に生きるものたち
は分け隔ての無い存在・仲間であると感じ
ます。環境問題に前向きに取り組むことで、
環境に配慮した生活が、窮屈でつまらない
ものでなく、解放感と愛着に満ちた生活で
あるということを、商品を通じて伝えていきた
いと思います。

株式会社 ケイ・コレクション
住所：神奈川県横浜市鶴見区

小野町75-1
横浜新技術創造館2号館107

TEL：045-502-1122
URLhttps://kcollection.co.jp

環境への負荷を抑えた商品づくり

こんなSDGsに取組んでいます！

商品の制作や配送で使用する資材でのサステナブル素材への
置き換えを積極的に行っています。

バラのロスを
なくす取り組み

花は茎の曲がりや長さによって生花市場の選別段階で
規格外になるものも多く、また
生ものため需給調整が難しく
廃棄ロスは少なくありません。
そこで、ロスを極力発生させないために
産地と提携し規格外の花を入荷、
自社で開花調整を行い商品化
（バラ風呂）する取り組みを
しています。

株式会社信友建設

性別・年齢に捉われず人にやさしく、地球にやさしい
地域と社員のための企業へ

株式会社信友建設
代表取締役
福嶋 隆太郎さん

いつまでも住み続けられる街であるために！

こんなSDGsに取組んでいます！

・現場でのごみ削減・分別の徹底、CO2削減や現場周辺、本
社周辺の美化活動。
・市発注工事受注推進でインフラの整備を。
・次世代社員育成の為「信友U30」を立上げ、20代社員の
横の絆を大切に。

担当者：営業部 島田さん私は「信友建設のSDGs」
の担当をしています。
社員一同、地元横浜市
民の方々がいつまでも安心
して住み続けられるまちづく
りと次世代社員育成に奔
走中です！

株式会社信友建設
〒244-0001
横浜市戸塚区鳥が丘12-1
045-860-21615（代表）
https://sinyu.co.jp

SDGs活動に取組む目標として「すべての社員が働き
甲斐のある労働環境の整備」「地域の活性化」を掲
げています。性別・年齢に捉われない個々のライフスタ
イルを尊重した多様な働き方の促進。
また、公共インフラ工事と民間住宅工
事と主力とする当社は、SDGsの理念
である「持続可能性」を常に念頭にお
いています。社風は、女性社員や長期
勤務者が多いのが特徴であります。
地域、社員から「必要とされる」と認め
続けられるよう、力を尽くします。

東亜鉄工株式会社

日本有数の良港「横浜港」を望む京浜工業地帯の中央に位置した
立地を活かし、持続可能な社会の実現を目指します。

東亜鉄工株式会社
代表取締役
藤本 好由さん

東亜鉄工株式会社
住所：横浜市鶴見区安善町1-3

TEL：045-502-1291
URL：http://toatekko.co.jp

環境に配慮した設備の導入

こんなSDGsに取組んでいます！

各工場で使用する照明をLEDへ入替、構内
のトイレでは循環式トイレを導入するなど、環
境へ配慮した設備を導入しています。

次世代の子どもたちへ

近隣小学校からの社会科見学受入を行い、当社
の創業者浅野総一郎や京浜工業地帯の歴史、
私たちの仕事について子供達に伝えています。

SDGsの実現に向け、構内
照明のLED化や洋上風力
発電関連設備、船舶への
陸上給電設備などの製作
に携わっています。京浜工
業地帯の中央に位置する
サステナブルな企業を目指
し、社員一同取り組んでま
いります。

横浜市と連携して地域課題の解決の取り組みに協賛
身近な環境の保全を通してSDGs達成に貢献する

(株)山田債権回収管理総合事務所
代表取締役 山田晃久さん

『米・食味分析鑑定コンクール』で
お米の審査員を務めたことをきっか
けに、米作りの生産者たちの活動
支援を開始。2019年より『全国
農業高校お米甲子園』の後援活
動を通じて、若者の米離れ・農業
の後継者不足の問題解決にも取
り組んでいる。

担当者：
総務部 杉山さん

横浜市内の小学生が夏休み
期間中に省エネ行動やごみの
削減などに取り組む「横浜市
こどもエコ活。」に賛同し、毎
年協賛を行っています。

横浜市こども『エコ活。」大作戦！に協賛
こんなSDGsに取組んでいます！

 横浜市が主催するこどもエコ活協賛に協賛金を
提供して、感謝状をいただきました！

株式会社山田債権回収管理総合事務所
住所：横浜西区北幸1-11-15横浜STビル18F
TEL：045-325-3933
URL：https://www.yamada-servicer.co.jp/

株式会社山田債権回収管理総合事務所



快適な空間を創るコトがわたしたちの仕事
地域環境から地球環境まで配慮した活動を行い脱炭素化に向けて！

株式会社三英空調工業
代表取締役
田村 英輔さん

当社はダクト工事を専門としておこ
なっている会社です。市内業者とし
てまずは小さなことからでも他人事
ではなく自主的にSDGsに取組み
地域環境から地球環境まで配慮
した取り組みを目指します！

株式会社三英空調工業
住所：横浜市都筑区佐江戸町

357番地
TEL：045-938-0133

URL:http://www.aaa-
duct.co.jp/

地域環境保全を維持

こんなSDGsに取組んでいます！

・事務所、工場内の照明は全てLED化しデマンド装置にて電
力使用を押え脱炭素化へ！
・毎朝近隣清掃をおこない、地域環境の保全に努めています。
・工場で出る産業廃棄物は適正に分別処分しリサイクル出来
るもは再利用しています。

養蜂を通したまちづくり！
横浜市瀬谷区を花いっぱいミツバチのへ！

一般社団法人
セヤミツラボ
代表理事
山口 正斗さん

事業をスタートするきっかけになった
のは、2027年に横浜市瀬谷区に
て開催される国際園芸博覧会に
合わせて、地元から名産を生みた
かったことです。ミツバチが環境指標
生物と言われるほど大事な生き物
ということを知ってもらいたいです。

一般社団法人セヤミツラボ
住所：横浜市瀬谷区相沢2丁目19-1

TEL：045-301-8383
URL:https://www.seyamitsu.com/

QR
コード

小学生にも分かる
“ミツバチ×環境“の授業

こんなSDGsに取組んでいます！

・最初は身近なものが環境に絡んでいると知ることが大切。
・地域でミツバチを守る意識を持ってもらえるために・・・・

※

整理事業・不用品回収事業を通じて、3Rを促進し環境にやさしい循環
型社会の達成へ

株式会社クオーレ
代表取締役
竹本 泰志 さん

弊社の仕事は、「ライフサポートサー
ビス」を提供することです。遺品整
理を基軸とし、遺品整理と密接に
関わる事業は、一つでも多く自社
で対応できるように事業展開をして
います。この分野はSDGsとの親和
性が高く、SDGs達成に向けた取り
組みを行うことは必然的な事でした。

担当者：
執行役員
本田 啓夫さん

本業を通して、SDGs
達成に努めるだけでなく、
出講活動、寄付活動、
催事の開催など、本業
外の活動も行っています。
そのために、多くのパート
ナーシップを締結したい
と考えています。

株式会社クオーレ
住所：愛知県大府市柊山町8-53-2

TEL：0120-923-225
URL：https://cuore-group.com/

不用品に新しい命を
吹き込みます！

こんなSDGsに取組んでいます！

・不用品の整理、回収、リサイクルを行っています。
・遺品整理を中心とした出講活動を実施しています。
・査定イベントを開催し、経済の循環を促がします。

プラスチック資源循環の
技術・製品の開発推進

環境負荷の少ない
技術・製品の開発推進

株式会社放電精密加工研究所

持続可能な社会の実現に向けて、脱炭素社会と資源循環型社会の
実現に向けた活動でSDGsの達成に向けて貢献します！

株式会社
放電精密加工研究所
代表取締役社長
工藤 紀雄

1961年の創業以来、多岐にわたる
業界に製品を届けることで社会の発
展に貢献して参りました。これからも、
脱炭素や資源循環型社会の実現に
向け技術革新を図り、持続的に共
栄できる未来の実現に向け、事業を
通じてSDGｓに貢献して参ります。

こんなSDGsに取組んでいます！

・プラスチックのマテリアルリサイクルの推進
・木や竹などの未活用天然資源と石油性
プラスチックの融合による減プラ材の推進

SDGs推進担当として、学校での啓発
活動や展示会などに参画しながら、対
話を通じて、持続可能な社会の実現に
自社で何ができるか検討し、取り組んで
いきます。
サステナものづくり推進室 高橋昭人

株式会社三英空調工業 株式会社クオーレ

一般社団法人セヤミツラボ

養蜂家：
猪俣 友悟さん

私は「養蜂家」として
活動しています。ミツバ
チの生態(農薬に弱い/
滅多に刺さないことなど)
を知らない人が多すぎて、
嫌われがちなミツバチで
すが、本来はかわいい
生き物です。



株式会社ワカバヤシ

世代を繋ぎ、未来を見据えて家づくり
地域皆様の幸せのために、「この街にあって良かった」ワカバヤシ

株式会社ワカバヤシ
代表取締役社長
田嶋 健一

弊社は今年で設立65年を迎えた建築会社です。
横浜エリアを中心に注文住宅事業や不動産事業、
リフォーム事業などを展開しています。
住環境のスペシャリストとして地域活動をしていく中で、
会社としてもっと多くのことに貢献できるのではないかと
社内で話し合い、SDGｓの取り組みを始めました。
すでに行っている毎朝の地域清掃や台風の事前連
絡をはじめ、今年新たに取り組んでいるお引渡しのお
客様への防災セットの配布、社員スキルアップの為の
研修活動など社内で意見を出し合い出来る事を増
やしています。地域から必要とされる会社である為に
これからも私たちは一丸となって活動し続けます。

担当者：
建設部 積算課

山﨑 健吾私はブランディングチームのプロジェクト
リーダーとして「SDGs」の運営に携わって
います。このチームは、社長をトップに各
部署から代表1名が参加しています。
メンバーは、日常業務と並行しながら参
加することが多く、進行管理や取りまと
めは、プロジェクトリーダーの役割の1つで
す。それぞれの意見を尊重し、より良い
案が出るようまとめることを心掛けていま
す。決定したことは全社員に発表し、す
ぐに取り組むようにしています。特に家づ
くりに対する活動は、お客様から頂くアン
ケートやお手紙等で喜びの声を頂く事も
多く、やりがいを感じます。

株式会社ワカバヤシ
住所：横浜市神奈川区神大寺

三丁目26番10号
TEL：045-491-2121

URL：https://www.kk-wakabayashi.co.jp/

地域の方のとの交流を
大切にした“ 地域清掃活動“

こんなSDGsに取組んでいます！

・引き渡し後のアフターサービスを柔軟に対応しています
・技術スキル向上を図るため、社内研修及び管理職研修を行っています
・毎日の近隣清掃、1回/月の地域清掃・現場周辺清掃を実施しています
・台風の災害連絡を事前に行っています
・全棟耐震等級3の家づくりを行っています

株式会社安田物産

地域応援企業として、すべてのお客様の笑顔の為に！「食」から得る
喜びと「エネルギー」で支える快適な暮らし！合言葉は「僕らは毎日を
支えるヒーローだ！？」

株式会社安田物産
代表取締役
安田 幹仁さん

弊社は幼稚園・保育園、学校給
食、横浜市中学校給食（デリバ
リー式）、病院や福祉施設の委託
給食とプロパンガスのエネルギー供
給までを事業としており、SDGsとの
相性が抜群に効果的です！子供
たちの未来の為に、取り組みを加
速させていきたいと思います。

栄養衛生
管理グループ
小泉 明子さん

私たちは、フードロス
削減のため、酒米
や米粉を使った給
食メニューを開発し
ました。
今まで有効活用さ
れてこなかった食材
を活用することで子
供たちへの食育に
繋げていきます。 住所：大和市深見西2-6-28

TEL：046-261-9700
URL：http://www.yasuda-bussan.co.jp

給食だから出来る！
「食育」で学ぶフード
ロス対策！

こんなSDGsに取組んでいます！

・有効活用されていない食材を活用した給食メニューの開発
・女性が働きやすい環境を整え、ジェンダー平等を実現
・再生可能エネルギーや電気自動車でカーボンニュートラル

株式会社シンテン

施設を管理・運営されている方々の課題や悩み事を解決！
施設管理支援企業としてお役立ちできるサービスや商品をご提供しています

株式会社シンテン
住所：東京都豊島区南大塚
2-26-7ME新大塚ビル2階
TEL：03-5904-8912

URL：http://www.shinten.co.jp/
QR
コード

“長寿命化＆脱炭素“

こんなSDGsに取り組んでいます
遊具、体育器具の点検・修繕

・本社オフィスにおける従量電灯、動力電源において再生可能エネ
ルギーによって得られた環境価値を充当し、排出CO2実質ゼロに。
・日本が京都議定書締結しチームマイナス6％の頃から開始している、
普段の暮らしの中で飲料自販機利用者へ脱炭素意識の啓発と
気軽にSDGs貢献できるサービス「Drink de Offset」の展開

株式会社シンテン
代表取締役

能美 卓英

少子化・労働人口減少の日本の中で
新たな人材を確保し、生産性を維持し
ながら事業継続していくためには、社会
貢献理念を持った経営をしていく必要
があると常々考えておりました。SDGsは
その象徴的なもので当社にとってリスク
ではなく、先の見えない近代経営の方
向性を指し示すものだと思っています。

二幸産業株式会社 神奈川支社

年齢・性別にとらわれず、様々な人材を積極採用！
地域と社員に貢献できる企業、そして誰もが生き生きと活躍できる社会へ！

二幸産業株式会社
神奈川支社 支社長
舟木 俊夫さん

当社の事業は総合ビルメンテナンス
業です。約３００名が神奈川支社
で働いております。国籍・年齢・性別
にとらわれずお客様の施設を管理維
持し、SDGｓにも取り組み横浜地
域の皆様方の雇用にもお役に立て
ればと思い事業を行っています。

担当者：総務管理課
SDGsプロジェクトメンバー
西岡さん・三浦さん

私たちは全社で取り組む
「SDGsプロジェクト」のメン
バーとして、全国の支社のメ
ンバーと意見を交わし合いな
がら、企業としてSDGsの達
成に貢献できる活動を考え、
社員全員がSDGsへの理解
を深められるよう活動してい
ます。

二幸産業株式会社神奈川支社
住所：横浜市西区みなとみらい2-2-1

横浜ランドマークタワー31階
TEL：045-224-1611
URL：https://nikoh-sng.co.jp/

シニアの積極雇用により
働きがいのある職場へ

こんなSDGsに取組んでいます！

二幸産業㈱神奈川支社では働く意欲のあるシニア世代を多く
採用し、高齢者雇用への貢献、働きがい・魅力ある職場環境
つくりに取り組んでいます。従業員が長く元気にお勤めいただける
よう、社内ではウォーキングを推奨し、
健康経営にも力を入れています。



東京ガス横浜中央エネルギー株式会社

温水機器のリサイクル・地域への防災啓発活動により
経営ビジョン「地球にやさしさを 横浜に心地よさを」の実現を目指します！

東京ガス横浜中央エネルギー株式会社
住所：横浜市西区伊勢町3-148

TEL：045-231-2682
URL：https://www.tg-

yokoene.com/

交換・回収した給湯器の
リサイクル活動

こんなSDGsに取組んでいます！

・給湯器販売時に交換した使用済み給湯器を回収し、弊社
リサイクルセンターにて解体・分別を行う資源のリサイクル活動
を2012年より10年以上にわたり実施。
・障がい者雇用・職場復帰促進のための就業の場としても活
用しており、環境性だけでなく経済性も担保し事業として確立。

・”7日間”をキーワードに在宅避難
のために必要なものを実物で展示。
・都筑区・青葉区と協定を結び、
エマージェンシーハウス活用による
防災啓発活動を実施。
・2023年4月、「ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾚｼﾞﾘｴﾝ
ｽ･ｱﾜｰﾄﾞ2023」最優秀賞を受賞。

「エマージェンシーハウス」を
活用した防災啓発活動

東京ガス横浜中央
エネルギー株式会社
代表取締役
原 文比古

弊社は、給湯器のリサイクル活動による
環境負荷の軽減や、 ”災害に強い人づ
くり、地域づくり”を目指した「エマージェン
シーハウス」を地域のみなさまにご利用い
ただています。この活動にとどまらず、脱
炭素に貢献する商品の取り扱い拡大や、
地域のみなさまとの連携、社内活動見
直しなどを通し、横浜に住むお客さまの
より良い暮らしの実現とSDGs達成に向
け邁進してまいります。

株式会社クリエイト横浜
昔なつかしのガリ版印刷で地域と繋がり、
想いでのオリジナル下敷き印刷を通じて海の生き物保護活動を

株式会社クリエイト横浜
住所：神奈川県横浜市中区

真砂町2丁目12
関内駅前第一ビル1F 106号室

TEL： 045-228-7946
FAX： 045-228-8412

想いでのオリジナル下敷き印刷を
作成した分海洋植物の保護活動

こんなSDGsに取組んでいます！

弊社の主力商品である、オリジナル下敷き印
刷の販売枚数×1円をサンゴ礁保護、再生活
動をしていらっしゃるNPO法人「アクアプラネッ
ト」様へ寄付をしております。サンゴ礁は気候変
動の影響を受けやすいため、気候変動対策が
重要です。温室効果ガスの排出削減や、気
候変動に対する適応策の実施にもなります。

ガリ版印刷を通じて
楽しく体験学習

こんなSDGsに取組んでいます！

弊社で所有している、昔懐かしの謄写版(ガリ版印刷機)を使って年賀状印刷や、クリス
マスカードなどの印刷を楽しく覚えてもらう活動をしております。ガリ版印刷は電気やガス
も使わない印刷方法となります。また、紙だけではなく布などにも印刷が可能でオリジナ
ルエコバックなどへの印刷も可能です。究極のエコ印刷を楽しく体験してみませんか。

株式会社サンテクノス 関東事業所

「検査」・「調査」・「計測」を通じて豊かな未来社会に貢献します！

株式会社サンテクノス
関東事業所

住所：横浜市都筑区中川3-３８-1
TEL：045-350-4470
URL：http://sut.co.jp

非破壊検査技術を通して
皆様の安心・安全をサポート。

こんなSDGsに取組んでいます！

素材や機械、構造物などを壊すことなく、超音波・エックス線・レーダー
などを用いて内部の状況を検査・調査する技術で、皆様の生活の
安心・安全を守っています。

働きやすい職場づくり

社員一人一人のワークバランスを大切にし、働きがいのある
職場づくりを目指します。

・品質マネジメントシステム
ISO9001取得

・優良鉄筋接手部検査会社認証
・CIW認定検査会社
・東京都知事認定検査会社
・インフラ点検により、国土強靭化

・有給休暇取得状況の発信・推進
・他事業所との若手社員の交流会
・報奨制度
・女性技術者の積極雇用

HP Instagram Tik Tok

株式会社 柴橋商会

医療・福祉に広く、質の高い商品・サービスを提供することで
地域社会に貢献していきます。

株式会社 柴橋商会
代表取締役
柴橋 和弘さん

弊社は昭和3年に寝具類のリース業
として創業し、医療・福祉施設への
リネンサプライや福祉用具のレンタル等
繰り返し使用する循環型のサービスを
提供してまいりました。
引き続き、持続可能な社会に貢献し
てまいります。

公式キャラクター
シバちゃん

株式会社 柴橋商会
住所：横浜市神奈川区鶴屋町2-11-5

TEL：045-312-3231
URL：https://www.shibahashi.co.jp

安心・安全な商品を
提供します

こんなSDGsに取組んでいます！

・メディカルリネンサプライ、福祉用具レンタルなどを通して
環境に優しいリユース文化の推進を目指しています。
・ワークライフバランスを推奨し、みんなが働きやすい環境を
作っています。

地域のみんなの役
に立ち、誰一人取
り残されない社会
を実現できるよう、
がんばります！



今井建設株式会社

仕事と生活の両立《ワーク・ライフ・バランス》を支援！
誰もが働きやすい職場環境を実現しています。

今井建設株式会社
代表取締役
今井 新一郎さん

当社は1964年の創業以来、
「仕事を通して社会に奉仕する」こと
を大切な経営理念に掲げ、地域貢
献・地域に根差した企業活動を意
識しています。
SDGsの目標達成に向けて、多様
な働き方の促進や両立支援を実践
し、持続可能な企業経営に取り組
んでいます。

転勤がなく、地域に根差し
た会社。「しっかり働いてしっ
かり休む」ことができています。

今井建設株式会社
住所：横浜市鶴見区駒岡1-27-16

TEL：045-571-0505
URL：

https://www.imaikensetsu.co.jp

ステークホルダーと築く
建設業の新たなカタチ

こんなSDGsに取組んでいます！

・中抜け勤務制度や始業時間の繰上げ・終業時間の繰下げと
いった制度を明文化し、仕事と生活の両立を支援しています。
・上限年齢のない継続雇用制により、雇用を維持しています。
・地域の文化・芸術・教育活動を支援しています。

子育てとの両立
支援体制が整
備されていて、
安心して働くこと
ができています。

日興電気通信株式会社

地域社会に寄り添い、共に発展できる会社を目指して64年
“Visual Network”を通じて、社会に安心・安全を提供しています

日興電気通信株式会社
取締役副社長
山中 一生さん

当社は、地域社会に貢献すること
を重要な使命として捉え、情報通
信技術を活用した地域社会発展
への寄与、社内の働き方改革やエ
ネルギーの効率化などの取り組みを
行っています。今後もY-SDGs認
証と共に地域社会に密着し、地域
課題解決に取り組んで参ります。

SDGsプロジェクトチーム
が一丸となり、社内の
SDGs推進や勉強会を
実施しています。今後も
SDGsを「自分ごと」とし
て捉え、社会課題解決
に向けた取り組みを加
速していきます！

日興電気通信株式会社
住所：横浜市青葉区鴨志田町440番地

TEL：045-962-2011
URL：https://www.ndtc.co.jp/

・福祉局と連携し、施設様からお弁当等を仕入れ従業員へ提供
・様々な企業と連携し、募金型自販機・リサイクル募金等を導入

従業員にとってより良い職場を目指し、働き方改革の推進や、
心身の健康促進、働きながら学ぶ人の支援などを行っています。

従業員にとって働きやすい
環境づくりを目指して

こんなSDGsに取組んでいます！
各団体と連携し
地域社会への貢献を ▶『特定非営利法人

エキープ』様より
お弁当のご提供

▶社内の
緑化活動

働きやすい会社づくり、住みやすい街づくり

資源循環型社会、脱炭素社会への貢献

大西金属では【SDGsプロジェクトチー
ム】を立ち上げ、活動しています。
まずは社員全員がSDGsに関心を持
ち、理解を深められるよう、身近にでき
ることから取り組みを進めて参ります。

・限りある資源を循環させ、豊かに暮らせる社会に
非鉄金属を中心に金属全般を適切に分別、加工し、再資源化しています。
資源が効率よく循環する、豊かな社会を目標に企業活動を行っています。
・地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を削減します
節電やペーパーレス、アイドリングストップを徹底しCO2削減に取り組んでいます。
今後はより一層【脱炭素社会】の実現に向けて力を入れていきたいと思います。

大西金属株式会社

こんなSDGsに取組んでいます！

・長時間労働の抑制、ハラスメントの防止
・会社近隣の清掃活動
・ベルマークと使用済切手の寄付 etc.

リサイクルビジネスで、住みよい環境づくりを目指します！

大西金属株式会社
住所：横浜市金沢区鳥浜町13番9

TEL：045-769-0024
URL：https://www.onishi-

metal.co.jp/

株式会社平松造園

「こどもたちにみどりを」
将来にわたって安心して暮らせるみどりをつくります！

株式会社 平松造園
代表取締役
平松 隆洋さん

平松造園SDGsとして、「樹木管
理ができる人材の育成」「次世代ま
で続く緑地管理」を目標としていま
す。緑のエキスパートを目指して、
学歴・国籍に関わりなく従業員の
資格取得を支援しています。
誰でも同じように働き、安心して
子育てができる会社を目指します。

株式会社平松造園
住所：横浜市泉区下和泉1-14-22

TEL：045-443-9155
URL：http://www.hirazoen.co.jp

こどもや地域の居場所に
花や緑をふやしています

こんなSDGsに取組んでいます！

・地域コミュニティカフェのイベントで、花苗をこどもと一緒に植え
ています。
・業務を通じて公園や緑地の管理をし、だれでもアクセスできる
緑を管理しています。 管理部

ブッディカさん
娘シャナンちゃん

こどもたちのために…
できることを考えています。
まずは、身近な社員の
こどもを育てやすい環境
を整えようということで、
2人目が生まれたときに
育児休暇をとりました。
こどもの笑顔が好き！

https://www.ndtc.co.jp/
https://www.ndtc.co.jp/


株式会社栄港建設

外で働く社員のためにCHACHAっとだけど美味しい！CHACHABYを！
日本茶で健康とエコ活動に取り組んでいます

株式会社栄港建設
専務取締役

岡野美紀子

日本人のお茶離れにより、茶葉の
生産が減っているというお話を農家
の方から直接伺いました。日本茶
は心身ともの健康にとても良いとさ
れており、日本の文化でもあります。
その際に知ったCHACHABYは
様々なSDGｓを含んでおり、まさに
企業に必要なものはこれだ！と思
いすぐに採用しました。

担当者：
管理部 鈴木さん

私はCHACHABY推
進を担当しています。
今までお茶を飲んでい
なかった人もお茶の美
味しさを知って飲むよう
になりました。ペットボト
ルゴミが減ったことも大き
な成果だと思っています。

株式会社栄港建
住所：横浜市港北区北新横浜1-7-8

TEL：045-542-1973
URL：https://www.eikou.co.jp

持ち運びができる
美味しい日本茶

CHACHABYを導入しました。

・ティーバックと水又はお湯をメモリの通りに入れるだけで美味し
い日本茶が飲めるボトルを採用し、全社員に配布。
外で働く社員の為に少しでも健康に良いものをとの思いで、日
本茶をいつでも飲める環境を提供しています。

有限会社弘建工業

地域に根差し！多様な人材が活躍する働きがいのある社会へ！

有限会社弘建工業
代表取締役
佐藤 俊哉さん

創業40周年を迎えるに当たり何
かSDGsに参加できないかと考え
ていました。まずは、小さな一歩を
踏み出す事が出来ました。
今後も地域に貢献し従業員が
働きやすい環境を作れる様に、
SDGsの17のゴールを目指して、
少しずつですが取り組みを増やし
て行く所存です。

SDGｓ担当者
松島 勝也さん

弊社のこれまでの
取り組みなどを『見
える化』し、貢献で
きる部分を従業員
全体で日々共有し
会社全体でSDGs
に取り組んでおりま
す。

有限会社弘建工業
住所：横浜市港南区日野中央2-32-18
TEL：045-306-6051
URL：https://www.kouken-kogyo.com/

株式会社 大成

印刷可能な新素材提案で環境への影響を軽減！
持続可能で豊かな社会への製品開発！

株式会社 大成
専務取締役
木村 康男さん

もともとクリア素材に印刷することを
得意としていましたが、環境への配
慮で紙への切り替えの要望と、環
境影響の少ない透明素材の要望
がありました。その中でまだあまり再
利用されていないペットボトルキャッ
プをメーカーさんと協力して使用して
みようとなりました。

担当者：
品質管理部
佐々木 敬

「持続可能」と言うテー
マで考えて進めています。
ただ「止める」のは簡単
かもしれませんが今まで
の技術と新しい発想で
継続的にできる事が大
事だと思います。

株式会社 大成
住所：東京都新宿区新宿2-9-22

多摩川新宿ビル５F
TEL：03-3357-8161

URL：https://www.taisei-t.co.jp/

QR
コード

ペットボトルキャップを
再利用した新素材！

こんなSDGsに取組んでいます！

・ペットボトルのキャップを印刷・加工が可能なシートへ再利用し
ます。再利用したシートへの含有率は25%～75%です。
ニーズや用途に合わせて変更可能です。

多様な人材がより活躍し、地域
に貢献出来る仕組化を！

こんなSDGsに取組んでいます！

・様々な工種のマニュアルを日本語、ベトナム語
で作成し、若手の従業員が育つ環境の整備
・豊富な経験を次世代の従業員に継承する為
に定年退職者の再雇用を実施
・ウェルネス休暇、リモートワーク制度の導入
・etc・・・

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル

働きやすさと働きがいの両立で女性が活躍する職場を作り、
ステークホルダーの金融リテラシー向上と金融ウェルビーング実現に貢献！

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル
住所：横浜市西区南幸2-20-5

TEL：045-329-7150
URL：https://www.aipf.co.jp/

・卒業間近の高校生(新成人)
向けに「お金の話」をテーマとした
講演会を開催
・YouTubeチャンネルを開設し、
資産運用について発信

投資教育の実施

従業員の成長と
自己実現を後押し

・テレワークを全部署に導入
・フレックスタイム制を全従業員に適用
・週休三日制の導入
・健康経営の推進
・女性活躍の推進(えるぼし取得)
・DX人材育成等の社内研修制度充実

㈱アイ・パートナーズフィナンシャル
代表取締役社長
田中 譲治さん

当社は真のお客様重視を実現し
社会に貢献することで、全ステー
クホルダーが幸せになることを目指
しております。
そのために従業員が能力を最大
限発揮できる職場環境の提供に
努め、従業員の成長と自己実現
を支援してまいりました。
これからも人的資本経営の推進
を通じて、企業価値の向上を図
るとともにSDGsの実現に向けた
課題解決の貢献に挑戦します。



公益財団法人横浜YMCA

子どもたちの未来のために、誰もが安心して暮らせる社会をめざして

再生可能なエネルギー
を使用した電力への変
換を進めています。

公益財団法人横浜YMCA
横浜市中区常盤町1-7

https://yokohamaymca.org

こんなSDGsに取組んでいます！

身近な社会課題を「自分ごと」として考え、行動するこ
とがSDGs達成への第一歩です。
横浜YMCAは国内外のグローバルなパートナーシップを
活用し、地域の人びととともに活動に取り組んでいます。

これまでに19拠点22施設において
変換が完了しています。
(2020年10月現在)

富士山YMCAグローバル・エコ・ヴィレッジ

いじめのない社会をめざす
ピンクシャツデー

「ピンクシャツデー」は、2007年、カナダの学生2人から始まったいじめ反対
運動です。2月の最終水曜日、いじめについて考え、いじめられている人と
連帯する思いを表す1日として、横浜YMCAの活動に参加する子どもから
高齢者まで、さまざまな人びととともにアクションを起こしています。

横浜YMCAインターナショナル・
チャリティーラン

障がいのある子どもたちを支援するとともに、”障がい”への社会的な理解と
関心を高めることを目的とした駅伝大会です。参加費等は全て障がいのあ
る子どもたちに、キャンプなどの体験活動に参加する機会を提供するために
用いられます。

気候変動への
具体的アクション

浦工株式会社

「職場環境の整備が 誰ひとりも残さない」

浦工株式会社
代表取締役
蒲谷規夫さん

弊社は建設事業を通じて次の世代に残る豊かな
街づくりに貢献し、地域と会社の発展を目指しま
す。という経営理念のもと公共工事を請負わせて
頂いております。SDGsの達成を目指し、働きや
すい会社を築いてまいります。

担当者：
土木部
春原富裕さん

やり始めたSDGs。
無理せずに小さなこと
からチャレンジして、我
社に合った取り組みが
インフラ工事を通して
地域の方々に伝えられ
るよう進めています！

浦工株式会社
住所：横浜市港北区

新横浜2－5-12
TEL：045-545-6400

URL：kabako.jp

年齢と性別のボーダレスは幸せを育む。

こんなSDGsに取組んでいます！

・若き活力と熟練者の知力を合わせ、職場環境整備を進めている。
・多様な人材と女性の活躍、柔軟な勤務形態を推し進めている。
・防災と防犯・清掃活動を行い、地域社会貢献を図っている。

株式会社 誠昌建設

地域のみなさまに支えられて創業50年
地域と共にある建設会社として、次は100年を目指して

株式会社誠昌建設
代表取締役
阿部 敏夫さん

地元保土ケ谷区で事業をスタート
して50年、地域社会に貢献するこ
とを意識して企業活動を行って参り
ました。令和3年には横浜型地域
貢献企業(最上位)の10年表彰も
受彰し、地域社会と共にある建設
会社として次の50年もSDGsの活
動を推進して参ります。

株式会社誠昌建設
住所：横浜市保土ケ谷区

仏向町20番地
TEL：045-335-5900

URL：http://seisho.cc/

地域の一員として
共にあり続ける建設会社

こんなSDGsに取組んでいます！

・横浜市の介護保険住宅改修受領委任払取
扱事業者に登録、積極的に高齢者・障がい者
向けの施工をしています。
・所属団体を通じた様々な活動で、地域社会
への貢献に努めています。
・保土ケ谷区民まつりへの出展
・横浜市と災害応急活動従事者の協定締結
・交通安全キャンペーン・防犯パトロール実施

従業員みんなが健康で
働きやすい職場環境を目指します

・2023年に横浜健康経営認証（クラスAA)を取得。健康
診断のオプション検査費用の会社負担等、
健康経営を目指しています。
・資格取得や技術研修費用等の費用を会社で
負担し、従業員の成長機会を増やしています。
・女性比率が高く、長期従業者が多いのが特徴です。

株式会社 日本美容研究所（JBL）

日本の美容業界全体の意識改革、環境負荷の改善を目指し
美容の世界からSDGsを推進します！

セミナー参加から「ハッと
するような発見が詰まっ
ていた」「視野が広がっ
た」という前向きなご意
見を数多くいただけてお
り、美容業界の意識改
革が1歩ずつ前進して
いるのを感じています。

株式会社日本美容研究所
contact@japan-beauty-lab.com

美容業界から始める
SDGsの啓蒙活動

こんなSDGsに取組んでいます！

・“美しさ”の本質や多様性に触れる機会が持てるセミナーを日本
全国で定期的に開催
・個性の尊重、環境問題に対してアプローチできる美容プロダクト
「Ć」を開発し、日常の身近な部分からも啓発に努める

CEO 成川 詠子

国内外で活動しているヘアアーティストとメイ
クアップアーティストで、”その人らしさ”を尊重
する美の多様性の啓発、美容業界がもたら
す環境問題解決への取り組み、プロダクト
開発を行なっています。ニューヨークでの長年
の経験を活かし美容、ファッションを通じて
”個性”や”環境問題”の意識改革を目指し
ています。

セミナー実行スタッフ

JBL Ć



横浜市建築設計協同組合（略称：YSK）

美しい横浜、安全で安心な横浜の街づくりに全力投球しています

横浜市建築設計協働組合
理事長
小澤勝美さん

横浜には都市の財産が沢山ありま
す。近代歴史的建造物や、港と緑
の景観、精神的には開港の街であ
る先進先取の気質もあります。この
文化を継承して、木材利用の促進
や、先進技術を取入れた建築の脱
炭素化を優先課題に掲げ、街づくり
に貢献したいと思います。

担当者：
専務理事
松島宏充さん

人の成長を見守る事
が大好きです。持続可
能な社会には、困難な
課題を自らが中心に
なって関係者の英知を
結集し、達成に結びつ
ける人格の育成も、大
切な事と捉えています。

横浜市建築設計協同組合
住所：横浜市中区相生町

6-113 オーク桜木町ビル６階
TEL：045-662-6557

URL：https://ysk.or.jp/

私たちは建物の
エッセンシャル
ワーカーです

こんなSDGsに取組んでいます！

新築改修に拘らず、川上となる設計から、環境にやさしく長寿
命で心地よい建物を創造しています。公共施設が得意な設計
者集団ですが、市民の皆様のニーズにも、SDGsを意識してお
応えします。
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