第3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

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）

製造業

・本店・工場は東京都稲城市だが、代表者地元の川崎市内
業者と取引を優先して行っている。
・養護施設（川崎あゆ工房）と連携を取りモノ作りに貢献して
いる。
・今後は川崎市業者との優先の継続、川崎あゆ工房農業等
の分野の支援も行い、より一層SDGｓに貢献していきたいと
考えている。

建設業

・女性や障がい者の活躍を推進するため、正規雇用の促進
及び作業環境の整備を進めている。
・宮前警察署、宮前郵便局と連携して、地域住民の方へ「振
り込め詐欺撲滅」の啓発活動を行っている。

NPO

・地域活動センターの運営（後天的障害者に対する社会的
役割の提供、作業内容は電子機器を解体し分別をしてリサ
イクルさせる）
・福祉交流農園（川崎市農業振興課との共同運営）の運営
・福祉交流農園の取組の中で家庭や店舗などから排出され
る生ごみを堆肥化し農園で利用し野菜を栽培する循環型の
農法を取り入れている。この取組は川崎市の減量推進課と
進めている「エコワリング川崎」に参加している。
・今後は地域活動支援センターを利用した子供の放課後支
援や農園を利用した子供をもったご家族などを中心とした
農業体験や循環型農業への啓蒙や食育などを進めていく。

その他のサービス

・経営者も女性であり、女性の従業員も過半数をしめてい
る。
・これからも女性や高齢者を含め、多様な人材の活躍支援
に取り組んでいく。

NPO

・精神障害者を主な対象とした障害福祉サービスの運営を
行い当事者支援を行うだけでなく、従業員として障害当事
者や子育て世帯、女性・高齢者など多様な方々に活躍をし
て頂いている。
・社会との関わりの窓口としてトゥーリズを営業している。
・BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）事業にて一般企
業におけるSDGｓの促進に寄与する。

建設業

・省エネルギー（地球環境汚染の防止）及び環境保護を考
えた取組を実施する。
・建設リサイクルへの取組、環境負荷軽減に配慮した事業
の展開を行っている。

運輸・郵便業

・全トラックにドライブレコーダー、バックモニターを装着し、
安全意識を向上する。
・社内燃費目標を設定するとともに、トラック1台毎の燃費を
算出し燃費意識を高める。
・事務所のLED照明へ切り替えを進める。

株式会社アスター

その他のサービス

・エアコンクリーニングを行う際に使用していた洗剤を自然
由来のものにしている。
・当該洗剤を弊社にて販売し、業界全体で普及するよう活
動している。

9

株式会社ASFELL

・川崎市の事業モデルとして協力している。
・こども食堂を行っている。
宿泊・飲食サービス業
・従業員の育成に取り組んでおり、研修費用を全額負担し
ている。

10

株式会社アックス

建設業

・外国人技能実習生の積極採用、質の良いサービスの提供
のため国家資格取得や講習に参加し能力向上に取り組ん
でいる。

製造業

・省エネルギー、再生可能エネルギーの促進につながる電
力の導入を検討している。
・これは、SDGｓの目標である「7.エネルギーをみんなに そ
してクリーンに」に繋がる取組と考えている。

1

2

3

4

5

6

7

8

11

株式会社iEC

有限会社青木鉄工建設

特定非営利活動法人あかね

株式会社アクタス

特定非営利活動法人ＡＣＴ－Ｒ

麻生建設株式会社

株式会社アサヒ物流

株式会社アネスティ

企業・団体名

No.

12

株式会社アピック

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）

製造業

・省エネ機器の導入や工場の断熱・遮熱リフォームをし、環
境への配慮を進めている。
・社員のヘルスケアに配慮し、残業時間の削減・有給取得
率の増加を進めている。
・今後は福祉の社会問題へ貢献できるようなサービス・商品
に携われるよう模索していきたい。

13

アボロンシステム株式会社

製造業

・油圧機器の知識を活かし、環境問題（騒音、振動）の改善
に繋がる技術・製品（杭打機・杭抜機）を提供している。
・ご利用のお客様も弊社の製品を使用することで、工期の
短縮による、作業時間の低減や排出ガス対策にも繋がって
いる。
・川崎に本社に隣接する形で製造工場を設けており、地域
雇用に貢献している。

14

有限会社アルコヴェッセル

卸売・小売業

・商品はリサイクルしたものを利用

15

株式会社アルファ

運輸・郵便業

・多様な人材の雇用促進（外国人、高齢者）
・温室効果ガスの削減

卸売・小売業

・水質、土壌の浄化や汚染防止につながる微生物を利用し
た製品などを販売提供している。
・リサイクル素材の利用を含め、より環境配慮型の製品を販
売提供していきたい。

16

株式会社アンゲネーム

17

株式会社アンテック

建設業

・公共性の高いインフラ工事を通して、持続的な働きがいの
ある人間らしい仕事を提供している。
・市や地元企業との繋がりを深め、公共工事事業に挑戦
し、地元企業としての貢献を果たす。
・若手・女性の育成に注力し、子のある家庭でも持続的に就
業できる環境づくりへの取組

18

合同会社イケタダエナジーライフ

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・神奈川県、千葉県、群馬県で太陽光による発電・売電事
業を行い、CO2排出量の削減を行っている。
・高齢者、外国人労働者の雇用
・従業員の能力開発
・省エネ活動
・知的財産の保護等

19

市川工業株式会社

製造業

20

いとう歯科医院

保健衛生・社会事業 ・省エネルギーにつながる最新設備の導入

・通院が困難な方等への訪問歯科診療の実施
・労働時間の見直し等による働き方改革の実施

21

株式会社ヴェローナ

卸売・小売業

・川崎市内在住の従業員の採用を検討している。
・これはSDGｓの目標「8.働きがいも 経済成長も」の取組に
繋がるものと考えている。

22

株式会社AP Signature

その他のサービス

・アートギャラリーの運営・アート販売
・展示会・イベントの企画及び運営
・アーティストライセンスの管理
・アーティストの育成、マネジメント
・アート作品を使った商品開発・販売

23

エーポートコミュニケーションズ株式会社

情報通信業

・取引先（企業、自治体、団体）へSGDsについて説明や
SGDsへの貢献の具体案について提案を行う。

24

株式会社エクストリーム

その他のサービス

・川崎市内在住の従業員の採用を検討している。
・これは、SDGｓの目標「8.働きがいも 経済成長も」に繋が
る取組と考えている。

専門・科学技術、業務支援サービス業

・2019年から3種類のSDGs講座及びワークショップを実装し
ており、2つは楽しみながらSDGsの本質を理解するカード
ゲームで、実績（2018年12月～2021年8月31日）累計受講
者数 2,000名以上（一般公開ワークショップ：４５０名 小学
生～大学生1,300名 企業社員・行政職員・団体職員400名）
・SDGsの具体的取組と結果を創出するSDGsワークを行っ
ている。

教育

・地域のこどもたちへ無料の水泳教室を開催
・保育園などで、保護者に向けた無料の講習会の開催
・老人会や、子育て支援事業での体操や支援
・ベトナムの子どもたちの水難事故防止のためベトナムでの
水泳技術指導の提供

25

26

株式会社エス・イー・アイ

株式会社エスアンドエフ サギヌマスイミング
クラブ

No.

27

28

企業・団体名

有限会社エターナルホーム

有限会社エヌケーテクニカルシステム

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）

建設業

・省エネ住宅等への意識
顧客へ改修提案をする際、環境配慮型、高規格型塗材を
積極的に提案する。
・良質な住宅等の建築で人口の転入増と転出減に寄与す
る。

建設業

・フロンガスの回収処理を適正に行い、地球温暖化への影
響を削減できるよう活動している。
・事業所内照明器具のLED化及び空調温度の適正な設定
を行い省エネルギー化に取り組んでいる。
・地域町内会活動に積極的に参加し地域活性化に努めて
いる。

29

大塚製薬株式会社 首都圏第二支店

製造業

・企業理念のもと人々の健康維持・増進に貢献する製品提
供を行うとともに地域の人々の様々な健康課題解決を目的
とした健康啓発にも積極的に取り組んでいる。
・「食育」「生活習慣病」「熱中症対策」「スポーツ振興」「女性
の健康」「災害対策」などの知見やノウハウを活用し、人々
の健康づくりに関する様々な意識啓発および教育活動を推
進し地域貢献を積極的に行っていく。

30

加藤土建株式会社

建設業

・ジェンダー平等を実現するため女性の活躍推進や働きや
すい環境作りを行っており、障害のある方たちの積極的な
雇用を行っている。

建設業

・廃プラを削減するため、営業所にウォーターサーバーを設
置する。
・環境配慮型の建材を提案する。
・ホームページに取組を記載する。

建設業

・「かわさきカーボンゼロチャレンジ2050」賛同
・防災対策特設作業隊の編成
・「かわさき市民祭り」への参加
・事務所内の照明を全てＬＥＤ化、また空調温度の適正な設
定を行い省エネルギーに取り組んでいる。
・協会員に向けて様々な情報や勉強会等の広報活動
・「かながわＳＤＧｓパートナー」登録予定

不動産業

・高齢者、障がい者、外国人、子育て世帯などだれもが安
心して地域で住み続けられる居住の安定の確保を図り、利
用しやすいよう配慮したサービスを提供している。
・個人情報を適切に管理し、「プライバシーマーク」の認証を
取得している。
・市内事業者を優先し取引を行っている。
・自社所有物件の設備（共用部）の省エネ型への転換を
行っている。

31

32

33

34

35

36

37

38

株式会社ガルニエ

一般社団法人川崎建設業協会

川崎市住宅供給公社

特定非営利活動法人川崎市民石けんプラント NPO

・水環境を思うせっけん運動、市立小学校の給食で使われ
たてんぷら油を原料として作る石けん製造、区役所等での
廃食用油回収、資源の域内循環につながる活動を続けて
いきます。廃食用油の他の利用方法を模索し、CO2削減、
再生エネルギーの活用につなげていく。

株式会社川崎葬儀社

その他のサービス

・使用済みのロウソクを回収し障害者施設に寄付している。
・使用済みのロウソクは着火剤の原料となり、それを障害者
施設が生産販売することで障害者の雇用を生み、また廃棄
物の削減につながっている。

その他のサービス

・使用済みのロウソク回収を会員へ案内し会員を代表して
障害者施設に寄付している。
・使用済みのロウソクは着火剤の原料となり、それを障害者
施設が生産販売することで障害者の雇用を生み、また廃棄
物の削減につながっている。

その他のサービス

・クラブが掲げる「ミッション」・「ビジョン」・「バリュー」はSDGs
と密接に繋がっていると考えている。
・クラブ創設時から25年に亘り実施している地域密着の活
動を通じて、「社会」・「環境」・「教育」・「経済」等の側面にお
いて、持続可能な開発目標（SDGｓ）の取組を今後も継続推
進し、地域課題解決や全ての人に開かれた魅力ある川崎
市の街づくりに貢献していきたい。

NPO

・誰もが身近に芸術文化に触れる機会を創出し、魅力ある
まちづくりを推進している。
・川崎出身、在住等、ゆかりのある人材にこだわった人材登
用をしている。
・川崎市内における芸術文化の振興に力を入れている。
・SDGsを広く周知するためのイベントを開催する。

川崎葬祭具協同組合

株式会社川崎フロンターレ

特定非営利活動法人カワサキミュージック
キャスト

企業・団体名

No.

39

40

41

かわさき若者会議

環境教育学習プロジェクト

関東警備株式会社

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）

市民団体

・若者の受け皿として団体自体がコミュニティとして機能して
いるほか、地域における各種イベントの主催や運営協力、
参加を行なっている。
・川崎市役所や各区役所と連携し、施策や事業に関する意
見交換や協力を実施

市民団体

・小中学校への出前授業（SDGｓで学ぶ気候変動、ｶｰﾎﾞﾝﾌｯ
ﾄﾌﾟﾘﾝﾄで学ぶかわさきｶｰﾎﾞﾝｾﾞﾛﾁｬﾚﾝｼﾞ2050,五感を使った
ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑなど）、総合的な学習の時間支援を行ってい
る。
・こどもエコちゃんずクラブ（小中学生17名）を月1回開催し、
川崎の自然にふれあい・感じ・学ぶイベント、環境学習・エコ
実験・工作講座を開催している。

建設業

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

42

株式会社かんぽ生命保険 南関東エリア本部 金融・保険業

・多様な働き方を促進するため、テレワークを導入
・男女ともに育児休業を取得できるよう、制度を整備
・女性の活躍推進のため、女性が働きやすい環境・制度の
整備や研修を実施
・地域のみなさまの健康促進のため、ラジオ体操の普及活
動を実施

43

株式会社菊池電業社

建設業

・社用車から排出されるCO2削減のため、電気自動車を導
入している。

建設業

・活動中の事故等を防ぐための職場・組織の安全対策ルー
ル
・多様な人材育成・教育制度の充実
・再生可能エネルギーの促進

44

株式会社北浦工業

45

有限会社木村茂商店

卸売・小売業

・近隣生産者の活性化と安心安全な野菜を販売するために
「お総菜販売部門」を立ち上げ、PRをし、地元の野菜を広め
る。
・近隣生産者が主な出荷者なので産地から消費者までの距
離が近いので、輸送で発生する二酸化炭素（CO2）等の発
生を極力抑えられるエコな野菜を販売する。

46

有限会社木森工務店

建設業

・エコ住宅の推進
・働きがいのある企業にする。

建設業

・交通法規を遵守し、安全運転への啓蒙を実施している。
・無事故、無違反の徹底は社員本人、その家族を守り、そ
れは地域の方々からの信用・信頼にもつながる。
・雇用の面では、未経験の方でも資格取得への意欲があれ
ば積極的に支援する。

その他のサービス

・クリーニングを行う際の養生に使用する資材（洗浄シート）
を変更することでゴミを少なくしている。
・産業廃棄物の許認可を取得することで更なる環境問題に
対する取り組みを行う（現在取得中）。

47

48

久慈電気工業株式会社

グッドサービング株式会社

49

有限会社工藤製作所

製造業

・現在、四国電力と契約し、工場の電力の使用量の削減を
目指している。
・これは、SDGｓの「７．エネルギーをみんなに そしてクリー
ンに」該当すると考えている。

50

株式会社グレイトフル

卸売・小売業

・省エネルギー化を進める為、定期的な換気を行い、空調
設備の電源をオフにしている。
・照明のLED化を進めていく。

51

有限会社研精工業所

製造業

・省エネルギーにつながる技術・製品を提供している。
・高齢者の活躍支援に取り組んでいる。

52

株式会社廣亜

建設業

・お客様が事業活動において排出する産業廃棄物を法令に
則り収集、運搬している。
・職場内で廃プラ削減運動を実施（ウォーターサーバーを導
入など）している。

53

株式会社光洲産業

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・リサイクル製品の普及に力を入れている。
・地域清掃を継続実施している。
・地域活動に積極的に参加している。

企業・団体名

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）

54

有限会社光洋企画

運輸・郵便業

・運送の際に使用するトラックをハイブリット車に切り替え
る。
・アイドリングストップを実施する。
・空調設備を省エネ設備に切り替える。
・以上を実践することにより環境保全に努めていく。

55

サツマ工業株式会社

製造業

・弊社はISO9001ならびにISO14001を統合認証取得してお
り、品質マネジメント、環境マネジメントの双方を意識した業
務を行っている。

56

株式会社佐藤工務店

建設業

・社内の照明設備を全てLED化し、空調設備温度の適正な
設定を行い省エネルギーに取組んでいる。
・社用車の「エコドライブ」を徹底教育して、環境に優しい省
エネ運転を行っている。
・「かわさき☆えるぼし」認定取得に向けた取り組みを行って
いく。

57

株式会社サルト

建設業

・行っていること：従業員の健康管理に繋がる事物の積極導
入
・行いたいこと：地域貢献や環境配慮への取組

建設業

・雇用促進（ジェンダーレス、ボーダーレス）と働き方改革を
推進し、仲間意識（絆）と規則正しい会社生活を送り心身共
にゆとりを持てるようする。（ライフ・ワークバランス）
・継続的安定雇用により技術の継承（＝習得）を行う。

58

三輝機工株式会社

59

有限会社三共リブレ

その他のサービス

・省エネルギー、再生可能エネルギーの促進につながる電
力の導入を検討している。
・これは、SDGｓの目標である「7.エネルギーをみんなに そ
してクリーンに」に繋がる取組と考えている。

60

株式会社サン工機

製造業

・現在、川崎市在住の従業員の雇用に注力している。
・これは、SDGｓの目標「8.働きがいも 経済成長も」に繋が
る取組と考えている。

建設業

・ジェンダー平等を実施するに当り、子育てをしながら働け
る環境作りの為、勤務時間を保育園・学校に合わせて柔軟
に対応している。
・住み続けられる街を作るべく地域に貢献していきたいと考
えている。

61

株式会社サンテック

62

株式会社三盟基礎

建設業

・現場での安全対策ルールを社員で共有しており、組織に
おける安全衛生管理に取り組んでいる。
・現場での資材を適切に管理しリデュース、リユース、リサイ
クルに取り組んでいる。

63

株式会社Ｇ．Ｓ．Ａ

その他のサービス

・再生可能エネルギー（太陽光発電）により弊社の充電電
力、夜間電力を賄っている。

64

合同会社C-tang

宿泊・飲食サービス業 コロナによる就職難に対し、人材の雇用を行っていく。

65

66

67

株式会社シーボン

NPO法人姿勢教育の孝心会

株式会社品田工業所

製造業

・環境に配慮した製品づくりとして、包材等に使用する紙は
FSC認証を受けたものを積極的に採用、マイクロプラスチッ
クビースの使用中止、有機JAS認定を受けた植物原料の採
用
・地域の学生に対し、職業体験やインターンの受け入れ実
施（コロナ禍で昨年度からは未実施）
・生産事業所（栃木県）では電力制御装置の導入（CO2削
減）、ソーラー発電の運用

NPO

・ソーシャルデザインセンターの創出に向けて子供から高齢
者まで前向きな姿勢で主体となり地域活動できる場所作り
をする。
・現在、こども主体でポイ捨てゼロ活動や緑を増やす活動
中
・高齢者に健康体操教室に参加してもらい動ける身体を作
り、主体となって地域活動
・老若男女、多様な人材を育成し、街とのコミュニケーション
の場を作る。

製造業

・近隣地域からの雇用促進、旧エネルギーからの脱却、ゴミ
の削減を目指している。
・最新のパンチプレス機を導入し、省電力化及び端材等の
原材料のロスを削減
・新入社員の技術及びQOLの向上、又意識改革を目的とし
た資格取得の支援
・社内全ての照明をLEDへ変更すると同時に照明設備（安
定器）の交換を行い、更なる省電力化を実現等

企業・団体名

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）

68

有限会社ジャスティス

その他のサービス

・現在、工場の電力の省エネルギー化に向けて、四国電力
との契約を検討
・SDGｓの目標の「７．エネルギーをみんなに そしてクリー
ンに」に繋がるものと考えている。

69

株式会社シャルム

卸売・小売業

・省エネ、節電など地域社会の貢献

製造業

・自立経営に向けた企業体質・信頼性を強化するために、
ISO9001品質マネジメントの認証を取得し、それに則った活
動をしている。
・安心・高品質な製品を提供することで、社会に必要となれ
る存在となる。

建設業

・今年の４月より環境整備導入プログラムを実施している。
・社員全員で事業所内での環境整備の実行計画書を作成
し、毎月チェックを積み重ね実績を作っている。
・事業所前方道路での清掃活動や花壇の維持管理を実行
している。

70

71

松栄産業株式会社

昌栄電設株式会社

72

有限会社白井クリーニング

その他のサービス

・クリーニングハンガーの回収、再利用をしている。
・品物を渡す際のビニール袋を有料化して、使用量の削減
に取り組んでいる。
・営業車には、低公害車を使用している。

73

有限会社真昇興業

建設業

・電力使用量の削減に向けて四国電力と契約を締結
・省エネに向けた取組は、SDGsの目標「7.エネルギーをみ
んなに そしてクリーンに」に繋がる取組と考えている。

建設業

・川崎市内在住の従業員の採用に注力していく方針であ
る。
・これは、SDGｓの目標「8.働きがいも経済成長も」に繋がる
取組と考えている。

卸売・小売業

・省エネ運動・節電活動を実施している。
・現在使用している東京電力も見直し、他電力会社に変え
ることで更なる節電を検討している。
・地元川崎市で創業して約40年、地域雇用に貢献している。

建設業

・性別問わず活躍できる職場になるような環境作りを行って
いる。
・資格取得等、キャリア形成を応援するため、資格取得のた
めの補助金を会社から援助している。
・今後は地域社会とのコミュニケーションをの機会を増やし
ていきたいと思っている。

専門・科学技術、業務支援サービス業

・廃棄物処理計画（排出抑制・処理処分・有効利用）、廃棄
物の処理処分・リサイクル施設の計画設計等の業務経験が
あり、『震災廃棄物の有効利用（廃石膏ボードリサイクル施
設（施設稼働中）』、『家畜排泄物のエネルギー利用計画』、
『除染土壌の中間貯蔵施設の設計（施設稼働中）』、『民間
事業の省エネ・廃棄物排出抑制』等の支援を行い環境保全
（SDGs）に貢献している。

専門・科学技術、業務支援サービス業

・いちご農家で廃棄されるいちごを加工し、それを使ったお
菓子の商品開発や加工技術提供している。
・農園内に加工場を設け、加工作業での地域雇用に貢献し
ている。
・加工したいちごを使って開発したお菓子から、地域コミュニ
ティの場所となるよう新たなスイーツ事業を提供し、その場
所を通じて廃棄量削減、地産地消を伝えていく。

74

75

76

77

78

新星会合同会社

シントク工業株式会社

株式会社シンヤ

シンラ株式会社

sweets&link

79

スカット商事株式会社

卸売・小売業

・質の高い教育をみんなにとの理念のもと、雇用形態に関
係のない研修を行っている。
・本社設備をLED化し省エネルギーにつながる様に取り組
んでいる。
・長時間労働の抑制に取り組んでおり、健康経営に貢献し
ている。

80

有限会社スズカ板金製作所

製造業

・地球環境を考え資源を可能な限り有効かつ効率的に利用
する。
・工場全ての電灯をLED化した。

81

株式会社鈴城製作所

製造業

・RE100対応再生可能エネルギーの購入

企業・団体名

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）

82

スナイプバレー合同会社

その他のサービス

・スキューバダイビングを通して海の中のごみを拾う活動
（海中クリーンアップ）を実施している。
・上記で得たデータなどを利用し、海の環境の現状を伝える
講演活動を実施している。
・自社の活動において、プラスチックごみを極力排出しない
取組を実施している。
・海洋プラスチックごみをアップサイクルした製品の開発も
今後行いたい。

83

有限会社スモール・ワールド

宿泊・飲食サービス業

・地域の防犯活動
・地域の清掃活動

84

株式会社３STARS

・川崎市内における雇用の促進（既に約８割が川崎在住）
宿泊・飲食サービス業 ・食品ロス削減
・プラスチックごみの削減

85

株式会社スリーナイン

建設業

・性別、年齢にかかわらずすべての従業員が安心して活躍
できる職場環境づくり（現在女性役職員4割、70歳以上の社
員も活躍している）

製造業

・省エネルギー、再生可能エネルギーの促進につながる電
力の導入を検討している。
・これは、SDGｓの目標である「7.エネルギーをみんなに そ
してクリーンに」に繋がる取組と考えています。

建設業

・事務所の空調設備や照明設備の省エネ化を進め、節電活
動を実施している。
・今後については、従業員が働きやすい職場環境を整えて
いく。

その他のサービス

・町おこし事業に力を入れ「地域コミュニティーの形成」「異
世代交流」を図っている。
・道徳観の大切さを柔らかく伝える為、様々なワークショップ
を開催し「差別」や「人権」「平和」を考えるきっかけを作って
いる。

86

87

88

有限会社関根製作所

ゼロワン株式会社

相州雅屋

89

ソシオークグループ

その他のサービス

・持続可能な社会の実現に向けた3つの重点課題に取り組
んでいる。
・【環境】給食事業における給食残菜削減の取組や、環境に
配慮した運営、可食部と廃棄部の周知などの食育教育
・【地域・社会】子育て支援事業における女性が働き続ける
環境整備およびパブリック事業における地域市民へのジェ
ンダー平等などの意識向上・啓発
・【雇用】ディーセント・ワークの推進、男女とも産休・育休取
得の推進などライフステージに合わせた柔軟な働き方、障
がい者就労支援事業など障がい者雇用の推進

90

有限会社泰治産業

製造業

・川崎市内在住の従業員の採用を検討している。
・これは、SDGｓの目標である「8.働きがいも経済成長も」に
繋がる取組と考えている。

製造業

・溶湯のスタートアップや温度ドロップによる電気や熱のエ
ネルギーロスを設備や生産性の効率化により極限まで抑え
ている。
・製造品には毒物を使用せず安全なものづくりを心掛けて
いる。
・環境負荷の低い原材料の使用に努めている。

その他のサービス

・省エネルギー（LED植物育成ライトや空気灌水器など）に
つながる技術・製品を提供している。今後も新たな開発や他
社製品の手助けをしたい。
・園芸活動によって、障がい者、子供、高齢者、被災地支援
など、多様な人材の生活支援をしている。

91

92

高木鋳工株式会社

有限会社タカ・グリーン・フィールズ

93

株式会社タカショウ

運輸・郵便業

・気候変動に具体的な対策をとるため、エコドライブを実施
しCO2排出削減へ実施している。
・働きがいと経済成長の目的の為、地域雇用に貢献してい
る。

94

有限会社タカツ印刷

製造業

・環境対応型インキの普及に力を入れている。
・地域清掃を実施している。
・地域活動に積極的に参加している。

95

高橋建設興業株式会社

建設業

・働き甲斐がある職場環境の提供
・３Sを徹底することで、産業廃棄物の削減に努める。

企業・団体名

No.

96

97

98

有限会社鷹藤

有限会社タック

有限会社タナカ塗装工業

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）

運輸・郵便業

・【行っていること】ジェンダー平等の実現
・【今後行いたいこと】働きがいと経済成長の両立、住み続
けられるまちづくり、産業と技術革新の基盤づくり、海の豊
かさを守る、陸の豊かさも守る、平和と公正をすべての人に

情報通信業

・車両買換え時にクリーンディーゼル車を導入した。
・カーラッピング時の材料を環境に害の少ない不燃材料を
使用していく。
・国籍は問わず、仕事に前向きな人を採用していく。

建設業

・塗装・防水業者のため、戸建住宅の屋根の遮熱塗料、断
熱塗料、外壁の遮熱塗料のエコ化の工事の営業、集合住
宅の屋上防水の断熱防水・遮熱塗料等、外壁の遮熱塗料
の使用によるエコ化の営業を行っている。

99

株式会社玉川設備

建設業

・省エネルギー製品の提供・工事、長寿命化工事の推進
・人材教育（技術力向上と国家資格取得、コンプライアンス）
をより一層向上させる。
・地域社会との連携強化
・フロン抑制、回収作業に於ける環境保全

100

株式会社玉名精工

製造業

・リサイクル製品の普及に力を入れている。
・地域清掃を継続実施している。
・地域活動に積極的に参加している。

NPO

・NPO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ダンス教室を年間を通して開催して
いる。
・さらに教室でレッスンしたダンスのお披露目として、各種イ
ベント等で発表を兼ねたステージ出演をしている。
・市民対象としたボランティアの育成のため広く呼びかけを
行い内部外部ボランティア研修を受講できる研修制度を設
けている。
・地域企業との交流としてNECダンサーズとのイベント交流
等を積極的に行っている。

専門・科学技術、業務支援サービス業

・省エネルギーおよび省資源を意識した企業活動を行って
いる。
・外国人、障がい者、高齢者など、多様な人々の社会活動
を支援している。

その他のサービス

・子どもからシニア世代まで幅広い年齢の方々へ学びを提
供し、世代を越えた交流をしている。
・心とからだの健康を維持できるクラス展開をしている。
・地域貢献として川崎市内のお祭り、イベントに参加してい
る。
・かわさきFMぐるっと川崎のパーソナリティーとして市内で
活動されている方の紹介をしている。
・次世代に芸術に興味を持ってもらえるよう、ワークショップ
などをしている。
・川崎市総合文化団体連絡会 川崎区文化協会実行委員
として川崎市の文化芸術の普及、地域に根ざした活動して
いる。

建設業

・被災地の復興支援活動の実施
・従業員の1/2以上が川崎市民である。
・従業員の人材育成のため、資格取得や研修費用を全額
負担している。

卸売・小売業

・食品ロスをなくす為の、賞味期限の近くなった食品の販売
を行っている。
・食品衛生管理の実施
・2021年6月からのHACCPの義務化にあたる実施
・今後は、冷凍方法などを使って飢餓の地域への食品提供
に取組をしていきたい。

101

102

103

104

105

NPO法人ダンスラボラトリー

ちいさな伝記株式会社

CHIGUSA BALLET STUDIO

長栄興業株式会社

株式会社築地フーズ

106

株式会社堤工芸社

建設業

・塗装工事の際に、多くの汚染水が発生するが、現在、汚染
水を再利用し削減に努めているが、大規模な塗装工事にな
ると、多くの汚染水が発生してしまう。今後は出来る限り、
「ゼロエミッション」を実現したいと考えている。

107

有限会社つばさ企画

金融・保険業

・エコ用品の利用を積極推進する。
・小学生の放課後教室（寺小屋）への社員派遣に取り組ん
でいる。

企業・団体名

No.

108

株式会社TNX

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）

運輸・郵便業

・全車輌にクラウド型デジタルタコグラフを導入し、リアルタ
イムな運行管理・配送の効率化を図っている。
・従来の機器に比べて車輌の情報がリアルタイムで分かる
ため、1つの営業所だけではなく全体の最適化を図り生産
性の向上と環境負荷の低減を両立させる。

109

株式会社TKC

その他のサービス

・廃棄花（ロスフラワー）を使用した造形教室を実施。子ども
たちと環境に優しい活動を続けてきた。
・子育て世代向けの講座やオンラインクラスを定期開催して
いる。
・今後は月に一度の清掃活動を通して地球に優しい活動を
実施していく。

110

東旺ビルサービス株式会社

その他のサービス

・働き甲斐がある職場環境の提供
・３Sを徹底することで、産業廃棄物の削減に努める。

教育

・生徒1人ひとり、保護者様、講師に対して目標達成ミーティ
ングを毎月実施し、教育の質をあげるよう務めている。
・講師採用では、高齢者を積極的に採用し雇用機会の創出
している。

株式会社東邦プラン

専門・科学技術、業務支援サービス業

・6Sプロジェクト（会社案内・経営指針に詳細記載）
・顧客満足度、生産性、品質向上への取組
・地域発展、貢献への取組
・ダイバーシティへの取組
・環境配慮活動への取組
・広告戦略の立案
・働きやすい職場への取組

株式会社東海

・テイクアウトのプラスチック容器を廃止して再生可能な紙
製品の使用に切り替えるなど、脱プラの積極的な展開やう
宿泊・飲食サービス業
どんや天ぷら食材の廃棄を出さずに食品ロスの削減の取
組を行っている。

111

112

113

114

115

116

株式会社灯学舎

株式会社トビキク

株式会社内装ハシモト

有限会社中村造園

建設業

・環境対策型の車両・建設機械の導入
・事務所・置場のLED照明の導入
・廃棄物の分別処分の実施
・建設資材（型枠・角材等）のストック場を設置し、再利用の
促進
・地元町内会の祭礼への協賛と協力（参加者へ飲料水やお
菓子の無料配布）
・幸区主催の防災訓練への参加
・働き方改革の推進（月給制・週休二日制を導入し就業時
間の抑制、有給休暇取得の奨励）

建設業

・ビニールクロスやビニールタイルといった人気種類を取り
扱っているが、珪藻土や天然木のような環境に優しいもの
をお客様に提案もしている。
・現場状況によって退勤時間を柔軟に対応している。

その他のサービス

・長時間労働を抑制し、現場で作業を行なう職人が働きや
すい環境整備を行っている。
・車両には、低公害車を使用している。
・従業員の能力向上を行う為、資格取得に関して、講習会
参加費や試験料等を当社が負担し、サポートしている。

117

株式会社西井工業所

製造業

・川崎区大川町に新工場を購入し、工場設備の照明器具に
ついてはLEDを採用。エネルギー使用効率向上を図る。
・大川町の新工場に人材育成のトレーニングセンターをつく
り、技術力や資格習得のサポートを積極的に行い、働きが
いのある職場環境を形成していく。

118

西田住設

建設業

・廃プラを削減するため、営業所にウォーターサーバーを設
置している。
・ホームページに取組を記載

119

株式会社ニチワ住販

不動産業

・安心して暮らせる住環境の提供
・環境に優しく省エネに通じる設備の提供
・今後も住み続けられる街づくり

製造業

・製品製造時に排出される金属端材は分別して、それぞれ
スクラップ業者に引き取られてリサイクルされる。
・外注業者の大半は市内の業者で良好な関係を築けてい
る。
・地域の防犯パトロールに毎年参加している。

120

有限会社日康金属製作所

No.

121

122

123

企業・団体名

日本郵便株式会社 南関東支社

ノーティス株式会社

バーグ有限会社

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）

その他のサービス

・ユニバーサルサービスを提供しつつ、地域社会の発展・活
性化に貢献したい。
・EV車両の導入・拡大、受け取りサービスの充実による再
配達の削減を図っている。
・働きやすい職場環境づくりとして社員の意識改革やモチ
ベーション向上を図っている。
・育児・介護・病気と仕事の両立の実現などワークライフバ
ランス取組を推進している。

専門・科学技術、業務支援サービス業

・リユース・リサイクルリーディングカンパニーの一社とBPO
事業で業務提携
・廃棄を減らすと共に製品サイクルを伸ばし、同時に川崎市
内の障害者事業所を繋げることで障害者の所得向上と、事
業所間連携を実現している。
・廃棄衣類をアップサイクル製品として再製品化する事業
や、国内初の障害者事業所が運営するおもちゃのサブスク
サービスで幼児玩具の廃棄を減らす事業も、川崎市内の事
業者と連携して、行っている。

卸売・小売業

・弊社は世界最薄水準の天然木の紙を使用したステーショ
ナリー「森の紙」を取り扱っている。
・「森の紙」の活動をはじめとして、SDGｓの目標「12.つくる責
任 つかう責任」等の取組に繋がるものと考えている。

124

有限会社早川製作所

製造業

・各事業所の近隣清掃等での環境美化
・コロナ化で需要が上がり続けている半導体の製造装置部
品の生産量の向上
・働き方改革を推進するための就業形態の実施
・従業員の安全と健康面、環境良化を考慮し、切削油を油
性から水溶性に変更するなどの取組
・無駄のない資源使用法の心掛けと実施
・それらを含めた社員教育

125

株式会社ビービーエーカンパニー

製造業

・長寿命化製品の開発
・従業員のスキルアップのための講習会への参加

学校

・東柿生小学校では、６年生を中心として地域の里山ボラン
ティアや大学と連携を取りながら持続可能な里山づくりにつ
いて考え、実践的な取り組みを行っている。
・今後も地域の方と共に里山のあるべき姿を考え、維持管
理に努めていく。
・SDGsパートナーの申込みをきっかけに、様々な視点から
のゴールも目指していきたいと考えている。

製造業

・自家消費型電力への転換、省エネ型設備の導入
・証書付電力を購入し2030年までにCO2排出量ゼロを達成
・社内に安全衛生委員会を設置する。安全対策や過重労働
防止、社員の健康保持増進に努める。
・BCPの策定、リスク分析を行い、早期復旧できる体制を整
える。

不動産業

・住宅地域でのリモートワークオフィスの第一人者、先駆者
としてリモートワークへの貢献。通勤時間の短縮により二酸
化炭素減少、各種リソースの節約など。
・地域密着型、完結型のビジネスモデルをリモートワークオ
フィスへ組み合わせて、地域の製品や商品をシェアショー
ルームとして展示していく事業にも力を入れていきたいと考
えている。

有限会社藤精研

製造業

・工場の電力の削減により、省エネルギー化を目指してい
る。再生可能エネルギー等を使用することは、SDGｓの理念
の「7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに」に該当するも
のと考えている。

Brown Rice+ 木月キッチン

・木月こどもキッチンという名称でのこども食堂の開催
・使い捨てでないお弁当容器（エコお弁当システム）取り入
れている。
・食材は無農薬玄米を中心として、また他の食材も国産を
中心とし輸送にかかる環境への負荷の軽減、またできるだ
宿泊・飲食サービス業
けプラントベースの食事の提供により畜産における環境へ
の負荷の軽減に取り組んでいる。
・商店街のSDGs活動に協力している。
・今後は近隣のNPOで行なっている農園と一緒にフード
ループの輪を広げて行く予定

126

127

128

129

130

川崎市立東柿生小学校

日崎工業株式会社

株式会社ビジネス&コミュニティ

企業・団体名

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）

131

株式会社フレッシュロジスティクス

運輸・郵便業

・百貨店や駅、商業施設と連携し、食品の共同配送により、
稼働トラックの台数を減らし、排ガスの排出量削減に取り組
んでいる。
・人事評価制度を作成し、働きがいのある企業にするべく、
１０月より導入する。

132

有限会社プロジェクト・アンドー

卸売・小売業

・女性の育児休業制度及び、職場復帰後の時短勤務の制
度を整えている。

133

合同会社プロットフュープ

専門・科学技術、業務支援サービス業

・全従業員をリモートワークとしている。
・全従業員の自学研鑽のための資格取得費等を会社が全
負担している。
・BCPを策定し経済産業大臣より「事業継続力強化計画認
定」を受けている。

134

株式会社ホームビジョン

建設業

・現在、川崎ブレイブサンダースさんと＆ONEというプロジェ
クトに協賛していて、SDGｓのイベントに参加している。

株式会社ホテルケイエスピー

・SDGsを通じての地方創生を目的に地域との連携を行って
いる。 （地域団体との提携、地域商品の導入など）
宿泊・飲食サービス業
・飲食物を取り扱うものの責任として、食品ロスの削減、3R
に取り組んでいる。

135

136

137

138

139

140

堀内設備工業有限会社

堀口電化株式会社

株式会社前田製作所

まきまきキッチン

株式会社松屋総本店

建設業

・指定給排水装置工事業者として、社会インフラの維持・整
備を行っている。
・従業員の資格取得に向けた体制整備
・1年を通じた省エネ・節電の実践

製造業

・現在、工場の電力使用量削減に向けて、四国電力と契約
中
・外国人労働者の雇用も行っている。
・これらは、SDGｓの目標「7.エネルギーをみんなに そして
クリーンに」、「8.働きがいも 経済成長も」などに繋がる取組
と考えている。

製造業

・工場設備の照明器具について新設のものはＬEDを採用
し、今後交換するものは極力LED変更しエネルギー使用効
率向上を図る。
・資格取得等へのサポートを積極的に行い、人材の流出を
防ぐとともに、働きがいのある職場環境を形成していく。

市民団体

・こども食堂として分け隔てしない支援
・他団体と協力し合い活動の輪を広げる。
・本当に困窮している人への個別支援
・地域のひろばとしてのオープンな場づくり

卸売・小売業

・現在、会計時のレジ袋をバイオマスを配合した環境に優し
い素材へ変更し、お土産品をお持ち帰りになる際に必要な
方にお使いいただいている。
・今後は、自社製品のパッケージなどの印刷に、環境に配
慮したバイオマスインクの使用の検討や、地産地消等、
様々な地域との関わりを大切にした取組を検討中

141

有限会社真中建機

運輸・郵便業

・当社は各地域の年々厳しくなる排出ガス規制に適合した
エンジンフォークリフトを利用
・エンジンフォークリフトよりもクリーンでエネルギー効率の
良いバッテリーフォークリフトを利用

142

有限会社真中商事

不動産業

・全ての共同住宅への再生可能エネルギーの導入
・全ての共同住宅への太陽光発電システムの導入

建設業

・女性活躍推進法に全面的に賛同している。「かわさき☆え
るぼし」認証企業
・環境・品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑを取り入れ、有害物質の除去や
新技術を採用した環境配慮型の工法の積極的な採用な
ど、人々が安心して生活できるまちづくりに貢献している。
・川崎市に本社を置く企業として、継続的に地域社会との積
極的な関わりを持っていく。

運輸・郵便業

・安全運転に加えてエコドライブを心がける教育を行い、
CO2削減に運送業として努めていく。
・事務方においてはペーパーレスを中心に、コロナ禍か否
かに関わらず移動を伴う会議をオンラインに移行できるもの
はしていく。

143

144

株式会社マミヤ

株式会社マリンスタイル

企業・団体名

No.

145

有限会社マルカワ

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）

建設業

・高齢者等多様な人材の活躍支援に取り組んでいる。
・雇用形態に関係なく、雇用者全員に年一回の健康診断を
実施し、週休二日制を目標に取り組んでいる。
・災害時に迅速かつ的確に対応できるように日ごろから災
害対応訓練を行っている。

146

株式会社丸貞

不動産業

・従業員の人材育成の一環として、資格取得支援（講座費
用負担等）
・社内にウォーターサーバーを導入し、ペットボトル利用削
減を図っている。
・ボランティア活動等、地域貢献を積極的に行っている。

147

株式会社美栄工業

建設業

・高齢者、障がい者、女性など、多様な人材の活躍支援に
取り組んでいる。

製造業

・工場設備の照明器具について新設のものはＬEDを採用
し、今後交換するものは極力LED変更しエネルギー使用効
率向上を図る。
・製造過程で発生する商品ロスを低減し、廃棄物を削減して
いく。

建設業

・フロン回収を確実に行い、フロン類の排出抑制を通し、地
球温暖化防止に努めている。
・産業廃棄物の削減に努めている。
・防災事業所の登録、区の災害連絡協議会へ登録し、市・
地域の防災活動に参加している。

製造業

・川崎市内在住の従業員の採用について、注力していく方
針
・これは、SDGｓの目標「8.働きがいも経済成長も」に繋がる
取組と考えている。

運輸・郵便業

・障害者や高齢者でも長く働いていけるように仕事を工夫し
て行っている。
・排ガス等環境汚染に繋がるアイドリングストップ禁止の徹
底や黒煙が出ないようなクリーンな車両で配送事業を行っ
ている。

その他のサービス

・工場設備の照明器具について新設のものはＬEDを採用
し、今後交換するものは極力LED変更しエネルギー使用効
率向上を図る。
・定年制度を60歳から65歳へ変更する等、継続勤務制度の
充実化を図り、人材の流出を防ぐとともに、働きがいのある
職場環境を形成していく。

148

149

150

151

152

有限会社三神製作所

三田調温工業株式会社

ミューテック株式会社

株式会社村山梱包商事

明希工業株式会社

153

ヤオキ商事株式会社

不動産業

・環境性能が高く、林業の活性化に貢献できる木造での建
築にこだわり、耐火建築物も木造での施工を推奨
・住宅性能評価の取得、及び独自のアフターメンテナンスに
より安心安全な建物を供給
・地域行事への積極的参加や、支援を進める。

154

株式会社ヨシダ電機

製造業

・多様な人材の登用（若者から高齢者まで）

情報通信業

・会社負担の掛け捨て保険に加入する制度、トレーナーを
招きトレーニングを実施するなどの福利厚生によって社員
が健康で長く働きやすい環境を提供している。
・2022年開業予定のカフェやフィットネスでは企業の福利厚
生で利用できるサービスを提供し地域社会に貢献する予定
・川崎市エコショップ・リユースリサイクルショップ制度を活用
し、廃棄物の3R（リデュース、リユース、リサイクル）を行って
いく予定

建設業

・省エネルギー活動（事務所電気のLED化等）、の小さな取
組から行っている。
・脱炭素に向け事業活動における車両の排気ガスの排出
削減に取り組んでいる。
・現場におけるプラチックゴミの削減について取り組んでい
る。

155

156

株式会社LAKA

株式会社リバティーワン

企業・団体名

No.

157

158

株式会社リベラルコーポレーション

Link mama

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）

卸売・小売業

・かわさき基準KIS認証品を川崎市民へ知覚して頂き、体感
頂くイベント開催（2021 武蔵新城商店街開催）
・介護車両の抗ウイルスモデルを策定（2021年川崎市福祉
支援開発補助金採択プロジェクト）
・川崎市および医療関係者へ物資の寄贈（弊社AID事業取
扱い商品）
・ビジネスマッチングサイトを使ったニーズを川崎に集める
プロジェクト
・地元中学校（橘中学校2019年）に有意義で意味のある職
業体験
・今後は市内飲食店へのキッチンカーサポートや市内企業
のSDGｓ取組をフォローできる製品や企画を行っていきた
い。

市民団体

・子ども服交換会を行い、子ども服のリユースに取り組んで
いる。
・子育て中のお母さん達に、子育てに関する様々な講座を
行っている。

159

株式会社ロビーム

その他のサービス

・ソーラーシェアリング技術を用いて再生可能エネルギーの
促進につながる製品を開発している。
・車椅子利用者用の車椅子用座面を開発している。体圧分
散構造と特殊繊維で、褥瘡や衛生処理を解決する。
・交流会「ロビーム・ローカルコネクト」を運営している。
・若者と壮年の出会いの「場」を提供している。
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株式会社ワールドクリーンプロジェクト

建設業

・有給休暇取得率100％、資格取得支援制度導入、勤務体
系の改善

161

ワールド商事株式会社

・ECOプランを導入し、またコロナ禍の中でも、テレワークに
最適なビジネスプランを用意し、ビジネスをする人に働きや
宿泊・飲食サービス業 すいインフラを提供している。
・今後も環境マネジメントシステムを構築・実践し当ホテル
はSDGｓに貢献していく。
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株式会社ワイ・デイ・エス

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・省エネルギー製品の使用、外国人・障がい者・高齢者等、
多様な人材の活躍支援など

製造業

・川崎市内在住の従業員の採用について、注力していく方
針
・これは、SDGｓの目標「8.働きがいも経済成長も」に繋がる
取組と考える。
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有限会社渡邊加工

