
ＳＤＧｓ宣言事業所・団体マッチング支援一覧　【④ 講義・講演の実施】 2021年8月31日時点

実施に関する補足説明 費用 費用に関する補足説明

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 無料 交通費のみ有料だと助かります。

2 株式会社鳥居製缶 ● https://www.cantorii.co.jp 静岡市葵区北番町78-1 久保田 054-273-1125
全日本一般缶工業団体連合会の活動内容および自社の取

組み内容について
無料

可能であれば、出張講演の場合は交通費を支給いただけると

幸いです。

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

繁忙期や仕事の状況に伴い不可となる可能性があります。ま

た内容はご相談いただければと思います。
無料 内容や開催場所によっては費用を頂く可能性があります。

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

SDGsの基礎的な内容や当校での取り組みなど、学生からの

報告も含めて可能
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

SDGｓの基礎的な内容や企業運営上の考え方・あり方。

（社内教育、若手育成、理念共有など）

TCFD、SBT、RE100、EV100など様々ある枠組みの説

明、整理。（中小企業として何を標ぼうしどう達成していく

か）

弊社単独でなく仲間のSDGｓ推進企業と共同で講演するこ

とも可能。（例えば船井総研、デジタルグリッド社など）

無料

6 整体の壹全 ● http://www.ichizen.info/
静岡市葵区

伝馬町10-17-102
興津 054-689-5576

カラダの不思議や、カラダを動かすコツで瞬間的に変われる実

演

難病・障害があっても、希望や愉しみのある生活講座

などをとおして、日々の生活にゆとりを感じていただいたり、

自分のカラダの可能性を観て欲しいと思います

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 株式会社M.T.C.W ● http://www.fishmtcw.com/ 静岡市駿河区下島1006 小野 054-659-1600 無料

8 株式会社静鉄ストア ● http://www.s-

store.co.jp/sustainable/
静岡市葵区末広町95番地 大倉 054-205-7010

①事業活動を通じたSDGs推進に関わる自社の取組みにつ

いて

②海洋プラスチック問題等、環境課題に対する自社の取組み

について

※②については主に学生を対象とする。

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

SDGs概要・具体策などについて講演が可能です。

当法人の設立目的自体が(SDGs)地球温暖化防止・対策

であるため、一般的な企業と取り組み内容が異なるかと思いま

す。また、自社の取り組みだけでなく、SDGs普及啓発や多様

な主体の取り組みサポートを行う支援の取り組みを行う役割も

担っております。

有料 内容・時間・場所等によります。ご相談ください。

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 自社の取り組みとSDGsの関連について講演が可能です。 有料

電車や高速道路などを利用する必要がある場合は交通費を

お願い致します。

11
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  無料

12 しずおか焼津信用金庫 ● https://www.shizuokayaizu-

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

SDGｓの基本的な内容と当庫SDGｓの取組みを紹介しま

す。事前にご相談ください。
無料

企業・団体名

（支店・支社名）
ホームページURL 所在地

SDGs

宣言書
担当 電話番号

◆本一覧表は、ＳＤＧｓの取組等に関する講義・講演の実施が可能な事業所・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。

（４）講演・講義
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企業・団体名

（支店・支社名）
ホームページURL 所在地

SDGs

宣言書
担当 電話番号

◆本一覧表は、ＳＤＧｓの取組等に関する講義・講演の実施が可能な事業所・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。

（４）講演・講義

13 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 無料

14
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

自団体の取り組みとしてはローカル指標づくりを中心に市民活

動をベースにした話ができます。また、SDGsの基礎、全体像

などご要望に応じてお話しできます。

有料
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。

15
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
SDGsの基礎的な内容やSDGs取組みスタートに関する内容

など、ご要望に応じて対応いたします。
無料

16
東武トップツアーズ

株式会社　静岡支店 ● https://tobutoptours.jp/

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。
有料

17 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 新聞記者による講演（要調整） 無料

18 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 番組ディレクターによる講演（要調整） 無料

19
あいおいニッセイ

同和損害保険株式会社 ● http://www.aioinissaydowa.co

.jp/
静岡市葵区常磐町1-7-5 吉村 054-254-8224

弊社において直近では「脱炭素(カーボンニュートラル）」もふま

え「中小企業におけるSDG'ｓ」と題した、『SDGｓを本業にど

う活かすか』というセミナーを、多くの自治体様を通じ開催させ

ていただいております

無料

弊社では2020年1月、静岡市主催の「SDGｓMonth」の中

で、「SDＧｓをビジネスに活かす」と題してカードゲームを活用

して中小企業向けにＳＤＧｓが実社会でどう活かせていくの

かを体験するセミナーを開催させていただき、多くの事業所様に

ご好評いただきました。

今回ご提供するセミナーは、実際SDGｓターゲットを本業に取

り入れた全国各地の事業所様の例を基に、前回よりも踏み込

んだ内容となっています。

また各事業者様における従業員向けのSDGｓ教育等基礎

的な研修やセミナーも開催可能で、全て無料で行わせて頂い

ております。

20
Y N I　J A P A N

合同会社 ● https://www.strawlificjapan.c

om/
静岡市葵区人宿町 ターピン 054-272-7276 自社の取り組みやメンバーの経験についての講演が可能です 無料 条件次第で無料でも可能です。
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