
 

 

川崎市ＳＤＧｓ登録・認証制度 

「かわさきＳＤＧｓパートナー」第７回登録・認証事業者を決定しました！ 

 

 ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に向けて取り組む企業・団体を川崎市が登録・認

証する制度「かわさきＳＤＧｓパートナー」について、令和５年１月に第７回の募集を行っ

た結果、次のとおり登録・認証事業者を決定しました。 

 

１ 第７回募集の概要  

（１）募 集 期 間 令和５年１月１７日（火）から令和５年２月３日（金）まで 

（２）申請事業者 １１１者 

（３）登録・認証事業者 １１１者 事業者一覧は別紙のとおり 

登録事業者 ４４者 

認証事業者 ６７者 

 

２ 第８回募集の概要  

（１）募集期間 令和５年５月９日（火）から令和５年５月３１日（水）まで 

（２）詳細は「かわさきＳＤＧｓポータルサイト」又は「市ホームページ」をご覧ください。 

   https://www.goodcity.jp/city.kawasaki/registration  

    https://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/54-10-6-0-0-0-0-0-0-0.html 

 

 

 

 

建設業 19 生活関連サービス業・娯楽業 ４ 

製造業 12 教育・学習支援業 ４ 

医療・福祉 12 金融業・保険業 １ 

卸売業・小売業 11 宿泊業・飲食サービス業 １ 

運輸業・郵便業 ７ 複合サービス事業 １ 

情報通信業 ５ サービス業（他に分類されないもの） 20 

不動産業・物品賃貸業 ４ 分類不能の産業 ６ 

学術研究・専門・技術サービス業 ４ 

【問合せ先】 

川崎市総務企画局企画調整課 加島 

電話 ０４４－２００－２０３７ 

 
市ホームページへの

アクセスはこちら 

累計の登録・認証事業者数 ３，１４５者（登録事業者４０５者、認証事業者２，７４０者） 

令 和 ５ 年 ３ 月 ７ 日 

報 道 提 供 資 料 

 

ポータルサイトへの 

アクセスはこちら 

https://www.goodcity.jp/city.kawasaki/registration
https://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/54-10-6-0-0-0-0-0-0-0.html


【参考１】「かわさきＳＤＧｓパートナー」の概要 

SDGs（持続可能な開発目標）の達成に向けて取り組む企業・団体を川崎市が登録・認証す

る制度です。 

●対象 

・川崎市内で事業活動をしている企業等 

・川崎市内で活動をしている組織等（法人、ＮＰＯ団体、市民団体、教育・研究機関等） 

●制度概要 

まずは、SDGs の達成に向けて取り組むことを意思表示（宣言）する「登録」と、さらに SDGs

への取組を自己評価して今後に向けた目標設定をする「認証」の２段階があります。 

登録・認証されると、登録証または認証書の受領、ロゴの使用、プラットフォームへの参

加、市ＨＰにおける公表、市融資制度「ＳＤＧｓ取組支援融資」による信用保証料補助（認

証のみ）、市入札契約制度の「主観評価項目制度」における加点（認証のみ）などのインセ

ンティブがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考２】「かわさきＳＤＧｓポータルサイト」（ウェブサイト）の概要 

川崎市 SDGs 登録・認証制度「かわさき SDGs パートナー」をより効率的・効果的に運用す

るとともに、「川崎市 SDGs プラットフォーム」による情報発信及びネットワークづくりを促

進するためのポータルサイトです。（令和５年１月開設） 

●主な機能 

 ・登録・認証制度の申請受付 

・パートナーの情報管理機能、パートナー向け情報発信機能 

・ポータルサイトにおける市内外向け情報発信 

登録 

「かわさきＳＤＧｓ 

パートナー」 

さらに上を目指す企業、団体は

認証にチャレンジ！ 認証 

「かわさきＳＤＧｓ 

ゴールドパートナー」 

ポータルサイトへの 

アクセスはこちら 



No. 企業・団体名 業種

1 アップコン株式会社 建設業

2 いいんだよ サービス業（他に分類されないもの）

3 株式会社ＳＧＣ 卸売業・小売業

4 株式会社Ｓシステムズ 建設業

5 有限会社エフアンドエムカンパニー 生活関連サービス業・娯楽業

6 MKY's合同会社 卸売業・小売業

7 環境デジタルソリューション株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

8 キャリア図鑑 情報通信業

9 協建株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

10 株式会社クオーレ サービス業（他に分類されないもの）

11 グランツリー武蔵小杉 不動産業・物品賃貸業

12 川崎市立栗木台小学校 教育・学習支援業

13 京急サービス株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

14 株式会社ケイグラフィックアート 製造業

15 光明理化学工業株式会社 製造業

16 株式会社コルテ 医療・福祉

17 金剛禅総本山少林寺川崎西道院 教育・学習支援業

18 佐々木工機株式会社 製造業

19 株式会社サンオータス 卸売業・小売業

20 サンワテクニカルパートナーズ株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

21 住宅キズリペアサービスＷＡＤＥ 建設業

22 社会福祉法人寿楽園 医療・福祉

23 株式会社城南KIDS 教育・学習支援業

24 湘南ワークス 製造業

25 株式会社ゼロ 運輸業・郵便業

26 T大夢株式会社 医療・福祉

27 NPO法人東京城南環境カウンセラー協議会 学術研究・専門・技術サービス業

28 株式会社ドライビングフォース 情報通信業

29 トランスコスモス株式会社 情報通信業

30 鶏笑宮前平駅前店 宿泊業・飲食サービス業

31 川崎市立西生田小学校 教育・学習支援業

32 日興サービス株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

33 株式会社ニッツウ警備保障 サービス業（他に分類されないもの）

34 日本軸受加工株式会社 製造業

35 日本理化学工業株式会社 製造業

36 合同会社朋有我有 医療・福祉

37 株式会社ビガーコーポレーション 建設業

38 株式会社ビルドアート 建設業

第7回かわさきＳＤＧｓパートナー
登録事業者一覧
（五十音順）
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39 株式会社ブースターテクノロジー サービス業（他に分類されないもの）

40 チーム「フランポネ」 サービス業（他に分類されないもの）

41 社会福祉法人母子育成会 医療・福祉

42 社会福祉法人母子育成会地域子育て支援センターあいいく 医療・福祉

43 社会福祉法人母子育成会ふれあい子育てサポートセンターあいいく 医療・福祉

44 町田友の会 分類不能の産業



No. 企業・団体名 業種

1 NPO法人アイゼン 分類不能の産業

2 あいみーキッズ株式会社 医療・福祉

3 あおみ建設株式会社横浜支店 建設業

4 株式会社アクセス 生活関連サービス業・娯楽業

5 旭器機サービス株式会社玉川事業所 運輸業・郵便業

6 株式会社アリスミ21 卸売業・小売業

7 一級建築士事務所納谷建築設計事務所株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

8 イノベクト株式会社 卸売業・小売業

9 株式会社S.P.COM 建設業

10 FXクイックナビ 情報通信業

11 株式会社OPA新百合丘オーパ 不動産業・物品賃貸業

12 株式会社大山組 建設業

13 神奈川県電気工事工業組合川崎地区本部 分類不能の産業

14 カミング・スーン合同会社 情報通信業

15 株式会社カルミア 医療・福祉

16 川崎アゼリア株式会社 不動産業・物品賃貸業

17 川崎市子ども会議推進委員会 分類不能の産業

18 川崎市資源リサイクル協同組合 サービス業（他に分類されないもの）

19 川崎臨港倉庫埠頭株式会社 運輸業・郵便業

20 有限会社川端電気 建設業

21 川満アート・テイメント株式会社 生活関連サービス業・娯楽業

22 株式会社北見建築 建設業

23 共立ビルサービス株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

24 株式会社GILIGILI サービス業（他に分類されないもの）

25 グロリア・アーツ株式会社 建設業

26 京急建設株式会社 建設業

27 株式会社計測工業 建設業

28 ＫＩＳライフ株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

29 医療法人社団晃進会（たま日吉台病院・川崎みどりの病院） 医療・福祉

30 株式会社さくらぎさくら 卸売業・小売業

31 株式会社佐藤環境 サービス業（他に分類されないもの）

32 社会福祉法人慈正会 医療・福祉

33 資生堂サロンドリーム美容室 生活関連サービス業・娯楽業

34 司法書士・行政書士田中宏和法務事務所 学術研究・専門・技術サービス業

35 有限会社須藤製作所 製造業

36 住友電設株式会社 建設業

第7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）
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37 株式会社仙崎鐵工所 製造業

38 第一パイプ工業株式会社 製造業

39 ダイドードリンコ株式会社 卸売業・小売業

40 協同組合高津工友会 分類不能の産業

41 高橋運輸興業株式会社 運輸業・郵便業

42 高橋搬送企業株式会社 運輸業・郵便業

43 武田司法書士事務所 学術研究・専門・技術サービス業

44 有限会社田中屋 サービス業（他に分類されないもの）

45 DELE株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

46 有限会社ディファー 卸売業・小売業

47 東芝プラントシステム株式会社 建設業

48 トキコシステムソリューションズ株式会社 製造業

49 株式会社トモエコーポレーション 建設業

50 株式会社トモコーポレーション 建設業

51 日建コンサルタンツ株式会社 学術研究・専門・技術サービス業

52 株式会社日本ライフケア 医療・福祉

53 株式会社橋本ハウジング 建設業

54 株式会社遥翔 サービス業（他に分類されないもの）

55 株式会社日の出製作所 製造業

56 株式会社フィオーロ 卸売業・小売業

57 ブルーレブ合同会社 卸売業・小売業

58 株式会社マタハリーホールディングス 複合サービス事業

59 三田工機株式会社 製造業

60 Miraiallかわさき 分類不能の産業

61 株式会社村山商店 運輸業・郵便業

62 明治安田生命保険相互会社川崎支社 金融業・保険業

63 柳内和仁 不動産業・物品賃貸業

64 山一産業株式会社 運輸業・郵便業

65 ゆく株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

66 株式会社ライズホーム 建設業

67 株式会社リブワークス 卸売業・小売業


