第5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

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）
・他社では断られるケースも多い海外製のバイクやヴィン
テージバイクでも、部品を使い捨てることなく、できる限り修
理・整備による対応を行うことで廃棄物等の排出量削減に
取り組んでいる。

アーキテックトレーディング

卸売・小売業

2

株式会社アージョ

・省エネ活動を実施している。
・構成員の1/2以上が川崎市民である。
宿泊・飲食サービス業
・川崎市の事業に協力、参画し、地域の行事への参加、企
画を実施している。

3

有限会社アース

建設業

・情報セキュリティに注力している。
・取り扱うお客様の情報データ守ることで、SDGsの目標「16.
平和と公平をすべての人に」につながる取組と考えている。

4

株式会社アース．エコロジー

建設業

・弊社に求められる省エネとは、①空調設備機器の稼働ロ
スを最小限とする事、②制御機器を省電力化に消費電力を
最小化する事

卸売・小売業

・資源集団回収団体から、缶とペットボトル混合で買取する
事業「エコチャレンジ回収」を実施
・古紙梱包に「紙ひも」使用啓発で脱プラ推進活動を実施
・役所や企業から機密古紙を溶解リサイクルする事業を実
施
・多種の資源と廃棄物をワンストップで収集し「地域に根差
したSDGsの取組」を実践している。

製造業

・品質、環境マネージメントシステムを活用し業務を行って
いる。
・省資源、省エネルギーの推進に取り組み環境にやさしい
経営をめざし、今後は企業の社会的責任、事業継続管理を
行っていきたい。

5

6

株式会社アースデザイン

株式会社アートニクス

7

株式会社アール・エフ・ラジオ日本

その他のサービス

・エシカル＝ethicalとは、「倫理的」、「道徳上の」といった意
味の英語で、近年は環境や社会に配慮したさまや社会貢献
活動をさす言葉になっており、SDGsの多くの目標達成の
キーワードでもある。番組「エシカルWAVE for SDGs」で
は、環境問題や社会貢献活動などSDGsにまつわる話題を
たっぷりとわかりやすくお伝えしている。

8

株式会社アールケーLab

その他のサービス

・ペーパーレス化に注力する（タブレット導入済）
・電光のLEDライトへの切替を行い、環境配慮型車両の購
入を検討している。

9

有限会社アールシーエフ

製造業

・女性リーダーなど性別を問わず活躍できる職場である。
・段階的にLED照明等を工場に取り入れ省エネルギー化に
する。
・作り直しにより無駄な物を出さない様に品質向上に取り組
んでいる。
・業務中の人災や天災など予期せぬ事故への対応を検討
している。

10

株式会社アールテック

建設業

・節電、節水に努めている。
・長時間労働の抑制に努めている。
・より環境への負荷が少ない資材を活用する。

11

株式会社IEST

卸売・小売業

・産業用廃棄物になってしまう熱交換器部品をリビルトし、
顧客に対しよりスピーディーにより良い品質の代替品供給
を行っている。

12

株式会社アイエスネットワーク

情報通信業

・会議資料等の完全ペーパーレス化
・リモートワークの積極推進による働きやすい職場環境の
構築
・子育て社員の完全在宅勤務制度

13

アイエムエス有限会社

卸売・小売業

・川崎市民の積極的な採用
・近隣小学校の職場見学等の受け入れ
・再利用できるものは極力再利用する。

No.
14

企業・団体名
株式会社ＡｉＣＡＮ

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）

情報通信業

・児童相談所等の福祉機関向け業務支援システムやデータ
分析に基づく業務支援サービスを提供することで、子どもの
安全を守る職員の判断の質向上や業務効率化に寄与して
いる。

15

NPO法人あいけあ

NPO

・医療ケアの必要な重い障害の人たちが、地域で活躍でき
る機会を増やすこと
・在宅生活を余儀なくされている重い障害の人たちへの訪
問活動が福祉サービスとして制度化されること

16

株式会社アイザワ

製造業

・工業製品の生産活動や、構造物解体に伴う、金属くずの
回収を通して、資源の再循環化の一端を担っている。

建設業

・川崎市在住の人材採用
・従業員の資格取得を積極的にサポート（費用負担）
・事務所設備の省エネ化（LED照明への入れ替えやウォー
ターサーバーの設置等）

17

I・CP株式会社

18

株式会社アイシス

卸売・小売業

・環境汚染を防止・削減するためにスクラブ系製品に使用さ
れているマイクロプラスティックを使用せず、塩、砂糖、くる
み等の天然成分を使用している。
・間伐材を利用したマッサージステックを作り、マッサージ器
具として提供している。
・従来型の使い捨て容器から、その場への容器持ち込みで
必要な分だけ充填できる計り売り販売事業にも取り組んで
いる。

19

有限会社あいぜん

保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

・高齢者・障がい者が過ごしやすいように、業務している。
・女性の活躍を推進するための取組がある。
・節水・節電を実施している。

20

株式会社アイティーホーム

建設業

・安全対策ルールの構築
・労働時間の削減
・節水・節電への取組強化

その他のサービス

・低CO2削減のため廃棄予定のタイルカーペットを特殊な技
術で洗浄、再利用している。
・多国籍な人材、幅広い年齢層の採用活動を行い、ダイ
バーシティ化に取り組んでいる。
・多様な働き方を推奨し、子育てや介護、スポーツとの両立
など、会社全体としてフォローアップを行っている。

運輸・郵便業

・配送をする全車両にドライブレコーダー付けている。
・排気ガスを出さない車に変えて行きたい。
・安全会議を一ヶ月に一度行っている。
・社員の自己向上の為、資格の取得（フォークリフト・運行管
理など）掛かる費用は会社負担

卸売・小売業

・働き方改革の一環として、従業員の適正な勤務時間の管
理及び男女問わず産休・育休の取得を積極的に推進し、働
きやすい環境を提供するようにしている。
・地球環境に配慮した設備等の導入も行っていく。

運輸・郵便業

・交通法規を遵守し、安全運転への啓蒙を実施することによ
り、社員本人、その家族を守る。
・社内研修を行い、エコドライブの推進を行っている。環境
に優しい低公害車の導入
・ディスクブレーキのリビルドにより、再利用可能な廃棄品
の削減
・各種申請書のペーパーレス化、印鑑レス・省力化を進めて
いる。

卸売・小売業

・呼吸トレーニング製品”エアロフィット”の取り扱いを通じ
て、人々の健康に寄与し、今後福祉分野での展開も準備進
めている。
・ヘルステック分野に新たに取り組むことで、従業員の働き
がいを促進し、経済成長につなげる。

建設業

・顧客満足度の向上を図ることで地域貢献を目指す。
・消費エネルギー削減による環境配慮活動の推進
・川崎市内取引業者の増加を目指すことで地域活性化に貢
献する。

建設業

・リデュース、リサイクル、リユースに関しては特に元請が率
先して行っており、現場からのごみ排出０に協力をしてお
り、弊社としても従業員共々意識して、日々現場作業をして
いる。

21

22

23

24

25

26

27

株式会社アイ・ビー・エス

合同会社愛和運送

株式会社アウラ

有限会社あおい運輸

株式会社アオイロ

青木建設株式会社

有限会社青木土木建設

No.
28

29

30

31

32

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

・川崎市内在住の人材採用
・店舗内の蛍光灯数を減らし、電気削減に努めている。

建設業

・環境配慮実現の為、LED電球の導入を行っている。
・節電、節水についても意識して行っている。
・今後事業用車両の買替を行う際、ハイブリッド車や電気自
動車の導入を行う方針

その他のサービス

・すべての人に健康と福祉を、質の高い教育をみんなに、
ジェンダー平等を実現しよう、働きがいも 経済成長も、住
み続けられるまちづくりを、つくる責任 つかう責任、平和と
公正をすべての人に、パートナーシップで目標を達成しよう

その他のサービス

・環境に配慮した製品の使用
・ISO14001及びPマークの取得
・生活習慣病予防検診の実施
・資格の取得支援
・エコドライブ宣言への登録

建設業

・企業全体の省エネ化・環境に配慮した車両の導入
・女性の活躍できる職場環境づくりを意識しており、積極的
な雇用や自己研鑽、研修を促進
・川崎市の従業員を積極的に雇用し、地域の活性化を図
る。

企業・団体名
有限会社青木萬吉商店

株式会社秋塗

有限会社A.C.T

株式会社アクト・ツーワン

株式会社ASADA

33

株式会社旭化工

卸売・小売業

・石油系溶剤の販売を行うと共に、石油系溶剤を使用する
業務用洗濯機の内部フィルターの販売も行っている。
・使用後のフィルターは、産業廃棄物であり、一般処理が行
えない。弊社は、産廃免許を保持し、販売責任として使用後
のフィルターの回収と適切な廃棄処置に努めている。
・ハンガー等クリーニング事業者様にて回収された物を弊社
にて回収を行い、メーカーへ還元。メーカーにて再利用する
循環の一端を担っている。

34

合同会社アシストグローイング

その他のサービス

・障害児支援

製造業

・味の素グループは、マクロ環境の変化を踏まえ、取り組む
べきマテリアリティの特定を行い、SDGsへの貢献を行って
いる。
・特に2030年までに「10億人の健康寿命を延伸」し「環境負
荷を50％削減」のアウトカムを両立して実現することを目指
す。
・この川崎の地で、そのアウトカム実現のために地域社会と
良く連携し、環境の負荷削減と健康でより豊かな暮らしへの
貢献に取り組む。

35

味の素株式会社 川崎事業所

36

株式会社アスウィーコーデ

製造業

・現在、新工場の建築を計画中
・従業員がより良い環境で仕事に取り組めるような職場環
境の整備に努める。
・建物に関しても、環境への配慮を考えながら地元建築業
者と協力してSDGsに貢献していく。

37

株式会社飛鳥典禮

その他のサービス

・川崎市の南北火葬場に使用済ローソクの回収BOXを設置
した。

38

株式会社アズタック

建設業

・防水・断熱性能の高い塗料や、耐久性の高い塗床材を使
用することで、建築物の長寿命化を図っている。

39

AZLIX株式会社

卸売・小売業

・事務所の照明を全てLEDタイプに変更した。
・エアコンの冷房では28℃に設定している。

卸売・小売業

・高齢者、障がい者など社会的弱者が使いやすいよう配慮
した製品・サービスを提供している。
・福祉・介護、育児、貧困・差別など社会課題の解決を目的
とした製品・サービスも提供している。

情報通信業

・省・脱炭素に向けて再生可能エネルギーの促進（自家消
費型太陽光発電システム導入）
・リデュース・リユース・リサイクルの更なる推進に取り組
む。
・障がい者、高齢者、外国人など多様な人材の活躍支援に
取り組む。

40

41

有限会社アタカ

アットホーム株式会社

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）

42

株式会社アップ総合企画

建設業

・建物環境保全業務といってインフラ整備・清掃等により、
安全な水と衛生を提供するとともに、エネルギー効率の改
善に貢献している。
・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。
・カーボンニュートラル社会の実現のため、新商品（ハイス
ペック薪ストーブ）の開発に取り組んでいる。

43

株式会社UP＆DOWN

その他のサービス

・有給休暇の取得しやすい職場環境の整備
・水道・電気等の使用量の削減
・今後は店内の照明をすべてLED化する予定

44

株式会社アテナイ

保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

・主に高齢者・障がい者等を対象とした、福祉・介護サービ
スの提供
・川崎市在住の人材採用を積極的に行っていく。

45

株式会社アドバンス

その他のサービス

・特に、WEB広告に関連した、「顧客の費用対効果の最適
化」に力を注いでいく。

46

株式会社アドバンスクリエート

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・省エネルギー化への転換
・再生エネルギー製品の開発

運輸・郵便業

・当社では産業廃棄物業者の中でも特に優れた事業者が
受けれる優良認定「産廃プロフェッショナル」を取得
・今後はその上の「産廃エキスパート」取得を目指した取組
を行いたい。
・節電等できることを継続し省エネ意識の向上を図る。

製造業

・環境に配慮し、ゴミの分別、減量へ積極的に取り組んでい
る。
・障がい者雇用の受け入れを実施し、誰もが平等に働ける
社会の形成に向け努力している。

47

48

アトラス商事株式会社

有限会社アネスト

49

有限会社アバンテック

卸売・小売業

・女性活躍の推進
・RoHS指令の遵守を徹底。製品に使用する有害物質の削
減を行っている。
・知的財産保護の取組を行っている。

50

株式会社Aprove

専門・科学技術、業務支援サービス業

・紙面にて作業・管理を行っているものの電子化に努める。
・川崎市民の雇用を検討する。

51

アペックス環境株式会社

その他のサービス

・建築材料のアスベスト含有量や対策の提案、工事を事業
としており、各企業に事業を通じて環境配慮、健康被害につ
いて説明を行っている。
・今後は事業に止まらず、広く一般に向けて、アスベストが
及ぼす健康被害、環境破壊を周知して、日本の未来を守る
ことを目指している。

52

株式会社アポロオートモービル

卸売・小売業

・電気自動車の率先推販
・各ペーパーレス手続き
・節電、節水

建設業

・本社設備をLED化し、省エネルギー活動を実施している。
・現場におけるプラスチックごみの削減について取り組んで
いる。
・脱酸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。

53

有限会社奄美圧送

54

株式会社アミ

建設業

・小さな取組であるが、設備をLED化し省エネルギー活動を
実施している。
・現場におけるプラスティックゴミの削減について取り組んで
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。

55

雨宮家庭電器株式会社

卸売・小売業

・省エネ性能の高い商品販売だけで終わることなく、既存顧
客へのアフターフォローを実施し、店頭へ来店される頻度の
少ない高齢のお客様への声掛け活動を行っている。

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）

56

株式会社歩

保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

・子ども一人一人の個性を大切に、安心安全の保育を提供
するよう心がけている。
・「家庭的保育」という、家庭に近い小さなコミュニティである
という特性を有効に活用し、保護者や地域の方々に愛され
る憩いの場にしていきたいと考えている。

57

株式会社ARAIトーアメンテサービス

その他のサービス

・事業の拡大に応じて川崎市内の人材採用を行う方針

卸売・小売業

・川崎市における施策、事業に協力している。
・「ISO14001」の認証を取得している。
・非営利団体等への寄付活動を行っている。
・長時間労働を抑制する取組がある。

58

株式会社荒川商会

59

株式会社アルテック

その他のサービス

・色々な人材が働きやすい職場環境を構築しており、多種
多様な人材が活躍できる場を創出している。
・今後、地元小学校等の職業体験の現場として清掃現場を
体験して頂くことで、雇用体験と将来の夢の形成を通じて、
地域貢献を強化していきたいと考えている。

60

アルテの合同会社

卸売・小売業

・フードロスゼロへの取組
・労働環境の改善

建設業

・環境に配慮する取組の一環として、省エネや3Rの推進に
注力している。
・内装工事を行う中でも、再生材料を使用したり、環境にや
さしい資源を有効活用できるよう努めている。

61

株式会社ALBA

62

株式会社アルファ

専門・科学技術、業務支援サービス業

・省エネルギー化を目標としたエネルギーの効率化提案
・再生可能エネルギーの活用、提案
・営業コンサルティング部門における様々な人材の活躍支
援

63

アローズ株式会社

建設業

・毎月、安全衛生協議会を行い危険予知活動を行う。
・資格取得の支援を行い、安全意識を高める。

株式会社アローズ

卸売・小売業

・長時間労働抑制を目的として、①配達時の渋滞回避のた
め、従業員の業務開始時間を前倒し、②顧客からの受注締
め切り時刻を前倒し
・活動中の事故を防止を目的として、①月曜日・木曜日に事
故防止に関するミーティングを実施、②月に1回トヨタのディ
ラー担当者による事故防止に関する研修を実施

65

ALOHATOKYO株式会社

・登戸駅周辺の地域発展のため、川崎市及び小田急線と協
力しフードトラック店を開店
・当社のハワイアン料理で地域を盛り上げていけるように事
宿泊・飲食サービス業
業活動を行っている。
・今後は地域のイベント、行事等に積極的に参加していきた
い。

66

株式会社アロハプロパティーズ

不動産業

・本店所在地周辺の道路、遊歩道の草刈などの地域貢献
活動

卸売・小売業

・女性の活躍推進
・地域行事への積極的参加
・地域で育つ子ども成長の見守り（こども110番店舗登録や
地域子供向けイベントへの参加、店舗内にこどもの居場所
づくりを地域で協力（目標1、3）、福島県南相馬市南相馬サ
イエンスラボ賛助会員として地方への出張授業アシスタント
活動を通して新しい教育活動促進の協力（目標10、12））
・近隣の外国人店舗との積極的な交流やコロナ禍での家賃
補助他補助金等の申請サポート、低賃金となり家賃が支払
えない外国人の公団への申込みサポート（目標1、10）、今
後は地域の異文化共生活動に協力する予定で既に活動開
始
・生産者より仕入れ商品のロスを可能な限り削減できる工
夫（目標12）、高齢者、生活保護者が気楽に立ち寄れる声
かけを実施、下校中小学生への声かけを実施するコミュニ
ケーションにより孤独を作らない社会に貢献

64

67

アンテナショップ青空

No.
68

企業・団体名
株式会社アンビシャス

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

・環境に配慮し、ゴミの分別、減量へ積極的に取り組んでい
る。
・障がい者雇用の受入を実施し、誰もが平等に働ける社会
の形成に向け努力している。

69

株式会社安楽工務店

建設業

・現在、事業所のLED化が終了している。
・自社施工で建築する戸建に関しても、省エネ設備等の導
入も検討していきたい。
・お客様の環境配慮の意識の高まりについて日々感じてい
ることからSDGsへの貢献につながる様であれば、お客様へ
省エネ設備の提案することも社内で協議していきたい。

70

株式会社イー・アイ・イー

製造業

・省エネルギーに繋がる検査装置、センサー応用製品等の
技術提供をしている。
・高齢者など 多様な人材の活躍支援に取り組んでいる。

製造業

・畳を張り替える際、畳本体ごと取り替えるのではなく、畳の
表部分のみを張り替えるため、常に再利用の意識を持ち、
活動している。
・現場におけるプラスチックゴミの削減について取り組んで
いる。

その他のサービス

・空調機の分解薬品洗浄を行っており、使用する洗浄剤は
環境に配慮した無リン洗浄剤を使用している。
・空調機内部の熱交換器を洗浄することにより、電気代の
節約につながり、ＣＯ２排出抑制になると考えている。

卸売・小売業

・MSC認証・ASC認証の水産物、FSC認証商品、フェアト
レード商品の販売
・マイバッグ・マイバスケット運動、商品容器回収・再利用の
仕組み（LOOP）の推進
・ご当地WAON（川崎きらりWAON）による地域社会への寄
付活動
・黄色いレシートキャンペーンによる地域のボランティア団
体への支援

製造業

・有能な技術者を定年後も雇用を継続する等、働きやすい
環境づくりに努めている。
・お客様のご要望に対して当社のノウハウを活かすことでお
客様の品質の安定化とコスト低減（省エネ）につなげてい
る。
・医療機器向け等のサプライチェーンの維持が求められて
いるためBCP機能を強化する。

卸売・小売業

・店舗の照明をすべてLED化する。
・地域のお祭りや商店街行事に積極的に取り組むことに
よって活性化に繋げる。
・ハンガー等の廃棄処分となってしまうものはリサイクルに
回す。

不動産業

・地域の物件情報No.1を掲げ、不動産賃貸仲介を通じた最
適なプランの提示により、「住み」「働き」やすい街づくりに貢
献してきた。
・女性従業員が全従業員の約半数を占めるなど誰もが働き
やすい職場づくりに努めている。

71

72

73

74

75

76

飯田畳店株式会社

株式会社イーピーティ

イオンリテール株式会社 イオンスタイル新百
合ヶ丘

株式会社池上精機

株式会社池三商事

株式会社石原興業

77

株式会社石本興業

建設業

・住宅建築はもとより、伝統的な建築様式を踏襲しつつ現代
技術による安全性の高い寺院建築を行うことにより、災害に
強いまちづくりの実現に向けた事業を行っている。
・年齢を問わず長きに亘って活躍できる職場環境の整備に
努めている。

78

有限会社イズミ化成

製造業

・電力消費量の削減
・可能な限り最小限の材料で製品を製造

79

板橋工業株式会社

建設業

・環境に配慮した材料を使用することでVOC対策を推進し、
また工事中の騒音・臭気対策も行っていくことで、誰もが安
全で健康な生活ができる街づくりを目指している。

80

株式会社いちごの樹

卸売・小売業

・長時間労働を抑制するために①定休日の設定②商品数
の絞込み③半製品の利用促進④製造ラインの機械化⑤仕
入業務の外注化
・顧客との双方間やりとりのために、ホームページのリ
ニューアルを実施、インスタグラムを開設
・電子ブレイカー、大型冷凍冷蔵庫、エアコン、ショーケー
ス、食洗機等を省エネ型へ切替

81

ICH・GO向ヶ丘遊園店

その他のサービス

・LEDライトの導入により省エネの取組を進めている。
・カラー料金の一部を寄付している。

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）

82

市原クレーンサービス株式会社

建設業

・長時間労働の是正
・省エネ・節電活動の実施
・事故防止対策の徹底

83

市原塗装株式会社

建設業

・作業現場での服装、作業手順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。

84

株式会社一色

建設業

・事務所のゴミの分別等環境に配慮した事業活動

85

株式会社イッツコーポレーション

情報通信業

・現在は、開発効率を上げること及びサーバ数の削減を行
い、資源の削減を行っている。

建設業

・水処理施設の設備メンテナンスを通じて、適切に汚水処理
をすることで自然環境保護と人々に安心・安全な水を供給
する。
・資格取得補助で資格取得を支援し、安全意識を高める。
・ウクライナへの募金活動

86

有限会社五和建設

87

株式会社イデアクラフト

建設業

・弊社の現状における取組として、天然資源の持続的利用
に配慮した認証製品調達や、廃材の削減、資材の再利用を
行っている。
・現段階では、その使用率、廃材削減量、再利用の割合の
管理確認を数値化できていない部分があるので、目に見え
る形で取り組むことに力を入れたい。
・川崎市の仕事や環境に関連するイベント関係にも携わり
たい。

88

株式会社井出事務機

卸売・小売業

・節電、節水を行っている。
・ハイブリッド車を導入している。
・女性を積極的に雇用している。

89

株式会社伊藤商会

卸売・小売業

・SDGsに関わるギフト商品を販売することで、脱炭素社会
の実現などに貢献したい。
・障害者雇用を目指していく。

90

稲田電機株式会社

建設業

・更なる労働環境の向上、残業、休日出勤の削減
・事務所内の照明LED化、会社内の事務用品（コピー用紙
など）をPEFC認証の製品使用
・省エネ、節電活動
・省エネルギー製品の提供、工事

91

稲田勝税理士事務所

専門・科学技術、業務支援サービス業

・スタッフ全員が仕事と生活の調和を図り、適正なライフ
ワークバランスを実現できるよう努めている。

建設業

・川崎市の災害協力事業所に指定されており、定期的に市
や近隣事業者との会合を行い、また2019年の中原区の台
風被害の際には実際に廃材の撤去等地域の復興に関する
活動も行った。
・今後も継続することに加え、従業員の教育、安全対策にも
注力し、更なるサービスの向上を目指していく。

建設業

・材料ロスをなくすべく事前準備を行い、適材適量及び節電
等の環境への配慮を行っている。
・後継者として息子を現場で育てており、取引先との関係維
持及び事業継続についても取り組んでいる。

92

93

株式会社井上工務店

井上塗装店

94

株式会社衣鳩工務店

建設業

・川崎市と連携し災害時に協力できる体制を整備する。
・事務所を改修し、照明器具をLED化へ交換、窓は断熱遮
光フィルムを張る。
・産業廃棄物の消滅、再生資源利用を徹底している。
・地域で開催している「母子家庭」支援に貢献している。

95

有限会社イマイ

建設業

・事業承継に取り組んでいる。
・活動中の事故対策を徹底している。
・長時間労働の是正を行っている。

96

株式会社今一工業

建設業

・長時間労働の是正
・省エネ・節電活動の実施
・事業承継活動の実施

97

イリオス株式会社

製造業

・省エネ、節電を心掛け事務所内の電力に使用頻度や使用
時間を管理して、効率化を図る。

卸売・小売業

・「着るゆたんぽ」の普及を促進することにより、ゴミの削減
及び温室効果ガスの削減を目指す。
・各種申請書のペーパーレス化、印鑑レス・省力化
・事務所のLED化、低公害車の導入

98

合同会社iroha&t

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）

99

株式会社岩崎工業所

建設業

・省エネルギー、クリーンエネルギー促進に向けた技術・技
能を提供している。
・災害防止活動、安全意識の向上を図るイベント・セミナー
に参加している。

100

有限会社インテリア吉野

建設業

・現在は節電に努め、消費電力の抑制を図っている。
・今後はリモートワークを一層推進し、長時間労働の抑制に
努める。

その他のサービス

・コーチングマニュアルを整備し、雇用する従業員に対し
コーチスキル上昇の機会を提供
・質の高い指導が顧客満足に寄与し、結果ゴルフ人口の増
加から企業成長、経済成長を目指す活動を行っている。

101

インテンショナルゴルフ株式会社

102

株式会社infinity

その他のサービス

・若者や女性、ママさん美容師が復帰しても働きやすい職
場環境を構築しており、多様な人材が活躍できる場を創出
することで、よりよい社会の実現のサポートを行っている。
・地元中学校への職場体験に協力することで、市内企業と
しての社会的責任を全うしている。

103

株式会社インプレッシオ

製造業

・節電や節水等身近なものについては行っている。
・今まで以上の削減に取り組みたい。

104

合同会社インプレッション

その他のサービス

・障がいをお持ちの方への健全育成
・障がいをお持ちの方への職業能力開発
・雇用機会の充実による経済活動の活性化

105

株式会社VARES

卸売・小売業

・現在長時間労働の抑制や節電等に取り組んでいる。
・今後においても多種多様な人材の育成に力を入れていく。

106

株式会社ウイット・タカダ

製造業

・川崎市民の積極採用・活用を行っている。

107

株式会社WIN1058

その他のサービス

・店舗がある川崎市民を従業員として登用している。

108

株式会社Win Bear

建設業

・作業の工程で発生する産業廃棄物の削減と適切な処理
分別

109

株式会社ウエストリバー

卸売・小売業

・節電やリサイクル等を行っている。
・今後において引き続きできることを行っていきたい。

110

株式会社上田設備

建設業

・働きやすい職場環境づくりを行うことで、従業員の健康に
配慮し、無事故を達成する。
・節電等できることを継続し省エネ意識の向上を図る。

その他のサービス

・川崎市の医療的ケア支援事業に協力している。
・地域の事業者と連携し、在宅療養者のQOL向上のための
各種情報提供や保険外サービスの提供を行っている。
・社員には女性が多く、女性の働きやすい職場環境の提供
に尽力している。

111

株式会社ウェルネス

112

有限会社宇佐美

その他のサービス

・省エネルギー、節電、節水
・働きやすい職場環境づくり
・マテリアルリサイクル
・廃棄物の削減

113

有限会社宇田川商店

卸売・小売業

・店舗照明の全面的なLED化等、省エネ設備を導入にする
ことで二酸化炭素排出量の削減に取り組む。

その他のサービス

・今後、現状よりも川崎市内在住の従業員の割合を高め
て、市内における雇用の促進を図る方針
・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。

その他のサービス

・事務所のLED化を進めていく。
・サーバー内のみで完結するラジオ制作のシステム作りを
行うことで、ラジオテープ削減に繋げていく。
・SDGs関連の情報をラジオ放送にて推進していく。

建設業

・安全衛生協議会を設置し、月1回事故事例等からヒヤリ
ハットの確認や事故を未然に防ぐための対策について共有
している。
・太陽光発電を設置しており、再生可能エネルギーの利用
を進めている。
・事務所の空調や蛍光灯等は省エネのものを利用してい
る。

114

115

116

株式会社内海商事

梅屋合同会社

株式会社エイシークリエイト

No.
117

企業・団体名
有限会社栄治工務店

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

・近隣にお住いの方への気配りや現場の清掃活動
・省エネ、節電の促進
・端材のリサイクル、リユース促進

118

永新プラスチック商事株式会社

卸売・小売業

・環境に配慮した再生プラスチックのリサイクルを推進して
いる。
・取引先への再生プラスチックや環境に配慮した素材への
材料の転換を提案・推進している。
・ホームページ等で、環境配慮の取組みや情報提供を行っ
ている。

119

株式会社エイセー美装

建設業

・塗るだけで「暑い・寒い」といった問題を解決する、快適な
住空間を創出する断熱セラミック塗材を使用し、省エネに貢
献している。

その他のサービス

・省エネ設備（ＬＥＤ照明、省エネ対応エアコン、節水ボイ
ラー）の導入
・高齢者、身体の不自由な顧客へ配慮したサービス提供
・環境に配慮した製品（シャンプー、カラー剤等）の利用

120

有限会社エイチ・エス・エスカレーション

121

株式会社エイト

建設業

・小さな取組ではあるが本社設備をＬＥＤ化し、省エネル
ギー活動を実施している。
・現場におけるプラスチックゴミの削減について取り組んで
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。

122

合同会社エイムス

卸売・小売業

・障がい者方への就労支援
・外国人の雇用
・地域雇用の貢献

123

株式会社エーアールエー

建設業

・事業を通じて、社会基盤である「建物」の維持・資産価値
の向上に努め、社会資源の有効活用に取り組んでいる。
・地域住民の雇用を積極的に行い、雇用の機会を提供して
いる。

124

AI空調株式会社

建設業

・働きやすい職場環境づくりを行うことで、従業員の健康に
配慮し、無事故を達成する。
・節電等できることを継続し省エネ意識の向上を図る。

125

A&Tロボティクス株式会社

製造業

・現在ロボットサプライヤー・ロボットシステムインテグレー
ターとして製造業の自動化を推進しているが、今後は開発
を行っていき、協働ロボットをより身近なものにすることで、
お客様の自動化をより行いやすい環境を構築しさらに経済
成長を促進する。

126

Aクラフト株式会社

建設業

・定期的に取引先との意見交換会を開催し、互いの関係構
築、指導や助言を行っている。

127

株式会社ＡＣ＆Ｍ

情報通信業

・SDGsの目標達成に取り組んでいる事業者の問題、課題を
お聞きし、IoT分野で解決できる方法を模索し、具現化して
いきたい。

128

株式会社エーシーエム

製造業

・地域企業や教育機関に対し、工場見学の機会を随時開放
しており、地域社会とのコミュニケーション機会を設けどのよ
うな会社、人、モノがあるのかを発信し地域社会の魅力を広
げている。
・大型車の交通量が多い地区であり、交通安全が守られる
ように自治体と連携を図り、地域に貢献している。

129

エージーティー株式会社

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・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。

130

エージェーエス株式会社

その他のサービス

・警備を通じて、市民の安全確保を図る。
・働きやすい職場環境の構築
・隊員の知識や技術向上が図れる環境をつくる。

131

株式会社ACE

建設業

・川崎市在住の従業員雇用に注力する。
・環境配慮型車両への買い替えを検討する。

建設業

・工事工程や、労働管理のデータ化に伴う、情報セキュリ
ティシステムの強化
・女性の活躍推進のため、女性従業員の積極的な雇用、管
理職への登用

132

株式会社エースプラン

No.
133

企業・団体名
エースライズ株式会社

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

・事務所の空調設備や照明の省エネ化、節電を実施してい
る。
・今後は、川崎市内での雇用を積極的に行い、市内雇用の
促進に貢献していく。

134

ＡＴマシナリー株式会社

製造業

・海洋汚染、土壌汚染を防止する新たな樹脂材料を用いた
製品の実用化に向けた研究
・森林伐採を行わないセルロースの製造元と提携し販売を
実施
・バイナリー発電装置の市場投入による化石燃料消費の低
減

135

エジック株式会社

卸売・小売業

・本社、工場のLED化により省エネを実施
・プラごみの削減
・事業承継により、永きに亘る地域貢献

136

エジックカスタム株式会社

その他のサービス

・本社、工場のLED化により省エネを実施
・プラごみの削減
・事業承継により、永きに亘る地域貢献

その他のサービス

・スーパーフレックス制度やテレワーク（在宅勤務）が出来る
ような労働環境を整備している。
・ハラスメント防止の観点から、講習会を開く等教育制度を
整備している。

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・本社設備をLED化し、省エネルギー活動を実施している。
・設備工事において、エコケーブルやLEDを採用し、取り入
れる。
・女性社員の声が届きやすい環境作り

137

138

株式会社エス・イー・オー

株式会社エスエイエンジニアリング

139

株式会社エスエムディシー

その他のサービス

・現在太陽光発電所建設に向け、エネルギーの活用を最大
限に引き出す取組を、技術メーカーとも協議している。
・周りの環境にも配慮して、緊急避難設備、電源の地元へ
の供給考えている。
・賃貸アパートについては、現在最少エネルギーで最大活
用できるLED、エレベーター、壁紙、材料品質の改善にも検
討している。

140

株式会社ＳＫジャパン

その他のサービス

・エコアクション21にて認証登録し、CO2削減に向けて、電
気・ガス・ガソリン・水道・ＬＰガス・ゴミ廃棄・紙使用の削減、
環境配慮製品・技術・サービスの提供に取り組んでいる。

教育（ＰＴＡを含む）

・女性を積極採用し、ワークライフバランスをとりやすい働き
方について定期的に意見交換
・コロナ禍より完全リモートワークを実施。今年4月より恒久
的なリモートワーク体制へ正式移行
・高校向けに、SDGsを含めた社会課題についての理解を深
め、考えることで思考力を養う、オンライン学習サービスを
構築中

その他のサービス

・スポーツ実施機会の創出や少子高齢化社会における健康
増進に向けたバレーボール教室や健康イベント
・子どもたちが安心して暮らせるまちづくりを目指す交通安
全教室への参加や防犯自動販売機の設置促進
・環境を守り住みやすいまちづくりを目指した清掃活動やエ
コ活動、自然環境への取組
・子ども・若者の孤立や人とのつながりの希薄化を解消する
ための地域イベントの参加・交流 など

製造業

・事業を通じたイノベーション、環境配慮型製品の研究開発
・働きやすい職場づくり、人材の活躍
・化学物質の管理、労働安全衛生の推進
・産業廃棄物の削減
・危険物試薬の在庫管理
・安全教育の推進、安全な労働環境の提供
・カーボンニュートラルに向けた活動

その他のサービス

・各利用者様への訪問看護サービス並びに訪問介護サー
ビス
・省エネ運動や節電
・今後は居宅介護支援事業所を設立し介護サービスの説明
やお手伝いを本人・ご家族へする予定
・その後、デイサービスなどを開設し介護でお困りのご家族
に対して貢献していく予定

141

142

143

144

株式会社エスワイティ

NECレッドロケッツ

ＮＯＦメタルコーティングス株式会社

NCかわさきホームケア株式会社

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）

145

株式会社エヌティエス

建設業

・営業車両や従業員の移動車両にハイブリッド車を導入し、
燃費削減に取り組んでいる。
・外国籍労働者や地元出身従業員を雇用し、地域の多様な
人材の積極的な雇用
・地域の祭事に参加し、地域貢献を行っている。

146

有限会社エヌビー

建設業

・定期的に取引先との意見交換会を開催し、互いの関係構
築、指導や助言を行っている。

147

株式会社エヌホーム

建設業

・建築工事で発生する産業廃棄物の管理を徹底して行って
いる。
・今後は環境に配慮した資源の活用を進めていきたい。

148

株式会社榎本建設

建設業

・建築資材を無駄にしないようい日々管理を行っている。
・コピー用紙の削減に向けてデジタルで管理するものを増
やし、裏紙等を利用している。
・今後は省エネ住宅の建設等を施工したい。

149

株式会社エピック＆リリック

卸売・小売業

・ＬＥＤ照明の導入等ので省エネ活動推進
・体験会による地域活性化の活動推進
・環境配慮型の製品の取り扱い増加を推進

150

合同会社FＩＪ

卸売・小売業

・環境に配慮したゴミの分別や減量に取組、プラスチック製
品から紙の製品への移行促進、障がい者雇用の受け入
れ、誰もが平等に働くことのできる社会形成に向け、努力を
している。

151

有限会社エフ・イー・シー

建設業

・ウォーターサーバーを設置しペットボトルの使用削減
・LEDライトの使用による電力削減

その他のサービス

・省エネ運動、節電活動の実施
・従業員、構成員の福利厚生をはじめとした健康促進のた
めの活動
・地域のお祭りや行事に参加している。

建設業

・現場の木くず、鉄くず、紙等の分別やリサイクル活動
・取引先である㈱アミカテラ（植物性かつ生分解性のプラス
チック代替素材製品開発業者）が取り扱う「植物繊維の食
器」を積極的に使用

152

153

株式会社エフケイプラン

FKS株式会社

154

Fcom（株式会社つぐに）

その他のサービス

・1日も早く製品化を目指したいが、予算的に弊社だけでは
製品化は不可能
・そのため、日々パートナーを探す営業活動をしている。
・現在は国内でのビジネスモデル特許は取得済みで、これ
から海外出願をするところである。
・起業してすぐコロナ禍となり、絶望的な状況ですが、まだ
諦めません。

155

株式会社エフスペック

建設業

・社内ルールの策定をし、働きやすい職場環境づくりを行う
ことで、今まで同様に現場での無事故を達成する。
・節電等のできることを継続し省エネ意識の向上を図る。

156

有限会社エム・エス・ピー

不動産業

・不動産コンサルティング業を行う中で、建築主に対して、
保育園施設及び設備において、質の高い環境の中で子供
を保育することが可能な保育園建物の提案、高齢者施設の
建設により高齢者社会における福祉施設の充実に寄与す
ることを念頭に置いた提案を行い、地域社会への貢献に取
り組んでいる。

157

株式会社エム・レジン

建設業

・従業員の資格取得支援、研修会の参加促進
・材料ロス削減、電力削減

その他のサービス

・お客さま、地域への貢献・・・セミナーの開催や企業間の
マッチングなど、同業他社、中小企業の持続可能な経営を
支援している。
・地域環境への貢献・・・節電対策としてクールビスを実施
し、証憑類などのデジタル化を進め、輸送エネルギーの削
減、作業の効率化を図っている。

158

株式会社LR小川会計

No.

159

160

161

162

163

164

165

166

企業・団体名

税理士法人LRパートナーズ

社会保険労務士法人LRパートナーズ

行政書士法人LRパートナーズ

株式会社EN

オイテル株式会社

O.E.N.株式会社

オーイーシステム株式会社

有限会社大石製作所

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）

その他のサービス

・お客さま、地域への貢献・・・セミナーの開催や企業間の
マッチングなど、同業他社、中小企業の持続可能な経営を
支援している。
・地域環境への貢献・・・節電対策としてクールビスを実施
し、証憑類などのデジタル化を進め、輸送エネルギーの削
減、作業の効率化を図っている。

その他のサービス

・お客さま、地域への貢献・・・セミナーの開催や企業間の
マッチングなど、同業他社、中小企業の持続可能な経営を
支援している。
・地域環境への貢献・・・節電対策としてクールビスを実施
し、証憑類などのデジタル化を進め、輸送エネルギーの削
減、作業の効率化を図っている。

その他のサービス

・お客さま、地域への貢献・・・セミナーの開催や企業間の
マッチングなど、同業他社、中小企業の持続可能な経営を
支援している。
・地域環境への貢献・・・節電対策としてクールビスを実施
し、証憑類などのデジタル化を進め、輸送エネルギーの削
減、作業の効率化を図っている。

卸売・小売業

・環境問題を配慮したリサイクル素材の製品への導入
・従業員のワークライフバランスを実現するためのフレキシ
ブルな就労体系の導入
・将来の脱炭素社会を目指し店舗、事業所へのLED照明な
どの省エネ設備の導入

情報通信業

・OiTrサービスの普及により、社会課題となっている生理の
貧困解決を目指す。
・具体的には、OiTr設置の施設で生理用品を無料で利用で
きる環境を作り、なおかつそれをビジネスとして持続可能な
ものとして維持できる体制を構築している。
・生理用品が無料でもらえることで、女性の社会進出の一
助となり、ジェンダー平等の達成にも繋がるものと考えてい
る。

運輸・郵便業

・３R（リデュース・リユース・リサイクル）により廃棄物の大
気、水、土壌への放出を削減する。
・交通法規を遵守し、安全運転への啓蒙を実施することによ
り、社員本人、その家族を守る。
・環境に優しい低公害車の導入
・各種申請書のペーパーレス化、印鑑レス・省力化を進めて
いる。

その他のサービス

・新社屋建設時にもLED照明を設置して消費電力を抑えて
いる。
・できるだけ在庫をなくし、産廃の量を減らす努力をしてい
る。
・ゴミの分別にも配慮している。

製造業

・今後、設備をLED化し省エネルギー活動を実施する。
・現場におけるプラスチックゴミの削減について取り組んで
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。

167

OSA.クラフト株式会社

建設業

・フレックスタイム制の導入により、働きやすい職場環境構
築に取り組んでいる。
・従業員の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。

168

有限会社オーエルエス

建設業

・医療団体に寄付活動を行っており、今後は様々な非営利
団体に寄付していきたい。

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。
・令和３年度「かわさき☆えるぼし」認定取得をし、さらなる
飛躍を目指している。
・現場から出た廃材木材等を弊社脇に置き一般の方へ使っ
ていただいている。

169

大川原建設株式会社

No.

170

企業・団体名

有限会社大木石材店

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

・地域の行事・清掃・防災などの参加やお墓相談会の実施
・石材業・建設業で必要な資格取得やセミナー参加のサ
ポート
・地元中学校の社会学習の一環として「技能職者に学ぶ」の
講義を実施
・石材工事や撤去工事で出た石材を加工・粉砕してリサイク
ル材として再利用

171

株式会社大茂建工

建設業

・職場環境を整備し、働きやすい体制を整備している。
・無駄な電力使用を抑制し、自然環境を考慮した経営を
行っている。
・地域社会への貢献を常に意識し、業務に当たっている。

172

有限会社大島製作所

製造業

・施設内の照明のＬＥＤ化
・従業員を市内の人の雇用や高齢者などの人材雇用に努
めている。

173

大城興業株式会社

製造業

・製造事業では、再生利用可能な素材を使用した商品の開
発に取り組み、また、リースレンタル事業を中心に商品の廃
棄ゼロを目指している。
・運輸事業では、クラウド型ドライブレコーダーと導入し、徹
底したエコドライブ走行を指導して化石燃料の排出を抑える
活動を行っている。

174

株式会社大隅興業

建設業

・透水性の高い道路づくりや、舗装工事を通じ、どのような
方でも通行しやすい環境づくりを心がけている。

175

大曽根運輸株式会社

運輸・郵便業

・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。
・取引先・関係団体全体で環境・社会への取組を促進する
ために、取引先・関係団体の意見を聞く場を設けている。

176

有限会社大竹タイル店

建設業

・安心安全の現場づくり
・省エネルギー活動の促進

177

おおつか整骨院・鍼灸院

保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

・来院される患者様に丁寧に症状を聞き、早く健康的な生活
を取り戻していただけるよう、適切な施術を行う。
・セルフケアや高齢の方でも簡単にできるケアなどを提案
し、健康な状態が長続きするよう施術を行っている。
・「すべての人に」、できることから健康になっていただける
よう、心がけている。

178

株式会社Autowiz Japan

その他のサービス

・多様な人材（主に外国人）の受け入れをし、人材育成に力
を入れて取り組んでいる。

179

有限会社オートグラスタカハシ

その他のサービス

・環境に配慮した材料を使用し、またLED及びエアコン等に
よる電力消費の削減
・二酸化炭素や有機溶剤の少ない、環境に対応した材料を
使用
・単に交換によらない廃棄物の削減

180

有限会社大野建設

建設業

・省エネルギーにつながる技術を提供している。

181

大橋自動車販売株式会社

その他のサービス

・自動車に使用するオイル等は長期間使用できる製品へ転
換することや、タイヤやパーツ等もリユース品をお客様へ提
案、提供することで、廃棄物を減少させ地球環境を守る取
組を行っている。

182

有限会社大橋製作所

製造業

・現在は、LED照明の導入（脱炭素）を実行している。
・現在、二人での勤務であり多忙であるも、残業時間の軽減
（働き方改革）に今後は取り組んで行きたいと考えている。

183

株式会社太堀

農林水産業

・日光工場に太陽光パネルを設置し、脱炭素化に取り組ん
でいる。
・UD食品（ユニバーサルデザインフード：介護食）の提供に
より、福祉の提供に努めている。
・コージェネレーションシステムを設置し、ＬＮＧから電気を
作り出しＣＯ2削減に取り組んでいる。

184

有限会社大村端子製作所

製造業

・消費エネルギー削減による環境配慮活動の推進
・川崎市内取引業者の増加を目指すことで地域活性化に貢
献する。

No.

185

186

企業・団体名

有限会社オールウェイズ

株式会社オガサワラ

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

・残業代は40時間分を想定した雇用契約を行っているが、
実際の労働時間は40時間未満の従業員が大半
・今後も同様の雇用形態を維持しつつ、従業員数増加を目
指す。
・環境配慮型車両に切り替えることも予定
・当社の広告事業のノウハウを活かし、設備を活用しながら
地域の活性化をすべく地元事業者や行事の宣伝を積極的
に行いたい。

卸売・小売業

・こども達に学童保育でのお菓子の提供を通じての食育や
必要数のみ提供し消費する食品ロスやプラごみの削減に取
り組んでいる。
・企業が希望する利便性を高める事により共働きの家庭、
一人親家庭にも働きやすく経済成長を促し住みやすい街づ
くりにも貢献している。

187

有限会社オガタ

製造業

・従前までの道路カッターはガソリンを燃料としていたもの
が大半だが、電気モーター駆動の道路カッターを開発して
おり、温室効果ガス削減につなげる活動を行っていく。
・自社内において節電・節水等による企業努力を続けてい
く。

188

株式会社小川設備

建設業

・建築資材の適切なゴミの分別
・環境配慮型車両の導入
・ＬＥＤ照明等の省エネ設備導入

189

株式会社オキナ

建設業

・働き方改革の一環として、従業員の適正な勤務時間の管
理及び男女問わず産休・育休の取得を積極的に推進し、働
きやすい環境を提供するようにしている。

190

株式会社奥村組横浜支店

建設業

・女性活躍推進への取組及び健康づくりへの支援（体の健
康、こころの健康）
・再生可能エネルギー事業への取組（バイオマス発電）
・農業を通じた地方創生（夏秋いちご栽培・出荷・販売事業）
・微振動から地震動まで対応できるオールラウンド免震の
普及、展開

191

有限会社尾崎工業

製造業

・プラント用機械器具の加工・組立を通じ、国内の製造基盤
を支えている。

192

株式会社オスモ

専門・科学技術、業務支援サービス業

・河川や海洋の水質汚濁や土壌汚染等を防止すると共に工
場等の排水を再利用するための浄化装置を提供している。
・環境負荷を軽減できる装置の開発・普及に努めていく。

専門・科学技術、業務支援サービス業

・事務所の照明をLEDに切り替えることにより、社内の電力
使用量の削減を図っている。
・従業員同士が現在の業務内容を共有できる体制を作るこ
とで、残業時間の抑制に取り組んでいる。

建設業

・企業全体の省エネ化・環境に配慮した車両の導入
・外国籍労働者や高齢者を雇用し、多様な人材の積極雇用
・川崎市の従業員を積極的に雇用し、地域の活性化を図
る。

建設業

・今後、同業他社とも協力して工事で余った資材などで廃棄
処分にされてしまうものを当社で引き取り、当社で扱ってい
る現場や必要としている事業者への再提供などで有効活用
できるような仕組みを作っていけたらいいなと考えている。

193

194

195

株式会社オダカ

小田土木株式会社

株式会社OTO

196

有限会社乙訓材木店

卸売・小売業

・合法に栽培された木材を循環型資源として供給する事で、
森林の維持に貢献している。
※合法木材供給事業者の認定を受けている。（神奈川県木
連認定 第116号）

197

株式会社おとや

卸売・小売業

・事務所のLED化を図り、省エネ化を図る。
・受発注の徹底管理を行いロスゼロを目指す。

No.

198

企業・団体名

株式会社小幡工業所

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）

建設業

・営業車輌のハイブリット化や事務所のLED化を図り、省エ
ネを推進していく。
・今後外国人などの実習生受入等行い、活躍支援枠を広げ
ていきたい。

199

帯野工業株式会社

建設業

・事務所の電気を一部LED照明に切り替えることで、電力使
用量の削減をしている。
・川崎市の施設の受注も積極的に取り組んでいる。
・従業員の資格取得のサポートの為、研修費や試験費を当
社が負担している。

200

株式会社オフィス越川

その他のサービス

・公正な関係、取引が継続されるように社内の体制を整えて
いる。

201

株式会社オリエント冷熱

建設業

・生活インフラである上下水道の工事を行うことで、地域住
民の方々に安全な水をお届けしている。

202

有限会社CarCraft

その他のサービス

・長時間労働の抑制に取り組んでおり、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。

その他のサービス

・車に質の高い持続性のあるコーティングを施すことによっ
て、車の洗車回数を減らし、水の使用量を減らす助けをす
る。
・地元小学校のSDGsを推進する活動に協力

203

カークリーナーオオタニ

204

開真産業株式会社

運輸・郵便業

・女性ドライバーの正規雇用等により、女性の活躍支援を行
う。
・産業廃棄物収集運搬や書類溶解サービス等の事業を通し
て、資源のリサイクルを推進する。
・低公害車の導入により、CO2やNOｘ、PMの排出量を削減
する。

205

買取専門店大吉 向ヶ丘遊園駅前店

卸売・小売業

・不要となったものを捨てるのではなく当社で買い取り需要
のある方へ提供する。

206

カイロプラクティックニール＆ティファニー

その他のサービス

・カイロプラクティックケアを通じて性別や国籍や年代などを
問わず、QOL向上に向けた身体づくりのサポートを行ってい
る。
・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）につながる店舗運営、施術活動
を行っている。
・川崎市内の小学校PTA等との連携して健康講座の開催に
取り組んでいる。

207

学校法人柿の実学園柿の実幼稚園

学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など）

・医療的ケア児含む支援を要する子ども達の受入
・女性役職者の積極登用
・障害者雇用

製造業

・海外に於けるSDGsに取り組んでいるワイナリーからワイ
ン原酒を仕入れ、タンク輸送により輸送エネルギーの負担
を軽減することで脱CO2に貢献
・瓶やラベル等の資材は100%リサイクル可能
・使用電力は100%再エネルギーを採用
・高齢者、女性の活躍を支援
・山梨県韮崎市に生産工場を設立、地域雇用に貢献（工場
はFSSC22000認証を取得済）

建設業

・活動中の事故等を防ぐため、ミーティングや研修を実施
し、ルールの徹底を図っている。
・環境配慮型高性能住宅「Cococi style」の提供
・社会貢献活動として、月1回従業員と地域住民が一緒にな
り、地域の清掃活動をしている。

208

209

株式会社カサ・ピノ・ジャパン

柏倉建設株式会社

No.

210

211

企業・団体名

柏倉工業株式会社

春日商事株式会社

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）

不動産業

・活動中の事故等を防ぐため、ミーティングや研修の実施、
ルールの徹底
・長時間労働を抑制する取組については現在も行っている
が、より重点的に行う。具体的には現状行っている事務に
ついて検証をする。
・社会貢献活動として、月1回従業員と地域住民が一緒にな
り地域の清掃活動をしている。

不動産業

・事業用車両はハイブリッド車を導入している。
・省エネ設備を導入し節電、節水に取り組んでいる。
・店舗のバリアフリー化により、社会的弱者にも利用しやす
い環境を整備している。

212

株式会社カスタムケースドットジェーピー

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。
・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。
・既存設備を省エネ設備に転換する。

213

株式会社カスト

その他のサービス

・従業員、構成員の自己研鑽のための研修機会を提供し
て、研修費用を全部負担している。

214

株式会社カツカネ

その他のサービス

・自社が所有している積載車等のハイブリット化及び事務所
内のＬＥＤ化
・従業員の働きやすい環境づくり

215

カットハウスアディア

その他のサービス

・店内の省エネルギー化への転換
・オーガニックコスメの積極的活用

有限会社勝又

・節電（LED照明の導入）、節水などの省エネ対策、資源の
無駄遣い削減
・市内の仕入れ業者（八百屋、鮮魚店、精肉店等）の活用に
宿泊・飲食サービス業
よる地産地消の促進
・衛生、コロナ対策の徹底でお客様と従業員が安心できる
環境づくり

216

217

加図建設株式会社

建設業

・従業員が健康で働けるように、年に一度の健康診断を実
施し従業員の体調管理を行っていく。
・多様な人財が充実して行き来と能力を発揮できる職場環
境の維持に取り組んでいる。

218

門部興業株式会社

建設業

・社内の照明をLED化することで電力負荷を低減する。
・産業廃棄物の削減、再生資源利用を徹底している。

219

有限会社かなめ

製造業

・2012年より地元小学校の工場見学受入れを行っている。
・外国人の採用等、多様な人材の受入れ態勢を整えてい
る。

220

株式会社要建装

建設業

・事務所の照明にLEDを採用
・小・中学校や公民館等の公共施設と連携した木工細工作
りのイベント実施による地域の活性化

221

株式会社カネシ商事

卸売・小売業

・環境保護を意識した無駄のない資源の使用を心掛けてい
る。

222

株式会社カネダ食品

卸売・小売業

・残業時間の抑制や女性の雇用促進

223

ＣＡＦĒ Hat

・従業員の働きやすい環境作りについては日々邁進してい
る段階である。
・ 今後は地産地消を目指した地域農家との連携、地域住民
宿泊・飲食サービス業
のお年寄りや子供達に向けた利用し易いサービス、資源と
なるゴミを分別しリサイクル出来る仕組み作りなどを強化
し、更なる店舗の発展と共にSDGsの貢献度を上げていく。

224

株式会社ジミー

卸売・小売業

・書類を徐々に電子化にしている。

225

加宝綜合防災株式会社

建設業

・消火器、リサイクル100％を維持するよう努める。

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）

226

株式会社上組 横浜支店

運輸・郵便業

・LED照明への切り替え
・太陽光発電事業によるCO2削減貢献
・資源の有効活用
・廃棄物の排出削減と適正処理
・人間尊重
・従業員教育
・障害者雇用
・女性活躍の推進
・育児休暇の取得
・ワーク･ライフ･バランスに配慮した労働時間管理他に取り
組んでいる。

227

有限会社神永建設

建設業

・建物解体時に出た木材を再加工・再利用するよう努めるこ
とで、リデュース・リユース・リサイクルの推進を行っている。

228

株式会社上柳組

建設業

・長時間労働の抑制、働きやすい環境の整備に取り組んで
いる。
・地球温暖化の原因のひとつであるCO2を削減し地球温暖
化対策に貢献している。
・建設技術者のキャリアアップを促進していく。

229

株式会社唐澤工業

建設業

・川崎市在住の従業員雇用に注力する。
・LEDライトへの切替等、環境に配慮した職場環境を目指
す。

230

カリフッド株式会社

製造業

・当社のニシンからつくった有機肥料で米などを生産し、こ
ども食堂に無償で提供する。
・女性を積極的に社員登用し、北海道岩内におけるキャリア
モデルを示す。
・通販サイトの活用を減らし、地元商店からの購入を増や
す。

231

川崎運送株式会社

運輸・郵便業

・Gマーク及び、グリーン経営認証の取得済

建設業

・社内でコピー等は裏紙の使用や不要紙はリサイクルに回
すよう推奨している。
・社員も9割以上が川崎市在住者で、今後も市内在住者の
雇用に努める。

建設業

・令和4年4月にSDGsへの支援として、川崎市環境局へ電
動自転車9台の寄付を行った。
・この支援は、区役所や支所職員の皆さんが行政活動の際
に自転車を利用することで「脱炭素化」につながると考えて
行った。

その他のサービス

・封筒・名刺などの再生紙利用
・ごみの分別によるリサイクル
・デジタル化による紙のごみ減量（地球環境負荷への軽減）
・川崎市在住の高齢者・女性・外国人及び川崎市学校卒業
生の障害者などの雇用の創出

一般社団法人川崎ゼロ・エミッション工業団地

その他のサービス

・川崎市と連携しエコ学習を実施すると共に、国際環境技術
展に参加している。
・同団地のエコタウン開館は、津波避難施設、帰宅困難者
一時滞在施設に位置付けられてる。
・13会員企業一致し、ゼロエミッションの理念を具現化して
いく。
・20年以上かけて浸透した「ゼロエミッション」という強ブラン
ドを通じ、13会員企業のビジネス面での優位性に繋げる。

株式会社川崎第一ホテル

・「ECO清掃」を推進、お客様への啓蒙を行い、シーツやリネ
ン類の交換を省略することにより、エネルギー使用量の削
宿泊・飲食サービス業
減、有機洗剤等の大気、水、土壌への排出の軽減に取り組
んでいる。

232

233

234

235

236

237

川崎工苑建設株式会社

協同組合川崎市建築家の会

川崎市ビルメンテナンス業協同組合

川崎大師雷神堂

卸売・小売業

・ビニール袋や食料品の排出を抑えている。
・かわさきパラムーブメント認証取得
・地域住民の職場活動の見学や、地域行事に積極的に参
加している。

No.

238

企業・団体名

川崎新田ボクシングジム

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）

その他のサービス

・小中高等学校における講演等を通じて、非暴力的文化の
推進や持続可能な人間的成長を推進する活動をおこなって
いる。
・「多摩区観光大使」として、地域の文化振興・産品販促等、
観光業の促進に貢献している。
・「防犯ロードワーク」を通じて、安全な居住地の実現に取り
組んでいる。

239

かわさきファズ株式会社

不動産業

・コンプライアンス規定を策定し、ハラスメント防止の取組を
進めている。
・官民で取り組んでいる川崎港の環境改善対策、防災対策
に積極的に参加している。
・今後は、自社でできる気候変動への取組をより積極的に
行っていきたい。

240

有限会社川田産業

建設業

・従業員の仕事と私生活のバランスをとるために長時間労
働の削減に努めている。
・従業員への資格取得支援

241

有限会社かわだや

建設業

・遮断熱効果の高い塗料を使用し、塗装サービスを提供す
ることで、空調効率をあげ、省エネ、CO2排出の削減に貢献
している。

242

カンキョープランニング株式会社

その他のサービス

・古くなった空調設備の入れ替え、清掃メンテナンスを行い
消費電力を抑えることや、環境に配慮した洗浄方法等を取
り入れ、地球温暖化対策の推進を行っている。
・省エネ対応フィルターの導入をお客様へ推進している。

243

株式会社関東機工

建設業

・事業承継に取り組んでいる。
・長時間労働の是正をしている。
・無事故のため安全対策を徹底している。

244

有限会社関東スクリーン印刷

製造業

・外国人・高齢者の正社員登用など多様な人々の活躍支援
に取り組んでいる。
・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。
・事業所内の照明は全てＬＥＤを使用している。

245

株式会社菊商なごみ

卸売・小売業

・リユース、リデュース、リサイクルの推進
・省エネ促進

246

株式会社菊池組

建設業

・再利用可能な建築材料の選択、再生可能エネルギー設備
の設置（弊社所有の資材置き場に太陽光発電システムを設
置済み）、技能教育実習生制度等を利用した外国人、高齢
者の雇用支援に取り組んでいる。

247

株式会社菊池工業所

建設業

・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。

248

株式会社キタガワ

卸売・小売業

・高齢者が使用し易い製品を提供している。
・女性の活躍を推進するための取組がある。
・節水・節電を実施している。

建設業

・時代と共に変化する多様なニーズに応えるべく、持てる技
術をフルに発揮している。
・誠意をもって個人住宅から公共施設まで地域の生活に密
着した仕事を手掛ける事により、地域の発展に尽力してい
る。

製造業

・小さな取組であるが、設備をLED化し省エネルギー活動を
実施している。
・現場におけるプラスティックゴミの削減について取り組んで
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。

249

250

株式会社北島工務店

有限会社木田製作所

251

キュレコ株式会社

情報通信業

・東南アジアからのインターンシップ生の受け入れを実施し
ている。
・スキルアップ研修の受講および資格取得を促進している。
・各種情報の管理徹底、セキュリティ対策を実施している。

252

株式会社協進工業所

製造業

・製造の際に発生するゴミの削減と再利用

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）

253

行政書士四季京法務事務所

・残業ゼロ、男女の違いは人の評価とは関係ないという考
え方、従業員のやりがい、働きがいを考え、単調な仕事を
宿泊・飲食サービス業 押し付けない、冷房、暖房を乱用せず、働きやすい服装を
推奨、無料法律相談や後見制度の広報活動など多くの人
に法律サービスを届けようという取組

254

行政書士枡形山法務事務所

その他のサービス

・遺言相続の無料相談会を開催予定
・事務所周辺の道路の清掃、道路沿いの生垣の植栽、積雪
時の除雪作業行っている。

255

共同北部水産株式会社

卸売・小売業

・地域活性化の為、川崎市内在住の人材採用を行う。
・環境配慮への取組から既存設備を省エネ設備への更新
する（LED照明への入れ替え等）。

256

京南電機有限会社

製造業

・現在、新工場の建築を計画中
・従業員がより良い環境で仕事に取り組めるような職場環
境の整備に努める。
・建物に関しても、環境に配慮への配慮を考えながら地元
建築業者と協力してSDGsに貢献していく。

257

協和建装株式会社

建設業

・産業廃棄物の減少、多様な人材の雇用に貢献している。

258

株式会社協和工務店

建設業

・省エネルギーなど照明器具のLED化に早くから取り入れ
継続している。
・工具器具備品も省電力型に移行している。
・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。
・リサイクル リユースに積極的に取り組み廃棄物を極力減
らす努力をしている。

259

有限会社協和商事

不動産業

・自社所有している営業車輌等のハイブリット化及び事務所
内のLED化を目標
・従業員の働きやすい環境作りを推奨する。

260

共和建物管理株式会社

その他のサービス

・ビル管理における省エネルギー化への貢献・環境重視の
手法確立・外国人等多様な人材採用を積極的に推進する。

建設業

・電気の使用量削減に向けて蛍光灯の取付本数を半分にし
ており、使用しないコンセントは抜くように心掛けている。
・紙の使用量削減に向けて、裏紙の再利用等を行ってい
る。

建設業

・再エネ電力利用、CO2排出量削減
・建設現場での廃棄物削減、リユース、リデュース、リサイク
ルの徹底
・健康経営の実施、社員の人材育成と能力強化

その他のサービス

・働き方改革や健康、男性の育児休暇等に取り組み、働き
やすい職場環境を目指す。
・パチンコ・パチスロの「のめりこみ問題」に取り組み、コンプ
ライアンスを重視していく。
・ごみの分別やLED化に取り組み、環境保全や消費電力の
削減を目指していく。
・地域のお客様が安心してご利用できるように換気扇や空
気清浄機の空調を管理していく。

その他のサービス

・働き方改革や健康、男性の育児休暇等に取り組み、働き
やすい職場環境を目指す。
・ハラスメント対策等に取り組み、コンプライアンスを重視し
ていく。
・ごみの分別やLED化に取り組み、環境保全や消費電力の
削減を目指していく。
・地域や商店街のイベントに接客的に参加し、地域や商店
街の活性化に貢献していく。

その他のサービス

・顧客満足度の向上を図り地域から信頼される企業体制の
構築
・ＬＥＤ照明の導入等に取り組み消費エネルギー削減に取り
組む。
・川崎市内会場の利用により、地域活性化に貢献する。

261

262

263

264

265

株式会社協和美装

キョーデン設備株式会社

銀座ふれ愛パーク株式会社

銀座ホールディングス株式会社

有限会社銀線堂

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）

266

空建築家工房株式会社

建設業

・木造住宅の木材の地産地消
・省エネルギー化、創エネルギー化、脱炭素を心掛け、低炭
素住宅、ＺＥＨ住宅、長期優良住宅をつくり続けること

267

川崎市立久地小学校

学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など）

・ごみ問題や温暖化防止、食品ロス等にむけ、子どもたちが
実現にむけた取組を考える。
・委員会活動を中心に活動を進める。

建設業

・環境改善によるより快適で安心な空間づくりを提案する。
・今後は定期的に施工講習会や勉強会、研修会など学ぶ
場を増やし、私たちの事業活動への参加及び様々な雇用
や人材育成に役立つよう貢献していく。

268

株式会社Good Job Company

269

株式会社ＫＵＮＩ建築工房

建設業

・住宅の定期メンテナンスを実施している。（住宅の寿命を
延ばすことで、資源削減に繋がる。）
・生活動線に配慮した家づくり。（高齢者、障がい者など、幅
広い方が住みやすい。）

270

株式会社邦松工務店

建設業

・今後、実行可能な取組から徐々に着手していきたいと考え
る。

271

有限会社熊坂塗装

建設業

・環境にやさしい原料、塗料を使用している。
・フレックスタイムを導入し、従業員の柔軟な勤務形態を認
めている。

272

株式会社クライムケー

建設業

・従業員の技術力を高めて、働きがいの向上を目指す。
・省エネルギー活動への貢献のための低公害車の導入

273

有限会社グラビティー工業

建設業

・外国人技能実習生をはじめとした人材育成に力を入れて
いる。
・従業員の半数以上が川崎市民であり、今後も積極的に市
内の人材を採用していく。

274

株式会社グラム

卸売・小売業

・ブランド創設時よりドネーション活動に積極的に取り組んで
いる。

275

株式会社グラン・ウール

製造業

・残業時間の管理を週単位で行い、長時間労働の抑制を
図っている。
・電力使用量の削減を社内で取り組んでおり、使用時間等
の効率化を心掛けている。
・賞味期限の長い食品を商品ラインナップに取り入れ、食品
廃棄を削減している。

276

有限会社グランメール

保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

・女性が働きやすい環境づくり（正規雇用の促進や子育てを
しながらでも長く働き続けられるような環境づくりの推進）
・地域と一体となった子育て支援の促進

277

有限会社グリーミー

情報通信業

・事務所スペースの照明設備をLED化する等、エネルギー
削減に取り組む。
・女性クリエーターを育成する等、女性の活躍推進に取り組
む。

278

株式会社グリーン

その他のサービス

・従業員への研修機会の提供や、多様な働き方の促進を
行っている。
・LED電球を利用し省エネに取り組んでいる。

279

有限会社栗山輪業商会

卸売・小売業

・バイクの修理をする際に使うオイル等は、環境に配慮した
ものを使用
・使用していない電気はこまめに消すなど省エネに法人一
丸となって取り組んでいる。

280

株式会社ＣＬＵＥ

卸売・小売業

・商品の出荷ケースを再利用している。
・営業車を低公害車にしている。
・今後、釣り場のゴミ拾いの啓蒙活動等を行いたい。

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）

281

株式会社クレア・ジャパン

その他のサービス

・全社員への心身共に、より細やかな健康向上管理の増強
・ウィズコロナ・アフターコロナを見据えての働き方改革（長
時間労働解消・同一労働同一賃金等）への真摯なる取組
・弊社の事業（コンサート・イベント等の舞台音響業務）の社
会的認知の向上を計り、国民・観衆の皆様方に明日の夢と
希望を繋ぐべく、文化・芸術分野での更なる社会貢献を目
指す。

282

有限会社クレアン

その他のサービス

・交流会を開催し、地域事業者との連携を行っている。
・節電や節水への取組を行っていきたい。

283

株式会社クレール

製造業

・環境物質対応への知識を高め、取組みを強化したい。
・多様な人材の活躍を支援している。
・地域雇用に貢献している。

その他のサービス

・高齢者や障害者が使いやすいようなサービスを提供して
いる。
・活動中の事故等を防ぐための安全対策ルールを設けてい
る。
・福祉・介護の社会問題を解決するサービスを提供してい
る。

専門・科学技術、業務支援サービス業

・主な業務である自然環境調査により大気・水質・土壌・生
物などの状況を把握し、汚染防止、環境浄化、生物多様性
につながる情報を提供している。
・環境を測定する機器の販売を通じて、人々が安心して生
活を持続するための機器を供給している。
・社用車のEV化などによりCO2の排出を抑え、また災害時
に地域社会と協働できる企業活動を推進する。

卸売・小売業

・販売施設において、LED照明を使用
・広告はメールを用いた電子公告を用いて、紙の削減
・外国籍労働者や高齢者を雇用し、多様な人材の積極的な
雇用
・地域貢献や環境に配慮した取組を行っていきたい。

284

285

286

グロース有限会社

株式会社グローバル環境ソリューション

グローバルトモ株式会社

287

株式会社クロスロード

その他のサービス

・特に子育て中のご家庭に対し、様々な情報提供と提案を
行う。
・例えば、親子の定期的な面接を行い記録していただく、家
族で参加したプログラムを記録に残していただく、家族で交
換日記をつけるなどの取組を提案していく。

288

株式会社クロベコーポレーション

保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

・外国人、高齢者の多様な人材の活用に取り組んでいる。
・（横浜/妙蓮寺）高齢者や子育て世代向けのコミュニティス
クールでは地域貢献に取り組んでいる。

製造業

・省エネルギー設備の導入による、エネルギーコストの削減
・大気汚染対策している設備の導入により、環境問題の改
善に貢献する。
・気候変動への取組として、再生可能電力への切替

289

有限会社ケイ・アイ・エム

290

慶応義塾體育會女子ラクロス部

学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など）

・SNSによるSDGsの普及
・川崎プロジェクト（地域の小学生にラクロスの普及）
・女子高コーチ
・スポーツ栄養学に関する講座の受講、スポンサー商品の
普及
・ゴールの組み立てに使用する素材を再生可能なものにす
る。

291

鶏炭

宿泊・飲食サービス業

・店頭に焼鳥の冷凍自販機を設置し、フードロス削減に取り
組んでいる。

292

株式会社ケイツーワン

建設業

・建築設計者として、長く使い続けられる建築、リユースでき
る建築材料、電力消費を抑える高次元な空間性能、自然の
環境に調和するパッシブな空間設計、次世代設備機器導入
によるアクティブな設備設計等を日々研究しご提案してい
る。

293

株式会社KTSC

その他のサービス

・子育て支援を通じて、女性の就業時間・休息時間の確保
を提供することで、顧客の就業機会の確保や、ワークライフ
バランスの向上を提供している。

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）

294

株式会社KEIHIN

建設業

・空調温度の管理徹底、節電意識の徹底
・ウォーターサーバーを導入することで、ペットボトルの利用
削減を促している。

295

株式会社京浜テック

建設業

・安全対策、事故防止対策の徹底
・長時間労働の削減
・省エネ活動、節電の徹底

その他のサービス

・女性従業員の採用を積極的に行いたい。
・性別に関係なく、充実した労働環境を提供すべく従業員の
意識啓発を図っていきたい。
・省エネ設備を採用しており、今後も採用していく方針

296

有限会社京浜メディカルサービス

297

ケイ・メックス株式会社

製造業

・クラウドシステムの導入により、ペーパーレスに取り組んで
いる。
・事務所照明のLED化等により、消費電力の削減を行って
いる。

298

医療法人社団恵悠会

保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

・様々な患者様の治療に対応するため、スタッフの資格取
得を促進しており、講演会やセミナーへの積極的な参加、
院内勉強会での知識・技術向上に努めている。

299

KSM株式会社

その他のサービス

・本社、工場のLED化により省エネを実施
・プラごみの削減
・事業承継により、永きに亘る地域貢献

300

ケーエス電工株式会社

製造業

・環境対策：社有車をハイブリット
・印刷物少なく：カラー印刷は最小限に。

301

株式会社ケーシン

運輸・郵便業

・働き方改革や、従業員のQOL向上
・特に職場での満足度を高め、働きやすい職場を実現する
為、セクハラ、パワハラ、コンプライアンスに対する教育、
ルール作りに力を入れていく。

302

株式会社ケービーエス

製造業

・最新の機械の購入により省エネルギー化に努めていく。

卸売・小売業

・⑧成長・雇用・・・時代に合わせた働き方改革を推進してい
る。働き方の選択肢を増やし、仕事を楽しめるような社内福
利厚生を充実させている。
・今後は途上国であるバングラデシュに力を入れ、教育の
平等に力を入れたいと考えている。

建設業

・社員の健康面を意識し、残業時間の徹底管理を行い健
康、健全な職場環境の構築を図っている。
・事務所内の照明類をLED化することで省エネ化へ転換を
行っている。
・ハローワークや求人票を活用し、川崎市民を積極的に採
用することで市内の雇用促進及びディーセント・ワークを推
進している。

303

304

株式会社元機

株式会社建装

305

学校法人健爽学園

学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など）

・「質の高い教育を提供する」ことを目的として、通常の教育
時間以外に各種課外教室（スポーツや英会話）を設けて利
用者の知力・体力・人間力向上の機会を設けている。
・「健康を育む」ことを目的として幼稚園の至近に位置する
場所に給食室を設置。完全給食を実施し、食育に取り組ん
でいる。

306

株式会社Core Link

その他のサービス

・安心安全な車及び低公害車の導入・提供
・各種申請書のペーパーレス化、印鑑レス・省力化
・事務所のLED化、節電への取組

307

交安株式会社

建設業

・ライフイベントと仕事の両立を支援しディーセントワークの
実現を図る。
・地元の若者を中心に募集をかけ雇用を創出していく。

No.

308

企業・団体名

株式会社幸栄

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

・社用車（社長車含む）の全台数、ハイブリッド車への入れ
替え、現場使用車の環境性能達成車への入れ替えを実現
（2022年3月に達成）
・事務所内照明のLED化
・現場で使用する清掃用具、部材を環境配慮型への商品に
切り替え

309

株式会社浩伸技研

製造業

・本社や事務所の照明器具について新設するものは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
ギー使用効率の向上を図る。
・外部講師を招いた研修や資格取得へのサポート等積極的
に行い、人材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。

310

幸伸工業株式会社

建設業

・川崎市防災協力事業所に登録しており、今後の地域防災
意識を高める。

311

株式会社高進工業

建設業

・「誰一人取り残さない」というSDGsのキーワードのもとで従
業員が働きやすい職場作りを徹底し、積極的な自己研鑽を
支援することで社会の発展に貢献する。
・車両を多く利用とすることから、電気自動車やEVの利用を
促進し環境に配慮する。

312

株式会社弘伸精機

製造業

・「産業廃棄物管理票」による廃棄物の管理
・RoHS指令に基づく、特定有害物質の不使用

313

港南商事株式会社

卸売・小売業

・女性の活躍推進に注力している。
・女性の活躍に注力することでSDGsの目標「5・ジェンダー
平等を実現しょう」に繋がる取組と考えている。

314

株式会社光文堂

卸売・小売業

・環境配慮型の製品の販売提供を行っている。
・全従業員（特に女性）にとって持続的に就業できる環境づ
くりへの取組
・節電・節水活動を実施している。
・プラスチック削減のため、ウォーターサーバーを設置して
いる。

315

有限会社コウペレート

卸売・小売業

・店舗内の電球のＬＥＤ化
・環境に配慮した衣服の提供

316

株式会社幸峯

建設業

・小さな取組であるが、設備をLED化し省エネルギー活動を
実施している。
・現場におけるプラスティックゴミの削減について取り組んで
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。

317

港北電材株式会社

卸売・小売業

・小さな取組であるが、本社設備をＬＥＤ化し、省エネルギー
活動を実施している。

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・現在、事業活動によって生じる、廃棄物の管理に注力して
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。

製造業

・焼付塗装及び粉体塗装を行う際に発生する粉塵や微粒子
を廃棄処理する際にセラデコン（吸着浄化剤）を使用するこ
とで水質汚染を防ぐ。
・使用した塗料（シンナー）の再利用ができる溶剤再生装置
を導入している。
・使用する設備の台数、稼働時間を調整し、生産性を維持
したまま、省エネを実現している。

製造業

・工場の照明について、ＬＥＤ照明に改修して省エネに努め
ている。
・従業員の働きやすい環境を整えるため、福利厚生の充実
を図っていく予定

318

319

320

有限会社光陽

有限会社向陽電子塗装工業所

有限会社広和加工

No.

321

企業・団体名

株式会社Goen

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）

不動産業

・社員の残業0運動
・年に1度夏季（研修機会、費用負担）・ペーパレスの取組
（書類やＦＡＸなどタブレットなどで確認前年比20％削減）
・住宅販売（積極的にグリーン住宅ポイント対象物件を推
進）
・太陽光発電の訴求・地域社会の取組
・新作小学校通学路（子ども110番施設店舗に加盟。防犯・
防災を目的とした地域の方にお立ち寄りできるよう貢献を行
う。）

322

株式会社コーセン

建設業

・環境配慮商品の利用
・顧客ニーズに合わせ外国語対応可能
・個人情報の適切な管理
・女性従業員の雇用推進

323

有限会社コーラル

情報通信業

・クリエイティブ人材の育成や女性の活躍推進に取り組む。
・ワークスペースの照明設備をLED化しエネルギー削減に
取り組む。

324

株式会社ゴーランドカンパニー

卸売・小売業

・残業時間、休日出勤の低減
・電力使用量、廃棄物、水使用量の削減
・ごみの分別、リサイクル活動の促進
・紙媒体使用の削減、電子化

325

株式会社コールドクター

保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

・所要の医療サービスの確実な提供
・ジェンダー平等の労働環境の構築

製造業

・情報セキュリティに注力していく。
・弊社のこれまで培ってきた顧客情報・製造技術等を守るこ
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。

建設業

・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」に繋がる活動として、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
組むことをしている。

326

327

株式会社小杉商店

有限会社コスモ企画

328

こづか株式会社

卸売・小売業

・発砲スチロール、ＰＰバンド、ストレッチフィルムや、アルミ
付き紙パック等のリサイクルに費用が掛かる処理困難物を
無料で受け入れしている。
・その売上の一部をアジア・アフリカの発展途上国に、学校
建設資金として寄付することで「地域に根差したSDGsの取
組」を実践している。

329

後藤商店株式会社

その他のサービス

・警備を通じて、市民の安全確保を図る。
・働きやすい職場環境の構築
・隊員の知識や技術向上が図れる環境をつくる。

330

有限会社五島製作所

製造業

・現在多様な人材の活用を意識し、外国籍従業員を積極登
用している。

331

後藤靖幸建築設計事務所

建設業

・市内取引の拡大（10％増）

建設業

・地元川崎地区を基盤とした工務店様から工事の受注頂け
るようになった。
・SDGs貢献に掲げた目標実現の方向へ今後さらに取り組
める環境が整いつつある。

332

株式会社小西興業

333

株式会社小沼工務店

建設業

・かわさき☆えるぼし認証企業として、女性が働きやすい職
場環境を整える。
・川崎市防災協力事業所として、地域一体となり防災に対し
ての意識を高める。

334

KonoYubi株式会社

その他のサービス

・単に空いている求人を紹介しないこと
・求職者が「どのような点にやりがいを感じるか？」などの希
望を踏まえて求人提案をすること

建設業

・女性活躍を推進するための活動やジェンダー差別を取り
除いた活動を意識
・働きやすい環境として健康経営に取り組む
・省エネ削減や資源を大切にする意識の構築

335

有限会社小林設備工業

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）

336

こばやしでんき

卸売・小売業

・エアコンの取付時のフロンガスの回収
・プラスチック製品の削減

337

株式会社駒井興業

建設業

・社員ひとりひとりが持続可能な社会を実現する担い手であ
るという考えに基づき、従業員教育をはじめ誰もが働きやす
い組織の形成を行っていく。

338

小松精機株式会社

製造業

・スキルの見える化をし、賃金に反映させる。
・障がい者、外国人、女性が働きやすい職場つくり
・SDGsの意識浸透の為、普及啓発や教育に取り組む。

339

小松造園

その他のサービス

・中長期的に樹木の手入れを行うことで街の景観維持と治
安を守り「誰もが安心して住み続けられるまちづくり」を目指
す。

340

株式会社小向精機

製造業

・必要な資源の調達に関してはより環境負荷の少ない材
料・部品・製品等を優先的に調達・購入するグリーン調達に
取り組んでいる。

株式会社小山ガレージ

製造業

・自動車の単気筒エンジンの開発を永年継続しており、特
許も複数所有している。
・自社の技術力を生かし、EVや水素エンジンの開発を行うこ
とで、省エネ活動に取り組む方針
・自動車業界を通じて環境配慮を行うことで、SDGsへ貢献
したい。

KORYORI-YA らん

・食品ロスを最小限にするために日々の来店客の推移を
データ化し、仕入れに反映させていく。
・こども食堂を開業することも視野に入れ、地域に貢献して
宿泊・飲食サービス業
いきたい。
・まずは店舗周辺地域における「飢餓をゼロに」「すべての
人に健康と福祉を」に賛同し、取り組む方針

341

342

343

コンテナーズラボラトリー株式会社

製造業

・弊社が研究開発の対象としているアルミ缶は、ほぼ１０
０％に近いリサイクル率を誇り、容器の中身を長期間保存
することができる。
・こうした製品・サービスの提供を通じて、環境問題の改善
に貢献している。

344

一般社団法人魂刀流志伎会

その他のサービス

・シニアの健康促進
・特別支援学校や特別養護老人施設等での運動機会創出
・年齢や性別、障害の有無に関わらない参加機会の創出お
よび芸能技術の教授
・異文化国際交流事業への参加貢献
・女性理事や女性道場長の活躍
・イベント謝金額の平等
・市内就労支援事業所への事業発注
・壊れにくく修理しやすい道具を自社開発し、製作および使
用

345

株式会社コンファックス

建設業

・地域社会に安心を提供するため、川崎市と災害協定を締
結している業界団体に加入している。（神奈川県中小建設
業協会川崎支部）

346

サイクロフェーシング株式会社

製造業

・廃棄物削減につながる技術と製品を提供している。
・多様な人材の活躍支援に取り組んでいきたい。
・女性の活躍を推進するための取組を行っている。
・市内における事業者との取引や雇用を促進していきたい。
・健康経営に取り組んでいる。

347

有限会社最光

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・社内で使用する事務用品のグリーン購入の推進
・照明器具のLED化による電力消費量削減

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）

348

株式会社斉藤建築設計事務所

建設業

・Office：小さい子供がいる所員は出勤日を週の半分とし、
子供の病気などにより休まなくてはいけない際は通信アプ
リにて対応できるようにするなど、所員のおかれている状況
を瞬時に共有・フォローできるような環境づくりを実践
・Business：福祉施設の受注を積極的に行っており、高齢
者・障害者・子供などの社会的弱者の方々が心地よく過ご
せる安全安心な設計を心がけている。
・構造材、内装材をできる限り木材とすることによりカーボン
ニュートラルに寄与できる建築設計を実践
・環境への配慮を強く意識し、太陽光パネルの設置、断熱
の強化などを推奨、更にライフサイクルマネジメントを考慮
して維持管理および解体まで考えた建築を設計するよう努
めている。

349

斎藤工業株式会社

建設業

・外国人労働者の雇用（技能実習生）
・当社車輌を電気自動車へ買換え予定
・事務所の節電・節水、エコバックの推進

350

有限会社幸ロードライン

建設業

・年齢問わず雇用能力があると判断する方は積極的に雇用
している。
・業界全体に言える労働環境の改善（労働時間短縮、休暇
取得制度等）を行っていきたい。

351

株式会社サウス・ウイング川崎

不動産業

・2030年に向けて事務所内の照明のLED可を進めていき、
温室効果ガスの排出量の削減を目指す。

その他のサービス

・世界の「水環境」を改善する非営利団体に毎月定額を寄
付
・今後は「水」に関する広報誌を発行し、広く関心を持っても
らい、寄付や技術参加など「水環境」の改善への協力を促し
たい。

352

有限会社ザ・エブリデイ・オフィス

353

有限会社酒井商店

卸売・小売業

・女性の活躍を推進するために、働きやすい環境作りに努
めている。
・川崎市内の雇用を推進しており、従業員の半数以上を川
崎市民が占めている。

354

株式会社サカエ

製造業

・ISO14001基準に基づいた活動の実施を主体とした活動を
行っている。

355

有限会社坂下産業運輸

運輸・郵便業

・所有車両を電気車両への変更
・業界経験を基に運転技術を活かした、燃費向上

356

有限会社坂田彫刻工業所

製造業

・弊社は事業活動における環境への取組の一環として、
2019年3月にエコアクション21を取得。弊社HP上で環境レ
ポートを公開している。
・これは、SDGsの目標「13.気候変動に具体的な対策を」等
に繋がる取組と考えている。

357

有限会社坂本塗装工業所

製造業

・事業所内の照明のLED化

358

株式会社サクライ

製造業

・より多様なニーズに応えるように、省エネ設備の積極的な
導入及び教育、資格取得等で技術力の向上を図る。
・横浜地域貢献企業として、より一層の地域及び社会貢献
を目指す。

359

株式会社さくらい

不動産業

・全ての共同住宅、商業施設のＬＥＤ化等、省エネルギー設
備の積極的な導入を行っていく。

360

サクライ電設株式会社

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・現場におけるゴミの削減についての取組
・HEMS工事にも力を入れており、今後浸透していくことでエ
ネルギーの使用量を可視化することで節電に繋げることが
できる。

361

株式会社サクラ企画運輸

運輸・郵便業

・事務所の照明をLEDに変更
・ドライバーへの技術面の教育、車両へのドライブレコー
ダー・バックモニターの装置による社内の安全意識向上

362

株式会社ササオカ建装

建設業

・LED照明や省エネ設備を導入し節電に取り組んでいる。
・低排出ガスの事業用車両を使用している。
・適切なゴミの分別を現場で行っている。

363

有限会社佐々木電送

その他のサービス

・電気自動車の修理を積極的に行う。

No.
364

企業・団体名
株式会社佐藤工務店

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

・３R活動

365

有限会社佐藤酒店

卸売・小売業

・エコバックの購入推奨によるレジ袋提供の抑制（脱プラ・減
プラに繋がる取組の実施）
・リターナブル瓶などリサイクル可能な商品の販売強化によ
り、ごみの減量に取り組んでいる。
・店舗併設飲食スペースでの「こども食堂」開催（ひとり親家
庭をはじめ様々な方々との交流により問題点等を把握し、
支援という形に導くための橋渡し的取組の実施）

366

有限会社佐藤精機製作所

製造業

・長時間労働を抑制すべく時間外労働時間の削減
・使用車両の低公害車の導入
・事務所や工場にて省エネ、節電

367

さとう治療院

その他のサービス

・省エネ、節電活動を心掛け、通院されるお客様と協力しエ
コキャップの回収を行っている。
・子供たちへのスポーツイベントを通し、住みやすい街づくり
に協力をしている。

368

株式会社佐藤塗装店

建設業

・働きやすい職場環境づくりを行うことで、従業員の健康に
配慮し、無事故を達成する。
・節電等のできることを継続し省エネ意識の向上を図る。

建設業

・ゴミが出ないリフォーム工事を推奨している。
・『活かせるものは活かす』『ゴミを極力出さない』『エコな新
技術を導入』を常に考え、環境への配慮を最優先に取り組
んでいる。
・外国人、高齢者など多様な人材の活躍支援に取り組んで
いく。

建設業

・高品質なサービスの提供、及び、従業員の働きやすさを考
慮し、長時間労働の抑制に努めている。
・営業車両の最新車種への定期的な更新を実施し、燃費効
率等、環境負荷の少ない経営を実施している。

369

370

合同会社SAMURAI

有限会社三栄

371

三英電装株式会社

製造業

・職場環境を整える5Ｓの実践
・全社員に環境教育を実施、会社全体として環境配慮に向
けた取組を行う体制の整備。
・環境化学物質管理を徹底し、取引先との対応の場を設
け、改善していく取組を行っている。

372

有限会社三栄ネームプレート製作所

製造業

・環境を配慮し、脱炭素素材よる材料を使用すること
・LEDを用い、エアコン等の電力消費の削減に努めること

製造業

・設備をLED化し、省エネルギー活動を実施している。
・現場におけるプラスティックゴミの削減について取り組んで
いる。
・女性活躍推進のための正規雇用化を進めている。

373

株式会社サンエス

374

株式会社三協広告

情報通信業

・社内の照明器具や事業にて使用する電飾等のLEDへの
切り替えを行うことにより、電量使用量を削減、環境の保全
に努めている。
・技術の継承を目指し、従業員へ積極的に資格取得を推進
している。

375

株式会社三建

不動産業

・リモート勤務による働き方改革
・より安心で安全な住宅の提供（仲介）

376

株式会社三幸建設

建設業

・ゴミの分別に気を付ける。
・無駄な電気を使わない。

377

有限会社三幸紙器製作所

製造業

・紙製の緩衝材のほかに、100％紙製の紙エプロンや紙の
ベビーベッドなど、今まではプラスチック製で作られていた
製品を環境に配慮し紙製へ転換する。
・生産活動において使用する電力を再生可能エネルギー電
力への切り替えによるCO2の削減

378

三幸電設株式会社

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・再生可能エネルギーの促進の為、太陽光発電所を保有し
ている。

No.

379

企業・団体名

産後骨盤矯正サロンサルビア

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

・現在の整体事業がコロナ禍を抜けて軌道にのるようであ
れば、前職での経験を活かし、整体、ヨガ、ベビーマッサー
ジ等の教育プログラムを取り入れた育児支援設備などの新
規事業を始めたい。

380

有限会社サンシンコーポレーション

製造業

・従来は光量不足で車検に通らないため廃棄していた経年
劣化した自動車のプラスチック製ヘッドライトを再生する製
品を提供している。
・川崎市内の中古車販売店にはヘッドライト再生の請負作
業を行っており、これらの事業活動により廃棄物の量を減ら
し、CO2排出の軽減に努めている。
・海や川の豊かさを守り、安全な水を提供するために植物
性天然由来成分でできている生分解性99.9%の多用途洗剤
を提案・提供している。
・環境に配慮して、社有車を新規購入または買換える場合
は低公害車に変更している。
・省エネルギーの取組として、社内の照明を徐々にLEDに変
更していく。
・今後は名刺にSDGsのロゴを入れて従業員の意識を高め
るとともに、対外的にもSDGsへの意識付けを行っていきた
い。

381

株式会社山王パイル

建設業

・今後、自社所有している積載車等のハイブリット化や、事
務所内のLED化に取り組んでいければと考えている。

382

株式会社サンハイツヨシハマ

不動産業

・ソーラーパネルの設置により再生可能エネルギーの生産
・電力消費の削減

383

株式会社サンフーズ

卸売・小売業

・通常商品棚に出さないような傷物（衛生的・味的に問題無
いもの）や商品の加工時に発生した端材等を、ディスカウン
ト品としてお客様に提供し廃棄量の削減に努めている。

384

サンプロセス株式会社

その他のサービス

・多様な働き方を促進するため、勤務体系を整える準備をし
ている。
・塾経営を行い、地域雇用に貢献している。

385

株式会社三陽電機エイケー

製造業

・技術の習得等で難しい面もあるものの、女性社員や外国
人労働者など多様な人材の積極採用に取り組む。

386

株式会社三和

専門・科学技術、業務支援サービス業

・ESCO事業に参画することで、省エネルギー化に貢献して
いる。

運輸・郵便業

・活動中の事故対策の徹底
・労働時間の削減
・事務所のLED照明への切り替え
・燃費目標を設定し、トラック一台毎の燃費を算出すること
で燃費意識の向上

製造業

・小さな取組であるが、本社設備をLED化し、省エネルギー
活動を実施している。
・現場におけるプラテックゴミの削減について取り組んでい
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。

387

388

三和運輸株式会社

有限会社三和精器

389

シィー・シィー・ビィー株式会社

建設業

・再生可能エネルギーの有効利用による環境保全、ジェン
ダーレスな職場環境の構築、永続的に暮らすことのできる
世界の構築、従業員の労働意欲が増すような業務内容の
改善などに取り組んでいきたい。

390

CAT株式会社

建設業

・安全対策への取組強化
・長時間労働の削減
・節電・節水の徹底

その他のサービス

・従業員の健康促進のために長時間労働の抑制や有休休
暇促進を行っている。
・今後は女性活躍推進に向けて、女性管理職の増加や女
性チーム編成等を行い働きやすい職場環境を目指してい
く。

391

有限会社シーフィールド

No.

企業・団体名

業種

392

株式会社シールズ

その他のサービス

393

株式会社ジェイアンドシー

製造業

394

395

396

ジェイシー企画株式会社

株式会社J-molding

Ｊ＆Ｔ環境株式会社

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）
・提案するお掃除サービス、エアコンクリーニングなどクリー
ニングによって衛生的にご使用頂くことや、汚れを取ること
によって電気代の節約効果によってCO2排出の軽減にもお
役立ちしている。
・循環型衛生環境商品（繰り返し洗浄をしてご使用頂けるレ
ンタルモップ商品など）を普及提案をすることによって、使い
捨てを減らすことや資源の有効利用を実現している。
・神奈川県よりかながわ再エネ電力利用事業者認定証を取
得している。

・省エネルギーに繋がる製品の製造販売を行っている。
・更なる省エネルギーに繋がる技術・製品の開発

建設業

・環境にやさしい資材の使用、ゴミの分別によるゴミの再
生、再利用によりゴミの削減等、環境保全を考え行動してい
く。
・地域の方への支援等取組を考え行っていきたい（例えば
子ども食堂への支援等）。
・地球に優しい人に優しい社会とそれを行える取組を考え実
行していくことを目標にしたい。

製造業

・省エネルギー：電力消費量の見える化システムを導入し、
生産効率と電力消費のバランスを意識した体制を整え、電
力消費量削減等に取り組む。
・廃棄物削減：製造過程で発生するプラスチック端材の再利
用・再活用を行い、環境負荷の軽減に取り組む。

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・環境マネジメントシステムを制定し様々な事業活動を通し
て、廃棄物の削減・適正処理、リサイクル、省エネ・創エネな
どに取り組んでいる。
・各工場は川崎エコタウン内にあり、市内産業の活性化や
国内外の資源循環の促進に向けた市の取組に協力すると
ともに、災害廃棄物処理に関しても川崎市を含む近隣自治
体と連携・協力を図っている。

397

株式会社JCP

建設業

・フレックスタイム制を導入し柔軟な勤務形態を認めること
で、多様な働き方を促進している。
・ウォーターサーバーを導入し、ペットボトルの消費を削減し
ている。

398

潮井利興業株式会社

建設業

・建設機械の排出するCO2を削減させるための省燃費運転
を心掛ける。

399

株式会社ジオステップ

その他のサービス

・社員の安全、健康を第一に考え、服装や作業手順の安全
対策ルールの策定を行い、事故等が発生しない様に努め
ている。

建設業

・水銀灯からLEDへの切り替えなどを積極的に促進し、省エ
ネルギー化に取り組んでいる。
・電気自動車（EV）の充電器設置工事も行うことができ、今
後積極的に推進していく予定
・撤去材の完全なる分別・廃棄を行っており、廃棄物削減に
取り組んでいる。

400

株式会社シティライト

401

篠竹興業株式会社

運輸・郵便業

・地域活動の一貫として神奈川県交通安全活動へ積極的に
参加
・職場が隣接する運河への砂利や砂等の流出防止に向け
た側溝の清掃
・ハローワークを介し、地域高齢者の雇用に貢献している。

402

柴崎工業株式会社

建設業

・現在エコアクション21に取り組んでいる。
・エマルション塗料を扱うことで環境に配慮をしている。

情報通信業

・事務所スペースの照明設備をLED化する等、エネルギー
削減に取り組む。
・脱炭素社会の実現に向けてゴミの排出量削減に取り組
む。

403

株式会社シバスタ

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）

404

有限会社シブヤ

製造業

・製造工程における端材のリサイクルの推進
・工業団体と連携し、川崎市の事業への協力

405

司法書士芹田事務所

専門・科学技術、業務支援サービス業

・川崎市内案件の拡大
・ホームページ等、広告宣伝の整備

406

嶋内不動産鑑定

その他のサービス

・弁護士・税理士に対して、環境に配慮した不動産の価値を
折に触れて説明し、相談に応じている。
・高齢者施設の評価を研究するとともに、実際に評価も行っ
ている。
・ペーパーレス化を進め、紙を使用する場合でも再生紙を
選んでいる。

407

島田電設工業株式会社

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・リデュース、リユース、リサイクルの推進を行っている。

製造業

・今後、現状よりも川崎市内在住の従業員の割合を高め
て、市内における雇用の促進を図る方針
・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。

建設業

・イノベーションを通じた以下の３つの価値を社会に提供す
ることにより、SDGsの17の目標達成に貢献する。
・３つの価値：
安全・安心でレジリエントな社会の実現
健康・快適に暮らせるインクルーシブな社会の実現
地球環境に配慮したサステナブルな社会の実現

製造業

・「コスメのちから」を通じて、健やかで美しい生活を提供す
る。
・「コスメのちから」を通じて、性別や国政などに関わらず、
すべての人が平等に社会で活躍する企業を目指す。
・「コスメのちから」を通じて、地域コミュニティの活性化をめ
ざし誰もが安心して住み続けられる地域づくりに貢献する。
・「コスメのちから」を通じて、製品ライフサイクルでの環境配
慮、持続可能な原料資材の調達、廃棄物削減に貢献する。

保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

・資源やモノの大切さを教えることで、ご家庭でも節水や節
電・廃棄削減に気を付けてくれるようにする。
・男女平等に子供たちに接することで、ジェンダーの性差を
なくす。
・ごみの再利用やビニール袋の使用削減に努める。

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）につながる技術・製品を提供して
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。
・川崎区に生産工場を設け、地域雇用に貢献していきたい。

その他のサービス

・現状の制度、サービスでは解決出来ない住民の個別ニー
ズをすくい上げ、行政や様々な団体と連携しながら、困りご
との解決に向けた支援を行う。
・学校現場、地域住民、企業等を対象に福祉教育を展開
し、地域福祉の多様な担い手の育成する。
・災害時に備えた取組の強化として、平常時から災害に対
する支援や協力の体制を整備する。

その他のサービス

・介護保険受給者に限らず、高齢者や地域のに向けてサー
ビス展開をしている。
・高齢者や障害者の雇用を実施している。今後も積極的に
取り組んでいく。

卸売・小売業

・社内に給水機を設置、ペットボトル利用削減を図る。
・社員への研修
・多様な人材（外国人、女性等）の雇用
・再生可能エネルギーへの取組

408

409

410

411

412

413

414

415

有限会社清水技研

清水建設株式会社

株式会社しむら

SHINEECOMPANY株式会社

有限会社シャイニング

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会

株式会社ジャパウイン

JAPAN CARS株式会社

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）

416

株式会社ジャンボ

その他のサービス

・約15年前から地球環境、地球温暖化問題に着目し事業所
内の電力使用料の削減（冷暖房温度設定を厳格化、昼休
みや休憩時の消灯）に努め年間約30万円のコストを削減
・その金額の15万円をトキの保護、15万円を国境なき医師
団に寄附
・全社員でMy箸制や食品ロスを防ぐ完食運動に努めてい
る。

417

住建株式会社

不動産業

・事務所においてLED化を進めている。
・プロジェクト物件として建築する建物に関してもLEDをはじ
めとした省エネ設備の導入を進めていきたい。

不動産業

・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）につながる技術・製品を提供して
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。
・川崎区に生産工場を設け、地域雇用に貢献していきたい。

その他のサービス

・お客様へクリーニング品のご返却に際し使用するハンガー
等を店舗にて回収し、回収事業者へ。
・回収されたハンガーは再度ハンガーに加工される。
・弊社は、再利用循環の一端を担っている。

建設業

・職場での安全対策（働きやすい職場環境）の推進
・滑って危険な床を安全な滑ら無い床にお客様、取引先、多
くの方々に転倒事故ゼロを目標に今後も取り組む。
・現在男性従業員の育児休業実施中（２年目）

その他のサービス

・節電や節水、ゴミの分別や削減は少しずつ行っていた。
・今回目標を明確にすることによりさらに意識をして活動し
ていきたいと思っている。
・その他記載のある項目について当社にできることはできる
限り行いたいと思う。

418

419

420

421

株式会社住宅情報サービス

有限会社ジョイランドリーサービス

株式会社ショウエイ

翔成海運株式会社

422

宗教法人正泉寺

その他のサービス

・電気設備のLED化等、省エネに努めている。
・非営利団体への寄附活動を行っている。
・被災地への復興支援活動（ボランティア活動に参加等）を
行っている。
・副業、兼業を認め、多様な働き方を促進している。

423

松電通信株式会社

情報通信業

・「どこでもショップカー」という、オンラインでの購入を諦め
ていた高齢者や体が不自由な方の元へ専用の訪問車でお
伺いするショップカーを開発

424

城南ハウス有限会社

建設業

・環境配慮の実現の為、LED電球の導入を行った。

製造業

・2009年8月にＦＳＣ®/COC認証を取得
・ＦＳＣ®森林認証を通じて森林保全を支援している。
・認証紙発注から製造納品に至るまで、規格に従い適切に
処理できるシステムを構築・維持している。

製造業

・使用済みプラスチックのケミカル・リサイクルにより資源循
環型社会の形成に貢献する。
・工場見学や出張授業等を通じて、地域社会とのコミュニ
ケーションの機会を設けている。
・環境負荷を低減するためのマネジメント体制を構築・運営
している。

製造業

・他社から仕入れた発芽大豆ミートに畜肉エキスを独自配
合することで「旨み」を特徴とした惣菜を展開しており、自社
ECでの販売や大手通販会社での取り扱い、さらに食フェス
への出店など販路を拡げている。
・今後はSDGsへの貢献により一層注力すべく、耕作放棄地
を活用した大豆栽培の内製化に取り組んでいく。
・まずは、今年５月から自社による国産大豆の栽培をスター
トする計画で、11月頃の収穫を見込んでいる。
・さらに、プロバイオティクス（人に有益な作用をもたらす「生
きた微生物（有用菌）」）を使用した発酵技術の確立を目指
してテストを行っており、確立後は特許の取得を目指す。
・大豆そのものの栄養を高めた「プレバイオティクス大豆
ミート」として加工していくことで他社の大豆ミートとの差別
化を図っていく（「プレバイオティクス」とは大腸内の特定の
細菌の増殖及び活性を選択的に変化させることにより、人
の健康を改善する「食品成分」のこと）。

425

426

427

情報印刷株式会社

昭和電工株式会社川崎事業所

株式会社食の力コーポレーション

No.

428

429

430

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

・都市部と地方との格差をなくし公平な世の中を目指すた
め、地方活性の妨げとなっている所有者不明土地の解消に
向け土地家屋調査士として積極的に課題に取り組んで行き
たいと考えている。

建設業

・植木販売及び造園事業による環境問題への喚起：お客様
の自宅など、個人単位で可能とする環境配慮を提供する。
・純粋な地域貢献：地元企業での横のつながりを大切にし、
横浜市青葉区の事業者が協調しあえるよう情報交換をして
いる。
・PTA活動などにも参加し、子供の未来を考えている。

建設業

・多様な人材の活躍を目指して、外国人就労者が働きやす
い様な環境づくりを行っている。
・今後はスキルアップマニュアルを策定して、更なる活躍を
目指していく予定

企業・団体名

土地家屋調査士法人白石事務所

有限会社白井庭園

SILVER CHORD株式会社

431

一般社団法人SILVER STAR

その他のサービス

・子供達の健康増進/社会福祉として、フラッグフットボール
活動及び特別支援学級への特別授業を活動中（キッズシ
ルバースター＆川崎区内の小学校の特別支援学級）
・外国人の雇用やジェンダー平等を活動中（外国籍選手や
多くの女性スタッフの登用）
・かわさきスポーツアンバサダーとして、住みやすいまちづく
りに積極的に活動予定

432

伸栄通信有限会社

製造業

・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。

433

SHIN EDUPOWER株式会社

教育（ＰＴＡを含む）

・児童向けの教育プログラムを開発し、既にインドの学校に
て導入されている。
・日本の学校とインドの学校とのオンライン国際交流を実施
している。
・それらを通し、全ての子供への質の高い教育と平和への
貢献を目指している。
・事業所としては、女性登用と共に、リモートワークの促進
により働きやすい職場環境を構築している。

434

株式会社新研企画

卸売・小売業

・エコアクション21にて認証登録し、CO2削減に向けて、電
気・ガス・ガソリン・水道・ＬＰガス・ゴミ廃棄・紙使用の削減に
取り組んでいる。

435

株式会社新興業

運輸・郵便業

・活動中の事故対策
・労働時間の削減
・事務所のLED照明への切り替え

建設業

・現在、外国人の雇用・育成と、高齢者の再雇用に注力して
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。

製造業

・「安全対策」「従業員の働きやすい環境づくり」は現在も既
に取り組んでいる。
・特にこの2つは従業員の心身の健康のため、そして長期的
な会社の事業継続、発展の為現在も、そしてこれからも必
須のものと考えている。
・新たな取組としての「環境に配慮した活動」は、使用する資
材や梱包材の再利用推奨や廃棄物削減を強化していく予
定

建設業

・外国出身者や性的マイノリティの採用をしており、今後も
前向きに取り組んでいく。
・当社では国内支援事業として、上野や銀座を中心に月１
回、ホームレスの方々へ食事の配布活動を行っている。

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
ルがある。
・省エネ設備への転換
・従業員、構成員の1/2以上が川崎市民である。
・川崎市における施策、事業に協力している。

436

437

438

439

株式会社信幸工務店

株式会社新城

株式会社進正電

有限会社新設備

No.

440

441

442

443

444

企業・団体名

株式会社ジンナス

新丸子路地裏連合

神明建設株式会社

新百合ヶ丘エリアマネジメントコンソーシアム

シンヨー株式会社

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）

その他のサービス

・設備をLED化し省エネルギー活動を実施している。
・現場におけるプラスティックゴミの削減について取り組んで
いる。
・作業中の事故防止に努めている。

市民団体

・イベント開催の準備における紙の使用を抑えるなどの
SDGsの取組を実施
・参加店舗が実施しているSDGsへの取組を取材、冊子や
webサイトで発信する。

建設業

・社員一人ひとりの成長と会社の成長の両立を目指し、働き
やすく、働き甲斐のある職場づくりに努めている。
・具体的な取組としては、社員の各種資格の取得に対して
指導又は助成金などを行い、各自の能力・意識向上に力を
入れている。

その他のサービス

・サスティナブルなまちづくりに向けて、年10回開催されてい
るオープンミーティングではSDGsを意識したテーマで、様々
な企業の取組を共有している。
・コミュニティ会員として、「あさおのSDGs」（のち、一般社団
法人サステナブルマップ）を迎え、活動を支援している。
・年8回開催する「しんゆりフェスティバルマルシェ」では、地
域の都市農業を支援したり、パークマネージメントの検討や
デッキの植栽・美化活動にも取り組んでいる。

建設業

・安全対策ルールを策定し、工事現場での始業前や作業時
の安全確認を実施している。
・工事で発生した廃棄物や社内廃棄物をリサイクルまたは
適切に処理している。
・技術や知識習得のサポートとして、従業員の研修参加や
資格取得に対し支援を行っている。
・女性の技術職を積極的に採用・育成し、現場で働きやす
いよう女性向け設備を整えている。

445

株式会社新良通信

卸売・小売業

・提供する電気機械器具について、環境配慮を意識した
サービス提供
・LED電灯の導入により、省エネを実現。ハイブリッド車や
EV車の導入も検討
・廃棄物について、リサイクル業者との連携により、再利用・
再活用を実現

446

新和機械塗装株式会社

卸売・小売業

・2030年に向けて事務所内の照明のLED化を進めていき、
温室効果ガスの排出量の削減を目指す。

株式会社伸和電機設備

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・ジェンダー平等、性差別のない職場環境づくりに取り組ん
でいる。
・今年から女性社員の雇用をスタート、活躍評価を正しく行
い積極的な役職登用も視野に入れている。

有限会社粋人

・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留めている。
宿泊・飲食サービス業
・従業員向けに教育訓練や研修等を積極的に行い、独立支
援等のサポートに取り組んでいる。

447

448

449

株式会社SWIFT

その他のサービス

・弊社は土木設計を行っている。
・常日頃から環境に配慮した（自然環境を残す）設計を心が
けてきた。
・今後もより一層、環境や生物に配慮した設計を行ってい
く。

450

株式会社スウィート・スタッフ・グループ

専門・科学技術、業務支援サービス業

・従来の白熱球からLEDライトを使用し、省エネルギー、地
球温暖化の抑制、ゴミの削減を進める。
・ジェンダー平等を実現し、女性の雇用を積極的に行ってい
る。

451

株式会社末次工務店

建設業

・型枠工事を通じ、耐久性・環境性を重視した建築物を作り
上げることで、災害に強いまちづくりに貢献している。

No.

452

453

454

455

企業・団体名

株式会社末長組

スカイアクシーズ株式会社

株式会社スガオ施工

有限会社菅原工務店

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

・プレキャスト工法による廃材の削減、超長寿命躯体による
環境問題改善
・資格取得費用の一部負担等による人材育成
・バリアフリー物件施工等による、社会的弱者等に配慮した
物件の提供

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）につながる技術・製品を提供して
いる。
・外国人、障がい者、高齢者など、多様な人材の活躍支援
に取り組んでいきたい。

建設業

・事務所内業務、また工事業務、それぞれの面において、
環境に配慮をした活動をさらに拡大したいと思っている。
・加えて従業員が心身ともに健康な状態でいられることを意
識し、行事の策定、労働環境の改善を行っていく。

建設業

・現在、企業として女性の活躍推進に注力している。
・勤務形態や就労時間の管理を徹底して行い、ワークライフ
バランスの充実を図っている。
・実際に女性管理職が、社内外問わず活躍しており、今後
も働きやすい職場環境を維持していきたいと考えている。
・再生資源の回収
・家庭用電気製品、家具、日用雑貨のリサイクル、リユース
の促進
・省エネ運動、節電

456

菅原商事株式会社

その他のサービス

457

杉本電機産業株式会社

卸売・小売業

ともに、LED照明や高機能エアコンなど省エネ商品の提案
及び販売により脱炭素社会の実現を推進している。
働き続けられる仕組みづくりを継続している。

458

株式会社図工社

建設業

・現場の事故等を防ぐため、職場の安全対策ルールを徹底
・全従業員に研修、教育の場を設けている。
・SDGsへの理解を深める講習会を予定

459

逗子電設株式会社

建設業

・工場等施設のLED工事等の受注確保に注力しており、地
域の省エネルギー化に貢献している。
・自社内においても節電等による企業努力も行っている。

460

鮨福原

・川崎市民の積極雇用や地元地域のイベントに多く参加し
宿泊・飲食サービス業 ている。
・省エネ・節電運動にも取り組んでいる。

461

462

株式会社鈴アキ商店

株式会社鈴木運送

卸売・小売業

・材木卸売業を営む中で、木材の品質や調達先には特にこ
だわっており、お客様が必要としている木材を適量・適切に
提供することに努めている。
・これは、SDGsの目標「15.陸の豊かさも守ろう」に繋がる取
組と考えている。

運輸・郵便業

・環境保全のための仕組み・体制の整備を継続して行って
いる。
・環境方針を策定し、環境保全管理者及び推進体制を定
め、社員に対して法規制の内容などを伝えている。
・梱包資材等の支給品に対して環境に配慮した物に変更で
きるよう、関係会社に対し提案、協議を行っている。

463

有限会社鈴木建興

建設業

・現場ごとに廃棄物の分別を行い、従業員へのリユース・リ
サイクルの意識付けや産業廃棄物の削減を図っている。
・地域貢献として当社役員が地域の役員として活動を行っ
ている。

464

有限会社鈴木工務店

建設業

・事務所の電気を一部、LED電気に切り替えた。
・新入社員の資格取得費や研修受講費を当社が負担しサ
ポートしている。

465

有限会社スズキ塗装

建設業

・働き方改革の一環として、従業員の適正な勤務時間の管
理及び男女問わず産休・育休の取得を積極的に推進し、働
きやすい環境を提供するようにしている。

No.

466

467

企業・団体名

有限会社鈴木屋酒店

株式会社スズコウ

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

・瓶の回収、リサイクル
・ビニール袋の削減
・今後、お酒を通じてSDGsを広めていき、達成に貢献した
い。

製造業

・大手フィルターメーカーにも劣らない品質管理を徹底して
おり、ISO規格に相当するさまざまな書類を作成し、生産性
の向上と品質管理の維持に努めている。
・将来のISOマネジメント取得を目指し、『社内改善計画』や
『5S+2S』などのスローガンを掲げ、より良い『ものづくり』に
心がけている。

468

株式会社鈴工設備

建設業

・健康経営においては、長時間労働を抑制する取組をして
いる。
・能力開発、教育訓練の機会や人材育成のために、資格取
得のサポートやメンター制度においても、今後より一層取り
組んでいきたい。

469

スターフラワー株式会社

保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

・多様な人材を登用するとともに、法令順守を徹底するよう
従業員教育を実施している。
・造園事業の際に出た本来は捨てられるはずの草木を染料
として再利用し、Ｔシャツやタオルを開発している。6月より
販売予定
・植物は人、地球環境など多くのものに良い影響をもたらす
と考え、日々事業活動を行っている。

470

Style-G

建設業

471

ステーキハウス MUSCLE

宿泊・飲食サービス業 ・提供するメニューを絞ることで不要な食品ロスを削減

472

株式会社ステップ

その他のサービス

・今年度、かわさき☆えるぼし認証企業となるべく申請準備
を進めている。

株式会社STONEPAVING

建設業

【行っていること】
・事務所内の照明を全てLED化・空調温度の適切な設定や
省エネルギーへの取組
・同業他社と頻繁な意見交換の場への参加・若手社員のス
キルアップのための支援
【今後行いたいこと】
・かながわSDGsパートナーの取得
・若手社員や女性社員の雇用
・「かわさき☆えるぼし」認証の取得・かわさきエコドライブ宣
言登録
・HPにてSDGsへの取組を宣言

474

スナック和

・店内のLED化をしている。
・ストローなどのプラスチック製品を紙製品に変えていくこと
宿泊・飲食サービス業 によって環境保全保護に努める。
・お手拭き等をおしぼりや、タオルに変えてゴミを出さないよ
うにする。

475

すなどけい

・今後もフードロスを目指し、無駄な食材を出さないようにす
宿泊・飲食サービス業 る。
・LED照明を今後も継続使用をし、節電を心掛けていく。

476

株式会社スプリンクル

その他のサービス

・今後はSDGsの考えの普及活動にも貢献していきたいと考
えている。

477

株式会社スポーツリング・ジャパン

保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

・地域の皆様への健康への指導や治療を行っている。
・子どもへの栄養指導や睡眠指導も行い、健康維持への啓
蒙活動も合わせて行っている。

478

株式会社スマートホテルソリューションズ

宿泊・飲食サービス業

・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。

卸売・小売業

・地域学校の職業体験などを受け入れ、SDGsというものを
教育の観点からも体感して頂きたい。
・まずは、SDGsというものを、職員・講師を含めて理解して
いただくことも大事かと思う。

473

479

株式会社スミノ楽器店

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）

480

炭火焼肉ナカフジ

・現在、肉の端材をひき肉にして、こども食堂へ提供
宿泊・飲食サービス業 ・肉の端材でのメニュー開発
・今後は、独自でのこども食堂などの活動を検討

481

スモモハウス

卸売・小売業

・廃品ロスを削減する。
・ロス商品の低価格販売

482

SWALLOW合同会社

卸売・小売業

・短い距離の移動や、1人だけの移動において小型電動モ
ビリティの提案をテーマパークや鉄道会社に向けて発信を
している。

483

ZEARハウスメイク

その他のサービス

・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
・市内における雇用促進

484

セイコー不動産株式会社

不動産業

・営業車両をハイブリッド専用車としている。
・女性の活躍を推進する職場環境を整えている。
・地元の商店街へ加盟し、清掃活動を行っている。

建設業

・従業員の移動車両にハイブリッド車を導入し、燃費削減に
取り組んでいる。
・外国籍労働者や高齢者を雇用し、多様な人材の積極的な
雇用
・地域貢献や環境に配慮した取組を行っていきたい。

製造業

・省エネルギーやリサイクルの装置及び製品の技術提供、
製品開発を行っている。
・今後は製品開発に、より力を注ぎたい。
・他、外国人、高齢者などを雇用し活用していきたい。

建設業

・脱炭素の取組につながるZEH賃貸住宅・ZEBオフィスの建
設を推進をしている。
・感染症対策も含め、在宅勤務やスライド勤務を推奨し、ラ
イフスタイルに合わせて柔軟に働ける環境づくりを推進して
いる。
・聴覚障がいのある社員がストレスなく会議などに参加出来
るよう『ＵＤトーク』を活用している。

製造業

・今後、現状よりも川崎市内在住の従業員の割合を高め
て、市内における雇用の促進を図る方針
・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。

485

486

487

488

株式会社誠友システム

株式会社誠和電機製作所

積水ハウス株式会社 川崎シャーメゾン支店

有限会社関戸ハガネ商店

489

株式会社セレクト

製造業

・工事現場で使用されている注意喚起のための保安灯等に
ついて、LED化及びソーラー化を進める事により、従来の乾
電池式の保安灯に比べCO2の排出削減やごみの削減に貢
献している。

490

株式会社ゼロゼロ

運輸・郵便業

・働きやすい職場環境を作ることで、労働事故を防ぐ。
・節電等できることを継続し省エネ意識の向上を図る。

491

株式会社センカン

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・最終廃棄物の削減を推進し、住み続けられる街づくりに貢
献したい。
・当社事業を通じ、各種施設の安全稼働を支え続け、地域
社会に貢献していきたい。
・地域行事に積極的に参加し、地域とのコミュニケーション
機会を大事にしている。

492

株式会社千寿建設

建設業

・資格取得補助で資格取得を支援し、安全意識を高める。
・毎月安全衛生教育を実施
・安全大会の参加・実施、朝礼での危険予知活動

その他のサービス

・従来プリントしていたものをPDFにし、社内でのプリント用
紙の使用を少なくしている。
・マイボトルを使用し、ペットボトル使用の頻度を少なくして
いる。
・会社が入居しているビル周りの月1のゴミ拾い

建設業

・毎月安全衛生管理教育を実施、安全大会への参加・実
施、会議や朝礼での危険予知活動
・資格取得補助で資格取得を支援し、安全意識を高める。
・従業員やその家族の健康促進のために、名医を紹介し診
療を優先的に受けられる制度を導入

493

494

株式会社センターメディア

株式会社総栄工業

No.
495

496

企業・団体名
相興株式会社

相互発條株式会社

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

・長時間労働にならない様、適切な労務管理を徹底してお
り、業務活動中の事故防止及び長時間労働の抑制に努め
ている。

製造業

・9.4：部品点数削減・省力などが期待できる製品や、燃料電
池自動車・水素ステーション・水素大量輸送手段など水素
関連事業向け製品を、環境マネジメントシステムをもって生
産し供給することで、カーボンニュートラル実現に貢献す
る。
・12.5：環境マネジメントシステムで非リサイクル率を継続的
に低減し、持続可能な生産消費形態の確保に貢献する。

497

税理士法人創新會計

その他のサービス

・長時間労働を抑制する取組やリモートワーク
・従業員の成長を促すべく研修の充実（各種セミナーへの
社員・パートの受講を推進）
・事業中断をなくすべくBCPの策定や事業承継の取組（本年
度、無償で中小企業向け経営者セミナーの開催）
・近隣学校への出張授業などの地域社会への貢献（高校生
インターンシップ制度に参加予定）
・非営利団体への寄付活動

498

株式会社創友建設工業

建設業

・外国人の積極的採用
・環境にやさしい事業を意識している。

卸売・小売業

・PVC等環境汚染につながる商品を減らし環境の良い素材
を使う。
・商品の質を高め、長く使われる製品を流通させる。
・中国工場の過度な生産スケジュールを出さず、残業等を
無くし労働環境の改善を図る。

製造業

・高齢者、外国人、障がい者の方にも利用しやすくわかりや
すいバリアフリーサインをご提案する。
・サステイナブルな製造方法と環境に優しい製品を開発して
いきたい。

499

500

株式会社TERMINAL７

第一標識株式会社

501

株式会社大華商事

建設業

・人と人を繋ぐ地域支援の継続。地域の支援を通じて、感謝
の輪を作っていくこと
・従業員がより安全安心に働ける環境を作り、工事を工期
内に終わらせ、次の受注に繋げ、また社員へと還元を行う
という輪を作り出し、発展していく。
・この２つの輪をより大きくしていくことを目標としている。

502

株式会社大華物産

卸売・小売業

・人と人を繋ぐ地域支援の継続。地域の支援を通じて、交流
を図り、地域の一員として様々な活動を行っていく。

503

有限会社大光建設

建設業

・弊社従業員の大多数が川崎市民にて構成されており、地
域社会に雇用面で貢献している。

504

有限会社大興資源

卸売・小売業

・資源集団回収団体から、缶とペットボトル混合で買取する
事業「エコチャレンジ回収」を実施
・古紙梱包に「紙ひも」使用啓発で脱プラ推進活動を実施
・役所や企業から機密古紙を溶解リサイクルする事業を実
施
・多種の資源と廃棄物をワンストップで収集し「地域に根差
したSDGsの取組」を実践している。

505

大幸電気株式会社

建設業

・現場状況により退勤時間を柔軟に対応している。
・廃棄を出さないように取り組んでいる。

506

有限会社大後工務店

建設業

・川崎市内在住の人材採用
・営業車両や設備関係の全省エネ化

製造業

・時間外労働の抑制、非営利団体などへの寄付、地域との
共生（お祭りなどへの協賛、参加）
・外国人・障害者・高齢者など多様性のある人材の活躍を
支援
・女性の活躍を支援

507

有限会社大三電気工業所

No.

508

509

企業・団体名

株式会社大志組

大新工業株式会社

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

・女性が立ち上げた企業だからこそ、建築業界においてもっ
と女性が活躍できるようにするため、女性の能力促進・女性
の雇用強化に努めている。
・資源をより無駄なく使えるようにし、環境にやさしい技術や
生産の方法をより多く取り入れて、インフラや産業を持続可
能なものにする。

製造業

・従業員の半数以上が女性であり、管理職も女性の割合が
多く、女性が活躍できる職場環境を造り上げている。
・主婦の方もいることから、フレックスタイム制を導入してい
る。

510

株式会社泰成

建設業

・電気自動車を購入し排気ガス抑制等、地球に優しい取組
を行っている。
・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。
・中小企業家同友会の共同求人活動を行い地域雇用に貢
献している。

511

株式会社大地

不動産業

・節電を行ったり、地元のお祭りに参加している。

512

株式会社ダイデンテクノス

建設業

・省エネ・省力化設備、工事で発生する廃棄物のリサイクル
を進める事で、環境に配慮した電気工事を提供している。
・地域住民が安心して過ごせる建造物の建設に関わる事
で、「地域に根差したSDGsの取組」を実践している。
・建設業の雇用を創出し、男女問わず早期から活躍できる
独自の場を創造する。

513

大豊株式会社

建設業

・環境配慮の実現の為、LED電球の導入や節電対策を行っ
ている。

514

株式会社DIME

建設業

・LEDなどの省エネルギーにつながる製品を提供している。
・今後は他団体との交流により、さらにSDGsにつながる製
品・技術の情報収集に積極的に取り組みたい。

製造業

・常に省エネルギーを心掛け工場の電力の節電や社用車
の低燃費走行に取り組んでいる。
・外国人の雇用を積極的に行い多様な人材の活躍支援に
取り組んでいる。

建設業

・⑧成長・雇用・・・時代に合わせた働き方改革を推進してい
る。働き方の選択肢を増やし、仕事を楽しめるような社内福
利厚生を充実させている。
・今後は途上国であるバングラデシュに力を入れ、教育の
平等に力を入れたいと考えている。

その他のサービス

・⑧成長・雇用・・・時代に合わせた働き方改革を推進してい
る。働き方の選択肢を増やし、仕事を楽しめるような社内福
利厚生を充実させている。
・今後は途上国であるバングラデシュに力を入れ、教育の
平等に力を入れたいと考えている。

515

516

517

ダイヤ工芸株式会社

株式会社ダイヤモンドプロジェクト

株式会社大洋

518

太洋工業株式会社

製造業

・環境にやさしい製造業（省エネルギーの促進、廃棄物を最
小限に抑えた効率の良い生産システムの構築）の推進と、
人にやさしい製品の開発（医療機器等、患者様の負担を最
小限に治療を行う製品の開発、製造）に取り組んでいる。
・社内教育を充実させ、高いレベルでの人材育成や、高齢
者の活躍支援にも積極的に取り組んでいく。

519

株式会社タイレック

建設業

・リモートワークを容認しており、柔軟な勤務形態を認めて
いる。

520

大和証券株式会社 向ヶ丘遊園営業所

金融・保険業

・貧困や環境などの社会課題に対して解決を図る投資を促
す取組を行っている。
・投資商品としてSDGs債（インパクト・インベストメント債券）
の日本におけるパイオニアとして、取扱いを拡大し、社会課
題への投資を促進している。
・子どもの貧困問題解決の一助となるべく定期預金の利息
の一部を寄付する「応援定期預金」というサービスを行って
いる。

521

嵩建設株式会社

建設業

・従業員の資格取得支援、研修会等の参加促進
・材料のロス削減、電力削減

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）

522

株式会社高木鉄工

製造業

･省エネに向けた取組（所有車輌のエコカーへの切替や省
エネに繋がる製品の製造）
･多様な人材を雇用した人材活用支援
･ハラスメント防止のためのルール構築
･長時間労働抑制するための組織作り

523

高砂交通株式会社

運輸・郵便業

・会社内の節電化（照明のLED交換等）
・車両の代替による省エネルギー化
・定年延長による高齢者の活動支援

建設業

・脱炭素社会の実現に向けて、地球環境に貢献する『環境
クリエイター』として、お客様の信頼に応え、グローバル市場
で価値ある環境企業を目指している。
・当社が持つ省エネルギー技術や再生可能エネルギー利
用技術を展開することにより、脱炭素社会を実現していく。

524

高砂熱学工業株式会社横浜支店

525

株式会社高島製作所

製造業

・社内設備のLED化と省エネ設備に切り替えを実施
・事故防止すべくマニュアル等を従業員の見えるところに設
置
・地域行事への参加

526

高千穂興産株式会社

不動産業

・外国人、高齢者、生活保護受給者等、不動産に関しては
不適切な扱いを受けやすい方々の積極的な支援

527

有限会社タカデン制御

製造業

・会社事務所の省エネ化、節電を実施していく。

製造業

・高齢者雇用の働き方改革として定年制を廃止し、従業員
が働きたいという意欲がある限り、働く意思を尊重し高齢者
が年齢を気にせず働ける環境を提供している。
・スマートグリット（電力供給の最適化を行う送電網システ
ム）に関する製品を提供

製造業

・事務所、工場の照明器具を蛍光灯からLED照明に交換す
ることでCO2削減を目指す。
・取得済のISO14001、9001の運用で環境、品質面でSDGs
に貢献する。
・年齢、性別に関わらず、誰もが働きがいのある仕事ができ
るよう努めている。

建設業

・今後、現状よりも川崎市内在住の従業員の割合を高め
て、市内における雇用の促進を図る方針
・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。

528

529

530

髙輪電機株式会社

タカネ電機株式会社

高橋防災株式会社

531

タカミ歯科

保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

・川崎市における施策・事業に協力している。
・地域住民や地域学生、近隣の学校への出張授業を実施し
ている。
・長時間労働を抑制する取組がある。
・被災地の復興支援活動の実施

532

高谷精密工業株式会社

製造業

・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）を意識しながらモノづくりに取り
組んでいきたい。

533

有限会社髙山園

建設業

・造園業者として日々の生活の中で心身ともに健康的な暮
らしが出来る様、家庭の庭や、マンション等の樹木管理を
行っている。
・作業時に使用している車両のアイドリングストップや使用
する機械などのエンジン利用をバッテリー製品に変えること
から始め環境保護に準じている。

534

有限会社宝田商店

卸売・小売業

・梱包資材のリユース、個包装の簡略化
・時短勤務の推進

535

宅配クック123 川崎麻生・稲城店 合同会社た
受けている。
宿泊・飲食サービス業
・節電、節水に取り組んでいる。
んぽぽフードサービス

・麻生区高齢者見守りネットワークの登録企業として認定を
・副業、兼業を認めている。

No.

536

537

538

企業・団体名

株式会社竹田工業

竹之内工業所

株式会社竹本ランドリー

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

・資格取得費用を会社で負担
・事務所、営業車をLED化
・従業員の半数以上が川崎市民

建設業

・時間、勤務場所等について柔軟な勤務形態を取り入れて
いる。
・フロンガスを適切に処理している。
・従業員、構成員は全員が川崎市民である。

その他のサービス

・【雇用を通して地域貢献】地域の安定した職場での仕事と
いう雇用創出を通じて地域貢献を行っている。将来的には
女性正社員を増やし女性活躍にも貢献していく。
・【第３の福祉】障がい者雇用を第３の福祉と考え、障がいを
持たれている方が共に就業することで自立して生活できる
収入を得ることが大切なことと考える。

539

立川興産株式会社

卸売・小売業

・代表者自身が地域コミュニティに積極的に参画し、顧客の
要望のみならず、住人等の情報感度を高く持っている点
・今後は従業員の地域コミュニティへの参画や営業車を脱
炭素に近いものに変えていくなどの点でSDGs活動へ貢献
できるよう努めていく。

540

有限会社タチバナ製作所

製造業

・従業員を雇う際に、一律な決まり事ではなく、個人個人に
あった働き方を提供できるようにしていきたい。

541

辰野電設株式会社

建設業

・省エネルギーにつながる製品を提供している。

542

有限会社辰已屋興業

建設業

・設備をLEDに変更しCO２の削減を行う。
・地域の行事に参加、これからの関わりを考えていく。
・取組みをホームページに公開する。

543

有限会社建部薬局

卸売・小売業

・顧客の要望に対応し満足度の高い店づくり
・節電（LED照明の導入）、節水などの省エネ対策、資源の
無駄遣い削減
・市の施策（学校薬剤師としての活動）に協力している。

544

有限会社田場盛彦建築デザインオフィス

専門・科学技術、業務支援サービス業

・ＬＥＤライトの使用及び地盤における環境負荷の提案を
行っている。

建設業

・省エネルギーに配慮した建築物づくりを実践しており、建
築材料にリサイクル材などを提案している。特に市内公共
建築の設計に多く実践している。
・障害者や高齢者など多様な人材を即戦力として採用して
いる。
・女性役員や、女性技術職が多く、第一線で活躍している。
・福祉の促進（ゴール3）は医療機関に課せられた使命であ
り、医療関係のイノベーション（ゴール9）も私たちが主体的
に取り組むべき課題である。
・すでに当院はコジェネレーター導入などで再生エネルギー
への取組（ゴール7）も行っており、女性の多い職場としての
病院におけるジェンダー問題（ゴール5）は、喫緊の課題と
捉えている。

545

株式会社多摩設計

546

川崎市立多摩病院

その他のサービス

547

有限会社タマン

・フードロス抑制の為に来店客数を予測し、仕入れ量を調整
宿泊・飲食サービス業 している。
・食を通じて地域社会への貢献を行いたい。

548

株式会社田村工機

製造業

・事務所、工場内の省エネ化、節電を実施
・女性雇用の促進、ライフワークバランスの充実化を行って
いく。

NPO

・下記モデルの構築中
・不用な端材「新」活用プラットフォーム「リ・ボーン プロジェ
クト」
・使われない端材に新価値を生み出す循環型再生モデル
（SDGs推進活動 支援モデル）

549

NPO法人地域学習プラットフォーム研究会 関
東ブロック連絡会

No.

550

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）
・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全額負担することでサポートし
ている。
・事務所の照明LEDに切り替えることで、電気使用量の削減
に取り組んでいる。

株式会社チェーロ

その他のサービス

551

ChikuTaku

・照明器具のＬＥＤ化
・従業員とのコミュニケーションを大切にし、風通しの良い職
宿泊・飲食サービス業
場環境づくりに努める。
・フードロス削減に繋げる。

552

有限会社秩父工業

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・技術力向上を目標に、ものづくり社会に貢献できるよう取
り組んでいる。

553

千鳥造園工事株式会社

建設業

・二酸化炭素を削減するために、購入電力及び化石燃料の
使用量削減を進める。
・事業系一般廃棄物の削減を進める。
・節水活動に努める。
・化学物質の適正管理に努める。
・造園工事を通じ心地よい環境の創造の提案に努める。

554

中英建設株式会社

建設業

・社内の安全対策の徹底
・資格取得費用や研修費用を負担し、従業員の育成促進
・環境に配慮した資材の利用促進

555

社会福祉法人長寿福祉会ふくじゅ保育園

保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

・太陽光パネル・生ごみ処理機・電気の使用量見える化で
省エネ行動に努め、子ども達と限りある資源やリサイクルに
ついて実践し、意識は高まるようにしている。
・園内にSDGsボードを設置したり、園だよりの中でSDGsク
イズを行う等して職員だけでなく子どもと保護者の関心を高
められるようにしている。

556

株式会社ツクシ

卸売・小売業

・柔軟な勤務態勢を認めている。
・節電、節水に取り組んでいる。
・ゴミの分別や、排出量を抑えている。

その他のサービス

・お客様へクリーニング品のご返却に際し使用するハンガー
等を店舗にて回収し、回収事業者へ。
・回収されたハンガーは再度ハンガーに加工される。
・弊社は、再利用循環の一端を担っている。

557

株式会社つくば商会

558

株式会社土田製作所

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
サイクルを徹底する。
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、適切な
使用に努める。
・業務プロセスの改善によって生産性を向上させ、企業業績
をアップさせる。
・従業員のライフワークバランスの向上に努める。

559

つるみぷりん A day2021

宿泊・飲食サービス業

・現在のプリンを食べる際のスプーンをプラスチックから、食
べるスプーンを開発し、ゴミの削減に貢献したい。

560

株式会社Ｔ＆Ｉシステムズ

情報通信業

・従業員一丸となり、プライバシーマーク、ISO認証、セキュ
リティ資格の取得を行う。
・パソコン等使用機器のリサイクルは実施しているが、これ
まで以上に意識を高く持ち環境に配慮した活動を行う。

561

株式会社ディーアイティー

建設業

・年齢・性別にとらわれない雇用促進の一環として、女性社
員3名を採用・育成している。
・現場・事務所等で排出されるゴミの分別を徹底している。

その他のサービス

・弊社バレエ教室では、基礎となるバレエレッスンの他、ピラ
ティスやヨガなど誰でも気軽に始められるコースを用意して
おり、心と体両方の豊さに貢献している。
・その他に「川崎市アートセンター」や「昭和音楽大学」等で
の芸術発表の舞台演出も手掛け、地域の芸術振興の発展
を支援している。

建設業

・外国人労働者の採用、川崎市在住の高齢者の再雇用等
従業員の貧困をなくす取組を行っていきたいと考えている。
・弊社にとっても人材確保は必須であることから今後も注力
していき、SDGs達成に向け貢献していく所存

562

563

株式会社tea

株式会社TS

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）

564

株式会社ティーエスコーポレーション

卸売・小売業

・省エネルギー（又は再生エネルギーの促進、大気、水質、
土壌汚染防止）につながる技術、製品を提供している。

565

有限会社ディー・エフ・シー

建設業

・毎月安全衛生教育実施。安全大会の参加
・資格取得補助を支援し安全意識を高める。
・再生エネルギー利用等環境配慮

566

株式会社T-グランドホーム

不動産業

・ストック中古の間取りをゼロから見直し、現代のライフスタ
イルに合った空間へとリノベーションすることにより、住み続
けられる家を提供している。

567

株式会社D-SHIP

・販売データーを備蓄し、破棄を減らす。
宿泊・飲食サービス業 ・環境に配慮し、簡易包装を心掛けている。
・女性が働きやすい環境、制度の整備

568

株式会社ティートゥループ

建設業

・従業員への成長サポート（資格取得支援等）を行ってい
る。
・安全対策ルールを策定し、組織や職場における安全・衛
生管理を行っている。

569

有限会社T-DRIVE

その他のサービス

・環境に配慮した設備の導入を考慮する。

570

有限会社Dino

その他のサービス

・「理容技術と美容技術のコラボレーション！」をコンセプトと
し、「ヘアスタイルにおいて性別は関係ない」という考えのも
と、老若男女差別なく誰でも利用しやすいサロンを目指して
いる。
・薬剤は、全てアルカリ成分を一切使わない自社開発製品
を使用し、健康への配慮も行っている。

571

有限会社T・P・O愛光

その他のサービス

・女性役員の雇用
・ウォーターサーバーの設置を行いプラスチックゴミ排出削
減

卸売・小売業

・残業時間の管理を日々行うことで、ワークライフバランス
の実現に向けた取組を行っている。女性雇用比率の増加を
図ることと同時に、正規雇用化を遂行している。
・事務所を新築し、照明類を全て環境に配慮したLEDライト
の導入に切り替えた。

その他のサービス

・新社屋建設時にもLED照明を設置して消費電力を抑えて
いる。
・できるだけ在庫をなくし、産廃の量を減らす努力をしてい
る。
・ゴミの分別にも配慮している。

その他のサービス

・雨水・中水の再利用や節水を促進している。
・従業員・構成員の1/2以上が川崎市民である（非正規・
パートを含む）。
・女性の活躍推進に向けた方針の周知、従業員・構成員に
対するワーク・ライフ・バランス等の意識啓発など女性の活
躍推進に向けた意識・風土を醸成している。

製造業

・整理整頓活動・ごみの分別・廃棄物リサイクルの徹底・
クールビス・ウォームビズ・節電実施
・お客様におけるCO2削減システム構築の支援
・クリーンな職場で、充実した仕事、充実した成果報酬
・性別・国籍・障がいの有無を問わない採用・登用

建設業

・建物の長期保全・長寿命化計画による環境負荷の低減
・塗装・防水においては、環境に配慮された塗料も使用して
いる。
・会社全体の安全管理の徹底
・川崎市北労働基準行政団体協議会の表彰に始まり、今後
も働きやすい環境整備の拡充を目指していく。

製造業

・本社や事務所の照明器具について新設するものは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
ギー使用効率の向上を図る。
・外部講師を招いた研修や資格取得へのサポート等積極的
に行い、人材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。

572

573

574

575

576

577

テイクスインク株式会社

テーアイデーエンジニアリング

有限会社てくてくあい細山

株式会社テクネ計測

株式会社テクノアート・イシヤマ

株式会社テクノ大山

No.

578

579

企業・団体名

株式会社テクノクラート

株式会社手塚組

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

・RoHS指令に基づき、電気・電子機器に含まれる特定有害
物質の使用を制限し、製品の開発・製造・廃棄までの過程
において、人々の健康や地球環境の汚染に配慮している。
・OAフロアの導入など、従業員の働きやすい職場環境の整
備に力を入れている。

建設業

・川崎市防災協力事業所として、災害時の活動を支援して
いる。
・川崎市消防団協力事業所として、日々の消防団活動を支
援している。
・再生資材の利用や、産廃の再資源化施設への運搬等、再
資源化に取り組んでいる。
・HPにて顧客満足度アンケートを実施しており、業務改善に
取り組んでいる。

580

手造りパンの店Pan de Pu-Pu

卸売・小売業

・子供向けパン教室の開催（英語版もあり）を通じて食べ物
の製造過程を自ら体験してもらう。
・地元農家とコラボして地産地消パンを製造している。
・商店街の店舗とコラボしてオリジナル商品を作り地域の活
性化をはかっている。
・廃油を収集してもらいバイオエタノールとして活用しても
らっている。

581

寺尾サッシ工業株式会社

製造業

・マイクロプラスチックが発生しない、安全な金属材料を使
用し、可能な限り材料のリサイクルを行っている。

その他のサービス

・男女の従業員に対しお互いに意見の言いやすく風通しの
良い環境で不平等のない労働環境を維持する。
・ゴミの分別や自動車より公共交通機関を利用するなど常
にSDGsを意識する事を心掛けて行動している。

その他のサービス

・無駄な資源やエネルギーの削減に取り組んでいる。
・同業他社に比べてIT技術を取り入れることで、紙や文房具
などの使い捨て資源の使用量削減に努めている。
・従業員に高い水準の賃金を払うために、セミナーや成長
に対して時間と費用を割いている。

582

583

株式会社TERAMAX

株式会社デルタ

584

株式会社といろホーム

不動産業

・今後、現状よりも川崎市内在住の従業員の割合を高め
て、市内における雇用の促進を図る方針
・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。

585

有限会社東亜メタル製作所

製造業

・二酸化炭素排出低減に向けた省電力、省資源、を会社全
体で推し進めることにより脱炭素社会の実現に貢献してい
る。

586

有限会社東栄工業

製造業

・切削時に発生する金属くずの廃棄を買取専門業者に依頼
しリサイクルの推進を行っている。
・ホームページにて顧客に対するお問い合わせフォームを
設置し、製品製造にその意見を反映すべく、代表者と現場
担当者と直ぐに情報を共有し、常日頃から品質管理に努め
ている。

587

東永電機株式会社

製造業

・省エネルギーに対応した製品作りに努める。
・地域の祭事に参加し 地域貢献を行う。
・女性が働き甲斐のある職場環境整備に努める。

588

東急建設株式会社

建設業

・主要な取組としては、ＺＥＢ、再生可能エネルギー電力へ
の転換、重機の非化石燃料化、脱廃プラスチック資材など
の施策を行っている。

589

東京医研株式会社

製造業

・弊社商品（赤外線治療器）は、光源にLEDライトを使用して
おり、お客さまの電気使用量の削減を促す等、環境問題に
配慮した商品を提供している。
・弊社内での廃棄物や電気使用量の削減を意識した活動を
行っていく。

590

東京園芸資材販売株式会社

卸売・小売業

・緑豊かな社会形成を目標に、脱プラを推奨し、ＣＯ２削減
に向けて今後も環境に優しい、農園芸資材の提供に努めて
いる。

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）

591

有限会社東京クリエイト

製造業

・工場・事務所の電気をこまめに消し節電、再生可能エネル
ギ－比率の高い電力会社からの電力購入検討を考えてい
る。
・ホームページにて顧客に対するお問い合わせの窓口を設
置し、製品製造にその意見を反映するべく、代表者と現場
担当者と直ぐに情報を共有し、常日頃から品質管理に努め
ている。

592

株式会社東京縫製

製造業

・今後、質の高い教育機会の提供として、文化性の高い知
識や教養が身に付く様、日常的に着物を着用する生活を推
進したいと思う。

593

株式会社東光測建

専門・科学技術、業務支援サービス業

・内部で、ペーパーレスに取り組んでいる。
・プライバシーマークを取得している。
・従業員の研修や資格の費用を負担している。

594

株式会社東昇

卸売・小売業

・小さな取組であるが、設備をLED化し省エネルギー活動を
実施している。
・現場におけるプラスティックゴミの削減について取り組んで
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。

595

株式会社トウシン住宅

建設業

・環境に配慮した資材を使用したリフォーム工事を行ってい
る。

596

株式会社東蒼

建設業

・現場の安全対策ルールの徹底、従業員への周知徹底
・従業員への資格取得を促し、従業員の育成強化
・外国人実習生の受け入れを促進し、多様な人材の育成を
行う。

597

株式会社東洋エレック

建設業

・内装工事に使用する配線に「エコケーブル」を使用し、配
線のビニール部分を再利用している。
・現場の状況により退勤時間を柔軟に対応している。

建設業

・海のアマモ場の再生に向け、東京湾大感謝祭の場で、ア
マモの里親体験ワークショップを実施
・全国でアマモ苗移植会イベントへの参加、準備等の協力
を実施
・横浜象の鼻パークの清掃ボランティア活動を月１回定期
的に実施

建設業

・フレックスタイム制やフレックス休日制を導入し、働きやす
さや長期休暇取得を促進
・勤務間インターバル制を導入し、労働時間削減を促進
・高齢社員のニーズに合わせた業務転換による永続雇用促
進
・女性社員雇用のための環境整備
・児童養護施設出身者等の雇用促進

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・省エネ設備の導入、燃費削減への意識づけに取り組んで
いる。
・長時間労働の抑制、産休・育休の取得を促進している。
・資材やごみを適切に管理し、３Rに取り組んでいる。

その他のサービス

・新社屋建設時にもLED照明を設置して消費電力を抑えて
いる。
・できるだけ在庫をなくし、産廃の量を減らす努力をしてい
る。
・ゴミの分別にも配慮している。

卸売・小売業

・事務所、工場照明の電気使用量を減らすLED照明への交
換を進めている。
・ゴミの分別を積極的に行い、資源のリサイクルに貢献して
いる。

598

599

600

601

602

東洋建設株式会社 横浜支店

株式会社東洋社

株式会社東洋スクラップセンター

東洋設備研究所

東洋洗濯機械株式会社

No.

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

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）

建設業

・弊社の取り扱うインターロッキングブロックは保水機能が
高く吸収力が高いためヒートアイランド効果を抑止する効果
がある。
・多くの場所で利用いただくことで微力ながら地球温暖化の
防止に貢献していきたい。
・弊社の取り扱う再生木材は従来廃棄されていた製材工場
出る大量の木粉を再利用するものであり、より多くのお客様
に利用していただき、ごみの削減に貢献していきたい。

建設業

・長く安心して住み続けられるように地震に強いレジリエン
ス住宅を提供
・以下グループでの取組内容
・不動産再生の取組（一棟リノベーションによる老朽化した
マンションの有効活用と住環境改善）
・傘シェアへの参加
・がん患者やそのご家族の支援活動「リレー・フォー・ライ
フ」に参加
・きれいな街づくりのための街中清掃を実施
・AEDを設置、地域の健康への取組
・ボトルキャップや使用済みカイロの回収に協力し、再利用
を促進
・健康経営を実践し、社員の健康に配慮

藤和建興株式会社

建設業

・事務所の照明器具にLED照明を導入
・環境対策型の車両を導入
・地元建設業者の会で、宮前区が実施する総合防災訓練
や防災フェア等に参加する際は、住民の皆様に災害復旧作
業等を広報、お子様達にお菓子を配布
・残業を削減する、年次有給休暇の取得を奨励するなど、
働き方改革の更なる推進

有限会社登喜和屋

・多種多様な人員を採用することで、雇用の創出を目指して
いる。
・食品の使い切りを目指し、まかないでの使用等を行うこと
宿泊・飲食サービス業
で食材ロス削減に努めている。
・のらぼう菜や松屋梨園の梨等川崎ならではの食材を使う
など、地産地消に努めている。

東洋ロザイ株式会社

東横建設

株式会社Toshimi Fujimoto

戸田建設株式会社 横浜支店

株式会社DOT&LINE

トップアローズ株式会社

株式会社トップスマルシマ

トミー機械工業株式会社

卸売・小売業

・地産地消及びいわゆる販売出来ず廃棄もしくは安売りさ
れるいわゆるB級品食材の有効活用
・地域イベントへの協賛、参加を通じて地域イベント活動支
援や地域住民との交流を図り、地域経済の振興を図りた
い。
・パッケージにバイオマスプラスチックを利用することで環境
に配慮した経営を行いたい。

建設業

・豊かな暮らしを支える街づくり
・環境と共生したインフラ整備
・脱炭素社会の実現
・技術革新と提供価値の向上
・働く喜びを感じる職場づくり

卸売・小売業

・オゾン脱臭・除菌洗浄機器販売をメインとした環境衛生に
関わる事業を展開している。
・川崎市内の保育施設等へのオゾン脱臭・除菌機器や除菌
水等の寄付および災害ボランティアなどの社会貢献活動を
行っている。（川崎市長より感謝状）

運輸・郵便業

・安全性の高い車両を提供することにより、交通事故の減
少を促進し、人命の尊重・社会の繁栄を手助けする。
・一般的なダンプトラックと比べ、積載量が約3倍でCO2の排
出量が削減できる車両を提供
・各種申請書のペーパーレス化、印鑑レス・省力化を進めて
いる。

卸売・小売業

・ご来店頂いた方一人ひとりの要望を聴き丁寧に接客する
ことで、その方に合った靴のご案内することで、お客様に幸
福感を提供している。
・商品をお渡しする際、基本は外箱を取ってお渡しており、
その他にもお持ちの靴の修理をお受けしたりと、廃棄物削
減を行うことで環境問題改善にも貢献している。

製造業

・自然分解する特性の生分解性フィルムの生産をする機械
を製造することで、化学物質や廃棄物の土壌への放出を大
幅に削減
・トリミング廃棄フィルムやフィルムロスを元の原料のペレッ
トに再生するリサイクル装置の製造を行い、廃棄物の発生
抑制に取り組んでいる。

No.

613

614

企業・団体名

株式会社トライアングル

株式会社どらせな

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

・従業員の健康促進のため事業所として「よこはまウォーキ
ングポイント」に参加している。
・外部講師を招き、定期的にメンタルヘルス勉強会を実施し
ている。
・育児休業制度等を整備しており、現在は「くるみん認定」の
取得を目指している。

保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

・リモートワーク（リモート会議）
・研修費用、資格取得費用の補助
・メンター制度の実践
・定期的に開催している社員全体勉強会など

615

株式会社トラックス

専門・科学技術、業務支援サービス業

・多様な働き方の促進（リモートワークの拡充、ライフステー
ジの変化に柔軟に対応できる働き方の提案、個人の能力を
高める教育・研修の実施）をとおして、「5.ジェンダー平等の
実現／8.働きがいも経済成長も」に貢献する。

616

Ｔｒａｄｅｅ株式会社

建設業

・外国人労働者の活躍支援に取り組んでいる。
・長く住める住まいを提供できるよう地方の住宅リフォーム
を行っている。

卸売・小売業

・太陽光発電システムの卸売り業を通じて再生可能エネル
ギーの普及促進に取り組んでいる。
・従業員の資格取得費用を全額負担し、人材の育成・強化
をしている。

617

株式会社トラビス

618

Dream Compass

その他のサービス

・現在、働き方としてリモートワーク、オンラインによる業務
を中心としており効率化を図っている。
・地域振興には力を入れており、自治体公認の中原区サウ
ナ部の立ち上げ、静岡の3人制プロバスケットボールチーム
の事業、ダンスやスケートボード等のストリートスポーツに
携わっている。
・今後も継続的に地域とのつながりを持ち文化振興に寄与
していく所存

619

ドリームスコーポレーション株式会社

不動産業

・本店所在地周辺の道路、遊歩道の草刈などの地域貢献
活動
・働き方改革の一環として、従業員の適正な勤務時間の管
理及び男女問わず産休・育休の取得を積極的に推進し、働
きやすい環境を提供するようにしている。
・環境配慮について、日々の節電・節水等のエコ活動や、照
明にLEDを取り入れるといった活動を積極的に推進する。

620

株式会社TORICO

その他のサービス

621

鳥作

・省エネルギー化への転換
宿泊・飲食サービス業 ・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
・地元イベントへの積極的参加

622

株式会社Triple A

専門・科学技術、業務支援サービス業

・健康と福祉につながる商品を提供している。
・ジェンダーレスの人材の活躍や支援に取り組んでいる。
・リモートやフレックス制を取り入れて、柔軟性の高い働き方
を提供している。

623

TRIM株式会社

卸売・小売業

・環境にやさしい知名度向上をさらに行い、SDGsと共に販
売開始以来掲げている「Earth Conscious 」を他関連製品へ
展開する。
・スペシャルオリンピックス日本への協賛
・障がい者への施設利用イベント開催
・男女の雇用人数をできるだけ同数にする努力をしている。
・マシンの再利用（離島への無償提供等）

624

株式会社トリリオン

その他のサービス

625

株式会社ナガイエンタプライズ

・川崎市内業者からの商品仕入を積極化
宿泊・飲食サービス業 ・怪我防止等のルール策定
・LED化等の省エネ設備の導入

626

長井興業住宅資材株式会社

建設業

・高齢者の人材支援を積極的に取り組んでいる。
・環境汚染（大気、水質）防止につながる、製品を提供する。

627

株式会社ナガイ商店

卸売・小売業

・川崎市民の積極的な人材採用
・怪我防止等のルール策定
・LED化等の省エネ設備の導入

No.
628

629

630

企業・団体名
株式会社ナガオシステム

株式会社中川研磨製作所

社会福祉法人中川徳生会ビオラ川崎

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

・弊社の3次元運動装置を使うことによって通常の使用電力
を半分に削減出来る。

製造業

・従業員の健康促進や風通しの良い職場環境を整えるた
め、福利厚生の一環として工場内にジム施設を完備してい
る。
・今後とも働きやすい職場環境を促進していく。

その他のサービス

・BCPは作成したが、より実践的な内容に見直してく。
・地域の小学校の福祉教育に参加する機会をいただいてい
る。
・地域の方々が運動をする機会を設けている。
・地域に出向き、出張講座を行っている。

631

有限会社長島硝子店

建設業

・小さな取組であるが、設備をLED化し省エネルギー活動を
実施している。
・現場におけるプラスティックゴミの削減について取り組んで
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。

632

有限会社中嶋設備

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・柔軟な勤務形態を構築すべく、リモートワークやフレックス
タイムを導入中

株式会社中商

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・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）につながる環境保全サービスを
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。
・川崎区に処理リサイクル工場を設け、地域雇用に貢献し
ている。

中新産業株式会社

・客室アメニティ等のプラスチック製品の廃止・使用削減に
努めている。
・食事の提供にあたり、適正な量の料理提供に努め、フード
宿泊・飲食サービス業
ロス削減に取り組んでいる。
・LED照明等今後導入を検討しており、室温上昇を抑え・電
力消費削減を目指す。

633

634

635

株式会社ナガセ内装

建設業

・外国人建設就労者や技能実習生をスタッフとして採用して
いる。
・営業車は低公害車を導入し、事務所の設備は省エネ設備
を導入している。

636

中平産業株式会社

製造業

・労働環境の改善と製造品の向上を目標にしていく。
・多様な人材雇用に取り組みたい。
・取引先に信頼される製品作りを継続している。

建設業

・電力消費量の削減を図るため、LED照明等の導入推奨し
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
・エコドライブの実施 など

637

有限会社長埜電気

638

有限会社中溝グラフィック

製造業

・持続可能な事業展開を行う為、働きやすい仕事環境作り
を行っている。
・生活困窮者や身体障がい者団体、被災地へのボランティ
ア活動を行っている。

639

有限会社長宗商事

その他のサービス

・スタッフがSDGsを意識し、地域貢献に取り組んでいきた
い。
・環境にやさしい事業活動を推進する。

640

株式会社中村組

建設業

・走行距離の削減のため配達方法やルートを選定する。
・使用車両を低公害車へ移行する。

641

有限会社中山商店

卸売・小売業

・形の整っていない芋（焼き芋用の芋）など商品にならない
ものを焼く前の状態で安価で販売しフードロスを防ぐ取組な
どを行っている。

その他のサービス

・車椅子の方、御年配の方でも安心してご来店いただける
完全バリアフリーにこだわっている。
・女性が働きやすい環境作りを積極的に取り組んでいる。
・過剰な包装や3Rを意識した取組をしていきたい。

642

有限会社ナチュール

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）

643

有限会社ナチュデント

保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

・健康の為、健全な食生活がおくれる様に体の一部に違和
感なく適合する補綴物の作成を行っている。

644

株式会社NattyLife

その他のサービス

障害者へ就労継続支援サービスを提供している。

645

名取建設工業株式会社

建設業

・小さな取組であるが、設備をLED化し省エネルギー活動を
実施している。
・現場におけるプラスチックゴミの削減について取り組んで
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。

646

株式会社ナベセイ

製造業

・今後営業用の車輌を全てEV車に変更、太陽光パネルを設
置し100%自家発電へと変更していく予定

647

株式会社nalu

建設業

・循環型社会の実現に向けたインフラ工事を行っている。
・外国人や女性を積極的に雇用し、多様な人材の活用・育
成に努めたい。

製造業

・柿渋タンニンと銀イオン加工を施したゼオライトを開発、製
品化し、細菌やウイルスに汚染された水や土壌の継続的な
浄化を可能とした。
・河川や井戸の浄化による安全な飲料水の確保への貢献
が期待される。

その他のサービス

・高齢者や障がい者の雇用促進及び安全安心な労働環境
整備
・環境に配慮した資機材の使用による省資源化、環境負担
軽減
・各種団体と連携し業界及び地域社会への貢献

648

649

南信産業株式会社

南陽設備管理株式会社

650

ニイガタ株式会社

製造業

・2021年にSDGsの推進を行うことが社内発表され、脱炭素
社会の実現に向けた取組としてエネルギープロジェクトを推
進することになった。
・具体的には人工光合成の水素製造フィールドテストや海
洋エネルギー資源の利用に向けた基礎研究に携わる一
方、解決しなければならない福島第一原発のデブリ冷却の
可視化等エネルギーに関連する取組をプロジェクト化してい
る。

651

株式会社西生田製作所

製造業

・金属加工技術の向上により、製品の耐久性の向上を図
り、廃棄物量の削減に貢献

652

西東京精密株式会社

製造業

・女性の雇用推進に取り組んでいる。
・その他に製品の品質管理を徹底し製造過程で発生する廃
棄物についても削減を推進し、環境配慮に貢献していく。

653

有限会社西富建設

建設業

・事務所の電気をLED照明に変更し、節電をしている。
・営業車両を環境に配慮した車両を使用している。

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。
・社員の健康確保に努めている。
・川崎市に事業所を設け、地域雇用に貢献している。
・女性の少なかった職場への配置や、社員の働きやすい環
境づくりを行っている。

建設業

・「地球環境にやさしく」をテーマに生まれたルーフデッキ等
当社製品を通じてSDGsの達成に貢献する。
・当社の理念である「人は財、人が財（たから）」を掲げ、従
業員育成に取り組む。
・事務所内の照明設備をLED化する等、エネルギーの削減
に取り組む。

654

655

株式会社西日本メタル

日栄鋼材株式会社

656

日栄塗装工業株式会社

建設業

・事務所内の電気をすべてLED化
・産業廃棄物の適切な処理と削減、リサイクルを行っている
業者の選定
・環境負荷の少ない材料への代替推進
・社員への研修及び資格取得にかかる費用の援助

657

有限会社日栄モータース

その他のサービス

・地域に根差した営業体制を確立するためにも地域のイベ
ント等に積極的に参加を行い、地域社会との連携を深めな
がら営業活動を行う。

No.

658

659

660

企業・団体名

日英冷機工業有限会社

株式会社ニチエービルテック

株式会社ニッカコーポレーション

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

・空調設備業として環境に配慮した工事、安全第一、責任
施工、働きやすい職場環境に基づいて、フロン排出抑制法
による業務用の、フロンガス回収、充填に取り組んでいる。
・SDGsの事はいろんな報道で聞いていても、社内ではあま
り理解度は低い、今後研修制度、資格取得支援制度など
で、理解を深めたい。

その他のサービス

・川崎市内に在住の方の積極採用に取り組み、多様な人材
が伸び伸びと活躍できる場づくりを目指しす。
・そのために従業員の多様な働き方を認め、自己研鑽の機
会提供を積極的に行っていく。

卸売・小売業

・働きやすい職場づくり：トラック事業者向け「働きやすい職
場認証」を所得し、労働条件や労働環境の見える化を図っ
ている。
・事業活動を通じた環境負荷の低減：作業に伴って排出さ
れた廃棄物・廃棄部品はしっかりとした分類を行い適正な
管理と処理を行っている。
・環境保全活動：グリーン経営の認証を所得し、環境保全活
動に取り組んでいる。
・労働安全衛生：ISO４５００１「労働安全衛生マネジメントシ
ステム」の認証を所得し、従業員を守り、安全で健康な職場
づくりに取り組んでいる。

661

有限会社日恵精螺

製造業

・廃材（銅端材や廃油等）は、適正な処理や業者提携による
リサイクル活用を実現
・高齢者など多様な人材の活躍支援、女性活躍支援に取り
組んでいる。
・電気設備のＬＥＤ化やハイブリット車導入、省エネタイプ機
械設備導入など省エネ化に取り組んでいる。

662

株式会社日研機材製作所

製造業

・ISO9001（品質） ISO14001（環境）の認証を取得している。

663

日天株式会社

卸売・小売業

・再生可能エネルギー（太陽光発電）につながる技術・製品
を提供している。
・節水・節電を実施している。
・法令遵守の徹底を行っている。

664

日東工業株式会社

建設業

・技術のある女性作業員を採用したい。
・現在の営業車両も低公害車を採用しており、今後買い替
えをする際にも、環境に優しい車両を採用する。

卸売・小売業

・商品梱包時の段ボールや、酒瓶のリサイクルを行ってい
る。
・地域学生に職場見学を行い、地域とのコミュニケ―ション
の機会を設けている。

製造業

・働きやすい環境づくりのため夏季の防暑対策や女性・外
国人の資格取得推奨を行っている。
・炉の稼働時間・台数を調整し、生産性を維持したまま省エ
ネを実現する等、脱炭素化と節電意識向上に努めている。
・プラごみ削減のためビニール袋にシュレッダーごみを入
れ、緩衝材として再利用している。

情報通信業

・ファクトリーオートメーションの提案による省電力化、省人
化等を行っている。
・節水・節電を実施している。
・法令遵守に関して意思統一を図っている。

665

666

667

合名会社日東食品

新羽金属工業株式会社

日本電能株式会社

668

二宮産機株式会社

製造業

・ペットボトルのキャップを収集し、世界の子供にワクチンを
届ける取組を実施
・今後、事業所の照明をLEDに変更したい。
・省エネルギー設備を導入し、エネルギーコストを削減して
いきたい。
・多様な人材を活用していきたい。

669

二宮商事株式会社

不動産業

・省エネルギーの住環境をお勧めしたり、高齢者、外国人、
障がい者への斡旋、管理等を行い地域とのコミュニケーショ
ンが、スムーズに運ぶよう取り組んでいる。

No.

670

671

672

673

674

企業・団体名

株式会社ニノン

日本インベスト株式会社

株式会社日本カードクリエーション

株式会社日本管理サービス

株式会社日本地所

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）

不動産業

・建物管理業務を通じて、省エネ設備への入れ替え実施を
地元業者に行ってもらっている。
・町会や商店会の経営者の皆様を、当社が事務局となって
いる税務団体主催の講演会にお呼びし、e-tax普及や新し
い税制への理解を深めて頂くことでペーパーレス化に繋げ
ている。

製造業

・現在は、電力消費量や化石燃料、水使用量の削減に努め
ている。
・廃棄物の削減、リサイクルの促進として、地球資源を大切
にして廃棄物の発生をできるだけ減少させ、発生した廃棄
物をリサイクルしている。
・物品・サービスの調達にあたっては、地球環境問題に配慮
して実行しており、2013年よりエコアクション21の認証を取
得している。

製造業

・社用車に低燃費車（ハイブリッド車）使用
・太陽発電の導入
・工場周辺の定期清掃
・社員の出産、育児休暇の取得、また復帰後は時短勤務制
度を導入している。

その他のサービス

・リノベーション事業やリフォームなど当社の事業展開によ
り、建物の再利用が可能となる。
・賃貸の退出時に不必要となったものを残置物として再利
用したり、建物解体時の不要物を出来るだけリサイクルす
るなど、持続可能な形態を目指している。

不動産業

・働きながら学ぶ人を応援している。
・女性の雇用を積極的に行っており、産休・育休も取得実績
がある。
・採用時に学歴、経歴を問わず公平な立場で判断を行う。
・長時間労働（残業）の削減をしていく。
・事務所の照明設備をLEDに切り替えている。
・お客様へお渡しするもの以外は広告等の裏紙を再利用し
ている。
・社用車はハイブリッド車を使用

675

株式会社日本ハウジング

不動産業

・クリーンエネルギーの提案をしており、街の一区画全戸が
太陽光発電システムを導入した実績がある。
・活用していない土地や建物等に対する建て替えや補修の
ご提案を通し、持続的な利用が可能となっている。
・毎日、店舗周辺及び商店街の清掃を行っており、住みや
すいまちづくりに貢献している。

676

株式会社ニム

その他のサービス

・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。

その他のサービス

・店舗にはキャッシュレス化としてPayPay決済、クレジット
カード決済を導入している。
・女性の雇用を進めていきたいので、今後の店舗展開には
女性（責任者も含め）をメインに活躍できる職場作りをしてい
く。

建設業

・当社が行っている遮熱塗装は室内温度を下げる効果を持
つ特殊な塗料であり、年間の消費電力の削減から、環境負
荷の低減に繋げている。
・当社の活動範囲は広く、年間でかなりの距離を移動してい
ることから、CO²排気量を懸念しハイブリッド車輌の順次買
替を検討している。

建設業

・「その土地の既存の石や庭木の再利用及びそれらを活か
す」をモットーにその地域の歴史と調和させた上で新たな景
観を創出している。
・営業車にはハイブリッドカーを導入し、CO2削減に取り組
んでいる。

その他のサービス

・取付商品納入時の梱包資材（段ボール等）の資源ごみの
リサイクル
・使用不可となったバッテリーの適正な処理（産業廃棄物川
崎市登録企業）

677

678

679

680

合同会社ＮｅｗＦｉｒｅ

株式会社ネクスアート

根本グリーン株式会社

有限会社根本電機商会

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）

681

NOAH株式会社

運輸・郵便業

・安全対策ルールの作成
・長時間労働の見直し
・節電・節水の取組

682

ノアテック合同会社

建設業

・省エネ設備の導入
・福祉事業への参加や寄付
・管理職の登用、能力強化促進のための研修の実施

卸売・小売業

・災害時、食糧不足になった際もすべての人に新鮮で美味
しいお米を食べて、心も体も健康でいてほしいと考え、備蓄
米の販売をしている。
・備蓄米を販売することですべての人に健康と福祉をお届
けできるため、SDGsの理念に通ずると考えている。

製造業

・ISO9001を取得しており、今後も自社が扱う製品の品質に
ついて徹底したマネジメントを行っていく。
・従業員には高齢者の割合も高く、より幅広い年齢の従業
員が安心して働けるよう、労働時間の管理等の職場環境づ
くりを目指す。

683

684

農家産直米すえひろ

株式会社野路製作所

685

株式会社野尻金属

製造業

・エコアクション21登録認証を受けており、ごみの削減や省
エネ活動等小さな取組から行っている。
・環境活動の実施状況及びその評価を年度ごとに取りまと
め公表している。

686

有限会社野原プラスチックス

製造業

・環境に優しい原料（植物由来）を使用した成形・加工
・誰もが使いやすい、設備の製造（障害者用の信号機）
・設備の電動化を図り、環境に優しい経営を行っていく。

687

株式会社野本

卸売・小売業

・今後、設備をLED化し省エネルギー活動を実施している。
・現場におけるプラスチックゴミの削減について取り組んで
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。

688

株式会社バーチランド

不動産業

・残業時間ゼロを目指し従業員のライフバランスの拡充を目
指す。

689

ハートランド・ホーム株式会社

建設業

・「SDGsがどんなものか」を伝え、「国や大企業・誰か」が行
うものではなく「個人（自分）」が主体である「SDGs」を身近に
感じてもらえるよう対話を中心に活動している。

690

株式会社Hi美scus

その他のサービス

・毎日の運動習慣をつけられるように、毎日通えるプランご
提供している。
・運動というと若い世代という認識が多いと思うが、ご高齢
の方や成長期の方も通えるよう、幅広い年齢層にご対応で
きるプランをご用意している。

691

ハウステック株式会社

不動産業

・リノベーション等の活用による中古住宅を流通させ、空き
家問題や木材使用量の削減に取り組んでいく。

692

有限会社畠山電機小倉オーミズ

卸売・小売業

・エコキュートなどの電化製品は空気から熱をくみ出すヒー
トポンプを推奨し、あまり電気量を使わないものをお客様に
進めている。

693

808air

その他のサービス

・電力を全てＬＥＤ化することで、地球環境に配慮した省エネ
に取り組んでいる。
・地元中学校の就業体験の場を提供し、地域貢献をしてい
る。
・かわさき地元応援券利用可能店舗としてサービスを提供
することで、川崎市の盛り上げに協力している。

694

有限会社ハナマサ

卸売・小売業

・花や観葉植物等の販売を通して、環境のことを考えてもら
い、街を花や木で溢れさせたい。緑の豊かさを守ることにつ
なげたい。

695

株式会社ハネイシ

建設業

・外国人労働者の雇用・育成を推進し、多様な人材の活躍
支援を行う。
・ハイブリット車の導入により、CO2排出量削減を行う。

No.

696

697

企業・団体名

株式会社羽田工作所

株式会社羽友建設

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

・エコパネル（植林・管理されたポプラを原料にしたボード）
を採用し、大気中のCO2吸収と野生林伐採の削減に貢献し
ている。
・オフィスが移転すると大量に廃棄される塩ビ製タイルカー
ペットを減らしたく、セラミック製材料や床システムの取扱い
と加工を始めている。

建設業

・地域行事等に積極的に参加し、地域への貢献を果たす。
・横浜開港祭については、実行委員を務めている。
・従業員へは、安心安全な現場作業となるよう、様々なルー
ル（約束事）を作成。毎年事故０を目指し、活動を行ってい
る。

698

株式会社パブリックプラニング

専門・科学技術、業務支援サービス業

・ウォーターエイドジャパンへ募金活動を実施している。
・性別、国籍、障害を問わない雇用を実施している。
・ペットボトル量削減の為飲料サーバーを設置している。
・給湯室にてエコ商品（洗剤、スポンジ）を使用している。

699

ハマコーテング株式会社

製造業

・本社、工場設備をLED化し省エネルギー活動を実施してい
る。

700

有限会社濱電気設備事務所

建設業

・本社、工場のLED化により省エネを実施
・冷暖房の設定温度を意識
・オンライン決済サービスの利用促進

701

有限会社はやま

・職場のおける安全・衛生管理に取り組んでいる。
・高齢の方が持続的に働けるように健康経営を取り入れた
い。
宿泊・飲食サービス業
・多様な働き方を促進している。
・従業員に能力開発、教育訓練の機会や人材育成のため
の仕組みを提供していきたい。

702

株式会社原

製造業

・食品ロスへの取組

703

原淳子税理士事務所

専門・科学技術、業務支援サービス業

・企業のあり方を常に問いながら、企業理念策定やビジョン
やゴールからのバックキャスティングでの事業計画の策定
を支援し、中小企業の持続可能性を財務面から後押しす
る。
・SDGsに取り組む中小企業を支援することで、よりSDGsの
取組が当たり前の社会となるよう貢献する。
・自社では女性が働きやすく、多様な働き方が可能となって
いる。

704

針尾工業株式会社

建設業

・地元地域から積極採用し、従業員の半数以上が川崎市民
である。

705

株式会社ハレタビト

・食品ロスをなくすことを徹底的に意識して調理方法、レシ
ピの作成を行っている。
宿泊・飲食サービス業
・地域雇用を増やすべく、同地域内にて多店舗展開を目指
す。

706

有限会社パワーサイトシステム

情報通信業

707

株式会社藩次郎

・飲食店ではゴミを減らす努力、本来であれば捨てる食材を
活かし商品を創り上げる。
・東日本大震災の復興支援として宮城県女川町、石巻市の
鮮魚を直接仕入れ、また、ＮＰＯ法人カタリバへの寄付も
宿泊・飲食サービス業
行っている。
・多様な人材や女性の雇用を増やし、差別のない働きやす
い社会を作る努力をしている。何よりも川崎市での雇用を増
やすために店舗拡大を実施している。

708

有限会社番場建築

建設業

・長時間労働の是正
・省エネ・節電活動の実施
・事故防止対策の徹底

保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

・女性、高齢者など、多様な人材の活躍支援に取り組んで
いる。
・多摩区、麻生区に保育園を開設し、地域雇用に貢献して
いる。
・関係会社のNPO法人バンビノピエノと共同で農業に取り組
んでいる。

709

株式会社バンビのピエノ

・産業と技術開発の先駆者を目指し、地域貢献を目標に掲
げている。

No.

710

企業・団体名

株式会社ハンブル

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

・事業を通じて発生する廃棄物の適正な処理を行い、環境
負荷低減に努めている。
・常に技術の向上を図るべく、研修の実施や資格取得支援
等の人材育成に取り組み、高品質なサービスの提供に努
めている。

711

株式会社ピー・アンド・アイ

製造業

・余った紙でノートなどの商品を作成し、援助団体へ寄付を
行う。
・ノートや商品は募金のお礼として配っていただいたり、援
助物資として使用してもらう。

712

有限会社ビーイーワイ

製造業

・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）につながる技術・製品を提供して
いる。

713

株式会社ビー・エス・エヌ

その他のサービス

・現在、残業ゼロのスローガンを掲げ、現在月間残業平均0
時間を達成。今後も残業時間ゼロを目指す。

714

株式会社ＢＰＣ

建設業

・非営利団体への寄付の実施
・市内事業者との更なる連携強化

卸売・小売業

・照明のLED化やエアコン設備の更新などによる消費エネ
ルギーの削減や、太陽光設備導入による再生可能エネル
ギーの積極的使用はこれまでも積極的に進めてきた。
・今後は、従業員の職場環境や採用条件等々について
SDGsの理念を大いに取り入れることと、リデュース事業の
推進により、設備の無駄な廃棄を減らし、環境問題の改善
に貢献していきたいと思っている。

715

株式会社pienoデザイン

716

有限会社ビオレック

専門・科学技術、業務支援サービス業

・社内の使用機器、設備を省エネ対応の製品に替えていく
つもり。
・ペーパーレスに取り組んでいるが、今後さらに進めたいと
考えている。
・常にSDGsの精神を意識し、企業活動に取り組んでいく。

717

株式会社HIGASHI

建設業

・同業者との間で余った在庫資材を共有する等により、廃棄
物の削減に取り組んでいる。

718

学校法人ひかり学園

学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など）

・園内の屋根にソーラーパネルの設置
・園内にて省エネルギー型設備の導入

建設業

・障害者、高齢者等、多様な人材の活躍支援に取り組んで
いる。
・市内における雇用を積極的に行い、従業員の半数以上が
川崎市民である。
・防災協力事業所や消防団協力事業所に登録し、川崎市の
施策や事業に積極的に参加
・安全運転管理者会、多摩防犯協会に参加し地域の防犯・
防災活動に参加

製造業

・今後、紛争鉱物は紛争鉱物（コンフリクト・ミネラル）調査
を、含有化学物質はchemSHERPA-AI（作成支援ツール）を
サプライヤーに協力依頼し、SDGsの精度を高めて貢献して
いく。
・雇用においては、ここ2年神奈川県内の新卒者を採用して
おり、中途採用者は県内を中心に採用している。
・今後更に地域雇用に貢献していく方針でいる。

製造業

・製造業は男性の社会、という概念を脱却し女性でも出来る
という事、女性の活躍推進に向け役職や仕事を平等に与え
ている。
・固定概念にとらわれることなく、全員に活躍の場を与えて
いきたい。

建設業

・地域貢献、耐震工事をはじめとして災害・環境対策につい
ては現状対応しているところがあり、継続的に、かつ拡大で
きるようにする。
・地域という面に関しては、仕事上の業者選定、職を失った
近所の方の臨時雇用等を行っている。
・耐震工事、環境に配慮をした二重窓施工を得意としてお
り、環境に配慮した内容で業務を進めている。

719

720

721

722

有限会社ひかり建設

株式会社ピクリング

有限会社美光技研

ヒデコウ株式会社

No.
723

企業・団体名
株式会社ひのき

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

・清掃活動を中心とした現場近隣にお住まいの方への配慮
・施工技術力を向上させ、顧客満足度の向上を図る。
・省エネルギー活動の促進

724

株式会社響

教育（ＰＴＡを含む）

・グローバル社会に向け、体づくり・心づくり・脳づくりを3大
テーマとして未来に向け臆することなく発言できる心を育む
ことで、小さな行動が大きな力の原動力となり、持続可能な
未来につなげられる担い手の育成に取り組んでいる。

725

有限会社一二三商店

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・60歳過ぎても継続して仕事ができる職場作りに努めてい
る。

726

医療法人社団BEAUTIFULSMILEひらの歯科ク
リニックひらのベビー＆キッズデンタル

保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

・地域の親子に向けて、将来むし歯や歯周病にならないよ
う、口腔衛生や悪習癖・食生活などの生活習慣を改善する
サポートを行い、健康寿命の維持増進や医療費の削減を
目指している。
・使用済みの歯ブラシを回収し、リサイクルする取組も行っ
ている。
・今後は地域団体や産婦人科・小児科・訪問ケアステーショ
ン等と連携し、プレママ・プレパパ・赤ちゃん・子ども・成人・
高齢者に向けて健康サポートに取り組みたい。

727

日吉電装株式会社

製造業

・労働災害ゼロに向けた取組
・低公害車の導入検討
・地元小学校や養護学校との連携

728

株式会社平井御風呂店

建設業

・リサイクル原料などを利用した製品や、修理・交換しやす
い部品仕様やリサイクルしやすい設計が採用された製品を
設置することなどにより、つくる責任つかう責任を果たした
い。

729

ヒラベルグ合同会社

不動産業

・2030年に向けて事務所内の照明のLED可を進めていき、
温室効果ガスの排出量の削減を目指す。

730

株式会社ビルダリッジ

建設業

・施工物件にLED照明をつける等の環境配慮

731

有限会社ヒロキ

運輸・郵便業

・事業車両を今後ハイブリット車や電気自動車等、環境に配
慮した設備導入を予定

732

ヒロキ自動車

卸売・小売業

･事業の拡大に応じて営業部門・事務部門問わず女性従業
員の積極登用を検討

その他のサービス

・省エネ運動、節電活動の実施
・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。
・地域の行事等に参加し、地域社会との交流を図っていく。

製造業

・環境配慮の実現のため、LED電球の導入や製造機械の買
替を行った。
・外国人や高齢者など、今後多様な人材の活躍支援に取り
組んでいく方針

733

734

株式会社ファイン

有限会社ファインアートデンタルラボラトリー

735

株式会社ファインプレー

建設業

・省エネ設備の導入や低排出ガスの車両を採用し環境に配
慮して事業に取り組んでいる。
・施工を通じてバリアフリーの普及に努めている。
・職場内で汚職、贈収賄の禁止を掲げている。

736

株式会社FIX

その他のサービス

・環境に配慮したゴルフカートの販売を行いたい。

737

株式会社フェリーチェ516

建設業

・事務所にて使用している電気はLEDを採用し、省エネ化を
実施している。

738

合同会社FOXCREATIVE

情報通信業

・エステ部門では、店舗運営を社員、アルバイトの女性に一
任しており、女性の活躍推進に貢献している。

739

株式会社フォレスト

不動産業

・法令順守のルール整備及び体制を引続きとっていく。
・地域の行事等に参加し、地域社会との交流を図っていく。
・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。

740

フカエ・テクノロジーズ合同会社

製造業

・低公害車の導入
･クリーンエネルギーシステムの導入

No.

741

企業・団体名

株式会社フカワホーム

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

・「SEV」を利用した健康住宅の提案
・バリアフリーの促進
・電力消費量の削減のため、LED照明等の導入
・OA用紙の購入量削減 等

742

フカワリフォーム株式会社

建設業

・バリアフリーの促進
・電力消費量の削減のため、LED照明等の導入
・エコドライブの実施
・OA用紙の購入量削減

743

株式会社福一

製造業

・食品ロスへの取組

744

株式会社福島工業

建設業

・作業中における安全対策の徹底
・長時間労働の是正に努めている。
・節水・節電に取り組んでいる。

745

福田機材工業株式会社

製造業

・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、水栓金具機器の制作、設置に
携わっている。

卸売・小売業

・従業員が事故なく業務に取り組めるようなルールを作成
し、安全な職場づくりを徹底していく。
・業務上扱うものについて、今後もリユース、リサイクルを心
掛け、地域社会にも発信していけるような存在を目指す。

福馬運輸株式会社

運輸・郵便業

・安全運転、エコを心掛け運輸業としてCO2削減に取り組ん
でいる。
・運行状況を見える化し配送の効率化を図っている。
・働き甲斐のある職場づくりの構築

748

有限会社フジエースフード

・1.健康に寄与する食の提供、2.地域に密着した店舗運営、
3.働き方改革、4.環境負荷の低減
宿泊・飲食サービス業
・以上の4つを軸に取り組み、今後は地域の人材など雇用を
拡大し活躍できる場を提供し貢献することを目標とする。

749

不二エムアンドシー株式会社

製造業

・各自の能力で生きていける仕組みを構築し、考えて行動
できる環境づくりをしていく。

750

株式会社不二機工

建設業

・ウォーターサーバーを設置し、ペットボトルの使用を削減
・半年に一度従業員の健康診断を実施し、健康管理を行っ
ている。

751

富士金属工業株式会社

製造業

・省エネ設備導入等工場の省エネ化をより一層進めていく。

746

747

有限会社福永商工

752

株式会社フジ工設

その他のサービス

・今後、現状よりも川崎市内在住の従業員の割合を高め
て、市内における雇用の促進を図る方針
・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。

753

株式会社藤正

建設業

・環境問題への取組として、低公害車両を使用し、周辺地
域や社会への配慮を行っている。

754

株式会社フジタガラス

建設業

・川崎市在住の人材採用を積極的に行う。
・省エネ設備への切り替えによる環境配慮への取組
・資格取得サポートから従業員の成長に寄り添う体制

製造業

・アルカリ電解水生成機の製造。アルカリ電解水生成機は、
薬品や洗剤などを使用することなく、優れた洗浄力・浸透
力・脱臭力を発揮する、環境に優しい水を生成することが可
能

建設業

・宮前区が実施する総合防災訓練や防災フェア等に、地元
建設業者の会を通じ、引き続き参加する。
・事務所の照明器具にLED照明を導入済み。環境対策型の
車両を更に導入する。
・市内における雇用、川崎市と連携しての災害時の協働、
高齢者雇用、働き方改革について、更に推進していく。

755

756

不二プラント工業株式会社

藤原建設株式会社

No.

757

企業・団体名

有限会社二橋製作所

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

・工場の電気については全てLEDを導入しており、省エネル
ギーに努めている。
・今後は製造に係る図面などのペーパーレス化を行いたい
と考えている。

758

株式会社富多美

建設業

・外注先を能力に応じて年齢制限のない雇用形態をとって
いる。
・二酸化炭素排出を削減出来る車輌への切り替えを行って
いきたい。

759

株式会社プライア・コンサルタント

専門・科学技術、業務支援サービス業

・技術レベルを維持できる多様な人材を網羅し、できるだけ
多様な技術サービスを提供していきたい。

760

株式会社ブラザーモータース

その他のサービス

・従業員がより働きやすい環境整備
・従業員の資格取得促進

製造業

・全ての製品をRoHS・REACH対応製品にて製作しており、
環境問題に配慮した製品を提供している。
・廃棄予定であった白金熱電対の回収・改鋳も行っており、
資源の再利用にも助力している。

761

株式会社フラスト

762

株式会社フラットホーム

不動産業

・小さな取組であるが、本社設備をLED化し、省エネルギー
活動を実施している。
・ビニール袋やプラチックゴミの削減について取り組んでい
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。

763

有限会社プランニングルーム

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

その他のサービス

・ハウスクリーニング業の独立支援
・社内ベンチャー、ダブルワークを促進し、起業家精神を養
う環境を継続的に用意
・高付加価値創出へ向け、イノベーションに加え、一人一人
の個性が価値となるようにサービスを設計し、取組んでいき
たいと思っている。

NPO

・これまで、運営する３つの拠点における居場所づくりは、
SDGsの目標1から5を達成するためのものと言える。
・そこでは子どもたちと共に学び、暮らす場の中で様々な社
会問題について学び、目標6から16に取り組む実践を通し
て次世代の育成に努めている。
・地域に根ざしたこれらの活動は目標11・17に基づくもので
あると考えている。

建設業

・設備をLED化し省エネルギー活動を実施している。
・現場におけるプラスティックゴミの削減について取り組んで
いる。
・天然資源や環境に配慮した材料を使用する。

764

765

766

株式会社プリーズコミュニティ

特定非営利活動法人フリースペースたまりば

株式会社ブリッヂ

767

Blu scuro

その他のサービス

・小さな取組であるが、設備をLED化し省エネルギー活動を
実施している。
・現場におけるプラスティックゴミの削減について取り組んで
いる。

768

株式会社Blue bird House

不動産業

・コロナ禍で地域の結びつきが希薄化する中で、地域住民
が交流できるような取組を実施することにより、地域社会で
支え合う意識の醸成を図っていきたいと考える。

保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

・女性や高齢者などの多様な人材の活躍支援（育児休業取
得制度、高齢者登用など）
・ハラスメント発生防止の規定作成および注意喚起、長時
間の時間外労働の抑止
・給食の廃棄ロス削減、節水弁利用による水の過剰利用抑
止、電灯ＬＥＤ化による省エネ化

769

株式会社プレシャス・スターチャイルド

No.

770

771

772

773

企業・団体名

医療法人社団PRECIOUS SMILE

株式会社ブレスト

株式会社ブレストインキュベーション

株式会社ブレストインターナショナル

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）

保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

・女性従業員を中心に働きやすい職場環境を構築してお
り、多様な人材が活躍できる場を創出している。
・今後行いたいこととして、福利厚生としてフィットネスジム
の利用や健康診断、人間ドッグの会社負担化を実施するこ
とで、より働きやすい職場環境を目指す。

専門・科学技術、業務支援サービス業

・ブレストグループ（㈱ブレスト・㈱ブレストインターナショナ
ル・㈱ブレストインキュベーション他）では「すべての人に良
質な学びの機会をを提供する」をコンセプトとし、学習塾経
営、保育園事業等を行っており、グローバルな人材育成や
環境を配慮した運営に努めている。

教育（ＰＴＡを含む）

・ブレストグループ（㈱ブレスト・㈱ブレストインターナショナ
ル・㈱ブレストインキュベーション他）では「すべての人に良
質な学びの機会をを提供する」をコンセプトとし、学習塾経
営、保育園事業等を行っており、グローバルな人材育成や
環境を配慮した運営に努めている。

保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

・ブレストグループ（㈱ブレスト・㈱ブレストインターナショナ
ル・㈱ブレストインキュベーション他）では「すべての人に良
質な学びの機会をを提供する」をコンセプトとし、学習塾経
営、保育園事業等を行っており、グローバルな人材育成や
環境を配慮した運営に努めている。

774

有限会社プロケアー

卸売・小売業

・支社間の会議等はリモートワークで行う等、働きやすい環
境の構築
・事業所での省エネ活動の実施
・環境に配慮したケミカル商品の導入、販売

775

株式会社PROMINENCE

建設業

・仕事と家庭の両立が可能となるよう、柔軟な勤務形態を認
めている。
・今後は地域の雇用創出にも貢献できるよう努力する。

776

株式会社プロメード

建設業

・川崎市内受注の拡大
・図面の電子上確認やメール取引を利用した紙の削減
・節電への意識を高める職場風土の醸成

777

フロントエンド株式会社

その他のサービス

・福祉・介護の社会的課題の解決するサービスを提供して
いる。
・高齢者の方が使いやすいサービスを提供している。

製造業

・環境負荷の低減
・当社のメイン事業は研磨装置の製造
・次世代パワーデバイスであるSiC素材加工の優位性を研
究している大学への装置貸し出しを行う予定で、この加工
素材が実用化を目指している。

その他のサービス

・時間外労働の削減に向けた対策会議などの取組を行って
いる。
・ハラスメントの防止対策として、顧問弁護士による講習会
の開催を予定している。
・従業員の自己啓発、能力向上のため研修・セミナーへの
参加を提供している。

778

779

フロントラインテクノロジー株式会社

ブン・トータルサービス株式会社

780

株式会社ベイトラスト

卸売・小売業

・「限られた地球資源を大切に」をコンセプトに、親や祖父母
世代のジュエリーをリメイクして次世代に繋げている。
・事業としての活動に留まらず、顧客自身でも対応可能な
ジュエリーリメイクのノウハウを発信していくことにより、環境
資源の３R活動の促進に努めていく。

781

株式会社ベスト

卸売・小売業

・残業時間を管理し、目標時間を超過しないようにする。
・既存設備を省エネ型設備に転換していく。

782

ヘッドライナー株式会社

卸売・小売業

・作業用品の総合商社として現場の安全・衛生面の改善に
繋がる製品の提供

783

株式会社ベニスクリーニング

その他のサービス

・省エネ・節電活動の実施
・事業承継活動の実施

No.
784

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）
・エネルギー使用量、水使用量の低減、廃棄物の減量、休
日出勤の低減

株式会社ベルリンカンパニー

建設業

785

perle de verre

・現在、プラスチック削減に向け、紙ストローでのドリンク提
供を行っている。
宿泊・飲食サービス業
・今後においては、プラスチック削減の取組に加え、食品ロ
ス削減にむけても精力的に取り組んでいきたい。

786

有限会社ヘンザ工業

建設業

・事務所の照明のLED化
・災害地域への支援やユニセフへの募金活動

787

有限会社ボウズ

その他のサービス

・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。

788

有限会社ホーシン

建設業

・工事資材の積極的なリユース
・自社の屋上にソーラー温水器を設置
・LED照明の使用

その他のサービス

・実務として、エネルギーはゼロエネルギー住宅の設計など
ランニング段階で省エネとなるような設備設計を採用
・企業として、成長・雇用を安定的にしていくため、給与ベー
スアップを確実に行ない、残業も原則０とすることで貢献し
ていく。

建設業

・トータルセキュリティを通して、お客様の一人、一人の要望
に出来る限り応えられるような商品、技術を備えている。
・今後事業拡大時においては、小さい子供たちの安全、安
心を守るため、ボランティア活動についても行いたいと考え
ている。

789

790

株式会社ボーダレスデザイン

Home Security Innovation株式会社

791

株式会社ほくえつ

その他のサービス

・100％再生エネルギーの電力を使用している。
・かながわRE100認定証をいただいており、今年は神奈川
県より設備の診断を受けて、蛍光灯を全てLEDへ交換した。
・エアコンも省エネタイプへ切り替えをして消費電力を抑える
努力をしている。
・環境循環型商品の取り扱いをメインにゴミを減らすお掃除
の提案をしている。

792

株式会社ホクドウ

建設業

・環境に配慮した発電設備の工事を通して、省エネルギー
や再生可能エネルギーの促進に貢献していく。

建設業

・建築廃材（特に木材におけるチップ・おが）の再利用・有効
活用を目的に、地域施設への当該廃材の提供（自然木の
急減少対策・ムダの削減/環境配慮）
・省エネルギーに繋がる、仕入れ対応（県産木材の利用に
より、配送エネルギ－削減 等）

建設業

・太陽光発電、燃料電池システムを既に利用
・社内照明のLED化を促進
・従業員への資格取得支援、研修会参加の促進
・女性活躍推進として、女性の正規雇用の増加、役職への
登用
・「かわさき☆えるぼし」の取得促進
・男女ともに育児しやすい職場環境の構築
・現在従業員は全員川崎市民であり、地域のお祭り等の参
加により地域社会と関わりを持っている。

建設業

・事務所の電球をすべてLED化、低燃費社用車等の積極的
利用に取り組んでいる。
・女性、及び高齢者、外国人の雇用を積極的に行い、ともに
活躍の場を共有していく取組を実施している。

不動産業

・現在、賃貸の不動産業界は高齢者向けの賃貸住宅が不
足しており、物件によっては高齢者を理由に入居を断られ
てしま事が多く、高齢者が困惑している状況
・地域不動産会社や大家さんとの関係構築により、高齢者
でも安心して入居できる賃貸住宅の提案に力を入れてい
る。

793

794

795

796

株式会社星野土建

株式会社星野和建設

マイ建設株式会社

株式会社マイホームワン

No.

797

798

企業・団体名

株式会社マイワン・ホールディングス

株式会社前田軌道

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）

不動産業

・女性の雇用を積極的に行い、働きやすい環境作りをして
いる。
・今後は女性の就職活動がスムーズにできる環境作りをし
ていきたい。

建設業

・太陽発電を導入しており、再生可能エネルギーの利用を
進めるとともに、事務所で使用するコピー用紙はFSC認証
のついたもののみ使用する等、環境問題の改善に貢献して
いる。
・今後は環境配慮のみならず、人材育成・能力強化及び多
様な働き方の促進にも積極的に取り組んでいく。

799

株式会社マキノ屋

建設業

・事務所にて使用している電気はLEDを採用しており、省エ
ネ化を図っている。
・現場にて使用するタイル等は他の現場でも使用可能か検
証し、可能なものについてはリユースしている。

800

満寿産業株式会社

製造業

・リサイクル率の極めて高いステンレスを販売することによ
り、環境改善に取り組んでいる。

専門・科学技術、業務支援サービス業

・定年制を設けないことで、高齢化社会の中で、習得してき
た技術をもとに、自分の力でで生きていける強い気持ちを
大切にしている。
・業務の流れの中で紙媒体を極力出さないように努め、IOT
の導入により迅速な情報共有と業務遅延のない環境づくり
をしている。
・電動自転車の活用によりCO2削減にも努力している。

801

株式会社松風

802

株式会社松朋

建設業

・女性が働きやすいよう時短勤務やフレックスタイム制を推
進している。
・ウォーターサーバーを設置し、ペットボトルの消費を削減し
ている。

803

松永工業株式会社

製造業

・製品の梱包材をリユースしている。

804

有限会社松橋製作所

製造業

・福祉向けの製品開発（自社製品BV SHOWER ARMや盲導
犬ハーネス等）

805

有限会社松本酒店

卸売・小売業

・営業車両のEV車化
・照明器具のLED化

農林水産業

・生産した梨を直売している。
・剪定した枝を砕き細かくして、自家製の堆肥を作っている。
その堆肥を梨に使っている。
・多摩川梨の魅力をもっと多くの人たちに知ってもらえるよ
う、HPやリーフレットで多摩川梨の魅力を紹介している。
・花粉付けや、袋かけなどマンパワーが必要な作業の時
に、地域の方の力を貸していただいている。

806

松屋梨園

807

株式会社マナルル

その他のサービス

・介護サービスを通じて、独居困難な心身の状態になられ
た方や自宅の生活に不安を感じる方々が、笑顔で過ごせる
地域づくりに貢献すること
・年齢や性別、国籍などに関係なく、その方の生活を尊重
し、孤立せず、またプライベートも楽しんでいただける空間
作りをしていくこと

808

丸石地所株式会社

不動産業

・川崎市内取引の拡大
・リデュース・リユース・リサイクル推進（紙媒体の削減）
・節電活動

809

有限会社マルカワ運輸

運輸・郵便業

・物流企業として環境に対する社会的貢献を目指した、エコ
ドライブの推進や環境に配慮した車両の導入
・事業継続と事業継承

運輸・郵便業

・環境対策としてアイドリングストップの励行によりCO2削減
に努めている。
・女性職員でも働き安い環境を整え、女性との格差是正を
図っている。

810

有限会社丸真

No.
811

企業・団体名

株式会社ＭＡＲＵＺＥＮ

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

・事務所の節電や空調温度の設定
・燃料を必要としない製品の導入など省エネ活動とCO2の
削減に取り組んでいる。

812

丸泉興業株式会社

運輸・郵便業

・無事故・無災害へ向けた活動を推進し、従業員、お客様、
地域社会の皆様の健康と安全を確保する。
・安全安心な物流活動とサービス改善への挑戦を続け、お
客様に喜ばれる物流サービスを提供する。
・省エネ活動、廃棄物削減、有害物質削減等に取り組み、
未来へ向け持続可能な地球環境を保全する。

813

有限会社丸仙材木店

卸売・小売業

・多様な人々の共存のために生活保護受給者など生活困
窮者の賃貸物件への受け入れ、川崎市民の雇用促進、社
内でペットボトルを利用せずに、急須等を利用する。

814

株式会社マルタ

運輸・郵便業

・再生可能エネルギーの利用可能な重機・ダンプの導入に
積極的に取り組んでゆく。

815

マルタ工業株式会社

建設業

・再生可能エネルギーの利用可能な重機・ダンプの導入に
積極的に取り組んでゆく。

卸売・小売業

・用紙の無駄遣いを少なくし、ごみの捨て方にも適切な分別
を行っている。
・働き甲斐のある職場環境整備に努めている。
・SDGsとはどういうものなのかについて勉強した。

816

株式会社丸田堂

817

有限会社丸二精機

卸売・小売業

・弊社で取り扱っている製品については、可能な限り新品で
はなく修理交換をしていただくように勧めており、環境保全
に貢献している。
・日ごろから男性職員が気兼ねなく育児休暇を取得できる
風土がある。

818

株式会社マルマサ産業

建設業

・従業員は地元川崎市民のみで構成されており、地域社会
への貢献に寄与している。

819

有限会社丸政木材

建設業

・弊社の事業において必要な木材を、違法伐採などがない
認証ラベルの付いた木材に限定して調達しており、天然資
源をはじめとする環境問題の改善に貢献している。
・今後は環境配慮のみならず、人材育成にも積極的に取り
組んでいく。

820

株式会社丸山工業所

建設業

・従業員の資格取得支援、研修会等
・材料のロス削減、電力削減

821

有限会社丸芳牛肉店

卸売・小売業

・小さな取組であるが、お店設備をＬＥＤ化し、省エネルギー
活動を実施している。
・ビニール袋やプラステックゴミの削減について取り組んで
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。

822

株式会社万笑

その他のサービス

・環境へ配慮した事業活動
・ワークライフバランスの充実

823

朏会計事務所

その他のサービス

・環境へ配慮した事業活動
・ワークライフバランスの充実

教育（ＰＴＡを含む）

・乳幼児から高齢者までが心も体も豊かな生活が送れるよ
う、音楽を通じた元気な社会を推進していく。（乳幼児や退
職された方などの初歩から始めるレッスンの支援）
・性別、年齢に関わらず誰もが多様性を認め互いに支え合
うことのできる職場、社会の実現を目指していく。（女性や高
齢者の講師の採用）

卸売・小売業

・高い再生率を確保し,資源を有効活用するリサイクル業で
循環型社会への貢献
・エコアクション２１の認証を取得し、自社における環境活動
をEA21のマネージメントシステムに測り行っている。
・外構については近隣住民に迷惑がかからないよう清掃を
徹底しトラックの出入りも気を付けている。

824

825

MIKIミュージックイン読売ランド教室

三島金属株式会社

No.

826

企業・団体名

三嶋塗装株式会社

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

・川崎市民の従業員がほとんどである。
・川崎市のSDGsの活動には、役員だけではなく従業員も意
識をし、活動出来る環境にある。
・会社としては、事務所等の設備を省エネルギーに変える
活動をすでに行っている。
・その他にも貢献できるようなことがあれば積極的に活動し
ていきたいと思っている。

827

一般社団法人水環境研究会

その他のサービス

・現在の行動としては、SDGs６「安全な水とトイレを世界中
に」を進めて、SDGs３「すべての人に健康と福祉を」に繋げ
ていきたい。
・現在、コロナ禍で「セミナー開催」を中断していて思ったよう
な活動が出来ていない。
・「少子高齢化・人口減少」の影響は、地方の行政が大きな
影響を受けている。
・水道料金収入が激減し、老朽化した施設の改修すら出来
ない現状に打開策を見出したい。

828

株式会社ミズグチ

建設業

・高齢者世代に配慮した墓所の設計や施工。社会問題であ
る核家族や独り身世帯における継承問題解決の為に供養
への柔軟性を持たせる粉骨事業への取組等

829

瑞穂商事株式会社

不動産業

・老朽化した駐車場精算機の更新や電気設備のLED化を行
い、省エネに寄与している。
・高齢者雇用を行うなど活躍支援に取り組んでいる。

830

株式会社ミズモリ

建設業

・女性の雇用推進に取り組んでいる。
・従業員への研修制度や休暇制度等の人事諸制度を整備
することで働きがいのある環境整備に取り組んでいる。
・代表者自ら積極的に地域活動に参加し、地域の活性化に
取り組んでいる。

831

株式会社溝口電商

卸売・小売業

・今後においても積極的な川崎市民の雇用や節電等の取
組を行っていきたい。

832

有限会社光丸商事

卸売・小売業

・女性の正社員化による女性の活躍機会の向上
・高齢者の雇用継続を実施し、多様な人材の活躍を推進す
る。
・みんなが安全・安心して働ける場を作り、健康で継続した
事業活動ができるような体制を目指す。

833

三峯青葉

建設業

・非営利団体の活動に賛成し、参加を継続している。
・環境問題への取組として、節電に努めている。
・職場内での安全管理の徹底

834

有限会社みどりや

建設業

・女性社員雇用の推進
・社内照明のLED化
・社員のテレワーク業務など働きやすい職場づくり
・ISO9001認証の取得

835

有限会社みのや

卸売・小売業

・機械や照明を使用しては電源を切り、使用時間を極力控
えること
・ロスパンを作らないように、計画的に製造する。

卸売・小売業

・現在、ビニール袋やプラスチック及び食料品の排出を抑え
ている。
・川崎大師仲見世通りの奈良漬け屋として、子育て支援、イ
ベント、地域貢献を行っている。

不動産業

・川崎市内において高齢者や生活保護者等の皆様に安心
して生活できる住空間を提供している。
・将来的にはひとり親家庭等の皆様にも提供できるような広
い居室を増やしたい。
・所有賃貸物件共有部分の照明のLED化等に努めている。

その他のサービス

・現在は、産業ごみやその他リサイクルが出来るものは意
識的に分別を実施している。
・長時間労働にならないように配慮し、必要の範囲内で残業
を留めるようにしている。

836

837

838

宮城屋

合同会社宮﨑

株式会社宮崎自動車

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）

839

有限会社ミヤザキ電気

卸売・小売業

・川崎市エコショップ制度に参加し、環境に配慮した活動を
行っている。

840

株式会社宮原建築

建設業

・バリアフリー工事の請負
・低公害車、EV車への転換の検討
・地域との連携

841

有限会社美幸建設

建設業

・外国人労働者の雇用による多様な人材の育成
・今後川崎市防災協力事業所登録を行うことで地域社会の
発展に努めていこうと考えている。

842

MIRAI住まい株式会社

不動産業

・環境への配慮を踏まえ、営業車にはガソリン車と比較して
大幅にCO2排出量が削減されるハイブリッドカーを使用して
いる。

843

みんなのケーキ屋さんChocoto

卸売・小売業

・バイオマス配合のレジ袋を使用することで、環境にやさし
い取組をしている。
・従業員のマイボトル持参を推奨し、ペットボトルの不使用
を行っている。
・地域の小学校が授業の一環としておこなう町探検に協力
し、職業体験、教育に尽力している。

844

有限会社武蔵工業

製造業

・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。

845

株式会社ムラタ電商

卸売・小売業

・省エネルギーにつながる製品の販売を行っている。

846

株式会社MURONE

製造業

・弊社が運営している店舗にてフードロスの低減に取り組ん
でいく。
・共に育つ「共育」（社内教育）の取組により、技術の向上を
目指している。
・現在ベトナムより5名の正社員を雇用し、多様性に柔軟に
対応している。
・弊社が排出している廃棄物のリサイクルに取り組んでい
く。

847

有限会社明運サービス

運輸・郵便業

・身近にできる廃棄物の分別や節電活動を実施している。
・空調設備などを省エネ設備へ切り替えることでSDGsへの
達成に貢献していきたい。

848

株式会社明治ハウス

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。
・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。

849

明和エンジニアリング株式会社

製造業

・社員全員が働きがいのある職場と思えるように、より良い
職場環境を継続するとともに、今後は更に女性が活躍でき
る組織作りをしていきたいと考えている。

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）につながる技術・製品を提供して
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。
・川崎に生産工場を設け、地域雇用に貢献していきたい。

その他のサービス

・弊社が行う活動においては、役員、従業員だけでなくアシ
スタントを臨時で使用することもあるが、教育は徹底してお
り多様な人材活用や、性的マイノリティへの配慮の啓発も
行っている。

850

851

株式会社メイン

株式会社メグル

No.
852

853

企業・団体名
株式会社メックジャパン

株式会社メディコサービス

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

・省エネ活動の実施
・LED電気の利用
・工事現場での産業廃棄物の徹底した管理

その他のサービス

・現在介護事業の枠内で高齢者運動器増進に取り組んで
いるが、今後は介護保険を利用できないフレイル期の高齢
者に対しても運動の場を提供したく、地域密着のスキーム
を構築していく所存
・現在サービス提供している消耗品に対し環境に良い製品
に差し替えたり不必要なサービス品の撤廃を進めている。

854

メテオAPAC株式会社

卸売・小売業

・弊社は海外から日本に無い競争力の高い商品を輸入販
売しているが、各メーカーの脱炭素、CＳＲに対する高い意
識を取扱商品の選定基準に取り入れている。
・現在は弊社自体がファブレスメーカーとしてアクセサリー
等製造を開始しており、提携先工場やお取引様にも、SDGs
への高い意識を共有し、今後は川崎市の認定企業とも提携
していきたいと考える。

855

百瀬公認会計士・税理士事務所

専門・科学技術、業務支援サービス業

・2030年に向けて事務所内の照明のLED可を進めていき、
温室効果ガスの排出量の削減を目指す。

856

株式会社モリコーポレーション

建設業

・工事現場での排水の適切な処理を実施している。
・これは、SDGsの目標「6.安全な水とトイレを世界中に」に繋
がる取組であると考えている。

857

株式会社森松工業所

建設業

・再エネ電力への切替

製造業

・今後も、様々な「人」を通じて、地域社会への貢献を引き続
き行っていきたいと考えている。
・川崎市の事業者として川崎市民の雇用創出し、性別・年齢
を問わず継続的に教育制度の拡充にも取り組んでいく。

卸売・小売業

・「かわさき名産品」にも認定されている「米彦（マイプリン
ス）」は、「日本女子大学」、「宙（そら）と緑の科学館」、「多
摩区商店街連合会 川崎商工会議所」と共同開発した商品
であり、今後も地元と連携した商品を開発していく。

858

859

株式会社モリモト

株式会社モンタナ

860

株式会社八木工務店

建設業

・川崎市防災協力事業所に登録し地域の防災活動に参加
協力している。
・従業員等技能スキルアップに繋がる講習会・研修会の費
用を会社で負担している。
・低公害車の購入等を率先して省エネに取り組んでいる。

861

有限会社矢﨑精機

製造業

・弊社従業員の半数以上が川崎市民であり、地域社会に貢
献している。

建設業

・小さな取組ではあるが本社設備をＬＥＤ化し、省エネル
ギー活動を実施している。
・現場におけるプラスチックゴミの削減について取り組んで
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。
・外国人技能実習生を採用し、差別のない職場環境を提供
している。

862

株式会社八匠

863

株式会社YAKS

製造業

・工場の照明設備をLED化する等、エネルギー削減に取り
組んでいる。
・生産時のロスを削減する等、廃棄物の削減に取り組んで
いる。

864

柳川ロープ株式会社

製造業

・工場内の電灯のLED化や残業時間の抑制による働き方の
適正化

865

八幡建設株式会社

建設業

・営業車両の全車EV化

866

株式会社ヤマイチ

卸売・小売業

・災害時にLPガス・米穀の供給を行う。
・社員に女性を積極的に採用し、女性活躍推進を行う。

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）

867

有限会社山口巧測

建設業

・確実な施工を目指し、自社内での勉強会や外部のセミ
ナー等に積極的に参加するなど、信頼できる企業になれる
よう努力しており、つくる責任を自覚しSDGsに貢献していく。
・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

868

有限会社山城システム

建設業

・建設業全般を通じて、ワークライフバランスの向上、新入
社員教育、中途採用の推進等を通じて人材の活躍支援、地
域雇用に貢献している。

869

有限会社山田青果

卸売・小売業

・リサイクル可能な包材の利用・ビニール袋等の利用削減を
行うことにより、環境に考慮した営業をしている。

870

株式会社ヤマト建装

建設業

・事務所の電気をＬＥＤ照明に変更し、節電をしている。
・地域のごみ捨て場がさびていた為、塗装をし、綺麗な街づ
くりに取り組んだ。
・営業車両を環境に配慮した車両に切り替えを検討してい
る。

871

有限会社山中運送

運輸・郵便業

・２０３０年に向けて、事務所内の照明のLED可を進めてい
き、温室効果ガスの排出量の削減を目指す。

872

株式会社山中屋

宿泊・飲食サービス業

・２０３０年に向けて、事務所内の照明のLED可を進めてい
き、温室効果ガスの排出量の削減を目指す。

873

株式会社ヤマネ総合サービス

建設業

・地域の町内会へ積極的な参加をする共に、地域の防災、
清掃、お祭りへの参加など地域活性化等に努めている。
（町内会の役員登録、町内会の掲示板を自社負担をし設置
するなど）
・川崎市と災害時の協働等にも協定を締結している。

874

株式会社山室電機

建設業

・川崎市の事業への協力（災害時応急協力隊）
・省エネ活動の実践（エコドライブ宣言登録）
・従業員の働きやすい環境作り（有給取得・残業削減等）

875

有限会社ユウキ建設

建設業

・ゴミの分別によるゴミの再生、再利用によりゴミの削減、資
源の無駄使いをしないなど、今自分たちにできる事を今して
いく。

876

株式会社友電設

建設業

・従業員の移動車両にハイブリッド車を導入し、燃費削減に
取り組んでいる。
・外国籍労働者や高齢者を雇用し、多様な人材の積極的な
雇用
・地域貢献や環境に配慮した取組を行っていきたい。

877

株式会社ユウト建設工業

建設業

・現場ごとに廃棄物の分別を行い、従業員へのリユース・リ
サイクルの意識付けや産業廃棄物の削減を図っている。
・外国人、障がい者等の雇用をしている。

878

有限会社湯澤建築設計研究所

専門・科学技術、業務支援サービス業

・石油系素材の仕様をできる限り減らし、設計を通した脱炭
素に取り組む。

879

株式会社ユニティー

建設業

・社内照明をLEDにし省エネに貢献している。
・ウォーターサーバーを導入し、ペットボトルの消費を削減し
ている。

880

ゆりかごクリニック

保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

・一般患者は勿論のこと、生活保護者や難病を患う患者
等、社会的弱者にも積極的に対応している。

881

株式会社百合組

建設業

・事故防止のため安全対策を徹底している。
・長時間労働の是正に取り組んでいる。
・省エネ・節電に取り組んでいる。

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）

882

株式会社横急運輸

運輸・郵便業

・従業員の労働時間の短縮
・低燃費走行
・月１従業全員に交通安全指導
・性別の自由を受け入れる。
・社食の提供

883

株式会社横浜技研

不動産業

・性別・国籍等に捉われず、自己研鑽を進んで行う従業員
への資格・免許取得の支援・促進

その他のサービス

・関係団体において環境や社会の取組について定期的に
集まり情報交換を行う。
・身近にできることから省エネに取り組むことに力を入れる
ため声掛けを徹底する。
・スキルアップ研修や勉強会を今後積極的に取り入れる。

製造業

・設備をLED化し省エネルギー活動を実施している。
・現場におけるプラスティックゴミの削減について取り組んで
いる。
・現場における衛生・安全管理に取り組んでいる。

その他のサービス

・新規システムを導入し、在宅ワークの勤務形態を促すこと
により、業務時間の効率化を図っている。
・作業で発生する汚水などについて、水質環境を踏まえ、排
水に注意を行っている。

卸売・小売業

・今後、設備をLED化し省エネルギー活動を実施している。
・現場におけるプラスチックゴミの削減について取り組んで
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。

製造業

・金属加工中に使用する切削液の浮上油等の不純物を回
収し、清潔を保つことができるオイルスキマーを導入してい
る。
・これにより地域への悪臭の発生を抑え、切削液の廃棄量
の軽減にも繋がり、CO2削減に貢献している。

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置による社内に安全意識向上
・従業員の労働環境の充実化
・車両の低公害車両等の導入

建設業

・事務所内のＬＥＤ照明の設置を行っている。今後は環境配
慮型の車両導入を予定している。
・川崎市内の従業員の雇用、下請企業との取引強化に努め
ている。
・従業員の各種取得促進、自己研鑽のための研修機会等
を提供し、サービス向上に努めている。

建設業

・現在、建設業としてインフラの整備や災害対策を行い、安
心安全なまちづくりに対する活動を行っている。
・今後は脱炭素化に向け社内全体でCO２削減への取組を
行っていきたいと思っている。

建設業

・職場環境改善宣言を行っており、職員の働く環境の良貨
を目指している。
・当社の主業である検査は、建物の長寿命化を通して、環
境の改善にもつながっていると考える。

884

885

886

887

888

889

890

891

892

横浜新光サービス合同会社

有限会社横浜精密

株式会社横浜セントラルビソー

株式会社横浜野本

YOKOHAMA MACHINE FACTORY株式会社

株式会社横山運輸

株式会社横山工務店

吉川海事興業株式会社

ヨシケン株式会社

893

株式会社吉孝土建

建設業

・障害者、高齢者等、多様な人材の活躍支援に取り組んで
いる。
・市内における雇用を積極的に行い、従業員の半数以上が
川崎市民である。
・防災協力事業所や消防団協力事業所に登録し、川崎市の
施策や事業に積極的に参加
・安全運転管理者会、多摩防犯協会に参加し地域の防犯・
防災活動に参加

894

吉田土木株式会社

建設業

・営業車両のEV化
・事務所や作業工具ライトのLED化

No.

895

企業・団体名

吉野産業株式会社

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

・日常生活の中でできることから企業規模の活動において
地域社会への環境保全活動を積極的に行い、SDGsへの貢
献に力を入れていく。

896

株式会社よつば製作所

製造業

・設備をLED化し省エネルギー活動を実施している。
・現場におけるプラスチックゴミの削減について取り組んで
いる。
・現場における安全・衛生管理を進めている。

897

株式会社ヨントクホーム

不動産業

・横浜市あんしん入居協力店になっており、社会的弱者の
入居の支援を実施している。
・フラット35Sの基準を満たした物件の建築・販売

898

ラーバルマスク

卸売・小売業

・省エネ・節電運動及び地域のイベントに多く参加している。

899

株式会社RIZE

建設業

・リサイクル法や廃棄物処理法等の法令を遵守し、適正な
処理を行うことで更なるリサイクル率の向上に取り組んでい
る。
・丁寧な工事を行うことで解体の際に発生する騒音や粉塵
を最大限に抑え、近隣住民の方々の安全を確保している。
・多様な人材が活躍できる環境作りに取り組んでいる。

900

有限会社ライズ

建設業

・節電、節水に努めている。
・長時間労働の抑制に努めている。
・より環境への負荷が少ない資材を活用する。

901

株式会社ライズ

その他のサービス

・多様な働き方を認める職場環境づくり
・環境に配慮し、法令を遵守した事業活動

902

Right Music School

その他のサービス

・川崎市内で音楽が大好きな高齢者や障害者の方々にも
積極的にレッスンをしていけるように今後は動いていきたい
と思っている。

903

ライフアシスト株式会社

不動産業

・プリント用紙の再利用（メモとしての活用など）
・蛍光灯のLEDへの切り替え
・子育て世代を応援している。

904

株式会社ライフコーディネーター

不動産業

・省エネルギーにつがる住宅の提供だけでなく、今後はより
地域発展につながるように地域雇用に取り組んでいきたい
と考えている。

905

株式会ライフスクエア

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・現在、弊社では働き方改革や地元川崎での採用、生産性
向上達成のため社員教育を中心に進めている。
・省エネ化、節電など誰でも少しずつ取り組めることも組織
単位で取り組んでいく。

906

株式会社ライフワーク

製造業

・今まで実施してきた細かなものに加えて、電力会社の見直
し等節電運動の強化を図っていく。

907

株式会社ライラックサポート

その他のサービス

・リモート業務の導入、事務所のライトをLEDを使用したりし
ている。

建設業

・従業員の長時間労働の原則禁止等、健康促進につながる
活動を行っている。
・今後については、代表者も女性であり、女性の活躍をより
推進する取組に力を入れていきたい。
・社用車については徐々に環境配慮車に切替を進めている
が、今後より注力していきたい。

その他のサービス

・残業時間を週単位で管理、目標時間を超過しないようにす
る。
・社内のLED化を進め、省エネ設備へ転換する。
・求人票を活用し、川崎市民を積極的に雇用する。

908

909

有限会社ラスタ

有限会社ラックオート横浜

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）

910

株式会社ラプツ

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「働きがいも 経済成長も」につながる
取組と考えている。

911

株式会社LA MER BLEUE

その他のサービス

・女性従業員の重要ポストへの登用

912

ランドスケープ株式会社

その他のサービス

・省エネ化、プラスチックの削減、高齢者に配慮したバリアフ
リーの美容院を心がけている。
・当社の美容師は4名とも女性であり、女性の社会進出にも
貢献

913

リードサウンド株式会社

製造業

・工場、事務所の使用していない機械や部屋の、こまめな
電源のON/OFFを行っている。

914

有限会社リカーショップ京町セソール

卸売・小売業

・お買い物の際にご利用できるエコバックの配布をしてい
る。

915

リソー株式会社

製造業

・介助・介護など、社会課題の解決を目的とした製品・サー
ビスを提供している。
・自社の事業に伴う環境負荷を低減するためのマネジメント
体制を構築している。
・川崎市内における事業者との取引を積極的に行い、地産
外商に取り組んでいる。

916

株式会社リバーストーン

建設業

・現在は事業で使用する自動車を電気自動車やハイブリッ
ト車に変えていきたい。

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

・社内の照明をLEDに変更することで、電力の軽減に取り組
んでいる。
・営業用の車両をハイブリッド車に変更しているが、今後は
現場調査用の車両もハイブリッド車、またはEV車両に変更
していくよう取り組んでいる。

建設業

・不動産再生の取組（一棟リノベーションによる老朽化した
マンションの有効活用と住環境改善）
・傘シェアへの参加
・がん患者やそのご家族の支援活動「リレー・フォー・ライ
フ」に参加
・きれいな街づくりのための街中清掃を実施
・AEDを設置、地域の健康への取組
・ボトルキャップや使用済みカイロの回収に協力し、再利用
を促進
・健康経営を実践し、社員の健康に配慮

917

918

有限会社リバティースクエア

リビング建設

919

リビングライフ

不動産業

・不動産再生の取組（一棟リノベーションによる老朽化した
マンションの有効活用と住環境改善）
・傘シェアへの参加・がん患者やそのご家族の支援活動「リ
レー・フォー・ライフ」に参加
・きれいな街づくりのための街中清掃を実施
・AEDを設置、地域の健康への取組
・ボトルキャップや使用済みカイロの回収に協力し、再利用
を促進
・健康経営を実践し、社員の健康に配慮

920

株式会社リブエンジニアリング

その他のサービス

・お客様からの様々なご要望の元、多種多様に渡りSDGsへ
の貢献を行っていきたいと考えている。

921

株式会社リフォームのかしわくら

建設業

・活動中の事故等を防ぐため、ミーティングや研修を実施
し、ルールの徹底を図っている。
・横浜市介護指定業者として高齢者や障がい者に配慮した
リフォームを実施している。
・月1回従業員と地域住民が一緒になり、地域の清掃活動を
している。

922

有限会社リペア三建

その他のサービス

・３Rを常に心がけ、循環型社会に貢献する。
・より安心で安全な住宅リフォームの提供

No.

923

924

925

企業・団体名

ReLIFE株式会社

株式会社リンドウージャパン

有限会社ルーブデンタルラボ

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）

不動産業

・LED化や省エネ化の徹底
・事業所でのプラスチックゴミの削減など取り組める範囲か
ら行っている。
・今後、取り扱いのリフォーム再販売の案件時には省エネ
化を、顧客への物件案内の際には省エネ設備が付されて
いる物件を進めるなど、省エネを意識した事業運営を行い
たい。

その他のサービス

・バリアフリー環境を整えることで、高齢者や障がい者が利
用しやすい環境づくりを行い、健康寿命を延ばす活動を
行っており、今後も多種多様な健康問題に取り組む方針
・外国人でも利用しやすくする為、英語で受付できるようにし
ている。
・男女間平等、高齢者雇用、福利厚生を整え、従業員が働
きやすい環境づくりをしている。

その他のサービス

・デジタル化を進めることにより、歯科技工の際に出る石膏
もしくは粉塵の抑制を行い、環境にも労働にも優しい職場環
境を作りたいと思う。
・労働時間の抑制を図りワークライフバランスを充実させた
い。

926

有限会社ルブテック

製造業

・水素自動車、EV車など、環境保全に配慮した自動車部品
の開発、加工を行っている。
・社内照明はLEDを使用している。
・女性・障害者、高齢者の方々の活躍支援に取り組んでい
る。

927

嶺心会

市民団体

・性別、年齢にとらわれず誰でも参加できる地域のコミュニ
ティーとして活動している。
・大会参加を通じて、会員の成長を促している。

その他のサービス

・自動車の整備・保守管理を通じて、環境保全、早期故障・
早期劣化防止による適正循環サイクルの保持とユーザー
の安全・快適性の確保
・廃棄物の適正処理による環境保全
・事務所のLED化、節電への取組

928

株式会社Restoration

929

ROYAL FAMILY KENNEL合同会社

その他のサービス

・この地域で事業を展開させて貰える恩返しの気持を込め
て、私達で出来る事として、地域の道路、水路の保全活動
に積極的な参加する事で、地域の豊かな環境と原風景等を
次世代に継承することを目指す。

930

ローソンスリーエフ新城店

卸売・小売業

・近隣に病院や薬局が多く地域の高齢者福祉に関する商品
や知識の向上や商店街に提案をしSDGsの個人商店の認
識、知識など共有できればと考えている。

931

株式会社ローリングドッグ

その他のサービス

・省エネルギー（舞台デザインを通して、廃材等を減らすこと
により、大気・水質・土壌汚染防止等に努めている。）
・障がい者、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。
・川崎に事務所・倉庫（工場）を設け、地域根ざした事業を
行っている。

932

株式会社ワークス

建設業

・女性従業員の正規雇用や、管理職・役席への女性の配置
により、女性の活躍を推進する。
・ハイブリット車の導入により、CO2排出量を削減する。

933

有限会社ワールド企画

建設業

・生産工場にLED照明を設置し、電力削減に努めていきた
い。

934

株式会社ワイエフテクノ

卸売・小売業

・女性活躍推進をしている。
・外国人従業員の採用をしている。
・節水・節電を実施している。

935

株式会社ワイ・エム・エス

製造業

・コロナ禍において働き方を一から見直し、リモートワークの
導入を行い、従業員が安心して働きやすい職場環境を目指
し、業務運営を行っている。

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）

936

株式会社ワイオリ

卸売・小売業

・環境に配慮した石鹸等の美容品をより多くのお客様に届
けること

937

ワイズジャパン株式会社

卸売・小売業

・現在、アメリカアラスカ州で適正な管理なもとに持続可能
な漁業にて漁獲されたMSC認証の水産原料を継続的に加
工、販売している。

938

株式会社YBK

建設業

・廃プラを削減するため、ウォーターサーバーを設置してい
る。
・環境配慮型の商品を積極的に使用している。
・室内の気温を適温に設定している。

939

有限会社ワイプラネット

不動産業

・２０３０年に向けて、事務所内の照明のLED可を進めてい
き、温室効果ガスの排出量の削減を目指す。

940

株式会社若谷

卸売・小売業

・長時間労働の抑制、女性が働きやすい環境の整備に取り
組んでいる。
・資材やごみを適切に管理し、３Rに取り組んでいる。
・今後は、環境負荷を低減する設備の導入を進めていきた
い。

941

株式会社和田電業社

建設業

・車両について、順次電気自動車等を導入していき、脱炭
素に貢献してきたい。

942

渡辺興業運輸株式会社

運輸・郵便業

・労働時間の見直し（働きやすい環境作り）
・既存配達ルートを見直し、燃料費削減を目指す。
・今後、環境に配慮した車輌が出てきた際には、積極的に
導入を検討したい。

943

有限会社渡辺工業所

建設業

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

卸売・小売業

・食品ロスを未然に防ぎながら、サービスを提供していく。
・本社や事務所の照明器具について新設するものは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
ギー使用効率の向上を図る。
・研修や資格取得へのサポート等積極的に行い、人材流出
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。

不動産業

・所有物件、全居室照明のLED化
・自宅兼事務所はZEH基準に適合するよう建設中
・全所有アパートの清掃作業に各地域のシルバー人材セン
ターに作業依頼を実施

944

945

株式会社和楽

株式会社ワン・オフィス

