
別紙  

No. 業種

1 製造業
2 卸売・小売業
3 製造業
4 製造業
5 学校
6 建設業
7 製造業
8 鉱業
9 学校
10 学校
11 学校
12 NPO
13 学校
14 市 団体
15 その他のサービス
16 NPO
17 情報通信業
18 その他のサービス
19 電気・ガス・水道・廃棄物処理業

20 電気・ガス・水道・廃棄物処理業

21 NPO
22 その他のサービス
23 建設業
24 金融・保険業
25 学校
26 運輸・郵便業
27 学校
28 学校
29 市 団体
30 学校
31 学校
32 電気・ガス・水道・廃棄物処理業

33 市 団体
34 学校
35 製造業
36 学校
37 市 団体
38 建設業
39 保健衛生・社会事業
40 学校

川崎市     学校
川崎市立下作延小学校
ジャパンバイオエナジー株式会社
ソーラーチーム
川崎市立白幡台小学校
信号器材株式会社
川崎市立新町小学校
3R推進プロジェクト
株式会社スリーナイン
株式会社セレモニア
専修大学

ＣＣさいわい

かわさき市 放送株式会社
 般社団法 川崎 年会議所
川崎天然ガス発電株式会社

NPO法人 川崎フューチャー・ネットワーク
株式会社川崎フロンターレ
菊池建設株式会社
株式会社きらぼし銀行
川崎市立久地小学校
京浜急行電鉄株式会社
川崎市 坂  学校
川崎市立鷺沼小学校

川崎バイオマス発電株式会社

NPO法 かわさき市 共同おひさまプロジェクト

川崎市     学校
岡村建興株式会社
株式会社冲セキ
株式会社織 組
川崎市立梶ヶ谷小学校
川崎市立片平小学校
川崎市立上作延小学校
NPO法人かわさき技術士センター
川崎市立川崎高等学校
かわさき国際交流 間団体協議会
公益財団法人川崎市公園緑地協会

SMC株式会社横浜営業所

かわさきＳＤＧｓパートナー
登録事業者一覧
（五十音順）

企業・団体名

旭化成株式会社製造統括本部川崎製造所
アンブレラグロウ株式会社
株式会社五十嵐電機製作所



別紙  

No. 業種企業・団体名

41 卸売・小売業
42 金融・保険業
43 市 団体
44 その他のサービス
45 NPO
46 不動産業
47 その他のサービス
48 電気・ガス・水道・廃棄物処理業

49 製造業
50 建設業
51 その他のサービス
52 学校
53 その他のサービス
54 専門・科学技術、業務支援サービス業

55 学校
56 その他のサービス
57 建設業
58 製造業
59 その他のサービス
60 NPO
61 学校
62 製造業
63 卸売・小売業
64 学校
65 学校
66 宿泊・飲食サービス業
67 学校
68 製造業
69 金融・保険業
70 学校
71 製造業
72 建設業
73 不動産業
74 その他のサービス

株式会社LIXIL神奈川支社
リナイス株式会社
株式会社レンタルのニッケン

Brown Rice+ 木月キッチン
川崎市立枡形中学校
有限会社松橋製作所
株式会社三井住友銀行
川崎市立幸高等学校
株式会社YAMANAKA

川崎市立富士見台小学校

一般社団法人日本経営士会・南関東支部
学校法人日本女子大学
株式会社日本旅行神奈川法人営業部
沼田工業株式会社
株式会社ネクサスエアー
株式会社ノクチ基地
NPO法人はたらくらす
川崎市立東住吉小学校
日崎工業株式会社
株式会社福田商店
川崎市立藤崎小学校

ニアカリ

大和証券株式会社
多摩エコスタイルプロジェクト
多摩区商店街連合会
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
株式会社チッタエンタテイメント
株式会社D&I
東京電力パワーグリッド株式会社川崎支社
有限会社トワダ
ナイスコミュニティー株式会社
ナイス賃貸情報サービス株式会社
川崎市  尾 学校

sona+n



No. 業種
SDGsへの貢献に向けて現在行っていること

（もしくは今後行いたいこと）

1 建設業
・環境に配慮した材料使用の奨励
・川崎市と連携し災害時に協力できる体制を整備
・従業員の多様な働き方を推進

2 建設業

・上下水道、農業及び工業水に関わる電気計装設備、機械
設備等の設計・施工・保守を主たる事業として取り組んでお
り安心・安全な水資源の運用と対策を考えている。
・災害時BCP対策や環境に優しいエネルギー技術の取組に
も力を入れている。

3 市 団体

・地域コミュニティ通貨導入事業（神奈川県、麻生区と連携
し実施に向けて調整中）
・こどもが主役のSDGs推進隊の活動（麻生区市民提案型事
業申請中）
・四ツ田緑地の残材を使用してSDGsバッチづくり（イベント）
・プロギング活動（ランニング+清掃）
・2030SDGsカードゲームの実施

4 学校

・総合的な学習の時間をはじめ、教科で扱った学習内容
が、SDGｓとどのように関連しているのかを教師が児童に伝
えている。
・５年生の環境学習では、外部講師による授業を数時間
行った。
・６年生の総合的な学習で、SDGsについて学んだことを伝
える動画づくりを行った。

5 建設業

・事務所内の照明を全てLED化、また空調温度の適正な設
定を行い省エネルギーに取り組んでいる。
・社員の日数短縮勤務、時間短縮勤務を導入し産休や育
休、介護休暇等の取得を促している。
・「かわさき☆えるぼし」の取得・ISO9001、14001の取得・か
ながわSDGｓパートナー取得予定

6 建設業
・再エネ設備を普及させること。太陽光発電を中心に施工を
拡大させている。自然エネルギーのみで生活をするオフグ
リッドトレーラーハウス、オフグリッドログハウスも建設した。

7 教育

・不登校のお子さんが再登校できるよう支援している。これ
は以下のSDGｓの目標に当てはまると考えている。
3．すべての人に健康と福祉を：家庭環境を整えることで、家
族全員が生き生きと生活できるよう支える。
4．質の高い教育をみんなに：全ての子ども達が教育を受け
られるよう支援する。
8．働きがいも経済成長も：不登校から引きこもりになると一
人当たりの経済損失は1億円をゆうに越える。子供たちを社
会に送り出すことで経済成長を支える。また子どもが学校に
行くことで親も気兼ねなく働くことができるようになる。

8 その他のサービス

・地方自治体に対して、使い捨てプラスチックボトル削減の
ため給水スポットの整備
・ショールームを展開し、消費者へ環境問題やSDGsへの意
識付け
・教育機関や民間企業へ使い捨てプラスチックボトル削減
のためウォータースタンド導入促進

9 情報通信業

・男女ともに働きやすい環境整備の促進
・クラウドや仮想化技術の推進により、CO2排出量の低減
・災害対策ソリューションの開発
・資格取得支援制度
・植樹活動
・エコキャップ活動（ペットボトルキャップを収集・再資源化・
売却益の一部をワクチン代として寄付し世界の子どもの命
を救う運動）の参画

10 建設業

・SDGｓバッジを配布し着用することで、社員の興味・意識を
高める。
・社内報にSDGs活動に関するページを連載している。
・省エネ製品の販売、上下水道のインフラ整備を主な事業と
している。

11
宿泊・飲食サービ
ス業

・仕出し業がメイン業種。事務手続きにおいては裏紙を利用
するなど行い、配送に関してはアイドリングの時間などを考
慮しながら最高の状態でお料理を配達する為に、各担当者
の指導、また毎朝の朝礼において再確認など行っている。

12 市 団体
・地域のつながりを作るイベント開催、地域清掃（ふらっとく
り ん部）、こどもの情報発信（こどもしんぶん部）、地産地
消や食育のイベント（ベジ活部）を行っている。

昱株式会社神奈川支店

あさおのSDGs

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）

株式会社石塚土木

株式会社イスズ

逸高等学院

ウォータースタンド株式会社

株式会社ＨＴＫエンジニアリング

荏原実業株式会社

株式会社エフアンドケーフーズ

小田急のくらし部

川崎市立旭町小学校

企業・団体名

株式会社I＆I



No. 業種
SDGsへの貢献に向けて現在行っていること

（もしくは今後行いたいこと）
企業・団体名

13 学校
・持続可能な開発目標に向け、教職員はもとより、全校児童
にSDGｓを認識させていくとともに、「誰一人取り残さない」未
来を目指し、推進していきたい。

14 建設業
・現在は女性活躍推進事業を中心に注力している。
・今後、気候変動への取組や天然資材・生物多様性への配
慮等、環境問題への知識を深め、改善に向けて貢献してい
きたい。

15 市 団体

・リサイクルせっけんの利用を通して、環境を汚す化学物質
を削減し、川の水、海の水を汚さない。
・使用済みてんぷら油の回収と地域資源循環によるCO2削
減。廃食油のリサイクルによる、再生可能エネルギーの可
能性の研究
・菜の花プロジェクトによる地域資源循環と環境教育プログ
ラムの推進

16 卸売・小売業

・国内では、NPO法人フラワークラブなな夢様の、花や緑に
親しみ、育てる機会を通して、「思いやり」と「創造力」を養う
「花育」の教育プロジェクトに賛同し、弊社社員を派遣して講
習会等を行っている。また活動拠点を提供し、活動を支援し
ている。
・海外では、「Flowers for SDGｓ」と題し、エチオピアで最高
位のゴールド評価を受けている農園で育ったバラを弊社で
は取り扱っている。このゴールド評価は花の品質のみなら
ず、自然環境への対策や地域コミュニティへの貢献も評価
対象となっているもので、例えば、環境配慮やフェアトレード
は当然として、バラ栽培のために引いた水道や電気を地域
コミュニティへ供給したり、農園で働く人たちのための夜間
学校を作り、花だけでなく、SDGｓにつながる取組を行ってい
る。

17 建設業
・空調設備の保守整備を通じて、適正に機器を整備し消費
電力を抑えることにより、CO2排出の貢献を行っている。
・フロンガスの回収を通じて、フロンガスの排出を抑制し地
球温暖化に歯止めをかけられるよう活動を行っている。

18 金融・保険業

・脱炭素社会の実現に向けた融資商品の取扱いや、金庫
職員の多様な働き方を支援する取組みを行っている。
・従前から河川の清掃活動等の環境保全活動や、小学生を
対象とした作文・絵画コンクール等の教育への取組みを
行っている。

19 市 団体
・地域のつながりを作るイベント開催（かわさきママLabo）、
地域情報発信をする冊子やSNS。子供が主体となって作り
上げる新聞作成など。子育てママの情報交流や地域活動
支援など。

20 その他のサービス

・種の保存に向けて、神奈川県内の生息域内保全事業に参
画しており、今後生息域外保全事業にも力点を置いていく。
・学校への出前授業だけでなく、館内での教育プログラム等
を充実させている。
・川崎市とのパートナーシップを重視しながら地域貢献を進
めている。

21 卸売・小売業
・多様な人材の登用とそのためのしくみづくり。
・川崎市との連携などにも積極的にかかわり地域の施策や
地域経済の発展に寄与する。

22 建設業 ・ジェンダー平等実現の一環として、えるぼし認証を取得。
継続して女性の活躍推進に関する取組を行っている。

23 NPO

・健康やQOL（生活の質）向上への知識と意識を高めるた
め、「健康酸素マスター講習会」を毎月開講。5月17日で90
回目となる。
・外部の専門家を招聘し「QOLサポート研究会講演会」を年
2回開催。6月17日に第20回講演会を開催予定。

24 建設業

・脱酸素戦略として、弊社の使用している自動車をEV（電気
自動車）に徐々に移行している。いずれは、水素自動車（燃
料電池車）も使用し、貢献していく。
・女性活躍推進として女性正規雇用を増やし、今まで女性
がいなかった部署に女性を配置している。

25 その他のサービス

・学生支援　・福祉における貢献、障がい者の方の雇用・自
立支援
・支援企業団体の施設向上
・地域参加貢献⇒地域の発展（川崎）
・資源の再利用化（アップサイクル）
・法人・個人顧客との協業

26 その他のサービス

・SDGsについての講演、2030SDGsカードゲームファシリ
テーター
・個人～中小企業向けの広報支援活動
・タウンコンソーシアムにおけるイベントの企画・実施・運営
業務
・再生可能エネルギー（バイオマス）関連機器の導入調査

株式会社川崎空調サービス

川崎信用金庫

かわさきママのわ事務局

カワスイ 川崎水族館

株式会社北野書店

株式会社喜美代建設

NPO法人QOLサポート研究会

協成電気株式会社

キンコーズ・ジャパン株式会社川崎駅前
店

グローカルアクト

川崎花卉園芸株式会社

川崎市立柿生小学校

株式会社叶屋

かわさきかえるプロジェクト



No. 業種
SDGsへの貢献に向けて現在行っていること

（もしくは今後行いたいこと）
企業・団体名

27 製造業

・使い捨てプラスチックを85%削減。使用するプラ容器などの
廃止を推進、再生可能なバイオマス製品やリユース製品等
を積極的に使用し、環境負荷の軽減と地球環境保護に取り
組んでいる。
・直接的な製造商品原料から出る農産物の端材を活用した
製品づくりで食品ロスを減らすための事業を構築

28 建設業

・建物の利用目的、運用状況に応じた省エネ、省CO2、再生
可能エネルギー機器の利用など経済性を含め総合的に地
球環境に配慮した設計を提案している。
・施工時には温室効果ガスであるフロンガス回収を確実に
行う。
・産業廃棄物の削減、再生資源利用を徹底している。

29 建設業

・本社を改修し、照明をLED化することで電力負荷を低減す
る。
・顧客へ改修提案をする際、環境配慮型、高規格型塗材を
積極的に提案する。
・エコバック等の活用で廃プラスチックを縮減する。
・多様な人材の採用を推進し、特に女性が活躍できる作業
環境を整備する。

30 その他のサービス ・市内外住宅展示場での普及促進イベントの開催
・社員一人一人へのSDGｓ目標認識付けの為の施策実施

31 情報通信業

・福島復興とSDGsの観点から、福島に太陽光発電所を所
有
・再生可能エネルギーの利用を進め、今後、川崎市富士見
地区での実証に向けた取組や、グリーンイノベーション研究
会でのスマートなまちづくり等への貢献を目指している。

32 建設業 ・省エネ対策を推進する、ＺＥＢ　(ネット・ゼロ・エネルギー・
ビル)　機能を備えた建築物を顧客に提案していきたい。

33 その他のサービス

・社内でペットボトルのキャップを集めてNPO法人エコキャッ
プ推進協会へ送っている。
・オンラインで学ぶSDGｓを春休みに川崎市民を中心に４０
組募集して、講師を呼び、SDGsの基礎を招いて学んでもら
い、世界自然保護基金による節電ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ ”EARTH
HOUR”に合わせ、環境に配慮したﾛｳｿｸ（ﾐﾂﾛｳ）作りを各ご
家庭で体験いただけるよう呼び掛けた。

34 建設業

・良好な賃貸住宅の供給と管理で人口の転入増と転出減に
寄与する。
・各種イベントの開催により地域交流を促進する。
・地元青少年の育成に取り組む（学童クラブを自営。木工教
室等の児童向けワークショップを開催。小中学100校へ毎月
ＰＨＰを配布）。
・今後も地域に貢献していく。

35 不動産業

・住み続けられるまちづくりの為に、新築のみならずリフォー
ム事業に着手
・再生エネルギー（太陽光発電、蓄電、高断熱材）販売会社
との業務提携
・安全でキレイな水を供給できるようにサイエンス社の正規
代理店となる。

36 卸売・小売業

・社内に給茶機１台、ウォーターサーバー２台を導入し、社
員のペットボトル利用削減を図っている。
・営業担当者用の乗用車を新規購入又買換する際は低公
害車（ハイブリッド）へと変更している。
・電力購入先を再生可能エネルギー由来電力を100％使用
する電力供給会社へと変更予定

37 製造業

・「大量生産・大量消費・壊れたら捨てる」というオフィス家具
が大量のごみと化している現状を変えるため、壊れたところ
を修理し、愛着を持って、自分の相棒として大切に永く使い
続けるエコ・サスティナブルチェア「ＳＰＩＮ」という椅子をリ
リースした。

38 教育
・ICT教材（デキタス）を活用した不登校生の学習サポート
・保育園、学童保育の経営
・社員の能力を活かす働き方改革（リモートワークの推進、
残業減）

39 製造業
・地域貢献
・地球環境に配慮した食事の提供（本社）
・今後、プラスチックごみ削減対策も進めていく。

40 NPO
・作品の販売を通じたアーティストの経済的自立支援や近
隣の高校や地域との連携した作品展示、端材の有効利用
など様々な活動の取組をSDGsのゴールをめざし推進してい
る。

41
専門・科学技術、
業務支援サービス
業

・育児等で就労時間に制限のある女性の就労支援
・生産性向上・働き方改革に係る就労支援（川崎市表彰（令
和３年２月））

ストーリー株式会社

NPO法人studio FLAT

株式会社コクサイテクノ

株式会社サンフジ企画

株式会社シーエスデー

JFEコンフォーム株式会社

株式会社ＪＴΒ

ジェクト株式会社

株式会社シティネット

株式会社志水商店

株式会社秀光

株式会社城南進学研究社

伸和コントロールズ株式会社

株式会社研空社

有限会社グリーンフーズあつみ おつけ
もの慶



No. 業種
SDGsへの貢献に向けて現在行っていること

（もしくは今後行いたいこと）
企業・団体名

42
専門・科学技術、
業務支援サービス
業

・外国人のサポート、女性の積極採用
・地域でSDGsに興味のある人々とのネットワーク作り
・事業承継等、中小企業の持続に関する支援

43 金融・保険業

・都市農業の振興と地域社会の発展を経営理念に掲げる
当ＪＡは、地産地消への取組や健康福祉面の支援など、多
くの活動を実施している。
・今後はさらにそれらを発展させ、組合員ならびに地域の皆
さまとともに地球的課題の解決に挑んでいく。

44 建設業 ・毎年3月に自主防災訓練・防災商品の啓蒙、販売・省エネ
商材の啓蒙

45
保健衛生・社会事
業

・ジェンダー平等の実現（ワーキングママの雇用促進）
・健康で快適な生活を送るための支援（訪問看護、訪問介
護、高齢者施設運営　等）
・働きがいのある仕事に支えられた完全雇用の促進

46 建設業

・体験型空き家活用「solar crew」では空き家をまちづくりの
シェアリングプラットフォームの場として「つながりの場」とし
て活用し、関係人口の創出だけでなく、多くて困る空き家を
少なくて困る防災拠点にするための取組を行なっている。
・太陽光発電を通した災害に強いまちづくり「LED'S」では太
陽光発電設備を導入し、平常時は設置施設の電力として、
有事にはその電力を開放する取組。停電時でも地域の電
力供給スポットとなり、拠点が増えることで災害に強いまち
づくりにつながる仕組みである。

47 建設業

・仮設建物での３Ｒの取組や、「風と太陽と水」をコンセプト
にした再生可能エネルギー事業の展開、地球温暖化防止
に貢献するため建物のＺＥＢ化をお客様に提案している。
・子育てサポート企業としてプラチナくるみん認証を取得。マ
マスクエアと提携した事業では子供の側で働ける環境を提
供している。

48 NPO ・スタッフ全員がSDGｓを意識し、今以上の地域貢献に取り
組んでいきたい。

49 建設業
・社内でSDGs理念の学習及び民間資格「SDGsビジネス検
定」の取得
・積極時に自治会、地域団体と連携してまちづくりに参加。
SDGs普及のための活動を行う。

50 運輸・郵便業 ・再生エネルギーの使用、太陽光パネルによる発電、EA21
活動を10年以上取組み従業員と共に活動している。

51 保健衛生・社会事
業

・障害児者の能力の可視化を行う、キャリアサポートカルテ
「シームレスバディ（Semless Buddy）」を開発し、特許を取
得。障害のある子どもから大人までシームレスに同シーム
レスバディを導入することで、多くの障害児者の可能性を切
り開き、自立・就労支援、マッチング、定着支援等を行って
いる。
・障害児者支援の教材開発、重度知的障害者でも制作でき
るICT治具（かわさきKIS認定）を開発。さらに沖縄名護チー
ムと連携し、シークヮーサーを通して、６次化からなる新たな
働き方を創造している。

52 建設業 ・全ての人が活躍できるダイバーシティ経営と環境にやさし
い事業活動を推進する。

53 建設業

・2018年末に2023年を当面の目標に「５ヵ年計画」を策定。
この計画のコア・バリューには「成長と持続のための変革を
進んで行う。」「すべての人々と共に『働く喜び』を得る」を掲
げている。
・また、コミットメントでは『差別なく、すべての人に平等に接
します』『高品質であり環境に配慮した建物づくり』『地域社
会との関りを大切にします』などを宣言し実行している。

54 その他のサービス

・2020年9月SDGsプロジェクト発足。川崎市と「SDGs の推進
に関する協定」を締結、プロジェクトアドバイザーに慶応義
塾大学大学院の蟹江憲史氏が就任
・バスケットボールやホームゲームを通じて「健康」や「働き
がい」の機会を提供、市内法人向けのSDGsフォーラムの主
催、ファン向けのSDGsイベント試合を3月に開催

55
専門・科学技術、
業務支援サービス
業

・ニーズに対し既存の枠組みを超えた創造性豊かなアプ
ローチを行い、市場に対して、より高い技術的問題解決を提
供している。
・社員と家族が心身ともに健康であり続け、性別にかかわら
ない能力を発揮できる職場環境づくりを実践している。

56 その他のサービス

・東芝グループ各事業とSDGsとの関連を見て体感できる展
示品を整備
・SDGs関連特別イベントの開催
・川崎市・三井不動産と連携して、持続可能な消費生活の
あり方を考えるイベントを毎年実施

露木建設株式会社

株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース

TMCシステム株式会社

東芝未来科学館

千代田電気株式会社

澄川法律事務所

セレサ川崎農業協同組合

株式会社総商

株式会社SOERUTE

株式会社太陽住建

大和リース株式会社 横浜支社

NPO法人高津総合型スポーツクラブ
SELF

高橋工務店

田辺倉庫株式会社

ダンウェイ株式会社



No. 業種
SDGsへの貢献に向けて現在行っていること

（もしくは今後行いたいこと）
企業・団体名

57 製造業

・高齢者福祉製品のコミュニケーションロボットとしては、シ
ンプル・効果がある・低価格で社会に提案。川崎基準認証
を得て、最幸の街を作る一助になっている。
・企画・デザイン・開発生産・販売・物流の各パートナーの協
力利用者と幸せを創造
・「全ての人に健康と福祉を」を具体化

58 情報通信業

・弊社が行っているゴルフトーナメントのオフィシャルWeb・
SNS関連業務、ゴルフ関連企業のWeb・SNS・会報誌関連業
務において、チャリティ活動の推進、SDGsに取り組む企業と
の連携、多様性の積極的な受け入れ、ハラスメントの拒絶と
人権を守ることの徹底、正しい情報が公平に届く社会の実
現、地域の課題解決への取組み、環境への配慮などの積
極推進などを行っていく。

59 卸売・小売業

・環境性能の高い住宅の供給、既存住宅の省エネ改修や
環境に配慮した暮らし方の普及促進
・合法性や持続可能性に配慮した木材の建築や暮らしでの
利用拡大
・多様な人財が充実して生き生きと能力を発揮できる健康
経営の推進

60 市 団体
・地域社会にさまざまな媒体、ツールなどを使い情報発信す
る。
・2030年SDGs目標達成のためのイベント等を企画、運営を
行う。

61 製造業

・低価格なインド製小型電気３輪自動車をベースに開発した
自社”エレクトライク”の型式認定およびナンバー取得を行っ
て商品化した経験と技術ノウハウを更に進化させ、ラストワ
ンマイルの地域の環境とQOLを守る配送需要を担ってグ
ローバルに受け入れられる次期拡販モデルを開発してい
る。

62 NPO

・サッカーを中心としたスポーツを通した地域貢献事業を
行っており、その一環として【サッカー育成×SDGsプロフェ
クト】を行っている。
・地域のまちづくり協議会とも連携し、「まちづくり×家族×
サッカー」をテーマにした親子サッカー教室や「エコ×ものづ
くり×サッカー」をテーマに不要になった新聞紙やリサイクル
品（地域の新聞屋さんなどに協力依頼）を集め子どもたち自
身がサッカーの練習用具を作り、その用具でサッカーの
ゲームを行いエコ活動を知るという活動などを行っている。
・「ボーダレス×サッカー」というテーマで少年サッカーとデフ
サッカー選手（聴覚障がい者）のサッカー交流会も開催して
いる。

63 建設業
・SDGｓに対して「つなぐ」「つくる」「くらす」「まもる」の４つの
切り口で持続可能な開発目標の達成に貢献するため、様々
な活動に取り組んでいる。

64 学校

・５年生は総合的な学習で環境をテーマに学習し、校内に
発表したりエネルギーワークショップに参加したりしている。
その取組は、「エコ委員会」という委員会の発足にもつな
がった。
・その他の委員会もSDGsの視点で取組をさせることで、全
校児童の意識向上につながると考えている。

65 教育 ・地域、生活環境内での全ての児童教育への支援を継続的
に行っている。

66 学校

・SDGｓの視点を全ての教育活動の中心に置き、保護者・地
域・企業・行政・NPO等のステークホルダーを結集しSDGｓを
学んでいる。
・よりよい未来、よりよい平間のまちづくりに向けて子ども発
案による取組の実践や教職員による実践などを行っていく。

67 NPO

・川崎区内の公立小学校やスポーツ施設、区役所、スポー
ツ大会の会場(ビーチ・体育館)などにボトルキャップ回収
BOXを設置し、回収しJVCに寄付する活動を通年で行って
いる。
・障害者スポーツ体験会を月5回程度通年で行っている。
・川崎市内のアジア人とのスポーツコミュニティイベントを月
1回程度行っている。
・いこいの家や出張所などで高齢者向けの運動指導を月10
日程度行っている。
・アスリート共に「防犯スポーツプロジェクト」を月4回程度
行っている。
・アスリートと障害児で共にアート作品を創る活動を通年で
行っている。
・寺子屋事業(委託2校)や小学校の体育指導補助などを
行っている。

川崎市立東小倉小学校

ひととゆめのネットワーク

川崎市立平間小学校

特定非営利活動法人ファンズアスリート
クラブ

パナソニック ホームズ株式会社神奈川
支社

ﾄﾚﾝﾄﾞﾏｽﾀｰ株式会社

株式会社ナインバリューズ

ナイス株式会社

 沢まちづくり協議会

株式会社日本エレクトライク

特定非営利活動法人バオムフットボール
クラブ



No. 業種
SDGsへの貢献に向けて現在行っていること

（もしくは今後行いたいこと）
企業・団体名

68 建設業
・平成30年度に「かわさき☆えるぼし」の認証企業としての
認証をいただき、女性活躍推進に向けた活動や、従業員の
作業環境の改善等、引き続き実施し、さらに躍進、改善を目
指し、取り組んでく。

69 その他のサービス

・「③保健」→3.3「管洗浄プラス」「AQ水販売」感染症対策に
貢献。　3.9「ウォータージェット剥離」　塗膜の大気飛散を防
止
・「⑥水・衛生」→6.3「管洗浄プラス」により、排水の衛生改
善に貢献
・　「⑪都市」→11.3持続可能な都市への貢献として、いつま
でも住み続けられるよう、ウォータージェットによって今ある
設備を長く使えるようにメンテナンスし、脱大量消費社会を
作る。

70 製造業

・SDGsへの取組をより大きな規模での価値創造と自らのビ
ジネスの変革に確実に結び付けていくために、社会課題解
決を起点とするビジネスの検証と推進を連携して行い、当
社自身の成長につなげるとともに、社会価値と経済価値の
共創という新たな形に結び付けていく。

71 建設業

・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。
・市内業者との取引の促進および市の事業に協力してい
る。
・リターナブルボトルを利用した天然水の宅配事業を通し、
継続的な環境配慮に取り組んでいる。

72 その他のサービス
・環境や社会に配慮した事業活動を推進し、社会的課題の
解決と収益の両立を実現していく。（省エネ化・再生可能エ
ネルギー100％利用、廃棄物減量化・資源化、生物多様性
への取組等）

73 NPO

・誰ひとり取り残さない（地域の居場所づくり）
・子どもからお年寄りまで、多様な方たちを食を中心としたコ
ンテンツで繋げ、誰もが心豊かに暮らせる地域社会づくり
・孤立しがちな子育て世代に向けた仲間づくり
・働きやすい環境づくり
・環境啓発活動

74 建設業
・営業担当者用の乗用車を新規購入又買換する際は低公
害車（ハイブリッド）へと変更している。
・電力購入先について、再生可能エネルギー由来電力を
100％使用する電力供給会社へと変更予定

75 卸売・小売業
・川崎市発で皆様に健康と美をお届けできる価値の高い物
つくりに注力している。
・世界中の方々のQOL向上を目的とした画期的な新製品や
新基材の開発に取り組んでいる。

76 その他のサービス

・毎年地元中学校から商店街の様々な店舗で職業体験を
開催
・地元小学校が参加する「まちなか安全教室」の開催
・災害時のための「安全ブック」の作成
・商店街近郊の慶應義塾大学生と共同で、定期的地域向け
イベントを開催
・組合店舗が開催している「こども食堂」支援など地域に基
づいた貢献をしている。

77 その他のサービス

・一店一エコ運動、エコ調査隊、神奈川こども未来ファンドへ
の寄付、地域に開放されたコミュニティセンター、福島物産
フェア、商店街専用ポイントカード（高齢者健康ポイント）、福
祉施設支援、国際交流、リサイクルエコバッグの販売、出張
商店街、高齢者講習、食品ロスへの取組

78 建設業

・女性従業員の活躍を推進し、かわさき☆えるぼし認証や
地域女性活躍推進事業所に認定
・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て地域の防
犯・防災活動に参加

79 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。

80
保健衛生・社会事
業

・「かわさき☆えるぼし」認証企業として、女性社員の意欲や
能力を尊重し、これを存分に発揮できる職場や機会を提供
することで女性社員の活躍を推進する。
・少子化が進行する国内における労働力の確保と、多様な
人材の協動による新たな付加価値の創造を促進し、組織の
活性化と風土改革を実現していく。

株式会社山根工務店

株式会社ユーフォリアファミリー

フジクス株式会社

特定非営利活動法人みどりなくらし

株式会社メタックス

メディサイエンス・エスポア株式会社

モトスミ・オズ通り商店街振興組合

福吉塗装株式会社

矢島建設工業株式会社

富士通株式会社

株式会社ミカセ

みぞのくち新都市株式会社

モトスミ・ブレーメン通り商店街振興組
合



No. 業種
SDGsへの貢献に向けて現在行っていること

（もしくは今後行いたいこと）
企業・団体名

81 製造業

・省エネルギー（弊社では現在環境樹脂による製造が80%以
上を占めています。再生素材による樹脂素材の製造と製品
化を実現しています。）につながる技術・製品を提供してい
る。
・バイオマス樹脂製品・生分解性樹脂を中心とした展開をし
ている。

82
宿泊・飲食サービ
ス業

・２自分で調理しにくい玄米食を無添加無菌で展開、若年女
子、妊婦・授乳婦及び高齢者が利用しやすい形で商品化
・３生活習慣病の予防と食事を企画開発
・12自然素材包装及び簡易包装の商品開発、リサイクル可
能素材の使用を推進
・13常温で長期保存可能な食品開発

83
専門・科学技術、
業務支援サービス
業

・次世代教育支援
・女性活躍推進、ダイバーシティ
・安心・安全、災害リスク管理、社会貢献活動
・技術力ノウハウの継承、情報セキュリティの強化
・コミュニティへの参画、知識・専門的知見の共有
・環境保全
・教育・研修の充実
・安心・安全

84 製造業
・永年培ってきた金属圧延箔技術の継承と人材育成、革新
的な機能性金属箔開発への挑戦および環境マネジメントシ
ステム体制により、科学技術イノベーションを含む社会への
貢献と環境に配慮した事業活動を展開していく。

85 卸売・小売業
・自ら「脱炭素社会・循環型社会の実現」に取り組み、その
取組を通じた課題解決の方法を「脱炭素ソリューション」とし
て、お客様に提案・提供している。

86 卸売・小売業

・地域と一丸になった、エネルギー循環社会の構築
・川崎市の企業として、官民一体となった地域エネルギーの
活用や、廃棄物等を利用した、脱炭素社会を見据えた、新
たな発電所の開発、レジリエンスな社会・継続可能な社会を
目指している。

87
電気・ガス・水
道・廃棄物処理業

・低炭素社会実現に向けて業務で使用する車両の50％を低
公害車、電気自動車又はPHEV車を使用しCO2排出量を削
減する。
・勤怠管理、現場管理にDXを導入し公平性のある勤怠管理
を実現し現場管理の効率化を図り、働きやすい職場環境を
作り残業時間の削減に力を入れる。

88 その他のサービス
・資源循環型ビルクリーニングの推進
・社用車の水素自動車、ハイブリッド車への転換推進
・安全で安心で健全な職場環境の整備、推進

89 建設業

当社屋上の太陽光パネルにて発電された電気を、電気自
動車の充電や社屋内の電力に使用。社内の照明をLEDへ
交換。窓には断熱遮光フィルムを張り、空調機を高効率型
に交換し、電気の使用量を1/4まで削減。今年は、水素自動
車の導入、当社で毎年行っているグリーンカーテンの地域
普及をはかり、近隣小学校等に苗の配布を行っている。

若月電業有限会社

和光産業株式会社

株式会社渡辺土木

株式会社ユニオン産業

株式会社ライト

株式会社ランドサーベイ

リカザイ株式会社

株式会社良知経営

リコージャパン株式会社神奈川支社


