
企業概要
 風力発電、鉱山機械、エレベーター等に使用される回転電機（モーター、発電機、補機
類）全般の製造・修理に加え、特殊高機能製品の開発・製造、軽水力発電機
「Cappa＋＋＋」「Kingyo」をはじめとする自然エネルギー商品の製造・販売

 戦後まもなく、戦火で壊れた変圧器を修理し人々に電気を届ける事業を興して創業
 茨城県内5つの事業所における各種設備と長年蓄積された技術ノウハウにより、高品質・
多品種・短納期といった案件に柔軟に対応

【経緯・背景等】
かつて社長自身がインド・バンガロールで２年間過ごし、頻発する停電による電気・水不足による不便さを肌身で感じるとと
もに、同国民13億人の約1/4がエネルギーアクセスのない生活をしている実態を目の当たりにした。のちに自国で起きた
3.11東日本大震災では同社も被災、停電・断水が続く中、僅かな明かりとスマートフォンで得られる情報により人の安心感
は大幅に増進されること、くらしに最低限必要なエネルギーは意外と小さいことを実感した。これらの原体験をもとに、自社の
持つ技術を活用し、社会の課題を解決するビジネスを推進することを決意。

【具体的な取組、製品・サービス】
 風力発電機用スリップリング、従来型化石燃料よりも炭素強度が低いLNG・シェールガス等の油田での採掘・掘削用、
パイプライン送油用モーター、特殊ハイブリッド車輛用の発電機・駆動モーター等を製造。

 「Cappa+++」、「kingyo」（3Dプリンタを活用して低コスト製造に成功）といった自然エネルギーを生かした軽水力発
電機を開発・製造。

 ネパールの電力不足・無電化地帯でガラス窓がない土壁の学校に電気による明かりを提供したり、慣習的に奨励されて
いない女児就学促進や女性グループの夜間学習のため、学校でランタンの充電を行う仕組みを提供。

【取り組んだ成果・効果】
 風力発電機用スリップリングでは1.85MWクラス陸上風力発電市場で世界トップクラスの市場シェア。
 2015年ネパール地震ではJICA事業によってCappa+++を同国へ支援提供。クラウドファンディングでの支援募集の結
果、219名からの総額800万円を超える支援金を集めるに至る。

 子供たちが電気のある生活によって学習環境にアクセスしやすくなった。

SDGs達成を通じた取組

【茨城県】株式会社茨城製作所～「未来へ残そう豊かな地球」をスローガンに、自社技術を生かしたモノづくりで「社会問題解決型ビジネス」を推進～

企業情報
企業名 株式会社茨城製作所

代表者 菊池 伯夫氏（理学博士）
設立年 1967年（創業1946年）
資本金 3,000万円
従業員 100人（18-83歳）

本社所在地 茨城県日立市神峰町4丁目7番10号
事業概要 電気機器製造
電話番号 0294-21-5135

代表取締役社長 菊池 氏
(茨城製作所 HPより)

Cappa+++
（同社HPより)

【貴社にとってのSDGsと、その展望】 SDGsとは、ibaseiのミッション「創業以来の誠心と今日まで培ってきた技術を磨き上げ、高品質の製品及びサービスを提供することで、
社会インフラ基幹製品に携わる企業としての社会的責任を果たし、広く社会に貢献すること」・「自然エネルギー及び省エネルギー事業を通じ、維持可能な社会の実現に向け貢
献を果たすこと」を実現するために推進している、アースミルクPJ及び社会問題解決型ビジネス（B2S: Business to Society）の一環です。今後はネパールのみならず、インド
にも明かりを灯し、環境・水中センサーを搭載したCappaシステムでデータを蓄積しながらIoTを駆使、水害予測での活用を構想しています。



企業概要
 野菜の露地栽培及び生鮮野菜・加工野菜販売
 自治体や企業と提携しながら全国の農地を集約化、隣接する自社工場で加工野菜を製造
 業界の常識に捉われず、あらゆる丁寧な工夫の積み重ねにより、儲かる農業を実現
 社員の77.5%が40歳未満（全員正社員雇用）

【経緯・背景等】
「21世紀は環境、福祉、農業の時代になる。次世代の日本の農業の担い手を育成するためには儲かる農業
を実現すべき」と他業種より20年前に新規参入。試行錯誤を繰り返しながら６次産業化と常識にとらわれな
いあらゆる工夫を通じて農業による高利益率ビジネスモデル構築を実現。
【具体的な取組、製品・サービス】
 農産地の地域一体型プロジェクト「アグリビジネスユートピア」構想を見据えて以下を実現。
 加工野菜を主製品とすることによる安定した製品供給、売上高に占める運送費圧縮、生鮮市場に対する価格対応
 加工工場を自社で保有することによる天候に左右されない人材の高稼働率維持、梱包費の削減
 垂直統合経営による市場製品規格のほぼ無効化、反収アップによる効率化、ハネ品の有効活用
 全国に農地、人材のポートフォーリオを保有することによるリスク分散、繁忙期の人材アロケーション容易化
 好労働条件による生産性向上と従業員に対する明確なキャリアパス提示
 成長した自社プロフェッショナル社員の独立奨励、パートナーシップ拡大

【取り組んだ成果・効果】
 16/6期から19/6期における売上CAGR（年平均成長率）16.73% 。
 全国10県、14か所で事業を展開。地域の耕作放棄を未然に防ぎ、雇用創出に繋がると他35か所の自治体からも招請あり。
 農業を志す若者の毎年安定した入社。
 週刊ダイヤモンド上位掲載、経済産業省「はばたく中小企業300社」受賞、厚生労働省「働き方改革特設サイト」掲載、他。

SDGs達成を通じた取組

【茨城県】有限会社ワールドファーム ～儲かる農業で次世代の日本の農業の担い手を育成、輸入野菜の50万トン国産化を目指す～
企業情報

企業名 有限会社ワールドファーム

代表者 上野裕志
設立年 2000年
資本金 5,500万円
従業員 105名

本社所在地 茨城県つくば市谷田部3395-1
事業概要 農業生産及び食品加工
電話番号 029-839-0555

【貴社にとってのSDGsと、その展望】
 SDGsは日本にとって追い風。単に目標を達成するのではなく、どのような理念に基づき行動するかが大切です。日本には長年培われてきた歴史と文化があ
ります。

アグリビジネスユートピア
（同社HPより)



企業概要
 1976年設立以来、弊社は製品が流通する環境での衝撃や振動を緩和して、製品を保持する「緩衝材」
を開発することをモットーに、すべてのステークホルダーの皆様に 「驚き」と「感動」と「安心」を提供。

 1996年にフィリピンにﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ会社設立。アジア圏に進出する日系企業向けに梱包材事業を展開。国
内の梱包は医療機器が主であるが、海外は産業用が主となっている。

 社会的貢献を行うことを目的として、重大な災害等の発生時でも中核事業の継続や早期復旧を図るため、
2012年に事業継続管理システム（ISO22301）を取得。

【経緯・背景等】
 環境改善・社会貢献は経営上としても重要な活動の一つとして位置付けている。段ボールは使用後ゴミとして捨てられ
焼却されることでCO2を排出する負のイメージがある為、そのイメージをクリーンなイメージに変えたいと言う思いが経緯とし
てあり、CSR活動を通して、地域住民への恩返し、また従業員一人一人の環境に対する意識の向上を図る目的が背
景としてある。

【具体的な取組、製品・サービス】
 CO2の削減。
梱包材のダウンサイジング化、省資源化、積載効率のUP、トータル梱包材物流コストの効率化への取り組み。

 CO2の吸収、光合成を通じ酸素の排出を行い、水の浄化、海岸線の保護、渡り鳥の保護、海洋生物の多様性保護。
マングローブの植林活動の取り組み（フィリピン セブ島周辺の島々 2009年スタート継続中）

 CO2の削減、海洋生物の多様性保護。
卵の殻を使ったバイオマスプラスチック製品「プラシェル」の推進

【取り組んだ成果・効果】
 マングローブ植林活動については、2019年で10年目を迎え植林した本数は1,200万本/植林面積336ｈｒ（東京
ドーム71個分）を達成している。

 「プラシェル」については製品開発も進み幅広い分野に展開。現在企業３９社が「プラシェル」製品を導入、県も本取り
組みを後援し、普及促進中。

SDGs達成を通じた取組

【埼玉県】カネパッケージ株式会社 ～梱包技術によるコスト削減と環境ソリューションを連携させ、カーボンオフセットで社会に貢献～
企業情報

企業名 カネパッケージ株式会社

代表者 金坂 良一
設立年 1976年
資本金 5,000万円
従業員 1,100名（海外従業員含）

本社所在地 埼玉県入間市南峯1095-15
事業概要 各種緩衝材、設計・試験・製造・販売
電話番号 04-2936-3031

【貴社にとってのSDGsと、その展望】
企業の価値を向上させるだけでなく持続的な経済活動の創造、またステークホルダーからの評価を得る一番の取り組みです。

マングローブ植林の様子

代表取締役社長 金坂氏

プラシェル製品

本社
ＳＤＧｓ勉強会 三幸製作所

ＳＤＧｓ勉強会

「ISO22301」認証取得 （写真：同社提供資料）
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 明治元年創業、製販一貫のビジネスモデルを強みとするタオル製品製造メーカー。薬剤に
頼らない、環境と人に配慮した独自製法で商品に圧倒的な吸水性と肌へのやさしさを誇
る「１秒タオル」を開発。また、フェアトレードでの原料調達により、国内初となる日本製フェ
アトレードコットンタオルの製造・販売。

 自社の取組・経営資源を振り返るツールとしてSDGsを活用し、環境配慮経営を明確化。
地域や外部ステークホルダーとの連携、直営店での販売等を通して、「社会課題解決型
のものづくり」の普及を推進。

【東京都】ホットマン株式会社 ～SDGsを活⽤した内部組織⼒強化と新規協働機会の獲得～

企業概要 企業情報
企業名 ホットマン株式会社
代表者 代表取締役社長 坂本 将之
設立年 1951年(法人化) 従業員 405人
資本金 8,000万円
業種 繊維工業

本社所在地 東京都青梅市長淵5-251

事業概要
タオル製品全般・バスローブ・リゾートウェア・ベ
ビータオル・ベビー用品・寝具等、その他生活関
連繊維製品の製造販売

電話番号 0428-24-6500

ホットマン(株)
坂本代表取締役社長

 「タオル製品を通して一人でも多くのお客様の快適で心豊かな生活に貢献する」ことが経営理念。分業型の生産が一般的な国内タオル業界において、日本で
唯一すべての製造工程を自社で⾏える「一貫生産」と自社直営店で販売する「製販一貫」のしくみを構築。人・環境・地域に寄り添うものづくりによる他社と差
別化した未来志向の企業経営に取り組む。

フェアトレード１秒タオル

【経緯・背景等】

【取り組んだ成果・効果】

フェアトレード認証ラベル

SDGs達成を通じた取組

 自社の取組・経営資源を振り返るツールとしてSDGsを活用。これまでに取り組んできた工場排出ゴミの固形燃料化、ボイラー燃料の切り替えによるCO2排出
量削減等の「環境対応」や「本業のものづくり」とSDGsとの関係性を整理・⾒える化し、外部向けのコミュニケーションに役立てている。また従業員向けにも事業
とSDGsの関係を説明して理解を深めてもらい、モチベーションアップを図っている。

【具体的な取組、製品・サービス】

 直営店やメディアを通じてフェアトレード、SDGsの発信と普及を⾏うと共に、地元学校の工場⾒学、職場体験やインターンシップ、各種取材や講演等も積極
的に受け入れ、地域や若年層に対しても啓蒙活動を実施。

 自社での一貫生産の強みを活かし、セネガル産コットンを使用した国内初の日本製フェアトレードコットンタオル（国際フェアトレード認証取得）を生産。弱い
立場にあるコットン生産者の生活を守ると共に、サステナブルな社会の実現に貢献。また、フェアトレードによる原料調達に留まらず、安心・安全で圧倒的な吸
水性を誇る「１秒タオル」品質での生産を通じて、商品の付加価値を⾼める。

 社会課題解決型の⾼付加価値製品による企業認知度の向上、SDGsを活用した自社経営の振り返りを通じた内部組織⼒強化。
 持続可能な調達に関心の⾼い企業等との新規取引の増加、新たな協働機会の獲得 等。

フェアトレード推進POP

【貴社にとってのSDGsと、その展望】
 SDGsへの取組姿勢が企業の評価や顧客の購買⾏動を左右するようになり、企業のブランド価値を向上させ、新規市場開拓に繋がるものになってきてい
ます。SDGsへの取組を社会課題の解決だけでなく企業戦略の入り口と捉え、社員の誇りに繋げると共に改めて自社の強みを発揮する機会としていきます。

URL：https://hotman.co.jp/hotmansdgs

 タオルの原材料である綿花の取引において、先進国に有利で不平等な取引を余儀なくされている開発途上国が存在することを知り、 この問題を解決してサス
テナブルな世界を実現する手段の一つであるフェアトレードに賛同して取り組む。

https://hotman.co.jp/hotmansdgs


● 2012年創業、人と地球の持続可能性の追求を経営理念として掲げる企業。ザンビアでの社会・環境課
題解決のために、バナナペーパー（商品名：ワンプラネット・ペーパー®）事業を行なっている。加えて、
本業であったサステナビリティをテーマとしたコンサルティング、SDGs取り組み視察・研修ツアー（スウェーデ
ン、ザンビア）の事業も展開。

● 世界の共通言語であるSDGsへの取組を通じて、日本とアフリカのパートナーシップづくりを実現している。

【東京都】株式会社ワンプラネット・カフェ ～SDGsすべてに貢献するバナナペーパーを生産・販売～

企業概要 企業情報
企業名 株式会社 ワンプラネット・カフェ
代表者 代表取締役社長 エクベリ 聡子
設立年 2012年 従業員 20人
資本金 800万円
業種 製造業(パルプ・紙・紙加工品製造業)

本社所在地 東京都港区芝公園2-11-13 レック芝公園1101
号

事業概要 バナナペーパーの生産・販売、コンサルティング、視
察・研修ツアー

電話番号 03-5776-6228
(株)ワンプラネット・カフェ
エクベリ聡子代表取締役社長

■ 貧困問題が深刻なザンビアで、人々の教育支援、職業スキル研修を行いながら、より直接的に雇用を生み出す事業を探している中で、廃棄されているバナナ
の繊維から紙を作ることができることを知る。もともとの本業とは異なる領域の事業であったが、日本の名刺メーカーと協力し、バナナペーパーの生産・販売を開
始。毎年切られて廃棄されるバナナの茎の繊維を木材の代替材として用いることで資源を有効活用し、ものづくりを通じた生態系保全に貢献している。SDGs
が自社の企業経営・ビジネスと親和性が高く、SDGsへの貢献が商品価値を高めることにもつながるという考えから、SDGsを指標とした取り組みを強化。バナナ
ペーパーがSDGsすべてに貢献する商品としてアピールするなど、マーケティングにも活用している。

SDGsに貢献する
バナナペーパー工場

【経緯・背景等】

【取り組んだ成果・効果】
多くの企業に利用され
るバナナペーパー名刺

SDGs達成を通じた取組

【具体的な取組、製品・サービス】
■ ザンビアで、オーガニックバナナ農家から廃棄される茎を買い取り、バナナペーパー工場で雇用を生み出しながら、繊維を絞り乾かす。その後、繊維を日本の福
井に送り、越前和紙の技術を活用し、少ないエネルギーや水で紙を生産している（和紙の伝統技術の継承にも貢献）。日本の印刷会社や紙製品メーカー
と共に協議会を立ち上げ、様々なバナナペーパー商品を開発。ザンビアでは、シングルマザーなどの社会的弱者の雇用にも力を入れている。その他、現地の子
どもの教育支援、ソーラーランプの普及、マラリア予防のための教育と蚊帳の設置、安全な水の提供などで、現地の暮らしを直接または間接的に支えている。ま
た現地では、貧困が野生動物の密猟や違法の森林伐採にもつながるため、その防止にも役立っている。

■ バナナペーパーは日本初のフェアトレード認証の紙である。フェアトレード商品等を取り扱うオンラインショップも展開し、消費者に対してエシカル消費を提案して
いる。

■ 企業向けのSDGsをテーマにした講演・ワークショップ、コンサルティング、ザンビアやSDGs先進国スウェーデン視察ツアーなども実施。自社の本業を通じてSDGs
達成に取り組むとともに、国内外の企業に向けてSDGsの普及促進にも取り組んでいる。

■ バナナペーパーを推進する「ワンプラネット・ペーパー協議会」（参加企業21社 - R2.04月現在）のメンバー企業と共に、バナナペーパー製の名刺、証書、ノ
ベルティなど、幅広い製品を開発。これらの製品はSDGsに関心のある多くの企業で採用。バナナペーパーは、SDGsに貢献する商品として、高校の教科書や
各種メディアに取り上げられ注目される。

視察ツアーの様子

【貴社にとってのSDGsと、その展望】
■ SDGsの2030年にむけて、社会や市民が企業に望むことも変わりつつあり、今後さらに加速すると考えられる。事業を通じてSDGsに取り組むことは、同じ価値
観を共有する企業同士や消費者とのパートナーシップが生まれ、より良い社会づくりと事業発展を両立させると確信している。今後さらにパートナーの輪を広げ、
SDGsへの貢献度合いを高めていきたい。

URL：http://oneplanetcafe.com/paper/

http://oneplanetcafe.com/paper/


 1951年創業以来、⼀貫して特殊発泡体の専業メーカーとして着実な事業を⾏う。1960年代よ
り化粧品⽤スポンジの材料を天然ゴムから合成ゴムに置き換える事に成功、品質向上に繋がり世
界のトップシェア企業として認知されるに⾄る。

 化粧品⽤市場で培ったノウハウを応⽤し、⾃動⾞部品・建材・⾳響機器等への参⼊に成功。ワー
ルドワイドな成⻑を続けている。

 2019年よりSDGsを社のビジネスモデルと同期させ、雪ヶ⾕サステナブルチャレンジ2030を構築。
経済性と社会性の両⽴を⽬指す先進企業としてメディア露出も増加している。

【東京都】雪ヶ⾕化学⼯業株式会社 〜「 B to B to The Future 」のビジョンの元、サステナブル経営に成功、世界へ⾶躍する企業へ〜

企業概要 企業情報
企業名 雪ヶ⾕化学⼯業株式会社
代表者 代表取締役社⻑ 坂本 昇
設⽴年 1951年 従業員 76⼈
資本⾦ 1,000万円
業種 ゴム製品製造業

本社所在地 東京都品川区東⼤井5－12－10

事業概要 特殊発泡体の製造及び販売
化粧品⽤具の製造及び販売

電話番号 03－6718－4401

雪ヶ⾕化学⼯業株式会社
坂本代表取締役社⻑

 天然ゴムを⽤いた産業⽤素材メーカーとして創業。天然ゴム由来の製品における品質の課題から⽯油由来の合成ゴムを開発、
ユーザビリティに則した商品を展開したことより世界的トップシェア企業として成功を収める。しかしながら昨今の脱⽯油等の社会的
ニーズの⾼まりから、次なる変⾰への課題を感じていたところ、2019年SDGsの概念に共感、⾃社事業を同期させることで新たな
製品開発・社内でのSDGs活動が加速的に進むに⾄る。

【経緯・背景等】

【取り組んだ成果・効果】

SDGs達成を通じた取組

【具体的な取組、製品・サービス】

 社員が主体となり進めるSDGsに関する勉強会・ワークショップを実施。このワークショップの中で⽣まれたビジョンが「B to B to The Future
〜今からできることを、これからのために⼀歩ずつ」である。このビジョンに基づき、「雪ヶ⾕サステナブルチャレンジ2030」を策定。具体的な共通
KPIを設定し、各部から選出された若⼿社員のプロジェクトチームが中⼼となり定期的な会議を開催。バックキャスティングによる社内プロジェク
トメイキングを⾏っている。

 サステナブルスポンジシリーズの開発に成功。天然ゴム製品からアレルギー物質を取り除く⾰新的な技術を開発。さらに合成ゴムに
混合することにより⽯油由来原料を10〜90％の削減出来る素材として社会的な評価を得る。 SDGsに関わる課題として素材
の観点から環境保全へ繋げ、素材である天然ゴムの取引を⾏う環境に強制労働等に紐づかないかどうかの現地調査を⾏い、適
切な労働環境構築に寄与。さらにはフェアトレードの天然ゴム識別マーク作成や国内のフェアトレード品推進への取組を⾏っている。

【貴社にとってのSDGsと、その展望】
 SDGsによって獲得しうるものは社会の共有価値であり、企業にとっては収益の機会につながる重要な経営課題である。営利企業の活動を通じて社会

や環境をよくするヒントに溢れているSDGsにより、「（社員や取引先を含めた）すべての⼈が健康で幸せに、暮らしを楽しみ続けられるモノづく
り」企業として持続的成⻑を加速させていきたい。

同社のサステナブルスポンジシリーズ

SDGsプロジェクト会議の様⼦

URL: https://yukilon.co.jp/

 企業の姿勢そのものが企業価値向上に繋がり、顧客への商品訴求⼒が進む、また⼤⼿企業とのビジネス機会の広がりに繋げている。

 社員の意識・⾏動も変容。社員発案によるSDGsに基づいた新商品開発も進む。中⼩企業にSDGsを広めるべく積極的に情報発信を⾏っている結果としてメディア露出も増
え、外部からの注⽬が社員のモチベーションをさらに⾼める好循環を⽣んでいる。

 ⽬標として掲げる国内天然ゴム市場の100％フェアトレード化に向け⾏ったルールメイキングによる市場形成の取組である「フェアトレード天然ゴムマークの作成、普及」に関し、
すでに化粧品業界の取引先企業で使⽤され、使⽤予定企業が増加中。今後は取引先を超えたゴム業界への展開を⽬指す。



 明治14年（1881年）創業の横浜の老舗印刷メーカー。印刷を通じて社会貢献を
目指す「ソーシャルプリンティングカンパニー」として本業を通じたSDGs達成に取り組む。

 FSC森林認証紙やノンVOCインキ（石油系溶剤0％）の使用、針金を使わない製本
等、環境負荷低減に特化した「環境印刷」に取り組んでいる（平成27 年度地球温暖化防止
活動環境大臣表彰、第２回ジャパンSDGsアワード「SDGsパートナーシップ賞」（平成30年12月）を受賞）。

【神奈川県】株式会社大川印刷 ～SDGsを活用した地域中小企業による新たな需要開拓～

企業概要 企業情報
企業名 株式会社 大川印刷
代表者 代表取締役社長 大川 哲郎

設立年 1881年 従業員 41人
資本金 2,000万円
業種 印刷・同関連業

本社所在地 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2053

事業概要 企画・デザイン 制作・印刷
電話番号 045-812-1131

(株)大川印刷
大川代表取締役社長

 インターネット印刷等の新たなビジネスモデルの台頭により、印刷業界は価格競争が激化。継続してCSR・CSV活動に取り組んでいたが、社会
貢献・社会課題解決を通じて、企業の稼ぐ力の向上に結びつけるステージに移行していかなければならないという問題意識を持っていた。国連が
2015年に採択したSDGsは国内外の社会課題が整理されており、中小企業でも本業を通じてSDGsに取り組むことで、ビジネス機会の獲得に
繋がると考えた。

SDGsを忘れないメモ帳
（大川印刷の製品）

【経緯・背景等】

【取り組んだ成果・効果】
LED UV印刷機

SDGs達成を通じた取組

 社会貢献型の印刷サービスとして、印刷用インキはノンVOCインキ（石油系溶剤0％）、印刷紙は違法伐採による紙でないことを証明する
FSC森林認証紙を使用することで、環境や人の身体にも優しい「環境印刷」を行い、高付加価値・適正価格でサービスを提供。

【具体的な取組、製品・サービス】

 「SDGsを忘れないメモ帳」 (SDGsの17のゴールを整理したメモパッド) 、 「セパレートエコカレンダー」 (白内障・色弱者の方にも読みやすい卓上
カレンダー)等のSDGsを意識した新製品開発も実施。市民団体と連携し、日本に在留している外国人ニーズに応えるための日本初の4か国語
版お薬手帳を開発し、大使館等から注目され、販売に結びついている（BtoC販売も新たに実施）。

 SDGsのゴールに合わせて自社の取組を棚卸し（マッピング）したうえで、経営計画にSDGsの要素を反映。更に、従業員から関心のある
SDGsのターゲットと関連する新規プロジェクトを募集してプロジェクトチームを立ち上げるなど、ボトムアップ型で目標達成に向けた活動を推進し、
全社員向けの「人財」育成にもSDGsを活用。

 持続可能な調達に関心の高い大手企業、外資系企業、団体、大使館等との新規取引増加、売上増加。
 SDGsを旗印とした内部組織力強化（職場環境改善、社員のモチベーションアップ）と外部ステークホルダーとの連携強化を実現。

毎週オープンファクトリーも
開催している

【貴社にとってのSDGsと、その展望】
 新型コロナウイルスはSDGｓの本質的意義を問い直すものと捉え、 自社にとってSDGｓをビジネスとして取り組む「取り組み方」そのものの見直しを実施、より貢献を
広め、深めていく。環境印刷の効果（CO2削減量など）の見える化、印刷業界初の「ゼロカーボンプリント」の更なる推進を通じて顧客におけるスコープ3の削減
（温室効果ガスの間接排出量の削減）をビジネスモデルとして確立させ、2030年までに自社のスコープ3を含めたCO2のゼロ化を図っていく。

URL：https://www.ohkawa-inc.co.jp/tag/sdgs/

https://www.ohkawa-inc.co.jp/tag/sdgs/


・LPガスをメイン事業とした総合エネルギー会社。
・LPガス事業以外には、新電⼒・空調・リフォーム・宅配⽔・太陽光等の取扱いあり。
・事業所は静岡県を中⼼に15拠点。（愛知県豊川市〜静岡県下⽥市）
・2016年に災害に強い会社として、レジリエンス認証をガス業界で初めて取得。
・近年では、地元企業様と連携し成果に繋がる戦略的SDGs活動に注⼒している

【静岡県】エネジン株式会社 〜「⼈とエネルギーの未来を創造する」という創業時の理念がSDGｓの取り組みへ繋がる〜
企業概要

企業情報
企業名 エネジン株式会社
代表者 代表取締役社⻑ 藤⽥ 源右衛⾨
設⽴年 2004年 従業

員 212⼈
資本⾦ 9,000万円
業種 燃料⼩売業

本社所在
地 静岡県浜松市中区⾼林5-6-31

事業概要 LPガス、ガス機器等の販売

電話番号 053-471-1414
エネジン(株)

代表取締役社⻑ 藤⽥⽒

LPガスは、災害に強いと⾔われているが、⼀般の⽅からの認知度は低い。また、ガスの性質⾃体は変わらないため、商品で差別化ができず、
価格競争に巻き込まれていた。そのような中、利益率の低下、新規顧客数の伸び悩み等の経営の⾯での課題感に加え、社員のモチベー
ションの向上等社内マネジメントにも悩みを抱えていた。
そこで、原点回帰し地域密着型の企業にとって、お客様とは誰であるかと考えた時、お客様＝「地域」「地元」ということを改めて意識したこと
から、地域のお客様の課題を解決し、信頼関係を築くことで、価格以外での⾃社要素による顧客取得に繋げることに成功した。さらに、地
域貢献に使命感を持ち、地域課題解決に真摯に取組む社員も増加している。そのような背景から、⾃社だけにとどまらず地元企業との横の
繋がりを重視し、「アライアンス」という形での連携を取りながら地域課題の解決、かつ着実に⾃社の利益に繋げていく戦略的SDGs活動を
推進していくことになった。

【経緯・背景等】

【取り組んだ成果・効果】

SDGs達成を通じた取組

 県内の幼稚園・こども園に通う園児を対象とした、⾷べたいパンの絵を描いてもらう「パンの絵コンテスト」を実施し、2021年には648作品
が応募。実際に選ばれた作品はアライアンス企業にて商品化され店頭にて販売。また、地元⾼校の授業の⼀環として、様々な地元企業
へ訪問するカリキュラムを実施。企業にとってもブランディング向上に繋がっている。

【具体的な取組、製品・サービス】

 ⼤⼿地元薬局の薬剤師、及び地元病院の理学療法⼠、ケアマネジャーと共同にて企画を⾏う⾼齢者向け健康セミナーを定期開催。
地域の皆様の健康増進に努めると共に地域住⺠との信頼関係の構築、強化に繋げている。

 2012年からの10年間において、500回以上TV、新聞等のメディアに取り上げられ、⾃社の社会的認知度の向上に繋がった。
 LPガス業界の顧客契約件数が低迷している中、新規顧客契約件数が７年連続増加している。

【貴社にとってのSDGsと、その展望】
 SDGｓは弊社と地域社会を繋ぐ架け橋であり、他社との差別化の根幹となるものである。

URL︓www.enegene.co.jp

 企業が本業を活かしながらSDGs推進に取り組むための⽀援サービスを開始。異業種との連携が多く、SDGsの取組を通じて新規顧客の
開拓など本業強化に繋げていることから、視察ツアーで⾃社の取組の現場を紹介するほか、企画⽅法などについても個別のコンサルティン
グを実施。「エネジン流SDGs⽅程式」を売り込んでいく。
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