第4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）
No.

1

2

3

4

5

6

企業・団体名

株式会社アース・チルドレン

株式会社アースビルメンテナンス

有限会社アート・ウイング

株式会社アービア設計事務所

有限会社アービル

株式会社ISPdesign

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

・働いている職員の能力向上を図る為、研修制度や資格取
得に際して講習会参加費を一部負担することでサポートし
ている。
・送迎車両を、低公害車の使用に切り替える。

専門・科学技術、業務支援サービス業

・30代～70代まで幅広い年代の従業員（アルバイト）を雇用
し、雇用環境の創出と多様な人材が活躍できる場を創出し
ている。
・環境配慮型のワックス、洗剤を使用することで、地球環境
に優しい取組による業務遂行を目指している。

卸売・小売業

・多種多様な人材の採用及び低公害車の導入を今後行い
たい。
・従業員の健康促進のためのジム利用助成など働きやすい
環境づくりを行っていきたい。

その他のサービス

・「ひと」がエネルギー消費の収支バランスよって健康な身
体を保つように、限りある地球資源をバランス良く保つ為
に、一旦経済と切り離して、エネルギー収支比（EPR）理論
に基づく資源の有効利用を考える社会の実現に参加した
い。
・特に木は建築素材の原点であり、多様性に富む素材であ
る。エネルギー収支を考えながら、国産木材の有効利用に
関わりたい。

建設業

・省エネ塗料推奨による環境配慮
・作業ルールの周知徹底
・フレックス方式の導入
・リサイクル活動導入等資源の有効活用
・不正防止の指導
・地域活動への参画

建設業

・壁材や床材における、ホルムアルデヒド等有害物質の使
用量の削減及び適切な使用に努めている。
・サスティナブルに配慮した建材を、優先的に調達し使用し
ている。
・地域で活動する個人商店の出店支援（店舗内装）を行って
いる。
・現在産廃業者、ハウスメーカーなどから協力をしてもらい、
余った資材の情報、回収に取り組んでいる。
・今後は資材の情報量を増やして、一般の方とも共有できる
余剰資材流通システムを確立していきたい。

7

株式会社IKホーム

建設業

8

有限会社アイバ薬局

保健衛生・社会事業 ・川崎市民の積極雇用に取り組んでいる。

・女性活躍推進の取組を行っている。
・節電・省エネ運動に取り組んでいる。

9

あいりす合同会社

不動産業

・賃貸物件の断熱効率の向上
・太陽光等クリーンエネルギーの導入

10

株式会社アヴォン

教育

・現在、女性活躍推進に向けた意識・風土の醸成等を行っ
ている。
・今後においては従業員への研修機会の提供・研修費用の
負担等について行っていきたい。

11

有限会社青木建材

卸売・小売業

・現在弊社の女性従業員数は０名であるものの、多様な働
き方を目指すべく勤務体系及び制度の改革に取り組んでい
る。

12

株式会社青山プラスチック塗装

製造業

・多様な人材（外国人）の育成に注力している。
・これは、SDGｓの目標「10.人や国の不平等をなくそう」に繋
がる取組と考えている。

13

有限会社赤坂工務店

建設業

・バリアフリーを伴う提案、工事
・OA用紙の削減、省エネ対策、時間外労働時間の削減

14

株式会社あかつき

その他のサービス

・今後も地域社会に貢献できるよう、信頼される企業作りを
継続する。
・川崎市の施策等にも積極的に協力したいと思っている。

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）
・自然環境へ配慮し、環境への負荷を減らす設計・施工に
努めている。
・長年の経験と確かな技術でお客様の信頼を積み重ね、
人々の安心・快適な事業環境・暮らしに貢献していく。
・川崎市と提携し、社会的弱者の入居者支援を行っている。
・EV車両の導入
・節電・節水・リサイクル活動の実施
・地域行事への参加
・省エネ設備への更新を行い環境配慮を行っている。
・社内管理システムを導入し、作業効率化、ペーパーレスを
目指す。
・川崎市民の雇用を促進し、地域社会の貢献を行う。

15

株式会社アクティ

建設業

16

有限会社アクティブ

不動産業

17

アクト電子株式会社

製造業

18

アクトロニクス株式会社

卸売・小売業

・省エネルギーにつながる制御機器製品を提供している。

建設業

・ISO9001、ISO14001の取得
・かわさき☆えるぼしの認証取得
・外国人技能実習生の受入れ
・事務所の照明を全てLED化
・川崎建設業協会所属の高津特設作業隊として災害時など
の緊急対応ができるよう構築している。

卸売・小売業

・再生紙の利用強化
・女性の活躍推進
・地域行事への積極的参加
・地域の元気なシニアを積極的に採用する。

建設業

・事務所内の照明のLED化
・環境に配慮した材料の使用
・福祉や介護等の課題解決に貢献している。
・従業員の1/2以上が川崎市民である。

建設業

・事務所内の照明のLED化
・環境に配慮した材料の使用、省エネに繋がる工事の実施
・福祉や介護等の課題解決に貢献している。
・従業員の1/2以上が川崎市民である。

19

20

21

22

浅川建設工業株式会社

有限会社アサヒルミエル

アスカホーム株式会社

アスカリビング株式会社

23

有限会社アズテック

卸売・小売業

・長時間労働を抑制するべく、時間外労働時間削減の徹底
・ペットボトル等の削減のため、水筒やお弁当の持参
・労働環境整備のため子供の送迎等に対し柔軟な勤務時
間の対応を行う。
・再生可能エネルギーの活用等事務所の省エネルギー化を
進める（今後）。

24

株式会社アセス

専門・科学技術、業務支援サービス業

・過去から現在に至るまで、少数ながらも外国人を雇用して
おり、給与及び待遇なども日本人同等としている。

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。
・地域住民や地域学生を対象にイベントを企画している。
・これは、SDGｓの目標「11.住み続けられるまちづくりを」に
繋がる取組と考えている。

建設業

・川崎市民の方や女性のアルバイトの方を積極的に採用し
ている。
・電気もできるだけ省エネのものや、節電をするように心が
け、無駄な電力を使わないようにしている。

25

26

株式会社麻生塗工所

安宅防災設計株式会社

27

有限会社アックス

製造業

・積極的に地域社会との接点をもち参加してお手伝いをす
る。
・照明をLED化
・営業担当の社用車をハイブリットへ変更
・設備の設計段階で省エネを考慮
・化石燃料に頼らず植物由来のもので機械の洗浄を行う。

28

アットハウス株式会社

不動産業

・土地の改善・建物の修繕・建て替え等、不動産の有効活
用および開発により、地域の人々が持続的に且つ安心安全
に過ごせる住まいを提供している。

29

株式会社アップクリエイト

その他のサービス

・モノ作り、機械の再活用を中心とした事業活動の中で、よ
り環境を考慮し、いかに廃棄物を削減し、小規模の中でも
人材育成を含めた地域貢献につなげていきたい。

30

アップルリンク株式会社

製造業

・残業の削減を行い、従業員の働きやすい環境を整備して
いる。

企業・団体名

No.
31

32

33

株式会社アドバンス

有限会社アトリエアイズ

株式会社アトリエ秀

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

・Jクレジット制度を利用した「地球にやさしい電気」の使用
・廃棄物の適正処分の徹底
・粉じん、騒音、悪臭等の低減に留意

専門・科学技術、業務支援サービス業

・コロナ禍以前より、在宅ワークを導入。子育てママさんス
タッフは、お子さんが長期休暇期間にはテレワークを実施。
働きやすい環境を整備していた。今後もテレワーク・フレック
スタイム体制を推進する。
・設計提案には省エネに効果的な手法や機器を反映してい
た。併せて、高耐久やメンテナンスのしやすさなど、建物ラ
イフサイクルがより効率的・長期的になる配慮を、今後も検
証・推進する。

専門・科学技術、業務支援サービス業

・全てのプロジェクト対して建物の長寿命化、木材利用促
進、省エネ性能の向上の３点は既に積極的に取り組んでい
る。
・一方、事務所運営面では、電気や水道及びガソリン等エネ
ルギーの節約、およびペーパーレスの促進をしている。

34

アプリ工房

その他のサービス

・所属商店街振興組合が実施する１店１エコ運動に参加。リ
サイクル推進や省エネ・節電活動を掲げて取り組んでいる。
・現在は業種柄女性従業員が９割を占めるが、知識や勤務
意欲ある人材であれば性別・年齢に縛られることなく積極的
に採用している。
・今後も、リサイクルを中心としながらSDGsへ貢献していく。

35

有限会社阿部製作所

製造業

・川崎市民の積極採用
・省エネ活動の徹底。環境配慮設備の導入
・残業時間の削減、ワークライフバランスの充実

36

株式会社阿部石材店

卸売・小売業

・地域医療機関支援（防護服の無料提供）
・地域住民運動を支援（町内会へ定期的な寄贈）
・学校運動支援などを支援（PTA、見守り活動）
・地域支援
・スポーツ活動支援（当社会長は川崎市陸上競技連盟副会
長）
・被災地支援（東日本大震災の無償慰霊碑建立寄贈）

37

合同会社ameluck＆i

卸売・小売業

・フェアトレード商品や、地元産の食材を使用する。
・コンプライアンス体制を整え、働きやすい環境を形成す
る。

建設業

・電力会社の送電網を支える事業を通じて再生エネルギー
の普及に貢献している。
・従業員に資格取得のために、会社が費用を提供して研修
機会を提供している。
・取引先及びその協力会社と安全・環境協議会を構成して
安全及び環境保護に取り組んでいる。
・作業災害防止、環境保護のために職場・組織の安全対策
ルール、環境保護ルールがある。

38

株式会社新井商会

39

有限会社新木築炉工業所

建設業

・女性向けの就業規則を定め（育児休暇や時短勤務等）、
建設業という女性が働きにくいと思われがちな職種でありな
がら女性が働きやすい仕事環境を整えている。
・国籍や年齢問わず様々な人が働ける環境づくりを行いた
い。
・安全規則等を徹底し、職場における安全管理に現在取り
組んでいる。今後も邁進したい。

40

アラテック株式会社

建設業

・従業員の大半は、川崎市民であり、川崎市内の雇用促進
に取り組んでいる。

41

株式会社アルアイン

建設業

・省エネ活動を行うことで省エネ意識の向上を図り、環境問
題に対する取組を行う。
・就業規則の策定を行うことで「働きやすい環境」を作り、従
業員の働き方改革を行う。

42

株式会社アルファテック

卸売・小売業

・多様な人材（外国人、高齢者）を積極的に雇用している。
・今後は、さらに制度を拡充し、多様な人材の雇用に努めて
いきたいと考えている。

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）
・当社運営PC教室「富士通オープンカレッジ武蔵小杉校」で
は、子ども向けプログラミング教育の一環として地元Jリー
グチームの川崎フロンターレとコラボした「Scratch×
Soccer」を展開し、スポーツの上達に論理的思考力を用い
る事で新たな教育価値の創造と地域活性化に取り組んでい
る。
・長年注力している自社製品の取組においては、世界初の
日本手話電子辞書「ムサシα（神奈川工業技術開発大賞受
賞）」の開発や「視覚障害者向け歩行支援システム（特許取
得済）」の研究開発等による多様な人材活躍支援を行った
り、学校向け出席管理システム「かいけつ出席（川崎ものづ
くりブランド認定）」による教育の質の向上支援を行ったりし
ながら、当社の技術が社会課題の解決に繋がる事を目指し
ている。
・これらの価値を創造する中心となる当社社員に対して、テ
レワーク勤務や時短勤務、女性社員はもとより男性社員の
育児休業促進等多様な働き方を支援する取組を通して、
SDGｓへの貢献を継続していく。

43

株式会社アルファメディア

44

株式会社arpeggio はり・きゅう・マッサージ治
り、多様な働き方を認め合える環境にある。
保健衛生・社会事業 ・スタッフ女性構成比が50%を超え、性的マイノリティーを気
療院alto

情報通信業

・週４日勤務、週１日勤務、副業実施といった従業員がお
兼ねなく伝えることが出来る環境にある。

45

株式会社アローズ

卸売・小売業

・取り扱う商品の品質を高め、長く使われる製品を流通させ
る。
・省エネ診断等を利用した身近にできる気候変動対策から
取り組んでいきたい。

46

株式会社アローズ

不動産業

・LED照明への切替
・エコドライブ（環境配慮）
・残業時間、休日出勤の低減など

47

株式会社アン・パブリシティ

建設業

・今後も安全対策ルールの徹底を行っていく。
・高齢者・障害者にとって住みやすい家を建てていく。
・川崎市内在住の雇用を促進していく。

48

株式会社アンテピード

運輸・郵便業

・走行距離の削減のため配達方法やルート選定の育成
・従業員や構成員への適切な賃金の提供
・長時間労働を抑制すべく特に繁忙期等の作業量に注意し
て人材管理を行う（今後）。

49

有限会社生田衛生設備

建設業

・交通安全運動に関する取組。地域警察である麻生警察と
連携し、日々交通安全運動に努めている。

50

有限会社いく田工業所

製造業

・残業時間を週単位で管理し、目標時間を超過しないように
する。
・既存設備を省エネ設備に転換する。
・ハローワークや求人票を活用し、川崎市民を積極的に雇
用する。

51

池田工業

建設業

・川崎市在住の従業員の雇用に注力している。
・今後環境配慮型の車両への買い替え等を検討している。

卸売・小売業

・介護者が移動する手段としてのインフラの提供
・赤い羽根共同募金への寄付活動を行っている。
・正社員、パート等を含めて川崎市内在住の従業員の雇用
を推進している。

52

株式会社池田屋

53

有限会社イケダ薬品

卸売・小売業

・地域住民等へ健康情報誌の配布、HPでの公表を行ってい
る。
・店舗にスロープを配置すること等バリアフリーを行ってい
る。
・上記などによりすべての人に健康と福祉をという面で
SDGsへの貢献に向けて取り組んでいる。

54

株式会社石井建設

建設業

・省エネ住宅の建設

卸売・小売業

・販売している鮮魚の真空包装技術の開発に力を入れてお
り、より魚介類の鮮度を長持ちさせるような販売方法を取る
ことで、食べられずに廃棄してしまう食品が少なくなるよう積
極的に事業を営んでいる。

55

株式会社石井水産

企業・団体名

No.
56

57

株式会社石岡組

有限会社石野電気 柿生店

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

・川崎市防災事業所に登録をし、地域の防災、除雪等災害
時に協力できる体制を整備
・リサイクルによる産業廃棄物の削減
・外国人技能実習生の受け入れ、その育成

卸売・小売業

・営業用車両は低公害車を使用
・川崎市からの依頼により、市内小学校に対してエアコンや
テレビの設置業務を行なっており、地域の子供たちに平等
なサービスが提供できるよう実施

58

株式会社石橋斎場

その他のサービス

・弊社および協力寺院の使用済みロウソクを障害者福祉セ
ンターに送っている。ロウソクは溶かして再成形され関東近
県のホームセンター等で販売されている。使用済みロウソク
の寄付により原材料費がかからないため、障害者皆様の工
賃向上に直結し喜ばれている。またこの活動は川崎葬祭具
協同組合としても行っている。

59

イシヤ堂株式会社

製造業

・国籍を問わない外国人雇用を積極的に行い、語学、礼儀
等の教育を実施している。

60

有限会社石渡ハウジング

不動産業

・管理物件共用部照明器具のLED電球化を進めている。

61

有限会社いすくらシルバーサポート

保健衛生・社会事業 性の雇用促進や働く時間などを考慮し、より職員の職場環

・どんな方でも働きやすい環境づくりを作り上げるうえで、女
境の向上と雇用促進を高めていく。

62

板垣畳内装店

建設業

・関係各所への取組の促進
・節電、節水などの無駄の削減
・天然資源の保護活動の参加
・地域行事への参加

63

株式会社頂

建設業

・建築内装工事内でごみを減らす活動
・環境に優しい材料を使用
・紙を減らし、電子文章を使用する。
・フードバンクへの寄付による、困っている世帯への援助

64

株式会社一期一会

その他のサービス

・喀痰吸引等研修（第２号研修）の資格取得奨励のため、資
格取得費用等の一部負担を行う。

建設業

・川崎市の工事発注状況を常に確認し受注先への積極的
な営業活動
・建設業に必要な資格取得費用の負担
・現在の社用車（ハイブリット車）の入れ替え時を想定しEV
車の資料（価格・性能）を精査中

建設業

・顧客サービス受益者に必ず電話にて満足度・至らなかっ
た点の確認作業を行っている。
・高齢者でも分かりやすいサービス内容、明確な料金体系
を提供している。
・副業・兼業を認めている。

製造業

・SDGsや川崎市の印刷物の製本を受注する。
・事業継続力強化計画を策定し、緊急時にも事業が継続で
きるようにする。
・個人情報の適切な管理

65

66

67

株式会社一陽

株式会社一本松工業

株式会社伊藤製本所

68

有限会社伊藤パッケージ工業

製造業

・生産の際に発生する古紙の分別をより細かく行っている。
・輸送車両の効率的な運用を、得意先や取引先に提案し、
省エネルギーに貢献している。
・高齢者の就労は既に行っているが、若者の就労困難者の
活用や外国人労働者の活用もしていきたいと思う。

69

いとうや

卸売・小売業

・店舗の照明の無駄をなくすよう節電を心がけている。
・定期的に自身が講師となり、フラダンス教室を開催して地
域住人のコミュニケーションの場を提供している。

70

株式会社イトデン

建設業

・活動中の事故等を防ぐための安全対策ルールの徹底を
行い、従業員、お客様の安心安全の提供を行う。

71

稲森電気株式会社

建設業

・活動中の事故を防ぐ安全対策ルールがある。
・リデュース、リユース、リサイクルの推進を行っている。
・従業員は川崎市民である。

企業・団体名

No.

72

株式会社井上植木

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

・従業員の能力向上を図る為、資格取得に際して講習会参
加費や試験料等を当社が全額負担しサポートしている。
・車両には、低公害車を使用している。
・長時間労働を抑制し、現場で作業を行う職人が働きやす
い環境整備を行っている。

73

株式会社井上工務店

建設業

・高齢者向けのバリアフリー製品の拡販（手摺・スロープの
設置など）
・川崎市在住の従業員の雇用に注力する。
・電気のLED照明への切り替えやエアコンの買い替えによる
省エネ

74

有限会社イバラキ

製造業

・今後も会社を守るため、事業継承に関する取組を既に
行っている。

75

有限会社いぶき

その他のサービス

・電気や紙類の使用を減らしている。また減らしたい。

76

株式会社今井運送

運輸・郵便業

・川崎市在住の従業員を積極的に雇用
・高齢者等社会的弱者が利用しやすいようなサービスの提
供
・残業時間や休日出勤の低減
・エネルギー・水の使用量削減

77

株式会社今井造園

建設業

・川崎市の緑化事業へ積極的に参加し、地域貢献・環境保
全について取り組んでいる。

建設業

・建材の一部にリサイクル製品を使用
・自社廃材のリサイクルによる廃棄物削減の実践
・環境配慮型建設機械や低騒音型建設機械使用による二
酸化炭素排出量削減と環境配慮
・本社照明LED化と社内空調温度適正化による省エネを行
い二酸化炭素排出量低減
・社員向けに提携ジムの無料利用及び提携医療機関での
無料カウンセリングの実施

株式会社イマムラ

建設業

・地域の行事やボランティア活動に参加しコミュニケーション
機会を設けている。
・災害時に協力できる体制を整備している。
・かわさきエコドライブ宣言に登録しており、エコドライブに努
めている。

株式会社癒

・従業員の人材育成の為、研修環境を随時提供し自己研鑽
の為の機会を増やしている。
・平等に能力強化の機会を与えるために、研修費にかかる
保健衛生・社会事業 費用面については当社にて負担している。
・顧客満足度向上に努め、一人でも多くの地域住民の健康
増進を図り、地域活性化に貢献している。
・節電活動等、省エネ運動を全社的に実施している。

78

79

80

株式会社今西建設

建設業

・長時間労働の是正を行っている。
・無事故に向けて安全対策の徹底を行っている。
・従業員の定着率増加、離職率減少に向けて労働環境の
整備に力を入れている。

株式会社インクルーブ

その他のサービス

・当社媒体ミスモでSDGｓの特集をし、未来のためにできる
ことを企業や学校と連携して掲載した。
・クールビスの推奨や無駄なコピーを禁止し、来客用には紙
コップは使用していない、今後は社員にマイボトルを推奨
し、リサイクル紙の活用やジェンダーの平等に取り組み、定
期的に当社媒体においてSDGｓの情報発信・普及啓発に努
め、SDGｓの達成に貢献していく。

83

インフィニティ企画合同会社

・女性の雇用促進に取り組んでいる。
・タイムセール等を行い食品ロスの削減に取り組んでいる。
宿泊・飲食サービス業
・PLA素材や天然素材の容器を導入している。
・従業員の資格取得費用を会社にて負担している。

84

有限会社Weave

建設業

・従業員の大半は、川崎市民であり、川崎市内の雇用促進
に取り組んでいる。

建設業

・電気をこまめに消し（使用していない電子機器の電源を抜
く等）、使用時間を減らす取組をしている。
・ペーパーレス化（資料の印刷、コピーを減らし書類のデー
タ化）に取り組んでいる。
・町内の清掃活動や防災訓練に参加し地域に貢献してい
る。

81

82

85

株式会社岩間総建

株式会社植春造園

企業・団体名

No.
86

合同会社ウェルフェアサービスたまロッヂ

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

・リハビリ機能回復士の資格取得奨励のため、当該資格取
得費用の全額負担を行う。

87

株式会社潮木塗装

建設業

・事業用車両における排出ガスの削減や、現場で発生した
ゴミの分別やリサイクル活動
・川崎市内の地元企業として、地域雇用に貢献する。
・塗装事業を通じた住みやすい環境作り、サービスの提供

88

株式会社ウスヰ産業

卸売・小売業

・働きやすい職場環境を作る。

89

株式会社内田電機設備

卸売・小売業

・取り扱い商品を、省エネ設備に切り替えている。
・営業車両を低公害車に切り替える。

90

内野電業社

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・工事後の廃棄処理雑材等の適切な処理・省エネルギーに
つながる技術、製品の情報提供

製造業

・使用している営業用車両はハイブリッド車
・工場内の照明をすべてLEDに変更予定
・機械加工に使用する切削油は、従来の「塩素」が含まれる
ものから「硫黄」が含まれるものに順次変更している（塩素
フリー化）。

建設業

・川崎市は、日本においても「都市化」が加速度的に進んで
いる都市であり、そんな中で、少しでも当社の事業が、未来
へ「川崎市の樹木」を守っていくことが出来るよう活動を続
けていく。
・働きやすい職場づくりのため、副業・兼業を認めている。
・今後更なる働きやすさ向上のため、副業・兼業をしやすい
環境整備に力をいれていく。
・それに付随して、時間外労働の是正等に取り組んでいく。

91

92

内堀製作所

浦頭造園土木有限会社

93

株式会社栄新鉄工所

建設業

94

医療法人社団栄石会

保健衛生・社会事業 ・川崎市内在住の人材を積極的に雇用していく。

95

96

株式会社栄装

株式会社Ｈ・Ｋ

建設業

・工場内では従業員同士で常に声を掛け合い、使用しない
設備はこまめに電源を切る等、電力削減への取組を実施
・営業所や工場内の照明を徐々にLEDへと切替えており、
営業車両も環境に配慮し電気自動車を使用している。

教育

・誰でもできる保育、ICT化促進により保育士業務の負担を
軽減し、保育士の働く環境を整えている。
・職員も性別を問わず平等に雇用している。
・様々な体験と経験を通して学びを与える。
・食育に取り組み、栄養を考えたバランスの良い食事を提
供する。

97

株式会社エイワ

建設業

・省エネルギーに繋がる設計・施工に取り組み、設計・建築
の一体型で監理することで低コストの提供等でお客様の
ニーズに添い信頼関係を高める。
・建築時の廃棄物は、徹底的に資源分別に努めている。
・マイバックを取引様、従業員に配布してレジ袋削減の取組
を実施した。

98

エイワ空調株式会社

建設業

•低温暖化冷媒の開発・普及
•市場での冷媒転換や回収・再生・破壊

製造業

・日本国内ではハロゲン物質使用のケーブルの取り扱いが
ある中で、日本の中小企業で浸透しきれていないノンハロ
ゲン物質などを用いた、有害物質フリーの環境にやさしい
製品を使用するようお客様に提案している。
・ハイブリット車の使用、節電活動、同一労働同一賃金の取
組を行っている。

製造業

・長時間労働の削減を意識して行っている。更なる長時間
労働の削減のため、従業員の作業効率の上昇、労働環境
の改善に努めていく。
・今後は、社用車の電気自動車化についても積極的に行っ
ていく。

99

100

株式会社栄和テクノ

合同会社ANC

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）

101

ACS株式会社

その他のサービス

・多様な人材の採用
・従業員への研修機会の提供
・壁紙の再生技術による廃棄物の削減

102

有限会社エース電子

製造業

・地域社会で使用される製品の製造（照明器具）
・事業承継、新事業展開の検討
・保有設備のリユースや環境配慮設備の導入

卸売・小売業

・地元のお祭りに積極的に参加している。
・川崎市民の雇用促進を継続していく。
・柔軟な勤務体系を認め、今まで以上に働きやすい環境づ
くりを行う。

103

有限会社エービーイーカンパニー

104

エービーシーカップリング工業株式会社

製造業

・ISO14000またはエコアクション21取得
・従業員の能力開発推進
・紙の削減・電子ファイル化
・CO2削減

105

エール合同会社

不動産業

・不妊で悩む女性のための講座や、子供たちへの世界への
視野、ダイバーシティを取り入れられる活動を代表が行って
いる。

エールデザート産業

製造業

・事務所の空調設備の一定の温度設定、無駄な照明を使
用しない等の省エネ活動を実施している。
・ケーキ材料等のロスを少なくするよう心がけている。
・今後については、従業員のやりがいのある働きやすい環
境作りに努めていく。

107

一般社団法人えがおる 等々力保育園

・親の状況に関係なく子どもを預かっている（母親が就労し
ていなくても預かっている）。
保健衛生・社会事業 ・職員が長く勤められるような体制を作っている（休暇の取り
やすさ、自宅での勤務日設定等）。

108

有限会社エクステリア三輪

建設業

・バリアフリー工事で高齢者に優しく、植栽工事で環境に優
しい工事を実施
・川崎市民を中心に雇用し、地域に貢献

106

109

有限会社エクセル

その他のサービス

・お客様の要望を聴取し、日々改善に取り組んでいる。
・従業員にとって今後も働きたいと思ってもらえる環境づくり
を行っていく。
・積極的に川崎市内在住の人材の雇用を行っていく。

110

株式会社エコキューブ

運輸・郵便業

・ハローワークや求人票を活用し川崎市民を積極的に雇用
する。
・赤い羽根共同募金へ寄付活動を行っている。

111

株式会社エス・ウェーブ

建設業

・業務の幅を広げるためにも、弊社としては各種許認可取
得を、従業員には各種資格取得による能力向上を行ってい
きたいと考えている。

112

有限会社エスアールエス

建設業

・廃材の適切な処理・地域行事や貢献活動への積極参加

その他のサービス

・職場の安全管理（生徒への対応等）についてルールを作り
徹底している。
・アルバイトスタッフの労働時間管理を行い、健康面につい
て管理をしている。
・人材について、性別や年齢にとらわれず、本人の熱意に
応じて活躍支援に取り組んでいる。

建設業

・事故を防ぐため、安全ルールの制定
・省エネルギー型設備への更新（低公害車やEV車の導入
等）（予定）
・市内における雇用促進や若者や高齢者など、多様な人材
の活躍支援への取組（予定）

その他のサービス

・長時間労働を抑制する取組がある。
・障がい者、高齢者など、多様な人材の活躍支援に取り組
んでいる。
・情報システムへのセキュリティ対策を実施している。
・副業・兼業を認めている。

卸売・小売業

・石油化学に由来しない、生分解性や自然由来の素材で出
来たフィルターをイタリアから輸入、販売している。
・プラスチックケースをリサイクルできるようなグリス給油器
をスイスから輸入し、販売している。
・全国の主要都市に営業所を設け、現地採用することに
よって地域社会に貢献している。

113

114

115

116

株式会社SKYnetworks

株式会社エスケー

株式会社ＳＫコーポレーション

株式会社エスティジェイ

企業・団体名

No.
117

株式会社S-TRUST

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

・多様な人材を活用し、事業を行うことで社会貢献に努めて
いく。

118

株式会社Essen

情報通信業

・ジェンダー、立場、地域に関わらず誰でも収入が得られる
仕組みを提供している。
・行政（川崎市）と連携している。
・サービス提供を通じて働き方改革を目指している。
・渋滞解消を目指し、気候変動への対策を講じている。
・行政と連携してSDGsの啓蒙活動を実施していきたい。

119

株式会社エトワール

建設業

・事務所の節電節水、従業員同士のコミュニケーションを積
極的に図るようにしている。

120

株式会社エニシング

その他のサービス

・現在所有している営業車両を、全て環境に配慮した低公
害車に切り替える。

121

株式会社エヌ・アイ・シー

卸売・小売業

・WEBエンジニア・電気エンジニア・ビジネスエンジニアな
ど、スキル習得のための書籍代等を弊社が負担している。

不動産業

・不動産管理会社としての役割を果たしながら、包摂的かつ
持続可能なまちづくりの推進
・社内の多様な働き方を推進する取組
・自社の事業・活動において省エネに対する取組
・地域社会とのコミュニケーション機会を設ける、地域団体と
の連携を図る取組

122

株式会社エヌアセット

123

ＮＥＣプロボノ倶楽部

市民団体

・川崎市社会福祉協議会との連携による各種、団体、事業
者へのプロボノ支援活動
・かわさき市民活動センターとの連携による市民活動団体、
個人に対するプロボノ支援活動
・川崎市役所、区役所の課部局や教育委員会や学校、PTA
などとの連携によるプロボノ支援活動（例：市民共創型まち
づくり、オンライン授業支援など）

124

NAR株式会社

建設業

・代表者自らが外国人ということもあり、現在積極的に外国
人を採用し、雇用面での支援、生活面での支援を行ってい
る。

125

株式会社エヌエスピージャパン

専門・科学技術、業務支援サービス業

・省エネ行動促進運動を積極的に発信している。
・昨今の社会情勢に負けずに雇用を積極的に行っていく。
・将来的にひとづくり、技術向上を基本に、教育の場を提供
していきたい。

126

株式会社エヌシーイー

宿泊・飲食サービス業

・食材を無駄なく使用しての（特に肉に関して）商品の管理、
開発

127

ＮＴＴ東日本神奈川事業部 川崎支店

情報通信業

・良質かつ安全なユニバーサルサービス（加入・公衆・緊急
電話）の提供
・ICTを活用したイノベーションの創出、新たなライフスタイル
の創造
・光サービスの提供によるディジタルデバイドの解消
・その他、SDGSの17の目標の達成に向けて各種取組を実
施

128

有限会社エバト精機製作所

製造業

・高齢者・外国人・女性の積極雇用の推進
・省エネルギー活動につながる設備の導入と活動の推進

129

有限会社海老原

建設業

・従業員の大半は、川崎市民であり、川崎市内の雇用促進
に取り組んでいる。

130

有限会社エフ・スリー

建設業

・事故を防ぐための安全対策ルールの徹底を行っている。
・多種多様な人材の採用・育成を引き続き行っていく。
・これまで以上に働きやすい環境の整備を行っていく。

131

株式会社FJ・ワークス

製造業

・ハイブリッド車を導入し、環境への配慮
・定期的に安全教育を実施し、従業員をサポートすることで
働きやすい職場環境を形成していく。

NPO

・障害者の就労支援活動拠点の増加・発展（当事者が様々
なことに挑戦できる環境提供、就労支援を通じて、地元に貢
献をする。（清掃、美化活動など））
・地元の廃棄物料を再生利用（地ビールから大量に排出さ
れる麦芽カスの再利用、寺院から大量に排出される塔婆の
再利用、再利用する際に出てくる仕事を障害者の就労支援
として行う。）

132

特定非営利活動法人エミフル

企業・団体名

No.
133

134

株式会社M・Y・S

株式会社ＭＲＥコンサルティング

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

・従業員の大半は、川崎市民であり、川崎市内の雇用促進
に取り組んでいる。
・弊社グループにて社員寮を保有する等、就労環境の向上
に努めている。

不動産業

・単位PTAおよび高津区PTA協議会、地元子ども会、高津
区推進委員会、避難所開設委員その他、地域活動の参加
を通じて川崎市の様々なイベントや事業へ貢献している。
・開業後はコロナで活動自体があまりできていないが、今後
可能な範囲にて更なる活動を行い、社業を通じて地域貢献
を目指したいと考える。

135

MS株式会社

建設業

・外国人、高齢者の採用、スキルアップ指導
・作業における安全ルールの策定
・ワークライフバランスの為の制度拡充
・地域の見守り活動の参加
・節水節電

136

MKTインターナショナル株式会社

その他のサービス

・多様な働き方の促進に関して、フレックスタイム、テレワー
クを積極的に推進し、テレワークに最適なPCやスピーカー
などのIT機器も社員へ供与している。

137

有限会社エムデン

その他のサービス

・世間一般的に行われている事業体のみでなく、新たに取り
組んでいる自然環境を利用した事業を更に推進し、小規模
内でも貢献に繋げて行きたい。

138

株式会社エムネットワーク

製造業

・「社員の健康を第一に」を掲げて、週休二日制の徹底や禁
煙の推奨や体調管理のサポートなどを実施している。
・NPO法人「ダイバーシティサポートかわさき」に参加すべく
活動を始めた。

139

エリー株式会社

その他のサービス

・事業そのものがSDGｓの「すべての人に健康と福祉を」に
当てはまると考える。

140

株式会社エルプラス

不動産業

・リモートワークを積極的に促進しており、ワーク・ライフ・バ
ランスの充実化を促進している。

141

追川建設株式会社

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・工事現場等から排出される建設廃材以外の廃材や事務
所からのゴミにおいても、省エネルギー（再生可能エネル
ギー）の促進に貢献するため分別しやすい環境づくりに取り
組んでいる。

142

合資会社大石石材店

建設業

・省エネ運動・節電活動を実施している。
・2030年に向けて事業所内の照明LED化を進めていき、温
室効果ガス排出量の削減を進めていく。

143

有限会社オーエフリビングサービス

建設業

・現在使用している営業用車両は低公害車
・営業所内の照明設備は全てLEDを使用しており、消費電
力の削減に取組んでいる。

144

株式会社オーエムシー

製造業

・創業以来、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
材育成に努め続けている。
・川崎建設業協会所属の多摩特設作業隊の庶務班長を10
年以上務め、多摩道路公園センター様と大雨、除雪、地震
時の災害対応について協力体制を構築し、緊急出動もして
いるオリンピア建設（株）の同族会社として、より一層の防災
活動への協力をしていきたい。

145

大沢自動車工業株式会社

その他のサービス

・就業時間内での作業、定時退社の徹底

146

株式会社Oo設計

専門・科学技術、業務支援サービス業

・テレワーク・在宅勤務・時短勤務制度など柔軟な勤務制度
を導入しており、女性も活躍しやすい環境を整えている。

その他のサービス

・最先端の測量機器とシステムにより、最新の技術・製品を
提供している。
・PTA活動や保護者会活動等、地域に対し多様な活躍支援
に取り組んでいる。

製造業

・当社の製造を生かし、農地の活性化に努めている。
・職場見学や地元の祭りや行事を通じ、子供達の非行防
止、川崎の素晴らしさを伝えていく。
・各地から来店されるお客様ともコミュニケーションを図り、
より良い関係を構築するよう努めている。

147

148

大竹正晃土地家屋調査士事務所

株式会社大谷堂

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）

149

株式会社大塚商会

卸売・小売業

・自社のエネルギー使用率の削減の他、LED照明など環境
商品を販売している。
・NPOへの寄付や商品の寄贈で活動を支援し、社会課題の
解決を支援している。
・女性が働きやすい環境を作り、えるぼし認定を受けてい
る。

150

有限会社オートフォース

その他のサービス

・新社屋の省エネ化
・廃油やカーバッテリー、廃タイヤの適正な処理
・週休２日制による長時間労働の抑制

151

有限会社大野製作所

製造業

・2030年に向け石油由来のプラスチックだけではなく、植物
由来の環境に配慮したプラスチックの取り扱いを目指し
SDGｓの取組に貢献していきたい。

152

株式会社大林組

建設業

・当社は６つのマテリアリティとSDGsを関連付け、課題解決
への取組を進めることによりSDGsの達成に貢献している。
https://www.obayashi.co.jp/sustainability/esg.html

専門・科学技術、業務支援サービス業

・働きがいと経済成長につながる技術ノウハウ・知識や経験
を顧客に提供している。
・業務委託をするパートナーと連携を組み、副業を認める自
由な働き方を推進するとともに、短時間作業のスポット業務
委託を行い柔軟な働き方に貢献している。

153

おおはら経営相談事務所

154

株式会社大脇金型製作所

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。
・地域住民や地域学生を対象にイベントを企画している。
・これは、SDGｓの目標「11.住み続けられるまちづくりを」に
繋がる取組と考えている。

155

岡田屋足袋店

卸売・小売業

・足袋や半天、富士姿など日本の伝統衣装を若い世代にも
広めるべくSNSを開設
・地元お祭り等もSNSで掲載予定

156

岡村建興株式会社

建設業

・「働きやすい」会社構築宣言を掲げ、「安全第一」の職場づ
くり・「品質重視」の製品、サービスの提供・「コンプライアン
スの徹底」に向け取組を行っている。
・環境経済人委員会に参加し、環境への取組を行ってい
る。

157

有限会社小川水道

建設業

・上下水道工事を通して、住民に平等な公共サービスが提
供できるようインフラ整備を実施

158

小川電機株式会社

卸売・小売業

・川崎市在住の人材採用を積極的に行っていく。

159

株式会社冲セキ

卸売・小売業

・廃材として処分される素材を利用し新しい商品を作成し、
これまで弊社製品に触れたことのない人にも提供していく。
（石材を利用したキャンプグッズの販売）

160

株式会社荻田防水

建設業

・エコドライブ（環境配慮）
・川崎市に拠点を置き、地域雇用に貢献している。
・残業時間、休日出勤の低減など

161

沖縄グローバル大学一般社団法人 ほたるっ
こ保育園

・保育園のモットーは「幸せな子ども時代を創る保育園」。ほ
たるが育つ環境のように安心安全な環境と清らかな心で一
人一人の個性をのばす保育を心がけている。
・⑮陸の豊かさを守ろう②飢餓をゼロに⇒食育を通じて野菜
保健衛生・社会事業 作りや農家の方との交流をして食べる事への感謝を育てて
いる。
・⑤ジェンダーの平等を実現しよう⑩人や国の不平等をなく
そう⇒男女、国籍関係なく子ども同士が仲よく遊ぶ環境に取
り組んでいく。

162

株式会社オザキ

建設業

・地元企業として地域活性化の一端を担っていきたい。
・市内の雇用促進を図るため、積極的に川崎市民を採用し
ていきたい。

163

有限会社オサデン

卸売・小売業

・取り扱い商品を、省エネ設備に切り替えている。
・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。

164

オダギリ・ハウジング株式会社

不動産業

・営業所内の照明はすべてLEDを使用しており、消費電力
の削減に取り組んでいる。
・営業用車両はハイブリッド車を使用

企業・団体名

No.

165

166

167

168

株式会社越智製作所

株式会社小野崎電業

小野寺建設株式会社

オプティカルコイケ

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

・省エネによるCO2削減、廃棄物の適正処理、不良品削減
による材料の無駄の削減、簡易包装、社員のマイボトル・マ
イバック使用 等に取組んでいる。
・その他に、高齢者の再雇用など、人材の活躍支援にも取
り組んでいる。

建設業

・省エネルギー（又は再生可能エネルギーの促進、LED照
明、太陽光、蓄電池等）につながる技術、製品をお客様に
提供している。
・外国人、若年者、高齢者など、多様な人材の活躍支援に
取り組んでいく。

建設業

・太陽光発電（再生可能エネルギー）の施工・管理・修理等
を行っていることから、更なる再生可能エネルギーの普及
活動をし、地域社会へ貢献していく。
・安全対策ルールの徹底を行い、「働きやすい環境」を整え
る。

卸売・小売業

・店内の照明をLEDに切り替え、エネルギー使用の削減に
取り組んでいる。
・老人ホームや、役所（生活保護者向け）から依頼があった
ときに、現地まで訪問し高齢者や社会的弱者向けに商品
を、販売している。

169

株式会社OMNIBUS

その他のサービス

・IT機器の導入で紙のカルテを廃止しペーパーレス化をして
いる。
・雑誌等もデジタル化し本を捨てることを廃止
・今後は薬品の排出量を減らし、環境にやさしく無毒化でき
るような物を実行していきたい。

170

株式会社小山田塗装

建設業

・環境に優しい塗料を活用している。

171

有限会社オルザコーポレーション

・地元の企業との連携、協力
宿泊・飲食サービス業 ・使われていなかった店舗の再利用
・LEDを積極的に使用

172

株式会社ONDO-MAKING

情報通信業

・展示会等で使用する商材には「JISマーク」を取得した商材
のみを使用し、天然資源の持続的利用に配慮した取組を
行っている。

173

株式会社カーズ

建設業

・エコドライブ（環境配慮）
・残業時間、休日出勤の低減など

174

株式会社ガーデンヒーローズ

建設業

・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図る為、資格取得に際して講習会参
加費や試験料等を当社が負担しサポートしている。

175

ガーネストジャパン株式会社

その他のサービス

・協力工場等と密に連絡を取り、製品の不良率の低減に努
めている。

有限会社海栄商事

その他のサービス

・安全のための職場ルールの制定
・フレックス制の導入
・資源のリサイクル活動
・節電・節水
・地域の見守り活動の参加等

177

医療法人柿生会

・女性や高齢者の雇用を促進している。
・節電・節水・省エネ設備の導入を行っている。
保健衛生・社会事業 ・低公害車両の導入を行っている。
・川崎市民の雇用促進に貢献している。

178

株式会社かけはし

情報通信業

・システム開発を通じ省エネルギー化に貢献している。

179

有限会社梶塗装

建設業

・遮熱塗料の提案により、エアコン等の電力消費の削減
・二酸化炭素や有機溶剤の少ない環境対応型塗料の使用
・廃棄物の削減

176

180

鹿島建設株式会社 横浜支店

建設業

・社会・環境課題の中から、社会とともに持続的に成長し企
業価値を向上させるために優先して取り組むべき重要課題
（マテリアリティ）を特定している。
・事業活動を通じた課題解決に向けた取組は、SDGsの達
成に貢献している。

181

有限会社カシワ商会

建設業

・工事の際に発生する、産業廃棄物の排出低減

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）

182

株式会社片桐工務店

建設業

・提供する家を通じて、安全に永く住み続けられるまちをつく
る。
・当社の建築する住宅は、①自由自在な木造軸工法による
もの、②木造軸工法に先進技術と材料を融合させた高性能
住宅P＆C-MJシステムによるものとがあり、あらゆるニーズ
に対応
・丁寧な仕事を心がけ、安心安全且つ、永く住み続けられる
家を提供することで、つくる責任つかう責任を果たす。

183

株式会社カナイ

製造業

・2008年に環境省が策定した日本独自の環境マネジメント
システム（EMS）であるエコアクション21を取得するなど、従
前よりSDGsを心掛けた取組を行っている。

184

有限会社神奈川厚板

製造業

・現住所地で長年製造業を営んでおり、地域とのつながりを
大切にしていることから、積極的にイベントへの参加・小学
生の職場体験を行う等協力体制を整えている。

185

有限会社神奈川スポット

建設業

・各種現場においての安全対策に対するルールを徹底し、
事故が発生しないよう努めている。
・作業に使用する鉄筋はできる限り、無駄が発生しないよう
にし、切断後余った鉄筋についてはリサイクル業者へ定期
的に運んでいる。

186

有限会社神奈川通信機

卸売・小売業

・ハイブリット車等の低燃費車を社用車として使用していく。
・事務所のLED化等、省エネルギー設備の積極的な導入を
行っていく。

187

カナケイ株式会社

その他のサービス

・CO2やごみの削減による地球環境負荷への軽減（ECO
カー・ECOバッグ・再生紙利用・ごみの分別によるリサイク
ル・ごみ減量のデジタル化）
・地域の防犯防災を通じた安全安心活動（防犯カメラ）
・地域の雇用創出に貢献（高齢者・障害者・外国人）
・女性活躍推進と支援（管理職・責任者率・育児休暇）

188

株式会社狩野建築

建設業

・高齢者・障がい者などのお体が不自由な方などにバリアフ
リー工事やユニバーサルデザインのものを取り付ける工事
に取り組んでいる。

189

有限会社上石

卸売・小売業

・リサイクルには力を入れ、使用しない家電等商品はリサイ
クルに出している。
・地域とのかかわりを大事にし、地域の行事等取り組んでい
る。

190

株式会社カミムラ

建設業

・作業現場での服装、作業手順等の安全対策ルールの策
定を行い、事故が発生しない様に努めている。

191

有限会社上村タイル工業

建設業

・作業現場での服装、作業手順等の安全対策ルールの策
定を行い、事故が発生しない様に努めている。

その他のサービス

・こども食堂を開催、生活困窮者への支援を行っている。
・既存設備を省エネ型設備へ更新する。
・正社員・パート等も含めて川崎市内在住の従業員の雇用
を推進している。

192

株式会社かみやま

193

株式会社カリヨン・カンパニー

教育

・実際に神奈川県山北へ社員と出向き、林業の方の話を聞
いたり伐採を体験させていただき、木をテーマにした音楽絵
本を作成した。
・今後は川崎市と「音楽」＋「絵本」＋「木育」のパッケージで
小学校や保育園、幼稚園などで公演をしていきたい。

194

川石運送株式会社

運輸・郵便業

・環境対応車の導入に伴う、環境負荷低減への寄与
・徹底した安全対策会議の開催による、交通事故削減、及
び事故削減のための従業員長時間労働の抑制

河合土木株式会社

建設業

・地域における災害時の緊急対応について協定を締結して
いる。
・地域住民とコミュニケーションを取り、安心安全な企業活
動に努めている。

川崎キングスカイフロント東急REIホテル

・環境省地域連携・低炭素水素技術実証事業への参画
・バイオフードリサイクルの導入、またその再生可能エネル
ギーの購入（非化石証書有）
宿泊・飲食サービス業 ・プラスチック製アメニティを廃止し、米の籾殻など植物由来
の資源を使用したアメニティを導入
・客室内に設置しているミネラルウォーターを廃止し、各フロ
アにウォーターサーバーを設置

195

196

企業・団体名

No.
197

198

河﨑組建設業株式会社

かわさきこども食堂ネットワーク

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）

建設業

・地域活動に積極的に参加している。
・外国人の方を従業員として採用しており、多様な人材の活
躍支援に取り組んでいる。

市民団体

・食を通じて、あたたかな居場所づくりを行う
・組織にとらわれない、誰もが気軽に立ち寄れる場所の提
供
・「もったいない資源」の有効活用
・新たな活動や事業を生み出す担い手の伴走支援

199

有限会社川崎重機

建設業

・現在、事故等を防ぐための安全対策ルール作成に注力し
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。

200

株式会社川崎ビルサービス

その他のサービス

・KBS安全を考える会は事故及び災害の発生を未然に防止
するとともに、安全衛生に関する相互連絡を図り、快適な作
業環境を促進するために活動を行う。

建設業

・省エネルギー住宅の提案
・高効率な室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギー
を実現できる住宅建築を提供する。
・社員の教育育成の場を設けることにより、質の高い技術
的・専門的スキルを身に付け向上を目指す。

教育

・「預けながら働く制度」→お子さんと一緒に出退勤できる職
場（自社保育園の利用OK）
・女性幹部の積極登用→保育現場から本社事業部への社
内異動でキャリア形成の促進
・「協力雇用主」「ハロワでの障がい者募集」に登録、さまざ
まな事情をもった方の採用をしている。

建設業

・質の良い業を行って貰うため、福利厚生を充実させ心身と
もに健康でいれるようバックアップを行いたいと思う。
・地域雇用促進を念頭に高齢者や障害者、女性の雇用も今
後行いたいと考えている。

卸売・小売業

・省資源、廃棄物削減への対応や化学物質管理により環境
問題の解決に積極的に取り組む。
・すべての従業員の労働環境、安全、衛生について十分に
配慮し、更なる改善に努める。
・法令、規制を遵守し公正かつ良識ある企業活動を行う。

建設業

・従業員が、怪我無く無事に仕事が出来るような職場づくり
・従業員の家族や、取引先の人たちも、みんなが幸せにな
れるような、公平で、健全な経営
・それぞれが人生を楽しんで生きられるような、個人の尊重

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加盟
・ハローワークにて建設業業種説明
・協会員に向けて様々な意見交換や勉強会等の広報活動

201

202

203

204

205

206

株式会社カワサキ不動産

株式会社川崎優祥会

有限会社川善工業

株式会社関東工機

有限会社関東防水技研

有限会社喜有組

207

機械彫刻白子

製造業

・環境へ配慮するため、事業用車両はハイブリッド車プリウ
スを使用している。
・将来、車両をを入れ替える際にも、環境に配慮した車種を
選定する。

208

合同会社絆家

建設業

・防犯パトロールやお祭りなど地域行事へ参加している。
・リサイクル・ゴミの分別、資源を大切にした活動などを行っ
ている。

209

株式会社吉忠工務所

建設業

・社内業務においては極力、裏紙を利用することにより資源
の再利用に取り組んでいる。
・社内の電源個所に節電シールを貼り、社員の節電意欲を
促し、省エネルギーに取り組んでいる。
・女性の活躍を促進するために、女性の技術職員の採用を
積極的に行っている。

210

株式会社キットジャパン

その他のサービス

・節電を心がけて取り組んでいる。

211

株式会社木村土建

建設業

・外国人従業員の登用、教育、資格取得の推進、サポート
・環境資源の節約
・事故防止ルールの厳守

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）
・外国人、障がい者、高齢者など、入居・生活への不安や悩
みがある方に対し寄り添う企業でありたいと思っている。
・事務所内の照明器をLEDに変更し、リフォーム受注の際に
設置する設備に関しても環境に優しいものを選定している。
・社用車には低公害車を導入している。

株式会社キャニオンホーム

不動産業

213

QLデンタルメーカー株式会社

・業務の効率化を行い、時間外労働を極力削減すること、
及びリモートワーク体制を整備することで多様な働き方を実
保健衛生・社会事業 現する。
・従業員の歯科治療費を会社負担とすることで実質無料と
し、従業員満足度の向上を図っている。

214

株式会社久代

卸売・小売業

・多様な人材の活動支援に取り組んでいる。
・社会的弱者が扱いやすい商品の提供をしている。
・今後、より高齢者や障害者等の地域雇用に貢献したい。

215

協伸工業有限会社

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・工事の際に発生する産業廃棄物の分別を適正に行い、再
利用できるものは再利用し、出来ないものは適正に処理を
行っていきたいと思う。

216

行政書士かえで合同事務所

専門・科学技術、業務支援サービス業

・進学、進路を考える際に必要な情報提供、広報物の作成
などを行っている。
・今後、無料相談会などの場も増やしていきたい。

217

行政書士土田経営事務所

専門・科学技術、業務支援サービス業

・クールビズ及びウォームビズを実施、事務所の室温を適
切な温度に設定している。

218

共同建設株式会社

建設業

・SDGs目標の「安全な水とトイレを世界中に」、「住み続けら
れるまちづくりを」に繋がる、水道・ガス・電気といった生活
に欠かせないライフラインの配管工事に携わっている。

219

株式会社協和工事

建設業

・外国人留学生の雇用・受入れを積極的に行っている。
・当社が耐火被覆工事に使用している素材が軽素材であ
り、女性従業員も現場で活躍している。

212

220

有限会社クエスト

その他のサービス

・事務所のバリアフリー化による幅広い人材の確保
・柔軟な勤務体系の採用によるワークライフバランスの改善
・法令遵守の徹底
・地域行事の参加や見回り活動等の地域貢献
・節水節電

221

有限会社クオリス

製造業

・事業廃棄物の削減を目標とし、製造工程の改善を進めて
いる。

222

一般社団法人くすのき自然クラブ

その他のサービス

・多摩川干潟のあそびや木更津市での田んぼあそびなど大
切な自然に楽しみながらふれて、体験を重ねていくととも
に、川崎市内の身近な自然に触れる機会を増やし、都市住
民なりの自然観、環境観の形成に務め、SDGsの目標達成
につながる人材育成をしていく。

223

株式会社グッド

その他のサービス

・店舗内の照明にLED電球を採用する等、省エネ・節電活動
を実施している。

有限会社工藤組

建設業

・営業車両一部を電気自動車に乗り換えた。
・地域行事に参加している。（神社の初詣、お祭り、清掃な
ど）
・代表者が地元消防団に所属している。

株式会社グランドクロス

・乳幼児の発達・ケアに対して、みまもる保育、子どもたちが
主体になり、自分で考えて行動する保育を行っている。
・保育士業務を通して、女性の活躍を促進し、エンパワーメ
保健衛生・社会事業 ントを図っている。
・ダイバーシティを育むため、外国人講師を採用している園
もある。

224

225

226

株式会社クリシマ

卸売・小売業

・リサイクル可能な包材の利用・リサイクルの導入・LED照
明の導入を行うことにより、環境に考慮した営業をしてい
る。
・地元生産食品を積極的に取り扱うことで、地産地消の取組
をしていく。

227

株式会社久利生工業

建設業

・外国人技能実習生の積極採用、次代の人材育成
・建設業界を活性化させるために働きやすい環境を整備す
るよう取り組んでいる。

卸売・小売業

・現在、事務所の一部LED化等の省エネ活動を行っている。
・引き続き、省エネ活動を行うことで環境問題に対する取組
を行うとともに、取り扱い商品である健康食品等を通じて、
社会全体の健康促進を促していきたい。

228

株式会社クルトンハウス

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）
・本人が地域で自立して、豊かに生きることができるよう支
援する。
・当事者家族の孤立を防ぐための居場所づくりを行う。
・あたたかで居心地の良いコミュニティを関わるみんなの力
で作る。
・インクルーシブな社会づくりの担い手を増やし、新たな活
動や事業を生み出す。

認定NPO法人くるみ－来未

NPO

230

株式会社CRANE

・フードロスの削減
・節電、節水
宿泊・飲食サービス業
・SDGｓの勉強会を通して仕事や私生活でも貢献できること
を見つける。

231

株式会社グロウ

建設業

・事故防止への取組を実施中
・長時間労働を抑制中
・営業車輌を低公害車へ入替済

232

株式会社クローバーハウス

不動産業

・川崎市内の不動産を中心とした不動産の紹介
・お客様への省エネルギー家電等の環境配慮製品の紹介
・弊社の事務所にて省エネルギー型設備の導入（予定）

卸売・小売業

・リモートワークを基本とし、チャットや動画ツール・タスク管
理ツールで業務管理とコミュニケーションを行い、完遂させ
ている。
・今後さらに整備をしていき、世界中どこにいても、就業時
間がバラバラでも、場所や時間に関係なく働ける環境を構
築する。
・その先は英語を共通言語として国籍も関係ない形にした
い。

卸売・小売業

・現在準備中のシェアオフィス兼自習室の運営事業の収益
の一部を国際的な慈善団体に寄付することを計画してい
る。
・この事業を通して、日本の人々が仕事や勉強をすると、世
界の貧しい人々が勉強する機会が与えられるという仕組作
りをしていく。

建設業

・ISO9001、ISO14001の目標設定と目標に対する評価・更新
審査を通じて、品質向上と環境負荷低減を実施している。
・今後はすべての従業員が安心して働ける職場作りのた
め、一般事業主行動計画を策定・実施する予定

その他のサービス

・再生可能エネルギーの利用、原発ゼロへの活動への賛
同・参加、事業所でのペットボトル購入・利用を中止するな
ど、環境に配慮する取組を行っている。
・パート従業員への賞与支給、積極的な有給休暇利用の推
進、パート従業員の正社員への引上げ等、労働条件向上
への推進を行っている。

建設業

・総合設備会社として、地球温暖化等様々な環境問題を重
要課題とし、環境保全対策に取り組んでいる。
・女性の活躍推進に向け働き続けたい職場を創出するため
組織内での意識、風土を改革する。

卸売・小売業

・学校の式典等行事や、川崎市で音楽活動を行う個人・団
体を支援している。
・地域のお祭り・行事におけるPA業務や、川崎市のイベント
企画への出店等を通じ、地域社会とのコミュニケーション機
会を設けている。

建設業

・弊社は現在後継者問題で解散の危機にあった建築内装を
営む企業をM&Aをする予定であり、技術を後世に残し、併
せて持続的な経済成長に取り組んでいる。
・外国人や女性の雇用にも積極的に行い、格差を無くした
運営に取り組んでいる。

229

233

234

235

236

237

238

239

株式会社クローバリー

株式会社グローバルデスク

ケイ・アイ株式会社

経営サポートセンター協同組合

京急電機株式会社

京浜楽器株式会社

株式会社京浜総工

240

京浜メンテナンス株式会社

建設業

・川崎市が認める環境水準に沿って、使用材料や使用機
材、工事車両の排気ガス指定などを遵守し、法令を守り、か
つ、工事における騒音、異臭、交通の阻害時間などを少し
でも提言させるための現場環境改善を推進している。
・雇用においても働きやすい完全週休二日制・取得のしや
すい有給休暇申請を敷いている。

241

株式会社Kプランニング

建設業

・省エネルギー（廃材ガラスなどを使用し飛沫防止版を作
成）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。

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）

242

株式会社ケイベスト

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）につながる製品の提供と資源リ
サイクルをして環境に配慮している。

243

株式会社ケーナイン

不動産業

・従業員の大半は、川崎市民であり、川崎市内の雇用促進
に取り組んでいる。

その他のサービス

・結婚相談所での手厚いサポート
・他社との連携（神奈川ご縁結び会主宰）できる場を作り成
婚を生みやすいシステムを構築した。
・他業種とのパートナーシップでともに成長

建設業

・常日頃から、従業員等の健康を考え、長時間労働の抑制
を目指し、現場での事故等無いよう指導している。
・川崎市にて事業を営んでおり、川崎市在住の従業員を雇
用し、働きがいを感じてもらいたいと思っている。
・私達に出来ることから始め、SDGｓに少しでも貢献できるよ
う活動していきたいと思っている。

建設業

・ZEH住宅やLCCM住宅といった省エネ商材を推奨
・後期高齢化社会が進む中で、家族構成の変化に合わせ
たリフォーム・リノベーションを行い、誰もが安全で健康な生
活ができる住宅を提供している。

244

245

246

結婚相談ＳＴブライダル

株式会社健秀

有限会社ケント

247

有限会社建塗工業

建設業

・業務に使用する運搬車や営業車は省エネ対応のハイブ
リット車を使用しているが、事務所の照明のLED化を検討
し、夜間工事においてのライトもLED化していく方針
・塗装の原材料を用いて、可能な限りの『遮熱・断熱』塗装
施工で脱炭素に貢献する。

248

けんとす合同会社

不動産業

・賃貸物件の断熱効率の向上
・太陽光等クリーンエネルギーの導入

専門・科学技術、業務支援サービス業

・働きがいと経済成長につながる技術ノウハウ・知識や経験
を顧客に提供している。
・副業を認める裁量労働制を導入して自由な働き方を推進
するとともに、短時間作業のスポット業務委託を行い柔軟な
働き方に貢献している。

249

株式会社GEMBAコンサルティング

250

コアレックス三栄株式会社 東京工場

製造業

・今まで焼却されていた川崎市の行政から排出される雑紙
や企業から排出される機密文書等を再利用してトイレット
ペーパーを生産している。
・生活用水を高度処理した水（中水）を再利用している。
・廃プラスチック、ペーパースラッジを焼却する際に出る熱エ
ネルギーを、紙を乾かす工程で再利用している。
・ISO14001取得
・焼却された灰はセメントの原料として使われる。

251

株式会社小池工業

建設業

・工事現場での事故防止ルールの徹底
・産業廃棄物の処理

252

株式会社濃沼植木

建設業

・地下水の活用を行った節水活動、従業員のスキル向上の
ための研修体制の整備などを通じ、環境保全やより質の良
いサービスの提供を目指している。

253

株式会社幸栄工業

建設業

・川崎市防災協力事業所に登録し、今後の地域一体となり
防災意識を高める。

254

株式会社高尚エンジニアリング

建設業

・電動車への乗り換えを進めていることで環境への負荷を
減らしている。
・性による区分をなくし働きやすい職場環境の整備を進めた
い。
・地域へ寄付や寄贈の貢献を行っているが、更に拡大して
いきたい。

255

株式会社光田産業

その他のサービス

・クールビズ及びウォームビズを実施
・事務所の室温を適切な温度に設定している。

256

株式会社光明電設工業

建設業

・様々な受注形態に対応するため、従業員の資格取得を促
進しており、電気工事士をはじめとした特殊技術が必要な
資格を取得することで業務の幅も広げていきたいと考えい
てる。

257

株式会社光陽電業社

建設業

・今後、営業車両における排気ガス削減に向け、保有する
軽自動車を電気自動車へ移行していく。

企業・団体名

No.
258

259

260

有限会社高和建設

伍縁工業株式会社

株式会社コーセツコンサルタント

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

・活動中の事故等を防ぐための安全対策ルールがある。
・省エネ運動、節電活動を実施している。
・市内における雇用を重視している。

建設業

・全社員に対し健康診断・特殊健康診断の実施
・仕事に関する資格取得の積極的支援
・中途社員の雇用実績
・外国人技能実習生とエンジニアの雇用実績
・女性の雇用実績
・ドローンや赤外線カメラを導入し、業務の効率化や社員の
学びの機会を設け働き甲斐を促進する。
・今後は更にこれらの設備を使用し、色々な点検作業を進
めていきたいと思っている。

その他のサービス

・建設コンサルタントとして、下水道、上水道、土木設計など
の事業活動を通して、社会資本全般のインフラ整備及び災
害対策や災害復旧への取組を行っている。
・寄付活動にも取り組んでいる。
・今後も地域社会を始めとした社会公共の更なる発展及び
SDGsの目標達成に貢献していく。

261

株式会社互幸ワークス

その他のサービス

・外国人、障がい者、高齢者など、多様な人材の活躍支援
に取り組んでいる。
・従業員の自己啓発や自己研鑽のために、研修への参加
費用や受験費用を一部もしくは全部負担している。
・近隣の特別支援学校のインターンシップの受入を行ってい
る。

262

有限会社小島産業

建設業

・営業所内の照明は全てLEDを使用
・現在使用している営業車はハイブリッド車を利用

263

有限会社小島自動車

その他のサービス

・工場の屋根に太陽光パネルを設置
・作業所ではLED電気を使用し、省エネ化を実施している。
・車両修理に使用する部品もお客様のご理解のもと、リビル
ト品を積極的に活用するといった取組を行っていく。

264

株式会社コスモテック

製造業

・現在、リデュース、リユース、リサイクルは行っているが、
今後さらに廃棄物の削減、再利用、再生利用を行っていき
たいと考えている。

製造業

・省エネルギーで事業活動を行っている。
・事業所の電気は一部LEDを導入しており、今後も徐々に
LEDにしていく予定
・電力会社の見直し含め、省エネルギーについては力を入
れている。
・従業員は川崎市多摩区在住の地元の人材を活用してい
る。

建設業

・SDGsの17のゴールのうち、目標14「海の豊かさを守ろう」、
目標15「陸の豊かさも守ろう」に着目し、型枠パネルの離型
剤を植物油由来のものに変えることを検討
・型枠パネルも樹脂パネルを一部試験的に使用し今までの
木材との併用も考えている。

265

266

株式会社後藤製作所

株式会社小松工業

267

株式会社小松工務店

建設業

・2021年対比2030年は川崎市内事業者取引の増加20％を
目指す。
・社用営業車としてハイブリットカーを購入
・2030年に向けて、材料ロス30％削減（2021年対比）

268

有限会社小松屋造園

建設業

・自宅兼事務所の電気を再生可能エネルギープランに変更
した。

269

ごみるんるん

市民団体

・中原市民館・市民自主企画事業として「体験型講座2021
シンプルライフセミナー 『捨てない暮らし』」を開催
・川崎市地球温暖化防止活動推進員としても活動し、「脱炭
素かわさき市民会議」をはじめとする様々なプロジェクトの
運営に参加したり、他団体や企業との協働（一例としてこど
もSDGsラボに出展）、段ボールコンポストの普及など、環境
問題への取組として積極的に活動中

270

株式会社COLONNAMILIARE

宿泊・飲食サービス業

・消耗品を環境に配慮したものを導入することで、環境問題
に取り組んでいきたいと考えている。

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。
・弊社製品がふるさと納税の返礼品に登録されている。
・これは、SDGｓの目標「11.住み続けられるまちづくりを」に
繋がる取組と考えている。

271

今野工業株式会社

企業・団体名

No.
272

273

有限会社コンビックス工業

コンピュータマインド株式会社

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）

製造業

・高齢者、女性パート従業員の雇用
・ハイブリッド車の導入

情報通信業

・再生可能エネルギーの促進につながる技術を提供してい
る。
・外国人、県内外の高齢者など、多様な人材の活躍支援に
取り組んでいる。
・地方に拠点を設けて地域雇用に貢献している。

274

宗教法人西光寺

その他のサービス

・太陽光発電システムを導入していること、事務所の照明も
LED化しており環境配慮に対して貢献していく。
・学校等へ訪問し、あらゆる差別の根絶、平和な社会の実
現、地球環境への配慮、被災地支援や自死問題への対応
など、「誰一人として取り残されることのない世界」の実現の
ため活動している。

275

株式会社斎田鉄工所

製造業

・今後は二酸化炭素削減、外国人雇用に取り組んでいく。
・業界内では珍しく残業がほとんどなく、資格取得支援制度
もあり働き甲斐のある職場を形成していく。

276

有限会社斉藤造園

建設業

・IT化を進め、従業員が働きやすい環境を作っていきたい。
・地域社会と連携し地域貢献（行事の参画、運営など）を
行っている。
・男女、性的マイノリティーなど性差別がない仕事環境を構
築していきたい。

277

有限会社斎藤タイヤー商会

卸売・小売業

・長時間労働の軽減、是正をしている。
・事務所のLED化等、省エネルギー設備の積極的な導入を
行っていく。

278

有限会社斎藤螺子製作所

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。

279

有限会社サイトー工業

建設業

・川崎市民である人材を積極的に採用している。
・工事現場等の工程確認や服装等の安全ルールを決め、
事故を未然に防ぐよう努めている。

280

幸防災株式会社

その他のサービス

・地域防災の協定締結、市民の皆様が安心して生活できる
街づくり、消防設備の維持管理を提供している。
・省エネルギー化に努め、社用車のEV化等を実施していき
たい。

281

株式会社SOUNDNAUTS

その他のサービス

・会社を起業してきた時からの目標で高齢者や障害者の雇
用を積極的に今後は動いていきたいと思っている。

282

酒井塗装

建設業

・環境や人に優しいエコ・省エネ塗料の推奨
・節水・節電等消費資源の削減

283

株式会社櫻澤工務店

建設業

・省エネルギー型住宅である「ソーラーサーキットの家」のご
案内を通じ、夏は涼しく、冬温かい、冷暖房効率の良さから
環境にも配慮した住宅の提供を行っている。
・昭和42年の創業以来、地域、地元重視の経営を行ってお
り、平成26年には川崎市防災協力事業所登録をしている。

284

有限会社桜総合設備

建設業

・従業員の各種消防設備士資格取得に係る研修費用、資
格取得費用等の一部負担を行う。

285

佐々木レジン株式会社

建設業

・社用車にハイブリッド車を導入し、低公害を意識すること
で、大気汚染へ配慮につながる活動を心がけている。

286

株式会社笹久保土建

建設業

・外国人の採用を行い、多様な人材の活躍支援に取り組ん
でいる。

287

株式会社サザン・エージェンシー

情報通信業

・働き方の質の向上を目指している。

288

サステナブルソリューションズ株式会社

専門・科学技術、業務支援サービス業

・交通インフラ等鋼構造物のメンテナンス市場に向けて二次
廃棄物の排出量を大幅に削減できるハイブリッド被膜除去
技術をはじめ地球にやさしいソリューションの開発を行って
いる。
・今後も様々な観点から当社にできる技術を駆使し、SDGs
に貢献していきたいと思っている。

289

ＺＡＣソリューション株式会社

情報通信業

・リモートワークやフレックスタイムを導入し、柔軟な勤務形
態（場所・時間）を認めている。

製造業

・太陽光パネルを使用し蓄電池を工場内で利用している。
・災害時の対策もできている。
・中原区民祭等の地域行事に積極的に参加している。
・地域の防災・防犯・清掃活動への参加

290

札幌食品株式会社

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）

291

株式会社薩摩合成

不動産業

•環境配慮設備の導入している。今後はさらに設備導入を促
進
•川崎市内の取引事業者数の拡大
・従業員の健康促進

292

株式会社佐藤グラウド

建設業

・外国人技能実習生、高齢者など、多様な人材の活躍支援
に取り組んでいる。

293

眞田建装

建設業

・３Rの徹底
・従業員の安全確保

294

有限会社佐保田土木

建設業

・外国人労働者を雇用し、貧困や差別のない社会に貢献し
ている。
・地元の防犯活動やお祭りなどに参加し、地域社会の発展
に貢献している。

295

株式会社ザロック

専門・科学技術、業務支援サービス業

・作業現場での安全対策、ハーネス講習や高所作業講習な
どを行い、事故がないように努めていく。
・照明器材をLED使用の器材に取り替えていく。

296

株式会社三珠

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。

株式会社三秀

建設業

・エコアクション21の認証・登録に向け取り組んでいる。
・二酸化炭素排出量の削減、環境関連法規、条例等を遵守
し環境汚染の未然防止に努めることなどを継続しスパイラ
ルアップしていく。
・高齢者、女性、外国人が働き易く、活躍できるように支援し
ていく。

医療法人社団三知会

・市内雇用促進のため、川崎市民を従業員の半分以上とす
る。
保健衛生・社会事業 ・外国語対応やバリアフリー設備設置
・女性雇用の促進

297

298

299

株式会社サンテック

製造業

・健康経営に取り組み、働きやすい職場づくりを目指す。
・ＩＳＯ9001等、品質マネジメント体制の確立
・非営利団体への募金活動や、地元小中学校による職場体
験の受入れを通じた社会貢献活動

300

有限会社サンメディカル

その他のサービス

・ペットとその飼い主が安心して住み続けられるまちづくりの
為、平成17年よりトリミングサービスを提供している。

301

株式会社三友

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・工事で発生するゴミや残材などは徹底的に分別しリサイク
ル可能なものは再資源化するとともに、廃棄が必要なもの
に関しては、ルールに従い適切に処分している。

株式会社サンユー

・現在、川崎市立小学校８校、川崎市立保育園２園におい
て、廃棄物発生量削減、エネルギー使用量削減に取り組ん
でいる。
・女性活躍推進に向けて、女性パート従業員の社員登用を
宿泊・飲食サービス業
勧奨している。
・全社的に定めている安全でおいしい給食を提供し続ける、
という使命のための４つの目標に子ども食堂（平塚市）支援
を追加して取組を開始し、会社全体の活動へ展開したい。

302

303

304

305

有限会社山友管理

有限会社サンライズ

株式会社サンライズエンジニアリング

不動産業

・多様性のある働き方を推進し、生産性を向上させオー
ナー・入居者に還元する。
・ビジネスパートナーだけでなく地域に貢献できる企業とし
ての取組を行いたい。

建設業

・従業員の事故率０％を目標にすべての人に健康と福祉を
目指す。
・リサイクルを優先した解体工事及び、廃棄物の適正処理
により住み続けられるまちづくりを目指す。

建設業

・冷媒フロンガス回収充填を漏れなく確実に実施するための
資格取得とスキルアップ、施工現場の都道府県に報告する
社内プロセスを整備している。
・顧客（現場）の空調機器保有事業者に対して、従来より地
球温暖化係数が1/3以下となるエコ冷媒（R32）への機器転
換の提言を行う。

No.

306

企業・団体名

三和精機製作所

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

・事業活動、及び製品が環境に与える影響を把握し、環境
負荷の極小化を図る。
・資源・エネルギーの有効利用を図る。
・廃棄物の削減及び、分別の徹底による再利用を推進す
る。
・灯油使用ゼロ

307

三和フード株式会社

製造業

・テレワーク環境の整備
・時間外労働等の抑制
・女性パートの正規雇用転換
・自己研鑽機会の提供
・ISO認証（ISO22000）
・BCP制定
・社有車のHV・EV化
・社会貢献推進委員会の設置準備他

308

株式会社ジーアシスト

製造業

・地域住民や地域学生を対象にイベントを企画している。
・これは、SDGｓの目標「11.住み続けられるまちづくりを」に
繋がる取組と考えている。

309

株式会社シー・エスクリエイト

卸売・小売業

・地域の美化への貢献並びに弊社の海外生産（主に中国）
における協力工場へのSDGｓの考え方の浸透

専門・科学技術、業務支援サービス業

・営業関係向コンサルタント業：誰もが働きやすい社会実現
への貢献
・自身の経験を活かした教育指導により、不満や不安で離
職・転職を繰り返しているサラリーマンの低所得による貧
困・自殺・犯罪への抑止に繋げ、働きがいのある仕事に就
ける様にサポートを実施
・再生可能エネルギーの供給：太陽光発電にて環境問題改
善に貢献。CO2年間削減量 約86.8t。

建設業

・①CO2削減へ寄与するビジネスの推進、②サーキュラー
エコノミーの実現に向けたビジネス展開の２点からアプロー
チする。
・①ではCO2削減に貢献する「カーボンニュートラル」、②で
は「Waste to Resource」、「複合ユーティリティサービス」、
「基幹インフラ」の３事業分野、そして技術基盤である「DX」
の計５つの取組を強化し事業規模を拡大することでSDGsへ
の貢献を目指す。

卸売・小売業

・販売する商品の素材についても、選別し、環境に優しい商
品を扱うことを心掛けている。
・事務所の換気をこまめに行い、空調設備や照明設備の省
エネ化を進める予定

建設業

・IT化を進め、従業員が働きやすい環境を作っていきたい。
・地域社会と連携し地域貢献（行事の参画、運営など）を
行っている。
・男女、性的マイノリティーなど性差別がない仕事環境を構
築していきたい。

310

311

312

313

合同会社G-mind

ＪＦＥエンジニアリング株式会社

株式会社JCポート

有限会社ジェイラップ

314

株式会社ＣｈｅｚＴｒｕｓｔ

不動産業

・省エネルギー住宅の販売
・リモートワーク等の多様な働き方の促進
・就業環境の向上
・男性育児休業取得の奨励（予定）

315

株式会社システムユーティ

製造業

・ゴミや廃棄物の減量に努めている。
・会社のごみ箱を撤去し、社内のゴミを減量している。

316

株式会社シティープランニング

不動産業

・地元のお客様はもちろん遠方からこられたお客様につい
てもプロとしての対応を心掛け、地域活性化につなげていき
たい。

317

株式会社シティライフ

不動産業

・働く女性の支援のためにフレックスや時短勤務の導入
・環境保全のため、データでのやり取りを推奨し、紙資源の
使用を減らす。
・外部企業に委託しての業務及び倫理に関する社員教育の
実施

318

株式会社シナジー

卸売・小売業

・国内外のお取引様との商取引も活発になってきているた
め、各種方面にスムーズな対応を行うためにも代表を含め
た社員全員で技術力等の能力向上に取り組んでいる。

319

有限会社シノダ自動車ガラス

その他のサービス

・川崎市内取引の拡大を目指し、地域社会への貢献
・環境配慮設備への転換を行い、SDGsの達成を目指す。
・川崎市内在住の採用強化

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）

320

株式会社柴橋商会

その他のサービス

・経済産業省 省エネ法に基づく「事業者クラス別評価制度」
2020年度提出分（2019年度実績）にてSランクを獲得
・社会福祉法人 同愛会「ダイア磯子」「幸陽園」に対し、メ
ディカルリネンサプライ、ホテルリネンサプライのクリーニン
グ業務を委託することで、障がい者の雇用・社会参加へ貢
献

321

有限会社渋川製作所

製造業

・１年に１回取引先から、環境負荷物質・紛争鉱物の調査が
あり、弊社取扱製品が基準値以下である確認をしている。

322

株式会社シフト

その他のサービス

・環境へ配慮するため、事業用車両はテスラの電気自動車
を使用している。
・将来、車両を入れ替える際にも、環境に配慮した車種を選
定する。

323

株式会社シブヤトランスポートサービス

運輸・郵便業

・各種資格取得の奨励
・省エネ設備の導入
・求人募集で川崎市民を積極的に雇用

324

株式会社嶋岡製作所

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。

325

株式会社島崎工務店

建設業

・作業現場での服装、作業手順等の安全対策ルールの策
定を行い、事故が発生しない様に努めている。

製造業

・工場の空調設備や照明設備の省エネ化を進め、節電活動
を積極的に取り組んでいる。
・今後については、従業員が働きやすい職場環境を整えて
いく予定
・市内の雇用促進に貢献する為、川崎市民の従業員の雇
用を検討していく。

326

有限会社島田製作所

327

株式会社ジャパングリーンプロモート

建設業

・時代と社会の課題や使命を地球的視野から深く自覚する
とともに、自律の精神と共生の視点から主体的に新たな価
値を創造する人材を育成し、未来社会の発展と安定に寄与
することを使命として掲げている。
・第一歩として、外国人労働者や高齢者、障がい者など多
様な人材が働ける職場作りを行い、地域への貢献を行って
いる。

328

有限会社秀栄

建設業

・事故防止のためのルールを制定済
・保有しているトラックを低公害車へ入替済
・地域の雇用維持のため川崎市民比率100％を達成

製造業

・納税、雇用や小学校の社会科見学受入れによる地域貢献
・最低賃金の厳守、健康診断・特別健康診断の実施
・免許資格の積極的な取得、講習会への参加
・平等意識の指導・徹底と女性従業員の積極的雇用
・エコ対策機械・照明・エコ自動車の導入
・利益確保と従業員への還元

329

松栄金属株式会社

330

株式会社翔榮建設

建設業

・女性従業員も施工管理技士等の資格を取得し現場に出て
いる。
・資格取得者に対して奨励金を出したり、給与に還元してい
る。

331

昭栄通信工業株式会社

製造業

・女性の積極的な登用を行っており、業務部門に限らず従
事させている。

332

株式会社ショウエイパック

製造業

・川崎市内の雇用強化
・市内取引先の拡大

333

庄司鳶工業株式会社

建設業

・従業員の大半は、川崎市民であり、川崎市内の雇用促進
に取り組んでいる。

334

有限会社翔太

宿泊・飲食サービス業

・非営利団体への寄付活動を行っている。
・今後は地域のお祭り等に積極的に参加していきたい。

335

株式会社湘南フーズプランニング

卸売・小売業

・取引先と供給・仕入量を調整し、廃棄量の削減に努めてい
る。

336

有限会社シライ

卸売・小売業

・省エネへの取組
・食品ロスへの取組
・地域社会への貢献

337

株式会社白石工業

建設業

・技能実習生など多様なな人材育成に力を入れている。
・女性の活躍を推進するために役職に女性を配置した。
・従業員の能力開発、人材育成に取り組んでいる。

企業・団体名

No.

338

シルクラ・アジア貿易株式会社

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）

卸売・小売業

・手織り絨毯はアフターケアがっても大事。一度メンテナン
スやクリーニングすれば百年以上使うこともできる。我々は
日本NO.１の絨毯クリーニングをお客様に提供していると自
負している。
・当社の絨毯のメンテナンスは、資源の消費削減を通じて、
SDGｓへ貢献しているものと考えている。

339

株式会社シルバー産業

その他のサービス

・廃プラスチックを削減するべく、職場での水筒持込を推進
している。
・クールビズ及びウォームビズを実施、事務所の室温を適
切な温度に設定している。

340

有限会社進栄工業所

建設業

・新エネルギーにもチャレンジしており、未来に向かって新
技術、技能向上に目標を置き、社会のものつくりに貢献でき
るよう取り組んでいる。

341

株式会社新工精機

製造業

・製品パッケージのプラを廃止し、環境問題に取り組んでい
く。

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・防犯カメラ等のセキュリティ機器の導入
・情報漏洩がないように社内ネットワークの構築に取り組ん
でいる。
・産業ゴミの分別の強化

卸売・小売業

・手続き時の申込書などの書類をペーパーレス化している。
・事業所の電気契約を脱炭素を中心とした電気会社に契約
変更予定
・会議を原則オンラインのみとして移動に伴う排ガスを極力
削減している。
・LGBTに理解を深める為、社員向けの研修を実施してい
る。

342

343

株式会社進航電設

株式会社新城

344

川崎市立新城小学校PTA（保護者と教職員の
教育
会）

・PTAからの配布物の印刷を最小限に抑え、ネットやアプリ
を利用しペーパーレスを試みた資源利用削減
・地域の皆様と古紙、テトラパック、アルミ缶などをの資源回
収を積極的に行い、資源の３R推進、生活ごみ削減に貢献
している。

345

真誠工業有限会社

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・従業員の資格取得に向けたサポートを行っている。
・長時間労働を抑制し、現場で作業を行う従業員が働きや
すい環境整備を行っている。

建設業

・多摩特設作業隊での活動や川崎市消防団協力事業所に
登録することを通じて、川崎市と防災協力の体制を築いて
いる。
・省エネ型エアコンの使用や適切な温度設定を徹底し、省エ
ネに努めている。
・費用は会社負担とする従業員への研修会を通じて人材育
成を行っている。

346

清生土木有限会社

347

新電工株式会社

建設業

・労働環境改善が特に課題となっている建設業界におい
て、誰もが働きやすい職場環境を目指し、時間外労働時間
削減や適切な有給取得を奨励し、具体的な取組を行ってい
る。
・ISO14001の継続を指標とし、環境負荷削減に取り組んで
いる。
・川崎市PPPプラットフォーム事業に更に積極的に参加した
いと考えている。

348

有限会社新富住宅

不動産業

・地域行事への積極的な参加
・川崎市民の雇用
・LEDや再生可能エネルギーの導入

349

新日電機株式会社

製造業

・太陽光発電システムの導入（検討中）
・電気設備のリノベーション事業において、積極的に省エネ
機器への取り替えを提案している。
・川崎市内雇用に貢献している。（本社での川崎市内雇用
率60％）

350

新百合ホーム株式会社

建設業

・ハイブリッド車の導入
・事故防止教育の実施
・産業廃棄物の適切な処理

不動産業

・現在は、顧客意向に寄り添った物件を建築することを日々
意識して取り組んできた。
・これを励行することにより、住み続けられるまちづくりを
作っていくことができていると考えている。
・今後は、環境配慮型の省エネ住宅等の建築を計画するな
ど、SDGsの理念に寄り添った経営を進めていく。

351

信和住建株式会社

企業・団体名

No.
352

353

株式会社新和商事

株式会社水土舎

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）

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・金属スクラップ、プラスチック、木材等のリサイクル率を向
上させ、廃棄物の減量と自然環境の破壊を低減する。

その他のサービス

・SDGsへの貢献に向けて、現在当社は、我が国における持
続可能な水産業の実現に向けたコンサルティング活動を実
施している。
・今後も、これまで実施してきた水産振興コンサルティングを
継続し、SDGsへの貢献につなげて行きたいと考えている。

水ｉｎｇエンジニアリング株式会社 横浜営業所 建設業

・多様な働き方の推進：テレワークやフレックスタイムの導
入、推進
・公正な経済取引：従業員へのコンプライアンス教育を継続
的に実施

355

スーパーフーズトレーディング株式会社

卸売・小売業

・ペルー産の希少種であるクリオロ種のカカオニブを取り扱
う事でクリオロ種の種の保存に努めている。
・包装資材は環境に優しい植物由来の原材料であるバイオ
マスを使用したものを主としている。
・リサイクルが可能な瓶容器を積極的に使用している。

356

有限会社soup

その他のサービス

・子育て中の女性社員の時短勤務を認めるなど、女性が働
きやすい環境整備を進めている。

製造業

・登戸工場の再編を行い地域雇用に貢献すると共に、LED
照明、太陽光パネルの設置などで省エネを行い、地球環境
に優しい工場の新設を行う。
・近隣の社会福祉施設との協業としてバザーでの駐車場提
供、古紙の提供、軽作業の依頼等を通じて地域に貢献して
いく。

製造業

・外国人、高齢者等、多様な人材の活躍支援に取り組んで
いる。
・省エネルギーに貢献する製品を製造している。
・栃木県に工場を構え、地域雇用の創出に貢献している。

354

357

358

株式会社末吉ネームプレート製作所

周防電機株式会社

359

株式会社スカイウェーブ

情報通信業

・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）につながる整備を進めている。
・外国人、障がい者、高齢者など、多様な人材の活躍支援
に取り組んでいる。

360

菅生建設株式会社

建設業

・業務上発生する産業廃棄物の分別を細かく行い、リ
デュース、リユース、リサイクルの推進に取り組んでいる。

361

株式会社菅野工務店

建設業

・事故発生件数０を目標に安全対策を徹底している。
・川崎市民の積極的な採用を行っている。
・省エネ設備の導入を進めていく。

362

株式会社スキーマー

建設業

・従業員の資格取得を促進している。
・電気工事士をはじめとした特殊技術が必要な資格を取得
することで業務の幅を広げていきたいと考えている。

363

株式会社杉山住工

建設業

・被災地の復興支援活動を実施している。
・省エネ運動、節電活動を実施している。
・活動中の事故を防ぐための安全対策ルールがある。

364

株式会社助川鉄筋

建設業

・積極的に技能実習生を雇用し、多様な人材の人材育成に
努めていく。

365

菅綜合建材株式会社

卸売・小売業

・設備の省エネ設備への転換、従業員の柔軟な勤務形態を
維持を通じSDGｓへの貢献へ向けて活動している。

366

株式会社鈴圧

建設業

・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

・エコドライブ（環境配慮）
・備蓄の役割を終えた災害時用備蓄食料について有効活
用を図り、食品ロスを削減するためフードバンク活動団体へ
の食品を提供
・残業時間、休日出勤の低減など

卸売・小売業

・高級食パンの販売を行っており、フードロス対策として近
隣の店舗とコラボし、今までは廃棄せざるを得なかった当店
の規格外食パンを提供し、ピザトーストやトッピング自由な
トーストメニューを開発してもらっている。
・本取組はフードロス対策の好事例として神奈川新聞やテ
レビにて取り上げられた。

367

368

鈴木緑化建設株式会社

株式会社スターの昼寝

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）

369

有限会社須田塗工場

製造業

・活動中の事故等を防ぐための安全対策ルールがある。
・省エネ運動、節電活動を実施している。
・法令等にて規制されている有害化学物質を把握し、使用
量の削減及び適切な使用に努めている。

370

有限会社ステップワン

その他のサービス

・リデュース、リユース、リサイクルの推進
・地域の高齢者等の見守り活動
・高齢者に配慮したサービスを提供している。

371

スナックリリオ

宿泊・飲食サービス業 ・節電、節水等省エネ活動

372

スポットロン株式会社

製造業

・更なる環境への配慮として、長く当社製品をお使いいただ
けるように保守、修理体制の拡充を目指していく方針

373

株式会社スマイルｓ

その他のサービス

・ジェンダー平等であり、男女ともに雇用条件や形態が同じ
である。
・多職種連携で業務を行っている。

374

有限会社スヤマホーム

建設業

・高齢者や障がい者の人なども含めて誰もが安心して暮ら
せるような外構工事を行っており、邸宅への緑を意識したシ
ンボルツリーの提案も積極的に行っている。

375

有限会社スライブ工芸

その他のサービス

・活動中の事故を防ぐための安全対策ルールがある。
・省エネ運動、節電活動を実施している。
・リサイクルの推進を実施している。

株式会社SSS

・従業員の健康を第一と考えている。
・メンタルが安定していなければ良いパフォーマンスを生ま
宿泊・飲食サービス業 ないことは代表の鈴木自身が理解しており、従業員ならび
に関係各所にメンタルヘルスケアを徹底するとともに、代表
自身も引き続き努めていくことを宣言する。

株式会社正建

建設業

・省エネルギー型設備への更新（低公害車やEV車の導入
等）
・適正な賃金の支払い
・市内における雇用促進や若者や高齢者など、多様な人材
の活躍支援への取組

376

377

378

株式会社青伸

建設業

・IT技術を駆使した、建設作業・バックヤード作業の改善を
進めており、建設機械の稼働時間・作業員の労働時間の低
減と安全な労働環境の確保のための環境改善を進めてい
る。
・子供のいる女性社員には、柔軟な勤務体制を認めてお
り、かつ、アルバイトから時短正社員（管理職登用を含む）
への登用を進める予定

379

株式会社製麺の匠大黒屋

製造業

・外国人（中国が主）、高齢者など、多様な人材の活躍支援
に取り組んでいる。
・川崎市内に生産工場を設け、地域雇用に貢献している。

380

有限会社清和

建設業

・従業員の資格取得のための講習費用を会社負担してい
る。
・ペーパーレス化促進（タブレット・PC導入によりデータ化）
を行っている。

381

有限会社石材彫刻秋元

製造業

・男性社員だけでなく、女性社員も現場での彫刻作業に従
事し、女性が積極的に活躍でき、働きやすい職場を提供で
きるよう努めている。

専門・科学技術、業務支援サービス業

・省エネルギー（資源やエネルギー消費の節約、CO2発生
の削減）につながる①ペーパーレス化、②ハンコレス化、➂
リモートワークにより通勤、出張などの移動削減を推進中
・働きがいや経済成長につながる①情報セキュリティ対策
分野での副業ワーカーへ仕事環境（案件、条件、収入の安
定化）の提供を推進中

卸売・小売業

・現在、川崎市在住の従業員で構成しており、川崎市への
地域交換を行っている。
・ゴミが出た際には、プラスチックごみ・紙ごみ等のリサイク
ル可能なものを分別するよう、従業員一同心掛けている。

建設業

・従業員の大半は、川崎市民であり、川崎市内の雇用促進
に取り組んでいる。
・弊社グループにて社員寮を保有する等、就労環境の向上
に努めている。

382

383

384

株式会社セキュアシステムスタイル

株式会社セキュアパートナーズ

株式会社セキユウ

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）

385

株式会社セキユウ工務店

建設業

・女性、高齢者、外国人等、多様な人材の活躍支援に取り
組んでいる。
・従業員の大半は、川崎市民であり、川崎市内の雇用促進
に取り組んでいる。
・当社にて社員寮を保有する等、就労環境の向上に努めて
いる。

386

株式会社SECTCARRY

運輸・郵便業

・運行時の服装、運行速度等の安全対策ルールの策定を
行い、事故が発生しないように努めている。

その他のサービス

・環境に配慮したエコ棺（再生紙）の導入や、過剰なドライア
イスの使用や不要な仏具の使用を避けている。
・今後とも積極的にお客様に提案していきたいと思ってい
る。

建設業

・目標８：各自が目標を持ち、継続して勤務できるよう、資格
試験の取得、研修機会の提供 勤務時間の調整を行ってい
る。
・目標11：工事に携わる職人、現場環境の管理、詳細対応
を引き続き継続する。
・新規事業計画では、目標３、８、11を積極的に採り入れ、
継続し、地域貢献、高齢者ともに心身、健康的に暮らせる
街づくりに貢献できるよう、検討を重ねて2023年に開業とす
る。

387

388

せせらぎ葬祭

有限会社セブン企画

389

有限会社セレクト

不動産業

・分譲企画に於いて、地元企業（建築業者等）と協力して過
剰な住宅設備を避け、省エネルギーに関連する住宅設備・
工法を積極的に取り組んでいる。
・前進・活力への意欲がある人材を受け入れ、年齢や性別
にとらわれない人材登用に努める。

390

有限会社セントラル工業

建設業

・地域の近隣中学校に対する職場体験、及び卒業後の採
用
・地域行事への参加を行なっている。
・建物の保守管理を適正に行い、省エネをに取り組み、環
境に配慮した業務を行う。
・安全、安心して働き続けられる労働環境を整備し、中高年
人材を積極的に採用し、働きがい・生きがいのある職場づく
りに努めている。
・プライバシーマーク、ISO27000の取得・維持を行い、情報
セキュリティ対策を行っている。

391

セントラル総業株式会社

その他のサービス

392

株式会社銭来也

・現状より、一層従業員が働きやすい職場環境（福利厚生
宿泊・飲食サービス業 の充実や就業規則の制定等）を作っていきたいと考えてい
る。

393

株式会社装苑

建設業

・リフォームを通してバリアフリーの提案等、高齢者、障害
者、外国人、その他社会的弱者に配慮したサービスを提供
している。
・OA用紙の購入量削減、グリーン購入の推進
・残業時間、休日出勤の低減 など

394

有限会社創型精密

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。

395

株式会社総合防犯かわさき

建設業

・防犯カメラの設置
・女性従業員の積極的な雇用

396

株式会社装真

建設業

・活動中の安全対策ルールがある。
・省エネ運動、節電活動の実施
･リデュース､リユース､リサイクルの推進

その他のサービス

・雇用者の資格取得を促進
・雇用者の健康に配慮し、半日ドッグ等、健康に配慮
・外国人、障がい者、高齢者など、多様な人材の活躍支援、
高齢者本人の希望雇用年齢までの雇用に配慮
・作業区域での、地域に沿った作業を行う。

397

株式会社蒼天

398

株式会社染めQテクノロジィ 川崎R＆Dセン
ター

製造業

・2015年９月に採択されたSDGs以前より「ヒトの生命を守
り、あらゆるモノの再生・延命化」をコーポレートスローガン
とし、多くの組織・企業様が取り組むSDGs活動をご支援す
べく、防錆・防カビ・屋根及び床等補修・抗菌等のソリュー
ションを提供している。

399

株式会社第一タオル

その他のサービス

・川崎市民の採用に努めている。
・リサイクル・リデュース・リユースを推進。廃棄物の削減に
努めている。

企業・団体名

No.
400

401

402

大栄建設株式会社

株式会社大河

宗教法人大乘院

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

・建設人材確保にむけた、インターンシップやガイダンスセミ
ナーの実施
・大学・専門学校・工業高校関係者との意見交換会

不動産業

・現在、弊社の物件では、一階部分に保育園が入居してい
る。共働き世帯の増加により、保育園・幼稚園の役割が大
きくなっている。
・弊社の物件で、子供たちが学ぶ環境を整備できていること
が現状、SDGｓの理念に該当するものと考えている。
・今後は、防犯等の活動にも注力し、地域の安全を守る活
動も励行していく。

その他のサービス

・小学校６年生「総合」授業を本堂で開催している。
・日本の絵本に現地語のシールを貼って東南アジア地域の
子どもたちに届けている。
・使用済みの蝋燭の寄付を通じて、障がい者施設での生産
活動や就労支援を行っている。
・地域社会の安寧のため、坐禅会を定期的に開催し健康と
福祉の増進を行っている。

403

大成建設株式会社 横浜支店

建設業

・長期環境目標「TAISEI Green Target 2050」に基づき、
2050年までに事業活動におけるCO2排出量実質０を目指し
ている。
・環境負荷低減活動「TAISEI Sustainable Action」を基に、
ハイブリッド型重機の使用、再生可能エネルギーの利用、
仮設照明のLED化や会議におけるペーパーレス化等の取
組を加速し、2050年までに事業活動におけるCO2排出量削
減を推進していく。
・エネルギー収支ゼロを目指したZEBの普及等を通じて、脱
炭素社会の実現に貢献していく。

404

有限会社大成商会

卸売・小売業

・省エネ運動・節電活動を実施している。
・2030年に向けて事業所内の照明LED化を進めていき、温
室効果ガス排出量の削減を進めていく。

建設業

・近隣にお住まいの方への気配りや現場の清掃活動
・日々技術力を向上させ、顧客満足度向上を図る。
・川崎市民の雇用を促進し日雇い労働者等も含めた健康診
断の受診等労働環境の充実
・省エネルギー活動の促進

製造業

・環境保全は企業の使命とし、全社員が地球環境に対する
負荷の軽減を社会的責任としてISO14001の取得とともに継
続的な活動と改善を行っている。
・開発、生産、販売の各部門において省エネ、リサイクル、
廃棄物抑制、法令遵守に努めている。（LED電灯化、法令で
規制されている有害化学物質の把握、管理、適切な使用な
ど）
・働きやすい職場環境の向上を図る。

運輸・郵便業

・従業員への環境意識教育の実施
・燃費向上対前年比１％を目標に掲げ、燃費意識を高め
る。
・電気使用量の削減に向けて、消灯の徹底と実績を公表

405

406

407

株式会社大総

株式会社タイツウ

大道企業株式会社

408

株式会社タイプイー

情報通信業

・現在のところは、省エネルギー家電の導入や再生可能エ
ネルギー電力の使用にとどまるが、今後は地域の人たちと
のコミュニケーションを深め、持続可能な地域づくりに取り組
みたいと考えている。

409

有限会社ダイヤテレコム

建設業

・省エネ対策としてLED化など、資源対策としてのペーパー
レス化の実施などを行っている。

410

有限会社ダイユー

建設業

・環境配慮への取組としてLED器具への切り替え提案、最
適な照度の提案等を行っている。
・視覚障がい者が過ごしやすい環境作りを行う。

有限会社太陽 太陽ケアセンター

・女性、高齢者、外国人など多様な人材の活躍支援に取り
組んでいる。
保健衛生・社会事業 ・川崎市内に施設を設け、地域雇用に貢献している。
・高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることがで
きる場所提供に取り組んでいる。

411

412

株式会社大和生物研究所

製造業

・クマ笹製品で社会貢献（人々を健康に）、日本原産の「笹」
の力や文化を社会に広める。
・環境に優しい会社づくり（エコアクション21の実施、笹山の
保全）
・働きがいのある女性が働きやすい会社づくり

No.

企業・団体名

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）

413

株式会社大和葬祭センター

その他のサービス

・川崎葬祭具協同組合加盟店としてSDGsの継続可能な事
業として取り組んでいる使用済みロウソクの回収事業への
参加
・ロウソクや線香の着火にガスやオイルなどの石油エネル
ギーを使用しない環境に配慮したプラズマアークライターを
導入
・燃焼時に有害な排ガスを大幅に減少させるグリーンアーク
棺の使用
・組合にて今後行われる新規事業への参加

414

大和塗装株式会社

建設業

・塗料空き缶や現地での発生材の処分に対し分別を行うと
共にリサイクルに向けて活用を行っている。

415

高田設備株式会社

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・給排水設備の施工及びメンテナンスにて６安全な水とトイ
レを世界中にに貢献していく。
・衛生設備工事にて暮らしを快適に住み続けられるまちづく
りに貢献していく。
・職員の健康推進・メンタルケアに努めていく
・社用車をガソリンからハイブリット車へ移行予定

416

高津建材興業株式会社

建設業

・ISO9001、ISO14001の取得
・事務所の照明を全てLED化
・保有重機・車両のCO2排出削減の車両への買い替え

学校

・学校教育全体を通して安全教育を行うとともに、風水害へ
の対応等、避難所運営との連携をしていくことを考えてい
く。
・職場環境を考慮しながら、業務の効率化、組織の見直しを
進め、工夫して働き方改革を行っている。

建設業

・長時間労働削減や有給休暇取得など従業員にとって働き
やすい環境づくりを行っている。
・無事故を目指している中で、安全対策ルールを徹底してい
る。

製造業

・情報セキュリティに注力している。
・大切な取引先から預かっている設計データを守ることで、
SDGｓの目標「16.平和と公正をすべての人に」に繋がる取
組と考えている。

417

418

419

川崎市立高津小学校

株式会社高津鈴木塗装

有限会社高野製作所

420

株式会社高萩自工

その他のサービス

・近年は、社会的な課題となっている人口減少に伴う人材
不足解消のためのオートメーション化や、ヒューマンエラー
の防止等、顧客のニーズに迅速に対応するため、開発部門
の強化に努めている。

421

株式会社高橋製作所

製造業

・エコアクション21を取得しているため、環境負荷を低減す
るためのマネジメント体制が構築されている。

専門・科学技術、業務支援サービス業

・地域雇用の促進ということで、事務員はごく近隣の方を雇
用している。
・10年以上に渡り、かわさきエフエムで番組を担当し、税金
や経理、金融や経済などの難しい話題について、できるか
ぎりわかりやすく説明をするよう心がけてきた。
・小学校の出張授業等で、税金の基礎について話をしたこ
ともある。
・文化振興の意味も込めて、川崎市文化財団の運営する
「ミューザ川崎シンフォニーホール」でのスポンサーとなって
いる。
・川崎市スポーツ協会において監事を担当し、市民活動の
効率化と持続性を維持できるよう、各種提言も実施してい
る。

専門・科学技術、業務支援サービス業

・警察署、消防署と共同で交通安全指導、防災指導を実施
・防災、防犯活動により地域の安心・安全に貢献
・川崎市民を中心に従業員を雇用しており、地域経済に貢
献

422

423

髙橋昌也税理士・FP事務所

有限会社タカハシレーシング

424

高山マテリアル株式会社

建設業

・弊社の正業である住宅建築において省エネ・CO2削減に
貢献する住宅を供給している（2019年及び2020年に「ハウ
ス・オブ・ザ・イヤーイン・エナジー」優秀賞を受賞）。
・従業員の資格取得に向けた支援制度の整備

425

有限会社タカラペイント

建設業

・川崎市内のゴミ箱塗装に協力している。

426

有限会社高礼自動車

運輸・郵便業

・活動中の事故を防ぐための安全対策ルールがある。
・省エネ運動、節電活動を実施している。
・リサイクルの推進を実施している。

427

428

429

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

・活動中の事故を防ぐための安全対策ルールがある。
・省エネ運動、節電活動を実施している。
・リサイクルの推進を実施している。

製造業

・2030年に向けて、業務中の無事故を目標に安全対策ルー
ルの策定を行う。
・既存の設備入替時に省エネ設備に入れ替えることで環境
問題に対する取組を行う。

その他のサービス

・当社の事業内容でもあるつなぐ・つくる・うごかす・そだてる
の４項目を柱とし、実施している。
・つなぐについては企業通信網の設計・構築
・つくるについてはAI、IoT、通信、サーバーの設計・構築
・うごかすについては各種システムの自動監視・自動制御と
運用
・そだてるについては技術教育
・日本赤十字社のSDGｓプログラムに賛同し、寄付活動を
行っている。

企業・団体名

No.

株式会社高礼自動車

株式会社タキオ

株式会社匠技術研究所

430

株式会社竹田食販

卸売・小売業

・より多くのお客様へ提供できるようロス商品の低価格販売
・市内商業施設での販売会開催に力を入れている。
・地元イベントに積極的に参加し多くのお客様へ提供してい
く。（今後）

431

株式会社竹之内建設

建設業

・事業用車両は低公害車を使用している。
・節電、節水に取り組んでいる。
・女性が働きやすい職場環境の整備に取り組んでいる。

432

株式会社橘建設

建設業

・新規入場者確認、KY活動を実施
・経理担当が女性であり一定の権限を与えることで積極的
に活動できる場を提供している。

433

有限会社タツミ工業

建設業

・事業承継に関する検討、取組をしている。
・長時間労働の軽減、是正をしている。
・LED化や燃料電池車の導入を行っていく。

434

たつみ工業株式会社

製造業

・現在建築中の新工場では井戸を掘る計画を進行中
・井戸水による熱交換で自然エネルギーを使った電気に頼
らない省エネが実現でき、結果的に使用電気量を半分にす
ることが可能
・より安定した高断熱製品の製造技術を開発中で、この新
技術を世の中に広めることによってSDGs・社会課題解決に
寄与する。

435

有限会社立石設備

建設業

・職場の安全管理、従業員の教育・育成の推進
・省エネ型設備や燃料への転換の推進
・川崎市内における雇用の促進

436

有限会社たま

その他のサービス

・院長の出産育児の経験から、女性スタッフの働きやすい
環境を整え、さらに動物と人との健康で幸福な共生につい
てスタッフ一同邁進している。

437

株式会社多摩技工

建設業

・従業員の１級管工事施工管理技士取得奨励のため、研修
費用、資格取得費用の一部負担を行う。

建設業

・高齢者や障がい者に寄り添って提案を行うため、福祉関
連の研修やセミナーに積極的に参加し、気持ちを理解す
る。
・従業員が働きやすい環境を作るため、月に１回程度面談
を行い、メンタルのケアをしていく。

438

有限会社多摩建材

439

多摩トーヨー住器株式会社

卸売・小売業

・省エネルギーにつながる製品・情報を提供
・省エネルギー型設備への更新
・女性登用の促進、就業環境の向上
・男性育児休業取得の奨励（予定）

440

多摩パーツ株式会社

卸売・小売業

・テレワークの起用

441

株式会社タマリ

不動産業

・コスギサードアベニューの再開発事業において、再開発組
合の理事として、川崎市と協働で街作りに参画した。
・川崎市内の業者をメインに取引している。

No.

442

企業・団体名

TALUTODOTCOFFEE

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）

・店内の照明一部LEDを使用しており、エネルギー削減に取
り組んでいる。
・当日の天候、顧客の動向を分析し、食品廃棄が起こらな
宿泊・飲食サービス業
いよう心がけている。
・食品廃棄を防ぐため、余ったタルト生地を使用し、格安の
クッキーを販売する。

443

有限会社檀クリエイト

卸売・小売業

・SNSやインターネットを通じてわかりやすい言葉でSDGsに
貢献していきたいと思う。
・弊社の商品に地産地消、廃棄物利用の意識を持ち、展開
していく。

444

チームシロッコ合同会社

情報通信業

・デジタルを徹底した業務効率化、省エネ指向のオフィス製
品の利用、リモートワークを前提とした企業活動、市内事業
者との取引の活性化を実施している。

専門・科学技術、業務支援サービス業

・マニュアルによる画一的かつ効率的な店舗運営を目指す
のではなく、その地域の特性に沿ったそれぞれの店舗運営
が望ましいと考えている。
・昔の商店がそうであったように、地域の話題をもとにしたコ
ミュニティの場としての店舗の役割を構築していく。

445

株式会社チェント

446

有限会社千年湯

その他のサービス

・高齢者の方々に来店頂くことで見守りを行う。
・日本文化を振興するべく銭湯絵を導入している。
・環境配慮への取組として濾過装置を使ったお湯の循環を
行っている。

447

株式会社銚子塚建設

建設業

・社員が働きやすい環境を策定し、社員全員がその業務能
力を充分に発揮出来るような環境を整備することを継続し
続けている。

448

CHOCOLATEHILLS株式会社

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・太陽光発電の効率的な運用
・今後は普及活動にも注力していきたいと考えている。

建設業

・作業現場での労働環境の整備、安全対策のルールの策
定、作業手順の徹底などを行い事故を未然に防ぐよう努め
ている。
・外国人実習生の受入体制の策定

建設業

・現在使用している営業用車両はハイブリッド車
・営業所や倉庫の照明は、LEDを使用
・令和３年に共同組合を立ち上げ、今後はカンボジア、ミャ
ンマー等からの技能実習生の雇用を拡大していく方針

卸売・小売業

・製品の製造から販売までに排出されるCO2を削減するた
めに、生産工場・輸送方法・製品パッケージの精査と工夫
と、エシカル消費に資する商品開発を行っている。
・リモートワークおよびフレックスタイム制を導入し、個々人
のライフスタイルに合わせた柔軟な勤務形態を選べる環境
や、多様な人材が活躍できる職場環境を整えていく。

449

450

451

株式会社ツーアール

株式会社ツカサ建基

合同会社月猫堂

452

月野建設株式会社

建設業

・川崎市の電気土木、水道や舗装の工事に携わっており、
工期通りの品質の高い工事を行うことが、地域の市民のみ
なさまの安全、防犯、生活品質の向上に寄与していると考
える。
・今後もなお一層、社員全員が電気設備、水道や道路等を
使っていただく市民のみなさまを思い浮かべながら工事を
するよう努める。
・また性別、社歴を問わず継続的な人材の育成に取り組
む。

453

ツギノテ合同会社

その他のサービス

・今後、リモートワークの促進を進めていく。

454

有限会社筒井製作所

製造業

・高齢者等、多様な人材が活躍できる環境整備を行ってい
る。
・加工で出た廃材を分別してリサイクルに出している。

建設業

・法令遵守、ルールの遵守を徹底し、従業員の生活を守れ
るよう勉強会を実施している。
・環境に配慮し、無駄を省き資源を大切にするよう節約に力
を入れている。

建設業

・特設作業隊に登録しており、災害発生時には迅速に体制
を整え復興に寄与する。
・事務所内の照明をすべてLED化しており事務所室内の温
度管理を徹底しており、省エネに取り組んでいる。
・こども110番に登録しており、地域の安全・発展に寄与して
いく。

455

456

津波工業株式会社

株式会社露木工業

企業・団体名

No.
457

458

株式会社鶴見製作所

ディアスタッフ株式会社

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）

製造業

・自社の活動におけるCO2排出量の大幅な削減
・ゴミ、プラスチック等廃棄物の削減

その他のサービス

・クライアント企業・派遣社員双方が安心して弊社のサービ
スを利用できるよう、万全の情報セキュリティ体制を構築す
る。
・外国人、障がい者、高齢者、性的マイノリティなど多様な
人材に仕事で活躍できる場を提供する。
・地域経済を活性化させるため川崎市の事業、施策に人材
派遣で貢献する。

459

Dearliy株式会社

その他のサービス

・物語を通したメッセージの発信（まずは、2022年６月絵本を
幻冬舎から出版予定）
・人が自らの人生に主体的になれるようなサービスのリリー
ス
・川崎市多摩区を中心に、地域振興を目的として飲食店や
大学と連携したECサイトの展開や、サービス企画を実施予
定

460

株式会社TRK

宿泊・飲食サービス業

・2030年に向けて事業所内の照明LED化を進めていき、温
室効果ガス排出量の削減を進めていく。

461

有限会社ティーアンドシー設備

建設業

・教育環境を充実化し、外国人実習生の受入れや、「協力
雇用主制度」を活用した受刑者支援を行っている。

462

Ｔ‐Ｍetal株式会社

建設業

・現在、社用車、自家用車共にエコカーを利用
・現場では細かく産廃物の分別を行っており、環境へ配慮し
た取組を行っている。
・従業員の安全や身体的・精神的な健康のための取組を積
極的に行っている。

463

株式会社テイクワンオフィス

卸売・小売業

・品不足を恐れた過剰な在庫製品を作らない。
・大量に発生するサンプル品や消費者からの返品を焼却処
分せずに、フリーマーケットなどに寄付する。

ティワリ株式会社

・適切に売上を予測することで、食品ロスの削減に取り組ん
でいる。
宿泊・飲食サービス業
・食品容器、食器などは使い捨てのものではなく、リユース
化できる素材のものを使用している。

465

デックス株式会社

建設業

・人と環境に優しい自然素材、健康に暮らせる断熱性能、安
心して暮らせる耐震性能の省エネ住宅をご提案して販売、
ご提供している。
・社有車のCO2やガソリンを節減する為に、ハイブリッド車
を、この12年間に延べ21台購入して使用しており、今後は
電気自動車（EV車）導入も計画している。

466

有限会社寺田ガラス

建設業

・作業現場での活動ルールを定め、事故が発生しないよう
に努めている。

467

テラリンクリエイト株式会社

情報通信業

・フルタイムではないが、高齢者の雇用をしている。
・副業、掛け持ちの許可をしている。
・コロナ以前からリモート勤務をしている。

その他のサービス

・会議資料などの社内文書のペーパーレス化
・ごみ分別の徹底と産廃の３Rの推進
・作業中の事故を防ぐための安全対策行動の徹底とルール
の周知

464

468

株式会社電検工業

469

東亜建設工業株式会社 横浜支店

建設業

・基本方針をもとに「東亜ESG/SDGs行動計画」を定め、再
生可能エネルギー（洋上風力発電）のインフラ整備、CO2排
出量の低減、大規模木造技術の開発、建設廃棄物リサイク
ルの促進、ライフサイクルコストの最適化、コーポレートガ
バナンス体制の維持向上などの課題に対して、企業として
の具体的な行動を示していくこととした。
・ESG経営の推進は、長期的な企業価値向上のための重要
な取組であり、また、持続可能な開発目標SDGsへの貢献
につなげていく考えである。

470

株式会社Dotec

建設業

・１級施工管理技士の資格取得奨励のため、資格取得費用
の全額を弊社で負担する。

運輸・郵便業

・地域密着を合言葉に交通弱者を誰一人取り残さない事
業・活動を行っている。
・環境負荷の低減、環境汚染の防止に努めた行動を行って
いる。（グリーン経営認証取得）
・職場環境改善に向けた取組、実現を目指している。（働き
やすい職場認証取得）
・女性活躍推進に取り組んでいる。（女性ドライバー応援企
業として認定）

471

東栄タクシー（東栄興業株式会社）

企業・団体名

No.
472

473

474

東海林工務店

株式会社東京組

東京産業株式会社

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）

建設業

・今後環境配慮型の車両への買い替えやLEDライトへの切
替を検討している。

建設業

・地球環境を考え木製サッシを建築資材として採用してい
る。
・木製サッシは、製造段階で放出する炭素の量がきわめて
少ない製品であり、製造に必要とする熱量も、アルミサッシ
の約68分の１で済む。
・そして木材は枯渇しない資源。適切で計画的な伐採と植
林による秩序ある木材利用こそが、地球環境の保護にもつ
ながると私たちは考えている。

卸売・小売業

・顧客への省エネルギー、繰り返し使用可能、廃棄物抑制
につながる商品の提案やエコドライブ推進、照明LED化など
を実施している。
・今後は順次ペーパーレス化にも力を注いでいきたい。

475

株式会社東京ハウスデザイン

建設業

・建材に地球環境に良い自然素材を使い、省エネ住宅を提
供している。
・断熱材にセルロースファイバー使用、クロスに紙クロスや
コットンクロスを使用し、壁内結露しにくい住宅造りにより健
康的に過ごせ、寿命の長い家を提供している。
・高齢者向けの住宅提供をしている。
・子育てのしやすい住宅を提案し、建設している。

476

東京不二電機工業株式会社

製造業

・雇用面として、現在の雇用を維持しつつ、若手人材の積極
雇用を進めている。
・新たに色々な企業と関りを持っていきたい。

製造業

・教育装置全般を通じ産業と技術革新の基盤づくり・人づく
りに貢献する。
・絞り流量計の販売を通じ水素・アンモニア・バイオマス・メ
タネーション合成によるSAF技術の応用で持続可能な航空
燃料の開発・ゴミ処理プラント等カーボンニュートラルの実
現に貢献する。

製造業

・弊社の企業理念として「視点を変えてもうひと工夫、全員
参加で品質改善」を掲げており、発注者様等と共に常に品
質改善の余地がないかを考え、製品の不良率の低減に努
めている。

運輸・郵便業

・トラック全車にドライブレコーダーを設置し、従業員の安全
運転の意識を高め交通事故を未然に防ぎ、安全な職場を
目指す。
・従業員の長期運転を防ぐことで、従業員の健康維持に取
り組む。

477

478

479

東京メータ株式会社

株式会社東光電機製作所

同志運輸有限会社

480

東芝エレベータ株式会社

製造業

・事業活動における、事業プロセス単位でのSDGｓ目標との
関連性を明確にし、SDGｓ目標にプラス・マイナスの影響を
与える活動を抽出、マッピング化し、その結果に基づき活動
目標を設定し活動を展開している。

481

有限会社東伸精機

製造業

・取引先と連携した効率的な納品をしている。
・これによりまとまった材料調達とまとまった納品が可能に
なり、商品輸送時のコスト削減とCO2削減に繋がる。

482

東生建設株式会社

建設業

・市在住者の求める就業環境や受注している工事等におい
ても地域環境を意識している。

483

東日電設株式会社

建設業

・１級施工管理技士の資格取得奨励のため、資格取得費用
の全額を弊社で負担する。

484

東部警備保障株式会社

その他のサービス

・外国人、障がい者、高齢者など、多様な人材の活躍
・生産活動すべての再生可能エネルギー電力への切り替え
によるCO2の削減
・リサイクルプラスチックやバイオプラスチックの安定した量
産成形・塗装・加工などの２次加工の良否検討

485

有限会社東邦プラテック

製造業

486

株式会社東ラン

保健衛生・社会事業 質・土壌汚染防止や浄化）につながる技術・製品の提供と

・省エネルギー（又は再生可能エネルギーの促進、大気・水
資源リサイクルをして環境に配慮している。

487

488

株式会社東和合成製作所

有限会社東和精機工業所

製造業

・川崎市内の事業者との取引拡大に取り組む。
・産業廃棄物の削減に取り組む。

製造業

・社員全体で常に声を掛け合い、使用していない設備や照
明の電源をこまめに消し、消費電力の削減に取り組んでい
る。
・取引先との連絡を密に取合い在庫管理、納期管理を徹底
することで、従業員の就業時間の改善に取り組んでいる。

企業・団体名

No.
489

490

491

492

株式会社東和通商

有限会社トータルビルサービス

株式会社トーヨーホーム

TALLTREE

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

・ドライバーへの運転技術の教育や車両へのドライブレコー
ダー・バックモニターの装着による社内の安全意識向上
・従業員の労働環境の充実化
・車両の低公害者等の導入

その他のサービス

・今後、川崎市内在住の従業員、パート等の割合を増加さ
せていく方針
・これは、SDGｓの目標の「８.働きがいも経済成長も」に繋が
る取組と考える。

建設業

・省エネルギー住宅の建築、省エネルギー製品の情報提供
・省エネルギー製品への更新作業
・就業環境の向上
・男性育児休業取得の奨励（予定）

建設業

・省エネルギーにつながる製品及び技術をローコストで提供
している。
・自然災害などにおける安全面につながる製品及び技術を
ローコストで提供している。
・効果的な防犯対策につながる製品及び技術をローコスト
で提供している。

493

有限会社十川工業

製造業

・廃材を利用したワークショップを行い、環境負荷の低減を
目指す。
・小学校の工場見学の受け入れにより川崎の教育に貢献
する。
・人材開発における費用、時間を工面し従業員の能力向上
に努める。

494

有限会社徳永製作所

製造業

・女性の従業員の積極採用及び事業参加

卸売・小売業

・地域のみだけでなく被災地への義捐物資のお届けを行
い、環境に及ぼす影響に対し責任をもって対応している。
・これからも地域学校の制服を多種取り扱い、お届けすると
同時に祭り等行事に積極的に参加しコミュニケーションの機
会を設けていく。

495

株式会社トバリ

496

Tract

卸売・小売業

・運営するファッションブランド「NVRFRGT」では積極的に
オーガニック原料やリサイクル原料を基にした糸や生地を
使用した服作りを行っている。
・近々では商品の梱包材や商品下げ札についてもリサイク
ル原料を使用した物に移行する予定

497

株式会社トラストギビング

その他のサービス

・従業員・構成員における川崎市民の雇用比率を、維持ま
たは増加できるように取り組んでいきたい。

498

株式会社トラストテクニカル

建設業

・環境に優しい材料の使用をめざし、安心して住める住宅・
安心して使用できる公共施設の施工を行い、技術力の向上
に努める。
・多様な人材の活躍の場を創出し、人材の育成スキルアッ
プを行う。

499

株式会社トラストフィックス

建設業

・現場での作業手順等の安全対策ルールの順守を徹底し、
事故が発生しない様努めている。

500

有限会社とらみペイント

建設業

・省エネ運動・節電活動を実施している。
・2030年に向けて事業所内の照明LED化を進めていき、温
室効果ガス排出量の削減を進めていく。

501

株式会社ドリーム工房

製造業

・情報システムへのセキュリティ対策を実施している。
・リデュース、リユース、リサイクルの推進を実施している。
・省エネ運動、節電活動を実施している。

建設業

・自然環境へ配慮し、環境への負荷を減らす設計・施工に
努めている。
・長年の経験と確かな技術でお客様の信頼を積み重ね、
人々の安心・快適な暮らしに貢献していく。

502

有限会社長尾設備

503

中川商事有限会社

不動産業

・女性の社会進出が顕著となっている現代社会の中で、当
社が所有する不動産の入居者の約９割が女性となってお
り、安心・安全ということを評価されてのことであると自負し
ている。
・建物内を清潔に保ち、防犯のためにLED電球を用いて安
全に配慮する等の工夫も行っている。

504

仲座興業株式会社

建設業

・重大事故の発生防止
・営業車輌を低公害車に入替
・リサイクル・リユース・リデュースによる廃棄物の削減

卸売・小売業

・省エネ、節電活動を心掛けており、事務所等の電力の使
用頻度や使用時間の効率化を図る。
・これは、SDGｓの目標の「７.エネルギーをみんなに そして
クリーンに」に繋がると考える。

505

株式会社ナカザワタイヤサービス

企業・団体名

No.
506

507

有限会社中島土木

有限会社中神

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

・かわさきカーボン・ゼロチャレンジ2050への賛同
・再生紙の活用
・LED照明への切り替え
・作業時のｺﾞﾐの分別、リサイクル

建設業

・多様な人材の活躍の場を創出し、人材の育成スキルアッ
プの環境づくり
・建設重機、車両は省エネ仕様に順次切り替える。
・事務所の照明をLED化を進める。
・環境に優しい材料の使用をめざし、住み続けられる街づく
りのために道路の維持、整備に努め安全性の向上に努め
る。

508

永田電気株式会社

建設業

・今後においても安全ルールを守り、無事故を目指してい
く。
・川崎市民の雇用比率を高めていきたい。
・従業員にとって働きやすい体制の整備を行っていく。

509

有限会社中野島建材

製造業

・生コンプラントでの作業標準を定め、作業服、手順等を徹
底することで、事故を起こさないように努めている。

製造業

・生産性向上のため、検査工程で発見した不具合を全て記
録し、都度具体的な対策の検討を行い、再発防止につなげ
ている。
・結果的に加工ミスで発生する材料ロスを減らしている。
・引き続き、材料の有効活用などを通じた資源の節約に努
め、SDGｓに貢献していく。

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・電気工事業者として、新規工事する際にLEDの導入を積
極的に推進していきたい。
・社内・自宅全てLEDを導入していく。
・社用車の電気自動車またはPHEV車等へ転換推進する。

建設業

・今後、社内の能力向上ができるよう建築士や住環境福祉
コーディネーター等の資格試験合格者を輩出する。
・引き続き、建築現場で排出される産業廃棄の分別に心が
ける。

510

511

512

株式会社中村精機

株式会社中村電設

株式会社行方工務店

513

株式会社成松屋

その他のサービス

・安定的な業務遂行の為には従業員の健康維持、働きがい
必須と考え、ライフワークバランスの観点から有給取得、家
庭環境に即した柔軟な勤務形態、会社補助にて栄養管理さ
れた昼食の支給、インフルエンザワクチン接種希望者全額
負担
・時代に即した新商品の随時導入
・資格取得、社内研修制度の拡充

514

成商事株式会社

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・LED電球を使用し、節電を行っている。
・環境に配慮した燃料電池車の導入を進めていく。
・川崎市の従業員の採用に力を入れていく。

515

南国飯苑

・現在、リデュース、リユース、リサイクルは行っているが、
宿泊・飲食サービス業 今後さらに廃棄物の削減、再利用、再生利用を行っていき
たいと考えている。

516

517

株式会社南信社

株式会社ニシテックス

建設業

・循環型社会に貢献するために、建築現場でのゴミの発生
を抑えるために工場生産品の活用を積極的に行うと共に、
発生材については金属、木部、段ボール、コンクリートガラ
等の分別を工場内で行っている。

製造業

・省エネルギー型設備の導入
・低公害車への変更
・会議資料、図面はペーパーレスを意識しパソコン管理して
いる。

518

西松建設株式会社 横浜営業所

建設業

・産業廃棄物より新たな資源として利用できる次世代コンク
リートの開発
・太陽光発電システムの導入
・生物多様性配慮型の建築物の提案
・建設機械に使用する軽油に代えて植物由来のバイオ
ディーゼル燃料を活用

519

株式会社日住商事

建設業

・労働災害事案を研修し、防止策実施中

その他のサービス

・本格的なジュニア教育に取り組み、ゴルフの技術のみなら
ず礼儀作法やマナー教育を通じてスポーツマンとしての心
得を指導している。
・それぞれの目標、目的に応じたレッスンを行いシニア世代
への健康維持をサポートする。

520

株式会社日米ゴルフ研究所

No.
521

企業・団体名
株式会社ニッケン石橋

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

・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。
・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。
・地域住民や地域学生を対象にイベントを企画している。
・これは、SDGｓの目標「11.住み続けられるまちづくりを」に
繋がる取組と考えている。

522

有限会社日公精機製作所

製造業

523

医療法人社団日昭会

保健衛生・社会事業 得を促進しており、講演会やセミナーへの積極的な参加、

・様々な患者様の治療に対応するため、スタッフの資格取
院内の勉強会での知識、技術向上に努めている。

524

日照電子株式会社

製造業

・活動中の事故等を防ぐための安全対策ルールの作成や、
女性の働きやすい環境の整備を行っていく。

525

有限会社日新工業

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・２級管工事施工管理技士、２級配管技能士、各種技能講
習等の資格取得奨励のため、資格取得費用等の全額負担
を行う。

526

日東亜鉛株式会社

製造業

・人体や環境に悪影響を及ぼす化学物質を抑制した原料を
使用している。
・外国の技能実習生や高齢者の活躍支援に取り組んでい
る。
・従業員に対して、社内教育を充実させ、資格取得をサポー
トしている。

527

有限会社日東圧送

建設業

・従業員の残業時間削減に努めている。
・安全プログラムを徹底することで作業事故ゼロを継続して
いる。

528

有限会社日東商会

建設業

・仕事内容に性別の差を設けず、女性が積極的に仕事に従
事している。

株式会社ＮＩＴＴＯ

建設業

・「かわさき☆えるぼし」の認証を取得し、女性の活躍推進、
働きやすい職場環境整備に積極的に取り組んでいる。
・資格取得の為の費用を支援し、従業員の育成を積極的に
サポートしている。
・ワークライフバランスを推進し、柔軟な勤務形態に力を入
れ取り組んでいる。

530

日本ホテル株式会社 ホテルメトロポリタン川
崎

・プラスティック製品の削減に向けて客室内のアメニティ（歯
ブラシ、かみそり、お茶パック入れ物、ブラシ、コットンセッ
宿泊・飲食サービス業 ト）の梱包素材の変更（プラスティックから紙へ）を計画（一
部実行）
・梱包素材のみならず製品自体の変更も予定している。

531

日本クリーン株式会社

建設業

・営業車両のハイブリッド化
・長時間労働の抑制
・事故防止教育

532

日本住環境改善株式会社

不動産業

・所有物件の省エネ型設備への更新
・残業時間、休日出勤の低減等

529

533

日本通信電設株式会社

建設業

・多様な働き方に合わせ育児・介護休業取得推進の為、就
業規則を改定
・従業員の技術資格取得のための支援サポートに取り組ん
でいる。
・今後はくるみん認定制度、かわさき☆えるぼし認定取得に
向けて必要な整備を構築していきたいと考えている。

534

合同会社new-wa

その他のサービス

・高齢者介護施設として運動・リハビリ・認知予防といった介
護予防に力を入れて取り組み、健康と福祉を川崎市内を中
心とした高齢者に提供している。

建設業

・安全ルール（健康診断）・教育・講習会（資格取得）への参
加など社員（取引先を含む）教育を積極的に実施している。
・品質管理ISO9001を取得している。
・電子化を行い紙の使用量削減などを図る。
・地元関係機関との連携を図っていきたい。

製造業

・プラスチック包装の削減
・地元川崎での雇用の増加
・HP上や取引先への上記活動の周知
・個包装をやめ作業工数を減らし、労働時間短縮につなげ
ることで、働き方を見直す。

535

536

沼田工業株式会社

株式会社NeotecJapan

企業・団体名

No.

537

538

539

540

541

株式会社Next

NEXTPLANNING合同会社

有限会社ねこのしっぽ

ネットリサーチ株式会社

有限会社野澤工務店

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

・介護福祉施設の内装工事の推進
・省エネや資源の無駄遣い削減
・建築資材の仕入れを市内業者活用することで地産地消の
促進

建設業

・外国人実習生や社会復帰を望む方の採用を行い、多様な
人材の活躍を支援したい。
・清掃活動やボランティア活動に参加し、従業員等にも理解
を深めて欲しい。

製造業

・2021年度は製版システム（フルカラー印刷用刷版出力機）
の入れ換えを行い、現像廃液排出を０にした。
・今後はよりデジタル印刷機へのシフトを進め、小ロットの損
紙削減などを進める予定

情報通信業

・省エネルギー型の設備に変更している。
・外国人、多様な人材の活躍支援に取り組んでいる。
・女性の活躍推進に向けた意識・風土を醸成している。
・雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金に基づく対応を
行っている。

建設業

・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っていく。
・地域の防災、防犯、清掃活動やお祭り等の行事に参加し
ており、今後も地域のコミュニティと連携し活動していく。
・これまで以上に安全対策ルールの徹底を行い、無事故を
目指していく。

542

株式会社ノンバーバル

卸売・小売業

・地域の福祉事業所に商品の製造を委託している。また、
製品開発段階でも多大なるご協力を頂いている。
・コロナ禍を受けて厳しい状況にあると言われている福祉事
業所の運営に、商品の製造と販売を通じて少しでも貢献で
きれば、と考えている。
・その希望を実現すべく、この12月には川崎市のふるさと納
税返礼品に認定も受けた。

543

ハーダー・インテリア・ラボラトリー

建設業

・現場ででる廃棄物を、減らすように意識をしている。
・事務所の電気を全て、LED電気に切り替えた。

544

株式会社バード

不動産業

・従業員の大半は、川崎市民であり、川崎市内の雇用促進
に取り組んでいる。

その他のサービス

・地域への貢献として、中学生の職業体験の受け入れを
行っている。
・川崎市民を積極的に雇用している。
・従業員の勤務体系について、本人の希望を優先し柔軟な
対応を行っている。

545

株式会社ハイパードリーム

546

社会福祉法人はぐるまの会

その他のサービス

・2020年度に第９回スマートライフ大賞最優秀賞を共同受賞
した生ゴミリサイクルの循環に関しては、当法人関係施設
からの生ゴミ廃棄ゼロへ向け、より積極的なアクションを実
施中
・環境保全への取組は、多摩川流域清掃・市民健康の森
（水沢の森）・生田緑地（とんもり谷戸の自然を守る会）の保
全活動に地域住民として15年間に亘り障害当事者と協働参
加をしている。

547

株式会社橋爪板金

建設業

・活動中の事故を防ぐ安全対策ルールがある。
・省エネ運動、節電活動を実施している。
・リデュース、リユース、リサイクルの推進を行っている。

建設業

・環境に配慮した資材の採用と提案
・外国人の積極的採用（予定）
・福祉施設への寄付とスポーツ支援
・社内省エネルギーへの取組
・社員のスキルアップの為のサポート

548

有限会社橋本工業

549

株式会社長谷川植木

建設業

・エコドライブ（環境配慮）
・造園工事業として、植木を再利用して移植、石灯籠、景石
を再利用
・廃材をリサイクルしており、木を新しく伐採しなくていいの
で環境負荷の低減につながる。
・残業時間、休日出勤の低減など

550

有限会社長谷部畳内装

建設業

・安心・安全のサービスを提供すること
・従業員の働きやすさ、満足度をあげること
・事務作業の電子化

551

有限会社バッカス

・店舗の照明、空調設備を省エネ設備に切り替えていく。
宿泊・飲食サービス業 ・顧客動向や時期を分析し仕入れを変え、食材の廃棄減ら
していく。

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）

552

株式会社英工業

製造業

・生産性向上のため、製造した製品の販売先や個数を徹底
管理する体制を構築している。
・これにより、不良が発生した際にもスピーディーに対応可
能となることから、製品の作りすぎを防止することができた。
・引き続き、材料の有効活用などを通じた資源の節約に努
め、SDGｓに貢献していく。

553

株式会社浜設備工業

建設業

・KY（危険予知活動）の実施、作業内容の確認を徹底し、事
故が発生しないように努めている。

建設業

・かわさき☆えるぼし認証を取得、女性が活躍できる環境づ
くりに取り組んでいる。
・エコアクション21の認証・登録に向けて取り組んでいる。
・若者を雇用し、積極的に教育機会を与えることで、業界の
未来を担う人材育成に取り組んでいる。
・現場で必要となる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作りを行っている。
・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っていく事とする。
・これまで以上に安全対策ルール徹底を行い、無事故を目
指していく。

554

株式会社ハヤカワ

555

株式会社颯架設

建設業

556

有限会社パル・コーポレーション

保健衛生・社会事業 ・多職種連携による地域での医療・介護体制の充実

・省エネルギーな建物設備
・小・中学生に向けた薬物乱用防止教室の実施

557

有限会社パルデス

その他のサービス

・店内の設備を省エネ設備にする。

558

株式会社ハレクラニフィル

その他のサービス

・今後、リモートワークの促進を進めていく。

559

株式会社バンビルメンテナンス

その他のサービス

・環境負荷の少ない薬剤（清掃用）の使用を始めている。ま
た今後も継続して行っていく。

560

ビータス

卸売・小売業

・事故防止のルール構築
・廃油やバッテリー、廃タイヤの適正処理

561

株式会社Beplus

その他のサービス

・法人の事務所をLED化し、環境問題に対する取組を行っ
ている。
・中古品の販売を通じて海外の貧困に困っている人への支
援を行う。

562

ひかり石材株式会社

建設業

・労働災害事案を研修し、防止策実施中

563

株式会社ビッグボックス

その他のサービス

・地元事業者や地域住民が抱える置き場の不足等の需要
にレンタルスペース提供を行うことで応えている。
・退去時に置き去りとなった物等のリサイクルを行っている。

564

有限会社ヒナキ

卸売・小売業

・女性の社会進出、活躍の場の提供
・地域の児童、老人の見守り、見回り活動
・徹底した法令遵守

565

有限会社ビューティーサロン石井

その他のサービス

・薬剤等のロスを減らす。
・省エネへの取組

566

株式会社BeyondPlace

教育

・多様な生き方を認めながら、価値のあるサービスを提供し
ていくために、業務に応じた役職手当を選択できるようにし
ている。
・既存設備を省エネタイプに転換する。
・川崎市民の積極雇用を進める。

567

有限会社ヒロ

その他のサービス

・川崎市訪問理美容サービスに加盟している。当該サービ
スを通じて地域の利用者様の生活を支えていく。

ヒロ歯科医院

・地域高齢者カフェの支援及び健康活動を行い、近隣の独
居老人へ声掛けをする。
保健衛生・社会事業 ・医院前に掲示板を設置し、自院患者様だけでなく近隣住
民への健康情報の提供や笑顔になる絵手紙の掲示
・地域交流の場を増やす。（今後）

569

株式会社敏腕

・細かな食材管理によりロスの軽減に取り組む。
・お客様の食べきらない食品の持ち帰りを推奨する。
宿泊・飲食サービス業 ・ジェンダーにとらわれない雇用をしジェンダーにとらわれな
い社内ポジションを構築していく。（現在弊社はトランスジェ
ンダーの社員を雇用している。）

570

ファン.ゴルフ.スクール

その他のサービス

・ロストボールの無料配布
・定期的にSDGｓの勉強会を行い仕事以外でも普段の生活
にSDGｓに繋がることを情報共有、更新していく。

571

株式会社フェニックス

教育

・将来を見据えた障がい者の支援・療育を行っている。
・高齢者など、多様な人材の活躍支援に取り組んでいる。

568

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）

卸売・小売業

・現在事務所屋根に太陽光パネルを設置し、再生可能エネ
ルギーの利用を進めている。

不動産業

・モップ・マットのレンタル業に加え、庭園管理業でも人体に
害の少ない薬剤や肥料を使用している。
・不動産業ではお客様への信頼を損なわないよう、常に細
心の注意を払って活動している。
・美容関連のネイルサロンではジェルの無駄を無くすべく従
業員は徹底して施術している。

有限会社福印堂印版

卸売・小売業

・お客様がお持ちになった印鑑の「改刻」（印面を削り、彫り
直すこと）を推奨することによる廃棄物の削減
・名刺やチラシ等には再生紙を多く用いて、紙の使用量を
削減している。

575

福増歯科医院

・省エネ運動・節電活動を実施している。
・2030年に向けて事業所内の照明LED化を進めていき、温
保健衛生・社会事業 室効果ガス排出量の削減を進めていく。
・歯を通じて健康的な生活を確保し、福祉を促進していく。

576

福本製作所株式会社

製造業

医療法人社団福能会

・環境配慮の一環として、①金属製医療器具の一部を滅菌
し再利用、②院内照明のLED化を行っている。
保健衛生・社会事業 ・高齢者向けバリアフリー化を図るべく、院内の段差を無くし
職場環境を整備している。

572

573

574

577

578

579

580

581

582

株式会社フェルディナス

有限会社フオベル

株式会社フジ

有限会社藤井電機

株式会社藤木工業

藤喜緑化株式会社

有限会社藤沢商店

・消防設備や防災設備などの製作により地域社会に貢献す
る製品を提供している。
・秋田県に生産工場を設け、地域社会に貢献している。

卸売・小売業

・かかりつけ薬局としての専門性と多様な処方箋を取り揃
え、また、訪問調剤に取り組むことで地域の健康維持に貢
献できるようにしている。
・勤務状況によって退勤時間を柔軟に対応している。

製造業

・製品・サービスの開発・提供を通じた環境負荷の低減にも
取り組んでいる。
・例えば、使用済みの機密文書をOA用紙や印刷用紙の再
生原料として活用する紙資源循環システムや、情報システ
ムの省エネルギー化や、ソーラープロジェクトの計画など、
様々な形で環境保全に貢献するビジネスを展開している。

建設業

・協力業者、取引先を巻き込んで施工の省エネルギー化、
環境への配慮に取り組んでいる。
・高齢者を積極的に雇用し、多様な働き方を実現すべく、リ
モートワーク、フレックスタイムを実施している。
・地域コミュニティへの配慮として、防災協力、地域資源の
積極活用に取り組んでいる。

建設業

・従業員の技術向上のため、講習会・資格取得のためのサ
ポートを行っている。
・従業員の負担を軽減するべく、講習料・資格試験などの費
用を負担している。

卸売・小売業

・無農薬、減農薬米の販売により環境と健康被害軽減に貢
献
・米袋を再利用し、トートバックとして販売。廃棄物の削減に
貢献

583

株式会社富士設備

建設業

・省エネルギー（ISO14001の継続、節電、再生紙・裏紙の利
用）
・雇用体制の整備（福利厚生の拡充、安心して働ける職場
の提供）
・地域活動への積極参加

584

有限会社藤田圧送

建設業

・外国人実習生の受入
・柔軟な就業、勤務体制
・事故防止の観点から、社内の安全対策ルールを整備

製造業

・現在、社内照明のLED化や電子ブレーカーの見直しを行っ
てる。
・今後も省エネ設備への入替を行うことで省エネ意識を高め
ていきたい。
・安全対策ルールを作成し、従業員の安全への意識を高め
ることで、無事故を達成する。

585

有限会社フジトモ

企業・団体名

No.

586

富士パッケージ株式会社

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）

卸売・小売業

・食品用包装資材の販売を行っている為、バイオ原料、リサ
イクル原料で作られた商品（弁当容器、フォーク、スプーン
等）を積極的に提案、販売を行う。
・高齢者の積極的雇用を行っている。

587

株式会社フジユキ

製造業

・工場内全ての電灯についてLED照明を導入
・製造過程で発生した廃棄物のリサイクル化推進（廃棄業
者からリサイクル事業者への切り替え）
・社用車をガソリン車からハイブリッド車へ順次切り替え

588

有限会社藤行住宅

建設業

・環境に配慮した製品でのリフォームを提供することで、環
境問題へ取り組んでいる。

589

合同会社藤原塗装

建設業

・現在、リデュース、リユース、リサイクルは行っているが、
今後さらに廃棄物の削減、再利用、再生利用を行っていき
たいと考えている。

590

株式会社二子住設

建設業

・活動中の事故を防ぐ安全対策ルールがある。
・省エネ運動、節電活動を実施している。
・川崎市の施策、事業に協力している。（水道工事事業）

二木公認会計士事務所

専門・科学技術、業務支援サービス業

・時短勤務やテレワーク等、社員一人一人の生活に応じた
柔軟な勤務を可能とする。
・クラウド会計利用によるペーパーレス化を支援し環境負荷
の低減を目指す。
・無料セミナーの開催、レポートの発信、租税会計に関する
教育活動に取り組んでいく。

592

株式会社ブライトン

・雇用に於いては、市内のハローワークへの掲載を中心に
行い、積極的に近隣の方を採用している。
宿泊・飲食サービス業
・今後も地域へ多方面から少しでも多く貢献し、幸福感を共
有できるよう取組を進めていく。

593

株式会社プライム

製造業

・通信基地局の省電力化に向け、設計、製造に取り組んで
いる。

不動産業

・従業員向けにメンタルヘルスの意識啓発・研修を実施して
いる。従業員の研修機会を提供している。
・リモートワークやフレックスタイムを導入し、柔軟な勤務形
態（場所・時間）を認めている。

591

594

株式会社プライン

595

ブラウンストアジャパン株式会社

卸売・小売業

・従業員の半数は、主婦で家庭を持っていることから、リ
モートワークやフレックスタイム制を導入し、多様な働き方を
促進することで、SDGｓに貢献する。
・店内の照明器具を、省エネ設備に変更し、エネルギー削
減をしている。

596

FLAT株式会社

製造業

・一部営業車両を、環境に配慮した低公害車にしている。

597

株式会社プラマー

建設業

・様々な受注形態に対応する為、従業員の資格取得を促進
している。
・工事に伴い発生する廃棄物の減少等にも取り組む。

卸売・小売業

・誰でもいつでも働きつづけるような職場環境作りを行って
いる。
・店内の生花を一覧表化（電子化）し、新人でもわかりやすく
在庫管理ができる。
・今後、生花業を通して、障害者、子供、高齢者など、多様
な人材育成支援を行いたい。

不動産業

・省エネルギーに対応するため、水素自動車を営業車とし
て使用し、太陽光も設置を検討している。
・男女差別、エリアの差別、外国人の差別などもなく対応
し、営業車の軽自動車も、近い将来ハイブリッド又は電気自
動車（現在は航続距離が問題）が発売されれば、変更対応
する。
・お客様へ提供する商品にも省エネを中心としたパーツをご
用意し、標準化していく。

金融・保険業

・経産省のBCP認定を取得済
・取引先に対してもBCP策定支援やドライブレコーダーの設
置推進を通じ事故や災害発生時のスムーズな事業継続の
支援を行っている。
・従業員の各種資格に関しては原則会社が費用を負担して
取得を推進している。

598

599

600

株式会社フラワーショップヤマ

プランタン株式会社

株式会社プリベンタス

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）

601

株式会社ブルーパートナーズ

その他のサービス

・仕事に関連する介助・防災・虐待等の内容について従業
員への研修の機会を会社として設けている。
・今後も継続して実施し、従業員へ研修内容が浸透するよう
努めていく。

602

株式会社古川鋼材

その他のサービス

・工場設備の照明をLEDに変更する。
・定年制度を改定し、65歳以上でも雇用を続けることにより
働き甲斐のある職場環境を整備する。

603

有限会社古沢造園

その他のサービス

・フレックス等を導入しており、多様な働き方を認めている。

604

株式会社古谷商店

卸売・小売業

・作業現場での服装、作業手順等の安全対策ルールの策
定を行い、事故が発生しない様に努めている。

卸売・小売業

・川崎市と連携し、地域の施策や地域経済の発展に寄与し
ていきたい。
・市内での取引を増やしていきたい。
・従業員にとって働きやすい職場の環境作りを行っていきた
い。

605

有限会社プレーン

606

株式会社プレジャー

建設業

・人口減少、空き家問題などを有する過疎地域において、
築56年の民宿を買取り改築し、新たなる宿としてオープンし
た。
・宿に関わる事業全てを地元の業者で行い還元した。
・今後は宿をハブに首都圏からの関係人口作りに注力して
いく。
・他の地域でも同様のスキームで宿を取得していく予定

607

株式会社フレックスエンジニアリング

建設業

・工事の安定した受注を目指し、地域雇用に貢献する。
・建設工事業なので資源のリサイクルに協力する為、産業
廃棄物などを細かく分別して処理する事を更に目指す。

608

株式会社プローバ

卸売・小売業

・脱炭素の一環として低公害に繋がるパーツ等の供給を行
う。
・OA用紙の購入量削減、グリーン購入の推進
・残業時間、休日出勤の低減 など

609

プロスパーライン

専門・科学技術、業務支援サービス業

・今後は建物のデザイン性も求めつつ、建築した際の廃棄
物がより少なく抑えられる設計を目指していきたいと考えて
いる。

610

有限会社平成工業塗装

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。
・地域住民や地域学生を対象にイベントを企画している。
・これは、SDGｓの目標「11.住み続けられるまちづくりを」に
繋がる取組と考えている。

611

株式会社ベクトルジャパン

卸売・小売業

・産休産後の休暇制度の拡充及び、復職後スムーズに社
の一員として業務を遂行できる環境作り

612

株式会社ベストニュートリションハーベスト

宿泊・飲食サービス業

・お客様に体組成チェックを行い、健康的な食生活やライフ
スタイルのアドバイスを日々行っている。

613

株式会社BECK

その他のサービス

・整備中の事故を無くすために安全講習を実施している。
・長時間労働を抑制するために定期的にノー残業デーを実
施している。

614

ベリョーザ環衛株式会社

その他のサービス

・地域社会に対し省エネルギー、水質浄化に貢献する。

615

有限会社防災管理

建設業

・省エネルギーにつながる設備への転換を今後は行ってい
きたいと考えている。

616

株式会社HOWA

その他のサービス

・川崎市内在住の従業員、パート等の割合を増やしていく方
針
・「働きがいも経済成長も」に繋がる取組と考える。

その他のサービス

・地域活性化イベントでの外国人、障がい者の雇用を増や
し、多様な人材の活躍支援に取り組む。
・コロナで苦しんでいる飲食店と協力し、コロナ前に開催した
武蔵小杉スタンプラリーの復活を目指し地域とその地域の
住民の方々に貢献する。

金融・保険業

・地元川崎では長期にわたって培った信用力を評価いただ
き、川崎商工会議所の指定代理店、 川崎市内の私立幼稚
園の指定代理店、法人会福利厚生制度の推進代理店、川
崎市職員厚生会福利厚生制度の推進代理店として活動さ
せていただいている。

617

618

株式会社ＰＨＯＳ

株式会社保険企画

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）

619

有限会社ほし乃

卸売・小売業

・過剰包装をしない形で少しでも、環境に負荷をかけない様
に努力している。
･ゴミの分別とリサイクルの徹底

620

星野工業株式会社

製造業

・生ごみ処理機の開発に力を入れている。
・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。

621

星ノ火インターナショナル株式会社

宿泊・飲食サービス業

・省エネルギー、事業所、店舗の電気はLEDを使用してお
り、環境に配慮した営業を行っている。

622

株式会社HOLIDAYS

・食材のロスをなるべく減らす。
・なるべく無駄な電力は使わない。
宿泊・飲食サービス業
・なるべくリサイクル出来る包材を使う。
・ゴミを減らす。

623

有限会社堀端製作所

製造業

・川崎市内取引の拡大
・環境配慮製品の製造
・市内教育機関と連携したものづくり

624

株式会社Polyvalent

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・SDGｓの６安全な水とトイレを、11住み続けられる街づくり
（安心で安全な水を各家庭に運ぶ基礎となる配管工事）に
つながる技術及び人材を提供している。
・外国人、高齢者など、多様な人材の活躍支援に取り組ん
でいる。

625

ホロン株式会社

情報通信業

・在宅勤務、時差出勤等、柔軟な働き方を実施中
・川崎市民を積極的に採用中

626

株式会社ホワイト

その他のサービス

・従業員の資格取得に向け、研修費、試験料を当社が負担
しサポートを行っている。
・外国人の従業員が働きやすい環境整備を行っている。

627

有限会社本城フィルター製作所

製造業

・長時間労働を抑制する取組がある。
・省エネ運動、節電活動を実施している。
・３R（リデュース・リユース・リサイクル）を実施している。

628

本田工業株式会社

建設業

・労働条件の改善による従業員の健康増進、QOL増進
・それに付随した経済成長を目指す。

製造業

・現在、事故等を防ぐための安全対策ルール作成に注力し
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。

卸売・小売業

・二輪車において、Hondaは経済産業省・環境省の指導のも
と、国内二輪メーカー、二輪車輸入事業者及び関係団体と
協力して自主取組である「二輪車リサイクルシステム」を構
築し、2004年10月１日から運営中
・2011年10月１日からは当システムの運用に販売したリサイ
クルマークが貼付されていない二輪車も廃棄時にリサイク
ル料金を無料化とし処理を行っている。

建設業

・各種資格の取得奨励、資格取得費用を負担し自己研鑽の
ための支援を行う。
・社用車はハイブリット車等の低公害車を使用し環境配慮
に努める。
・非化石証書のクリーンな電力を導入する。

629

630

631

本多電機株式会社

株式会社ホンダ販売神奈川

マーズ株式会社

632

特定非営利活動法人マイWay

NPO

・就労に必要な知識・能力向上のために必要な訓練、求職
活動に関する支援の提供
・『川崎市若年性認知症支援コーディネーター』を配置。65
歳未満で発症する若年性認知症についてのご相談を受付
し必要な助言を行う。
・『川崎市地域子ども子育て支援事業』を通して子育ての悩
みや相談に必要な助言を行う。

633

有限会社牧野製作所
（幸区）

製造業

・地域社会での防犯、防災等の見回り活動
・節水、節電等の身の回りの資源の節約を行う。

634

有限会社牧野製作所
（中原区）

製造業

・川崎市内の雇用
・市内取引先の拡大
・省エネ推進

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）

635

有限会社馬込商会

その他のサービス

・従業員（特に女性）の職場環境を改善すべく社内規定等、
みえる化を図る。

636

有限会社松沢運送店

運輸・郵便業

・作業中の安全対策ルールの策定を行い、事故が発生しな
いように努めている。

637

有限会社マツミ

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。

638

松村建設株式会社

建設業

・エコにつながる再生材の使用をしている。
・高齢者など、多様な人材の活躍を支援したい。

639

株式会社松本製作所

製造業

・コロナ過に伴い、自社製品【マスククリップ】の商品化を実
現し、予防対策、衛生面の維持として社会に提供、貢献して
いる。

建設業

・取引先にLED照明の導入・付替えを率先して提案し、省エ
ネルギー導入を促している。
・従業員の資格試験の費用等の一部を弊社で負担し、従業
員の資格取得（電気工事士）の手助けを行っている。

640

有限会社真鍋電設

641

株式会社丸一設備

建設業

・本社事務所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へ変更してエネルギー使
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。

642

株式会社丸井電設

建設業

・SDGｓ開発目標の7「エネルギーをみんなにそしてクリーン
に」を軸足として、まずは地域からこの目標を達成できるよ
う活動していく。

運輸・郵便業

・川崎市との大規模災害協定の締結（廃棄物の収集運搬を
担う）
・ごみ分別の徹底、リサイクル活動
・外国人、高齢者の積極雇用
・各種団体主催の清掃活動等への参加

643

株式会社マルストランスポーテーション

644

有限会社丸晴工務店

建設業

・天然木材を使用して、快適に住める住宅を提供している。
・社員大工を育成し、職人の伝統的な技術を育てている。
・災害に強い住宅を作っている。（耐震等級３）
・パッシブ設計や断熱性能の向上により気候変動にも対応
した住宅を作っている。
・天然木材を使用することにより、森林保全に貢献してい
る。

645

有限会社丸善興業

建設業

・社有車の低公害車への転換
・低騒音型、低振動型建設機械の導入

運輸・郵便業

・地域行事（お祭りや防災活動）に参加し、地元・地域社会
の発展に貢献している。
・CO2排出量の削減を目指し、豊かな環境の実現に取り組
んでいる。

製造業

・リサイクルを重視したゴミの分別と最小化の為、梱包資材
の再利用の推進実施
・工場内のエアーコンプレッサーから排出される廃熱を利用
し、暖房に使う化石燃料利用を最小化している。
・工場内照明のLED化実施
・社用車CO2排出削減ハイブリッド車両への入れ替え
・パートナー企業との連携によるより多くのご要望にお応え
できる企業体制構築

建設業

・大病を患ったり加齢等で身体に不自由が生じても治療を
続けながら安心して働き続けることが出来るような職場作
り。
・工場でのプレハブ化の割
合を増やし現場での加工を極力減らし現地で発生する廃棄
物を減らす。

建設業

・人とモノ等、社会全体を繋げるとことで、環境負荷の軽減
に導いていく。
・インフラ整備を通じて、人々の安心・快適な暮らしの環境を
創出していく。

646

647

648

649

株式会社マルタ

有限会社真留真製作所

マルミ設備株式会社

有限会社丸芳

No.

企業・団体名

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）

650

株式会社万楽堂

卸売・小売業

・川崎市在住の雇用に取り組んでいる。
・残業時間、休日出勤の低減
・茶室という空間を活かし、子供、障がい者、シニア、外国
人など様々な方々と茶道を通じた交流をしたいと考えてい
る。

651

有限会社三上健一郎商店

卸売・小売業

・正社員、パート等を含めて川崎市内在住の従業員雇用を
推進している。
・既存設備を省エネタイプへ変更する。

652

三河電機株式会社

製造業

・CO2削減に向けた取組：再生紙の使用・ペーパレス化、
LED照明、エアコンの設定温度管理
・働き方改革の取組：残業ゼロ、定年延長、健康経営

卸売・小売業

・業務の効率化を図り、残業時間削減を行い長時間労働を
抑制する活動を行っている。
・今後、事業継続に関する活動に取り組んでいく予定であ
る。

653

株式会社ミキスポーツ

654

株式会社ミクロスソフトウエア

情報通信業

・【環境保護】 ISO14001（EMS）認定取得
・【品質保証】 ISO9001（QMS）認定取得
・【情報セキュリティ】 ISO27001（ISMS）認定取得
・【個人情報保護】 プライバシーマーク認定取得
・「SDGsへの取組」が評価され、「外務省国際協力局
（JICA）」及び「独立行政法人国際協力機構」より「感謝状」
を表彰された。

655

有限会社水出電機

製造業

・工場内の照明は全てLEDを使用
・営業用車両はハイブリッド車を利用
・障がい者等の為の職場作りを整備、今後どんな方もより
働きやすい職場へ向上させていきたい。
・川崎市防災事業所としての役割を深く理解し、推進してい
きたい。
・廃棄物リサイクルへの企業への協力及び提供している。

656

有限会社水野興業

建設業

657

株式会社溝口更科

・お祭りなど地域行事への参加
宿泊・飲食サービス業 ・学生やパートなど女性を中心とした雇用機会の創出
・地産地消食材の提供

658

有限会社三田植木

建設業

・地域における・防災・防犯・お祭り・行事・清掃活動に参加
している。
・女性の活躍推進における取組で女性従業員を雇い入れ
女性のキャリア形成を支援するための取組をしている。
・従業員の人材育成に向けた技術取得をサポートし資格取
得ができる取組をしている。

659

海月興業株式会社

建設業

・大地震などの自然災害に遭遇した際に、迅速な業務再開
と災害復旧に取り組む為の備えを常に行っている。

製造業

・SDGsの目標に対して５つの主な取組テーマ①クリーンエ
ネルギー技術の強化、②環境負荷低減、③持続可能な事
業活動と生産活動、④次世代育成と働き方改革、⑤グロー
バルに事業活動を推進を掲げ、SDGsの取組方針のもと三
菱化工機グループ全体で取り組んでいる。

660

三菱化工機株式会社

661

株式会社みつや園

建設業

・再生可能な資源を模索し、再利用を心掛けている。
・今後は、排出している枝ゴミなどの再生利用を提案してい
きたい。
・撤去予定の樹木をマッチングするコネクターになれるよう
考案している。

662

株式会社Midorasu

建設業

・デザイン性だけでなく、環境への配慮という点をアピール
し、取引先・お客様に向けて発信していきたいと思う。

663

株式会社みなもと

宿泊・飲食サービス業 ・ひとり親や、学生、外国人等、多様な人材の活躍支援

664

有限会社峰設備工業

建設業

・設計図面の精査による効率的な工事を実施し、工期の短
縮、工事の省力化に取り組んでいる。
・外国人や女性など、多様な人材の採用を行いたい。

製造業

・安全に気を付け、無事故を目指している。
・従業員にとって働きやすい会社を目指す中で、柔軟な勤
務体系、副業等を認めている。
・川崎市民の雇用を積極的に行っている。

665

宮城光機有限会社

企業・団体名

No.
666

みゆき幼稚園

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）

教育

・幼稚園教育の他、地域の親子を対象とした、未就園児向
けの親子教室を実施している。

卸売・小売業

・クレーム処理発生から解決まで２日以内に解決する事を
徹底している。
・出張規制を推奨して、テレワークの推奨を実現している。
・環境に配慮し、営業車でのお客様への訪問を抑制してい
る。

667

株式会社MIRAI

668

特定非営利活動法人みんなのおうちバンビの
NPO
ピエノ

・働く女性を積極的に採用する。
・市内在住者を積極的に採用する。
・省エネルギー製品を積極的に使用する。

有限会社MURAKAMI

建設業

・長時間労働を抑制し、現場で作業を行う従業員が働きや
すい環境整備を行っている。
・従業員の自立を促すべく、資格取得に向けたサポートを
行っている。

建設業

・長時間労働を抑制し、現場で作業を行う従業員が働きや
すい環境整備を行っている。
・高齢者や外国人が働き易い環境整備をしている。
・従業員の資格取得に向けたサポートを行っている。

669

670

株式会社村上建設

671

有限会社村松鈑金塗装

専門・科学技術、業務支援サービス業

・各種資格取得の奨励・資格取得費用を負担している。
・ハローワークや求人票を活用して川崎市民を積極的に雇
用する。
・地域の交通安全活動に参加している。

672

有限会社明夏

卸売・小売業

・再生紙を使用する。
・社員への福利厚生を充実させる。
・残業を減らす。

673

株式会社明治ハウジング

不動産業

・法令順守ルール整備、体制を引き続き行っていく。
・川崎市民を積極的に採用していく。
・地域の行事等に参加し、地域社会との交流を図っていく。

674

株式会社明治ホームズ

建設業

・これまで以上に安全対策ルールの徹底を行い、無事故を
目指していく。
・高齢者や社会的弱者の方にとっての住みやすい家づくり
を行っていく。
・積極的に地域の活動に参加し、地域発展の手助けを行っ
ていく。

675

株式会社メイプル田園

不動産業

・省エネルギーにつながる取組（LED電気を使用、エアコン
の設定温度等）を実施している。

明和工業株式会社

建設業

・品質マネジメントに基づく、お客様や地域社会への信頼
感・安心感・満足感の提供
・安全に対する意識の向上を図ることによる、皆が安全・安
心に働ける環境作り
・低公害車の導入による、温室効果ガスの排出削減

677

株式会社メーティス・リル

・英会話、リトミック、体操など子どもが様々な体験や経験が
出来るようになっている。
・職員、園児、保護者の性別や国籍に関係なく雇用、保育を
保健衛生・社会事業 行っている。
・持ち帰りの仕事や残業が無く、保育士の業務負担を減らし
ている。
・毎月の避難訓練の実施や、備蓄の準備

678

メディックスエイジア株式会社

その他のサービス

・従業員一人一人が今活動していることがどのようにSDGｓ
に繋がっていくか定期的に勉強会、情報交換を行っている。

メリー★ポピンズ登戸ルーム

その他のサービス

・リサイクルの洋服を保育園前に集め使いたい方が持って
いけるようにしている（勝手籠）。
・だしを取ったかつおぶしをふりかけにして給食で提供して
いる。
・コンポストを設置する。
・保育園に水槽を設置し多摩川の河川敷の生態系を再現す
る。

麺や新のすけ

・商品切れを恐れ、多く仕込みするのではなく、時期や顧客
の動向を分析し廃棄分を最小限にする。
宿泊・飲食サービス業
・長時間労働を抑制し、働きやすい職場環境の醸成に取り
組む。

676

679

680

企業・団体名

No.
681

もじもじや

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）

専門・科学技術、業務支援サービス業

・今後環境配慮型の車両への買い替えやLEDライトへの切
替を検討している。

682

株式会社モダンプラスチック

製造業

・技術的に改善、新製品開発を行い、小売店の陳列ショー
ケースの消費電力削減に貢献する。
・積極的に地元の人材を採用し、従業員の過半数を川崎市
民が占める。
・時短勤務やリモートワークを選択できるようにし多様な働
き方を取り入れている。

683

有限会社持田電気商会

卸売・小売業

・LED照明器具等、環境に配慮した製品の販売に注力して
おり、省エネルギーにつながる製品の提供を行っている。

684

合同会社もとてる企画

・人材募集は常に行っており社内教育・OJT等を通じて将来
宿泊・飲食サービス業 的に独立できるような人材育成を心掛けている。
・食材ロスをなくす体制強化を行い環境にも配慮している。

685

森健一事務所株式会社

専門・科学技術、業務支援サービス業

・コアタイムを設けない完全フレックスタイム制を導入するこ
とで、女性が子育てをしながら活躍できる機会を提供してい
る。
・租税教育や職場体験の受け入れを通じて、地域の学校教
育に貢献している。

686

森健一税理士事務所

専門・科学技術、業務支援サービス業

・コアタイムを設けない完全フレックスタイム制を導入するこ
とで、女性が子育てをしながら活躍できる機会を提供してい
る。
・租税教育や職場体験の受け入れを通じて、地域の学校教
育に貢献している。

687

有限会社矢島製作所

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。

688

合同会社保田

不動産業

・太陽光発電を設置し、温室効果ガスを排出せずに発電し、
地球温暖化対策に大きく貢献していきたい。

建設業

・『かわさきエコドライブ宣言』、『かわさきカーボンゼロチャレ
ンジ2050』に賛同、『川崎市防災協力事業所』であるため、
省エネに努め、災害協力を行い社会・環境に及ぼす影響に
対し、責任を持って対応している。

建設業

・長時間労働を抑制し、現場で作業を行う従業員が働きや
すい環境整備を行っている。
・廃材の分別及びリサイクルをしている。
・従業員の資格取得に向けたサポートを行っている。

建設業

・地域の環境に配慮し、水性塗料を使用し環境保全に努め
ている。
・雨水タンクを設置し水資源の確保，地震等の被災対策に
繋がる。
・工事で発生する鉄くず・紙くず・ダンボール等はリサイクル
業者へ回収を依頼する。

689

690

691

有限会社柳商店

株式会社矢場建設

株式会社山口塗装

692

有限会社山口マネージメント

不動産業

・地域のイベントや行事に参加するなど地域とのコミュニティ
を築いている。
・LED導入など省エネに取り組んでいる。
・原則残業をしないことを励行、従業員それぞれに合わせた
始業・終業時間にも対応している。

693

山次工業株式会社

製造業

・弊社はISO9001を取得しており、品質マネジメントを意識し
た業務を行っている。

694

有限会社山長硝子店

卸売・小売業

・現在70歳代２名雇用しているが、これからは外国人の雇
用にも挑戦したいと思う。

695

株式会社山長建材

建設業

・全従業員に対して、知識、スキルの取得など教育の機会
を提供していく。
・災害時に関連業者と協力し、いち早く災害復旧に従事でき
るよう体制を整える。
・トラック・重機の使用による大気・水質・土壌汚染防止に努
める。

696

山恒電設株式会社

製造業

・エネルギー使用量、水使用量の削減
・残業時間、休日出勤の低減等

企業・団体名

No.

697

698

有限会社ヤマト工業所

有限会社山中製作所

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

・ゴミの分別、節電や節水へ着手している。
・柔軟な勤務形態を導入し残業時間ゼロ、総労働時間短縮
に取り組んでいる。
・汚職、贈収賄ゼロに取り組んでいる。

製造業

・製造過程にて発生する廃棄物のリデュース、リユース、リ
サイクルを徹底している。
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、使用量
の削減及び適切な使用に努めいている。

699

有限会社山本製作所

製造業

・高齢者等、多様な人材が活躍できる環境整備を行ってい
る。
・加工で出た切粉等を分別してリサイクルに出している。
・地域雇用を創出している。

700

有限会社ユーケイホーム

不動産業

・当社周辺地域にて数多く存在する古家を、土地活用により
市場に流通させ、地域を発展させる取組を積極的に行って
いる。

701

株式会社勇竿

卸売・小売業

・省エネ、節電を行っているが、SDGsの取組についても従
業員に周知、徹底を行う。
・そして、使用する電気のLEDへの移行、社用車の燃料電
池車の導入等を行い、更なる省エネ、節電を目標に社内全
体で取り組んでいく。

702

株式会社ユーディー

卸売・小売業

・SDGｓ３番（すべての人に健康と福祉を）、11番（住み続け
られるまちづくりを）、14番（海の豊かさを守ろう）、15番（陸
の豊かさも守ろう）につながる技術・製品を提供している。

703

ゆーとぴあ合同会社

不動産業

・賃貸物件の断熱効率の向上
・太陽光等クリーンエネルギーの導入

704

ユーリ・エイジス株式会社

情報通信業

・今後は食料の廃棄を削減したり、貴重な天然資源を大切
に使ったりなど、モノの生産と消費に関する取り決め、持続
可能なモノの消費と生産パターンの構築を目指す。

705

株式会社由貴工業

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

706

豊合成樹脂株式会社

製造業

・女性を積極的に雇用し、活躍を推進
・ISO:9001/14001を認証済
・リモート、フレックスタイムの導入を検討中

707

unicocco

専門・科学技術、業務支援サービス業

・不要になったボタン等の素材を使って、工作ワークショップ
やアクセサリー制作・販売を行っている。
・リメイクワークショップ開催やリメイクオーダーを受付けて
いる。
・今後は、不用品の回収ボックスを設置し循環の仕組みづく
りや、廃棄に困っている企業や団体とコラボし、商品開発等
行っていく。

708

横堀電機工業株式会社

建設業

・環境破壊や汚染を少しでも減らし、また従業員や地域の
皆様の生活向上を目指している。

卸売・小売業

・省エネルギーの取組として、全店舗事業所内の照明の
LED化、業務上廃棄物の分別、再資源化に取り組んでい
る。
・今後は、車両等のハイブリッド、EV化を進めていく。

709

株式会社吉田園

710

吉田建工株式会社

建設業

・建築工事中に発生した廃材をリサイクルしていく。
・女性も積極的に採用、女性大工を育てる職場づくり尽力し
ている。
・残業時間、休日出勤の低減など

711

有限会社吉田製作所

製造業

・安全対策を徹底し、長時間労働の是正を行っている。
・節電を意識した活動を行っている。
・今後省エネ設備の導入を行っていきたい。

企業・団体名

No.

712

713

714

715

716

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

・インバーター制御ポンプ、排熱利用給湯器、節水形便器と
いった省エネルギーやCO2抑制等につながる環境に配慮し
た製品を積極的に提供している。
・廃棄物の適正処理を徹底し、大気汚染、土壌汚染の防止
に取り組んでいる。
・障がい者、高齢者など、多様な人材の活躍支援に取り組
んでいる。

有限会社四谷ゴム工業

製造業

・工場の照明器具を今後導入するものはもちろんのこと、既
存のものを問わず、LEDのものに変更し、社内の節電に対
する意識を高めていく。
・川崎市内在住の職員を多く採用しているが、その取組を継
続する。さらに多くの職員を採用し、働きやすい職場環境づ
くりを行い、職員の定着率を高めていく。

株式会社よもぎ屋ライフアンドヘルス

・高齢者・障害者の自立支援に向けた医療・介護サービス
の提供
保健衛生・社会事業 ・地域コミュニティーへの貢献（消防団活動支援、ボランティ
アグループへの活動の場提供）
・こども食堂などに対する支援（現在調整中）

有限会社吉浜設備

株式会社ライオンラグス

株式会社ライトアップ

卸売・小売業

・絨毯の生産者の暮らしを守るため、生産国から適切な条
件で商品を仕入れする。
・当社はペルシャ絨毯のクリーニングや修理等も行ってお
り、絨毯を末永く使えるものという文化を広げるよう努めて
いる。

情報通信業

・地域の子供達と一緒に、年に一回職業体験を行っており、
地域社会とのコミュニケーション機会を設けている。
・今後さらに地域社会とのコミュニケーションを図り、社会課
題の解決に資する製品・サービスの提供にも力を入れてい
きたい。

717

株式会社ライフ

運輸・郵便業

・トラックをアドブルー搭載車にして排気ガスの削減に努め
ている。
・現場での作業手順（梱包から運び出し等）の確認を徹底し
て行い、事故が発生しないように努めている。

718

有限会社ライフライト

建設業

・LED等の省エネルギー又、再生エネルギーの促進につな
がる技術や製品を積極的に提案・提供をしている。
・川崎市・地元地域に密着した産業として貢献をしている。

製造業

・現在ベトナム人実習生を３人雇用しており技術を習得して
ベトナムに帰り弊社ベトナム工場に勤務し自国のものづくり
の発展に貢献できる取組をしている。
・定年60歳を過ぎても現役で仕事が出来る職場の環境づく
りに積極的に取り組んでいる。
・CO2の排出を抑えるための技術と製品作りをする協力をし
ている。

719

株式会社リード技研

720

リーフ司法書士事務所

専門・科学技術、業務支援サービス業

・認知症の方の後見手続や認知症を不安に感じている方の
ための認知症対策
・障害を抱えた子の家族の今後の不安を取り除くための法
律を使った対策案を提案している。

721

株式会社リキジャパン

卸売・小売業

・事務所内の照明はLEDを使用
・生体を発送するときの保冷剤・保温材にペットボトルや古
新聞を使用

建設業

・リモートワーク、フレックスタイムを導入し、働きやすい職
場環境を整備する。
・社内のLED化や既存設備を省エネ型設備へ更新する。
・ハローワークや求人票を活用し、川崎市民を積極的に雇
用する。

その他のサービス

・弊社にて使用（業務）している特殊車両のアイドリングス
トップ車の購入や事務所内の照明をLEDに変更し、貢献し
ていく。
・令和３年度に川崎市防災協力事業所の登録をした。
・弊社の強みである自社車両を活用して緊急時等での道路
排水管清掃、汚泥吸引を行い貢献していく。

722

723

株式会社reclaim

リバーサービス株式会社

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）

724

株式会社Re-haこだま

・国家資格所有者による良質なリハビリマッサージを提供し
ており、特に寝たきりの方や歩行困難な方、関節に変形の
保健衛生・社会事業 ある方に喜ばれている。
・健康と福祉へ寄与することを目標に、経営を続けている。

725

株式会社livefor

情報通信業

・「働きがいも経済成長も」において、スタッフ、パートナー含
め、ワクワクしながら仕事が出来るよう、常に対等に意見を
言うことが出来、実行することが出来る環境を作ってきた。

726

株式会社リムノテック

建設業

・作業現場での服装や作業手順など、安全対策ルールの策
定を行い、事故が発生しないように努めている。

建設業

・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）につながる資材を積極的に導入
している。
・アクレ（浄水発生土を浄化して客土として利用）、マルチン
グ材（伐採木再利用品）などを、お客様に積極的に提案して
いる。

727

有限会社緑光園

728

Re.Ra.Ku元住吉店

その他のサービス

・Re.Ra.Ku系ボディケアの提供により、心と身体の健康な社
会づくりに貢献していく。
・健康管理サービスを提供するスタッフの健康促進および
ジェンダーレス化を目指していく。
・環境を配慮した店舗運営を心がけていく。

729

株式会社リリーフ

その他のサービス

・従業員の資格取得に向け、研修費、試験料を当社が負担
しサポートを行っている。
・外国人の従業員が働きやすい環境整備を行っている。

730

RAINGUARD合同会社

建設業

・リモートワークの導入
・研修生の雇用促進
・ハイブリット車への切り替え

731

LEG株式会社

卸売・小売業

・外国人を中心とした多様な人材の活躍支援
・リモートワークやフレックスタイムの導入や副業・兼業を認
めるなど、従業員に対し柔軟な就業体制を認めている。

732

株式会社レットウイング

建設業

・防災協力事業所に登録しており、災害発生時には迅速に
体制を整え復興に寄与する。
・事務所内の照明をすべてLED化しており事務所室内の温
度管理を徹底しており、省エネに取り組んでいる。
・女性が活躍できる職場にしていく為に、育児休暇を新たに
導入していく。

733

有限会社ワイズ・ワン

製造業

・女性登用の促進
・就業環境の向上
・作業一覧の見える化（一連作業表を作り作業効率向上）

734

有限会社渡辺電気工事

建設業

・３Rの徹底、産業廃棄物の適切な処理
・外国人、障がい者、高齢者など、多様な人材の活躍支援
に今後取り組んでいきたいと考えている。

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・弊社は電気工事業なので、お客様へ蛍光灯より、より省エ
ネな器具への変更の提案、ソーラーパネル設置工事など、
再エネ関連機材の推進を積極的に行っている。
・弊社理念にも掲げている、従業員が健康で、長く働ける会
社環境の構築に努めていく。

卸売・小売業

・安全のための職場ルールの制定
・フレックス制の導入
・資源のリサイクル活動
・節電・節水
・地域の見守り活動の参加等

教育

・女性雇用促進
・ごみの分別
・セキュリティー対策
・地域貢献

735

736

737

株式会社湾岸エンタープライズ

株式会社ワンナップ

株式会社one-bear

