
No. 業種
SDGsへの貢献に向けて現在行っていること

（もしくは今後行いたいこと）

1 保険衛生・社会事業

・全ての人に健康と福祉を：安心して子育てに向き合えるよ
うな支援をする。
・質の高い教育をみんなに：大人になってもしっかりと生きて
いけるように導く。
・働きがいも経済成長も：幼少期から夢や憧れを持てるよう
な環境作りをする。
・脱酸素社会の実現に向けて：電力会社を通して、かなが
わ再エネ電力利用応援プロジェクトに参加し、再生可能エ
ネルギー電力の利用に積極的に取り組む。

2 卸売・小売業

・生花用のエコバッグを販売することにより、ビニール袋等
削減に取り組んでいる。
・植物の有機ゴミをウッドチップ肥料にリユースする業者に
持って行き、再利用している。

3 建設業

・業務に使用する重機（バックホー、ダンプ）は省エネ仕様に
切り替え済。さらに事務所の照明のLED化を行う。
・かわさき☆えるぼしの認証取得
・ISO9001、ＩＳＯ14001の認証取得

4 その他のサービス

・障害児・者を、ありのまま受け入れる人と場所を提供する
ことで、健康的な生活・福祉を促進する。
・従業員に障害児を抱え、働きに出ることが難しかった女性
を積極的に採用し、柔軟に働ける場所と経済的自立を提供
する。
・地域の人との交流がはかれる活動にも取り組む。

5 製造業

・アルミの残材からコップ型の容器をスピニングマシンを
使って行う廃材でのへら絞り体験の実施
・アルミの残材、杉の間伐材から作られる積層材などを使
い、かわさきものづくりブランド３社によって作る「Re-shibo」
ブランドを立ち上げ販売中

6 製造業 ・積極的に川崎市内在住の人材の雇用を行う。

7 製造業

・新型コロナウイルス感染拡大を契機に、ニューノーマルな
生活システム構築のため卓上型次亜塩素酸水生成装置の
開発
・過疎地域に安全安心の水を提供するため、タンクローリー
を活用した水配給システムを石油関連企業と共同で研究

8 NPO

・講座やイベント等を通した、環境や文化にふれるきっかけ
づくり
・ＳＤＧｓについてポスター等の掲示、講座等での積極的な
告知

9 製造業

・エスカレーターグラフィクスによる安全注意喚起、ソーシャ
ルサインによるマナー改革、事故削減
・反射輝度テープ取付による夜間の交通事故の削減
・風力発電のブレードフィルムの普及による再生エネルギー
の生産性向上
・日照調整フィルムによるエアコン電力の効率化
・再生エネルギーの購入
・システム開発、イノベーション技術による生産性向上
・デジタル化加速によるペーパーレス促進、リユース促進

10 製造業
・川崎市産野菜をメニューに取り組み農業の活性化
・川崎市在住の雇用促進

11 情報通信業
・更なる労働環境の向上
・ＩＳＭＳの取得

12 市民団体

・有用微生物群（EM）を活用した生ゴミリサイクルの推進と
環境の浄化
・災害対策に役立つEMの量子力学的活用法の普及活動
・無煙炭火器による整流炭作りによりCO2削減と土壌改良
による病原菌対策
・整流ブロックによる災害対策

13 保険衛生・社会事業

・放課後や長期休暇中の子供たちに療育の場を提供
・障がいや発達に心配のある子供たちが支援を受けられる
よう専門性のある療育を行っている。
・今後、障がい者自立支援に特化した作業所の開設を計画

14 その他のサービス
・住み続けられるまちづくりや地域の共生連携
・今後はさらに幅を広げて、スタッフやボランティア、地域全
体の意識を高める取組を行う。

15 教育

・幸福を感じられる教育・保育
・ゴミの分別と調理後のゴミ削減、肥料化
・雨水タンクを2台設け、植木などの水やりに使用
・高齢者(60歳以上を4名)を雇用
・外国語を使用するこどものために中国語の通訳ができる
先生の配置
・川崎市民を1/2以上雇用

第2回かわさきＳＤＧｓゴールドパートナー
認証事業者一覧
（五十音順）

企業・団体名

株式会社アイオル

愛花園フラワーガーデン

株式会社ＩＢＦ

株式会社アイム

And One Software Engineering株式会社

EM普及活動研究会

株式会社いい食

株式会社イータウン

生田ひまわり幼稚園

有限会社相和シボリ工業

有限会社アイワ製作所

有限会社アクア環境テクノロジー

認定特定非営利活動法人アクト川崎

株式会社アサイマーキングシステム

株式会社アポルテフードファクトリー



No. 業種
SDGsへの貢献に向けて現在行っていること

（もしくは今後行いたいこと）
企業・団体名

16 不動産業

・地域貢献の観点から市内居住者の積極的な人材採用と
社外研修会を通じた人材育成
・地域奉仕の観点から地元小中学校へＡＥＤの寄付、高齢
者福祉施設などへ必要な備品の寄付

17 製造業

・省エネにかかる設備を導入し、工場の省エネ化を実施
・事務所にて使用している電気はすべてＬＥＤを使用
・「安心と安全な加工食品」の提供のため、品質管理維持に
関する取組を実施

18 建設業

・長時間労働を抑制する取組として有給休暇の積極的な取
得を目指していく。
・外国人等、様々な人材を雇用し、育成に力を入れていく。
・従業員の半数以上が川崎市民であり、今後も市内におけ
る雇用を積極的に行う。

19 建設業

・重機（バックホー、ダンプ）は省エネ仕様に切り替え済、事
務所の照明をLED化する。
・かわさき☆えるぼしの認証取得
・ISO9001、ＩＳＯ14001の認証取得

20 製造業

・省エネルギー（又は再生可能エネルギーや水素等の積極
取入れ、大気・水質・土壌汚染防止や廃棄物の浄化試験盤
等々）につながる技術・製品を提供
・障害者施設の積極利用や市内に生産工場を設け、地域
雇用・障害者雇用
・福祉用品等の開発による産学連携や施設との連携

21 その他のサービス
・障害児の健全育成
・障害者の職業能力の開発
・雇用機会の拡充による経済活動の活性化

22 その他のサービス
・グリスフィルターの濾材のアルミ繊維を100％リサイクルし
て、環境循環型社会を意識した取組を実施

23 建設業
・子が3歳になるまで取得可能な育児休業制度を整備
・外国人実習生の受け入れ

24 建設業

・地域密着型の人材育成・地域保全活動
・飲食店・駄菓子屋・卓球教室等事業拡大により食とスポー
ツでの心と身体の健康育成、働く場の提供
・地域防犯等の社会貢献活動

25 専門・科学技術、業務支援サービス業

・社員が健康に働き続けられるように、健康経営対策の強
化や多様な働き方の促進
・女性がさらに活躍でき、男女ともワークライフバランスを取
りながら柔軟に働くことができる制度や施策の拡充、社内周
知や研修等による利用の促進
・環境に配慮した事業活動の積極的推進

26 建設業

・省エネ・長寿命製品を提案し、機械設備を順調に稼働させ
る技術サービスを提供
・浄水場やごみ処理場等の油圧設備メンテナンスを通じ、地
域ライフライン維持に貢献
・ガソリンスタンド等の地下タンクを点検保全し、安定的なエ
ネルギー供給をサポート

27 建設業

・事務所内の照明を全てLED化
・リモートワークの実施
・従業員の能力開発
・省エネ運動、節電活動

28 その他のサービス

・メディアでの啓発・広報
・麻生区・多摩区内で開催するイベントの企画・運営に携わ
る立場として、ＳＤＧｓの視点を強化し、SDGｓへの取組の企
業、団体、個人の活動への支援

29 専門・科学技術、業務支援サービス業
・クリーンな節電蓄電発電製品の企画開発
・老人にも使えるデバイスの企画開発

30 建設業

・リサイクルによる産業廃棄物の削減
・住み続けられるまちづくりのために、道路の維持・整備に
よる交通の安全性向上
・会社が全額費用負担し、外部の講習会への積極的な参加
による人材育成
・定年制度の撤廃による高齢者の人材活用や社員寮の完
備等による福利厚生の充実

31 建設業

・空調設備について省エネルギーの提案を行うことで、電気
使用量を軽減しCO2削減に貢献
・会社負担での掛け捨て保険に加入する制度など福利厚生
によって社員が健康で長く働きやすい環境の提供
・建設予定の自社ビルに福利厚生で利用できるカフェやスタ
ジオを併設予定

32 製造業
・環境に対して貢献できる技術、製品の提供
・さらなる省エネルギー化を進める商品の開発

33 建設業
・技能実習生をはじめとした従業員の人材育成
・現場で必要となる高度な技術取得に向けたサポートや資
格取得が実現できるような環境づくり

株式会社石川商事

株式会社S.O.I.

ＮＭＫ．７電設株式会社

NTT-ATアイピーエス株式会社

ENEOSジュンテック株式会社

株式会社エフテックサービス

株式会社エリアブレイン

有限会社市川商店

有限会社伊藤工務店

株式会社今村建設

有限会社岩手電機製作所

特定非営利活動法人インクルーシブ

株式会社エイエル工業

エルステッドインターナショナル株式会社

株式会社大里工業

株式会社オーソリティー空調

有限会社OKADAPROJECTS

有限会社小野内装



No. 業種
SDGsへの貢献に向けて現在行っていること

（もしくは今後行いたいこと）
企業・団体名

34 建設業

・従業員の資格取得への講習会は勤務日扱いにし、合否に
限らず、かかる費用はすべて会社負担とし、人材育成を実
施
・川崎建設業協会所属の多摩特設作業隊として、川崎市と
大雨、除雪、地震時の災害対応について協力体制を構築
し、緊急出動にも対応

35 製造業

・設備や製造工程の改善による省エネルギーや廃棄物の
削減
・グリーン電力使用による購入電力由来のCO2排出量ゼロ
・市民の皆様を対象にした工場見学や小学校の社会科見
学実施による環境意識の向上
 ・場内緑地整備を通しての生物多様性の保全

36 卸売・小売業

・清潔・美・健康分野での知見やお役立ち情報を、HPや講
座をなどを通して提供
・“全ての人に健康と福祉を”の貢献に向けて、子供向け手
洗い・手指消毒講座のコンテンツ作成・講座実施

37 製造業

・産業と技術革新の基盤を作るため、ICT/IOT/AIの積極活
用町工場の技術力を活かしたDX化
・海の豊かさを守るため、ペットボトル削減活動として、
ウォータースタンド給水型を採用し、全社員にマイボトル配
布

38 卸売・小売業

・省エネルギーの取組として、事務所で使用する照明のLED
化
・車両を買い替える際に、低公害車等環境に配慮したもの
への買い替えを行う。

39 建設業

・経済成長への積極的な地域の雇用創出
・新事業の家具販売では今後木材をはじめ、資源を末永く
使えるよう１つの家具で多機能な要素をもつものや、廃材や
間伐採等を使用した家具の提案

40 学校

・授業、探究、行事、奉仕体験、募金活動などを通して、「社
会の中で小さくされた人々」との共生をテーマに活動
・英語と仏語の複言語教育やグローバル教育プログラムに
よって、文化の多様性への理解と平和の構築への意識を育
成
・多摩川や多摩丘陵についての体験や学習に総合的に取り
組み、里山整備活動に参加

41 教育
・ＳＤＧｓの目標の一つである「質の高い教育をみんなに」の
実現に向けて、生涯学習の機会を促進

42 その他のサービス

・様々な団体との連携した活動を通じて、ＳＤＧｓの浸透、目
標達成を推進
・小学校児童に対するＳＤＧｓと関連した環境出前授業やイ
ベントへの参加
・当センタースペースを利用しＳＤＧｓ普及啓発も踏まえた展
示や講座等の実施

43 卸売・小売業

・「食」→ 国内自給力向上、環境負荷の少ない食品、地場
野菜、健康・環境に与える影響について情報開示した生活
用品の共同購入事業
・「環境」→生産から廃棄まで責任をもった消費行動、リユー
スびん入りの食品開発と利用推進、地域内資源循環のしく
みづくり
・「たすけあい」→近隣組合員同士のたすけあい、子育て支
援、家事支援サービス事業、フードドライブなど
・「地域で働く」→地域の課題やニーズから市民にとって必
要な事業やサービスを非営利・市民事業として創出

44 運輸・郵便業

・気候変動に具体的な対策をとるため、エコドライブによる
CO2排出削減
・住み続けられるまちづくりを行うため、川崎市委託事業に
より廃棄物回収、清掃事業、また事業系廃棄物回収などを
実施
・働きがいと経済成長のため、地域雇用に貢献

45 NPO

・人の可能性を引き出すキャリア教育プログラムを小中高
大学生へ提供
・川崎市「寺子屋事業」、川崎市「学習支援・居場所づくり事
業」を実施

46 製造業
・取りかかりとして、6つの目標に向けたチーム結成と具体
的な改善策の提案・実行

47 建設業

・長時間労働の削減
・地域在住の外国人の積極的な雇用
・従業員の能力向上のために、会社負担による研修機会の
提供

48 製造業

・エネルギー使用量、廃棄物（一般・産業）、水使用量の削
減
・OA用紙の購入量の削減、グリーン購入の推進
・コストダウンVE活動（環境配慮設計）
・残業時間、休日出勤の低減など

花王株式会社川崎工場

花王グループカスタマーマーケティング株式会
社

上代工業株式会社

亀澤特殊鋼株式会社

Color Japan株式会社

学校法人カリタス学園

オリンピア建設株式会社

株式会社協和建装

旭光通信システム株式会社

公益財団法人川崎市生涯学習財団

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

かわさき生活クラブ生活協同組合

川崎北部市場運送サービス株式会社

認定NPO法人キーパーソン２１

キョウリツエレクトロニクス株式会社
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企業・団体名

49 その他のサービス

・多様な働き方の促進と女性が働きやすい環境整備
・高齢者が心豊かに暮らせるための芝居づくり
・観劇前の期待感を高め、観劇後の満足度を高めるための
取組
・障がい者が観劇しやすい環境整備
・稽古場での公演並びに職場体験受け入れの実施など地
域の芸術文化の発展に寄与

50 建設業

・従業員への資格取得支援、研修会への積極的な参加促
進
・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定
・安全衛生委員会を設置し、労働災害や健康障害への注意
喚起をしていく。

51 製造業

・2030年までにリサイクルPET樹脂の使用率90％の目標を
掲げて「ボトルtoボトル」リサイクルの促進
・「2030年までに水使用量30%削減」および「2025年まで水源
涵養率200%維持」の目標を掲げて水資源保護を推進

52 製造業

・「ＣＳＲ方針」（現 サステナビリティ方針）や「人権方針」の
策定
・SDGsイベントの開催
・国連グローバル・コンパクト署名、GCNJ加入
・SDGsを経営に実装するため「コマニーSDGs∞（メビウス）
モデル」設定
・「再エネ100宣言 RE Action」加入
・「Science Based Targets(SBT)」イニシアチブから認定
・「パートナーシップ構築宣言」公表
・「女性のエンパワーメント原則（WEPs）」署名

53 建設業

・地域小学校などの職場見学の受け入れや、親子工作教
室などのワークショップでの「ものづくり」や環境問題への教
育向上の取組
・地域商店街など、地域社会とのコミュニケーションを取り、
協力することでSDGsの取組を地域の方々に知ってもらう
・高齢者を含めた全ての方々に災害に対しても迅速に対応
できるような体制づくり

54 NPO

・子ども食堂に地元川崎の新鮮野菜を提供
・ママの心の拠り所となる、さいわいママ交流会など居場所
の運営、開催
・女性の活躍を推進するため、また、子育て支援の一環とし
て、kirakira親子カフェ幸盛HOUSEを経営
・幸区に住み続けられる魅力ある街づくり

55 卸売・小売業
・営業車100％ハイブリット車への切り替え
・ＥV車への切り替えの推進
・社有地内にEV充電スタンドの設置に向けた取組

56 製造業

・エコデザインを配慮したデザイン緩衝材「クッションサン」の
製造販売
・アルミ端材活用した花器「Re-shibo」を相和シボリ工業と企
画製造販売
・国産木材を積極的に活用し、地域企業とパートナーシップ
で公共活動やビジネスに取り組む。
・SDGs探究学習ツアーのコンテンツ開発・デザイン

57 製造業

・2020年１月より社内にECOアクションチームを立ち上げ、
プラスチックごみの削減をはじめ、ECO推進活動を実施
・CO₂排出量の低減をめざし、環境問題の改善に貢献できる
商品の開発や、社員みんなが心身ともに充実した職場環境
づくりを推進

58 その他のサービス
・作業・指導、育成マニュアルで適正評価の推進
・女性活躍の推進
・混じりあいの社会の推進

59 建設業
・地域における災害時の緊急対応につながる協定を締結
し、活動を実施
・地域の伝統・文化を継承するためお祭り等に参加

60 建設業
・地域における災害時の緊急対応につながる協定を締結
し、活動を実施
・地域の伝統・文化を継承するためお祭り等に参加

61 宿泊・飲食サービス業

・環境への取組（節水啓蒙活動、館内LED化、資源ごみのリ
サイクル、エコ清掃実施等）の推進
・地域共生・安心安全な社会を目指し活動（地域雇用の創
出、市内学校の体験学習・インターンシップ受け入れ、積極
的に地域イベントへの参加、帰宅困難者受け入れ施設登録
等）を実施

62 教育

・0歳児から5歳児まで3部屋で過ごす「たてわり保育」の実
施
・食を通し、様々な体験を積み重ねる「食育」の実施
・運動能力の向上と感覚神経や脳の発達を養う「はだし保
育」の実施

63 その他のサービス
・就労継続支援事業所に対し「訓練・就労機会の提供」を実
施

株式会社劇団民藝

株式会社興建

コカ·コーラ ボトラーズジャパン株式会社

コマニー株式会社横浜営業所

株式会社重田組

重田造園土木株式会社

株式会社住販サービス 川崎日航ホテル

社会福祉法人宿河原会

JOYCORT

株式会社KORST

NPO法人幸区盛り上げ隊

栄石油株式会社

佐野デザイン事務所

三和クリエーション株式会社

株式会社ジーユー・ライフ



No. 業種
SDGsへの貢献に向けて現在行っていること

（もしくは今後行いたいこと）
企業・団体名

64 保険衛生・社会事業
・障がい者がテレワーク（在宅勤務）できる環境の整備
・障がい者の就労訓練を継続し、テレワーク業務ができるレ
ベルまで知識・経験を伸ばせるよう継続していきたい。

65 製造業

・省資源(水)、省エネルギー(電気･熱)につながる製品の開
発・製造・販売
・環境教育等の体験の機会の場として、見学の受け入れ・
出張授業等を実施

66 製造業 ・積極的な川崎市内在住の人材採用の検討

67 建設業

・ISO9001の認証取得
・市内における雇用を推進するとともに、各部署に女性を配
属し、女性の活躍推進に向けた職場風土を醸成している。
・週に一日ノー残業デーを設け、ワーク・ライフ・バランスを
整えることにより、従業員のモチベーション維持とともに、業
務の効率化を図っている。
・従業員の節電意欲を促すとともに、12：00～13：00の間は
フロアの電気を消す等、省エネルギーに取り組んでいる。
・社内業務においては、裏紙の利用など資源の再利用や、
紙での保存からデータ保存に変更する等、ペーパレス化に
取り組んでいる。

68 学校

・今年度の校内授業研究テーマを【身近な課題に自分の考
えをもって関わり、学びを深める子の育成～ＳＤＧｓの視点
を意識した授業づくりを通して～】と設定
・児童が「持続可能な社会の作り手」となり、自らの「生き
方・在り方」を考えられるようになるため、教師がＳＤＧｓの
視点を意識した授業づくりを行うことで、研究テーマと新城
子ども未来教育の実現を目指していきたい。

69 製造業

・本革は、そのほとんどがクロム金属など重金属系の工業
薬品を使って作られていて、廃棄され燃焼などによって毒
性が強い“六価クロム”が革製品から 検出されることもある
ことから、自然由来の樹皮などから抽出した植物タンニンを
使用し鞣された革（タンニン鞣し革）を最大限可能な限り使
用した製品作りを行っている。
・地元川崎への地域貢献としてふるさと納税返礼品への協
力、消防団への参加（団員提供）、市内企業と協働した製品
開発を行う他、近隣学校でのワークショップ活動（PTA主催）
を実施

70 その他のサービス

・女性雇用の拡大、現場だけでなくリモートワークなどを取り
入れ、子育てをしながらも長い目で働ける環境づくりに力を
入れており、安定した収入が難しいと言われる芸術分野で、
男女共に「好きな仕事を安定職に」をテーマとした取組を実
施

71 教育
・SDGsへの理解を深める為、全教職員を対象としたSDGs
講演会の開催を予定

72 その他のサービス

・定期的な社員研修
・有給休暇を100％消化しやすように申請の簡易化を行って
おり急な用事、病気などにも有給休暇を消化出来るようにし
ている。

73 その他のサービス

・信頼される警備サービス
・社会的課題の解決に貢献する商品・サービスの提供
・人材育成と働きやすい職場づくり
・積極的なコミュニケーションによる地域社会への貢献

74 製造業
・３拠点の工場の電気を再生可能エネルギ由来の非化石証
明書が発行可能なものを使用しCO2排出量を削減

75 建設業
・ジェンダー平等を実現するため、かわさき☆えるぼし認定
を受け男女ともに働きやすい環境づくりに取り組んでいる。

76 その他のサービス

・地域に無料で配布する紙面を発行し、地元の政治、経済、
文化、スポーツ、生活情報をくまなく発信
・職業体験の積極的な受け入れ、学校や団体での文章講
座の講師をつとめるなど地元の人材育成にも貢献
・地球環境保護の観点から、社内事務作業のペーパーレス
化に取り組んでいる。今後は、社員一人ひとりのゴミの削減
など個人レベルの意識改革を進めていく。

株式会社JOYCORT SUPPORT

聖マリアンナ医科大学

株式会社セカンドエリア

綜合警備保障株式会社

有限会社ダイコー精機製作所

大道産業株式会社

株式会社タウンニュース社川崎支社

株式会社ショウエイ

焼結合金加工株式会社

株式会社伸栄工事

川崎市立新城小学校

株式会社SKLO

STart creation株式会社



No. 業種
SDGsへの貢献に向けて現在行っていること

（もしくは今後行いたいこと）
企業・団体名

77 卸売・小売業

・SDGsへの賛同を企業Webページに掲載し、理念に沿った
活動内容を発信
・環境省「プラスチックスマート」に賛同し、小売事業におけ
るレジビニール袋の削減を実施
・オリジナルエコバックや環境にやさしい素材（ジュート）を原
料としたバッグを販売
・製造における「食料ロスゼロ」を目標に掲げ、製造過程で
発生するロスのゼロを実現
・社員のリモートワークなど、多彩な働き方を推進
・かわさきパラムーブメント実践店に登録し、バリアフリー、
英語対応などに対応
・男女ともに働きやすい環境設備（男女の異なる化粧室な
ど）を設置
・社員に対して、SDGｓの勉強会を実施
・受発注業務・事務業務におけるペーパーレス化を実施
・新規購入の社有車に低公害車（ハイブリッド）、EV車（電気
自動車）を採用
・研修制度の一環として、外国人向けサービスの向上を目
的とした英会話教室（社外研修）への参加制度を設置
・時短、パートタイマーの採用を推進し、ワーキングマザー
の積極的雇用
・従業員の1/2以上が川崎市民

78 電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・水道検針業務を通じ、点検時の漏水早期発見に寄与す
る。
・CO2削減に向けて、ガソリンバイクの比率を削減し、電動
バイク・電動自転車の導入を図る。
・従業員の女性比率を上昇させるため、女性活躍に向けた
取組を行う。

79 その他のサービス
・社内はもちろん、クライアント企業に対し、「ＳＤＧｓマインド
のある選考採用・人材育成」、「企業ブランディングの構築」
の研修支援

80 建設業

・事業継続と事業継承
・多様な人材の活躍
・低公害車、EV、燃料電池車等を導入している。
・社内の照明のLED化
・長時間労働を抑制する取組

81 卸売・小売業

・雇用環境、待遇の改善
・地域の会社との連携、幅広い価格帯での質の良い寝具の
販売
・植林の寄付（団体でのチャリティー）
・再生紙でのチラシ配布

82 その他のサービス
・より高度な環境負荷低減を考慮に入れた環境汚染防止メ
ンテナンスである「エコ整備」の普及に力を入れている。

83 その他のサービス

・省エネルギー（又は再生可能エネルギーの促進、大気・水
質・土壌汚染防止や浄化）につながる商品を施術時に使用
・オリジナルエコバックの販売
・日本盲導犬協会の募金活動
・震災時の募金活動を今後も継する。

84 その他のサービス

・社員全員に平等な学びの環境をojt offjtを通して提供
・技術教育・人間教育に力を入れている。
・今後は、児童養護施設やフリースクール等に物質的、人
力的にお手伝いできることを模索する。

85 製造業

・サステナビリティのために、電力小売、高圧受変電設備の
保安点検・管理、電気の「見える化」「理解（わか）る化」を通
じた電力コンサルティングを導入し、ものづくりの現場で社
員が一丸となって「電気をまもる」「電気を賢くつかう」行動を
行っている。
・防災も含めて安心・安全な電気設備を維持し、地球温暖
化防止に寄与する。

86 教育
・待機児童解消へ向けた人材育成（職員研修等）
・性差別（男女平等）のない職場環境の構築（男性保育士の
採用）

87 情報通信業
・女性活躍推進に向けた研修の実施や制度の見直し
・ごみの分別/廃棄量や、電気の使用量の削減

88 その他のサービス
・分別ゴミの徹底したアクション
・ボトルやカトラリーなど、使い捨てではなく、個人専用の物
を使用（会社支給）

89 製造業

・”Made in Local”として、地元産の野菜を積極的に取り入
れた商品作り
・シェアマーケット運営で様々な出店者に場所を提供し地域
活性化に取り組んでいる。
農家さんのフードロス対策を積極的に行っていく。

90 建設業

・環境配慮型重機クレーンの開発(ディーゼル→電気)
・外国人人材を社員の1割以上にする。
・育児看護制度を活用する社員を、対象者の7割以上にす
る。

株式会社Cherish

株式会社ティーシースペース

株式会社テイ.エス.エス

株式会社De-story

株式会社データープロセスサービス

株式会社デザインワイ

株式会社高喜商店

株式会社宅配

株式会社TAGS

株式会社田中建設

株式会社玉井

玉川自動車工業株式会社

ten株式会社

株式会社電材エンジニアリング



No. 業種
SDGsへの貢献に向けて現在行っていること

（もしくは今後行いたいこと）
企業・団体名

91 その他のサービス

・施設として社会に貢献できる仕組みを検討する『未来プロ
ジェクト』委員会を立ち上げ、10年後の地域社会貢献につい
て話し合っている。
・働き方改革を推進し、職員の就業環境の改善、子育て支
援、短時間勤務の推奨など実施
・外国人労働者を雇用し、安心して働けるよう研修制度整備
・節電のため『電気の見える化』として計器導入する、ごみ
の減少、井水の使用など環境への取り組みを通して地域と
のつながりを大切にしている。

92 製造業

・全社員に平等な教育の場を作る。
・男女問わず、全社員に平等なリーダーシップの機会をつく
る。
・国籍、人種を問わない採用業務

93 建設業
・外国人技能実習生を受け入れて、多様な人材の活躍支援
に関する取組を実施

94 建設業

・「自然と人間との共生を目指し、循環型社会を形成してい
くこと」と捉え、総合設備のプロフェッショナルとして、地球環
境に与える影響や限りある資源の有効利用を考えていきた
い。

95 製造業
・工場への再生可能エネルギーを使用した電力の導入を検
討

96 建設業

・町内会等、他町内であってもお祭り等のイベントへ積極的
参加、応援
・社内の照明のＬＥＤ化
・ペットボトル削減の為、ウオーターサーバーの使用
・近所の小学校の相談を受けて、畳を提供し生徒の為に再
利用してもらう予定

97 その他のサービス

・社会福祉法人の地域における公益的取組として障害のあ
るなしに関係なく参加できるパラアート絵画教室を年間を通
して開催するなどのパラアート活動に取り組んでいる。
・法人職員の育成能力開発のため内部外部研修を受講で
きる研修制度を設けている。
・地域との交流を事業所内菜園ボランティアやイベントなど
を通じて積極的に行っている。

98 建設業

・事業活動を行うにあたって自然保護の観点を持ちながら
省エネルギー化への取組みを行う。
・環境プラント建設に参画する事で住み続けられるまちづく
りを推進する。

99 卸売・小売業
・環境負荷の比較的少ないとされる自転車の販売・活用をと
おして、日常の生活の中で健康や環境への配慮ということ
を多くの方に気づいてもらえるようにしていきたい。

100 その他のサービス
・年2回、長年にわたり地域清掃を実施
・「多摩区子育て支援パスポート」事業に当初より参加し、現
在に至っても参加店を増やす活動を実施

101 卸売・小売業

・容器の持ち込み可能な量り売りシステムを採用した売場
づくり
・理念に賛同して開業を目指す企業や個人（全国各地）へ
のサポート
・地域産品を使用した商品開発、販売を促進
・フェアトレード商品など環境にやさしい商品を世界中より選
定して提供
・女性が働きやすい環境の整備

102 電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・大神工場でのISO14001取得
・食品リサイクル処理のノウハウを活かし、焼却処理ではリ
サイクルが困難となる容器類の再資源化、内容物に関して
は堆肥化・飼料原料化を行うことで、商品の完全滅却処理・
リサイクル率の向上を実現する。
・水の使用量、電気使用量、燃料使用量、エネルギー資源
使用量をエコアクション21認証に基づき削減に対して数値
目標を定め毎年削減

103 建設業

・マイボトル・マイカップ活動の拡大と自動販売機のPET飲
料削減でPETの削減
・TV会議システムの導入により会議・打合せ・講習会出席
時の車移動を削減
・エコカー導入でゼロカーボン化に寄与

104 卸売・小売業

・環境に優しい機器、資材を導入し、有害物質を削減
・本社の外観を緑化し、地域住民や従業員に潤いと生活環
境の維持に寄与
・再生可能エネルギーによる電力の購入を行う。

105 その他のサービス
・絵画作品を使用した商品のコンサルティング、グローバル
な展示会の開催等

106 卸売・小売業
・環境に配慮した商品の中から、お客様に合った商品を提
供
・太陽光発電を使用し環境にやさしい電気を使用

107 その他のサービス
・環境に優しいエコドライ・エコ棺などの製品を使用し地球環
境に貢献
・地域貢献では福祉関係や教育関係などにも寄贈や寄付

東洋電興株式会社

株式会社鳶姫

社会福祉法人ともかわさき

トヨオカ電気株式会社

有限会社中沢サイクル商会

長沢商店会

社会福祉法人藤英会特別養護老人ホーム潮
見台みどりの丘

株式会社東京エンヂニアリング

株式会社道建

東都熱工業株式会社

株式会社花葬

株式会社ナチュラルリード

日本ダスト株式会社

熱研プラント工業株式会社

株式会社バービッシュ

一般社団法人byGAKU

有限会社羽田電気商会



No. 業種
SDGsへの貢献に向けて現在行っていること

（もしくは今後行いたいこと）
企業・団体名

108 市民団体

・里山に動植物は原則持ち込まない、持ち出さない。
・外来種の駆除は徹底的に行う。
・樹木の伐採後、苗木の植樹を実施＝里山の若返り⇒生物
多様性の向上
・プラスチック類、塩化ブニール類、ゴム系・油脂系・薬品類
などまたは、油分が浸み込んだ物、昼食などで使用した容
器・包装用品、ペットボトルなど、各自持ち帰る。
・炭焼きの継続＝炭素の固定化のまま、水質浄化、土壌改
良、消臭用として使用

109 製造業
・リモートワークや副業・兼業の許可など働きがいのある職
場環境づくり
・パンフレットの電子化を促進するとともに付加価値の創出

110 その他のサービス
・商店街の組合によるイベント活動で地域活性化
・当社オリジナル商品での環境配慮

111 製造業 ・工場へ再生可能エネルギーを使用した電力の導入検討

112 教育

・平間小学校PTAの全体目標として「SDGｓチャレンジを通し
て、笑顔がこぼれるサステナブルなPTA活動の構築」を決
定
・現在5年生を中心に、俳優の中本賢さんの指導のもと、総
合の授業として行っている「ガサガサ探検隊」を、夏休みに
学校とPTAが共催して、親子で参加できる「大人のガサガサ
探検隊」として企画
・SDGｓ絵画・イラストコンクール。「平間×ＳＤＧｓ」をテーマ
にした絵画・イラストを子どもたちへ募集し、コンクールを開
催。
・PTAのペーパーレス化
・令和元年度より平間小学校で開催している、「ＳＤＧｓフェ
ス」への出展参加

113 宿泊・飲食サービス業
・食品ロスの削減、コンポストを活用した生ゴミ→堆肥→シェ
アファームの地域循環エコシステムの構築

114 建設業

・エコアクション21にて登録認証、地球資源の抑制とCO２排
出低減
・廃棄物の処理を適切に行うことで環境上の悪影響被害を
低減
・解体工事業において排出する木材を適正副産物処理業
者に搬出し、木材資源の再生可を通じて、森林資源の有効
活用に貢献
・積極的に女性従業員の人材募集・育成に取り組み地域女
性活躍推進事業所として認定

115 製造業

・生産拠点・開発拠点・事業所における再生可能エネル
ギー（太陽光発電等）活用、省エネ設備購入
・I-REC証書、購入方式で再生可能エネルギー電力に切り
替え（再生可能エネルギー由来の電力証明書）

116 その他のサービス
・リユースに関わるサービス作り、協力会社と共にSDGsの
輪が広がり、経済活動にも繋がる方向を目指していきた
い。

117 その他のサービス

・女性活躍推進のため、積極的な採用を行い、キャリア形
成のための仕組みづくりを行う。
・週休3日制度によりワークライフバランスの取れた健康経
営を実施していく。

118 その他のサービス
・地域社会の発展に貢献することを目的に「川崎じもと応援
券」の利用店舗に登録
・「第2弾川崎じもと応援券」の利用店舗の継続も行った。

119 その他のサービス

・弊社のビジョン「治る環境づくり」を実現するため、健康と
福祉を提供し続けている。
・出産後でも安心して働きがいをもって在籍できるよう主婦
を積極的に雇用
・治療院業界のリーダーとして全国の治療家に質の高いノ
ウハウを提供
・社会、地域、業界、取引先、社員全てを巻き込んで目標を
達成していく。

120 製造業

・環境マネジメントシステムのエコステージ2を取得した会社
経営を進めている。
・環境経営目標の一つにSDGｓ目標をターゲットに「SDGｓ対
応事業創出」を掲載

121 有限会社マスミ化学 製造業

・従業員全員が川崎市民であり、今後も市内における雇用
を積極的に行う。
・社内の照明設備の９割をLED化
・役員及び従業員にSDGsを意識させて、ペットボトルの使
用削減

122 教育

・地域の中高生であれば誰でも参加することができて、気軽
に質問ができる勉強会を実施
・オンラインコミュニケーションツールを導入して、保護者と
の連携を密にとっている。

早野聖地公園里山ボランティア

株式会社ヒットアタック

美容室アンク［リーフ］

有限会社平林製作所

川崎市立平間小学校PTA

株式会社ボディスプラウト

株式会社マキナエンジニアリング

マチ塾

株式会社ファイアープレイス

福山産業株式会社

株式会社富士通ゼネラル

BookMark合同会社

株式会社ブレイブスター

株式会社PORTER’S



No. 業種
SDGsへの貢献に向けて現在行っていること

（もしくは今後行いたいこと）
企業・団体名

123 建設業

・使える部分は残し、必要に応じてリフォーム・リノベーショ
ンを行うことで環境負荷を抑える、という考えのもと、必要な
リフォーム・リノベーションに関わることはもちろん、資産価
値を適正に評価した「かちある住宅」の創造に努めている。
（「建てては壊す」のスクラップ＆ビルドをやめる→環境への
負荷を極力抑えたストック循環型を目指す→資産価値を適
正に評価した「かちある住宅」の創造）

124 建設業

・外国人研修生と共にものづくりをする事により社内のグ
ローバル化を発展させ、ステージごとの資格取得をサポート
することで、質の高い能力向上の機会を広げていく。
・新な職域を目指す男女双方に対し、知識、スキルの習得
など教育の機会を提供していく。

125 建設業

・2050年脱炭素社会の実現に向けて再エネ（１００％）電力
を利用
・子供たちの学びの一環として、地元の小中学校に朝日写
真ニュース掲示板を寄贈
・工事現場にて発生する廃棄物の管理を徹底し環境への悪
影響を低減
・月に1度様々な分野の講師を招き、職員のスキルアップを
図っている。
・女性が役員を務め、施工者や設計士、営業職等、女性が
活躍できる環境を整備

126 その他のサービス

・羽田空港から離発着外国人観光客を川崎大師に呼び込
み、地域に外貨を還元
・取引前の相手の信条などを確認、飲食店や宿泊施設のコ
ンサルティング事業に関しては時代が変わっていることを強
調
・越境ECに取り組む際、環境に配慮した梱包材を使用
・川崎市民のタンスのこやしになっているが、海外の人には
価値があるものを越境ECで海外の人に広げ、外貨獲得、リ
サイクル・市内のゴミ削減につなげる。

127 建設業
・長時間労働を抑制する取組や社員の健康促進活動など
の福利厚生などの労働環境を改善し地域雇用の促進に貢
献したい。

128 金融・保険業

・地方公共団体との連携、包括協定等により、地域の独自
性を活かしたリスクコンサルティングサービスの提供や産業
振興を通じて、安心・安全な社会構築に貢献（地域自治体、
企業に対するセミナー企画やコンサルティングサービス等
の提供）

129 金融・保険業

・シニア世代応援レポート（認知症に備える財産管理をわか
りやすく解説）配布
・地域警察との連携による詐欺被害防止活動
・認知症サポーター資格取得
・銀行ジェロントロジスト認定取得

130 卸売・小売業

・電力会社を通じて、再生エネルギーを利用。今後神奈川
県からの証明書などを取得し、更なる電気への意識を高め
ていく。
・洋菓子の製造及び、開発、販売などを川崎市内の多摩区
や中原区の洋菓子店やパン屋とタッグを組んで、更なる地
域活性化を目指す。
・今まで以上に、女性も働き易い環境作りを意識をした会社
の環境作りを行う。

131 学校

・講演会の実施：講師を招聘し、全校生徒を対象とした講演
会を行い、社会が直面する課題に気付く。（実績：SDGsって
何だろう、3.11後の防災活動の取組、他）
・講座学習会：全校生徒が15の講座から学びを深めようと
する講座を選択し受講
・話合い、発表活動：講座学習の学びを学級で発表しあい、
行動につなげる。

132 製造業 ・工場へ再生可能エネルギーを使用した電力の導入を検討

133 宿泊・飲食サービス業

・Buyかわさき出品者協議会を通じた寺子屋活動
・まんまチャレンジを通じた女性の活躍応援
・働きたい子育て世代・障害者の雇用促進
・市内2店舗での食品ロス削減およびエコ容器の活用による
環境配慮
・今後は新たに、川崎の塩づくりを通じた海の豊かさを守る
取り組みや、子供たちへの教育の促進、外国人正社員の雇
用を通じて、市内の外国人が抱える様々な問題の解決に取
り組む。

134 卸売・小売業

・HACCP（ハサップ）の考え方を取り入れた食品衛生管理を
目指す。
・商店会活動を通じて人と人が繋がり続ける場所を提供
・街の魅力づくりを創造する商業施設を運営

135 製造業
・電気の消費量を削減するため、夏場は事務所の窓を開
け、空調設備の電源をオフにし、冬場は事務所の滞在時間
を縮減

株式会社マツドリフォーム

株式会社丸栄建設

川崎市立南生田中学校

宮内精機工業有限会社

美遊JAPAN有限会社

有限会社村石商店

株式会社MEYKOU

株式会社丸紘

合同会社みきほし

株式会社ミツイ

三井住友海上火災保険株式会社

三井住友信託銀行株式会社

有限会社ミツバチ



No. 業種
SDGsへの貢献に向けて現在行っていること

（もしくは今後行いたいこと）
企業・団体名

136 建設業

・お客様に安全・安心できる高品質な建物を提供し、より豊
かな地域発展に貢献することを目指す。
・「かわさき☆えるぼし」の認証を併せて取得しており女性の
活躍推進を今以上に進めていく。

137 製造業

・電力抑制装置を導入し本社工場の節電を実施
・役員及び従業員にSDGsを意識させ、ペットボトルの使用
削減
・従業員の半数以上が川崎市民であり、今後も市内におけ
る雇用を積極的に行う。

138 建設業

・施設内の機械設備に係る電気工事を行い、インフラ整備
や産業を促進
・消防団活動や町内会とつながりがある会社として地域貢
献を実施

139 不動産業
・賃貸物件に再生可能エネルギーである太陽光発電を提供
・商店街活動で地域雇用に貢献

140 建設業

・働きがいのある人間らしい仕事ができる会社であるため
に、ディーセントワーク（人間らしい生活を継続的に営める
労働条件）の実現に取り組む。（働きやすい労働環境の整
備
、営業活動による利益の確保）

141 建設業

・学校プールやスイミングスク-ル、公共施設のプール等で
高品質な製品やサービスを提供
・上下水道等の社会インフラの安定供給にも寄与する。
・社屋で使用する電力を国の制度である再生可能エネルギ
-発電促進賦課金とは別に環境価値（非化石証書調達コス
ト）を賄うことでクリ-ンな電力供給の推進に寄与する。

142 金融・保険業

・地域企業の持続的成長をサポート
・人生100年時代の暮らしをサポート
・地域経済の活性化
・金融デジタライゼーションの推進
・地球温暖化・気候変動対策
・働き方改革・ダイバーシティの推進

143 卸売・小売業

・持続可能な経済として「知の創造」　「生産性の向上」
・持続可能な社会として「生活の質の向上」
・持続可能な地球環境として「脱炭素社会の実現」　「循環
型社会の実現」

144 不動産業
・空き家を再生し、収入などの問題で困っている方々に安価
で快適な住環境を提供

145 不動産業
・全ての人々へ快適な住環境を目指した部屋作りとサービ
スの提供を追求し、自社物件の電力のグリーン化

146 教育

・地域の学力レベル維持・向上のため、①学習動画を公開
（情報室リスタ）　②定期テスト対策講座を無料公開　③学
習講演会開催（本年度はコロナのため中止）　④学習相談
等の地域に開かれた教育活動を実施
・地球温暖化対策として、いち早くクールビズ等の導入を行
い、光熱費を削減

147 製造業 ・川崎市内在住の人材の採用に注力

148 NPO

・障がい者雇用を積極的に行い多様な人材が活躍できる職
場環境
・障がい者福祉サービスを提供し、障がい者の地域生活支
援という社会貢献活動を行う。
・実習受け入れや近隣住民との地域交流や情報開示などを
積極的に行っていきたい。

149 宿泊・飲食サービス業

・地元産の野菜を使用しお惣菜を手作りし健康的な定食や
スイーツを提供
お弁当容器などはプラごみ削減の観点から、地球に優しい
木製容器を使用
・地元生産者と連携したマルシェイベントの開催など

150 製造業
・再生可能エネルギー促進につながる技術、製品を提供
・地域貢献を行う為に、地元学校での社会科授業や夏祭り
などを実施

野州工業株式会社

株式会社和興計測

株式会社ワイエムピー

株式会社ヨネヤマ

合同会社ライジングエステート

株式会社ライフコーポレーション

ラ・サール進学会株式会社

有限会社レインボー電子製作所

特定非営利活動法人レジスト

有限会社野州精機

株式会社ヤナセデンキ

株式会社ヤマサン

株式会社由貴工務店

株式会社ユニ機工

株式会社横浜銀行


