
令和3年3月31日現在

番号 企業・事業所・店舗名 宣言書表示 宣言日 SDGｓ項目No 具体的な内容　

1 相模原塗装・防水業協会 会員一同 令和2年7月6日

7

１２

１５

その他

その他

・地球温暖化対策の一環でクールビズ・ウォ―ムビズを実施します。

・廃棄物を分別しゴミの削減を推進します。

・植林ボランティアなどに積極的に参加します。

・「SDGｓさがみはらエコ宣言」制度の普及活動を実施します。

・いろいろな場所でいろいろなエコ塗料のパンフレットを配布しその内容を説明して、

実行してもらう事を推奨します。

2 日産自動車㈱相模原部品センター
従業員一同

令和2年7月7日

7

１２

１２

１２

１３

・LED照明等の省エネ機器の導入・利用を徹底します。

・廃棄物のリサイクルを推進します。

・廃棄物を分別し、ゴミの削減を推進します。

・ISO14001の認証を取得し環境配慮活動を継続的に実施します。

・CO₂削減に留意します。

3 大昇産業株式会社 従業員一同 令和2年7月10日

７

７

９

12

14

・LED照明等の省エネ機器の導入・利用を徹底します。

・地球温暖化対策の一環でクールビズ・ウオームビズを実施します。

・エコアクション21の認証を取得し、環境配慮経営を断続的に実施します。

・廃棄物を分別しゴミ削減を推進します。

・海洋汚染のもとになるプラスチック不法投棄は致しません。

4 アイフォーコムホールディングス 株式会社 従業員一同 令和2年7月10日

７

７

９

９

３

・地球温暖化対策の一環でクールビズを実施します。

・営業車で環境に配慮した運転(エコドライブ)を実施します。

・グループ会社の環境事業の拡大と発展を推進します。

・品質推進部を新設して生産効率向上を推進します。

・健康経営優良法人として活動を推進します。

5 相模原商工会議所 令和2年7月17日

7

7

12

12

その他

・LED照明等の省エネ機器の導入・利用を徹底します。

・地球温暖化対策の一環でクールビズを実施します。

・廃棄物のリサイクルを推進します。

・廃棄物を分別しゴミの削減を推進します。

・「SDGｓさがみはらエコ宣言」制度の普及活動を実施します。

6 アイフォーコム京栄 株式会社 従業員一同 令和2年7月17日

7

8

12

12

17

・消費電力を見える化し、ピークを抑えてエネルギー効率の改善に努めます。

・テレワークを推進し、通勤時間の短縮を生産性向上と健康的な仕事に繋げます。

・ISO14001認証を継続し、環境配慮活動を続けます。

・製作する製品について、共通化を進め、無駄をなくし、余剰部品は最小限に努めます。

・業務の効率化や技術革新の基盤つくりをパートナーと共に進めます。

7 栗島技術士事務所 栗島建治 令和2年7月20日

4

8

9

12

・各種団体との連携で環境啓蒙活動を実施します。

・働きがいのある環境経営の導入を支援します。

・環境配慮技術の開発推進を支援します。

・効率的な製品ライフサイクル構築を支援します。

8 株式会社ホンマ電機
会長　本間俊三

従業員一同
令和2年7月28日

7

7

9

12

・事業所に太陽光発電システムを設置し利用します。

・事業所にＨＥＭＳを導入し、エネルギー管理を実施します

・現在取得し、運用しているエコアクション21を更に深めます。

・工事発生廃材の分別と適正処理を行います。

SDGsさがみはらエコ宣言



令和3年3月31日現在

番号 企業・事業所・店舗名 宣言書表示 宣言日 SDGｓ項目No 具体的な内容　

9 東京電力パワーグリッド株式会社相模原支社 従業員一同 令和2年8月7日

7

9

11

15

・電気自動車を活用・促進する事で、脱炭素化社会の実現に貢献します。

・技術を磨き、継承していく事で、強靭なインフラの維持・発展を実現します。

・日々の安定供給に加え、非常災害時の復旧対応力の強化に努めます。

・社員の環境意識を向上させる事で、豊かな自然と人々の共生に貢献します。

10 アイフォーコム・スマートエコロジー株式会社 従業員一同 令和2年8月31日

7

12

13

・クールビズ・ウォームビズを実施します。

・ISO１４００の認証を取得

・CO2削減に留意します。

11 医療法人社団 仁恵会 職員一同 令和2年9月28日

3

７

７

１２

１３

・地域に根ざした医療・福祉・保健サービスを提供します。

・LED照明等の省エネ機器の導入・利用を徹底します。

・地球温暖化対策の一環でクールビズ・ウォ―ムビズを実施します。

・廃棄物を分別しゴミの減量を推進します。

・CO₂削減を推進します。

12 株式会社ウイッツコミュニティ 従業員一同 令和2年10月1日

６

７

７

１１

１３

・相模原本社敷地内に「みんなの井戸」を設置し、地域の方々にご利用いただいています。

・相模原本社ビル屋上に太陽光発電システムの導入を予定しています。

・IT環境の整備・普及に対応して、文書の電子データ化を促進し、紙の使用量削減による資源

保護とゴミの減量に取り組んでいます。

・地域・消防署と協働で定期的に防災訓練を実施。本社ビルにＡＥＤ設置。

・CO₂削減を推進のため、低公害（電気自動車・バイク）を導入しています。

13 中央総業株式会社 従業員一同 令和2年11月1日

4

8

11

12

・職人への技能講習を開催し、人材育成に尽力します。

・職人の技術力の向上を通じ、更なる生産性向上に努めます。

・建築物の耐震性を高め、持続可能な都市空間の実現に貢献します。

・アンカー技術を用いた耐震補強工事を行い、建設資材等の使用を削減させます。

14 一友ビルドテック株式会社　
金塚浩一

従業員一同
令和2年10月26日

3

7

7

9

・社内の健康診断を充実させ、健康促進を図ります。

・営業車では環境に配慮した運転（エコドライブ）を実施します。

・事業所の屋根に断熱塗料を塗り省エネを推進します。

・遮熱塗料や断熱塗料などの省エネ塗装を推進します。

15 株式会社勝文堂印刷
代表取締役　秋本博寿

従業員一同
令和2年10月27日

７

７

７

１２

１４

・LED照明等の省エネ機器の導入・利用を徹底します。

・商用車・営業車で環境に配慮した運転（エコドライブ）を実施します。

・省エネのために事業所外壁の緑化を推進します。

・廃棄物のリサイクルを推進します。

・レジ袋に代えてエコバッグの利用を促進します。

16 東急建設株式会社技術研究所 所員一同 令和2年10月29日

３

７

１３

１４

１５

・アフリカへの衣料品援助活動を継続して実施します。

・ZEB化による環境負荷低減を推進します。

・CO2削減を推進します。

・全社員に配布されたエコバッグを使います。

・ホタルの住むビオトープで生物多様性を保全推進します。

17 株式会社 旭商会　
従業員一同

（会社名の横に並べる）
令和2年11月1日

７

９

１２

１３

・環境負荷に配慮した設備稼働を行います。

・代替燃料となる原料の生産性を向上します。

・リサイクル、再資源化を前提とした適正な処理を行います。

・CO2削減を推進します。



令和3年3月31日現在

番号 企業・事業所・店舗名 宣言書表示 宣言日 SDGｓ項目No 具体的な内容　

18 株式会社ナショナルトータルビバレッジ 従業員一同 令和2年12月1日

７

７

７

１２

１４

・クールビズ・ウォームビズを実施します。

・商用車で環境に配慮した運転を実施します。

・ＬＥＤ照明等の省エネ機器の導入、利用を徹底します。

・廃棄物のリサイクルを推進します。

・電解水を使用した洗浄をする事で、洗剤の使用を減らします。

19 株式会社SA 一同 令和2年11月19日

７

１２

１４

１５

・室内の照明を全面LEDへ変更済み

・廃棄物のリサイクルを推進している

　＜ペットボトルのキャップを回収し、ポリオワクチンの寄付に充てている＞

　＜ペットボトルのボトルを回収し、再生可能資源へわけている＞

・レジ袋に代えてエコバックの利用促進

・植林ボランティアの継続参加

20 グリーンピープルズパワー株式会社 令和2年10月24日

４

７

１１

１３

１７

・電気の相談会などを通じてまなび考え社会を選ぶ市民リテラシーを育てます

・自然エネルギー100％の電気をお届けできる社会づくりを目指します

・再生可能エネルギーの電気をお届けし持続可能なまちの実現を目指します

・ＣＯ２排出の少ない電気を普及し気候変動に具体的なアクションを推進します

・電気の送電網で人々を継ぎパートナーシップによる電気の健全化を応援します

21 穂久斗工業株式会社 従業員一同 令和2年12月24日

７

９

１２

１３

１３

１５

・社用車では、環境に配慮した運転（エコドライブ）を実施します。

・エコアクション２１の認証を取得し、環境配慮経営を継続的に実施します。

・廃棄物を分別し、ゴミの削減を推進します。

・電力・化石燃料使用を減らし、CO₂総排出量を削減します。

・空調機廃棄時のフロン類の回収を徹底します。

・清掃ボランティアなどに積極的に参加します。

22 住宅相談室　心　株式会社 従業員一同 令和3年1月12日

９

７

７

１２

１２

１５

・エコアクション２１の認証を取得し、環境配慮経営を継続的に実施します。

・省エネ給湯器、LED照明等のお客様への提案を徹底します。

・商用車・営業車で環境に配慮した運転（エコドライブ）を実施します。

・現場から出る廃棄物を削減し、余り材は再利用することを推進します。

・廃棄物の分別を徹底し、リサイクルを推進します。

・国産間伐材の利用を率先して行います。

23 桐洋珠算学院 塾長 河野 航 令和3年1月12日

4

11

12

16

その他

・全ての子供達が男女の区別なく、基本的計算能力を習得できるようにする。

・人々に安全で包摂的かつ利用が容易な生涯学習の場を持続的に提供する。

・書類のオンライン添付の形式を利用し、不要な紙面発行の削減を推進する。

・あらゆるレベルにおいて透明性を持って、公平公正な学習指導を徹底する。

・『SDGsさがみはらエコ宣言』制度の普及活動を実施します。



令和3年3月31日現在

番号 企業・事業所・店舗名 宣言書表示 宣言日 SDGｓ項目No 具体的な内容　

24 ミヤジフーズ株式会社
代表取締役

宮地俊二
2021年2月1日

7

9

12

13

その他

14

・ＬＥＤ照明等の省エネ機器の導入・利用を徹底します。

・ エコアクション21の認証を取得し、環境配慮経営を継続的に実施します。

・ 廃棄物のリサイクルを推進します。

・ ＣＯ2削減に留意します。

・ 「SDGsさがみはらエコ宣言」制度の普及活動を実施します。

・ 海洋汚染のもとになるプラスチック容器の使用削減に留意します。

25

iizuka group

飯塚塗研（株)

(株)大貫興業

(株)宮崎塗装

Iizuka　group

（飯塚塗研㈱　㈱大貫興業

㈱宮崎塗装）従業員一同

令和3年2月1日

7

7

7

12

12

・LED照明等の省エネ機器の導入・利用を推進します。

・地球温暖化対策の一環として、クールビズ・ウォームビズを推進します。

・デジタル活用により、文書の電子化を行い、資源保護を推進します。

・廃棄物（衣類)の回収を行い、リサイクルを推進します。

・廃棄物を分別し、ゴミの削減を推進します。

26 社会福祉法人たちばな福祉会　
理事長

坂本堯則
令和3年3月1日

12

７

・廃棄物を分別し、ゴミの削減を推進します。

・クールビズ・ウォームビズを実施します。

27 東京ガス㈱神奈川西支店 従業員一同 令和3年3月3日

12

15

7

7

11

・廃棄物を分別しゴミの削減を推進します。

・森林ボランティアなどに積極的に参加します 。

・LED照明等の省エネ機器の導入・利用を徹底します。

・燃料電池自動車の導入とエコドライブを徹底します。

・ガス製造・供給設備の耐震性のさらなる強化に努めます。


