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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。

※

株式会社チュウバチ

建設業を通じて美しい環境を未来へつなげる活動を！
地球の未来を担う子どもたちが安心できる社会へ

株式会社チュウバチ
代表取締役

中鉢 誠一さん

ISO9001、14001、グッドバラン
ス、地域貢献企業などに取り組ん
でおり、SDGsには共通することが
多いと思い、本格的に始めました。
質の高い教育、脱炭素(太陽光パ
ネル)など多くの目標に取り組んでい
ます。趣味のダイビングで潜る海を
守るためにも環境を守る活動も積
極的に取り入れていきます。

SDGs担当者：
森住 ちひろさん

SDGs、グッドバランス、
健康経営などの取り組
みを担当しています。中
でも環境問題には特に
力を入れています。社
内一丸となって更に新し
いことを取り入れていき
たいと考えています。

株式会社チュウバチ
住所：横浜市緑区台村町615-1

TEL：045-931-8512
URL：https://www.chubachi.com/

より環境にやさしい
建設現場づくりを

こんなSDGsに取組んでいます！

・夜間工事現場にはソーラー式LED電光表示板を導入
・社屋にソーラーパネル、蓄電池を設置予定
・使用する資材はJAS認定のみ、雨水再利用も

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/

QR
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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

QR
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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 

QR
コード

“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。

株式会社ＲＥＪ

未来に続く環境負荷低減に向けた技術とソリューションを提供！
環境配慮型の電力変換装置（コンバータ、インバータ等）を用いた
モータ駆動システムのモノづくり

株式会社ＲＥＪ
常務取締役
穴原 計二さん

当社は、本業（産業機械用
モータドライブ及び制御システム
等の開発・製造・販売・サービ
ス）を通じて、共有価値の創
出を目指し、未来に続く環境
問題解決に向けた、持続可能
な社会づくりに貢献する活動に
取組みます。

担当者：
総務部
古知 光二郎さん私は「SDGs環境委員

会事務局」として、社員
にSDGs教育を行い、
社員と共に、人々の極
度の貧困を終わらせ、
人類の繁栄、地球の繁
栄に貢献したいと考えて
います。

株式会社ＲＥＪ
住所：横浜市金沢区福浦2-3-2

TEL：045-701-1770
URL：https://www.rej.jp/

次世代の豊かさのために
生活の安心に貢献

こんなSDGsに取組んでいます！

・地元金沢区の海の公園／野島公園ボランティア清掃を
実施しプラスチックを回収（年2回）、海洋プラスチック
対策に取組んでています。
・ボランティア清掃は家族、協力会社も参加しています。



ハーチ株式会社

横浜でサーキュラーエコノミーを促進させるプラットフォーム
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

2019年冬にサーキュラーエコノミー
の取材で欧州の複数都市を周り、
世界最先端の取り組みを数多く目
の当たりにしました。帰国後、地
元・横浜でも同様の取り組みがで
きないかと考え、横浜市の「YOXO
アクセラレーター」プログラムに応募
したところから事業が始まりました。

担当者：
Circular Yokohama 編集部
瀧田 桃子さんCircular Economy Plus 

School（サーキュラーエコノミー
プラススクール）は、持続可能
な循環型のまちづくりに関わりた
い人々が産官学民の立場を超
えて集い、学び、つながることで、
地域の課題を解決し、横浜の
未来をつくりだすプログラムです。
今年1月～3月にかけて実施し、
全12回のオンライン講座・全10
回のフィールドワークで合計200
名以上の方が参加しました。

ハーチ株式会社
住所：横浜市中区尾上町3-35 

G Innovation Hub #316
URL：

https://circular.yokohama/

環境にも人にも優しく、持続可能な横浜の
まちを作るCircular Yokohama

こんなSDGsに取組んでいます！

横浜市が掲げるビジョン「サーキュラーエコノミーPlus」実現に向
け、地域発のサーキュラーエコノミー（循環経済）学習プログラ
ム「Circular Economy Plus School」の実施

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。



株式会社三笠

糸を通じて取り組むSDGs

代表取締役社長
甘利 茂伸さん

製造部門は、ハギレ（捨てる部分）が
発生しない編機に全て変更済。物流
部門は、休憩時の消灯や蛍光灯の
LEDへの変更を計画中です。月度会
議で各事業所のＳＤＧｓへの取組の
報告を開始する予定です。スタッフが自
主的に活動する様になる事を期待して
います。

担当者：
営業部
葛籠貫 晃司さん

株式会社三笠
住所：神奈川県横浜市港南区

日野南3-2-71
TEL：045-831-7011

URL：http://www.kk-
mikasa.co.jp/

残糸とリサイクル糸を
使った新商品開発

こんなSDGsに取組んでいます！

靴下を作る上で残糸
はつきもので悩みの種
になっていました。その
残糸やリサイクル糸を
使った新商品開発をす
る事でSDGsの取組を
しております。

営業部では、 SDG
ｓに心掛け、糸の廃
棄量削減や環境破
壊に配慮し、新商品
開発に取り組んでおり
ます。

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。

株式会社ヨコレイ

設備工事業で地球温暖化防止とオゾン層保護＆キレイな空気・おいしい
水・清潔なトイレを皆様へ！ 地域志向CSRで地元に貢献！

株式会ヨコレイ
代表取締役
有井 清 さん

わが国では2001年からフロンガス
の回収処分が法律化されましたが、
2019年の国内回収率は38％ほ
どに留まっています。みんながフロン
ガスの地球温暖化係数を知ってく
だされば、きっと回収率が上がると
思うんです。会社のメンバーと共に
引き続き取り組んで参ります！

技術部サービス課
浅沼 優希 さん

毎日お客様先に設備の
修理に走り回っていま
す！エアコンや水回りの
設備を快適に使っていた
だきたいですからね。
エアコン修理の際は完全
にフロンを回収して、地
球温暖化を防ぎます！

株式会社ヨコレイ
住所：横浜市保土ヶ谷区新井町

657番地
TEL：045-381-4501
URL：https://yokoray.co.jp/

地球温暖化係数はCO2の
二千倍！フロンガスを完全回収！

こんなSDGsに取組んでいます！

・フロンガス回収の有資格者を継続的に育成して完全回収。
・HPでフロン回収量を報告＆フロン毎のGWPを掲載して紹介。



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
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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」
広告出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。

株式会社
横浜メディアアド
第三営業部第一課
課長 髙橋 朋浩 さん

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：
第三営業部第一課
稲見 一樹 さん毎日忙しいパパ、ママに

とって学校からのお便りの
管理って本当に大変で
す。スクリレはそんな保護
者のライフワークを改善
する、希望のアプリです。
チーム一丸となって普及
に努めています！！

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

YCS4F
TEL：045-450-1808

URL：http://soag.co.jp

広告をお出しいただく
ことが学校支援に

こんなSDGsに取組んでいます！

・学校と保護者間のお便り、出欠、検温などの連絡がアプリで
行えます。
・アプリ上に表示される、地元企業の信頼性の高い広告を
保護者が閲覧することで学校へポイントを還元し、備品等に
交換できます。



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
鈴江 孝裕 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

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。

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 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。



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。

横浜建設株式会社

創立40周年、快適に暮らせる都市づくりを目指してまいります。

横浜建設株式会社
代表取締役社長
須藤 剛

横浜建設は、企業活動を進めるう
えで顧客満足度の向上、地域住民
とのコミュニケーション、働きやすい環
境づくりに努め、ステークホルダーとの
信頼関係を高めます。健康的な生
活、質の高い教育を確保し、環境
面においても災害対策やCO2排出
量低減に貢献します。

横浜建設株式会社
住所：横浜市栄区小菅ケ谷

4-26-11
TEL：045-897-1133

URL：https://www.nify.jp

QR
コード

次世代の育成、
働きやすい環境づくりを

こんなSDGsに取組んでいます！

・1級・2級土木施工管理技士等の講習受講費用を全額会社で
負担しています。
・働きやすい職場環境づくり・多様な働き方を推進しています。
（横浜健康経営AAA認証、よこはまグッドバランス賞 認定）

地域に根差し、未来へ繋ぐ

・低騒音、排ガス規制の建設機械を使用しています。
・会社敷地内の緑化・災害時の緊急パトロール等を
通じて、地域環境の保全に努めています。

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



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。
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