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この冊子はさいたま市とともに、CS90+運動の推

進とSDGsを達成することを宣言された企業・団体

（CS・SDGsパートナー）を紹介するものです。

CS は 一 般 的 に「Customer Satisfaction」、

顧客満足度という意味で用いられますが、さいたま

市では市民満足度（「Citizen Satisfaction」＝「さ

いたま市が住みやすい」と思う人の割合）として用

いています。

さいたま市では、2030 年までに市民満足度を

90% 以上とすることを目指す「さいたま市 CS90+

（プラス）運動」に取り組んでいます。

SDGs は「Sustainable Development Goals （持

続可能な開発目標）」の略で、2015 年９月の国

連サミットで採択された 2030 年までの国際社会

共通の目標です。

持続可能な世界を実現するための 17 の目標と

169 のターゲットから構成されており、地球上の

「誰一人として取り残されない」社会の実現に向

けて、経済、社会、環境をめぐる広範な課題に対

する総合的な取組が示されています。

検　索さいたま市　CS90+運動

検　索さいたま市　SDGs

CS90+運動って？

SDGs（エス・ディー・ジーズ）って？
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埼玉りそな銀行

損害保険ジャパン株式会社

日本郵便株式会社　さいたま市内郵便局

生活協同組合コープみらい

全国健康保険協会埼玉支部

株式会社金子製作所

株式会社埼玉第一興商
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3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

９

９

９

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

………………………………………

…………………………

…………

…………………………

…………………………

…………………………………

………………………………

……………………………………

…………………

………………………………

……………………………………………

……………………………………

…………

…………………………………

……………………………………

……………………

………………

…………………

………………………………

………………………

……………………………………

………………………

………………………………

…………………………………

……………………………………

…

…………………………………

………………

…………………………………

………………

……………………………………

……………………………………

……………………………

…………………………………

……………………………………………

………………………………

………………

…………………………

………………

………………………………………

……………………………

…………………………

…………………

…………………………

………………………………………

………………………………………

………

………………………………

……………………………………

…………………………………………

………………………………………

………………………

………………………………

目 次

さいたま市 CS.SDGsパートナーズ 取組紹介 2



損害保険ジャパン株式会社は 1888 年 10 月創業

の国内損害保険市場でトップクラスのマーケット

シェアを占める損害保険会社です。損害保険事業

を核として、お客さまの安心・安全・健康を支援

する先進的なサービスを提供し、真のサービス産

業に進化していきます。

主に取り組むSDGsゴール

主に取り組むSDGsゴール

「埼玉県の皆さまに信頼され、地元埼玉と

ともに発展する銀行」を目指します

笑顔と活力あふれる「確かな明日」へ

損害保険ジャパン
株式会社

すべてを、お客さまのために。

日本郵便株式会社
さいたま市内郵便局

当社は創業以来変わらぬ目指す姿である「埼玉県

の皆さまに信頼され、地元埼玉とともに発展する

銀行」の実現に向け、地域・お客さまの暮らしや

事業の将来にわたる身近で頼りがいのあるパート

ナーとしての存在価値発揮に挑戦してまいります。

社員一人ひとりが「お客さまのこまりごと」「社

会課題」を起点に課題解決に取り組むことにより、

持続可能な地域社会づくり（SDGs）に貢献します。

日本郵便は、1871 年（明治 4 年）の郵便事業の

創設以来、お客さまの安心と信頼を礎に郵便・貯

金・保険を始めとする様々なサービスを提供して

まいりました。

さいたま市内には、101 店舗の郵便局（※簡易郵

便局を含む。）を展開し、多くのお客さまにご利

用いただいております。

金融サービス業

保険業

複合サービス業

りそなグループとして「2030 年 SDGs 達成に向

けたコミットメント」を制定するとともに、より

時間軸を明確化するために「サステナビリティ長

期目標」（１．リテール・トランジション・ファ

イナンス目標、２．カーボンニュートラル目標、３．

女性登用・活躍推進拡大目標）を策定し、SDGs

の実現に向けて取組んでいます。

また、当社の中期経営計画の１つとして“地域×

SDGs”推進を掲げ、地域のこまりごと起点で県

内ネットワーク等を活用した経済活性化・地域課

題解決策を提供し、持続可能な地域社会づくりに

貢献してまいります。

当社は中期経営計画において、「SDGs への取組み」

を経営基盤の一つとして明確に位置付け、「祖業で

ある損害保険を通じたSDGsへの貢献の更なる進化

を遂げる」、「防災・減災など新事業の領域で新たな

社会価値を創出する」「自社としての温室効果ガス

の削減などへ取組む」ことを掲げ、社会価値、経済

価値を創造していくことを経営基盤としています。

さいたま市においてはデジタル技術に関し、AI を

活用したインフルエンザ予報サービスを行なった実

績があります。また、「防災ジャパンダプロジェク

ト」を九都県市合同防災訓練防災フェアにて実施

し、多くの方に身の回りのものを使った防災減災体

験をしていただきました。今後も市民の皆さまとと

もに地域の課題解決に全力で取り組んでまいります。

日本郵政グループは、環境負荷を抑制して持続可

能な社会を実現するため、温室効果ガスの排出量

の削減目標を 2050 年カーボンニュートラル、そ

の中間目標として 2030 年度 46％削減（対 2019

年度比）を設定しています。

SDGs の取り組みの一環として、2023 年 3 月年度

末までの間に、環境に配慮した郵便局（＋エコ郵便

局）を全国で10局程度開局することにより、一層環

境に配慮した郵便局の設置を推進してまいります。

また、JR 東日本と連携協力した郵便局と駅の機能

連携など、他企業とのパートナーシップで地域社

会のインフラを支える取り組みを行っています。

今後も CS・SDGs パートナーズの皆さまととも

に、CS・SDGs を推進していきます。

業　種

業　種

業　種

市民満足度向上、SDGsの取組紹介

市民満足度向上、SDGsの取組紹介

市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

ホームページ

ホームページ

代表者

代表者

代表者

所在地

所在地

所在地

https://www.saitamaresona.co.jp

https://www.sompo-japan.co.jp

https://www.post.japanpost.jp

さいたま市浦和区常盤７ー４ー１

東京都新宿区西新宿１－ 26 －１

さいたま市中央区新都心３－１

代表取締役社長　福岡　聡

取締役社長　西澤　敬二

日本郵便株式会社　関東支社

団体概要

団体概要

団体概要

主に取り組むSDGsゴール
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主に取り組むSDGsゴール

主に取り組むSDGsゴール

主に取り組むSDGsゴール

食卓を笑顔に、地域を豊かに、

誰からも頼られる生協へ。

真摯な姿勢で“ものづくり”に向き合い

社会の発展に貢献する

すべての県民に健康と平等な医療を！

生活協同組合コープ
みらい

株式会社金子製作所

コープみらいは、埼玉県、千葉県、東京都を事業エリアとし、組合

員数 363.5 万人（2021 年 11 月時点）の日本最大の生活協同組合です。

ビジョン 2025「食卓を笑顔に、地域を豊かに、誰からも頼られる

生協へ。」の実現を目指し、食の安全と安心を第一に、宅配事業と

店舗事業を柱として、福祉・保障・サービス・エネルギー供給事業

などあらゆる角度から組合員のくらしを支える事業を展開していま

す。

また、組合員のくらしや地域社会で生まれた課題の解決に向けて、

地域の団体・人とつながり、地域の多様性を認識し、協同して各地

域で多彩な取り組みを推進しています。

コープみらいの理念「CO-OP　ともに はぐくむ くらしと未来」は、

一人ひとりが手を取り合い、よりよい社会を実現していくことを目

指しています。コープみらいは助け合いの組織として、多くの皆さ

まとのパートナーシップを大切に、SDGs が目指す“誰一人取り残

さない”持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。

日本には、すべての国民が公的医療保険に加入し、お

互いの医療費を支えあい、安心して医療が受けられる

「国民皆保険制度」があります。

公的医療保険にはいくつかの種類がありますが、全国

健康保険協会は、全国に約 4 千万人が加入する日本最

大の医療保険者で、埼玉支部は全国 47 都道府県にあ

る全国健康保険協会の支部の一つです。埼玉支部の加

入事業所は約 9 万 3 千社、加入者数は約 144 万人です。

中小企業を主な対象にし、「サラリーマンの医療保険の

最後の受け皿」として加入する従業員とそのご家族に

“安心”を提供し、次世代へと繋いでいく。それが私たち

の使命です。

さいたま市において 60 年間にわたり金属・樹脂・

セラミックの精密切削加工・組立を担い続けてき

ました。内視鏡分野では 40 年間、また民間・防

衛の部品などを手がける航空宇宙分野では 30 年

間の豊富な実績と、医療機器品質 ISO13485、航

空宇宙品質 JISQ9100 を認証取得に裏付けられた

確かな品質・技術をご提供します。

協同組合

公的医療保険の運営

製造業（医療用精密部品・航空宇宙部品）

コープみらいは、SDGs の達成にいっそう貢献するため

に、コープデリグループの一員として 2021 年 7 月に「コー

プデリグループの SDGs 重点課題～ 2030 年までの長期

目標と中期方針～」を策定し、取り組みを進めています。

人や地球環境、社会に配慮したお買い物や行動を促進す

るエシカル消費対応商品の積極的な販売や、店舗や組合

員施設を拠点にご家庭から持ち寄った食品を回収しフー

ドバンクに寄付するフードドライブ活動、事業活動で排

出する食品廃棄物の一部を活用したメタンガスによるバ

イオガス発電の取り組み、地域の人々の居場所づくりと

して「みらいひろば」の開催、合理的配慮の考え方に基

づく障がいのある方のコープでの雇用推進など、「誰一人

取り残さない」原則を基に持続可能な社会の実現に向け

て多面的な事業と活動を行っています。

私たちは、あらゆる年齢のすべての人々の健康的

な生活を確保し、日本の未来を支えていくことを

目標に仕事をしています。

保険給付の審査・支払やレセプト（診療報酬明細

書）の点検などの医療保険の仕組みを遂行する業

務を遅滞なく遂行しながら、データ分析に基づい

た健康増進のほか、重症化予防や健康づくりに関す

る取り組み、ジェネリック医薬品の使用促進、健康

経営サポートなどもしっかりと推進していきます。

医療保険制度の運営を通じて、中小企業の従業員

とそのご家族に“安心”を提供していきます。

日本が世界に誇る「国民皆保険」を未来へ繋いで

いくために、人々の健康を真剣に考え、持続可能

なより良い制度を構築していきます。

省エネルギー設備への入替、営業車両の見直し等

を行い、CO2 排出量の削減と生産量の増加を両

立します。

医療・航空宇宙向け部品の安心・安全をさらに確

かなものにすべく、国家技能検定の有資格者を養

成します。

現在の部品梱包に使用している使い捨てのプラス

チックトレー削減に向けて紙トレー実現に取り組

みます。

業　種

業　種

業　種

市民満足度向上、SDGsの取組紹介

市民満足度向上、SDGsの取組紹介

市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

ホームページ

ホームページ

代表者

代表者

代表者

所在地

所在地

所在地

https://sustainability.coopdeli.coop/coops/?tagname=%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%97%E3%81%BF%E3%82%89%E3%81%84

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/saitama/

http://www.t-kaneko.co.jp

さいたま市南区根岸１－５－５

さいたま市大宮区錦町 682 －２

さいたま市岩槻区古ケ場１－３－ 13

理事長　新井　ちとせ

支部長　柴田　潤一郎

代表取締役社長　金子　晴房

団体概要

団体概要

団体概要
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主に取り組むSDGsゴール

主に取り組むSDGsゴール

主に取り組むSDGsゴール

もっと音楽を世に　もっとサービスを世に

お客様に夢と感動を与える

ショッピングセンター

スバル興産
株式会社

～すべての女性の笑顔のために～

女性の未来と地域の活力を応援

当社はカラオケ「DAM」・「ビッグエコー」などでおなじみ

の第一興商グループの一員として、埼玉県全域を活動エリ

アとする販売子会社です。第一興商グループは、カラオケ

を通じて歌う楽しさを世の中に広め、「DAM」ブランドは

カラオケのトップブランドとして認知されております。さ

らに、当グループはカラオケを単なるエンターテインメン

トに留めず、高齢者の介護予防や健康維持にも役立つ「DK
エルダーシステム」を開発し、その普及にも努めております。

「もっとわかりやすく、さらに使いやすく」という想いを基

本として、さらなるサービスの向上に励み、また新たなビ

ジネスにも積極的にチャレンジすることで、利用者の皆様

の歓びと楽しみに貢献し続けるよう邁進してまいります。

「ステラタウン」は、旧大宮市が副都心として位

置づけ再開発された地域「ノーザンハートきたま

ち」の主要事業として、当社が開業したショッピ

ングセンターです。約 110 のショップ＆レスト

ランとともに、隣接する公園と一体となったオー

プンスペース、イベントが開催できる広場、お子

様が自由に遊べるキッズスペース等を有しており、

お客様が思い思いに心地よく過ごしていただける

ショッピングセンターを目ざしています。また、

きたまちの他事業者と協力・連携して、まちの活

性化に取り組んでいます。

2021 年に創刊 50 周年を迎えた家庭配布の地域

情報紙「リビング新聞」、都心のオフィス配布の「シ

ティリビング」の発行と、それに付随する Web

サイト等を含めたコンテンツ全般に関する事業の

運営。

また、配布ルートを活用したターゲット層へのリ

アルプロモーションや、発行物の制作ノウハウを

活かしたオリジナル媒体の制作、イベント等の催

し物の企画実施等を手掛けています。

業務用カラオケ事業、カラオケ店舗事業等

不動産業（ステラタウンの施設管理、賃貸事業等）

出版業、Web メディア業

第一興商グループは「もっと音楽を世に　もっと

サービスを世に」を社是に掲げ、「うたう楽しさ」

と「うたう環境」を社会に提供しています。「楽

しくうたう」ことは「ストレス軽減」「健康増進」

「介護予防」「教育」など様々な価値ももたらすた

め、新たな市場の創出や日本が直面する社会的課

題の解決へとつながっています。また、全国に展

開する当社店舗は「災害ステーション」「ワーク

スペースの提供」を通して「災害」「働き方」といっ

た社会的課題の解決にもつながっています。これ

らの課題の解決は、国連が定めた「持続可能な開

発目標（SDGs）」に通じるものであり、今後も、

私たち第一興商グループは「うたう楽しさ」の可

能性を追求することで社会に貢献してまいります。

ステラタウンにおける取組紹介

■施設・設備面

・屋上の雨水を、隣接する市の公園下に貯め、噴

水やトイレの水として再利用

・屋上に太陽光発電装置の設置

・トイレに授乳室やオストメイト用ブースの設置

・保育園の開設

■運営面

・災害時の駐車場提供協定を市と締結

・土呂駅とステラタウン間の無料シャトルバス運行

・CO2 削減ライトダウンキャンペーン実施

・SDGs を学ぶワークショップの開催

・市の生産者を応援する地産地消マルシェの開催

創刊以来、地域情報を伝えてきたリビング新聞。

地元の人が「この街が好きだから、もっと出かけ

たい・買い物したい」と感じる情報で、この先の

街を盛り上げていく、その強い思いのシンボルと

して、2021 年 3 月末より、創刊 50 周年「ドッ

トリボン・キャンペーン」を展開中です。

同キャンペーンを始め、地域を元気にするため頑

張るお店・企業の皆様とリビング新聞が共に情報

を発信し、一人でも多くの人に伝え街を盛り上げ

ていくことで、SDGs（持続可能な開発目標）の

ひとつである「住み続けられるまちづくりを」へ

の貢献も目指しています。

業　種

業　種

業　種

市民満足度向上、SDGsの取組紹介

市民満足度向上、SDGsの取組紹介

市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

ホームページ

ホームページ

代表者

代表者

代表者

所在地

所在地

所在地

https://www.dkkaraoke.co.jp/saitama/

https://www.stellartown.com/stellar/

https://www.sankeiliving.co.jp/　https://mrs.living.jp/saitama

さいたま市北区櫛引町２－ 296

さいたま市北区宮原町１－ 854 －１

さいたまオフィス（さいたま市大宮区宮町2－77－1、マル星第一ビル6階）

代表取締役　松井　章

取締役大宮事業本部長 杉本　芳明

代表取締役社長　細井　英久

団体概要

団体概要

団体概要

さいたま市 CS.SDGsパートナーズ 取組紹介5



主に取り組むSDGsゴール

主に取り組むSDGsゴール

主に取り組むSDGsゴール

機能と美観を兼ね備えた

『機美共存』表面処理

地域を元気に！

日本電鍍工業株式会社

めっき、アルマイト、電着塗装など表面処理をし

ている会社です。ISO9001、ISO14001 を認証取

得しており、医療・電子部品・楽器・装身具など

様々な分野の製品を取り扱っています。

【電気めっき】金、銀、プラチナ、パラジウム、

ロジウム、ルテニウム、ニッケル、銅

【無電解めっき】ニッケル、金、銀、パラジウム、

プラチナ、銅

【アルマイト】軟質、硬質、各種カラー

【その他】電着塗装、チタン陽極酸化、SUS 電解

研磨、化学研磨、ブラスト、研磨、分析

埼玉新聞は太平洋戦争末期の 1944（昭和 19）年、一

県一紙体制の国策により、県内にあった複数の地方新

聞が統合され誕生しました。以来、埼玉県の戦後の発

展とともに歩み続けています。埼玉新聞に掲載された

記事は、そのまま埼玉県の昭和・平成・令和の出来事

の証（あかし）であり、本紙が「県紙」と言われる所

以です。県・市町村の情報はもちろん、県内各地のト

ピックス、小・中学校や高校の文化・スポーツ記事、

アマチュア・プロスポーツの話題、県内経済情報など、

すべてのジャンルで「埼玉」にこだわり、「埼玉」を

アピールしながら、県民の暮らしに役立つ新聞社を目

指しています。

毎日興業は、1973 年 2 月に創業者である故田部井 功が埼玉県

大宮市（現さいたま市大宮区）にビルの清掃を主体とし創立

いたしました。創業ほどなくして、武蔵一宮氷川神社内の施

設にて清掃業務を受託したことがご縁となり大宮周辺のビル

オーナー様からの信頼をいただくことができました。

「お客様とのご縁が永く繋がるお仕事がしたい」という創業者

の強い想いとともに、お客様と永くお取引を継続する上では信

頼関係の構築が不可欠であるため、全従業員が徹底して「心を

磨き続けること」を事業活動する上でのベースとしております。

創業時から一環して心を磨き続けてきた当社は 2023 年に 50

周年を迎えます。

これからも「施設管理のプロフェッショナル」として、お客様、

建物、ご利用者様に心から寄り添い、急速に変化する時代や

お客様のご要望に全従業員が応えて参ります。

表面処理

新聞業

総合建物管理事業

●�工場見学受け入れ、インターンシップの実施

　 高校生、大学生向けの工場見学やインターン

シップ、企業や海外の方向けの工場見学など

●未来くるワーク体験の受け入れ

　 中学生の職場体験の受け入れ、小学生の職場体

験も実施

●排水、排気の管理と設備完備

●社屋への太陽光パネルの設置

●玄関前のスロープやエレベーターの設置

●有給休暇を年 5日以上取得

●育児休暇制度の導入 (男性の取得実績あり )

● ISO9001、14001 の認証登録

およそ 100 年前、スペイン風邪が流行したときの

埼玉の記録は、残念ながらあまりありません。当

時地元の新聞はなかったからです。しかし、新型

コロナウイルス感染症が流行した現在、経済・商業・

医療、介護、学校、保育園などの市民生活に対す

るコロナウイルスの影響について、埼玉県内の状

況を詳細に報道しています。私たちの記事は市民

の「知りたい」要求に応えるものと信じています。

埼玉新聞を発行し続けることで、さいたま市民

133 万人の生活向上に貢献します。また、将来の

世代の履歴を記録することもできます。SDGs に

ついては、行政や企業、市民の取り組みを記事で

紹介するとともに、「埼玉 SDGs 特集」を展開し

ています。

弊社では、「環境」「社会」「経済」の3つの側面において 2020 年

より目標値を設定して取り組みを進めております。

「環境」については、社有車における CO2 排出量を 2030 年

までに 20％削減、「社会」については、埼玉県ロードレポー

ター制度に参加し、道路の破損や不良の早期修繕・復旧に

努めています。「経済」については、2030 年までに 65 歳以

上の労働災害の撲滅を目指し、いくつになっても働き続け

られる職場づくりを目指しています。

また、それだけでなく 2006 年より行っているノーマライ

ゼーションの取り組みとしてサッカーを手話で応援する「大

宮アルディージャ　手話応援デー」や 2009 年より河川の清

掃を行っている「川の国応援団」、2006 年より行っている

小川町にある民有林を県と農林公社と共に整備する「イー

リスの森づくり」活動なども SDGs につながる取り組みと

なっており、継続的に多様な社会貢献活動を行っております。

今後も、時代の変化に合わせながら事業活動を通じて、

SDGs の達成に向けて更に取り組みを進めてまいります。

業　種

業　種

業　種

市民満足度向上、SDGsの取組紹介

市民満足度向上、SDGsの取組紹介

市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

ホームページ

ホームページ

代表者

代表者

代表者

所在地

所在地

所在地

https://www.nihondento.com/

https://www.saitama-np.co.jp

https://www.mainichikogyo.co.jp

さいたま市北区日進町１－ 137

さいたま市北区吉野町２－ 282 －３

さいたま市大宮区浅間町２－ 244 －１

代表取締役　伊藤　麻美

代表取締役社長　関根　正昌

代表取締役　田部井　良

団体概要

団体概要

団体概要
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主に取り組むSDGsゴール

ガスと明日を届ける仕事。

東京ガスネットワー
ク株式会社埼玉支社

主に取り組むSDGsゴール

「生きる」をサポートする老舗タクシー

大宮自動車有限会社

東京ガスグループは、天然ガスを中心とした「エ

ネルギーフロンティア企業グループ」として、「快

適な暮らしづくり」と「環境に優しい都市づくり」

に貢献し、お客さま、株主の皆さま、社会から常

に信頼を得て発展し続けていきます。

創業より 80 年間地元さいたま市を拠点にタク

シー等の交通事業を行っています。地元の安心・

安全な公共交通として、タクシーにしかできない

サービスを実践し、良質なタクシー空間を提供で

きるよう努めています。

時代は変わっても、老若男女とわず「移動」とい

う当たり前の行動を生まれる前からその時まで

トータルでサポート出来るよう、今後もチャレン

ジを続けてまいります。

エネルギー事業

タクシー、乗合バス、訪問介護

東京ガスグループは、SDGs や ESG の視点から

１つひとつの社会課題を解決していくなかで、事

業を考え、また、さまざまなステークホルダーと

パートナーシップを築きながら、新たな価値を創

出していきます。

また、自社の事業活動を通じて「サステナブル（持

続可能）な社会」の実現に貢献してまいります。

公共交通機関として、ハイブリッド車両等により

二酸化炭素排出削減に取り組むほか、妊婦さんの

送迎、子どもの塾・習い事の送迎、高齢者の買い

物サポート、乗合バス事業等、移動弱者といわれ

る方たちの生活を支援させていただくメニューを

用意し、QOL の向上を促進できるよう取り組ん

でいます。

また、国土交通省認定女性活躍推進企業として、

女性が働きやすい環境の構築に努めております。

主に移動という観点から、持続可能な社会に貢献

できるよう努めております。

業　種

業　種

市民満足度向上、SDGsの取組紹介

市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

ホームページ

代表者

代表者

所在地

所在地

https://www.tokyo-gas.co.jp/network

https://www.omiyaj-taxi.jp/

さいたま市南区沼影１－ 20 －１－ 203

さいたま市北区東大成町１－ 626 －２

支社長　細田　千恵

代表取締役　小谷　彰治

団体概要

団体概要

主に取り組むSDGsゴール

日本の安全と安心をもっと効率よく

株式会社警備ログ

弊社では全国約 9,500 社以上ある警備会社に

SDGs を普及することを目的として 2018 年より

活動を行っております。

具体的な活動は、「警備を依頼したい方」と「警

備会社様」をマッチングする全国警備会社検索サ

イトの運営のほか、警備会社で発生する廃棄警備

服を回収し、ケミカルリサイクルにより 100％リ

サイクルすることで、警備業から発生する不要制

服の廃棄ゼロを実現しています。

警備トータルコンサル業 警備会社の制服の廃棄ゼロのスキームを警備業だ

けでなく、どの産業へも取り組めるように「企業

ユニフォーム廃棄ゼロエミッション推進委員会」

を 2021 年５月に立ち上げ、現在では日本の企業

ユニフォームの廃棄ゼロを目指して、「ゼロエミッ

ションプロジェクト」を展開中です。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://peraichi.com/landing_pages/view/zeroemission0/

さいたま市南区太田窪 1957 第３星野ビル２F代表取締役社長　長谷川　功一

団体概要

さいたま市 CS.SDGsパートナーズ 取組紹介7



企業活動を通じて貢献します

株式会社ドコモCS
埼玉支店

主に取り組むSDGsゴール

ドコモ CS はドコモグループの一員として、ドコ

モのサービス基盤であるコンシューマ営業、法人

営業、通信ネットワーク設備の建設・保守、アフ

ターサポートなど、お客さま接点における重要な

機能を担い、『人と人をつなぐこと』を使命とす

る会社です。

埼玉支店では、埼玉県・さいたま市の皆様が、よ

り便利により安心して、携帯電話やサービスをご

利用いただけるよう、貢献してまいります。

情報通信業 「国や、埼玉県・さいたま市、世代を超えて、人々が

よりあんしん・安全かつ快適で豊かに暮らすことがで

きる社会」をめざしております。

ドコモグループでは以下の 8 つの重点課題を SDGs と

関連付けています。

① ICT による社会・環境への貢献

②情報セキュリティ対策

③コーポレート・ガバナンスの強化

④通信サービスの安定性と信頼性の確保

⑤お客さま満足の向上と青少年の保護

⑥安全・健康・福祉の推進

⑦人権と多様性の尊重

⑧気候変動への対応と資源の有効活用

ドコモは事業活動を通じて、SDGs の達成に向け貢献

していきます。

（掲載内容は令和４年３月現在のものです）

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

http://www.docomo-cs.co.jp

さいたま市中央区新都心 11 － 1支店長　角　誠司

団体概要

主に取り組むSDGsゴール

強くしなやかな企業へ

大和リース株式会社
さいたま支店

私たち大和リースは、創業者精神を継承し、社会

や環境の課題を解決する事業で、さまざまなイノ

ベーションを起こし、成長してきました。そして、

2019 年。「SDGsの 17 の目標・169 のターゲット」

を新たな指針とし、自社の経営資源を活用したビ

ジネスによって SDGs を推進します。

2030 年を節目とし、竹のごとく強い成長力で技

術を発展させ、地下茎のごとく広い視野で事業に

取り組み、竹の芽のごとくスピード感を持って

次々と新たな価値を創造していく企業を目指しま

す。

建設業 大和リースでは、従業員の健康と働きがい向上の

ため、残業削減、有休取得を推進しています。ま

た、従業員の働きやすさ向上のため、男性の育児

休暇取得率のアップを目指しています。

直近のさいたま支店の取り組みでは、「虐待、貧

困などで十分な学習環境や頼る人がいない子ども

たちを支えるために」をテーマとしている NPO

団体に寄付させていただきました。

その他にも、海の豊かさを守ろうをテーマとして

支店から最寄り駅までの清掃活動と荒川周辺のゴ

ミ拾いを行いました。

今後も継続して社内活動を中心に、SDGs ゴール

を目指して推進していきます。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://www.daiwalease.co.jp

さいたま市南区文蔵 1 － 19 － 17支店長　古賀　章

団体概要

主に取り組むSDGsゴール

人にやさしいデジタルを

全国の仕事場に

リコージャパン株式会社
埼玉支社

リコージャパンは、SDGs を経営の中心に据え、

事業活動を通じた社会課題解決を目指しています。

新しい生活様式や働き方に対応したデジタルサー

ビスを提供することで、お客様の経営課題の解決

や企業価値の向上に貢献。オフィスだけでなく現

場や在宅、企業間取引における業務ワークフロー

の自動化・省力化により、“はたらく”を変革し

てまいります。社会貢献活動や地方創生も地域密

着となって取組んでおり、地域のみなさんに様々

な価値をご提供いたします。

情報サービス 中小企業のデジタル化による働く環境の改善の

他、環境負荷の低い製品の提供や再エネ電力の販

売など脱炭素社会の実現に貢献しています。ま

た、「ネットワーク型環境教育拠点施設＠さいた

ま CITY」参加企業として、環境への取組・SDGs

の実践事例を紹介するオフィス見学（VicreA）や、

セミナーとゲームを通して楽しく学ぶことがで

きる学習会を実施しております。小中学校に伺

い、授業の一環として環境・SDGs についてゲー

ム形式で楽しく学べる“出前教室”も実施してお

り、多くの方々に SDGs を知っていただくきっ

かけ作りのお手伝いをさせていただいております。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://www.ricoh.co.jp/sales/about

さいたま市北区宮原町 2 － 45 － 1支社長　平井　直樹

団体概要
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事業活動と企業活動を通じ、

持続可能な社会に貢献

ソフトバンク株式会社

株式会社プラコー

主に取り組むSDGsゴール

・1986 年設立

・主な事業：移動通信サービスの提供、携帯端末

の販売、固定通信サービスの提供、インターネッ

ト接続サービスの提供

情報革命で人々の幸せに貢献し、「世界に最も必

要とされる会社」になることを目指しています。

このビジョンの実現に向けて、これまで築き上げ

た事業基盤と、デジタルテクノロジーの力で新し

い社会基盤を作り、誰もが便利で、快適に、安全

に過ごせる理想の社会を実現していきます。

情報通信業 ソフトバンクは「すべてのモノ、情報、心がつな

がる世の中を」を取り組みのコンセプトとして、

SDGs 貢献に向けた 6 つのマテリアリティを特定

し、このマテリアリティの解決を通じたグループ

全体の事業成長を目指しています。

その一環として、ソフトバンクは地方自治体や地

域とのつながりを深め、ICT を活用した地域社会

の課題解決への支援を行っています。また、スマ

ホ教室を積極的に開催し、デジタルデバイド（情

報格差）の解消を目指しています。

ソフトバンクは、当社グループのリソースを最大

限に活用し、さいたま市の皆様が誇りを持てる持

続可能なまちづくりに貢献できるよう挑戦してい

きます。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://www.softbank.jp/corp/sustainability/

東京都港区海岸１ー７ー１代表取締役 社長執行役員 兼 CEO　宮川 潤一

団体概要

主に取り組むSDGsゴール

すべての人と喜び合う会話

株式会社ツカダ
プランニング

生涯スポーツであるテニスを通じて、テニスの楽

しさをお伝えするのはもちろんですが、皆様の健

康つくりのお手伝いをしているスクールです！

老若男女を問わずに様々な方を対象に楽しいレッ

スン、試合に勝つためのレッスン、健康つくりの

ためのレッスン、機能改善のためのレッスンなど、

様々なレッスンをご用意して、皆様のお越しをお

待ちしています！

テニススクール ・イスやテーブルの脚の音を減らすために、テニ

ススクールで使用し終わったボールを小学校な

どに寄付しています。

・ヨガとコラボレーションし、テニスをされない

方でも運動ができる場を定期的に用意していま

す。

・小学校体育新教材「テニピン」を導入される際

の小学校をサポートしています。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://tennissquare.com/

さいたま市緑区三室1543（テニスゼロ浦和）代表取締役社長　束田　伸彦

団体概要

主に取り組むSDGsゴール

プラスチックリサイクル最前線

当社は 1960 年埼玉県岩槻市で創立以来、プラスチック成

形機械メーカーとして生活密着性の高い利便性あるプラス

チック製品を製造するための機械を製造して参りました。

主な取扱製品はインフレーションフイルム成形機、ブロー

成形機そしてプラスチックリサイクル機器です。これらの

製品のユーザー様は日本全国はもとより海外にも及んでい

ます。当社機械はそれらの工場において長期間ご使用いた

だくものであり、当社では導入後のサポート体制を構築し

てメンテナンスなどのサービスに努めております。従来か

ら蓄積したノウハウに加え、時代の新たな要請に応えられ

る技術開発を行い、産業社会に必要と言われる企業に成長

できるよう、全社一丸となって取り組んで参ります。

プラスチック成形・再生機械メーカー 利便性が高いプラスチック製品ですが、現在プラスチック

はその廃棄段階において海洋プラスチック問題をひきおこ

し、その処理方法から起因する地球温暖化の原因の一つに

上げられています。おりしも日本ではプラスチック資源循

環促進法が 2022 年 4 月より施行になり、製造から消費段

階において、リユース、リデユース、リサイクルを実行す

るための計画と行動が求められます。当社においても、ユー

ザー様と共に二酸化炭素排出を大幅に削減する取り組みを

行います。電気自動車や水素燃料電池自動車の開発に参加

し、また、消費生活に直結する容器包装プラスチックや製

品プラスチックの高度化リサイクルに取り組むことで更な

る資源循環型社会形成に寄与したいと考えております。

株式会社プラコーはこれらプラスチックリサイクルの最前

線で環境保護、ならびに、持続可能な社会に貢献してまい

ります。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://www.placo.co.jp/

さいたま市岩槻区笹久保新田 550代表取締役　　古野　孝志

団体概要
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主に取り組むSDGsゴール

主に取り組むSDGsゴール

「自動化・省力化」を通じて、

サスティナブルな未来を切り拓きます

ＳＭＣ株式会社
大宮営業所

SMC株式会社は 1959 年創業の機械部品メーカー

です。埼玉県の草加工場など 6 つの国内生産拠

点および 5 つの海外生産拠点から製品をお届け

しており、近年では CO2 削減を最重要テーマと

し、技術、製造、営業が三位一体となり、世界の

お客様に FA 制御機器（※）を供給しながら地球

環境を守るという大きな目標を掲げて日々探求を

続けています。

※ �FA制御機器とは FA（ファクトリー・オートメー

ション）/ 自動化のために活用される産業用ロ

ボット等に組み込まれている制御機器です。

機械 SMC では本業を通じて産業界の気候変動防止対策

支援を実施しています。特に SDGs のゴール７「エ

ネルギーをみんなにそしてクリーンに」、ゴール８

「働きがいも経済成長も」、ゴール 9「産業と技術革

新の基盤をつくろう」、ゴール 13「気候変動に具体

的な対策を」、ゴール 17「パートナーシップで目標

を達成しよう」につながる取組となります。

ご要望に応じ生産現場の省エネ化・CO2 削減に貢献

できる商品をご紹介し、既存の設備を拝見（診断）

することで現状把握を行い省エネ活動をお手伝いし

ます。

省エネと生産性向上を実現しながら皆様の SDGs

目標達成をご支援いたしますのでお気軽にお声がけ

ください！

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://www.smcworld.com/

さいたま市北区宮原町 2 － 78 － 36所長　佐藤　秀信

団体概要

主に取り組むSDGsゴール

「人づくり教育」で育む、

豊かな人間力と確かな専門力

国際学院
埼玉短期大学

国際学院埼玉短期大学は、昭和 58 年に開学し、

社会から求められ社会で活躍できる保育者・栄養

士・調理師を養成しています。キャンパスは、さ

いたま市の交通の要衝である大宮駅から徒歩 10

分に位置し、県内はもとより、近県からも多くの

学生が通学しています。

平成 30 年に、国連グローバルコンパクトに署名

し、GC 及び SDGs の推進に、併設校の国際学院

中学校高等学校と共に取り組んでいます。

卒業生は、それぞれの専門分野で活躍し、地域社

会の要員として、その役割をはたしています。

学校教育 本学では、卒業研究ゼミの研究テーマを SDGs と関連

づけて設定し、SDGs の理解の深化と推進に向けて取

り組んでいます。

また、さいたま市と連携して「食品ロス削減」や「プ

ラスチックごみ削減」のためのプロジェクトに取り組

むとともに、子育て支援や食育、介護食、災害食等の

公開講座を開講し、市民の教養を高め、生涯学習のニー

ズに応えています。

さらに、幼児の表現活動の推進を目的とした「幼児絵

画展」や地産地消と食育、食品ロス削減を目的とした

「味彩コンテスト」（献立のコンテスト）を毎年開催し、

多くの優秀作品の応募をいただいています。

この他、机や椅子等の廃棄予定物品の再利用・再生に

取り組み、ごみの排出量の削減に取り組んでいます。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://sc.kgef.ac.jp/

さいたま市大宮区吉敷町２－５学長　大野　博之

団体概要

安心のカタチを造る。

ベルテクス株式会社

2021 年 4 月 1 日　（株）ホクコンとゼニス羽田（株）

が合併し、ベルテクス（株）が誕生しました。当社

は、近年ゲリラ豪雨対策等の自然災害に対し、「気

候関連災害や自然災害に対する強靭性（レジリエ

ンス）及び適応能力の強化」を目的とした浸水対

策対応製品及び CO2 削減製品を自治体様に提供、

「SDGs の取組」を実践しています。

コンクリート製品等の製造販売、その他 製造過程でセメントの配合量を大幅に減らし、高

炉スラグ微粉末と高炉スラグ細骨材を配合するこ

とで、CO2 を 60％以上削減し、環境負荷の低減

を図っています。更に、高炉スラグは溶鉱炉で銑

鉄を作る際に生成される副産物なので、天然資源

を温存し環境負荷の低減に寄与します。また、ゲ

リラ豪雨等の浸水対策に使用される大型雨水貯留

施設や浸透製品などを提供することにより、グ

リーンインフラ活動に従事し、持続可能な環境の

形成に貢献しております。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://vertexgrp.co.jp/

東京都千代田区麹町５－７－２代表取締役社長　土屋　明秀

団体概要
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主に取り組むSDGsゴール

「間づくり」で

Empower�al l�L i fe を実現する

コマニー株式会社

オフィスや学校、工場や病院、公共施設などに

設置されているパーティション ( 間仕切り壁）の

メーカーです。パーティションを用いて空間の仕

切り方を変化させることで、ときには華やかに、

ときには落ち着いた雰囲気に、空間の持つ表情を

多彩に表現することができます。そしてその空間

で過ごす人々の時間がより豊かで価値あるものに

なるように、私たちは単にパーティションを作っ

て販売するだけでなく、利用する人の五感に伝わ

るような、そんな「間づくり」をしています。

間仕切りメーカー 当社はコマニー SDGs 宣言を行い、「コマニー

SDGs メビウスモデル」を発表しました。これは

コマニー独自のビジネスモデルであり、「関わる

全ての人の幸せに貢献する経営を目指す」という

ことを表しています。プロダクト・サービスとガ

バナンスの両方の面から地域社会に対して、地球

環境に対して、そして何より従業員をはじめ当社

に関わる全ての方々に対して「間づくり」を通し

てどのように貢献していくかを示しています。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://www.comany.co.jp/sdgs/

石川県小松市工業団地 1 ー 93代表取締役社長執行役員　塚本　健太

団体概要

主に取り組むSDGsゴール

世界に目を向けよう
～今、私たちにできること～

私たちは国籍や年齢、社会的立場をこえ、小学生

から 92 才の仲間たちが“共に未来を作る仲間”

として、地球市民学習を基に、月 2 回の定例学習会、

出前授業、イベントや被災地との交流を柱に活動

している団体です。

定例学習会では、子ども達が“より良い未来作り

のために大切と思うこと”のテーマや話題を持ち

寄り、共有して、“学んで伝えるボランティア”と

して、イベントなどで地域に発信しています。

1992 年から子ども達の思いを紡いで今年 30 年目

を迎えます ! !

＊　彩の国国際貢献賞受賞（2007 年）

地球市民学習 SDGs が 2015 年に国連で採択されてから、子ども

達の視点で学んだ事を基に、いかに友達や地域の

方々に広められるかとアイデアを出し合い、「トラ

ンプ」「すごろく」「おみくじ」「スタンプ」「手品」「SDGs

の樹」などをイベントやワークショップで行い、子

ども達の思いや考えを伝えつつ、楽しく活動してい

ます。又、さいたま市内の学校や公民館でも“SDGs”

が“自分も世界中の人々も地球上の命あるものすべ

て、そして地球自体も幸せになる目標である”こと

を広め、SDGs を学び実践することが皆の幸福度を

上げることに繫がることを伝え、SDGs が“地球の

クラス目標”と考えると“教室”は“共室”“協室”“響室”

“今日室”“郷室”!! みんなで素敵な“きょうしつ”作り（幸

福度 UP）に繋げています。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://worldfriends.naoyuki.info/

さいたま市南区広ケ谷戸５７２代表　金子　玲子

団体概要

出逢い、繋がり、未来へ

～We�Are�Partners! ～

快適な都市空間をクリエイト

株式会社
オーエンス

主に取り組むSDGsゴール

「快適な生活が送れる都市空間の実現」を経営理

念に、昭和 34 年の設立以来、幅広い事業フィー

ルドと総合マネジメント力を生かし、様々な事業

を展開しています。

PPP 事業（指定管理者・PFI 事業）の取組みとし

て約 90 件 240 施設の実績がございます。

PPP 事業・ビル管理事業・プロパティマネジメント事業 指定管理者さいたま市武蔵浦和コミュニティセンター

での活動（オーエンス・アイルグループ）

① キャップアート展示（キャップ回収・ワクチン提供）

② いのちのマスクリレー（回収したマスクを不足した

高齢者施設等に配布）

③グリーン電力の採用による CO2 の削減

④ アウトリーチ活動（高齢者施設で出張出前講座を実

施）

⑤こども環境絵画展の開催

⑥ 地域伝統芸能の保存活動（お囃子団体の公演事業の

開催）

⑦ 地域の人の為の主催事業（健康・生涯学習・趣味・

教育）の開催

⑧ さいちゃんの３Ｒパートナーシップ宣言（ゴミの減

量や再資源化を図る活動）

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://www.o-ence.co.jp/

東京都中央区銀座 4 － 12 － 15 歌舞伎座タワー 20F代表取締役　大木　一雄

団体概要
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主に取り組むSDGsゴール

ヤシマが灯す。

今までも、これからも。

株式会社八洲電業社

当社は電気設備工事を主体にオンラインの配線工

事や電話設備などの情報通信工事、消防設備工事

など屋内諸設備工事をトータルに行なう他、太陽

光発電システム設置工事も積極的に取組んでおり

ます。

経営理念の 4 本の柱「顧客満足」、「社員の幸福」、

「会社の発展と繁栄」、「地域社会貢献」をもとに

持続可能な社会の実現に努めてまいります。

電気工事業 当社は、電気工事業を通じて持続可能なまちづく

りに貢献します。

【目標 .４、８】年 7 回程度社内研修会を実施し、

技術的な内容や一般教養などを教育することで、若

手社員のスキルアップや技術の継承を行い、生涯に

わたり社会に貢献できる人材を育成しています。

【目標 . ７】太陽光発電事業として 10 ヶ所合計

1,692kW を保有し、CO2 吸収量に換算すると東

京ドーム約 21 個分の森林面積をクリーンエネル

ギーで創出しています。

【目標 .11】公衆街路灯の LED 化工事を請け負っ

た際、小学校の通学路に 5 ヶ所合計 26 灯の防犯

灯を寄贈し、地域住民の安全と安心に貢献してい

ます。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

http://www.yashima-dengyosha.co.jp/

さいたま市北区日進町 3 － 37 － 1代表取締役　吉村　光司

団体概要

主に取り組むSDGsゴール

アイル・コーポレーション
株式会社

アイルグループ 7 法人の中核企業として「環境と福祉の

真のサービス追求」を目的に地域との共存・共栄で成長

して参りました。昭和 42 年設立以来、生活に必要不可欠

な職業従事者として「祭礼後清掃、水害、雪害後の片付け、

国際大会施設のセキュリティ業務、プロスポーツチーム

の環境整備、ふるさと納税商品の製造・加工、廃校施設

の再利用提案」など、地域の方々と協働してきました。

このような組織文化から、エッセンシャルワーカーとし

て働く社員ひとり一人が「今の自分なら何ができるか」

を真剣に考え、1000 名を超える男性と 1000 名を超える

女性が「活き活き、わくわく」まちづくりの一端を担い

活動・成長しております。

ビルメンテナンス ・多様な働き方の実現

　 高齢者、女性の高い雇用率を維持しながら、今後は更

に障がい者・外国人等の雇用率を上昇し、多様な人材

が活躍できる環境の提供を目指します。

・指定管理者

　 市内公共施設の管理運営を代行する中で、プロスポー

ツチームによるイベントなどを開催し、市民の皆様か

ら高い満足度をいただいています。

・省エネ

　 社屋に設置する太陽光発電システムによって消費電

力を削減しています。今後は社内照明の LED 使用率

100％達成を目指し、エネルギー使用量を更に削減し

ていきます。

・地域貢献活動

　 浦和駅周辺の除雪作業や、自治会イベント後の清掃作業

など、地域の皆様が住み良いまちづくりに協力しています。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

http://www.i-ll-group.co.jp/i-ll/

さいたま市浦和区常盤 5 － 2 － 18代表取締役　町田　哲雄

団体概要

活き活き、わくわく

多文化共生社会の実現

さいたま市国際NGO
ネットワーク

主に取り組むSDGsゴール

さいたま市国際 NGO ネットワークは、さいたま

市民と多国籍市民との交流を通して相互の理解を

深め、ともに市民として平和・共存の多文化共生

社会の実現に貢献することを目的とする団体の

ネットワークです。

国際交流・国際協力・多文化共生 さいたま市に拠点を持つ国際 NGO がネットワー

クを結び、その強みを生かし、単一の NGO で成

しえない地域自治体、教育機関・他 NGO との連

携により、多文化共生社会の実現を目指していま

す。そのために、毎年、市民の学びと交流の場と

なる「わくわく国際フェスタ」(2020 年からは「わ

くわくグローバル・フェスタ」）を開催しています。

また、公正で平和な国際市民社会実現のために、

さいたま市民と外国籍市民との連携や交流などを

積極的に推進するとともに、加盟 NGO が SDGs

の達成を目指す取り組みを相互に支援しています。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://saitamacityngo.org/

さいたま市浦和区東高砂町 11 － 1
コムナーレ　９F
さいたま観光国際協会　国際交流センター内

代表　利根川　恵子

団体概要
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主に取り組むSDGsゴール

手揚げもち　せんべい　おかき

七越製菓は、1984 年に創業いたしました。創業

以来、手造りの心を大切に、味と製法にこだわっ

た米菓をつくり続けております。現在では、日本

全国のお客様からご注文をいただきお届けしてお

ります。

これもご愛顧いただきました皆様のおかげと存じ

ております。 これからも、子供からお年寄りま

で楽しんでいただける米菓をお届けしたいと願っ

ております。いつの時も素朴な味わいとおいしい

寛ぎのひと時を楽しんでいただけたら幸いです。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

食品製造・卸販売 多様性を活かす経営として、性差別の無い、学歴

差別の無い、年齢差別の無い、多様な働きを推進

しております。

また、社員参加型・社会貢献活動の推進として、

街の美化活動を実施しております。

原油換算エネルギー使用量、CO2 排出量の削減

を図り、原油換算エネルギー使用量削減：５％、

CO2 排出量削減：５％を目標値としております。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://www.nanakoshi.co.jp

さいたま市中央区上峰 2 － 3 － 9代表取締役社長　片岡　陽一

団体概要

つくる、つなぐ、かなえる

グッドスマイルメディア

主に取り組むSDGsゴール

私たち望月印刷株式会社は、企業理念『メディアコミュ

ニケーションを通じて、お客様・地域社会・従業員に

笑顔と豊かさを創造する』のもと、情報産業のメディ

ア事業者として、地域の皆様と深く関わり、地域経済

の発展、地域社会との共生を考え歩んで参りました。

2020 年 5 月 25 日で創立 70 周年を迎えたことを機

に、国連において採択された「持続可能な開発目標

（SDGs）」を企業活動の重要な目標と捉え、企業の経

済的価値の追求と社会的課題の解決を両立させること

により、従業員一丸となり、お客様、地域社会ととも

に、持続可能な社会の実現に貢献します。

印刷・同関連業 望月印刷は、埼玉の情報発信企業として地域社会の

笑顔と豊かさの創造のため、夏休み時期に行う子ど

も向けの工場見学や、会社周辺の清掃活動を通じて

「人と企業と地域社会の絆づくり」を柱とした社会

貢献活動に取り組んでいます。

事業を通じた SDGs の取組として、FSCⓇ認証紙な

どの環境に配慮された印刷物の利用促進に力を入れ

ています（環境面）。また、交流人口増加と消費活

動活性化の促進を図るため、WEB 制作・映像制作・

SNS プロモーションのデジタルサービス事業も展

開（経済面）。社内においては、従業員の年次休暇

取得率向上を進め、安全で安心な職場環境・職場風

土の整備を行なっています（社会面）。取組を継続

的に発展させ、SDGs の達成に貢献してまいります。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://www.avenue.co.jp/

さいたま市中央区円阿弥 5 － 8 － 36代表取締役社長　望月　諭

団体概要

主に取り組むSDGsゴール

信頼で世界をつなぐ

J ICA東京
埼玉デスク

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、日本の政

府開発援助（ODA）を一元的に行う実施機関と

して、開発途上国への国際協力を行っています。

世界有数の包括的な開発援助機関として、世界の

さまざまな地域で開発途上国に対する協力を行っ

ています。

2017 年 7 月に掲げたビジョン「信頼で世界をつ

なぐ」に基づき、多様な援助手法を組み合わせ、

開発途上国が抱える課題の解決を支援していきま

す。

国際協力機構 JICA 埼玉デスクでは、SDGs や多文化共生を切

り口に、さいたま市内学校現場、NGO/NPO、中

小企業、様々な人たちとの横の繋がりを構築して

います。

例えば、さいたま市で行われる SDGs 関連イベ

ントやフォーラム、活躍されている地域の NGO/

NPO、開発途上国の人たちに対して技術提供を目

指す中小企業に対しての支援、国際理解教育や

SGDs、キャリア教育などで JICA 職員、JICA 海外

協力隊による出前講座等、様々なところで活躍し

ています。

グローカルな時代だからこそ、JICA を通じて

SDGs や国際理解、そして多文化共生社会への手

助けになることを目標としています。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://www.facebook.com/jicasaitamadesk/?ref=pages_you_manage

さいたま市浦和区北浦和 5 － 6 － 5 埼玉県浦和合同庁舎 3 階 公益財団法人埼玉県国際交流協会 内J ICA東京 埼玉デスク国際協力推進員 矢田部 建佑

団体概要

株式会社
七越製菓
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いいもの、いいサービスを　より広く、

多くの人へ。

主に取り組むSDGsゴール

人を照らし、社会を照らし、未来を照らす。

1940 年（昭和 15 年）創業の総合電気設備工事

会社です。創業以来の確かな実績を基礎に、80

年以上にわたり、さいたま市にて地域とともに発

展してまいりました。

電気設備の企画・設計・施工・メンテナンスから

エネルギーの有効利用の提案まで手がけておりま

す。お客様から安心・安全・快適を感じて頂ける

環境づくりを目指し、時代の要求に呼応した施工

技術を積極的に取り入れ、100 年企業に向け日々

不断の努力と挑戦で社会との調和ある発展的社会

の創造を目指してまいります。

設備工事業 弊社では、スポーツを通じた地域コミュニティの

形成や活動意欲を高めることで、地域 ･ 家庭 ･ 職

場等でのこころと体の健康づくりを支援すること

に繋がり、市民満足度向上 ･ 健康福祉促進の両面

において貢献できると考えます。スポーツ団体等

への支援を強化し、スポーツの素晴らしさを肌で

感じてもらうことで、子供達へ夢や興奮を提供す

るための活動を行ってまいります。

また、2030 年の SDGs 達成に向け、誰一人取り

残さない社会を実現するため、子供・福祉関連へ

の寄付活動を継続し、すべての人が安心して暮ら

せる社会づくりの取り組みを行っております。市

民満足度 90％以上を目指し、さいたま市 CS90+

運動を推進してまいります。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://www.tsumita.co.jp

さいたま市浦和区針ヶ谷１－８－ 18代表取締役　積田　優

団体概要

主に取り組むSDGsゴール

主に取り組むSDGsゴール

一人を愛し、一人を育む。

聖学院大学

株式会社東京
エーワン

聖学院大学は 1988 年 4 月、埼玉県上尾市に開学した、3

学部 5 学科を有する人文・社会科学系の大学です。「一

人を愛し、一人を育む。」というタグラインのもと、大

学での学びは一人ひとり、かけがえのない存在であると

いうキリスト教の精神を基本に行われています。少人数

教育（30 人以下クラス 70％以上）のなか、学生一人ひ

とりの個性にあった学びができ、最大限の可能性を引き

出す環境を整えています。またボランティア活動が盛ん

な大学として、全国的にも注目されており、2018 年度に

は「ボランティア功労者厚生労働大臣表彰」を受賞しま

した。ボランティア活動を通じて、さいたま市をはじめ

とする周辺地域に多くの学生を送り出しています。

東京エーワンは昭和 61 年 1 月に設立しました。

私たちは、メーカー様と小売店様との間に立ち、

真に必要とされる商品を供給することを目指して

います。

小売店様には、タイムリーな商品提供や全国市場へ

安定供給するだけでなく、マーケティングやセール

スに関する情報を、専門知識を習得した専属営業か

らご提案させていただきます。

メーカー様には、商品の全国供給へ向けた環境整備

を中心に、効果的な戦略アドバイスやプロモーショ

ンのご提案などでお手伝いをさせていただきます。

教育機関

卸売業

学校法人聖学院は 2018 年 4 月にグローバル・コン

パクトに加盟し、法人全体で SDGs の取り組みを教

育の課題として推進してきました。 本学のこれまで

の取り組みとして１. 地域における学生によるボラン

ティア活動の推進と活性化　２. 学内での太陽光発電

のパネル設置　３. オンライン授業と ICT 環境の充実

　４. 環境・防災のワークショップの開催　５. 学生

食堂での食堂寄付メニューの提供　６. 企業と大学関

係者の協働（パートナーシップ）を促進する「地域

連携活動助成金」の制度を発足  ７. 学内のバリアフ

リー化と LED 化。また 2022 年 4 月より SDGs と大

学の教育・研究・学生支援並びに地域・社会との連

繋を目的とした「サステイナビリティ推進センター」

が設立され、更なる活動の推進を予定しています。

環境面：コピー用紙の削減

社会面：テレワークの推進

経済面：I T 化推進による事務作業時間の短縮

上記以外では、社員向けとして、ワークライフ・

バランスを推進することで、女性が活躍しやすい

職場環境の構築を目指します。

得意先様向けとしまして、DX を推進し、販売予

測から適切な量の受注を行い、適正な在庫による

返品削減を実施することで、廃棄物発生の防止に

努めるとともに、販売店様の売上や売場の分析を

行い、様々な付加価値を提案いたします。

業　種

業　種

市民満足度向上、SDGsの取組紹介

市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

ホームページ

代表者

代表者

所在地

所在地

https://www.seigakuin.jp

https://www.tokyo-eiwan.co.jp/

上尾市戸崎 1 － 1

さいたま市南区鹿手袋 4 － 14 － 21

学長　清水　正之　

代表取締役　池野　賢吾

団体概要

団体概要
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物流でできること、もっと、もっと。

主に取り組むSDGsゴール

サントリー
ロジスティクス㈱

サントリーロジスティクスはサントリーグループ

で唯一の物流事業会社として、サントリー製品を

はじめとした物流業務を担っております。この度、

首都圏に対するサントリー製品の安定共有の為、

埼玉県さいたま市緑区に新たにサントリー浦和美

園配送センターを 21 年 11 月に立ち上げ、現在

運用を行っております。

物流事業 そのサントリー浦和美園配送センターにおいては、

自動運転フォークリフトなどの自動化をはじめと

するデジタルトランスフォーメーション施策の展

開による省人・省力化や、AI 技術を使ったフォー

クリフトの安全操作施策導入による汚破損発生及

び労災発生の抑制、将来的には人にて操作する

フォークリフトのバッテリーの再生化やリチウム

イオンバッテリーへの切替などによる温室効果ガ

ス削減の施策を展開し、先進的な倉庫運営を目指

しております。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://www.suntorylogistics.co.jp/

大阪府大阪市北区堂島浜 2 － 2 － 28代表取締役社長　武藤　多賀志

団体概要

主に取り組むSDGsゴール

社会を育てる学校

1996 年さいたま市大宮区に開校以来、福祉・医療の

専門職人材「介護福祉士」「保育士」「社会福祉士」「言

語聴覚士」を多数輩出している埼玉県認可の専門学校

です。

建学の理念である「実学教育」「人間教育」「国際教育」

の下、「学生の信頼」「業界の信頼」「地域の信頼」「高

等学校の信頼」を得る教育活動により「職業人教育を

通じて社会に貢献する」ことをミッションとしていま

す。

成長著しいさいたま市と共に成長していく学校として、

地域連携や企業連携による教育活動を大事にしていま

す。

専門学校 ３つの学科で学内実習を実施しており、どの学科も

市民の方々を対象とした活動を学生主体で行ってお

ります。介護福祉士科では地域高齢者を対象とした

『オレンジカフェ』、保育士科では地域の未就園児や

保護者を対象とした『エンゼルキッズ』、言語聴覚士

科では言語発達に遅れのある子どもや、言語障害が

ある成人を対象とした『ことばの教室』を実施して

います。学内の教育環境を開放し、地域住民・市民

の皆様に開けた学校にすることで、「質の高い教育を

みんなに」を具現化し、こどもから高齢者まで様々

な方々に対して、「すべての人に健康と福祉を」展開

します。

上記の活動・学習を通じて、市民の皆さまと共に社

会を育てる学校となり、SDGs を推進していきます。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://www.scw.ac.jp

さいたま市大宮区仲町 3 － 88 － 2理事長　中村　道雄

団体概要

主に取り組むSDGsゴール

おいしいをつくって魅せる！

埼玉ベルエポック
製菓調理専門学校

2010 年さいたま市大宮区に開校以来、食分野の

専門職人材「調理師」「製菓衛生師」「パティシエ」

を多数輩出している埼玉県認可の専門学校です。

建学の理念である「実学教育」「人間教育」「国際

教育」の下、「学生の信頼」「業界の信頼」「地域

の信頼」「高等学校の信頼」を得る教育活動によ

り「職業人教育を通じて社会に貢献する」ことを

ミッションとしています。

成長著しいさいたま市と共に成長していく学校と

して、地域連携や企業連携による教育活動を大事

にしています。

専門学校 地域企業と特産品を使用したレシピの開発やコンテストの

開催など、地域の方々と一緒に地元の産物活性化に努めて

います。教育活動の一環として、地域の方々にお菓子やお

弁当を販売する際には、商品切れを起こさないためにたく

さんの仕込みをするのではなく、「売り切れたメニューは販

売終了」とし、食品ロスを徹底しています。

また、小学生向けお菓子教室の開催、地域広報誌への作品

提供、、自治体と連携した料理動画の配信など、地域と連携

した取り組みを通して「食の大切さ・楽しさ・魅力」を発

信しています。

本校では調理師・製菓衛生師の国家資格取得を目指し、質

の高い教育を提供していきます。また高等教育無償化の対

象機関認定校、公共職業訓練受託校として「調理・製菓に

ついて学びたい」という全ての方に教育を受ける機会を提

供しています。

上記の活動・学習を通じて、市民の皆さまと共に社会を育

てる学校となり、SDGs を推進していきます。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://www.saitamabelle.ac.jp

さいたま市大宮区仲町 3 － 100 － 2理事長　中村　道雄

団体概要
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主に取り組むSDGsゴール

信頼の組織力　業界屈指のプロ集団

2007 年 12 月に PC 工事会社として創業、また 13 期

より地盤改良工事事業も開始し、今期で 15 期目を迎

えることが出来ました。どんな仕事も頂いた仕事に対

して貪欲にこなし、喜ばれる物（技術と品質）を提供

するという、創業時からの理念を守り、日々邁進して

おります。

建設業 建設業に携わっている会社として、「住み続けら

るまちづくりを」を筆頭に、ソーラパネルの設

置や、設置している自動販売機にペットボトル

キャップの回収箱を設置するなど、大きなことか

ら、小さなことまで取り組み、さいたま市がより

住みやすいまちとなるよう、CS・SDGs パート

ナーズの皆様ともに、CS90+ 運動と SDGs を推

進していきます。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://nhs-co.jp/

さいたま市桜区下大久保 400 － 1代表取締役　原田　規幸

団体概要

主に取り組むSDGsゴール

美しさへの関心は心の健康をつかさどる

美容室ウッド
ヴィレッジ

従業員は夫婦 2 名、セット面 3 席、バックシャンプー台、

可動式シャンプー台が各 1 つ、ネイルスペースもあり非

接触型ネイルプリンタも完備。換気機能付きエアコンと

完全予約制の少人数制でコロナ対策も万全です。

開業から地域の皆様と共に歩んでまいりましたが近年の

新型コロナウイルス感染症という全世界に人命・経済に

甚大な被害をもたらした未曾有の時代を迎えてしまった

中で、如何に皆様に安全で質の高いサービスと、安心・

安全に過ごせる場所を持続して提供できるのかを地域社

会とともにある個人事業主として、また地域に住む夫婦

として考えて活動させていただいております。

美容接客業 「どんな時でも、いつまでも、いくつになってもおしゃれで

いたい」と言うお客様のお気持ちに応えるべく『パパママ

支援』という形で開業以来お子様の待機場所を設け、子育

て世代の施術料金をお値引きという形で支援させて頂い

ております。子育て世代のご夫婦の皆様に美容室にいけ

ないのでは？という不安を長年取り除いてまいりました。

さらに当店では足腰が不安で外出ができないと諦めてい

た方やケガで歩行が困難な方、ベビーカーで段差が不安

でお出かけができないお客様のためにスロープを増設し

ご対応させていただいております。

これらのサービスを通し、ご来店いただく全てのお客様

が心から笑顔になり内側から健康になるお手伝いをさせ

ていただく事で市民満足向上と SDGs の達成に貢献して

まいります

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://wv048jp.jimdofree.com/

さいたま市見沼区蓮沼 1507 －６オーナー　木村　のぶよし

団体概要

「生まれて良かった日本、住んで良かった

さいたま市」と誰もが思える街づくり。

さいたま市民
ネットワーク

主に取り組むSDGsゴール

平成 23（2011）年、さいたま市誕生 10 周年を記念して、

「みんなで、新しいふるさと さいたま市政をサポートし

よう！」 と民間各界の人々が集まって設立。

活動分野は幅広く、「まちおこし」に役立つ活動なら区別

なく何でもとり入れています。

主な活動スペースは、さいたま市市民活動サポートセン

ター。

SDGs ゴール全項目に取り組み中。

・令和元年：市政功労賞（理事長）。

・令和元年：市長感謝状（市 SC 国際認証）。

・令和４年：「市民憲章ひろめ隊」発足。

・メディア紹介：新聞 37 紙、国内テレビ９番組、海外

　　　　　　　　 テレビ３番組、書籍５誌。

非営利活動法人 ①  WHO（世界保健機関）推奨の「セーフコミュニティ」

安全対策委員会に参加。2019 年、本市は政令指定

都市初の「セーフコミュニティ国際認証」を受ける。

②「シルバー e スポーツ」を考案・提唱。

③ さいたま市シルバーポイント事業への参加。

④「県民公論」（市地方記者クラブ加盟）を運営。

⑤ 本市との水道事業協力 29 年の歴史があるラオス人

民民主共和国との民間外交。

⑥台湾・日本両国民、さいたま市民との民間外交。

⑦市民と自衛隊との協働。

⑧「さいたま市民憲章ひろめ隊」による憲章啓蒙活動。

⑨日本薬科大学との連携協定。

⑩市民活動サポートセンター運営協議会への参加。

⑪さいたま市社会福祉事業団との協働。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://nposcn.com/

さいたま市浦和区北浦和５－１－６－ 302理事長　森田　孝

団体概要
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主に取り組むSDGsゴール

多文化共生企業

株式会社
ホスピタリティアルファ

東京・埼玉のビジネスホテルを中心にホテル専門

の客室清掃を主事業とし、従業員の多くが外国人

の多文化企業です。

そして、モビリティサービス事業では「世界の料

理をキッチンカーで」の展開を行っております。

企業理念は「私たちはお互いの人格や個性を尊重

し合い、多文化共生企業を目指します」です。

清掃業・モビリティサービス業 外国人雇用を背景に差別なき雇用・平等を実践し

多文化共生・ダイバーシティを目指しています。

さらには、移動販売（キッチンカー）を通じて、

地域の日本人と外国人の理解と共生を図り、みん

なが笑顔で暮らせる街創りを推進しています。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://hospitality.co.jp/

さいたま市西区指扇 551 － 51代表取締役　野原　健志

団体概要

さいたま市の SDGs 先駆者を目指して

主に取り組むSDGsゴール

ツアン・システム
有限会社

2004 年さいたま市南区にて開業。主に歯科・口

腔外科の専門医院を対象に医院開業・製品提案・

製品納入企業として経営活動をしています。現在

は新規分野開拓の為、WEB を使ったマーティン

グ方法を実施しています。また、CSR を意識し

て積極的に社内外へ情報発信しています。

高度管理医療機器販売・貸与業 ツアン・システム有限会社は、2030 年に向けて

さいたま市 CS・SDGs パートナーの一員として、

まず自社内で再エネ・脱炭素社会に向けた経営・

運営を実現し、対外的には医療用・産業用の環境

ビジネスの大手企業とさいたま市民の皆様・コ

ンシューマーとを繋ぐ橋渡し的役目を実施して

2030 年を期限とする SDGs の達成に向けスマー

トシティの推進に協力していきます。また、この

社会的重要課題の目標達成への貢献だけではなく、

目標達成の中で進歩する新しい社会に対応する企

業を目指します。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://zahnsystem.jimdofree.com

さいたま市南区辻 3 － 1 － 24 ピアリスマンション 302代表取締役　荒谷　雅一

団体概要

主に取り組むSDGsゴール

株式会社博愛社

さいたま市浦和区にて創業以来 60 有余年、地域

の皆様と共に歩み浦和区、大宮区、中央区、南区

にオーロラ・ホールを開設し、サービス体制を拡

大してまいりました。お葬式は個人を尊重し敬愛

する最後の場です。弊社は、心のこもったホスピ

タリティと、しっかりとしたプランニングと運営

で、最後のお別れを悔いのないものにするために

最善をつくすことをお約束します。

葬祭業 「常に成長を続け社会の発展に貢献します」を経

営ビジョンにかかげ、企業活動を通じて社内研修

や合同講習会など人材育成を行うとともに、広く

一般向けにセミナーを開催しています。また、産

休・育休・介護休暇取得など、働きやすい職場作

りに努めます。また、ボランティア活動や地域貢

献活動など、社会に貢献した活動を進めていき、

地域に根付いた会社でありたいと考えています。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://www.hakuaisha.jp/

さいたま市浦和区高砂 2 － 1 － 15代表取締役社長　村上　武白

団体概要

～愛と感謝のお葬式～

さいたま市 CS.SDGsパートナーズ 取組紹介17



主に取り組むSDGsゴール

I KEA 新三郷

スウェーデン発祥ホームファニシングカンパニー

のイケアは、「より快適な毎日を、より多くの方々

に」をビジョンとし、優れたデザイン、機能性、

品質、サステナビリティを兼ね備えた商品をお

求めやすい価格でお届けします。IKEA 新三郷は

2008 年にオープン。店内では 9,500 商品を取り

扱い、家での暮らしがより快適にサステナブルに

なるアイデアやソリューションをご覧いただけま

す。またイケアレストランでは、おいしいメニュー

を取りそろえています。

小売業 イケアは 2030 年までの SUSTAINABILITY 戦略

として「PEOPLE�AND�PLANET�POSITIVE」を

掲げ、SDGs の 17 項目をすべて網羅したアクショ

ンプランを用意しています。

そのなかでも注力して取り組むのが、

「Climate�Change（気候変動）」

「Sustainable�Energy（再生可能エネルギーの促

進）」

「Equality（平等）」の３つになります。

さらに IKEA新三郷としても、埼玉子ども食堂ネッ

トワークに食材の寄付を行ったり、JA さいかつ

さんに協力いただき、マルクナッド青空市場、キッ

ズファーム、など近隣の方にも参加いただける

SDGs の活動を行っています。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://www.ikea.com/jp/ja/stores/shinmisato/

三郷市新三郷ららシティ２－２－２マーケットマネジャー　中谷　隆志

団体概要

限界へのチャレンジが、未来への

扉をひらく。

主に取り組むSDGsゴール

一般社団法人日本
スポーツサポートベース

2015 年に創設した幼児・児童向けスポーツ団体

です。子どもたちがスポーツを通じて協調性や創

造性を養いながら、社会のルールや思いやりのこ

ころを学ぶ場です。 スポーツ能力の向上を第一

とするのではなく、子どもたち一人ひとりが毎日

行きたくなる楽しい場であること、そして取り組

むスポーツの種目や居住地域等の壁を超えてたく

さんのおともだちと触れ合える新しいコミュニ

ティとして、子どもたちの日常を応援すること、

また人として、スポーツ選手として体・心・人格・

個性を高めることをミッションに掲げています。

スポーツ・サービス 学校や年齢の違う子どもたちが集い、ともだちの

幅が広がり、コミュニケーション力・人間関係形

成力が育成されます。 また、子ども同士で、勉

強や遊びを教えあったり、面倒をみたりする中で、

思いやりの心が育つ環境をこれからも継続し、常

に質の高いサービスを提供していけるようにス

タッフたちも学び続けます。さいたま市がより住

みやすい街になるように、ジャスバは、健康・ス

ポーツ分野で CS90+ 運動と SDGs を推進してい

きます。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://jassba.jp/lp/yono/

与野校：さいたま市中央区新中里５－ 14 － 19代表理事　小嶋　満　

団体概要

お客様のご要望にきめ細かく

お応えします

積田冷熱工事
株式会社

主に取り組むSDGsゴール

弊社は、昭和 43 年の創業以来、空調設備・給排水設備

会社として地域の皆さまに支えられ発展してまいりま

した。

近年の時代の変化に伴う商品の高速化・ニーズの多様

化に対応すべく、技術の向上と永年積み重ねてきた豊

富な経験により、どのようなご要望、条件にもお応え

できる体制、明るく暮らしやすい環境の整備に貢献す

る企業活動を心がけております。

管工事業（空調・給排水衛生・太陽光発電設備施工） 技術の向上と永年積み重ねた豊富な経験により、

どのような要望、条件にも対応できる体制、明る

く暮らしやすい環境の整備に貢献する企業活動を

心がけています。

その事を踏まえ、建設業を通じて全ての人たちが

生涯に渡り安心安全で心豊かに暮らせる社会づく

りを目指します。

お取引様、協力業者、社員全員をはじめ関わる全

ての人たちとパートナーシップを結び SDGs 達

成に向けた取り組みを働きかけ全員で貢献してい

きます。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

http://www.tsumitareinetsu.co.jp/

さいたま市緑区大門 2619代表取締役　積田　鉄也

団体概要
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主に取り組むSDGsゴール

「ご縁」を大切に、これからも。

株式会社藤榮商事

当社は、さいたま市緑区にて創業以来 40 年、地

元のお客様を中心に土木・建設・不動産業を営ん

でおります。

2001 年には環境事業へと参入、さいたま市岩槻

区にて生木を再資源化するリサイクル事業を行っ

てきました。今後は 2022 年 9 月に中間処理施設

稼働予定であり、さいたま市の木材リサイクル率

向上に貢献してまいります。

建設業・不動産業・環境リサイクル業 当社は、さいたま市中学生職場体験事業への協力、

生徒受入活動を通じて子どもの生きた学び・豊か

な学習を支援してまいります。

また、岩槻区に新設の中間処理施設稼働後は、積

極的に現場見学を実施することで地域の皆様に環

境リサイクルに対する見解を深めていただけるよ

う、地域社会に貢献する取組みを推進してまいり

ます。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

http://www.toueisyouji.co.jp/

さいたま市緑区中尾 943 － 2代表取締役　新藤　友啓

団体概要

あなたの 1本　みんなの未来

主に取り組むSDGsゴール

株式会社 八洋

私たち八洋グループは、自動販売機で食品や物品

を販売する事業やコンビニ事業、電気小売、宅配

水事業を展開し、持続的成長の実現と中長期的な

企業価値向上に向け取り組んでおります。

SDGs がめざす未来の実現に向け、従業員一人ひ

とりが社会にお役立ちできる「生活インフラ企業」

として社会貢献することが私たちの使命と考えて

います。

自動販売機事業 【自動販売機でお客様の SDGsをサポート】

・募金型自動販売機（ボランティア・ベンダー）

・災害発生時に、災害対応自動販売機や飲料供給

できる体制を整備し、社会に貢献

・AED 付帯自販機の取り扱い

・「埼玉県防犯まちづくりに関する協定」の締結

・「彩の国みどりの基金」への継続的な寄付

・子供たちの体験型学習を継続的にサポート

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

http://www.hachiyoh.co.jp

東京都新宿区東五軒町 2 － 18代表取締役社長　後藤　晃宏

団体概要

主に取り組むSDGsゴール

「Active�Smail�Life」

生涯笑顔ですごせるようサポート

株式会社　アスラ

私たちの理想は「Active�Smile�Life」です。いつまでも笑

顔で過ごして頂ける様在宅生活をサポートしています。

そろそろ家での介護は難しいかな？とお考えの方にも１

日でも長く在宅生活が送れるよう支援しています。

＜福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所＞

介護する方・される方が日々快適にお過ごしいただける

よう「福祉用具１つで動作が楽になった」を目指して選

定しています。

＜介護保険外サービス＞

介護保険を受けていない方向け・介護保険の対象になら

ない内容をお求めの方向けに生活支援を行っています。

病院同行・話し相手・買物代行・生活支援等

介護事業・シニア支援 ・利用者の方々のニーズに対応できる様他事業所

と連携で協働致します。

・福祉用具の貸与によりリユースの促進に努めま

す。

・社内研修の実施、社外研修の参加を促進致しま

す。

・ペーパーレス化を図り資源の無駄やロスの削減

に努めます。省資源・再利用・再資源（３Ｒ）

に努め、地球環境の保全に積極的に取組みます。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

http://hp.kaipoke.biz/cx5

さいたま市緑区宮本２－ 24 － 15代表取締役　林　弘行

団体概要
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主に取り組むSDGsゴール

「Active�Smail�Life」

知識は保険・ひとりで悩まないで

一般社団法人
アスラサポート

介護や保育に関わる方々が少しでも楽になるようサ

ポートする団体です。

１．福祉サービス第三者評価

「福祉サービスの質の向上」を目的に公平・中立な第

三者機関として専門的・客観的な立場から評価を行っ

ています。

２．高齢者サポート

「知識は保険」と題して知って楽、知らずに苦しまな

いよう啓蒙活動を行っています。

①介護不安・介護全般の無料相談

②月例介護相談会

③老人ホーム入居支援

第三者評価・シニア支援 １．高齢者や家族、福祉施設職員等をサポート

　① 介護不安・介護全般の相談で困っていること

を整理。具体的に行動できる様にサポート

　② 相談者の状況・条件を細かくヒヤリングし介

護施設への入居をサポート

　③ 福祉サービス第三者評価受審の促進

　　 全国的に見てまだまだ受審率が高くないため

啓蒙し、より良い福祉サービスのサポート

２．環境・資源

　 ペーパーレス化により無駄・ロスの削減再利用

の徹底

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

https://asulahome.wixsite.com/home

さいたま市緑区宮本２－ 24 － 15代表理事　林　あつ子

団体概要

主に取り組むSDGsゴール

株式会社ベルウイング

人生において大切な儀式である、結婚式、ご葬儀

の他、通過儀礼である七五三、成人式、結納式、

ご長寿祝い、法事のお手伝いをさせていただいて

おります。

時代の変化により、人と人との関りが希薄になり

つつある時代だからこそ、冠婚葬祭という日本古

来の儀式を通じ地域や社会に貢献していきます。

冠婚葬祭業 弊社では、国際基準である SDGs をローカライ

ズし、誰もがわかり易く、社員一同実践に向けて

行動できるように、会社独自の指標を策定してい

ます。女性が活躍できる環境を整備し、2030 年

までに女性雇用率 50％を実施します。また、各

地にある施設を近隣の方に開放し、地域のコミュ

ニティの場として利用していただいています。

今後は、さいたま市がより住みやすいまちとなる

よう、個人だけではなく、企業・団体とも連携し

て、CS90+ 運動と SDGs を推進していきます。

業　種 市民満足度向上、SDGsの取組紹介

ホームページ

代表者 所在地

なし

さいたま市桜区山久保２－８－８代表取締役　高澤　翼

団体概要

これからもずっと　あなたのそばで
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アーバンデザインセンター大宮 [UDCO]

アーバンデザインセンターみその[UDCMi]

アールエイト

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

株式会社アイオプト

アイコスモ株式会社

アイル・コーポレーション株式会社

株式会社アクアデザイン

アクサ生命保険株式会社

　埼玉中央営業所

株式会社アズマカラー

株式会社アスラ

一般社団法人アスラサポート

アミュード株式会社

ALSOK 埼玉株式会社

アルファクラブ武蔵野株式会社

株式会社飯沼工務店

イオンリテール株式会社　

IKEA 新三郷

株式会社ウィズユーコーポレーション

WINAID 株式会社

ウォータースタンド株式会社

株式会社内田緑化興業

ウチヤマ建設株式会社

株式会社ウチヤマ建物管理

株式会社 URAWA・BEER・PROJECT

浦和レッドダイヤモンズ

AGS 株式会社

株式会社 A-LINE

エクシム株式会社

株式会社エクス・アドメディア

SMC 株式会社　大宮営業所

SMBC 日興証券株式会社　大宮支店

SDGs さいたま応援団

NHS 株式会社

荏原実業株式会社　関東支社

あ

い

う

え

さいたま市国際 NGO ネットワーク

さいたま市民ネットワーク

株式会社埼玉新聞社

株式会社埼玉第一興商

学校法人東京滋慶学園

　埼玉福祉保育医療専門学校

学校法人東京滋慶学園

　埼玉ベルエポック製菓調理専門学校

株式会社埼玉りそな銀行

埼福工業株式会社

有限会社サイワ塗装工業

佐川急便株式会社

SATOSHIP 合同会社

株式会社サンキョウ

株式会社サンケイリビング新聞社

サントリーロジスティクス株式会社

株式会社三和

サンワ埼玉

株式会社 CKK

株式会社 JTB　埼玉支店

株式会社ジェーフーズ

塩川設計測量株式会社

株式会社システムインテグレータ

株式会社島忠

株式会社しまむら

JICA 東京

株式会社ジャムデザイン

株式会社秀飯舎

シン建工業株式会社

株式会社杉栄

株式会社鈴や商事

スバル興産株式会社

株式会社スマイルママコム

住友生命保険相互会社　埼玉中央支社

清香株式会社

聖学院大学

し

す

せ

株式会社縁とユカリ

株式会社オーエンス

OpenStreet 株式会社

大宮アルディージャ

大宮自動車有限会社

株式会社大宮中央青果市場

大宮通運株式会社

株式会社岡村電機

オリンパスマーケティング株式会社

オレンジ法律事務所

株式会社カタヤマ

株式会社学研スタディエ

学校法人角川ドワンゴ学園

　N/S 高等学校 大宮キャンパス

金井大道具株式会社

株式会社金子製作所

株式会社関東甲信クボタ

株式会社きもと　Digtal Twin 事業部

協和精工株式会社

株式会社キョーリク

株式会社銀虎

株式会社グラティアライフ

クリーンシステム株式会社

株式会社クワバラ・パンぷキン

株式会社警備ログ

けんあか株式会社

健康保険組合連合会　埼玉連合会

株式会社ケント・コーポレーション

株式会社コーセツコンサルタント

国際学院埼玉短期大学

コマニー株式会社

サイエンス株式会社

特定非営利活動法人

　埼玉 NGO ネットワーク

埼玉縣信用金庫

埼玉コンサルタント株式会社

お

か

き

く

け

こ

さ

CS・SDGsパートナーズ （五十音順）一 覧

さいたま市 CS.SDGsパートナーズ 取組紹介21



生活協同組合コープみらい

世界に目を向けよう

　～今、私たちにできること～

株式会社 Zero�to�One 

全国健康保険協会　埼玉支部

株式会社そごう・西武　そごう大宮店

ソフトバンク株式会社

損害保険ジャパン株式会社

SOMPO ひまわり生命保険株式会社

株式会社第一金属製作所

ダイキン HVAC ソリューション

　東京株式会社

ダイドードリンコ株式会社

　首都圏第二営業部

大和リース株式会社　さいたま支店

株式会社タウ

株式会社田中工務店

株式会社チェリービー

株式会社中央住宅

中央税務会計事務所

株式会社中央測地

Tune in DANCE STUDIO

ツアン・システム有限会社

株式会社ツカダプランニング

株式会社積田電業社

積田冷熱工事株式会社

T・S トレーディング株式会社

株式会社テクノ

株式会社デサン

株式会社テレワークサービス

株式会社藤榮商事

株式会社東急スポーツオアシス浦和店

株式会社東京エーワン

東京海上日動火災保険株式会社

株式会社東京海上日動パートナーズ EAST

東京ガスネットワーク株式会社埼玉支社

そ

た

ち

つ

て

と

株式会社東京チタニウム

株式会社東京理工舎

株式会社常盤堂雷おこし本舗

株式会社ドコモ CS　埼玉支店

凸版印刷株式会社東日本事業部

　大宮営業所

株式会社七越製菓

株式会社日さく

一般社団法人

　日本スポーツサポートベース

一般社団法人

　日本ソーシャル e スポーツ・ライフ

日本電鍍工業株式会社

日本薬科大学

日本郵便株式会社

　さいたま市内郵便局

学校法人早稲田医療学園

　人間総合科学大学

株式会社ハーベス

株式会社蓜島電機

株式会社博愛社

有限会社博善社　ルアナ保育園浦和

株式会社八洋

有限会社花たろう

原産業株式会社

美容室ウッドヴィレッジ

株式会社ファジー・アド・オフィス 

総合住宅展示場　大宮北ハウジン

グステージ

藤田セロファン産業株式会社

富士通 Japan 株式会社　埼玉支社

富士フイルム株式会社　大宮事業所

雙葉デンタルクリニック

株式会社プラコー

株式会社平和観光

ベストプランナー合同会社

な

に

は

ひ

ふ

へ

株式会社ベルウイング

ベルテクス株式会社

株式会社便利屋アルファ

株式会社ボイスクリエーションシュクル

ホーチキ株式会社

ポーライト株式会社

株式会社ホスピタリティアルファ

株式会社ほっこり～のプラス

ポップコーン株式会社

ポラスタウン開発株式会社

毎日興業株式会社

株式会社松永建設

株式会社丸井・大宮マルイ

医療法人慈正会丸山記念総合病院

マレリ株式会社

三井住友海上火災保険株式会社

三倭観光株式会社

特定非営利活動法人　民族フォーラム

株式会社武蔵野銀行

明治安田生命保険相互会社　大宮支社

株式会社メフォス

望月印刷株式会社

モパック株式会社

株式会社八雲造園

有限会社八鍬重機

株式会社八洲電業社

ユニオントレーディング株式会社

ライフ快療院南浦和本店

株式会社ランドガレージ

リコージャパン株式会社埼玉支社

りそな保証株式会社

株式会社 Rebuild Factoryz

特定非営利活動法人

　ワールド・サポート・プロジェクト

ワイズケー株式会社

株式会社渡邉組

ほ

ま

み

む

め

も

や

ゆ

ら

り

わ

合計 200 団体（令和４年３月現在）
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