
ＳＤＧｓ宣言事業所・団体マッチング支援一覧　【① 課題解決に貢献できる自社の強み】 2021年8月31日時点

ＳＤＧｓ推進に係る課題を抱える企業・団体に対し、

解決に貢献できる自社の取組
費用 費用関する補足説明

1
株式会社プラス・ブレスト

BonMasuda ● http://bonmasuda.net
静岡市清水区

江尻東1-3-15
増田 054-395-9655 子ども食堂を通じて、子どもたちにフードロスへの意識を高めることができる。 無料

2 株式会社鳥居製缶 ●
https://www.cantorii.c

o.jp
静岡市葵区北番町78-1 久保田 054-273-1125

当社の扱うスチール缶は、リサイクル率90%以上の優良包装資材となります。そのため、当

社の缶製品を包装資材としてご利用いただくことで、プラスチック素材の削減を推進し、循環

型の市場創生にお役立てできると考えます。

有料
ご相談は無料で承ります。成約後の商品

制作、販売は有料となります。

3
静和エンバイロメント

株式会社 ●
https://www.seiwa-

chemical.com/
静岡市駿河区豊田2-7-9 大村 054-266-3210 省エネの提案、廃棄物のリサイクル提案、設備のメンテナンス等 有料

提案自体は無料、お見積りをお出しして

発注の際に費用が発生します

4

学校法人星美学園

静岡サレジオ幼稚園・小学

校・中学校・高等学校
●

https://ssalesio.ac.jp/

new/

静岡市清水区

中之郷３丁目２－１
下村 054-345-9321

当校には園児から高校生までの幅広い年齢層の若者が在籍しており、園児や小学生は

SDGsについて知ったり、日頃の学習との結びつきについて意識を持ったりしています。中学

生や高校生には社会との繋がりを求めながら、SDGsの様々なゴールに向けた探究的な取り

組みをしている学生が多くいます。学校という閉鎖的な環境から飛び出し、社会で学び社会

に貢献できる機会を求めている学生にそのチャンスがあれば嬉しく思います。

無料

5 スマートブルー株式会社 ● https://smartblue.co.jp/
静岡市葵区

千代2丁目17－23
塩原 054-277-5151

弊社の知識、技術、経験を生かして以下のような課題解決に取り組み3年間が経過してお

ります。

①法人・団体様の建物・工場・倉庫など建築物の再生可能エネルギー導入

②①にプラスしてBCP対策としてのエネルギーマネージメントシステムや蓄電池の導入

③遊休地の有効活用提案（山林・原野・雑種地・農地）

④再生可能エネルギーと農福連携に相性の良い「営農型発電設備」の提供

⑤100％再生可能エネルギーで法人・団体様の電力を賄う「つづくみらいエナジー」の”しず

おかの電気”への電力切り替えの提案・見積提供（こちらは来年度より100％静岡県内産

の再生可能エネルギーと表記できるようになります）

⑥社内でのSDGｓ教育の一環として「2030SDGｓゲーム」、「SDGs de 地方創生ゲー

ム」、「SDGｓ クロスゲーム」といったゲーム研修の提供

⑦企業の営業力、交渉力、財務基礎力強化のための経営者になって会社運営を体験す

る「マネジメントゲーム」研修の提供

⑧再エネ宣言REアクションを宣言し、実現していくためのアドバイス

⑨SDGｓや電力の再エネ化の取り組みを新卒や中途採用に活かしていくノウハウ提供

有料

①②④⑥⑦は有料

③⑤⑧は無料

⑨は弊社商品導入された方へのサービス

6 整体の壹全 ●
http://www.ichizen.inf

o/

静岡市葵区

伝馬町10-17-102
興津 054-689-5576

「一瞬で変われる自分や知人」を体験する事でカラダを動かす事が楽しくなる・カラダの不思

議を体験する講座

高齢者＆ご家族向けに「歩き方」「転ばぬ、折らずの動き方」

難病＆障害と共生する生活講座

カラダの不思議な使い方を学ぶことで、国籍も、所得にも関わらず、全ての人に健康と明るい

生活が享受できますように！

有料

規模・内容により異なります

公立小学校、寺院・神社等は基本的に

講座無料(実費除く)

7 三和建設株式会社 ●
https://www.sanwagr.

co.jp
静岡市清水区辻4-10-9 若林 054-365-3838

私たちの強みである提案力・工事力を通じて、新築だけでなくリフォームや太陽光発電システ

ムの設置などでエネルギー効率化などの課題を解決できます。
有料

見積りは無料です。実際の工事は有料と

なります。

8
イハラ建成工業

株式会社 ●
http://www.ihara-

ci.co.jp/
静岡市清水区長崎69-1 渡辺 054-346-1234

工事現場見学会、高校生・大学生インターンシップの受入れ、小中学校での資材配布・掲

示物等での建設職業の魅力を伝えます。
無料

9

特定非営利活動法人

アースライフネットワーク

（静岡県地球温暖化防止

活動推進センター）

● http://www.sccca.net/ 静岡市葵区黒金町12-5 青島 054-271-8806
環境・気候変動分野などにおいての知見・ネットワークなどを活かしたアドバイス等が可能で

す。お気軽にご相談ください。
無料

長期カウンセリング、排出量算定、共同

事業実施などの際は内容に応じて費用が

発生する可能性もございます。

◆本一覧表は、ＳＤＧｓ推進に課題を抱える他の事業所・団体に対し、解決に貢献できる取組を行っている事業所・団体の一覧です。（順不同）
　  ※令和3年7月31日までにＳＤＧｓ宣言を提出した事業所・団体にアンケート調査を行い、掲載「可」と回答いただいた事業所・団体のみ公開しています。
◆取組内容についてのご相談や詳細につきましては、担当者へ直接ご連絡又は事業所・団体のホームページからお問い合わせをお願いいたします。
◆本一覧を活用したＳＤＧｓの推進に関連のないセールス・勧誘等はご遠慮ください。

（１）事業所・団体の強み

所在地ホームページURL
企業・団体名

（支店・支社名）

SDGs

宣言書
電話番号担当

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000884827.pdf
http://bonmasuda.net/
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000901136.pdf
https://www.cantorii.co.jp/
https://www.cantorii.co.jp/
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000854263.pdf
https://www.seiwa-chemical.com/
https://www.seiwa-chemical.com/
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000854237.pdf
https://ssalesio.ac.jp/new/
https://ssalesio.ac.jp/new/
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000854255.pdf
https://smartblue.co.jp/
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000854259.pdf
http://www.ichizen.info/
http://www.ichizen.info/
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000905730.pdf
https://www.sanwagr.co.jp/
https://www.sanwagr.co.jp/
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000875827.pdf
http://www.ihara-ci.co.jp/
http://www.ihara-ci.co.jp/
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000854074.pdf
http://www.sccca.net/


ＳＤＧｓ宣言事業所・団体マッチング支援一覧　【① 課題解決に貢献できる自社の強み】 2021年8月31日時点

ＳＤＧｓ推進に係る課題を抱える企業・団体に対し、

解決に貢献できる自社の取組
費用 費用関する補足説明

◆本一覧表は、ＳＤＧｓ推進に課題を抱える他の事業所・団体に対し、解決に貢献できる取組を行っている事業所・団体の一覧です。（順不同）
　  ※令和3年7月31日までにＳＤＧｓ宣言を提出した事業所・団体にアンケート調査を行い、掲載「可」と回答いただいた事業所・団体のみ公開しています。
◆取組内容についてのご相談や詳細につきましては、担当者へ直接ご連絡又は事業所・団体のホームページからお問い合わせをお願いいたします。
◆本一覧を活用したＳＤＧｓの推進に関連のないセールス・勧誘等はご遠慮ください。

（１）事業所・団体の強み

所在地ホームページURL
企業・団体名

（支店・支社名）

SDGs

宣言書
電話番号担当

10 伊豆川飼料株式会社 ●
https://www.toro-

tuna.com/

静岡市清水区

横砂南町4-35
伊豆川 054-366-1236

静岡県の水産加工物の残渣を加工して飼料や有機肥料を製造しています。農業分野で

サステナブルな生産物を目指す場合は当社の飼料肥料が役に立つと思います。

また、SDGsを意識することのできる食品(ツナ缶詰)の販売もしております。

有料
製品を購入いただいてご利用して頂くこと

になりますので有料です。

11 日将株式会社 ● https://ni-ssyou.co.jp/
静岡市葵区長沼557-1

ヤマザキ静岡葵ビル４階
臼井 054-261-4588 自社の取り組みはあるが、ご紹介できるものであるかは？？です。

「SDGs」の取り組みに対する費用につい

ては、現在費用をいただいておりません。

12
荏原実業株式会社

静岡支社 ●
https://www.ejk.co.jp

/

静岡市駿河区

八幡2番25号
宮﨑 054-289-3000

私たち事業所では主に上下水道関連の工事をおこなっております。

建設工事、現場見学（設備案内）関連についての情報共有ができます。
無料

建設工事現場見学、設備の用途案内

等ができます。

産学官の連携を望みます。

13
コマニー株式会社

静岡営業所 ●
https://www.comany.

co.jp/

静岡市葵区栄町3-9

朝日生命静岡ビル8F
辻　 054-204-5545

私たちの強みであるパーティション（間仕切り）で快適機能空間・持続可能な空間（職

場・学校・病院・・）のお手伝いを行っております。その中でも地震災害の際にいち早く事業

再開・教育現場の再開を可能とするＢＣＰ対策として、高耐震パーティションを御提供させ

て頂いております。ポイントは従来のパーティションからのコストアップは微増で設定しており、世

の中の安心・安全により多く貢献が出来る様に価格設定をしております。この高耐震パーティ

ションは全国的にみても、この静岡県での採用率が高く、全国で１番普及しております。是

非、皆様の安心・安全に貢献出来ればと思い事業を展開しております。

有料
御相談・御見積は無料となりますので、ま

ずはご相談を頂ければと思います。

14
株式会社

ウィズコーポレーション ●
https://www.with-

co.com/

静岡市葵区

沓谷５丁目６－３
大河原 054-295-5507

マンション建て替えをご希望の法人様、土地をお持ちで有効活用したいとお考えの法人様、

ご相談ください。

おしゃれな外観で、鉄筋コンクリート造の安心・快適に暮らせるマンション建設をご提案しま

す。

環境に配慮した太陽光パネルを設置することも可能です。

無料

15 しずおか焼津信用金庫 ●
https://www.shizuoka

yaizu-shinkin.co.jp/
静岡市葵区相生町1-1 田中 054-247-1172

・各社の抱える経営に対する課題を、様々なサポートメニューを通して解決いたします。（伴

走支援・セミナー開催、ビジネスマッチング等）

・当金庫SDGｓ企画『SHIZUOKA SDGs Action！』などを通じて、企業・団体様の

SDGｓの取組みを様々な媒体で紹介します。

無料 セミナー等一部有料あり

16 静岡救命サポート協会 ●
https://shizuoka-

cpr.jimdofree.com/

静岡市葵区

与一五丁目21-28-3
増田　 054-272-8839

出前救命教室（45分）を開催しています。

１人に一つの教材（あっぱくん）を使い、会議室や和室など場所を選ばずに開催可能で

す。

ゴール3「すべての人に健康と福祉を」を目標にしている企業・団体のスタッフが、短時間で効

果的な救命講習を受けることができます。（将来的には、社内インストラクターの養成も可

能です）

無料

講師料はいただいておりませんが、交通費

や資料・場所代等の実費をお願いしてい

ます。

場所の確保やＤＶＤ・プロジェクター等の

機器が必要ですが、準備できない場合に

は、ご相談を承ります。

また、認知度向上のため、写真やアンケー

ト、取材へのご協力をお願いします。

17
一般社団法人

ローカルSDGsネットワーク ● https://local-sdgs.net/
静岡市葵区

鷹匠二丁目8番10-25
木下

ホームページ問い合

わせフォームからお問

い合わせください

私たちは法人の設立目的そのものがSDGsに取り組む個人・団体のサポートです。

SDGsに関連する個別の相談、講演依頼、各種ワークショップの実施など幅広く対応

しております。

有料

相談は初回1時間は無料（ZOOMでの

相談も可）。その他については規定の費

用がかかります。

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000854080.pdf
https://www.toro-tuna.com/
https://www.toro-tuna.com/
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000854334.pdf
https://ni-ssyou.co.jp/
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000897139.pdf
https://www.ejk.co.jp/
https://www.ejk.co.jp/
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000895695.pdf
https://www.comany.co.jp/
https://www.comany.co.jp/
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000904182.pdf
https://www.with-co.com/
https://www.with-co.com/
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000854243.pdf
https://www.shizuokayaizu-shinkin.co.jp/
https://www.shizuokayaizu-shinkin.co.jp/
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000892396.pdf
https://shizuoka-cpr.jimdofree.com/
https://shizuoka-cpr.jimdofree.com/
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000857183.pdf
https://local-sdgs.net/


ＳＤＧｓ宣言事業所・団体マッチング支援一覧　【① 課題解決に貢献できる自社の強み】 2021年8月31日時点

ＳＤＧｓ推進に係る課題を抱える企業・団体に対し、

解決に貢献できる自社の取組
費用 費用関する補足説明

◆本一覧表は、ＳＤＧｓ推進に課題を抱える他の事業所・団体に対し、解決に貢献できる取組を行っている事業所・団体の一覧です。（順不同）
　  ※令和3年7月31日までにＳＤＧｓ宣言を提出した事業所・団体にアンケート調査を行い、掲載「可」と回答いただいた事業所・団体のみ公開しています。
◆取組内容についてのご相談や詳細につきましては、担当者へ直接ご連絡又は事業所・団体のホームページからお問い合わせをお願いいたします。
◆本一覧を活用したＳＤＧｓの推進に関連のないセールス・勧誘等はご遠慮ください。

（１）事業所・団体の強み

所在地ホームページURL
企業・団体名

（支店・支社名）

SDGs

宣言書
電話番号担当

18
静清信用金庫

経営相談部 ●
soudan@seishin-

shinkin.co.jp
静岡市葵区昭和町2-1 中野 054-254-5536

・個別訪問により、SDGsに関する様々な情報を提供いたします。

・従業員さま向けSDGsセミナーに出講いたします。

・静岡市SDGs宣言書の作成をお手伝いします。

・SDGsに関する企業間マッチングを支援いたします。

無料

19
東武トップツアーズ

株式会社　静岡支店 ●
https://tobutoptours.j

p/

静岡市葵区栄町3-1

あいおいニッセイ同和損保静岡

第一ビル10階

余湖 054-255-1919

弊社ではSDGsワークショップ（ボードゲーム体験）の講師を派遣できます。

このゲームは、あなたとSDGsを繋ぎ、社会課題を自分ゴト化する体感型ゲームです。

SDGsに関する世界の課題解決事例を楽しく学びながら「SDGs達成」と「自己成長」

を目指します。年齢を問わず、SDGsの理解だけでなく、協力の大切さや広く深く考え

る思考力、現場感や課題感を養うことができます。東武トップツアーズでは、全国に

122名の公認ファシリテーターが在籍し、地域密着でプロデュースいたします。

有料

20 株式会社静岡新聞社 ●
https://www.at-

s.com/
静岡市駿河区登呂3-1-1 勝間田 054-284-9170

・高校生委対象のアイデアコンテストの実施

・各媒体を通じての積極的な報道
無料

21 静岡放送株式会社 ●
https://www.at-

s.com/
静岡市駿河区登呂3-1-1 勝間田 054-284-9170

・高校生委対象のアイデアコンテストの実施

・各媒体を通じての積極的な報道
無料

22

あいおいニッセイ

同和損害保険

株式会社
●

http://www.aioinissay

dowa.co.jp/
静岡市葵区常磐町1-7-5 吉村 054-254-8224

SDGsターゲットの1つである「食品ロス問題」解決に向けて食品ロス削除の一助となる

「食eco」という新型の保険を提供しています。これは、従来から販売しておりましたリ

コール費用を補償する「生産物回収費用保険」をベースに、食品事業者が消費期限

の誤表示等によりリコールを実施する際、品質に問題がない食品をクラダシが買い取る

ことによって食品ロスを削減すると同時に廃棄コスト(=保険金)の軽減効果を保険料

に反映(10%割引）した内容となっています。

有料

当保険商品への加入は、食品事業者

とっては『食品廃棄コスト・環境負荷の削

減』だけに留まらず『CSR取組の1つ』とし

て取引先や消費者へのアピールとなり、消

費者にとってはKURADASHIサイトを通

じて多様な商品を割安で提供することで

『エシカル消費』や『身近な社会貢献』つ

ながるものです。

なお「食eco」は上記の通り生産物回収

費用保険を基にした保険商品となってい

ますので保険料が発生します。詳細は弊

社HP2021年1月6日公開のニュースリ

リース記事をご高覧頂けると幸いです。ご

興味のある事業者様は是非お問合せくだ

さい。
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株式会社ホテイフーズ

コーポレーション ●
http://www.hoteifoods

.co.jp

静岡市清水区

蒲原4-26-6
大木 054-385-3132

①弊社富士川工場では「缶詰やレトルトパウチ食品、ペットボトルや缶飲料、更には

幼児食や流動食」と幅広い層の方を対象にした食品製造を行っております。受注検

討可能ですのでお問い合わせください、②地域イベントへの参加や備蓄缶詰の寄贈、

食育防災教室の実施等、検討可能です。

有料

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000854258.pdf
mailto:soudan@seishin-shinkin.co.jp
mailto:soudan@seishin-shinkin.co.jp
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000889474.pdf
https://tobutoptours.jp/
https://tobutoptours.jp/
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000897077.pdf
https://www.at-s.com/
https://www.at-s.com/
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000897076.pdf
https://www.at-s.com/
https://www.at-s.com/
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000854075.pdf
http://www.aioinissaydowa.co.jp/
http://www.aioinissaydowa.co.jp/
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000895699.pdf


ＳＤＧｓ宣言事業所・団体マッチング支援一覧　【① 課題解決に貢献できる自社の強み】 2021年8月31日時点

ＳＤＧｓ推進に係る課題を抱える企業・団体に対し、

解決に貢献できる自社の取組
費用 費用関する補足説明

◆本一覧表は、ＳＤＧｓ推進に課題を抱える他の事業所・団体に対し、解決に貢献できる取組を行っている事業所・団体の一覧です。（順不同）
　  ※令和3年7月31日までにＳＤＧｓ宣言を提出した事業所・団体にアンケート調査を行い、掲載「可」と回答いただいた事業所・団体のみ公開しています。
◆取組内容についてのご相談や詳細につきましては、担当者へ直接ご連絡又は事業所・団体のホームページからお問い合わせをお願いいたします。
◆本一覧を活用したＳＤＧｓの推進に関連のないセールス・勧誘等はご遠慮ください。

（１）事業所・団体の強み

所在地ホームページURL
企業・団体名

（支店・支社名）

SDGs

宣言書
電話番号担当
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Y N I　J A P A N

合同会社 ●
https://www.strawlificj

apan.com/
静岡市葵区人宿町 ターピン 054-272-7276

私たちが提供する天然菅（すげ）のストロー「セジー」を取り入れるだけでプラスチック

削減や温暖化ガス排出削減のみならず、原産国ベトナムの環境保護をはじめ、循環

型農法を行っている現地の農家たちや従業員の生活の支え、ウーマンエンパワメントや

持続可能についての教育を含め社会的、経済的発展に貢献できます。 また、今後

パートナーシップの輪を広げるなど、静岡や日本の皆さんが楽しめるサステイナブルを軸

にした参加型の企画も展開してまいります。 今までサステイナブルと縁のなかった、簡単

に楽しく新鮮な要素を取り入れたい（あるいは古いものを省きたい）けどどうしたら良い

かお困りの企業・団体の手助けになればと思っております。 トーク、ゲスト出演、アイデ

ア提案などもご相談受付中です。

有料
商品やサービス提供は是非ご相談にて。

企画やトークなど、内容次第にて無料。
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株式会社

静岡総合警備保障 ●
http://shizuoka-

sokei.jp/

静岡市葵区

川辺町二丁目4番13号
054-204-0240

弊社は、施設や駐車場、交通誘導、雑踏などの警備業務を行っています。弊社で

は、専門的な教育プログラムの実践により、常に質の高い警備業務を追求しておりま

すので、地域の安心・安全確保などを目的に警備業務の導入を検討されている方は

ぜひ一度弊社にご相談ください。

有料
山本

（総務部）

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000897082.pdf
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000904189.pdf

