
登録企業等一覧

登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

県内のオーガニックに取り組む生産者および食品メーカー、小売り流通企業と、オーガニック事業について
の設計および商品開発についての協業支援、およびマッチング提案

新規にオーガニックに取り組みたい新規就農希望者の育成プロジェクトの創出(オーガニックの学校の設立)
県内のソーラーシェアリングに取り組む農業生産法人との事業連携および実需者とのマッチング
耕作放棄地のオーガニックによる再生に取り組む事業者の連携支援

農水省のオーガニックビレッジ宣言を志向したい地域行政・生産者・加工メーカー・学校給食事業者等の事
業推進サポート

地域づくりや環境保全活動

SDGs及びESDの理解促進
（環境パートナーシップちばとの連携）

他のSDGsパートナーとの連携による、環境・社会・経済の統合的向上促進

Ex.地球温暖化とごみ／地球温暖化と食／地球温暖化とSDGs 等々

他団体（得意分野）との連携によるSDGs複数目標の同時達成・寄与促進
県内・遠距離団体とのオンライン共催講座による、啓発活動の拡大・普及

4 船橋商工会議所 船橋市 ―

再資源化を行っている企業と連携し、資源の有効活用をより深化させる

新規就農者、特に若い人達との情報交換を行い、連携して地産地消を目指し、マーケットの開拓や経済的に
自立できる農家を推進する

当社で取り扱い可能な環境配慮型商品の情報提供、共同開発

重機、大型ダンプの脱炭素に向けた取り組み

当社の各種活動(自然災害への備え・セミナー・イベント等)を希望される企業へ提供

2 NPO法人とんぼエコオフィス 鎌ケ谷市

3 アースドクターふなばし 船橋市

1
一般社団法人 ジャパン・オーガニック・コンソーシア
ム

富里市

7 有限会社花島建材 八千代市

5 株式会社カンナ 市原市

6 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 千葉市

https://www.japanorganicconsortium.com/
http://genki365.net/gnkf03/mypage/index.php?gid=G0000155
http://www.kanna-k.com/
https://www.aioinissaydowa.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

地元の太陽光製造会社との業務提携

学校や幼稚園、保育園の先生への金銭教育、お金回りの相談窓口として使ってもらいたい

企業様の入社研修の一環（入社時に限らず随時開催でも構いません）で、個別金融相談担当にして頂いた
り、複数人集めた金融セミナーのお時間を頂きたい

地域に依存（地元）する目標となる人材の確保

社員向けにSDGsやダイバーシティについてセミナーを実施する企業の募集

既存免許取得者に対する再教育

安衛法講習等新規事業
ドローン講習

メーカー・消費者に対する廃棄削減に向けての情報発信

障がい者が安全に働くことができる各種設備・装置の開発
浄化槽及び浄化槽維持管理技術の輸出

弊社充電システムの設置にご協力、呼応して頂ける集合住宅管理組合、行政施設管理担当者などのユー
ザー様の募集

弊社充電システムの販売、保守などを請け負って頂けるパートナー様の募集

14 株式会社センエー 千葉市 ―

資源を有効活用した建築材料を紹介して頂き、施工時に使用する。

他社で実践しているSDGsの取組みを取り入れる。

介護旅行を一緒に行ってくれる企業

社員向けにSDGsについてセミナーや研修を行ってくれる企業や団体の募集

弊社バイオディーゼル燃料、またはバイオ助燃材を採用してくれる企業の開拓

地域材及び合法木材の供給元の獲得

9 株式会社国際情報ネット 柏市

10 株式会社大佐和自動車教習所 富津市

8 株式会社SFIDA 船橋市

16 株式会社エルダーテイメント・ジャパン 千葉市

17 大金興業株式会社 千葉市

13 株式会社セイエイドーKVSコーポレーション 船橋市 船橋市以外の市区町村を紹介して欲しい

15 進和建設株式会社 市原市

11 ビジネス環境整備株式会社 銚子市

12 株式会社船橋総行 船橋市

http://www.kjn-c.co.jp/
https://chiba-sec.com/
http://ninonet.co.jp/nhp/funabashi_s/evrotary.html
https://seieido.com/
https://www.daikin-i.com/
https://scubadivingcompany.1web.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

海岸や砂浜のクリーンアップ

海洋生物の保護
水質汚染の予防
高濃度の酸素を使用して身体を動かすことでの新陳代謝による健康管理

・働きがいのある職場環境を作り、若手・女性・障害者雇用の促進を実践する

・ISO14001を維持し、ボランティア活動に積極的に参加をして環境問題の認識を高める

他のちばSDGsパートナーのプレスリリース等を取り上げたい

千葉を発信源としたSDGs関連ニュースの取材

他自治体・企業等とのSDGs 推進に関る課題共有に関すること。

地方創生SDGs の推進に関すること。

25 有限会社ライフクリーン 柏市 ―

公共施設や企業、学校などに誰もが給水できる給水スポットを設置しマイボトルへの給水を呼びかける

環境に関する情報開示に先進的に取り組まれている企業と連携し、アドバイス頂きたい

22 株式会社新倉 鴨川市 ちばの地域資源の原料供給や新商品開発への取組み

23 松戸市 松戸市

20 市原市

21 さとわ社会保険労務士事務所 習志野市 働き方改革を推進する企業に対する労務相談や、 人事労務・ハラスメント セミナーの開催

18 スクーバダイビングカンパニー 八千代市

19 有限会社ステアリスト 千葉市

合同会社クリクロ 千葉ベース

27 株式会社拓匠開発 千葉市 地域活性を目的としたパートナーとイベントの企画運営

28 合同会社WOULD 南房総市 地域未利用資源を活用した新商品の流通先の獲得

24 アスカ自動車工業株式会社 千葉市 自動車の定期点検、車検等を行うことにより燃費の良い社用車を維持したい。

26 ウォータースタンド株式会社 千葉市

https://scubadivingcompany.1web.jp/
http://www.setubi.com/
https://twitter.com/something_sdgs
http://www.sr-satowa.jp/
https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/keikaku-kousou/sdgs/index.html
https://waterstand.co.jp/bottlefreeproject/
https://www.awashirahama.com/nagao/company/sdgs.html
http://www.narikoh.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

早生桐育成事業の拡大

早生桐の建材としての加工流通先の獲得、活用方法の研究
刈草を原料とするメタン発酵ガス発電プラント（小規模試行）の設計・施工

30 有限会社綿文ストアー 千葉市 ―

地産地消を進め出来るだけ地元で消費されるような持続可能なメニュー作りに努める。

地元のイベントやお祭り等を後援、参加するなど地域貢献活動する。
高齢者の再雇用制度を就業規則に定めて行う。

製造部材の脱炭素製品を地元から調達したい。

電力貯蔵試験装置「でんまる君」を地元企業で推進したい。

『子ども虐待防止策イベント』を県が後援

児童虐待推進強化月間の11月に毎年このイベントを県の予算で実現
経済団体に所属する大企業内でこのイベントの開催の促進を千葉県が支援
『子ども虐待防止策イベント in 千葉県議会』の開催を議員と役人で実現

36 株式会社安田商会 神崎町 ―

自治体及び病院等に対する中古コンテナを活用した空地・空家他への防災備蓄倉庫・コロナ対策隔離病棟
の設置推進

各種情報通信技術を活用した自治体・企業等へのDXの推進

地元のボランティア団体の紹介をしていただき、連携し海ごみ回収を実施

日本全国に向けてこの度のSDGsへの取り組みを一緒にPRを行える企業

（BayFM様等、既にチバテレビ様とはお話をさせて頂き、今後の取り組みについて番組化する流れを作って
おります。）

29 株式会社ナリコー 成田市

31 松陰塾高根台校 船橋市
オリジナルで実施しているディスカッション講座への参加。・SDGs や社会的話題（例少子高齢化、環境問
題、地方移住）についてトークしてくれる企業または個人を募集。

37 コイケ・コンサルティング・グループ株式会社 市川市

38 株式会社小川工務店 柏市
地域材（八溝材）を仕入れる形が、弊社1社なので、これが何社か集まれば更に大きな力になるので、賛同さ
れる会社があれば有難く思います。

34 有限会社アイ・ディー・エス旭営業所 匝瑳市 資格取得や職業訓練での連携

35 今一生 市原市

32 株式会社山盛 千葉市

33 株式会社辰巳菱機八街開発工場 八街市

39 千葉市
株式会社ハピネス・アンド・ディ
ブランドショップハピネス

http://www.narikoh.co.jp/
http://www.yamamori-inc.co.jp/
http://con-isshow.blogspot.com/2021/12/7events-movie.html
https://yasudashokai.co.jp/
https://www.ogawa-bco.co.jp/
https://m-s-e.net/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

農作放棄地を活用したいと考えている方々との連携

防災目的でソーラーパネル、リチウムイオンバッテリーを活用したい、学びたい方との連携

日本の優れた商品、サービスを用いた授業を現地で行うことができます。

海外SDGsに興味のある企業、団体との連携を希望します。

放し飼い（平飼い）養鶏を行っている農家様

SDGsの観点から地元を盛り上げたいと思っている企業様

千葉県産のスギ圧縮材を使った家具の納品・流通先の獲得

デザインや活路の開拓
スギ丸太の提供元や林業者と物流やコスト等の問題解決
スポーツ、アパレル業界など異業種への展開

44 田杭建設株式会社 銚子市 ―

水性塗料・ハイソリッド塗料導入を推進するパートナーとの連携・技術課題の抽出と克服、ならびに低コスト
化の検討を進めたい。

様々な企業・団体等と「あおり運転」防止や「飲酒運転」撲滅について、積極的運動を進めていきたい。

サケの飼育をはじめ、蛍などの飼育を通して水環境の保全に取り組む社会教育団体や学校等と連携し、温
暖化や水環境の悪化の課題を共有しつつ、その解決に向けて取組む私たちの会や、睦沢町の子どもたちと
交流する場や機会としたい。また、子供たちを対象に、川の生き物調査を実施しているが、連携して実施した
い。

水質の浄化等に取り組む企業と連携し、瑞沢川をよりきれいな川にする取組に弾みをつけたい。

47 協和精工株式会社 柏営業所 柏市 ―

・2030年までのSDGsのゴール達成に向けて、衣類等のサステナブルな活用と、国内外の障がいがある方の
自立をサポートする挑戦を加速するため、「古着deワクチン」をOEM(委託)販売いただける通販・物販企業の
共創パートナーを募集しています。

・サステナブルなモノづくりの輪を広げるため、廃棄着物や帯を利用したアップサイクル生地素材『Kimono
Upcycle Cloth「ohariko」』を利用したモノづくりや、ハンドメイドユーザーに向けた流通・販売の面でご協力い
ただけるパートナー企業を募集しています。

49 株式会社わかまつKコーポレーション 船橋市 ―

43 有限会社大丸木工所 いすみ市

45 株式会社ナカムラ 横芝光町

41 NPO法人なかよし学園プロジェクト 松戸市

42 株式会社須田本店水郷のとりやさん 香取市

40 有限会社エムエスイー 千葉市

46 睦沢町

48 日本リユースシステム株式会社 木更津市

瑞沢川に鮭の稚魚を放流する会

https://m-s-e.net/
http://www.nakayoshigakuen.net/npo/index.html
https://www.suigo.co.jp/c/sdgs
http://www.daimaru-m.co.jp/
http://www.nakamura-paint.co.jp/
https://sites.google.com/view/sakenokai
https://instagram.com/sakenokai_official
http://www.nrscorp.jp/SDGs_torikumi.html
https://www.chibabank.co.jp/company/sustainability/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

SDGs に関するセミナーを開催する

他のパートナーに向けてSDGs の達成に資する融資を行う

アウトレット商品や端材の流通先、ご協力いただける広報先の獲得

ペットボトルキャップ回収や使用済み切手回収のご協力先の獲得

施設の特性上、全国からの集客となる施設である。また、MICEの招致も進めており、今後海外からの集客も
見込まれる。

千葉県には、海の幸や山の幸だけでなく、特に湾岸地域において優良企業も多数存在するなど、他の都道
府県には負けない”コンテンツ”を有している。

例えば、修学旅行や海外からの企業研修客に対し、近隣企業や学校と協働したオプションツアー（工場見学
や研究者とのディスカッションなど）を提供したり、農作物や海産物の収穫体験を組東京都内では体験でき
ない経験を提供するなどを考えており、このような取組に賛同いただけるような企業などを探しております。

また、レストランにおいて特産物を提供し、後日の購買につなげるなどのプレゼンテーションの場の提供も考
えております。（例えば、様々なしょうゆを常置し、実際に食してもらう、など）

3【すべての人に健康と福祉を】について、「健康寿命延伸」につながる、健康増進イベントを様々な企業の
方々と連携し広く県民の皆様に案内したい

11【住み続けられるまりづくりを】について「地方創生」につながる取組みを様々な企業とコラボして、「豊かな
まちづくり」に貢献したい

様々な産業廃棄物の、ゼロエミッション達成に向けた取り組み。

製造された廃棄物由来燃料の流通先の獲得。

伐採木を活用した商品の流通先の獲得

協力業者との連携強化
伐採依頼元の開拓

52 トーセイホテル＆セミナー幕張 習志野市

53 明治安田生命保険相互会社 千葉市

50 株式会社千葉銀行 千葉市

51 株式会社大功 松戸市

56 木こり商会 君津市

57 株式会社カワナ 鴨川市 11条BOD検査の促進を通じて県内の浄化槽の機能を維持し、水質保全に貢献する

54 丸源起業株式会社 横芝光町

55 千葉県信用保証協会 千葉市 県内中小企業の経営支援等

https://www.chibabank.co.jp/company/sustainability/
https://daikou-jp.com/
https://tosei-hotelseminar.co.jp/
https://www.meijiyasuda.co.jp/
https://www.chiba-cgc.or.jp/sdgs/
http://kikorishoukai.com/
https://rjshsdb.thebase.in/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

フェアトレードコーヒーなどの販売活動の外部出店の機会

フェアトレードコーヒーのドリップバッグの委託販売のお店獲得
学校・企業・NPOが連携したSDGsに向けた取り組みの実施

地元企業様で家具・インテリア・雑貨等の製造販売企業様との口座の開設

無店舗小売業を営むにあたり必需品である緩衝材や資材で、環境に配慮した素材での製造を行う企業様と
の商品開発

事業オペレーションにおける作業の委託や協力体制の構築

千葉センターで勤務する従業員がより安心して働けるための福利厚生等の取り組みを企画する企業との協
力

地元のスクラップ業者等と共有、連携する。

社員向けにSDGsやダイバーシティについてのセミナーを実施してくれる企業の募集。

66 株式会社日豊化学 東京都墨田区 ―

地域経済の活性に広くつながる取り組みの実行

地産地消の推進、子どもたちへの教育、ジェンダー格差の是正 など

堆肥を使った農業の促進

成田ファームランドでの合同イベントの開催

58 麗澤中学高等学校 柏市

59 株式会社ドーイチ 船橋市 県内SDGsの更なる普及啓発に繋がる活動

64 三水鐵工株式会社 山武市

65 田島コンサルタント事務所 四街道市 今はありませんが、好機が来れば連携も検討します。

62 株式会社トラーナ 千葉市

63 株式会社博信技建 船橋市 生産性向上の為の仕組みや、新しい技術の活用について

60 株式会社 エール・クリエート 千葉市
クリーン活動やリサイクル、生理用品寄付等の活動を企画 検討、もしくは実施している企業、団体、教育機
関・学校法人等の募集

61 株式会社ENICY 千葉市

69 株式会社イトーヨーカ堂
東京都千代田

区
イトーヨーカドーを拠点とした地域課題解決に向けた取り組みの推進を希望します。

67 そごう千葉店 千葉市

68 株式会社成田ファームランド 成田市

https://rjshsdb.thebase.in/
https://www.doichi.com/
https://www.yellcreate.co.jp/
https://torana.co.jp/sdgs/
http://www.nichihonet.co.jp/
https://www.7andi.com/sustainability/g_challenge.html
https://hide-g-kaitai.com/
https://www.itoyokado.co.jp/company/iycsr/action.html
https://www.keiyobank.co.jp/ir/csr/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

SDGsやダイバーシティ、人権等に係るセミナーやワークショップの実施

お客さまの環境保全や環境負荷低減の取り組み支援

RPF(石油・石炭の代替燃料)の製造を行っていることから、各社様より排出される廃棄物を原料とし、RPF製
造を行いたい。

廃プラスチック類を原料とし、固形化したものを水素やアンモニアを生成する会社へ納入している。例えば、
各社様から出された廃プラスチック類を弊社で固形化し、水素を生成する会社へ納入。その水素を排出者へ
戻し、水素カー等に活用頂くような環境循環ループを形成したい。(各企業とも、各市町村等とも行いたい)

72 株式会社共和通商 成田市 ―

2022年6月施行の「プラスチック資源循環促進法」に伴い、自社でリサイクルが取り組めない企業様とのコラ
ボレーション

再生資源（プラスチック材）を活用した新規商品の開発のコラボレーション

76 ネッツトヨタ東都株式会社 東京都葛飾区 ―

78 有限会社武井観光 千葉市 ―

脱炭素関連製品の獲得

社員向けにSDGsについてセミナーを実施してくれる企業の募集

71 株式会社丸幸 鎌ケ谷市

73 社会福祉法人末広会 すえひろ保育園 千葉市 子ども、子育てに関する支援

70 株式会社京葉銀行 千葉市

80 松戸市 様々な事情により、通院や生活が困難な方を在宅・介護サービスによる地域支援

81 株式会社ノース 佐倉市

77 第一サッシ工業株式会社 千葉市 安全性、品質性を重視した新型アルミ門扉の流通先の獲得

79 市川市 様々な事情により、通院や生活が困難な方を在宅・介護サービスによる地域支援

74 三陽警備株式会社 千葉市 環境：美化活動(ごみ拾い等)の連携

75 株式会社セイコーインターナショナル 千葉市

有限会社ユウセイ
すずらん薬局

有限会社ユウセイ
梨香台薬局

https://www.keiyobank.co.jp/ir/csr/
http://www.marukoh.com/
http://www.suehirohoikuen.or.jp/
https://www.seiko-intl.com/company/sdgs.html
https://www.netz-toto.com/
http://www.build-h.com/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

地元で栽培する野菜や果物および食肉や魚介 等の食材を使用することにより、地域活性化に貢献し、長距
離輸送等による二酸化炭素排出量を削減する取組みに貢献する ほか、 結婚式場でやむなく廃棄される生
花 等を配送業者等と 協同し、福祉施設等に届け、活用することに貢献する計画を実行していく。

上記取組内容を実現するため、地元の野菜や果物 の栽培業者、地元産を扱う 食肉・魚介卸売業者等、地
元を配送地域とする配送業者等と連携を希望する

他のパートナーと連携して再開発案件に取り組みをする

他のパートナーと連携して不動産テックを活用した新たな住宅関連事業の取り組みをする

86 SMBC日興証券株式会社 千葉市 ―

環境に配慮した製品作りの高品質、高信頼の製品の基盤技術を支え、高度な技術の開発と革新に取り組み
を提供できる企業の獲得

脱炭素社会の実現を必要としている企業との連携

地元石材を使った新商品の開発

キャリア教育の一環としての出前授業の募集
地域行事の実施
社員向けセミナー等の募集など

安全運行に関わる新技術の開発や改良、導入に関する協力

社員向けにSDGsやキャリアアップに関するセミナーを実施してくれる企業の募集

87 松田紙業有限会社 野田市

88 有限会社誠石材工業 松戸市

84 東方地所株式会社 千葉市

85 朝生林業株式会社 市原市 天然資材でできた竹簾や、残材から作られる肥料の流通先

82 有限会社ビルドホームテック 香取市
森林の保全の取り組みを促進したい。森林減少を阻止し、劣化した森林を回復、新規植林及び再植林の勉
強会や活動の機会があれば参加したい。

83 株式会社C・B・H 柏市

89 株式会社コスモスバス 船橋市

90 ちばぎん保証株式会社 千葉市 母体行と連携した課題

http://www.build-h.com/
http://kosumosu-bus.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

千葉県内企業の廃プラスチックを原料化した後の流通先の獲得。

千葉県内企業による廃棄物リサイクルループの構築。
社員向けにSDGsについてセミナーを実施してくれる企業の募集。
交通事故や作業事故防止するための県内企業による改善に向けた情報の共有。

92 TRESOR CHIBA 千葉市 ―

SDGsに取り組む中小企業等への支援、マッチング

SDGs推進のための施策・活動等の意見・情報交換

学校（小学校・中学校・高校）への出前授業の実施

地産地消の食材メーカー、農業、漁業従事者の応援企画・ジョイント企画実施
千葉県・各市町村主催の「身近なところから始めるSDGs講演会」の講師。
千葉県内企業での社員向け「身近なところから始めるSDGs講演会」の講師。

地産地消の推進

廃棄物のリサイクル→農作物の肥料化→仕入れ先としてといったサイクル作り
地域、コミュニティーとの繋がりを更に強化し、より住み続けられるまちづくりに参加する
働きがいのある企業づくりとして留学生や外国人労働者を受け入れる

97 株式会社新松戸造園 松戸市 ―
98 NKコンサルティング株式会社 市川市 ―
99 有限会社小櫃清掃社 君津市 ―

スーパーマーケットや複合施設などで障害のある子とご家族が落ち着いて買い物ができるような環境作りを
したい

障害児育児への相談事業実施に向け市との連携を希望します

94 食と健康のアドバイザー ハッピーアイランド 野田市

95 株式会社トポスエンタープライズ 千葉市
千葉県内の物流会社とどのようなSDGs活動に取り組んでいるのか情報交換し、連携できる活動があれば連
携してみたい

91 株式会社ヤマウチ 船橋市

93 株式会社千葉興業銀行 千葉市

101 経営改善研究所 浦安市 自らの技術革新により生産性向上に取り組みたい中小製造業者を紹介してほしい。

96 ホテルスプリングス幕張 千葉市

100
一般社団法人 発達障がい育児母親サポートネット
ワーク

千葉市

https://www.chibakogyo-bank.co.jp/toushi/ir/disc.html
https://www.topos-jp.com/
https://shinmatsudo-zouen.com/
http://www.ask-gp.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

少子高齢化等の社会インフラが抱える課題解決のため、情報人材サービスを通じた雇用創出と拡大に加
え、新たな技術も積極的に取り入れたい。

当社の地域応援企業情報ポータルサイト「トレナビ」も通じながら、他業種とのマッチング・連携により地域社
会にソリューションを提供したい。

104 合同会社ここから 市川市 ―

107 株式会社天野さく泉建総 船橋市 ―

民間工事や下請工事の新規顧客の獲得

建設工事の協力業者の獲得
環境に配慮した資材や機械・機器等の情報交換

103 有限会社兼松 千葉市 断熱素材の提携

105 株式会社協同工芸社 千葉市 端材を活かした製品開発、ワークショップに共に取り組める企業

102 株式会社アスク 君津市

109 関東機工建設株式会社 成田市

106 千葉県室内装飾事業協同組合 千葉市 社会貢献 児童施設、介護施設等々の内装装飾施工のボランティア活動等々

108 株式会社Spelldata
東京都千代田

区
Web高速化サービスによって、システムの消費電力を削減し、環境に優しいWebサイトを構築することができ
るので、他のちばSDGsパートナーの取り組み（環境）に貢献できます。

http://www.ask-gp.co.jp/
http://kyodokogei.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

111
国際ロータリー第2790地区 2022-23年度奉仕プロ
ジェクト統括委員会

千葉市 ―

ゴム印や名刺印刷業務発注先の獲得

障がい者育成のために、ビジネスセミナー等を実施していただける企業等の募集

113 SOUセレモニー株式会社 千葉市 ―

116 株式会社 グッドパートナーズ 千葉市 ―

企業向けBCPセミナーを連携して開催したい。

その他当社が行う各種取組みに賛同いただいたパートナーと連携した取組み。

県内商工会議所、金融機関を通じ、中小企業向け「SDGs ビジネスセミナー」を開催、事例などを紹介

県内大学などを通じ、在日外国人留学生支援サービス「SASAEAO（支え合おう）」を案内、普及

119 大和電機株式会社 我孫子市 ―
120 軒先珈琲 千葉市 ―

防災意識の向上 ～ 防災・環境教育の推進

寄付文化の醸成
まちづくり人財（オーナーシップ意識）の育成
キャリア形成支援、キャリア教育支援

消費者市民社会に向けた学習会や講演会の開催など

地域課題解決に向けた各団体の取り組みの情報共有など

112 ちばぎんハートフル株式会社 千葉市

115 エスオーユーホールディングス株式会社 千葉市 地元生産者を主とした食材、花材、返礼品等の仕入れ先獲得

110 千葉市 ―
株式会社モトーレンレピオ
京葉BMW、MINI部門

123 有限会社椎名洋ラン園 旭市 当社で花育事業を実施。同取組についても周知する中で賛同いただける企業との連携を希望する。

124 千葉県生活協同組合連合会 千葉市

121 銚子円卓会議 銚子市

122 鈴木建設株式会社 旭市 SDGsを推進するための施工現場での具体的な取組み事例の共有化

117 損害保険ジャパン株式会社 千葉市

118 株式会社アジアブリッジパートナーズ 千葉市

http://www.chibagin-heartful.co.jp/
https://www.abp2020.co.jp/
http://choshientaku.com/
http://www.chiba-kenren.jp/
https://www.dai-ichi-life-hd.com/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

SDGsを推進する企業との情報交換および企業課題解決への情報支援

当社のSDGs活動の普及（「健康第一」アプリ案内、ハザードマップお届け）

プラスティック容器、包装資材を環境に配慮した容器・包装資材に切り替える際に安価で品質の優れたもの
を提案して頂ける取引先との提携

安全で品質の優れた製品、原料供給先との提携

食育活動(酪農体験)をより充実させるための企業との連携

より環境に配慮した包材を取り扱う企業との連携

CSRを取組みたい企業の募集

CSRの取組を推進する研修会やセミナーを開催していただける企業や団体の募集

他のパートナーに向けて「防災・減災」にかかる商品を提供

SDGsに関するセミナーの参加

130 株式会社マジマ生コン 市川市 ―

生活困窮者の葬儀相談窓口先に、安価で公平な製品を活用した葬儀の案内。

社員向けにSDGsやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる企業の募集。

地元企業との取引、開発、人材交流を図りたい。

在庫品の販売先、譲渡先のネットワークがあると廃棄ロスにならないか。

136 株式会社 共同テクノ 千葉市 ―
137 若葉土の会 千葉市 ―

129 東方エージェンシー株式会社 千葉市

131 株式会社アルガルバイオ 柏市 健康、食料、環境の分野における、微細藻類を用いた持続可能なソリューションの提供。

127 千葉北部酪農農業協同組合 八千代市

128 社会福祉法人八街市社会福祉協議会 八街市

125 第一生命保険株式会社 成田支社 成田市

126 ハイム化粧品株式会社 松戸市

134 河村商事株式会社 京葉印西古紙センター 印西市
スーパーなどの空きスペースなどに、古紙のリサイクルステーションの設置することにより、より多くの方に紙
のリサイクル活動に参加して頂きたいです。

135 新柏倉庫株式会社 柏市 社員向けにSDGsやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる企業の募集

132 株式会社クレア 千葉市

133 オネストクリーンサービス株式会社 千葉市

https://www.dai-ichi-life-hd.com/
https://www.heim-cosmetic.com/
https://www.yachimata-shakyo.or.jp/
https://algalbio.co.jp/
https://www.onesuto.co.jp/
http://www.kawamurashoji.jp/
https://shinkashiwa-soko.co.jp/
https://www.kd-techno.jp/
http://daiden-tec.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

同じ業種（電気通信工事業）企業との情報共有

SDGsの具体的な取り組み例の共有化

千葉県産の農産物を使用した新商品の開発にあたる提供農家の獲得

安心安全で美味しい食を提供する食育の場を提供できる企業の募集

警備服（ポリエステル100%）の繊維リサイクル業者

警備業向けDX 関連の紹介をしてくれる企業
外国人、生活困窮者、生活保護受給者等、就労困難者の就労支援企業
女性活躍、ハラスメント撲滅等の社員向けセミナーの実施企業

クリーンエネルギーの推進

企業の健康経営の推進
BCP推進
MaaS構築

地域でのSDGsイベントや企画、ワークショップの開催

地元企業のSDGs推進宣言支援、実践伴走

143 ダイハツ千葉販売株式会社 千葉市 ―

子ども食堂活動・食料品の地産地消・リサイクル

障がいについての啓発・教育
平和イベント開催
障がい者の雇用促進に積極的な企業開拓
パソコンやソフト開発による格差解消

146 株式会社関宿急便 野田市 ―

廃棄物のリサイクル連携

SDGsに知見・理解を深めるための交流会の 参画

138 株式会社大電テクニカ 香取市

139 株式会社ピーターパン 船橋市

145 株式会社常磐植物化学研究所 佐倉市 工場におけるCO 2 削減に関わる技術・サービスの導入

147 建装工業株式会社 市川市

142 サスティナブルアカデミー 船橋市

144 にじ合同会社 鎌ケ谷市

140 東葉警備保障株式会社 柏市

141 東京海上日動火災保険株式会社 千葉支店 千葉市

http://daiden-tec.co.jp/
https://www.tokiomarinehd.com/sustainability/
https://susaca.com/
https://www.daihatsu-chiba.co.jp/Company/sdgs
https://www.tokiwaph.co.jp/sdgs/
https://www.choshi-shinkin.co.jp/kigyo/sdgs.html


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

 SDGsに取り組む中小企業等への支援

 県内に事務所を置く企業等へのSDGsの普及啓発
 SDGs推進のための施策・活動等の意見交換・情報共有

149 株式会社友愛メディカル 松戸市 ―

地元企業の取り組みへの情報収集

共生社会への取り組みに当たっての情報交換

国際理解を進める団体と連携し、地域の多文化共生推進

途上国への展開を考えている企業と共に現地の課題解決
グローバル人材（JICA海外協力隊経験者等）の紹介等、国際協力/理解のことであれば幅広く連携希望

経済活動を行われる皆様へのご支援（適切な保険商品やサービスの提供、SDGsの啓発活動、健康経営認
証取得支援、BCP策定支援等）

防災や安全運転等に資する取組み

156 株式会社総武 千葉市 ―

SDGsに関して、特に環境経営に対しての勉強会の共同開催（社員対象）

ZEHに関しての技術共有 （特にリノベーションでのZEH化）

153 独立行政法人国際協力機構（JICA）千葉デスク 千葉市

154 株式会社昭栄美術ベイスタジオ 市川市
木くずやプラスチックゴミ、社内ユニフォームなどを、リサイクルして有効利用することができる仕組み（今も
社内で様々取り組んでいますが、より良い仕組みがあれば取り入れていきたいです）

151 千葉土建一般労働組合市原支部 市原市 防災・減災について地域の企業や団体とつながり強靭（レジリエント）なまちづくりをめざす

152 有限会社四季コーポレーション 千葉市  再生プラスチックを利用した感染性廃棄物回収容器の普及に努めます。

148 銚子信用金庫 銚子市

150 社会福祉法人清輝会 千葉市

158 株式会社大隅工業 千葉市 美しい海や河川を守るために、当社と共に海岸土木工事を行うことが可能な企業の紹介。

155 東京海上日動火災保険株式会社京葉支店 船橋市

157 株式会社フォレストホーム 木更津市

https://www.choshi-shinkin.co.jp/kigyo/sdgs.html
https://www.jica.go.jp/activities/index.html
https://www.shoei-bijutsu.co.jp/
https://www.tokiomarinehd.com/sustainability/
https://k-osumi.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

エネルギーの安定供給のための配送業務の効率化

会員向けにSDGsやカーボンニュートラルについて、セミナー講師を募集
協会主催の啓発イベントへの協賛者（団体）の募集

リサイクル木材チップの新しい活用方法の創出と流通先の獲得

社員向けにSDGsや環境問題についてセミナーを実施して頂ける企業の募集

ゴミ回収業者との連携によるリサイクル活動

社会見学（警察署・消防署・老人介護施設）との連携

環境配慮型の農業生産者との連携

農産物の加工品を一緒に取り組んでいただける企業様

廃棄物 リサイクルの推進のための廃棄物の適正な分別や技術提供

建物解体や産業廃棄物発生時の情報提供や処分

167 株式会社モトーレン・グランツ 市川市 ―

SDGsを通し、千葉県を盛り上げる取り組み

SDGsの多様な取り組みについて、理解・知見を深めるための交流会

SDGsパートナー企業と一緒に、様々な分野において新しいアイデアや取り組みの実施

廃棄プラスチック削減・サーキュラーエコノミー・アップサイクルのご提案

160 株式会社北総フォレスト 印西市

161 公益財団法人うらやす財団 浦安市 公共施設を中心として、市民対象に学習機会の提供やセミナー等が実施可能な団体

159 公益社団法人千葉県LPガス協会 千葉市

166 株式会社富澤商店 千葉市

168 有限会社サントトレーディング 市原市

164 株式会社須藤牧場 館山市 気候変動への対策を取った新商品の流通先の獲得

165 ハジー技研株式会社 茂原市 食品ロス防止や食品の品質保持の観点から農家を含む食品関連事業者との連携を希望します。

162 学校法人岡本学園 流山市

163 株式会社グリーンファーム 船橋市

https://www.hokusou-forest.co.jp/
http://www.gfarm.co.jp/
https://www.sudo-farm.com/
https://www.tomizawa-s.com/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

他のパートナーのSDGsに関連する投資信託、債券（SDGs債含む※）への投資ニーズにお応えします。

（※世界的な環境・社会課題解決を目的に発行される債券で、他のパートナーのニーズに沿った債券の組
成も可能です。）

生産性向上・離職防止・人材育成・コンプライアンス・ハラスメント防止などの研修をお探しの企業・団体の獲
得

障害者雇用企業・管理職への研修（女性対象含む）をご希望の企業の獲得

地元廃棄食材を使用した新商品の流通先の開拓、支援

認定を受けた農作物の販売

千葉市様はじめ周辺の自治体と連携し、指定ごみ袋に植物性の原料を使ったポリ袋を推奨する。

SDGs の実施やアイデアをお持ちの企業様募集。

食品ロスを減らしていくための取り組み

地域の食材を使用した商品開発

建設業の将来の課題（雇用面、休暇制度など）

→特に若年層へのイメージアップに繋がるPR活動

清掃ボランティアの名義後援になっていただける企業等の募集

清掃ボランティア参加者への配布品を提供していただける企業等の募集
清掃ボランティアやプラごみアート制作を校外学習等の授業に取り入れたい学校の募集

173 株式会社キッツ 千葉市 SDGs やD&I についての他企業とのワークショップ（情報共有）

174 アルフォーインターナショナル株式会社 千葉市

171 ファームコネクト 船橋市

172 千葉オイレッシュ株式会社 君津市
千葉県内の事業所や行政、一般家庭等から発生している動植物油、天ぷら廃油等のリサイクルへの協力、
連携。

169 ちばぎん証券株式会社 千葉市

170 株式会社M.I.S.インターナショナル 千葉市

177 宗教法人「千葉愛の教会」 千葉市

175 株式会社ナリタヤ 栄町

176 総建塗工株式会社 市原市

https://farm-connect.org/
https://www.kitz.co.jp/sustainability/
https://chiba-love.church/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

地域との連携を図る。

新しい取引先等を獲得する。

183 都葉設備株式会社 千葉市 ―

地域事業者、学校、自治体等と連携した持続可能な地域活性化活動

子どもの健全な育成活動

187 千葉県商工会連合会 千葉市 ―

当社の中間処理後に、より高度なリサイクル処理が可能な取引先の選定

千葉市廃棄物リサイクル事業協同組合とも連携し、組合主催のセミナーなどで、情報共有

190 株式会社ATAC 木更津市 ―

179 エヌ・ビー・ワイ株式会社 千葉市

180 株式会社レヴィックス 茂原市
遺品整理業、解体工事業との連携をし、廃棄される中古雑貨を弊社で輸出し、東南アジアで再利用してもら
い、ゴミの削減に貢献したい

178 社会福祉法人富里市社会福祉協議会 富里市 助け合い活動やフードバンク事業に協力してくれる企業、団体の募集

186 いすみ鉄道株式会社 大多喜町

188 有限会社アシコー 千葉市 0エネルギー空気改善製品の開発：CO2排出0製品

184 医療法人社団 小羊会 習志野市 千葉県内の業者と連携してLED化に取り組みたい。

185 ちば債権回収株式会社 千葉市 SDGsに関するセミナーに参加する。

181 農林水産省関東農政局千葉県拠点 千葉市
農林水産業における環境負荷軽減や地域振興、ムリ・ムダのない加工・流通システムの確立、食品ロスの
削減など持続可能な消費の拡大、消費者と生産者の交流を通じた相互理解の促進など各種の農林水産施
策について、その普及啓発や実践にご協力いただける生産者・企業・学校・団体等との連携

182 株式会社伊藤楽器 船橋市
子供の習い事というカテゴリー（スポーツ・塾などの他業界）で連携できる企業と、少子化が前提の将来に向
けての協力・協業を検討していきたい。

189 株式会社京葉エナジー 千葉市

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/
https://www.ito-ongaku.com/sdgs/
https://www.chibabank.co.jp/company/sustainability/
https://www.isumirail.co.jp/
https://npo-link.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

フードバンクや物資支援活動での食料品の提供、物資支援提供をいただき、フードロス及びリサイクル・リ
ユース・リデューズ活動を活性化させたい。

メンタルヘルス関連（自殺対策や精神保健福祉活動）について、広く県民に普及開発をパートナーさんと連
携して取り組んでいきたい。

192 下村特殊精工株式会社 市川市 ―

美味しい大豆ミート製品を開発し、新規顧客を獲得

地元の原料を活用した新商品の流通先の確保

地元の住民や企業、各市町村役所への環境を配慮したゴミ分別及び再資源化を目的とした処分のPR及び
獲得

他社のSDGs取り組み状況の可能な範囲の連携、共有
障害者等の雇用の取り組み推進を考えてますので、その内容について

196 関東新聞販売株式会社 木更津市 ―

デジタル技術を活用した持続可能な社会経済の実現に向けた取り組み

参加パートナー個々の取り組み、さらに連携の取り組みをさまざまなメディアを活用して発信し、それらの取
り組みをさらに加速・発展させること

195 株式会社浩豊商事 千葉市

197 株式会社千葉日報社 千葉市
県内の先進事例を積極的に紹介するために、活動に取り組む団体の情報を求め、取材協力活動への協力
を お願いします 。弊社がそれぞれの取り組みを紹介することで先進企業のブランド力向上や推進機運の醸
成を目指します 。

193 東葛食品株式会社 鎌ケ谷市

194 株式会社放電精密加工研究所 横芝光町
現在、地域資源を活用したバイオマスプラスチックによる資源循環社会の構築を目指した活動を図っていま
す。資源循環に興味がある団体様と業界の垣根を越えた取り組みで地域資源の活用と3R推進ができれば
と考えています。

191 特定非営利活動法人リンク 山武市

200 株式会社八洋千葉北営業所 千葉市 自動販売機を通じて社会貢献できるお役立ち（ボランティアベンダー）

198 一般社団法人千葉県経済協議会 千葉市
ちばSDGS推進ネットワークの会員として、県並びに他の経済団体との連携・協力のもと、県内企業・団体の
SDGSの取組の普及啓発

199 株式会社千葉日報デジタル 千葉市

201 株式会社八洋船橋営業所 船橋市 自動販売機を通じて社会貢献できるお役立ち（ボランティアベンダー）

https://npo-link.jp/
http://www.sts-shimomura.com/
https://www.hsk.co.jp/ja/sustainability/sdgs.html


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

期限切れ間近の飲料・食料を有効利用して頂ける受け入れ先の拡大

軽作業をお手伝い頂ける就労支援施設との連携拡大
防災意識の向上を図り、防災備蓄品の期限前更新を促進することによるフードロスの減少

3：全ての人に健康と福祉を地域包括ケア、サービスの枠をこえた連携

9：産業と技術革新の基盤をつくろう業態やサービス内容のちがいをこえて人々の健康を支えるために連携、
アイデア交換、技術連携などを実現し、新たな持続可能な産業が誕生することを期待します。

学校を中心とする教育分野での ICT 支援

デジタルデバイド解消
ICTやIoTを活用する観光・産業・農業の支援
その他、当社グループ（ LINE・Yahooなど）が有するソリューション連携

のみがね峻道と長南地域の各種商店との連携による観光集客増強

産出する材の持続可能な活用（木材加工用材、アート作品材、ログハウス用材）

208 株式会社広田鉄工所 君津市 ―

株式会社八洋柏営業所202 柏市 自動販売機を通じて社会貢献できるお役立ち（ボランティアベンダー）

206 非営利活動組織のみがね会 長南町

207 有限会社マツシタ 市原市 身障者・高齢者の就労支援と労働環境改善について情報を共有する

204 デンタルサポート株式会社 千葉市

205 ソフトバンク株式会社 千葉市

市川市203 三和商事株式会社

https://www.dentalsupport.co.jp/company/philosophy/
https://www.softbank.jp/corp/sustainability/sdgs/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

未来を担う人材の育成

社員向けにSDGsやカーボンニュートラルについてオンライン教育を実施してくれる企業の募集

和菓子の作り手、作る場を広げて活性化する

地域内外の様々なお店、企業との連携づくりに協力する
生産地域と加工地域をつなぐマッチングを行う

212 杜の家合同会社 流山市 ―

強靭なインフラ レジリエントなまちづくり 開発製品のPR活動による顧客の獲得

ユニバーサルデザインのバリアフリー製品のPR活動による顧客の獲得

期限切れ間近の飲料・食料を有効利用して頂ける受け入れ先の拡大

軽作業をお手伝い頂ける就労支援施設との連携拡大
防災意識の向上を図り、防災備蓄品の期限前更新を促進することによるフードロスの減少

食品メーカー（業務用食材のロスで悩まれている企業様）

子ども食堂など、フードバンクとして業務用食材を必要としている方

環境に配慮した新製品を開発し、新規流通先の獲得

新技術やシステムの提案をしていただける地元企業を募り、パートナーシップでさらなる改善を進める

市原市

210 千葉市コミュニティセンターまちづくり共同事業体 千葉市 同業他社で同じ取り組みをされている企業・団体があれば情報共有を希望します

218 極東ベンド株式会社 八千代市

214 株式会社三和製作所 市川市

215 京葉臨海鉄道株式会社 千葉市 ドライバー不足やSDGsの観点からのモーダルシフト の推進

211 秀和産業株式会社 浦安市

213 平野コンクリート工業株式会社 市原市

209 アヅマホールディングス株式会社

省エネルギー化、生産効率向上に関する新技術やシステムの提案をしていただける地元企業を募り、更に
改善を進めていきたい

219 学校法人昭和学院 市川市 産学官連携で起業家教育・キャリア教育の実施

216 株式会社シブヤ 松戸市

217 東原産業株式会社 千葉市

https://www.toke-asumigaokaplaza.jp/
http://shuuwa.co.jp/
https://www.showa-gkn.ed.jp/js/
http://www.39nomizu.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

事業活動を通じた連携　ICTを用いた地域課題の解決、地方創生、災害対策、一次産業支援、等

社会貢献を通じた連携　防災林の再生、里山整備、植林、等

鶏卵の地産地消に取り組んでいる、飲食店・食品加工業者

鶏の飼料原料として可能性のある未使用資源の業者
食品物流の効率化を上げるための共同搬送に取り組める業者
鶏卵の栄養価値を訴求するための交流ができる団体

225 大西総業株式会社 千葉市 ―

228 新千葉建設株式会社 市原市 ―

自然素材の使用及び様々な工夫による廃棄物の削減を可能にする商材の募集

物流分野の活性化を図るためのシステム構築及び拠点づくりを行い、必要な物資の輸送・配送ルートを確保
できる企業の募集

学生服や体操服の回収

使用できなくなった学生服をアート等に生まれ変わらせる
学生服や体操服のお手入れ
生理の貧困支援
子ども達や地域の方の居場所づくり

229 株式会社メイク 東関東第1支店 船橋市

220 野水鋼業株式会社 鎌ケ谷市 地元、近隣企業の顧客獲得により、近距離輸送でのCo2削減の達成

221 東日本電信電話株式会社千葉事業部 千葉市

227 株式会社ケイ・ワイ・コーポレーション 君津市
定期的にイベント(出張・出店)を開催し、高齢者の方の手助けや携帯教室などを開いて、より良いサービスを
提供する

224 富士興運株式会社 鎌ケ谷市 同業種企業との情報交換

226 丸金印刷株式会社 千葉市
薬局やドラックストアなどで当社製品の使用感、消費者のニーズなどについてヒアリングを実施させていただ
ける企業の募集

222 株式会社菜の花エッグ 君津市

223 ちばぎんコンピューターサービス株式会社 千葉市 SDGsに取り組む取引企業、団体との連携

230 さくらやちば八千代店 八千代市

http://www.39nomizu.co.jp/
https://www.ntt-east.co.jp/sustainability/regular/index.html
https://www.chibabank.co.jp/company/sustainability/
https://fuji181.wixsite.com/fujikoun
https://www.marukin-print.co.jp/
https://www.kyc21.co.jp/
http://shinchiba.co.jp/
http://www.meikus.co.jp/sustainability/
https://www.seifuku-sakuraya.com/blog/yachiyo/
https://www.seishin-do.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

231 株式会社誠心堂薬局 市川市 ―
232 株式会社大東システムエンジニアリング 千葉市 ―

SDGsに取り組む加盟店との連携

会員へのSDGsに関する情報発信

SDGsに取り組む加盟店との連携

会員へのSDGsに関する情報発信

リサイクル製品を活用した新製品の流通先の獲得

SDGsを理解し流通方法について実施してくれる企業の募集
製造工程における効率化を推進している企業へのサポート

環境対策機器（空調設備機器・太陽光発電など）提案をおこなっている企業様

CO2削減又は再生エネルギーの導入など考えている企業様

エコ住宅やエコオフィス建設のための用地取得、環境配慮型賃貸住宅の管理など本業部分での連携

各種ボランティアや社員交流、情報交換など本業以外での連携

243 株式会社堀建設 野田市 ―

236 ちばぎんディーシーカード株式会社 千葉市

237 STKs Promote (エステイケーズプロモート) 袖ケ浦市

234 志学館中等部 木更津市 「オーガニックシティ木更津」との連携による、「すみやすいまちづくり、環境作り」

235 ちばぎんジェーシービーカード株式会社 千葉市

233 株式会社トラストコーポレーション 船橋市 再生可能エネルギー関連の情報の共有

242 学校法人君津学園 市原中央高等学校 市原市 生徒向けにSDGsやSociety5.0への取り組みについてセミナーを実施してくれる企業、団体の募集

240 桂不動産株式会社 茨城県つくば市

241 千葉商工会議所 千葉市 中小企業に向けたSDGsに関するセミナーの実施や当所会報誌への記事掲載

238 社会保険労務士法人スリーエス 千葉市 求人難、高離職率に悩む事業所への助言

239 株式会社新日本三喜 浦安市

https://www.seishin-do.co.jp/
https://www.daitoh-se.co.jp/
https://www.shigakukan.ed.jp/
https://www.chibabank.co.jp/company/sustainability/
https://www.chibabank.co.jp/company/sustainability/
https://stks-promote.jp/
http://s-sanki.co.jp/
https://www.katsurafudosan.com/kigyo_info/csr/
https://www.kimigaku-ich.ed.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

245 三育学院中学校 大多喜町 ―

地元の食材を安定供給してもらえる取引業者の開拓

LED設置工事事業者の選定

従業員の健康増進に取り組みたいと考えている企業との連携(目標3・健康経営)

社員向けに健康増進についてのセミナー・イベントを実施させてくれる企業の募集

セメント・コンクリートやコンクリート構造物等のCO2削減の動向が世界的に開発が進められており、生コンク
リート輸送業としての当社としても協力できる継続的な体制を進めていきたい

情報収集や分析に努めていく

249 株式会社トヨタレンタリース千葉 千葉市 ―

地元の木材供給先の発掘（現在、印西市・船橋市2社ほど供給先がある）

他団体から園児向けの環境教育実施（木材会社、造園業）

 自動車教習教育を活用した当教習所での安全運転教育 ・エコドライブ研修等の取り組みに参加してくれる
企業又は団体様の獲得

当教習所としての特性である総合自動車教習所への来所希望者又は来所紹介者の獲得

SDGs推進のために行っていること、意識していることの意見交換会を行うことにより新しい観点を見つけた
いです

SDGsについて、地域の多くの人が考え、行動にまで移せるようなるきっかけをつくりたいです

244 株式会社レンティ 習志野市 レンタル商品を活用した流通先の獲得

251 東洋自動車株式会社（東洋自動車教習所） 旭市

252 株式会社鈴徳 香取市 同業者等のSDGsの取組で、取り入れられる事があるなら、連携し取り組みたい

248 株式会社サクラ 佐倉市

250 市川学園西の原幼稚園 印西市

246 株式会社西原屋 館山市

247 住友生命保険相互会社千葉支社 千葉市

255 株式会社ウェザーニューズ 千葉市 SDGsに先進的な取り組みを実施している千葉県内の企業との意見交換

253 内田経営株式会社 鎌ケ谷市

254 ツルヤマテクノス株式会社 市原市 社員向けにSDGsやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる企業の募集

http://www.sakura-kk.com/
https://www.trl-chiba.co.jp/company/sdgs/
http://www.toyo-ds.co.jp/
https://suzutoku-inc.com/
http://uchidakeiei-consulting.com/
http://www.tsuruyama-tec.co.jp/
https://jp.weathernews.com/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

住み続けられる街にするための地域づくり

人が生きるための企業づくり
持続的に成長する企業を創出する経営者の資質向上
各種機関とSDGsの取り組み情報を共有し、活動の促進

257 株式会社ホンダカーズ東総 旭市 ―

エネルギーの地産地消

業務用厨房からの産業排出物の削減
企業・個人住宅におけるエネルギーコストの削減
急速冷凍における物流の効率化
食品ロスの削減

環境貢献

健康経営

環境負荷が少ない車両を使用する機材運搬業者との連携

SDGsに関する従業員交流、情報交換

地域医療への貢献

感染対策

263 株式会社三協製作所 袖ケ浦市 ―

廃棄プラスチックの課題対応

カーボンニュートラルへの対応

産官学公民による協働連携（人材交流による共感、共鳴、共創の仲間づくり）

みんなで学ぼうSDGs ワークショップ（実施可能）親子、学校、企業、自治体向けの「自分ゴト化」に出来る出
前講座

258 アイエスジー株式会社 船橋市

259 株式会社千葉測器 千葉市

256 千葉県中小企業家同友会 千葉市

265 株式会社ファミリー 千葉市 社員向けにSDGsセミナーの実施

266
ダイドードリンコ株式会社 首都圏第二営業部 千葉オ
フィス

船橋市

262 AISIN MATERIAL株式会社 市川市 再生可能エネルギー関連の情報の共有

264 三井化学株式会社 市原工場 市原市

260 セイスイ工業株式会社 千葉市

261 ニプロ株式会社千葉支店 千葉市

https://www.hondacars-toso.co.jp/
https://seisui-kk.com/
https://www.nipro.co.jp/corporate/csr/sdgs.html
https://jp.mitsuichemicals.com/jp/
https://www.dydo.co.jp/jihankiconsul/sdgs/
https://miyakoshi.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

SDGsの広報活動

人々の安心・安全・快適に関連する企業、サービスへの投資
上記に関連する新業務サービスの立ち上げ

272 セブン-イレブン我孫子南新木店 我孫子市 ―
273 セブン-イレブン我孫子柴崎台2丁目店 我孫子市 ―
274 セブン-イレブン我孫子柴崎台1丁目店 我孫子市 ―

当社で生産した豚肉を使用してもらう企業や、豚肉を活用した加工品の企画、開発を行ってくれる企業との
マッチング

当社社員向けにSDGsやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる企業の募集

276 株式会社ケイテイエス 鴨川市 ―
277 グランステート合同会社 浦安市 ―

地域の課題解決につながること

スポーツの特性を活かせること

特にダイバーシティの推進、障がい者の就労支援など

280 株式会社クガテクニカル興業 千葉市 ―

271 千葉らぁ麺 千葉市 地域資源を学び、ヒト、モノ、コトを活用した新たな千葉の魅力を発信するための新商品開発

275 株式会社ヒラノ 成田市

269 株式会社おくまや 香取市
フードロスの改善ならびに長期保存食の提供を通して、地域の魅力を千葉県、全国に発信するにあたり、販
路開拓、販促支援、当該事業の実行支援等について、他SDGsパートナーや行政機関との連携を希望する

270 株式会社日警保安 千葉市

267 株式会社ミヤコシ 習志野市
環境に配慮した新製品（プラスチック製品の代替として、紙ストロー生産機および紙袋製袋機）の販売先獲
得

268 株式会社ケーヨー 千葉市
地域社会の暮らしをより快適にすることで、人口減少を抑え経済が循環する施策を共に考え、連携していき
たい

278 Prism!プリズム 浦安市
子ども、親子、他世代向けのイベントなどの、企画、運営、講師など、地域での活躍の場の機会をいただける
団体様や企業様と、まちづくりや地域経済活性化に貢献できる事業等、連携して取組みたい

279 ジェフユナイテッド株式会社 千葉市

https://miyakoshi.co.jp/
https://www.keiyo.co.jp/company/sdgs/
http://www.nikkeihoan.co.jp/
https://hirano-pork.co.jp/
https://jefunited.co.jp/sharen/index.html
https://mirai-no.com/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

教育格差軽減のため、デジタルコンテンツや学習アプリをつくりたい企業の募集

デジタル化普及のため、現場の現状や将来の情報共有可能な、教育関係企業や出版社や学校を募集

再生可能商品の取り扱い枠の拡大

食品ロス削減に向けた取組み

物流における輸送エネルギーの効率化
環境にやさしい高効率かつ省エネルギー設備への切替

木更津中心に、地域のまちづくりに貢献する活動・イベントを行う企業との連携

経営層・社員向けに、SDGsを自分事に感じられるようなセミナーや指導を実施してくれる企業の募集

SDGs経営に取組む企業の支援

街の安心・安全、見守り、事故削減・軽減に取組む企業への、通信機能付きトライブレコーダーや自転車保
険の普及促進

289

287

三井住友海上火災保険株式会社 千葉市

283 株式会社ロングライン 市川市 太陽光発電や蓄電池の情報の共有

284 株式会社ランドロームジャパン 船橋市

船橋市

282 越井木材工業株式会社 東京出張所 市川市
国産材の利用を促進するための木質化を支援して頂ける、デベロッパー、住宅メーカー、設計事務所との交
流

281 ミライノ制作所

エスポ化学株式会社 千葉市 地元企業で悪臭・排気問題や環境衛生でお困りの各種団体・公共施設・企業様への共同サポート

288 一般社団法人千葉県商工会議所連合会 千葉市 中小企業・小規模事業者向けのセミナー共同開催など

松戸市

高齢化社会、労働人口の減少、気候変動といった様々な社会的な課題の解決に資する医療・健康機器、移
動体（AGV/AMR）、協調ロボット、産業設備の電動化等を研究開発・生産している企業様や研究機関様に、
当社が得意とする小型・軽量・高効率のモーターを供給することにより、社会的課題の解決に貢献したいと
考えております

286 株式会社キミツ鐵構建設 木更津市

285 マブチモーター株式会社

https://mirai-no.com/
https://www.mabuchi-motor.co.jp/csr/
https://espo-chem.co.jp/sdgs/
http://www.cfcci.or.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

自然生態系についての研修受け入れ(有償)

自然生態系の保全・再生に関する情報の共有

再生可能エネルギーの引取先

SEの雇用に関して強い学校

自治体と連携したビジネスにより地域課題の解決に取り組む

地域の事業者と横断的に連携し、地域課題の解決に取り組む

新商品開発意欲の高い事業者と連携し、地域を代表する商品を創出する

298 株式会社三和テレム 松戸市 ―

SDGsやダイバーシティについてのセミナー等を実施してくれる企業の募集

地域金融機関等と連携して、SDGsに関わる事業について積極的に取り組む

低炭素設備(EV・FCV・HV・PHV等の車両、蓄電池、空調設備、冷蔵冷凍庫、建機、LED等)の導入

太陽光等再生可能エネルギー発電設備の導入

千葉市
県内SDGsに関する調査・研究、コンサルティング活動及びセミナー等を通じた啓蒙・支援活動。また、母体
行（千葉銀行）の行うSDGsの達成に資する融資において第三者評価・検証業務を行う

295

293 船橋市

300 ちばぎんリース株式会社 千葉市

297 株式会社ちばぎん総合研究所

290 一般社団法人 千葉県経営者協会 千葉市 会員への啓蒙活動において他の経済団体と連携し、活動方法について情報共有したいと考える

スマート株式会社 千葉市

296 ちばぎん商店株式会社 千葉市

―

294 ちはらエンジ株式会社 市原市 地元の資材（鋼材、機械部品、工具等）の新商品の流通先の取得

291 千葉県中小企業団体中央会 千葉市 中小企業・小規模事業者向けにSDGs等についてセミナーの講師を引き受けてくれる専門家の紹介

292 公益財団法人日本生態系協会 「森の墓苑」 長南町

稲島早織事務局

299 株式会社プレイスクリエーション 千葉市

https://www.chuokai-chiba.or.jp/
http://www.morinoboen.org/
https://youtube.com/channel/UCb79Cy8zxmc-0Uk7bfLhzsA
https://chihara-eng.co.jp/
https://www.chibabank.co.jp/company/sustainability/
https://www.crinet.co.jp/
https://www.sanwa-telem.co.jp/
http://twins-corp.com/aboutus/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

301 株式会社ツインズ 船橋市 ―

社員向けに外国人や障がい者雇用の必要性や働き方についてセミナーを実施してくれる企業の募集

子育て、介護中の従業員への環境づくり、働き方の好事例等を紹介してくれる企業の募集

防災用品の使用方法のレクチャーやアフターフォロー（期限切れ間近の備蓄品のフードバンクへの有効活
用など）をしてくれる企業の募集

303 株式会社北辰水産 柏市 ―

当社開発方針に基づき、外部企業と連携して環境貢献事業を創出

環境貢献商材の開発による廃棄物削減、モノ・資源の有効活用（メーカー）

廃棄機会と再活用機会の適正なマッチング（販売店、リサイクル・リユース業者）
企業活動における環境貢献意識の共有

セミナー等を通した意見交換と最新情報の入手

フードロス対策

CO2削減対策

剪定枝や刈草・伐採林の再利用ができることの県民や企業への周知

地域環境保全へのパートナーとなる県民・企業への参加の呼びかけ

307 ちばぎんキャリアサービス株式会社 千葉市 SDGSに関するセミナーに参加する。

308

302 株式会社ホンダカーズ千葉 千葉市

311 PLANTS PLUS株式会社 千葉市

309 ミキフーズサプライ株式会社 白井市

310 株式会社カービューティーアイアイシー 市川市

オフィスヨネヤ 柏市 社員向けにSDGsやダイバーシティについて、セミナーを実施してくれる企業の募集

地域の方々ときれいな街、きれいな川、海にするべく週一での清掃活動の参加してもらいたい

305 千葉県ヤクルト販売株式会社 千葉市

304 株式会社斎藤英次商店 柏市

306 プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 松戸市
松戸市をはじめとした各自治体や医療機関との連携により全自動PCR装置の普及・拡大を円滑に進め、新
型コロナウイルス感染拡大予防・抑制という社会的課題の解決を目指したい。

地域と連携した健康情報の提供

http://twins-corp.com/aboutus/
https://www.hondacars-chiba.com/company/csr.html
http://www.hokushin-suisan.co.jp/
https://www.chibakenyakult.co.jp/
https://www.chibabank.co.jp/company/sustainability/
https://www.hachiyaan.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

314 株式会社ホンダベルノ市川 市川市 ―

317 協和警備保障株式会社 千葉市 ―

　公共、民間事業（土木、建築、配管など）の地域の協力体制及び連携

　ソーラー発電、倉庫業のサービスの提供、事業協力

　農産物の取り扱い、販路拡大の協力関係の構築

319 株式会社日水コン千葉事務所 千葉市 ―

320 株式会社H・K 千葉市 ―

323 株式会社大和屋 佐倉市 ―

325 関宿ライオンズクラブ 野田市 ―

分別・破砕した廃プラスチックを有効活用してくれる取引先提携企業の獲得

カーボンニュートラル社会実現に向けた連携

地方再生（千葉：人口減の地域）、空き家（既存ストック）の省エネ改修を行い地方の活性化、住み続けられ
る街づくりを行う

安川ホールディングス株式会社

326

322 東京サラヤ株式会社 東京支店千葉営業所

318

315 株式会社Surg storage

312 有限会社八矢庵 松戸市 連携することで自らを律する経験の場ができ、意識の高揚を図れる

柏市 がん治療に対する一般の方々への医療知識の啓蒙

316 東京電力パワーグリッド株式会社 千葉市 地域を知り尽くした企業や自治体等と連携して、防災県千葉を目指す新たな事業創出に取り組む

313 室田建設株式会社 香取市 従業員向けにSDGsについてセミナーを実施してくれる企業の募集

リバー株式会社 東京都

千葉市 健康経営に関する情報交換、課題解決

324 株式会社スタジオ・チッタ 千葉市

白子町

321 有限会社妻本商店 鴨川市
資源有効活用の為、特に、当社得意分野の金属系・紙系・プラスチック系素材を取扱う事業者様との連携強
化。（同業者含む）

https://www.hachiyaan.jp/
http://www.nissuicon.co.jp/csr/SDGs/
https://www.saraya.com/
https://www.re-ver.co.jp/sustainability/
https://www.lixil.com/jp/sustainability/sdgs/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

SDGsに配慮した製品の普及

教育機関（小学校）への出前授業。義足体験によるユニバーサルデザインの大切さを学ぶ授業や、トイレを
通じて水の大切さを学ぶ出前授業を用意しています

地球温暖化など環境対策への参画

地域の方（企業）と協力して活動を行いたい

SDGsについて講習会を行ってくれる方を募集

地域の自然エネルギー電力使用に積極的な事業者

業務改善、効率化に取り組んでいる事業者

地元地域のカフェや公園などを一体化した導線から新しいライフサイクルを提携

子育に多忙な両親をリフレッシュできるライフサイクルを実現に向け提携

生産者・事業者の売上向上の為の加盟店の参加及び出品の情報提供

ふるさと産品・食の逸品事業者などの県内事業者の紹介依頼
生産者・事業者のマルシェ（リアル販売会）への参加及びイベント会場の提供
県内でのECサイトの告知の場所の提供（パンフ設置場所・サイト相互リンク）
県庁との連携による事業者加入及び消費者へのPR
県内観光協会からの事業者の紹介依頼に伴い、各市の観光をサイト上でPR
県内「道の駅」の加盟店参加による地域振興及び観光復興
商工会議所からの事業者の紹介及び情報提供に伴う、BtoB企業マッチング
県内金融機関からの生産者・事業者の紹介（各事業者の売上向上）
JAとの連携による加盟店参加及び商品の出品
千葉県酒造組合との連携による蔵元の加盟店参加推奨
千葉県畜産協会との連携による事業者への加盟店参加推奨
千葉県漁業協同組合との連携による事業者への加盟店推奨
フードロスに取り組んでいる事業体との連携による「訳あり商品」販売
身障者事業体との連携による内職支援及び成果物の出品
千葉県経営者協会、ロータリー、その他県内事業団体への紹介
Jetro会員として、海外ビジネスの紹介斡旋

330 株式会社DFX 柏市

331 株式会社ジェス 成田市

328 千葉県立千葉女子高等学校家庭クラブ 千葉市

329 株式会社フジコー 白井市

327 株式会社LIXIL 千葉支社 千葉市

332 株式会社シンクリエイト 市川市 メーカー含め最新モデル解体重機の促進・CO2削減

https://www.lixil.com/jp/sustainability/sdgs/
https://cms1.chiba-c.ed.jp/chibajoshi-h/
https://www.darefx.co.jp/
http://jes-web.co.jp/
https://shincreate.co.jp/
https://pesce-azzurro.net/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

米作り作業の協働団体

田んぼや水路整備の専門的な知識や技術を教えてくれる、またはいっしょに作業できる団体や企業の募集

同業者との輸送に掛かる環境問題について一緒に取り組みたい（貨物の集約、輸送ルートの開拓、排ガス
問題、乗務員の負担問題など）

社員向け及び子供へのSDGsセミナーを実施してくれる企業団体

以下の事項の情報共有を行いたい

　・地産地消の活動
　・地域貢献の地元企業

339 JFEスチール株式会社 東日本製鉄所（千葉地区） 千葉市 ―
340 川名建材株式会社 習志野市 ―
341 株式会社トゥルース 鎌ケ谷市 ―

茂原市 郷土食材の魅力発信・活用・料理教室など地域の生産者の活性化をレストランのシェフとして取り組みたい

338
サッポロビール株式会社首都圏第2統括支社千葉支
社

千葉市

342 株式会社グローバルナビゲーション 千葉市 社員向けにSDGsやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる企業の募集

336 有限会社ネキスパート 成田市

337 株式会社IGNITION 袖ヶ浦市
リン鉱石の枯渇、耕作放棄地、アクアポニックス、バイオマスエネルギー、太陽光発電をパッケージ化し循環
型社会を創出していく仕組みづくり行っております

334 松和フィルム 松戸市
 既存住宅・施設の省エネ化、エコ化を進めることを目指すリフォーム企業とパートナー連携をし、地球温暖
化対策を広く知らしめる

335 メダカ田んぼプロジェクト 白井市

333 株式会社伊新伝芯

345 東洋エンジニアリング株式会社 習志野市 環境・リサイクル分野などにおいて具体的な連携の案件があれば前向きに検討したい

343 株式会社ジオグリフ 流山市 それぞれの企業のSDGs活動の中で、伝え、広めていきたい内容のプラットフォームを提供します

344 公益財団法人吉田記念テニス研修センター 柏市 イベントの共催、実施

https://pesce-azzurro.net/
https://showa-film.com/
https://www.facebook.com/medamitomedajii/
http://www.nexpert.co.jp/
https://ignitionjapan.com/
https://www.sapporoholdings.jp/csr/
https://www.jfe-holdings.co.jp/csr/sus/materiality/
http://www.kawana-kenzai.co.jp/
http://truth-beauty.jp/column/sdgs/
https://www.ange-sourire.com/
https://geoglyph.net/
https://www.toyo-eng.com/jp/ja/sustainability
http://www.n-etworks.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

同業者との輸送に掛かる環境問題について一緒に取り組みたい（貨物の集約、輸送ルートの開拓、排ガス
問題、乗務員の負担問題など）

社員向け及び子供へのSDGsセミナーを実施してくれる企業団体

347 株式会社サクラコーポレーション 佐倉市 ―

有害鳥獣及び農作物・魚介類のフードロス軽減等

・ペットフード、缶詰、ジビエ革製品,ジビエを使用した学校給食等の商品開発、OEM製造をしてくれる企業
・残さを無害化する選別・品質変換についてIT技術等を持つ企業

・資源循環型社会の実現に向け、フードロスSDGsについて学校等で子供たちに向けてセミナーを実施してく
れる企業

地域貢献活動（地域の見守りや清掃活動等）に関する情報共有、交換

災害発生時の協力体制

地方公共団体、自治体、老人会と連携した便利なアプリの導入・展開

民間企業（メーカー、サービス会社、商社）との連携による販売ルート開拓
公共団体及び民間企業とのアプリ共同開発

355 おおたきショッピングプラザオリブ 大多喜町 ―

348 関東住建株式会社 市原市 その他のITシステム等の活用により、生産性の効率を上げること

349 株式会社星煌 八千代市 配送時の荷合わせもしくは折り返し時の積荷新規顧客獲得による効率化及び、環境汚染削減効果

346 株式会社ネットワークス 成田営業所 芝山町

354 株式会社アップリーチ 浦安市

356 株式会社wash-plus 浦安市 人体、環境、水等の研究分野

352 京葉ガス株式会社 市川市
“オール京葉ガス”（お客さまに提供する価値を高めるための当社、グループ会社を含めたビジネスパート
ナーで構成する連携体制）の有する知見・資産を活用し、脱炭素・SDGsに資する研究開発を学術機関・ス
タートアップ企業等と推進

353 社会福祉法人アコモード 我孫子市 特別支援学校や、就労支援事業所と連携して、障がい者の特性にあった職場にする

350 株式会社オネスト 東京都

351 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 関東支店 千葉市

http://www.n-etworks.co.jp/
http://www.sakurawork.co.jp/
https://www.honest-recycle.co.jp/
https://www.veolia.jp/ja/corporate-responsibility/sustainability-veolia
https://www.keiyogas.co.jp/company/approach/csr/pdf/csr_2021.pdf
https://www.appleach.co.jp/company/
https://fujikawa-co.jp/publics/index/52/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

リサイクル家具を必要とする相手先の獲得

SDGsについてセミナーを実施してくれる企業の募集

地域資源の積極的利用

環境に配慮した製品の開発

具体的には、(1)お客様に提供している食材アドベンチャーツーリズムでの連携、(2)CO2吸収事業について、
(3)地域内で連携できるパートナーを求めています

千葉県内において環境科学の研究・教育を連携できるパートナーの募集

千葉県内において環境科学の研究・教育を実施できるフィールドの募集
（※特に、環境と健康課題の同時解決を目指すプロジェクトのパートナーを募集しています）

広告プロモーションにSDGs推進の重要性を便乗させることを歓迎してくれる事業者

環境に配慮した素材の使用に積極的な印刷会社、サイン制作、ノベルティ扱い業者との連携

環境に対する取り組みに関して当社より優れている企業の情報を収集し、積極的に取り入れ、より良い事業
活動を展開させることにより、業界全体の発展に寄与したい

 また、自社のHP(https://sakurai-ds.com/)で関連情報に関して相互リンクを行い、他パートナー
様との連帯、連携を希望したい

361 ECO-Iコンサルタント 柏市
地元の環境保全活動団体との連携による、市民と事業者の代表者を含む従業員向けのSDGs活動やダイ
バーシティについてのセミナー等への興味を示してくれる企業の募集獲得

362 東京ガスネットワーク株式会社 千葉支社 千葉市
地域に根差したエネルギー事業者として、地域レジリエンスを兼ね備えた分散型エネルギーの推進、自治
体・住民・企業等の地域のステークホルダーを繋ぐハブ機能を担い、地域のみなさまとともに、地域課題の
解決・地域創生に貢献すること

359 東邦大学理学部生命圏環境科学科 船橋市

360 柏工房 柏市

357 株式会社フジカワ 柏市

358 株式会社なんじゃもんじゃリゾート 横芝光町

365 株式会社レンタルのニッケン 千葉市
シェアリングに通じるレンタルビジネスを、ちばSDGsを推進する企業と協力し、千葉県内に於いて拡大を行う
事で、環境への負荷が低い、社会作りに貢献したく考えております

363 株式会社桜井電気商会 松戸市

364 ダイキンHVAC ソリューション東京株式会社 千葉市 他社・団体のSDGsの取組みを知り、連携しカーボンニュートラルに向けた取組みを進める

https://fujikawa-co.jp/publics/index/52/
https://www.toho-u.ac.jp/sci/env/index.html
https://www.tokyo-gas.co.jp/sustainability/sdgs/index.html
https://www.daikin.co.jp/csr/company/sdgs
https://www.rental.co.jp/sdgs/
https://www.bousaisikai.chiba.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

地域で防災活動に携わっている自治体ほかの関係団体パートナーとの連携により、SDGs視点を加味した防
災協働社会を、地区全体で実現することに貢献したい

　・地域で実施される防災啓発研修や訓練への支援(講師や指導員の派遣、イベント出展など)

　・地域防災リーダー育成(災害対策コーディネータ、地域の防災士)事業へ　の参画や支援、及び協働研鑽
の実施

　・地区防災計画などの防災計画や施策への策定協力、支援ほか

不要になった横断幕等をリサイクルして商品化できる企業

屋外広告の法令遵守と安全管理について、啓発活動を実施してくれる企業
地元に密着した人材会社。

369 T.T.C株式会社 鎌ケ谷市 ―

低公害型車両及び安全装備の告知・普及活動

生活困窮者への支援活動

産休明けの女性の働き方（特に日曜日働きたいが、預ける場所がない）に課題。

　預けられる施設の拡大や、同じ悩みを持つ企業同士での共有をしたい

GP（グリーンプリンティング）マーク認証の入った商品の流通先の獲得

社員向けにSDGsやダイバーシティーについてセミナーを実施して頂ける企業の募集

373 株式会社サンケイちば企画 千葉市 ―

370 株式会社千葉マツダ 千葉市

371 株式会社ホンダカーズ北千葉 松戸市

368 株式会社世広 千葉市

366 千葉県防災士連絡会 四街道市

372 株式会社太陽堂印刷所 千葉市

https://www.bousaisikai.chiba.jp/
http://kasumi-k.co.jp/
https://chiba-mazda.co.jp/
https://www.yoshino-kikai.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

福利厚生を充実させ、男女問わず働きやすい環境を構築する

社内教育を充実させ、女性のキャリアアップのための研修制度を明確にする

外部機関（大学、高専、その他研究機関）と連携し、サーボプレスブレーキの加圧性能、及び環境性能の向
上に向けて試作やテスト等の研究開発を進める

375 ホシザキ関東株式会社 千葉市 ―

BCP作成に苦慮している企業や社会福祉法人へのサポート

事業継続力強化計画認定制度の千葉県認定企業増加のサポート
SDGsへの取組を地域に広げるセミナーの開催

ペーパーレスの促進

売れ残り製品の福祉的提供

SDGsに関する周知・広報活動と登録関連説明会の開催（共催／講師派遣）

会員企業の健康経営の推進
BCP策定支援

　千葉県内のSDGs活動の促進・広報啓発イベントの実施

　千葉県内企業のSDGs活動のPR
　「BRIDGE　CHIBA」プロジェクトの推進

交通事故削減

地域清掃活動
ベルマークの収集・寄贈

378 株式会社エスエスフードインターナショナル 市川市

379 住友化学株式会社 千葉工場 市原市 今後、各社様との情報交換の場を通じて、課題を明確にしていきたいと思います

376 2nd Lead 野田市

377 株式会社アクティブ・21 八千代市 再生プラスチックを活用した新商品の流通先の確保

374 株式会社吉野機械製作所 千葉市

384 有限会社カタヤマ 銚子市

382 三和総業株式会社 成田市 産業廃棄物の正しい分別の仕方について指導（勉強会）をしていただける企業

383 千葉テレビ放送株式会社 千葉市

380 木更津商工会議所 木更津市

381 生活協同組合コープみらい 埼玉県 組合員（消費者）向けのSDGsに関する啓発講座やイベント開催

https://www.yoshino-kikai.co.jp/
https://www.sumitomo-chem.co.jp/sustainability/sdgs/contribution/
https://www.kisarazu-cci.or.jp/
https://mirai.coopnet.or.jp/csr/
http://www.sanwa-sogyo.co.jp/
https://www.chiba-tv.com/support/48428


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

386 株式会社船橋保険事務所 千葉市 ―

388 直販配送株式会社　富里センター 富里市 ―

392 株式会社JECC 東京都 ―

パフォーマーとしてSDGs への向き合い方

演者の相互融通

減農薬・有機栽培の米農家さんとの提携、安全な稲藁購入

自然素材、無垢材で家造りする大工さんとの提携、杉チップ入り稲藁畳床やクッション材にて適度な弾力を
持つ畳で環境に人にやさしい住まい造りに取り組みたい

385 京葉ビルサービス株式会社 八千代市 ドローンの産業化に向けての連携

393 やちよ未来エネルギー 八千代市 SDGs実現を目指すビジョンを共有し、民民・官民連携でwin-winの連携

394 劇団オミザイル 香取市

390 宍倉株式会社 大多喜町 障害者雇用 に積極的な企業との連携

391 株式会社ホンダカーズ柏 柏市 社員教育としてホンダグループ以外からのセミナーの導入等

387 平山燃料株式会社 香取市 コロナ禍での地域イベント開催について

389 千葉県経済同友会 千葉市 セミナー・勉強会の開催・共催

397 株式会社オカムラホーム 八千代市
異業種の方と交流を持ち、他社様がどのような形でSDGsに取り組んでいるのかを学び、社会課題解決に向
けて新たなビジネスを創出する機会の場を持てればと考えております

398 金子畳店 いすみ市

395 大和住宅株式会社 習志野市 地元の再生可能エネルギー商品の流通先

396 株式会社東京大栄鋼管 佐倉市 地場の顧客獲得により車からの排気ガスを減らしていきたい

http://www.s-leo.com/
https://www.jecc.com/company/outline.html
http://yachiyomirai.com/
https://www.okamura-home.co.jp/
https://www.frescohome.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

主に介護予防を中心に飲食店業の居場所として8年になり、高齢世帯や一人暮らし高齢者が急増、先駆的
な事業を参考に地域福祉の推進を図っていきたい

コロナ感染症から室外で青空市を開催、手作り品や野菜の販売などを行っているための提供の協力や身近
に通える居場所を広げていく活動の中で、特に収入面で継続できる方策などの情報交換のための連携

環境対策

　廃棄物削減と使用資源の循環が課題であり、解決に向けた手段は 
   下記の2点
　 ・プラゴミ削減・回収 
 　・資材のリユース・リサイクル

健康経営優良法人連続認定の実績に基づき、健康経営の推進にお困りの企業様への支援を行います

BCP策定や修正の支援を行います

千葉県で栽培された菜の花やひまわりの種などの搾油・精製受託

バイオディーゼル燃料用廃油の販売

フードバンク支援や古本募金の寄附をしてくれる企業の募集

若年層の求人募集
女性・若年層へのキャリアアップ研修を実施してくれる企業 の募集

廃棄素材の確保

商品流通の販路

408 いずみ産業株式会社 我孫子市 ―

399 株式会社フレスコ 千葉市 社員向けにSDGsについて研修を実施していただける企業の募集

400 Tea House わかば 千葉市

405 日本BSL株式会社 八千代市
脱炭素への目標達成に向けて、またはSDGsへの取り組みとしてCO2削減、再生可能エネルギーの導入を
考えているオフィスや工場の屋根へ太陽光発電設備設置を考えている企業の獲得

406 有限会社アーネストホーム 松戸市

403 株式会社ハクビ 東京都 在日外国人の支援活動、障がい者支援、子ども居場所・子ども食堂、里親支援、高齢者支援他

404 サミット製油株式会社 千葉市

401 株式会社白洋舍京葉支店 千葉市

402 株式会社オンフェイス 市原市

407 株式会社北島ファイナンシャルデザイン 市川市

https://www.frescohome.co.jp/
http://www.hakuyosha.co.jp/
http://www.hoken-web.jp/news/news-600/
https://andplus.earnesthome.co.jp/torikumi
https://www.is-izumi.co.jp/
http://www.hondacars-katorihigashi.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

地域住民を交えての清掃活動

近隣店舗合同でのフードバンク提供

取組内容が似ている企業・団体との情報交換や交流を通じて社内のSDGs運動をブラッシュアップしていきた
い

美容、健康に興味のある企業・団体への製品供給や情報交換

子供の近視を予防する環境整備への社会的提案

環境に配慮した医療に有用な情報の共有
SDGsやダイバーシティについて情報提供

大規模な廃棄物処理計画の参画

運搬資材（ドラム缶・パレット・コンテナなど）、物流機器の流通連携
資材や食品などの廃棄物をアップサイクルして商品化すること
リユース資材を用いて防災に役立つグッズの製作販売
官民が連携した大規模な環境保全活動及びリユース推進活動

薬剤師としての就職を目指す社会人や学生を抱える地域団体、企業、学校との連携

調剤薬局や医薬品提供などの薬事支援を必要とする地域団体、企業、学校との連携
調剤薬局の雇用創出を目指す地域団体、企業、学校との連携
調剤薬局の新たなサービ スを生み出す地域団体、企業、学校との連携
調剤薬局向けの研修やセミナーを実施してくれる団体、企業、学校との連携
社員向けにSDGsについてセミナーを実施してくれる団体、企業、学校との連携

412 株式会社みつわ 千葉市
印刷物の調達（つかう責任）において、非適合製品からグリーンプリンティング認定製品への切り替えを推奨
するための取り組み、検討機会の創出

413 千葉県眼科医会 流山市

410 タンポポ産業株式会社 船橋市

411 大日本土木株式会社千葉支店 千葉市 公民連携事業（PFI事業）等を通じて、強靭なインフラや高品質な建設物を手掛けるための連携を希望します

409 株式会社ホンダプリモ小見川 香取市

416 千葉市立生浜小学校 千葉市
児童に対し、学習指導・生活指導等において、SDGsについて考える機会を提供しながら、2030年までにでき
ることを共に考えていく場を様々な教育活動の中で模索していく

417 株式会社健栄 佐倉市

414 グリーン・エコ株式会社 千葉市

415 株式会社クボタ京葉工場 船橋市 県内の社会貢献活動に他企業及び団体と連携して取り組むことで、シナジーを生み出したい

http://www.hondacars-katorihigashi.co.jp/
https://www.dnc.co.jp/
https://www.mmjp.or.jp/chiba-oph
https://green-eco-kk.com/sdgs.html
https://www.kubota.co.jp/
https://www.city.chiba.jp/school/es/024/index.html
http://www.ken-ei.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

418 株式会社図南 旭市 ―

SDGsを普及させたい企業や団体とのイベントなどの活動

環境に配慮した製品などの情報提供を受けたい

小学校、中学校及び義務教育学校に対して、出前授業をしてくれる企業、地域人材の募集

SDGs推進に取り組む企業や地域の団体との連携

酪農と他事業との連携、展開

農業と他事業との連携、展開
人材の活用

オンラインミーティング等を検討されている企業様のサポートやノウハウの伝授

SDGsの取り組みをPRしたい企業様のイベントの企画運営や各種販促物の制作を行わせていただきます

廃棄物の削減

地域の環境保全活動
再生可能エネルギーの使用量拡大

428 株式会社アジャスト 松戸市 ―

セルロースナノファイバーを使用した高剛性紙の流通先の獲得

市原市において竹林整備などの里山活動に参加してくれる企業の募集
地域資源活用（国産メンマプロジェクトなど実績あり）の連携

430 株式会社田中精機 いすみ市 ―

419 菅谷建設株式会社 香取市

420 有限会社丸恭 香取市 地産地消の仕入先、販売先の獲得

425 有限会社美研テクノ 佐倉市 外国人労働者の待遇改善や生活のサポート

426 株式会社美研 佐倉市 省エネ住宅資材・工法設計を取り扱う会社との連携

423 アイデザインファクトリー株式会社 木更津市

424 株式会社PRIME 佐倉市 省エネ住宅資材・工法設計を取り扱う会社との連携

421 八千代市教育委員会 八千代市

422 株式会社秋葉牧場 八千代市

427 イチカワ株式会社 東京都

429 東湘物産株式会社 市原市

https://www.yachiyo.ed.jp/yachiyo/sdgs-room/
https://id-f.com/company
https://www.cocosumo-chiba.jp/
https://www.bikentecno.com/
https://biken223.jp/
http://www.tosyobussan.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

434 千葉三菱自動車販売株式会社 千葉市 ―

低炭素化や脱炭素化に向け都市ガスやカーボンニュートラル都市ガスの普及拡大

太陽光発電設備の設置先（事業所等）の獲得

自動車整備士育成の支援と教育教材の提供

交通インフラ事業者と連携し安全な移動の提供

規格外との理由で廃棄される可能性のある千葉県産の食材の発掘

上記食材の運搬を担うパートナーの検索

京成ローザ(10)で開催する「ママ＆パパのんびりシネマ」に付随し、参加者にインセンティブを提供してくれ
る、および 、この上映会を活用してママ向けの交流会、相談会などを開催してくれる県や市などのパート
ナーの募集

映画の撮影地、且つそれをキーとした観光振興に関心を持つ自治体等との連携

438 株式会社やつや 船橋市 ―

他パートナーの従業員様向けに「免疫力アップセミナー」「熱中症セミナー」等を実施

ベルマーク回収のキャンペーン実施し、県内学校に寄付活動

社会貢献型自販機の取組（ピンクリボン機、サッカー日本代表応援機、ロカボ自販機、TABLE FOR TWO自
販機等）

健康経営の支援
地域社会・野球振興活動（千葉ロッテマリーンズ）
まちおこし活動（東庄町ポーク＆ビア・茂原市ジビエ）

地元地域と連携し、住宅建築事業に貢献する、イベントや活動

社員向けの生産性向上や効率化のセミナー

433 株式会社精美堂 千葉市 　SDGs活動の啓蒙・普及を目指し、異業種とのSDGs関連商品の開発及び販売

435 京和ガス株式会社 流山市

431 三洋コンクリート工業株式会社 九十九里町 付加価値のある製品の製造等

432
医療法人社団協友会 船橋総合病院附属あい在宅ク
リニック

船橋市
保険医療分野における、その人らしい働き方のモデルについて、他のパートナーの知恵を共有させていただ
けると幸いです

439 キリンビバレッジ株式会社 船橋市

440 株式会社BLISS 東京都

436 トヨタカローラ千葉株式会社 千葉市

437 株式会社イウォレ京成 千葉市

http://www.fgh-carrot.com/dept/ai_clinic/
https://hannko.co.jp/
https://www.kirinholdings.com/jp/impact/
https://www.asahiinryo.co.jp/csv/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

地域（県、市町村）と協業した乳酸菌勉強会などセミナー実施

ラベルレス商品、シンプルエコラベル商品の推進

地域社会のデジタル化推進（DX）

キャッシュレス/情報格差解消/教育ICT/動態データ活用医療福祉の高度化

脱炭素社会循環型社会の実現（GX）
モビリティ/グリーン5G/フードロスの改善/防災対策/端末リサイクル/森林保全・獣害対策

県内企業のDX化・働き方改革の推進（WX）
リモートワーク推進/業務の効率化・自動化/ペーパーレス化/労働時間の削減

443 池田建設工業株式会社 千葉市 ―

リサイクル堆肥の活用（原料の収集、利用者の確保）

社員向けにSDGsについてセミナーを実施してくれる企業の募集

子どもへ達の科学教育の普及

化学製品を通した持続可能な社会についての教育機会の普及

三井住友海上と連携した、カーボンニュートラルのサポートを実施

SDGsワークショップ開催

CO2排出量が多い業種であることから、効果的な排出量削減に取り組みたい

安全運転徹底のための人材育成に取り組みたい

451 株式会社ホンダカーズ東葛 松戸市 ―

441 アサヒ飲料株式会社 千葉市

442 株式会社ドコモCS 千葉支店 千葉市

448 株式会社スズキ自販千葉 千葉市 県内自動車ディーラー間で連携可能な事項を話し合っていく機会創出

449 ファミリー引越センター株式会社 松戸市

446 株式会社ワイズ保険センター 千葉市

447 ちば東葛農業協同組合 柏市 学校等教育機関や福祉事務所等と協力して取り組みたい

444 株式会社田久保造園土木 印西市

445 三井化学株式会社 袖ケ浦センター 袖ケ浦市

450 アーバンプロテクト株式会社 柏市
SDGsの推進、事業継続力強化計画、健康経営、働きやすい職場認定制度の認定支援などの各種セミナー
開催

https://www.asahiinryo.co.jp/csv/
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/corporate/csr/about/pdf/sdgshighlight2021.pdf
https://jp.mitsuichemicals.com/jp/sustainability/mci_sustainability/materiality/efforts.htm
http://www.ja-chibatoukatu.or.jp/
https://www.suzuki.co.jp/dealer/sj-chiba/recruit/topic/?id=19852
https://505555.co.jp/sdgs/
https://uachiba.com/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

2022年7月30日に実施予定の2022年度SDGs取り組みイベントの際のSDGsに関する企業内取り組みの紹介
（VTR等でも構いません）

同イベントにおけるスポンサーの募集（スポンサー企業の商品・サービスの出展ブースあり）
※千葉市内で1000人規模のイベントの予定

県内でも貧困層が多くいる中で、少しでも明るい・楽しいを体感して、困ったら助けてくれる会社があるという
事を発信していきたい

一緒に活動してくれる企業様と連携したい

古材・木材を活用した製品開発を行っている企業

開発したアプリの広告・販売を行っている企業

新分野等への販路拡大のための顧客獲得

従業員へ向けたSDGsや知識向上の為のセミナー実施先の紹介

製品取扱い、施工協力会社の獲得

社員向けにSDGsやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる企業の募集

女性、外国人、障害者が活躍出来る職場づくり

バイオマスゴミ袋への移行
有害物質配合製品を使用せず、自社の照明を100%LED化及び取引先への推進

地元企業と連携し廃棄食材の活用した食事提供先の獲得

子供食堂への食材の提供

455 株式会社アールワン 東京都

456 アクティブ販売株式会社 千葉市

453 株式会社ACTY 柏市

454 株式会社MK産業 印西市
千葉県内にある建設業界或いは鋼鉄産業などと連携し、産業廃棄物、重機廃車などを最小限にし、かつ
ニーズの高い業者へリユースする業務展開を目指す

452 UAゼンセン千葉県支部 千葉市

459 株式会社ごはんクリエイト 木更津市

460 合同会社サカオ 旭市 千葉県のためのボランティア活動

457 株式会社千葉通信システム 富里市

458 太平ビルサービス株式会社千葉支店 千葉市

https://uachiba.com/
https://www.gohancreate.co.jp/
http://www.chiba-shinrin-instructor.com/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

県、各市町村の環境や森林担当課（自然観察会・林業体験・クラフト教室・環境データ提供 ・SDGs紹介をふ
まえての糸紡ぎ 染色・織り など里山文化紹介 ・室内での自然深堀り講座）

県、各市町村教育委員会、公立・私立小中高等学校とクラブ（ 同上 ）
県、各市町村の公民館に準ずる施設 （ 同上 ）
大学の各種学生サークル（ 同上 ）
各生協（ 同上 、SDGs紹介をふまえての染色・糸作りなど里山文化紹介 ）
各企業 （ 同上 ）

イノベーションを促進する新技術の共同開発

SDGsを推進する企業との積極的な情報交換

外国人雇用の必要性や働き方についてのノウハウを共有していただきたい

子育て、介護中の従業員への環境づくり、働き方の好事例等を共有していただきたい

他のパートナーのSDGsに関する取組内容を共有したい

他のパートナーに向けてSDGsの達成に資する投資を行う

電動車の業務使用に興味のある企業・団体等、電動車販売先の募集

福祉車両の展示会を希望する団体・医療法人等の募集
安全装備を搭載した車両の出張体験会を希望する団体・学校法人等の募集
交通遺児・事故被害者の団体紹介

電動車の業務使用に興味のある企業・団体等、電動車販売先の募集

福祉車両の展示会を希望する団体・医療法人等の募集
安全装備を搭載した車両の出張体験会を希望する団体・学校法人等の募集
交通遺児・事故被害者の団体紹介

県内企業と連携した研修プログラムの開発

教育旅行SDGs体験プログラムの開発
社員向けにSDGsやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる企業の募集

461 NPO法人千葉県森林インストラクター会 市原市

462 サンコーテクノ株式会社 流山市

467 株式会社JTB千葉支店 千葉市

468 東京ベイ信用金庫 市川市 産・官・学連携やビジネスマッチング等による事業者のビジネスチャンスの創出

465 千葉日産自動車株式会社 千葉市

466 日産プリンス千葉販売株式会社 千葉市

463 株式会社ホンダカーズ松戸 松戸市

464 ちばぎんキャピタル株式会社 千葉市

469 キノエネ醬油株式会社 野田市 環境に配慮して生産された地元食材を活用した新製品開発

http://www.chiba-shinrin-instructor.com/
https://sanko-techno.co.jp/company/sustainability/
https://www.hondacars-matsudo.co.jp/
https://ni-chiba.nissan-dealer.jp/top.html
https://np-chiba.nissan-dealer.jp/top.html
https://www.jtbcorp.jp/jp/sustainability/sdgs/
http://www.bayshin.co.jp/
http://www.satoh-tk.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

地籍調査促進の啓発活動により早期着手、早期完成を目指す

新技術の開発

当社が主催または各団体と共催する清掃活動「Clean up our town」への参加

地域スポーツ（プロ・アマ）を応援する企業との情報連携、相互PR協力

476 千葉鉄工業団地協同組合 千葉市 ―

2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目
指すことを宣言しました

当グループも将来の世代も安心して暮らせる、持続可能な経済社会をつくるため、カーボンニュートラル、脱
炭素社会の実現に向けて、様々な企業の方々と連携して取組んでいきたいと思います

2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目
指すことを宣言しました

当グループも将来の世代も安心して暮らせる、持続可能な経済社会をつくるため、カーボンニュートラル、脱
炭素社会の実現に向けて、様々な企業の方々と連携して取組んでいきたいと思います

473 株式会社コーケン 茂原市

474 株式会社山盛コンストラクション 千葉市 地元産木材(間伐材)を材料にした製品の製造及び提案

471 株式会社Smart Green 船橋市 脱炭素化に取り組みたい企業様に対してコンサルティング

472 株式会社カワイチ・テック 成田市 当社製品KT-POWDER(無機質凝集剤)を使用して池の水の浄化

470 佐藤鉄工株式会社 松戸市 敷地内の緑化を進めるに当たりアドバイスしていただける企業の募集

480 水ingAM株式会社東関東営業所 千葉市

478 株式会社セイワ 東京都 地域各商店の方々と共同し、キレイな街作りにするためにゴミ拾いをする

479 水ing株式会社袖ヶ浦薬品事業所 袖ケ浦市

475 株式会社ジェイコム千葉 浦安市

477 株式会社SAKURAプランニング 富里市 災害時への備えや復興に対するリスクの共有

http://www.satoh-tk.co.jp/
https://www.kawaichi.co.jp/
https://www.jcom.co.jp/corporate/csr/sdgs/
https://tejiteji.jp/
https://www.swing-w.com/sdgs/index.html


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目
指すことを宣言しました

当グループも将来の世代も安心して暮らせる、持続可能な経済社会をつくるため、カーボンニュートラル、脱
炭素社会の実現に向けて、様々な企業の方々と連携して取組んでいきたいと思います

地域のシニアや障がい者の働く場所づくりの事業化

千葉県内の業者と連携してLED化に取り組みたい

戸建新築住宅の産業廃棄物への減少を新商品や工場設備等とで削減努力を出来る企業の募集

社員へ環境保全や雇用、賃金アップにつながる効率化などのセミナーを実施してくれる企業
子供たちへの支援や学校設備など教育に、共に協力できる企業

県内他パートナー様とSDGs啓発活動による取組の周知

さらなるSDGsパートナーの増加

雑がみを拠出者として取り組みを実施している、団体等

雑がみを有効に回収活用している、自治体等（市川市以外）
自治会だより等の紙類案内をWeb等デジタル化思考の団体等

489 株式会社TIS 市川市 ―

個性を生かし、働ける環境づくり

他企業や地域の様々な団体、学校等などSDGsやマネジメントの情報交換をしてくれる企業の募集

3.全ての人に健康と福祉を

481 水ingエンジニアリング株式会社東関東営業所 千葉市

486 市川大野パーク・ホームズ 市川市

487 特定非営利活動法人いすみ竹炭研究会 いすみ市 竹炭(いすみのいーすみ)を使って、自然環境改善のスピードを上げる商品開発に臨む企業

484 有限会社髙良コーキ 千葉市 環境に配慮した建築材料の仕入れ

485 イオンモール株式会社イオンモール幕張新都心 千葉市

482 社会福祉法人小羊会 柏市

483 株式会社鎌建商店 鎌ケ谷市

491 Empathy 市川市

488 特定非営利活動法人環境パートナーシップちば 千葉市
SDGs達成に向けた人材育成事業を展開していますが、学校、企業、行政など充分取り組みが出来ていませ
ん。そこで、他のちばSDGsパートナーと連携して取り組み、人材育成をひろげたい

490 株式会社倉持鉄工 野田市

https://kamaken3231.co.jp/
http://www.takarako-ki.co.jp/
https://isumitikutan.org/
https://kanpachiba.com/
https://www.kuramochi-tekkou.jp/
https://ichikawa-cat.com/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

・介護業界や葬儀業界、ペット関連企業など「グリーフ・ペットロスサポート講座」を開催してくれる企業の募
集、また、教育機関、寺社、どうぶつ病院などとの連携も実現したい

17.パートナーシップで目標を達成しよう

・互いの強みを活かした異業種連携、千葉県内の産学官連携のネットワークを推進し活性化し、新たな風を
起こすために、自分が参加する連携グループで積極的に役割を引き受ける

社員向けSDGsにおける勉強会などの実施をして頂ける企業の募集

同業種におけるSDGsの取り組みについての意見交換

497 京成電設工業株式会社 八千代市 ―

IT を活用した業務効率改善のための取り組み事例の共有

建築・土木系学生に対しての就職の斡旋

500 株式会社下野酒店 千葉市 ―

502 東日本都市開発株式会社 船橋市 ―

493 岡田土建株式会社 銚子市 社員向けにSGDsについてセミナーを実施してくれる企業の募集

494 新栄工業株式会社 松戸市

491 Empathy 市川市

492 株式会社一幸 木更津市 地元の食材を活用したメニュー開発

501 株式会社メイナン 市原市 リサイクル原料である廃プラスチック類の供給元の獲得

498 iビジネスパートナーズ株式会社 千葉市 弊社のBPOとクラウドサービスの知見を活用した経営効率化提案先の探索

499 株式会社千葉四門 千葉市

495 株式会社メディセオ 千葉市 パートナー登録のドラッグストア、調剤薬局など取引先との環境にやさしい配送・納品の実現と継続した活動

496 株式会社パル・ミート 習志野市 国産肉を原料とした精肉・加工肉・冷凍食品等の商品開発や加工委託

https://www.pal.or.jp/palmeat/
http://www.hn-tk.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

503 アイネットエージェンシー株式会社 八千代市
主たる自動車保険商品の提供元であるあいおいニッセイ同和損保株式会社の技術力とリスク引受け保険会
社としての情報提供ツール（リスクの顕在化・BCPなど対処方法等）を連携して活用することが重要と考え
る。

508 株式会社ブレインワークス 柏市 当社の各種活動(自然災害への備え・セミナー・イベント等)を希望される企業へ提供

509 株式会社みぞぐち商会 市川市 当社の各種活動(自然災害への備え・セミナー・イベント等)を希望される企業へ提供

506 株式会社フィット東日本 柏市 当社の各種活動(自然災害への備え・セミナー・イベント等)を希望される企業へ提供

507 有限会社ジャストプラン 野田市 当社の各種活動(自然災害への備え・セミナー・イベント等)を希望される企業へ提供

504 株式会社LeapGate 市川市 悩める若者たちへの情操教育

505 株式会社SK Guardian 船橋市 当社の各種活動(自然災害への備え・セミナー・イベント等)を希望される企業へ提供

510 株式会社ワイズ保険事務所 船橋市 当社の各種活動(自然災害への備え・セミナー・イベント等)を希望される企業へ提供



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

従業員の健康増進のための施策等の意見交換やセミナーを実施してくれる企業

電動車の促進に向けた、充電設備の相互利用や連携

　弊社に飲食部があり出店店舗にて千葉県産の食材を使用するための提供先の獲得

　防災に関する新商品の開発に関する協力業者の獲得
　観光地再生に向けて、恐竜テーマパークが開催できる場所の提供者の獲得

519 株式会社アイベル 木更津市 ―

自治会や小中学校と協力し、地域交流や教育活動への積極的な参加。

他の不動産会社と協力し、持続可能な街づくりへの活動。

環境問題への取り組みや、女性の社会進出を後押しするセミナー共同開催

再生土、堆肥の取引

514 市民エネルギーちば株式会社 匝瑳市 福祉団体との農福連携

515 東邦オート株式会社 千葉市

512 東海相互サービス株式会社 流山市 安全運転教室の開催など、交通事故ゼロを目指すための安全運転に関する啓蒙活動

513 野田保険事務所 野田市 当社の各種活動(自然災害への備え・セミナー・イベント等)を希望される企業へ提供

511 匠ほけん事務所 柏市 当社の各種活動(自然災害への備え・セミナー・イベント等)を希望される企業へ提供

521 プレジャーガーデン＆リビング株式会社 いすみ市

522 株式会社ミミック 市川市 再生する空き家や古屋の物件購入・仕入れ

518 株式会社三富商会 白井市 社会に還元するようなテーマや関係する取り組み

520 株式会社リンクス・エステート 船橋市

516 株式会社神田乾物 野田市

施設等の団体と連携を行い、当社の扱う製品を使用した給食を提供したい。給食が完成するまでの流通
や、なぜSDGsが必要なのかを食を通して理解を深めてもらいたい。例えば、当社製品のタケノコが生産者か
らどのような流れで消費者まで届くのか、誰が何をしているのか（商流）をわかりやすく説明し、改めて経済
や社会、SDGsに目を向けてもらいたい。

517 株式会社イベント・コミュニケーションズ 木更津市

http://www.eventcom.jp/
http://www.sanpsyokai.com/
https://www.eyebell.jp/
https://pgarden.com/
https://mimic-ltd.co.jp/
http://www.nanshinjuki.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

地元の現場を受注することで、機械・車輌の排ガス量減少や消費エネルギーの節約。

環境に配慮した機械の導入に向け、優遇制度等を教えてくださる企業・団体の募集。

障がい者雇用促進のための学校・病院様との連携

女性活用推進に伴う学校との連携
最先端技術事業に支援頂ける企業様との連携

526 吉田工業株式会社 千葉市 ―
527 ヤブサキ産業株式会社 市川市 ―

530 親愛ケアサービス有限会社 市川市 ―
531 社会福祉法人親愛会 松戸市 ―
532 日昇鋼業株式会社 柏市 ―

534 東葛工業株式会社 野田市 ―
535 株式会社弘洋 柏市 ―

社員向けにSDGsついてセミナーを実施してくれる企業の募集

BCP事業計画の策定・運用方法について指導してくれる企業・ 団体の募集

537 株式会社セイミヤ 香取市等 ―

環境に配慮した商品の情報提供

社員向けSDGsに関係するセミナーを実施してくれる企業の募集

観光地活性による地域経済・過疎化問題

子供たちへの教育

529 日栄商事株式会社新鎌ケ谷支店 鎌ケ谷市 空き家、空き地の有効活用

533 株式会社タクミ商会 市川市 産業廃棄物削減情報共有、再生可能部品や都市鉱山

525 日本企画株式会社 船橋市

528 日栄商事株式会社柏支社 柏市 空き家、空き地の有効活用

523 南信重機興業株式会社 柏市

524 株式会社マルタカ 流山市
環境に配慮した生分解性フィルム、植物性由来フィルム、植物性由来インキを使用する企業と連携し製品加
工や販売を行う。

539 メインストリーム合同会社 成田市

536 鵜沢建設株式会社 千葉市

538 株式会社根本運送 香取市

http://www.nanshinjuki.co.jp/
http://www.nkcnet.co.jp/
http://www.uzawakensetsu.co.jp/
http://www.nemoto-trs.co.jp/
https://www.town.chonan.chiba.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

　観光業の振興(近隣市町村との観光ツアーなどを行い、観光客に足を踏み入れてもらうことで、観光産業の
活性化に取り組みたい。)

　防災(大規模な災害が起きた際、情報を共有し、必要な対策や物資などをお互いに助け合える取り組みを
行いたい。)

県内地域貢献活動（環境保全活動など）をしている団体との連携

SDGsの授業を行うことが可能です。出前授業を受け入れてくれる小学校中学校 特別支援学校を募集
廃棄されてしまうもの、使い古されたものをリサイクル・アップサイクルできるメーカーの募集
セット作業や軽作業を受託している福祉作業所の募集
人や環境にやさしい備品やノベルティ制作などの販促を検討している企業の募集
女性の活躍推進を行っている企業や団体との共同プロジェクトでコラボイベントの開催
サステナブル商材・資材を持ち小ロット製造が可能な企業様の募集

542 特定非営利活動法人ほっとはあと 千葉市
生理の貧困問題に関心があり、資金面での協力をはじめとして、生理用品の設置場所の提供等における連
携を希望いたします。

544 星光PMC株式会社 千葉市等 ―

他業種の女性部との連携

集合住宅・駐車場等における電気自動車用充電設備の研究

オフィスだけでなく、扱う物件にも再生可能エネルギーを導入していく

省エネ住宅やCO2 削減に有効な資材を導入する

SDGsをテーマに学際融合を推進し次世代を育成する高校との連携

外国語を軸とした産官学連携

社員研修等を実施してもらう企業の紹介

地産地消に向けた業者の紹介

地域のお客さまを対象とした、SDGsや地域活性に繋がる取り組みの連携

モール運営に係る環境負荷を抑える技術導入
SDGsに先進的な取り組みを実施している企業様との意見交換

541 井関産業株式会社 浦安市

543 特定非営利活動法人しろい環境塾 白井市 里地里山保全を中心とした地域活性化

540 長南町 長南町

549 イオンモール株式会社千葉事業部 千葉市

547 神田外語大学 千葉市

548 床枝衣料工業株式会社 茂原市

545 千葉県電気工事工業組合 千葉市

546 株式会社東洋コーポレーション 八千代市

https://www.town.chonan.chiba.jp/
https://www.isekigroup.co.jp/home/profile/
http://www.kankyojuku.jp/
https://www.seikopmc.co.jp/sustainability/sdgs/
http://www.chidenko.jp/
https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/news/
https://www.aeonmall.com/
https://www.bute.co.jp/sdgs/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

550 株式会社ビュート 千葉市 ―
551 株式会社ほけん情報館 いすみ市 ―

554 星商株式会社 千葉市 ―

カーボンニュートラルにつながる塗料を用いた構造物の獲得

メンテナンスが必要な現場に対して、弊社水性塗料を提案してくれる設計会社の募集
廃棄する空き塗料缶のリメイクを提案してくれる企業の募集
取り替えではなくALLWOOD/RESIDE を用いて塗り替え検討中のモニター企業募集

食堂予約クラウドシステム「The Meal」、紙資料を電子化するクラウドサービス「Wisebook」の販売代理店の
募集

産学連携を希望する大学等の募集

クリニック、医師と連携して、高齢者向けサービスを強化したい。

再生エネルギー、リサイクル、キャッシュレス決済の推進について情報交換を行いたい

従業員の安定確保

女性社員の確保

社員向けに、SDGs のセミナーを実施してくれる企業の募集。

ペーパーシュレッダー処理された紙、ダンボールのリサイクル事業者の募集

552 三恵メタル工業株式会社 松戸市 社員向けにSDGsやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる企業の募集

558 株式会社北浦工業 神奈川県 敷地内の植栽によるCO2排出量削減や街の景観・自然環境の保護

559 株式会社千葉薬品 千葉市

556 MITホールディングス株式会社 千葉市

557 株式会社アクシス 千葉市 「マニュアル制作（ビジュアル化）」を通じてお客さま企業とのビジネスパートナーの獲得

553 株式会社大幸 松戸市 社員向けにSDGsやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる企業の募集

555 株式会社BAN-ZI 千葉市

562 六幸電気工業株式会社 木更津市

560 株式会社QVCジャパン 千葉市
千葉という地域社会へ一企業市民として貢献するために、分野を問わず幅広く連携を希望。小売・物流・放
送・デザイン・マーケティング等幅広い機能を自社で持ち合わせていますので、ぜひお声がけください

561 株式会社ユニオン通研 習志野市

https://www.bute.co.jp/sdgs/
https://www.kaiteki-roof.com/
https://yakiniku-agari.owst.jp/
https://mit-hd.co.jp/
http://www.kk-axis.co.jp/index.html
http://www.yacs.jp/home
https://corporate.qvc.jp/corporate-responsibility/
http://union-tk.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

シングルマザーの生活支援

リユース業を通した海外支援

千産千消の拡大、商品開発

シェアリングエコノミーの推進
自然環境の保全
キャリア支援・人財育成

製品の脱プラ・減プラ推進に取り組む企業との連携。食品容器や通販箱など、環境に配慮したパッケージの
設計・デザイン・素材の提案

防災備蓄品の期限前更新を促進することによるフードロスの減少（フードバンク等への寄付）
障害者支援施設や特別支援学校との連携。障害のある方の就労に向けた支援準備・企業実習の実施

太陽光発電所の所有や運用で課題を抱えている企業様へのコンサルティング

上記発電所の保安業務の見直しの支援

販売する戸建て住宅の木材に地元木材を積極的に取り入れる。

省エネ設備を積極的に導入する

564 シナネンエコワーク株式会社 千葉市 社員向けに SDGs についてセミナーを実施してくれる企業の募集

566 株式会社ジョイントサービス 市川市

563 有限会社ライフサポートエージェンシー 木更津市 地域の防災・減災啓蒙活動

571 大和住宅株式会社 市川市

572 東京電力エナジーパートナー株式会社 千葉市
再生可能エネルギーや、電化技術、省エネのご提案を通じた地域社会への貢献、地域経済の活性化をパー
トナーと連携しつつ取り組みたい

569 盈泰ジャパン株式会社 松戸市

570 株式会社菊竹 習志野市 中国にある協力工場（乾物専門）への依存度を下げるため、県内にDX強化した水産加工工場の建設を計画

567 株式会社千葉ステーションビル 千葉市

568 株式会社クラウン・パッケージ東京事業所 野田市

573 フジセイコー株式会社 千葉市 サプライチェーン取引先との連携

https://sinanenecowork.com/
https://www.nipponsteel.com/csr/materiality/index.html
https://joint-service.co.jp/
https://www.perie.co.jp/
http://www.crown-grp.co.jp/csr/
http://www.eitaijapan.com/
https://www.tepco.co.jp/ep/private/emirai/global_environment/index-j.html
http://www.fujiseiko-net.co.jp/home/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

地域ボランティア活動などの環境保全活動

県内SDGsの更なる普及啓発につながる活動
住環境の環境保全や環境負荷低減に関する取組み

シニアの働ける職場環境の整備

　・ジェロントロジー（老年学）、企業内のシニア人材の活用などの勉強会や啓蒙活動
実地棚卸を通じた滞留在庫の可視化による廃棄ロスの軽減

各種業務請負をお探しの企業・団体の獲得

SDGsに関する従業員交流、情報交換

認証木材等を使用した工事材の推進に一緒に取組む会社

地域環境の改善に取組む活動との連携

577 アセットインベントリー株式会社 柏市

575 千葉敬愛短期大学 佐倉市 学生向けにSDGsについてセミナーを実施してくれる個人・団体等の募集

576 呉光塗装株式会社 松戸市

574 株式会社アビー 流山市
県内は勿論のこと、全国の1次産業の生産者の方々と食材、食品の廃棄ロスを削減していくお手伝いを、自
社製品を用いて貢献していきたい

583 市原商工会議所 市原市
起業家やSDGs経営に興味がある経営者、社会活動を行っている団体や学校等と地域の抱える課題と「持
続可能な開発目標」との 繋がりを考え、SDGs達成と地域課題の解決に 貢献するビジネスアイデアを検討
する機会を作りたい

584 興和建設株式会社 木更津市

581 日建ホーム株式会社 我孫子市
木材の再利用やDIY 、健康と住まい方などに関することで、連携のアイデアがある企業様がおりましたらご
連絡ください

582 イシグロ株式会社習志野支店 習志野市 配管材の専門商社として、建設・建築業界における省エネ・効率化を推進する一躍を担いたい

579 株式会社アクアテック 市原市

580 君津商工会議所 君津市 当会議所のSDGsへの取組周知の連携とセミナー開催の協力並びに取組事例の共有

http://gokou-tosou.co.jp/sdgs.html
https://www.asset-inventory.co.jp/company/sdgs/
https://www.takuhai-group.co.jp/
https://www.aquatech-group.co.jp/
https://www.n-home.co.jp/
https://www.ishiguro-gr.co.jp/about/sdgs/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

地域探検、工場見学、職場体験学習の連携

出前授業の連携

587 ミヨシ油脂株式会社千葉工場 千葉市 ―
588 株式会社スズキ技研 市川市 ―

設備の導入、更新を検討されている企業様へ省エネ・省電力設備のご提案

フードバンクや赤十字などへの寄付活動
地域社会への貢献、清掃・奉仕活動

ウイルスブロック加工をした商品の提供先の獲得

支援学校と連携した身障者雇用の実施

空き家の所有者および建物情報の共有

移住者の支援情報の公表

保育所、認定こども園、幼稚園へのソーラーパネル設置（新規開設園、既存園含）

SDGs推進導入したいと考える保育所、認定こども園、幼稚園の新規開拓営業

597 株式会社くるまのミツクニ 千葉市 ―

591 東京航空クリーニング株式会社成田工場 成田市

592 株式会社住まいの発見館 山武市

589 フィデス株式会社 千葉市

590 アズ株式会社 鎌ケ谷市 色々な取り組みを話し合い取り組めそうな活動をやっていきたい

585 市原市教育委員会 市原市

586 生活クラブ生活協同組合 千葉市
SDGs達成に向けて社会課題を解決することを目的として積極的に取り組む企業や団体との連携や交流を
通じて、食の問題はもちろん、環境・福祉など、さまざまな問題に対して、先進的な取り組みや事業活動につ
なげたい

595 合同会社外房フィルムコミッション 茂原市 空き家、空き地、営業時間外の店舗を映画撮影などのロケ地として活用したい事業者と提携したい

596 Office Miraiz 印西市

593 株式会社グリーンワールド 茂原市 品質が良く、長く使える住宅・店舗や老人ホームなどを希望する事業者との協業

594 柏ブルワリー本店 柏市 寄付型商品の取り扱い企業への紹介や寄付型商品の連携。障害者への就業支援等

https://seikatsuclub.coop/about/vision/declaration2030.html
https://www.miyoshi-yushi.co.jp/sustainable/
http://www.sg21.co.jp/company/sdgs.html
https://www.fides-inc.jp/
http://www.az1013.com/
https://office-miraiz.com/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

地域における具体的な防災対策を考える企業

雇用条件における改善・準備しておくべきポイントのアドバイス・指導を実践している企業
人に対する質の高い教育と働きやすい職場づくりの実践をしている企業

600 株式会社カテナ補償サービス 船橋市 ―

感染対策における清掃

災害時におけるトイレ・浴室・洗面等の清掃

新しいビジネスマッチングの場として活用

SDGs についてセミナーを実施していただける企業との連携

「働きたい」と願う障がいを持つ方々への広報・宣伝

簡単な解体・仕分け作業の提供

606 ダイユウホーム株式会社 成田市 ―

608 株式会社神洲観光成田営業所 成田市 ―
609 千葉県漁業協同組合連合会 千葉市 ―

地域貢献に向けた活動を他のパートナーと連携して行いたい。

社員向けにSDGsやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる企業の募集

フードロスを減らすため、みつ症などの梨を加工してくれる企業の募集

選定枝など使って何か加工できないか？
摘果した梨は何かに加工できるのか知りたい

598 株式会社ホンダカーズ西千葉 松戸市

599 株式会社クセジュ 流山市
実際にSDGsを社会や企業がどのように実践しているのか？この点について、教科書やテキストからは見え
てこない生の実践例を、小中学生に伝えていくようなイベントを実施したい

605 NPO法人SRN 柏市

607
ヴェオリア・ジェネッツ・公営事業・イシガキ・センエー
特定委託業務共同企業体

千葉市 当企業体で使用する製品について、より環境負荷低減に結び付くような商品があればご紹介頂きたい

603 福井電機株式会社 千葉市

604 株式会社西原環境千葉営業所 千葉市 社会及び地域貢献活動の連携に関する情報共有

601 株式会社六和建設工業 松戸市 中小規模工事（市街地土木）におけるICT活用工事に取り組んでいる企業

602 花椿テクノサービス株式会社 千葉市

610 荏原実業株式会社 東関東支社 千葉市

611 飯田果樹園 野田市

https://catena-hs.co.jp/
http://www.rokuwakensetu.co.jp/
https://www.veolia.jp/ja/corporate-responsibility/sustainability-veolia
http://npo-rn.info/
https://www.veolia.jp/ja/corporate-responsibility/sustainability-veolia
http://www.chiba-gyoren.or.jp/about.html
https://www.ejk.co.jp/
https://iidakajuen.jimdofree.com/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

地域の企業と連携した食材開発

学生向けにSDGsセミナー等の講師募集

環境に配慮した事業活動

協力会社、新規顧客の獲得

環境問題に関する諸調査、改善策の検討、政策の提案

地球温暖化防止活動の推進。例えば「うちエコ診断」の普及活動など
食品ロスの防止活動

618 木信産業株式会社 木更津市 ―

環境負荷の低い原材料・加工を行った商品（パッケージ）をご使用いただけるお取引先の獲得

社員向けにSDGsやダイバーシティーについてセミナーを実施してくれる企業の募集

621 株式会社アキテック 千葉市 ―
622 株式会社リクエストエージェント いすみ市 ―

1.プラスチック…廃棄されているプラスチックを削減するために多くの企業との協業

2.人材…途上国の人材活用
3.教育…技能実習生制度を活用し、国内外の人材育成に努める

空き家活用、遊休農地の活用パートナーとの連携（自治体・農協等）

多様化する新規事業・取組との連携及び情報交換

614 株式会社日本都市 船橋市

615
特定非営利活動法人環境カウンセラー千葉県協議
会

船橋市

612 習志野調理師専門学校 習志野市

613 新洋株式会社 佐倉市 利用再生資源開発新しい商品

623 株式会社和円商事 東京都中央区

624 株式会社NOve1 佐倉市

619 昱株式会社千葉支店 千葉市 災害時における応急対策及び復旧対策に対する協力体制

620 信和産業株式会社 八千代市

616 有限会社髙山興業 木更津市 廃棄物を取り扱う企業として、リサイクル活動を推進する為様々な企業や団体様と連携を強化

617 習志野商工会議所 習志野市 中小企業向けのSDGsに関するセミナーの共同開催や当所会報紙への取組事例の紹介

http://shinyo-syg.co.jp/
https://ecchiba.sakura.ne.jp/
https://www.takayamainc.net/
https://www.mokushin.co.jp/
https://shinwa417.co.jp/
https://request-agent.co.jp/
http://www.waen.biz/
https://www.big-advance.site/s/182/1332
https://www.veolia.jp/ja/corporate-responsibility/sustainability-veolia


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

 外国籍従業員への日本語教育

 在留外国人への就職・転職支援サポート

太陽光発電所の設置場所や、設置工事についての情報を積極的に提供し、県との情報交換を活発におこな
う

お互いにとって有益となるように連携をとっていきたい

628 K＆Oエナジーグループ株式会社 茂原市 ―

あらゆるジェンダーに対応した雇用促進のため、人材を紹介してくれる企業・団体の募集

環境に配慮した清掃資機材等について連携できるパートナー企業の募集
SDGsに取り組む企業・団体との連携

回収したゴルフ用品、ボールの再販に協力して頂ける取引先の情報獲得

サステナブルなゴルフ用品の情報獲得

外壁工事にフルプレカットを取り入れていない建設会社の工事受注。

フルプレカットを取り入れていない外壁工事会社との連携及び技術提供。

630 東金ショッピングセンターサンピア 東金市 地域の環境維持保全

631 株式会社アルボビルメンテナンス 富津市

627 株式会社協和商事 酒々井町

629 特定非営利活動法人キャリアデザイン研究所 柏市
当団体の業務・取組内容の全般または個別のさらなる展開により、千葉県に在住・在学・在勤する人のWell-
being増進に貢献することを目的に、ちばSDGsパートナーとの連携を希望する。

625 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 千葉市 当企業体で使用する製品について、より環境負荷低減に結び付くような商品があればご紹介頂きたい

626 株式会社GLE 東京都品川区

634 株式会社IKKEN工業 千葉市

635 鈴木特殊化工株式会社 八千代市 地元の学校、施設、などで環境に配慮した新製品(植木鉢)を使用してくれる団体の募集

632 株式会社ウキガヤ 松戸市
人材不足が深刻になっていますが、教える側も引退等で少なくなってきています。新卒、他業種からの採用
等をしても、参考本やDVD等だけでは、実際の現場で上手くいかないことが多いので、経験のある定年後の
人材を再雇用することで、若手の技能・知識向上を図りたい。

633 下総環境整備株式会社 野田市

https://www.veolia.jp/ja/corporate-responsibility/sustainability-veolia
https://gle-jkec.jp/
https://www.k-and-o-energy.co.jp/
http://www.npo-cdi.org/
http://www.sunpia.co.jp/
https://www.arbo.co.jp/
https://www.ukigaya.com/
http://tokita-con.com/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

636 時田コンクリート工業株式会社 市川市 ―
637 株式会社ディッジ 松戸市 ―

(1)ICT技術の活用

(2)人を大切にする経営（ES向上）
(3)リサイクル
(4)経営革新

漁獲魚の付加価値添加に繋がる流通販売方法の改善（キンメダイ、カジキ、シイラ、サメ他）

取り組んでいる自主的資源管理状況について他の漁業協同組合への紹介・啓蒙活動
 日本一の漁獲を誇る千葉県キンメダイの全国的PR活動
 漁獲物、特にキンメダイを通したJR外房線との協働による地域活性化漁業後継者問題への取り組み
 地元住民、学校生徒への啓蒙教育活動への取り組み
 有機農業促進団体、食育促進団体、給食普及団体、伝統食保存関係団体等との交流・連携
 漁港・漁村の更なる活性発展計画の立案企画への参画

 大学・研究機関・高校水産科との沿岸資源の保全及び有効利用に関する共同調査・研究（魚の回遊調査
等）

 その他SDGs14に係る事業

　加盟している団体、SDGsパートナーとの連携による推進活動

　他社の取組み事例を参考にベンチマーキング
　地元企業との連携で、住み続けられるまちづくり・地域経済活性化に貢献したい

644 株式会社正和物産 鴨川市 ―

特例的な対応を必要とする案件についての情報交換

専門分野別で業務を提携

638 株式会社いろだま 一宮町
アート活動 を通じて 、環境保全・障害やジェンダーへの理解の場を作るワークショップ企画・実施・展示 を、
SDGs 推進に取り組む他企業や地域の様々な団体、学校等と連携し、継続的に取り組んでいくことを目指し
ます 

639 株式会社新興ウオターマネージメント工業 東金市

645 行政書士大野事務所 船橋市

646 株式会社めるかとファーム 富里市 　地域経済の振興に向けた普及啓発活動等を協働できる企業や学校の募集

642 平林建設株式会社 大多喜町

643 株式会社進富 白井市 再生可能エネルギーを活用した製品の販売先、仕入先と取引開始

640 株式会社エクト 千葉市
　ディスペンサーの導入が、SDGsに貢献できることを積極的に周知し、認知度アップと新規顧客獲得に繋げ
たい

641 千葉県沿岸小型漁船漁業協同組合 勝浦市

http://tokita-con.com/
http://www.johkasou.co.jp/index.html
https://www.hirabayasi.net/
http://www.kk-shintomi.co.jp/
https://mercato-farm.co.jp/sdgs/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

社員向けにSDGsやダイバーシティについて意見交換をしてくれる企業の募集

有機、低農薬野菜等の流通先獲得

環境保全型農業、食品ロスの取り組みに向けた意見交換をしてくれる企業の募集

子どもや学生を対象とした農業体験イベントの共同開催企業の募集

稲毛地区のSDGsの取り組んでいる団体や企業と連携して、活動を進めたい。

SDGsパートナーと連携して、敬愛SDGs 集会を開催したい

652 ミニストップ株式会社 千葉市 ―

EV車・燃料電池車にて走行効率が良いものがあれば教えてほしい

SDGsについてセミナーを実施してくれる企業の募集

646 株式会社めるかとファーム 富里市 　地域経済の振興に向けた普及啓発活動等を協働できる企業や学校の募集

651 株式会社キミカ 富津市 アルギン酸を活用したサステナブルな社会の実現

653 株式会社三浩総産 船橋市
弊社の主業である配水管布設工事における地域貢献活動（CSR活動）を継続して行っております。その活動
のご後援や情報交換・また、共同開催を行いたい

649 医療法人明星会 鴨川市 従業員の人事制度改定の実施にあたり、専門コンサル業者の紹介を受けたい。

650 敬愛大学 千葉市

647 キャロット＆ベジタブル株式会社 富里市

648 MERCATOちばfattoria 富里市

654 株式会社ワイシーエス 八千代市

https://mercato-farm.co.jp/sdgs/
https://mercato-farm.co.jp/sdgs/
http://www.tojo-h.or.jp/
https://www.u-keiai.ac.jp/
https://www.kimica.jp/
https://www.ministop.co.jp/
http://www.sanko-sosan.co.jp/
http://yomiuri-ycs.com/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

千葉ロッテマリーンズ

　昨年度、京葉銀行SDGs寄付型私募債を活用し、千葉ロッテマリーンズへ寄付を実行しました。更に本年度
は千葉ロッテマリーンズとスポンサー契約を締結し、スポーツを主体とした交流を通して多くの人に元気と活
力を届けるとともに会社規模を拡大することで、より多くの雇用を創出し、地域経済の発展に繋げたい

　EV車・燃料電池車にて走行効率が良いものがあれば教えてほしい

　SDGsについてセミナーを実施してくれる企業の募集

657 日本データマテリアル株式会社 市原市 ―

電気工事を行う中で、よりCO2排出を軽減できるような、工事及びサービスの提供を行いたい

入社する従業員の全員が現場監督を行えるような、人材育成体制を整えたい

雇用促進のために現場を増やしたい

高齢化等で人手不足の現場と協力したい
通年での安定した就労現場作りをしたい

662 株式会社三丸 流山市 ―
663 株式会社一二三グループ 柏市 ―

食品ロスに取り組む企業への食品リサイクルループの提案

静脈物流を活かし地域の安心・安全、見守りなどを行う企業への情報の提供

665 株式会社石井大一商店 市川市 ―

効果的なCO2排出削減に向けた取り組み

CO2削減につながる技術開発

659 株式会社オレンジポップ 市川市 ヒューマンスキルの獲得を目指した研修・教育

660 有限会社アラ電気 野田市

656 株式会社ワイシーエス東金 東金市

658 千葉コンクリート株式会社 いすみ市 環境保護、土壌汚染改善、水質改善など、排水路環境を整える開発に協力いただける業者

655 株式会社ハシモトテクニカルサービス 市原市

668 株式会社next 柏市 千葉県の HP を参考に社内でディスカッションを行いセミナー等にも参加していきたい

666 金森興業株式会社 東京都江東区

667 WET&DRY CAT 千葉市 　環境問題・フードロス・再生可能エネルギー導入など様々な取り組みをしている団体と交流したい

661 企業組合We need 市川市

664 みどり産業株式会社 市原市

http://hashimoto-technical.com/
https://ycs-tougane.com/
http://www.demac.co.jp/
https://www.chibacon.jp/
https://www.kashiwa-misono.com/
https://hfm-123.com/
http://www.midori-sangyou.co.jp/
http://kanamori-web.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

生活困窮者への食料寄贈

フードバンクや子ども食堂への支援

670 株式会社山二総合開発 千葉市 ―

テレマティクス自動車保険を浸透させ、交通事故の少ない地域づくりへ貢献する。

ランサムウェア等のサイバー攻撃およびその対策に関する啓蒙活動をし、IT リテラシー向上へ貢献する。

ベルマークの寄付やフードバンクへの寄付を通じ未来ある子どもたちへ質の高い教育を提供・貧困をなくす
取組

交通安全教室や防災減災活動による住みつづけられるまちづくりを地域と連携し取組む

668 株式会社next 柏市 千葉県の HP を参考に社内でディスカッションを行いセミナー等にも参加していきたい

669 生活協同組合パルシステム千葉 船橋市

675 有限会社コスギ保険事務所 松戸市

676 株式会社Trust One 佐倉市 当社の各種活動（自然災害への備え・セミナー・イベント等）を希望される企業へ提供

673 株式会社オフィス露久保 市川市 当社の各種活動（自然災害への備え・セミナー・イベント等）を希望される企業へ提供

674 有限会社ワイド 松戸市 テレマ販売を加速させることで、千葉地域全体の事故を減らしていく

671 有限会社ティーアイネット保険 柏市 当社の各種活動（自然災害への備え・セミナー・イベント等）を希望される企業へ提供

672 株式会社田中保険事務所 市川市 当社の各種活動（自然災害への備え・セミナー・イベント等）を希望される企業へ提供

679 株式会社DIS 松戸市

677 株式会社保険コミュニケーション 八千代市 当社の各種活動（自然災害への備え・セミナー・イベント等）を希望される企業へ提供

678 アールエム 八千代市 当社の各種活動（自然災害への備え・セミナー・イベント等）を希望される企業へ提供



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

SDGs加盟店として誇りをもって働ける環境づくりを共に行える会社

地域活性のために弊社ができることをともに考えられる会社とのつながり

若い世代を雇用するにあたって、土日、祝日等の休みを確保できるような現場環境をつくりそれを実現する

現場作業をするにあたり、新しい街づくりに伴いきれいな街づくりを目標として工事箇所とその周辺の美化作
業を行っていき、住みやすい街づくりを行っていく

　観光地再生に向けて、恐竜テーマパークが開催できる場所の提供者の獲得

　グループ内に飲食部があり出店店舗にて千葉県産の食材を使用するための提供先の獲得
　防災に関する新商品の開発に関する協力業者の獲得

企業内で社有車やリース車輌をお使いの企業様にその車をレンタカーに変えていただき、社内で利用しない
土日等をレンタカーとして一般開放してもらい、地域の皆さまに対してSDGs の活動として一緒に貢献してい
ただきたい

廃棄している食材等でお困りのことがあれば弊社展開のレストランでの活用や冷凍食品化しての通販での
販売等なにか連携できることがあれば開発したい

ビーチクリーンを実施するような方や企業、または支援団体など

リモートワーク・ワーケーション環境や有識者を探している方や企業

687 公益財団法人かずさDNA研究所 木更津市 ―

681 リコージャパン株式会社千葉支社 千葉市 信用金庫様・商工会議所様と連携して、IT 導入補助金を活用した中小企業支援【8.働きがいも経済成長も】

682 千島建設株式会社 木更津市

680 ポーラ千葉中央店 千葉市

688 ヤマシタ工業株式会社 市川市 施工現場付近での建設発生土の再利用

689 工藤電機工業株式会社 柏市
千葉県電業協会、日本電設工業協会、東京電業協会会員活動を通して、情報共有し、業界の発展と継続に
貢献します

685 独立行政法人住宅金融支援機構 東京都文京区 住宅ローンを通じて良質な住宅取得を支援、地域課題の解決に向けた取組を行う

686 ボンファイアービーチクラブ 九十九里町

683 ワンアップ・アド・システム株式会社 千葉市

684 株式会社ワンズネットワーク 習志野市

https://www.ricoh.co.jp/sales/about/sustainability
http://www.oneupad.jp/
https://www.ones-rent.com/
https://www.jhf.go.jp/files/400357488.pdf
https://www.kazusa.or.jp/about/outline/sdgs/
http://www.yamashita-kougyo.jp/
https://kameyasu.com/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

　働く従業員の健康増進、病気予防の啓発活動の支援

　社会における医療の在り方について、インクルーシブ社会を推進・協賛してくれる企業やセミナー実施
　医療職を目指す若者や子どもたちを増やすためにキャリア教育に注力している企業や団体

県や市など行政機関との連携強化

社員や団体職員向けのHSP研修の提供
リサイクルパソコンや教材提供先の獲得
企業訪問先や職業体験先の募集

協力店舗と連携した販路の拡大

障害者の就労先の拡大

CO 2 削減対策

フードロス対策
地域の活性化を目的とした協業

　ちばSDGsパートナーから最新のデジタル・IT技術の紹介

　災害に強い街づくり（スマートシティ）の参画による圧入工法の活用
　女性・外国人・地元人材の雇用機関との連携

よりIT化へ向けて、データベースを代理で作成してくれる企業マネーフォアードシリーズ

フリマアプリ、マッチングアプリの活用が得意な人材

暮らしをサポートする、住まいや暮らしに関わる異業種の企業や個人事業主(家事代行、ベビーシッター、ハ
ウスクリーニング、家庭教師、動画編集、保険・金融機関など)

698 ALL保険プラザ株式会社 柏市 ―
699 古谷乳業株式会社 千葉市 ―

694 松戸市観光梨園組合連合会 松戸市

695 サカタインクス株式会社 野田市

692 すまいるリハビリサービス株式会社 木更津市
　当各事業所で展開しているサービスに繋げていただくことで、介護当事者ご家族の介護の負担が軽減され
就労への影響をなくすお手伝いが出来れば、と思います

693 株式会社髙橋れんこん 鴨川市
ちばSDGsパートナーとの共同販売（海外輸出を含む）等のブランド化（SDGsの普及、浸透への挑戦）に向け
た取組

690 かめやす株式会社ルピナス訪問看護ステーション 富津市

691 NPO法人千葉こども家庭支援センター 千葉市

696 株式会社技研施工 浦安市

697 株式会社クリエすずき建設 柏市

https://kameyasu.com/
https://pegasasuwing.com/
http://www.smile-rs.jp/
http://www.kamogawa-saladrenkon.com/
https://www.matsudo-kankou.jp/pearinfo/
http://www.inx.co.jp/
https://www.gikenseko.co.jp/
https://www.crie-s.co.jp/
https://www.furuya-milk.co.jp/
https://www.happy-sunflower.or.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

「ちょいボラスタッフ」の取組を地域に上手にPRして頂き、少しでも多くのアクティブシニアの介護予防につな
げることのできる企業の募集

職員向けにSDGsについての研修会を実施してくれる企業の募集
ソレイユ俱楽部まつどのある八柱駅近辺を一緒に盛り上げてくれる企業・団体の募集

701 認定こども園千葉敬愛短期大学附属幼稚園 千葉市 ―
702 有限会社長谷川製作所 千葉市 ―
703 株式会社和泉家石材店 市川市 ―

地元の知られていない観光スポットや食材の情報提供

一度きりではなく、長期にわたり実施し結果につながる体験内容や教育を行ってくれる施設の紹介

地元食材を使用した食パンの製造

子ども食堂運営会社と連携し、自社で行う子ども食堂以外のエリアの子供達にも美味しいパンを提供してい
きたい

地域包括支援センター、高齢者クラブ、施設、スポーツジム等と提携して地域交流と健康寿命を意識した運
動を広めたい

ガス化発電の原材料となる木材や間伐材を周辺地域から調達し活用したい

千葉県の木材を活用した新商品の流通先の獲得。

千葉県の木材を活用した床材等、建物の流通先の獲得。

地域の環境美化活動、環境負荷を減じるゴミ処理の方策

地域資源を活用した名産品の開発
移住定住に繋がる業務連携

708 共同通運株式会社 船橋市 ―
709 ドゥベスト株式会社 市川市 ―

SDGsに関する技術の共同研究

SDGs教育を含めた学生ボランティア活動やインターンシップの実施
教職員向けにSDGsや多様な人材活用について勉強会の開催

705 株式会社クローバーホーム 成田市

706 ひらいホールディングス株式会社 君津市

700
社会福祉法人松栄会サービス付き高齢者向け住宅
ソレイユ俱楽部まつど

松戸市

704 京成トラベルサービス株式会社 八千代市

711 株式会社ジィ・シィ企画 佐倉市 事業所の電気を自然エネルギーに変換する施策についてアドバイスを求めます

712 石井食品株式会社 船橋市 地域食材を活用した新商品の開発における連携及び流通先の獲得

707 富洋観光開発株式会社 富津市

710 学校法人千葉工業大学 習志野市

https://www.happy-sunflower.or.jp/
http://www.izumiya-sekizai.co.jp/
https://keiseitravel.co.jp/
https://hirai-hd.co.jp/
https://www.ishiifood.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

713 株式会社今井組 銚子市 ―

【アップサイクル・リサイクル推進】回収し、活かせる仕組みづくり。例えば地域イベントで使用したバナーなど
も回収し、それを活用しアップサイクル品を作成する等、仕組みをパートナーと連携し築いていきたいと考え
ます。回収や作成をご一緒に検討いただける先を募集しております。（アップサイクル品で優勝メダルを作成
し児童サッカーイベントへ提供実績あり。）

【住みやすい街づくり】地域の子供たちや企業の方向けに当社のオンデマンドプリンティングを活かし、楽し
みながらSDGs 推進を学び体験できるイベントを継続的に実施してきたいと考えております。

性にまつわる悩みの解決

子育てや妊活にまつわる企業様や職員の方々のご紹介や相談窓口の設置

SDGsの達成やカーボンニュートラルの実現に向けて取り組もうとする企業・団体・学校等と連携した森林整
備活動などの推進

　・ 企業や団体等と連携・協働した地域の森林整備活動等の実施や支援
　・ 国土緑化運動ポスター原画コンクールの協賛による実施
　・ 小学生や幼児を対象とする自然教育や自然保育などの推進
（教師・保育士への研修、活動フィールドの確保と整備の支援）
　・ 間伐材等の森林資源や森林空間を利活用する活動の普及啓発

利用者の介護度や利便性に合わせ、その他の介護施設及び病院と連携を図っていきたい

SDGsに繋がる設備・製品の導入により、その他パートナーとの連携を図っていきたい

・本町における有効な土地利用を提案してくれる企業の募集

・他の市町村との差別化が図れる新たなふるさと納税の返礼品について提案をしてくれる企業との取組み
・先端技術を利用したスマート農業の取組みや新時代の農業経営についてセミナーをしてくれる企業
・これからの公共交通のあり方についての提案をしてくれる企業

720 協友工業株式会社 市原市 ―

まつど国際文化大使を活用して、多文化共生の意識啓発や在住外国人の自立のための考査を開催してく
れる企業・団体等を募集

714 キンコーズ・千葉中央店 千葉市

715 リプロダクティブサポートファーム東京 船橋市

712 石井食品株式会社 船橋市 地域食材を活用した新商品の開発における連携及び流通先の獲得

718 株式会社千葉総合介護サービス 富里市

719 睦沢町役場 睦沢町

716 公益社団法人千葉県緑化推進委員会 袖ケ浦市

717 公益財団法人松戸市国際交流協会 松戸市

http://imaigumi.net/
https://www.kinkos.co.jp/corporate/sdgs
https://www.repro-support-firmtokyo.com/
http://www.c-green.or.jp/index.html
https://www.town.mutsuzawa.chiba.jp/
http://kyoyukogyo.co.jp/
http://www.tabata-unyu.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

他のSDGsパートナーとの連携

環境、社会、経済の統合的向上促進

・脱炭素社会の実現に向けてあらゆる産業製品の性能向上を目的とした共同研究先およびハドラス製品の
流通先の獲得

・社員向けにSDGs についてセミナーを実施してくれる企業の紹介
723 大昌建設株式会社 長生村 ―
724 有限会社マシーン商会 長生村 ―
725 大昌アグリ株式会社 長生村 ―

SDGsの活用を地域に広め社会貢献や豊かな地域づくりに繋がるよう働きかけます

企業のイメージや働きやすい環境を向上させて若い世代の確保、育成、外国人労働者の受入れ、長期的な
建設業の担い手を確保できるように協力会社と連携して取り組みます

727 臼井幼稚園 佐倉市 ―

730 自家焙煎珈琲DECO 東金市 ―

環境負荷をかけない原材料や、資源を無駄にしない工法を提供する企業との協力

社員向けのSDGsやダイバーシティについてのセミナーを実施してくれる企業の募集
持続可能な開発目標に対応しているか簡易な診断サービスをしてくれる企業の募集

介護離職や育児による離職の改善

同一地域で共にまちづくりのために連携できる企業の募集

介護離職の改善

同一地域で共にまちづくりのために連携できる企業の募集

地方創生を目指す企業・団体様との連携

質の高い教育に寄与する旅行やプログラムの造成＝海洋生物・自然の保護を啓発するツアーなどの造成
ダイバーシティを推進し、「誰もが旅を楽しめる社会」を一緒に創り上げていただけるパートナー様との連携

735 株式会社ドットライン 千葉市 ―

721 田端運輸株式会社 白井市

722 ハドラスホールディングス株式会社 東京都江東区

732 株式会社あすみが丘グリーンヒルズ 千葉市

733 医療法人社団豊心会 千葉市

729 株式会社ゆりエステート 東金市 地元の農作物の栽培流通先の獲得・アグリビジネスについてレクチャーしてくれる企業の募集

731 京成建設株式会社 船橋市

726 株式会社山清 匝瑳市

728 株式会社NIPPONIA SAWARA 香取市 まずは、SDGsパートナーの取り組み事例をお伺いしたい

734 近畿日本ツーリスト株式会社千葉支店 千葉市

http://www.tabata-unyu.co.jp/
http://www.taisho-kk.com/corporate/sdgs.html
http://www.machine77.com/machine_sdgs_.html
http://taishoagri.com/agri_sdgs.html
https://yuriestate.jp/sdgs
http://www.asumigaokagh.co.jp/
http://www.houshinkai-n.jp/
https://www.kntcthd.co.jp/csr/sdgs/sdgs.html
https://www.dotline-jp.com/
https://star-clinic.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

736 医療法人社団夢双会 千葉市 ―

社会貢献を掲げている地元企業との連携

従業員のSDGsに対する意識向上

社会貢献を掲げている地元企業との連携

従業員のSDGsに対する意識向上

環境への配慮を掲げている地元企業との連携

従業員のSDGsに対する意識向上

健康寿命の延伸に向けた取組み

次世代へ繋ぐ千葉クリーン活動
子どもから高齢者まで、地域で孤立することなく安心して暮らせるまちづくり

743 シーネットグループ株式会社 船橋市 ―

様々な企業様とのパートナーシップ募集

社員の成長について意見交換

チャレンジドフェアトレード商品（福祉施設で作られた商品）の流通先の獲得

みつばちプロジェクトによる地域緑化を共同で取り組んでくださる企業の募集

746 株式会社湯浅 松戸市 ―
747 首都圏オートモービルメンテナンス協同組合 松戸市 ―

急速充電器や蓄電池など、発電した電力を貯蔵する方法

カーシェアのノウハウ

740 株式会社アセットニュース 千葉市

741 株式会社ソリューションニュース 千葉市

738 株式会社メイショウグループ 市川市 環境負荷の少ない清掃・設備・警備・公園管理業務の協力会社の獲得

739 株式会社保険ニュース 千葉市

737 株式会社パインテック 千葉市
自社営業所がある土地（4495平方メートル）に公園、飲食店、ドッグラン、グランピング施設等の複合施設を
造り、異業種、他の不動産会社等とつながることによってSDGsを推進

745 特定非営利活動法人はぁもにぃ 千葉市

748 株式会社最上 松戸市

742 岩渕薬品株式会社 四街道市

744 旭化成ホームズ株式会社千葉・茨城営業本部 千葉市

https://star-clinic.jp/
https://www.meishoo.co.jp/
http://www.iwabuchi-net.co.jp/
https://www.asahi-kasei.co.jp/j-koho/sustainable/index.html/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

地域の木材・資材の使用

地域の他業者との提携
お客様への景品・粗品等で、地域の商店・飲食店の物を利用

※社団法人のSDGsに関する資格を所有しております。

廃棄物を資源に変えたいと考えている企業（素材は要相談）

SDGsを導入したいが、導入方法に悩みを抱えている中小零細企業へのセミナー等（社内教育もご相談可
能）

業種問わず、企業や学生団体、学校などと一緒に新しいSDGsビジネスを構築
アップサイクル商材の製造および販売の連携
海外輸出入の貿易サポート（代理で輸出入することも可能）

※弊社提携会社にて

社会：多様な人材の共生

経済：(1)臼井地域の地域資源活用・地産地消の推進

             (2)IT等を活用した商店会全体の経営力向上

定期的な研究会を一緒に行っている千葉県中小企業団体中央会、(株式会社)千葉日報デジタルとの連携、
地域の他のパートナーとの連携を希望

754 株式会社ハヤシ 茂原市 ―
755 トリノカフェ 館山市 ―

749 有限会社大黒建装 船橋市

750 有限会社ロコモーティブ 流山市

757 株式会社ZEPHYRS 松戸市
登録番号23 松戸市、そして市内の登録企業と一緒にSDGs活動の大切さを始め、市民一人一人が出来る
事、始められる事などを私達が先導して市内に広めて行く事で老若男女全ての市民が持続可能な平和で良
い環境の生活が普通の事となる様に点では無く 線、面、そして市内全域へ浸透させたい

753 臼井地区商店会連合会 佐倉市

756 株式会社高岡商会 香取市
設備導入後になりますが、地元のカーボンニュートラル対応小型自動車を社用車に使用した業務を行う企
業のかた

751 株式会社鶴商メンテナンス工業 市原市 環境に配慮した機械（低燃費、低排出ガス）・資材等の情報

752 柏斎苑 柏市 遺族会向けにセミナーやケア支援を実施してくれる企業の募集

https://locomotive-official.com/
http://www.r-tmk.co.jp/
https://www.kashiwasaien.com/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

「ちょいボラスタッフ」の取組を地域に上手にPR して頂き、少しでも多くのアクティブシニアの介護予防につな
げることのできる企業の募集

職員向けにSDGsについての研修会を実施してくれる企業の募集
ソレイユ倶楽部サテライトのある八柱駅近辺を一緒に盛り上げてくれる企業・団体の募集

759
浦安市国際交流協会（UIFA）内総務部会SDGs推進
チーム

浦安市 ―

760 株式会社おおたや 御宿町 ―

762 ELJソーラーコーポレーション株式会社 船橋市 ―

未活用の空き家をお持ちの方、処分にお困りの方

終活支援にご興味のある方（セミナーの実施・相談員等）
不動産事業者（空き家を現況で購入いただける方）
建築業者（解体・リフォーム・改築等）

フードバンクへの寄付やベルマークの寄付を通じ未来ある子どもたちへ質の高い教育を提供・貧困をなくす
取組

環境に配慮した自動車整備・施設の改善。安心安全なカーライフを提供するとともに住みつづけられる街づ
くりを地域と連携し取組む

房総ジビエを取り扱っている企業

レトルトカレーを取り扱っている企業

公園設備ベンチ、トイレ、遊具、大人向け健康器具、フェンス、舗道、空間、バリアフリー用具、水質改善、浄
化装置等を用いて、製品の有用さの実証実験や当企画に賛同参加してくれる企業の募集

訪問介護看護サービスが提供できる企業の募集

千葉県内の士業と連携して、災害復興活動を組織的に実施

地域金融機関と連携して、県内の事業承継を組織的に実施

758
社会福祉法人松栄会リハビリ型短時間デイサービス
ソレイユ倶楽部サテライト

松戸市

766 Blau Flugel 柏市 ペットボトルを減らし、マイカップ推進のための取り組み→自販機のマイカップ使用

767 柏ビレジ自治会 柏市

764 株式会社ミック 松戸市

765 株式会社グロードジャパン 松戸市

761 スズキオート京葉株式会社 船橋市 地域活性を目的とした合同イベントを開催。（弊社の広いスペースを活用

763 有限会社関不動産 習志野市

768 泉登茂子公認会計士事務所 市川市

769 学校法人中村学園 千葉市
教職員向けにSDGs やダイバーシティ等社会に共通するテーマについてセミナーを実施してくれる企業の募
集

http://www.uifa-urayasu.jp/
http://www.suzukiautokeiyo.jp/
https://www.elj-solar.co.jp/company/philosophy/
https://coworkingspaceflat.com/
https://kashiwa-village.com/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

770 学校法人八千代松陰学園 八千代市 ―
771 地奨住建株式会社 茂原市 ―

廃棄物の再資源化に向けた取り組み

SDGs に関するセミナーへの参加

利用者の介護度や利便性に合わせ、その他の介護施設及び病院と連携を図っていきたい

SDGsにつながる設備・製品の導入により、その他パートナーとの連携を図っていきたい

775 株式会社サークランド（SOKO+千葉） 千葉市 ―

可燃ごみの排出削減に資する活動

落ち葉堆肥化の普及・啓発
生ごみ処理と有機栽培の組み合わせで循環型社会の構築

当社企画乗車券（例 路線バス 1 日乗車券等）とのコラボレーション

貨物輸送会社や沿線の店舗や施設等と連携したバス車両に貨物を積載する貨客混載事業の検討

環境に配慮した建物の建設（ZEH-M、ZEB等）

環境に配慮した資材の調達

オンサイトPPA によって市民発電所を設置する屋根（建物）の募集

SDGs 研修/セミナーの実施、計画・目標づくり支援
飲食店を中心に、誰もが無料で給水できる給水スポットの募集（機器設置不要）

774 医療法人社団知己会 富里市

776 特定非営利活動法人環境ネット 千葉市

772 千種興産株式会社 市原市

773 株式会社ジェイアイオフィス 船橋市 当社の各種活動(自然災害への備え・セミナー・イベント等)を希望される企業へ提供

769 学校法人中村学園 千葉市
教職員向けにSDGs やダイバーシティ等社会に共通するテーマについてセミナーを実施してくれる企業の募
集

781 一般社団法人銀座環境会議 松戸市

782 アシザワ・ファインテック株式会社 習志野市
当社製品が環境にやさしい機械であることを知って頂けるよう、HP や所属機関・金融機関等を通じて発信し
ていきます

779 千葉中央バス株式会社 千葉市

780 新日本建設株式会社 千葉市

777 トーテツ株式会社 柏市 金属スクラップのリサイクル化、有用な資源である金属くずの買取、加工

778 鈴木土建株式会社 大網白里市
SDGs について、地域で暮らす人が日々の生活の中で何ができるのかを考え、行動に移すきっかけを作りた
い

https://www.yachiyoshoin.ac.jp/
https://www.cjk.jp/
http://ji-office.com/
https://chiba.soko-plus.com/
https://www.suzuki-doken.co.jp/
https://www.chibachuobus.co.jp/
https://www.ginzakankyokaigi.net/
https://www.ashizawa.com/message/?p=34
http://www.sanei-chemical.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

他のSDGsパートナーとの連携・流通先の獲得

社員向けにSDGs等のセミナーを実施してくれる企業の募集

地域の清掃活動

環境に配慮した製品仕様
SDGsの取り組む企業との連携

地域の清掃活動

環境に配慮した製品仕様
SDGsの取り組む企業との連携

地域の課題解決につながること

建設業における人材確保のためのPR活動など

再生可能エネルギーの利用や、車両の選定の情報交換

環境に配慮した運転マニュアルなどの情報交換

生産性向上を考える企業や団体等と連携してシステム開発を行う

屋上緑化、壁面緑化の導入を考えている企業、団体等への提案及び導入を支援している企業との連携

793 株式会社WDC 船橋市 ―
794 株式会社山路 柏市 ―

各社におけるSDGs 事業を旅行事業の素材として商品化し、キャリア学習の受入事業などを展開すること
で、各企業様の企業価値を高める

787 ダイエックステクノサービス株式会社 柏市

788 房総プラント株式会社 茂原市

785 有限会社グローバル・チーズ 東金市 千葉県産の食材と当社チーズ製品をコラボした商品の開発

786 株式会社ダイエックス 松戸市

783 三英化学株式会社 千葉市 当社の技術を生かした産官学等の連携によるSDGsに沿った製品開発パートナーの募集

784 タイヘイ株式会社 匝瑳市

795 日本旅行千葉支店 千葉市

791 シーデーシー情報システム株式会社 千葉市 サプライ販売等において、SDGs取り組み企業からの調達を実施する

792 株式会社エアリー 千葉市

789 株式会社大進功業 市川市

790 社会福祉法人敬愛さくら敬愛保育園 佐倉市 保育者向けのSDGsについてセミナーを実施してくれる個人・団体等の募集

http://www.sanei-chemical.co.jp/
https://www.boso-plant.jp/
https://www.daishin-kogyo.net/
https://www.c-d-c.jp/contribution/detail/id=230
https://www.nta.co.jp/company/sdgs.htm


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

SDGs を軸としたあらゆる分野での連携

会員企業の販路開拓支援

会員企業のDX 化支援

新たな再資源化技術の確立

車両、重機の省エネ化に繋がる情報の共有

社員向け社内研修において心理的安全性講師について講義してくれる講師の募集

エコカーの新知識を提案していただける会社の紹介

SDGs, GAPに対して積極的に取り組む意向の量販店様、食品加工事業者様、外食産業及び宿泊事業者様
との商談、共同での商品開発等

植物性残渣等のリサイクルを検討されている事業者様とのパートナーシップ

リサイクル商品、エコ/エシカル商品・サービス等を弊社にご紹介されたい業者様(流通資材、包装資材、農
業用資材など)

802 株式会社島田 佐倉市 ―

795 日本旅行千葉支店 千葉市

796 株式会社篠塚建材 市川市 重機、大型ダンプの脱炭素に向けた取組。業界全体としてどのような取組ができるか一緒に考えていきたい

801 株式会社和郷 香取市

803 株式会社フォーリーフナゲット 成田市
子供達により良い活動の場や機会を増やすことや、療育の質を保つ為の人材の確保等「児童福祉」にご支
援・貢献していただける企業と連携を図っていきたい

799 株式会社祥ファクトリ 船橋市

800 イシグロ株式会社千葉支店 市原市 配管資材の販売を通し、インフラ整備及び脱炭素社会に向けた研究・開発活動に寄与していきたい

797 いすみ市商工会 いすみ市

798 高俊興業株式会社市川エコ・プラント 市川市

804 千葉県酒類販売株式会社 千葉市
千葉の農産品（規格部外品等）を使用したオリジナル商品の販売先の獲得及び商品の原料（農産品）を供給
する生産者の募集

805 株式会社ヤマサ成田工場 成田市 廃棄物のリサイクル推進および有効な資源利用化

https://takatoshi.co.jp/compliance/sdgs.html
https://sakaireha.com/
https://www.ishiguro-gr.co.jp/about/sdgs/
https://mc4122.com/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

県後援の各地域での婚活パーティ

企業での婚活アドバイス

協調融資や証券化を通じた民間金融機関等との連携

地方版総合戦略への積極的な参画などによる地方自治体との連携
商工会議所や商工会等の関係機関との連携

808 株式会社東セン貿 市原市 ―

810 アストロベースキャンプ保育園 千葉市 ―

電気自動車（BEV及びPHEV）の使用を通じて、地球温暖化防止に取り組むパートナーを獲得する

電気自動車の普及に向けて充電インフラに協力してくれるパートナー募集

地域と連携し、地域の企業が抱える課題を解決する

地域と連携し、地域の環境保全及び向上に資する

高齢化による不動産事業の継承等の相談

社会的弱者への住居提供を促進する為の情報交換

社員向けにSDGsやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる企業の募集

空き家対策を実施している他企業との業務推進し地方の活性化を図る

社員向けSDGs研修を実施してくれる講師の紹介

建設業界におけるSDGs取組を共有してくれる同業者との連携

他のSDGsパートナーとの取組内容・好事例の共有

社員のSDGsやダイバーシティに関する知識や意識の醸成

809 株式会社ユニペン 市原市 SDGsに取り組んでいる先との商取引を拡大していきたい

811 総武三菱自動車販売株式会社 千葉市

806
結婚相談所アイマリッジ（アイ・マリッヂコラム合同会
社）

木更津市

807 株式会社日本政策公庫千葉支店 千葉市

816 古村建設株式会社 市川市

817 株式会社寿工匠 市川市

814 千葉市宅地建物取引業協同組合 千葉市

815 株式会社高品ハウジング 千葉市

812 広島建設株式会社 柏市 人材の採用や育成（建設現場）を支援してくれる企業の募集

813 学校法人千葉学園千葉商科大学付属高等学校 市川市

https://mc4122.com/
http://www.tosenbo.co.jp/
http://mitsubishi.ckt-group.co.jp/
https://www.hs.cuc.ac.jp/
https://s-machisapo.wixsite.com/machisapo


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

地球温暖化、海洋汚染など、子ども向けのセミナーの講師

海岸清掃など一緒に参加してくれる団体、企業などの募集

819 株式会社ハマダ 木更津市 ―

企業と連携して「質の高い教育をみんなに」「 安全・安心な町づくり」「限りある資源を守る」等に係る活動の
推進を図っていくために、情報交換や課題解決に向けた連携体制づくりに取り組んでいきたい

子どもと保護者（親）が共に学ぶ機会を持てるよう、パートナーと連携することにより積極的に取り組みたい

再生可能エネルギーの利用促進や環境負荷の低い車両・施設等の導入を通じた環境にやさしい経営の推
進

事業者による技術改良や関係機関による補助制度の拡充等を通じ、機材等の導入コストを抑制し、普及の
推進を図りたい

822 株式会社戸村建設 千葉市 ―

会員（2021 年12 月現在）210 社にSDGs についてセミナーを実施してくれる企業募集

環境関係の講習会等を開催している団体・企業との情報共有

子ども食堂への支援と運営の手伝い

再生可能な物（古紙・ペットボトルキャップ・小切手等）の収集

チャリティフェスタの開催（地域住民のサークル活動や趣味の発表場としてイベントホールを借りて開催）を
応援してくれる企業の募集

長期的な品質の確保（瑕疵のない取り組み）

社員教育におけるセミナー等の実施

地域貢献につながる社会貢献活動

廃棄物の分別推進と有効活用の拡大

他のSDGsパートナーとの取組内容・好事例の共有

社員のSDGsやダイバーシティに関する知識や意識の醸成

824 一般社団法人千葉県環境保全センター 千葉市

825 株式会社高橋澄雄工務店 千葉市

821 京成電鉄株式会社 市川市

823 株式会社ミライノラボ 千葉市 千葉地方圏を中心としたローカルSDGsの推進

818 NPO法人市民ステーション・まちサポ 大網白里市

820 千葉県PTA連絡協議会 千葉市

828 ジャパンフーズ株式会社 長柄町

829 株式会社寿マテリアル 市川市

826 株式会社德倉 東金工場 東金市 生産過程で発生する砂糖などの食品ロスの有効利用

827 栄友建設株式会社 千葉市

https://s-machisapo.wixsite.com/machisapo
http://www.kk-hamada.jp/
http://www.tomurakensetu.co.jp/
https://mirainolab.co.jp/
http://tks-03.com/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

SDGs経営に取り組む企業の支援を行います

事業継続力強化計画(BCP)策定や、自動車や労災の事故予防、リスクマネジメントに取り組む企業の支援を
行います

千葉県内で地域経済の活性化に貢献する活動を行う企業と連携

千葉県内でSDGsを広げるために情報発信している企業と連携

832 三裕建設工業株式会社 富里市 ―

大原漁港周辺の海洋生物の保護。絶滅危惧種の保護

海の保護全般に取組ことで持続可能な開発目標を実現する業者と協力して取り組みたい

中小企業に向けたSDGsに関するセミナーの実施

SDGsへの取組事例等情報の共有

837 ADW株式会社 白井市 ―

地域資源を活用したお土産やアメニティの提案、また素材そのものの提案がある方

房総半島紹介誌『ぶらっとBOSO』に掲載したい施設や設置したい施設、また制作を後援したい企業
海洋ゴミのゴミ拾いを通じて、環境教育を行える方

830 MS千葉埼玉株式会社 千葉市

831 株式会社地域新聞社 八千代市

838 株式会社吉田屋鴨川館 鴨川市

839 株式会社新井商店 松戸市 1 社では出来ない事業も、異業種と協力する事で可能性が無限に広がると思う

835 山万株式会社 東京都中央区 サスティナブルな街づくり

836 成田商工会議所 成田市

833 聖徳大学・聖徳大学短期大学部 松戸市
地域が抱える環境問題、社会問題、経済問題等の課題解決に向けて、地域の人たちや企業と連携して取り
組みたい

834 株式会社房総マリーナ いすみ市

840 株式会社リリーフ 茂原市
高齢者の多い地区でもあり、高齢者向けの交通安全講習や地区の住民の方に高齢者疑似体験により高齢
者に理解のある風土を作る連携

https://www.seitoku-u.ac.jp/
https://town.yukarigaoka.jp/
https://zen-clean.jp/
http://e-assist.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

工事時に排出される資源および廃棄物の有効活用

インターネットインフラに関する情報交換

ウイルスブロック加工した商品の提供先の獲得

支援学校と連携した身障者雇用の実施

846 朝日管工株式会社 船橋市 ―
847 芝工業株式会社 千葉市 ―

健康、栄養、運動・スポーツというテーマで、地域の健康増進に関するイベント等を企画・運営

SNSやアプリ等を用いた地方創生につながる新しい取り組み

各種サステナビリティに関するイベント（地域福祉）などへの参加

製品開発
意見交換や情報共有会の実施
パートナーとの連携によるサステナビリティに関する啓発活動

「資源を大切にする気持ち」を忘れず、あらゆる機会、過程を捉えて資源の再活性化に努め、信頼のノウハ
ウをお客様の身近で提供できるようお互いに日々研鑽し合える企業を募集

社員向けにSDGsやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる企業の募集

844 株式会社笹原工務店 市原市 社員及び協力会社向けにSDGsやダイバーシティについてセミナーを実施いただける企業の募集

845 全国健康保険協会千葉支部 千葉市 協会けんぽ千葉支部が推進する健康な職場づくりにご協力いただける企業の募集

842 ノザキ建工株式会社 千葉市
建替えや再開発における地中障害物の撤去等の難問を解決する施工方法、機械を保有しております。地元
で建替えや再開発を計画する設計事務所、不動産会社、ビルオーナーとの交流の場を希望します

843 東京航空クリーニング株式会社成田工場 成田市

841 アシストインターナショナル株式会社 東京都

850 大森工業株式会社 千葉市

851 メイク松戸ビューティフル 松戸市 千葉県内をゴミのない県、緑豊かな東葛エリアを共につくりあげたい

848 有限会社毎日薬局 匝瑳市

849 株式会社ZOZO 千葉市

http://e-assist.co.jp/
http://www.nozakikenkou.co.jp/
https://www.sasahara-k.com/
https://corp.zozo.com/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

SDGs に取り組む企業、団体とのみなさんと取り組みたい

同じ方向を向いている方々、是非パートナー連携よろしくお願いいたします

省資源に効果的な基礎技術・装置に関する連携

リン酸塩処理や塗装工場での省資源や環境負荷低減を希望する企業への製品やサービスの提供
環境負荷の低い洗浄剤・除菌剤及び衛生商品の使用を希望する企業への製品やサービスの提供

環境に配慮した、建設機械等の保全メンテナンス

太陽光発電の効果的利用

859 エコシステム千葉株式会社 袖ケ浦市 ―
860 木島工業株式会社 八千代市 ―

物流の各作業の効率化、自動化、省力化を実現するソフト、機器の導入

輸送機器の脱炭素化、CO2排出量の削減

研究機関等との共同研究や共同開発の推進

生産技術向上に向けた協力企業との連携

学外授業やインターンシップの受入れ

課題解決能力育成のためのプログラムへの協力

教育活動を通して、SDGs 達成に向けて県内の環境団体、企業、学校等と連携して、未来の担い手となる子
どもたちの育成を目指している

852 NPO法人エコマネーアウルの会 松戸市 家庭から出る廃食用油を捨てないで再利用する

853
特定非営利活動法人千葉県障害者就労事業振興セ
ンター

千葉市
県内各地において人手不足が課題となっている企業等との情報交換を通して、障害者福祉事業所への作業
切り出しについてマッチングを実施

858 株式会社豊慶産商 鴨川市

861 南総通運株式会社 東金市

856 株式会社にっぽん商 船橋市

857 株式会社ケミコート 浦安市

854 アイバ産業株式会社 松戸市 地域の住人の方を集めて消火器の使い方講座

855 医療法人静和会 浅井病院 東金市 職員向けにSDGsについてのセミナー企画など

864 一般社団法人ガールスカウト千葉県連盟 千葉市

862 白鳥製薬株式会社 千葉市

863 東京経営短期大学 市川市

https://www.aiba.co.jp/index.php
https://www.asaihospital.com/
https://nippon-akinai.com/
https://www.nanso.co.jp/
https://shiratori-pharm.co.jp/recruit/speciality/
https://www.tokyo-keitan.ac.jp/
https://gschiba.org/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

県連盟だけでなく各団の活動拠点である地域でも、行政や学校、地元企業、団体などと連携して取り組みを
広げていきたい

小中高校、大学との連携を期待

SDGs の取り組みと実績のセミナー、社会科見学などを実施する企業・団体の募集

866 三陽メディア株式会社 千葉市 ―

プラスチック資源の地域内循環のため域内のさまざまな団体との共同開発

当社が提供する製品（リサイクル製品）の実証・実装の場の獲得
災害に強いサプライチェーン構築のため当社の倉庫を活用する荷主の獲得

地元農家のフードロス作物を使った商品の製作、販売、流通先の獲得

地元企業のSDGsの推進に関しての PR 活動の一助となる活動（障害者アーティストとの作品を使った企業
広告等）の募集

872 株式会社レディー 佐倉市 ―

ごみの内容や製作端材の公開をして、活用していただける相手先を見つけたい

（自社ではごみでも他社では宝物？かも知れないので）

各種プラント建設における省エネ技術、省力化技術等の導入

各種プラント建設工事協業における働き方改革の推進

867 みろべー 佐倉市
地産地消の食材を使用したメニューの開発のため、食材を提供してくれる業者と連携し、より住み続けられ
る街づくりを目指す

868 株式会社奥山 千葉市 SDGsやダイバーシティについて情報提供をオンラインで行っている企業の募集

864 一般社団法人ガールスカウト千葉県連盟 千葉市

865 ウェルアカデミー 千葉市

874 テックプロジェクトサービス株式会社 習志野市

871 株式会社LTSホールディングス 松戸市

873 株式会社オーク・インテリジェンス 千葉市

869 本田土木工業株式会社 習志野市
千葉県は過去10年、都道府県別の交通事故死者数で常にワースト5 位以内となっています。当社は交通安
全実施工事に強みがありますので、千葉県の交通事故減少への取組を行いたいと考えております

870 マテリアルワークス株式会社 市原市

https://well-ac.com/
https://www.co-okuyama.co.jp/
https://tec-tps.com/
https://www.ajoyh.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

環境配慮型商品の情報提供、共同開発

環境に配慮した資材や機械・機器等の情報提供
社員向けに建設、不動産業向けSDGs のセミナーを実施する企業の紹介

電動車両の導入先の獲得

充電インフラ設置についての情報共有

1. 地方創生

地域の機能を活性化させ、地域経済全体を発展させる

2. 環境保全
再生可能エネルギーを活用し、地球温暖化問題を解決する

3. 安全安心な暮らし
防災・防犯活動を通じ、安全安心で快適な暮らしを実現するまちづくり

4. 福祉
多世代共生型施設 の実現

879 学校法人青木学園 志津幼稚園 佐倉市 ―

土地・建物の有効利用サポート

新築案件やリフォーム工事の提案
外国人実習生に企業的サポート

環境に配慮した資材を提案・提供してくれる企業の募集

企業価値を共有できる企業とのパートナーシップ

マンションオーナー、賃貸駐車場経営オーナー

週休二日制を採用している企業（平日における契約型カーシェアリング）

外国人技能実習制度を活用し、他社様と連携し労働力不足の解消を目指しながら発展途上国への技術移
転を実現する

875 株式会社アメニティジョイハウス 船橋市

881 有限会社エーワン 佐倉市

882 トレンディインフォメーション株式会社 浦安市

878 大和リース株式会社千葉支店 千葉市

880 株式会社大喜 市川市

876 千葉三菱コルト自動車販売株式会社 千葉市

877 国際能力開発協同組合 市川市

https://www.ajoyh.jp/
http://kokusai-nk.org/
https://www.daiwalease.co.jp/approach/sdgs/
https://a1-m.com/
https://trendy24.co.jp/
https://furao-co.com/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

常に人材不足と言われているIT人材の育成

地域環境の良化、環境保全活動の実施

災害用備蓄倉庫「藏」のコンセプトに賛同頂き、同様の施設を設置する地元企業の増加により、災害時の従
業員＝市民の「安心・安全」を地域ぐるみで守る体制確立

地元事業者の店舗・営業所から搬出されるペットボトル容器を当社が回収(買取)。これにより得られる収益
金を地元の学校等に寄付する地域活性化の取組み

建築材料等の木質化への転換

国産材・地域産材・間伐材の利用促進

「被災地応援プラットフォームパートナー企業」として、災害発生時における支援物資のスムーズな供給の実
現

地方自治体や医療機関、介護業界等へ、当社商品である使い切り手袋等の寄附を円滑に行うための支援
リサイクル素材を使用した作業用手袋の活用企業募集

887 兼松サステック株式会社 流山市

888 有限会社グッドワンサービス 千葉市 子ども食堂と地域をつなぐ役割を担えないか

885 京設工業株式会社 習志野市

886 ガラスリソーシング株式会社 銚子市

883 富饒株式会社 芝山町 社会に還元するようなテーマや関係する取り組み

884 有限会社ジェリービーンズ 多古町 地元の食材を使用した商品開発

889 株式会社ウィード 千葉市

https://furao-co.com/
https://jellybeans.co.jp/
http://www.glass-r.com/
https://www.weed-safety.jp/sdgs


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

環境に配慮したものづくりのサポート

地産地消メニューの推進
就労支援の促進

耕作放棄地の再生事業

オーガニック野菜の拡大を共に考えて頂ける企業との連携

地域活性化

朝市開催における地元食材出店者募集など

893 ラサテック株式会社 市原市 ―
894 有限会社ウィズコーポレーション 館山市 ―
895 株式会社DSS 千葉市 ―

地元の木材を活用した新商品の流通先の確保

社員向けにSDGsやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる企業の募集

897 サンコーテック株式会社 市原市 ―
898 日本環境開発株式会社 千葉市 ―

回収業務の効率化（CO2削減）をどのように測っているか
ごみから新たな価値を生み出すための処理方法
どのような働きやすい環境づくりを行っているのか

901 宗教法人　最勝院 船橋市 ―

リサイクルの連携

工場見学や産業体験など、教育現場との連携

企業、団体と協力して学生がSDGs課題解決できる取り組み

留学生母国へのSDGs支援
学内FOOD＆clothドライブ支援

896 株式会社AHC 八千代市

899 千葉商科大学 市川市 本学の活動に協力してくれる企業等の募集

891 株式会社惣アグリフーズ 香取市

892 株式会社人満 千葉市

890 株式会社トミオ 千葉市

903 学校法人瀧澤学園 千葉モードビジネス専門学校 千葉市

904 印西市立滝野小学校 印西市
地元の企業等で、SDGsの目標達成に向けた取り組みの内容等を話していただけると子どもたちにとって大
変実りある学習になるのではと考える。しかし、コロナ禍であること、進級することで学習内容が変わるため、
実際は難しいことである。

900 株式会社花園サービス 柏市

902 たつみ工業株式会社 木更津市

https://happy-lotus.jpn.org/
https://dss-c.co.jp/
http://www.athome-center.com/
http://www.nihonkankyo.co.jp/
https://www.cuc.ac.jp/sdgs/
http://www.takizawa.ac.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

2. 世界の環境に配慮

企業の働き方改革、テレワーク、ペーパーレス、デジタル化を県の企業と一緒に取り込まれば、県の中小企
業のデジタル化の実現を早く普及できるようになります。

起業希望者支援

ダイバーシティ経営を目指す企業の活動支援
金融教育機会の提供

ステンレスを材料とした流通先の獲得

千葉銀行を媒体とした企業間との連携

910 株式会社新生企業 袖ケ浦市 ―

沿岸漁業者による水産品原料の案内

SDGsを理解し、価値を認めていただけるユーザー様（外食、通販、量販店）の獲得

農業の継続

フードロスを軽減
明るい街づくり

エコドライブ等のCO2排出量削減に対する取り組み

安心できるまちのための事故削減やセーフティドライブの取り組み
SDGsについてのセミナーを実施してくれる企業の募集

905 株式会社横瀬運輸産業 千葉市 効率的な配送

906 株式会社ジャンガ・テック 千葉市

912 株式会社A.R.J. 野田市

913 株式会社ダイヤサービス 千葉市 災害や物流でドローンを検討している企業との連携

909 株式会社ダスキン 南関東地域本部 東京都
感染症対策・衛生管理、子ども・福祉、地産品普及などを他のパートナーと連携して取り組んでいきたいと思
います。

911 株式会社匠水産 柏市

907 伊藤俊輔中小企業診断士事務所 茂原市

908 藤田金属株式会社 市川市

914 山本産業株式会社 柏市

915 株式会社ヤスイ 市川市 地域健康イベント

https://www.yokose-trans.com/
https://www.janga.co.jp/info/sdgs.html
https://www.duskin.co.jp/sus/
https://www.daiyaservice.com/company/sdgs/
https://www.e-kusuri.info/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

地域食材を積極的に活用したいので生産者の方々と連携したいです

地域の未利用資源の提供者を募りたいです
教育機関との連携を行いたい

地元のイベントやお祭りなどに協賛、参加するなど地域貢献活動。

ボランティア活動などの地域貢献活動
SDGsの具体的な取り組み例の共有化
地元企業のSDGs取り組みへの情報収集

920 有限会社イフ・コーポレーション 千葉市 ―

地元木材、間伐材等の利用方法の立案

活用材の新商品の流通先の獲得
社員向けにSDGsやダイバーシティについてセミナー等を実施してくれる企業の募集

924 株式会社ながせ 柏市 ―

925 F・バイオマス株式会社
東京都江戸川

区
―

926 株式会社フジックス 白井市 ―

DX 推進による業務の効率化、生産性の向上の実現

教育、人材育成等への取り組み

918 丸一土地建物株式会社 千葉市

919 エコメッセちば実行委員会 千葉市
SDGsへの取り組みを紹介、啓発する「環境活動見本市」を開催しています。SDGs達成に向けた活動見本市
を広く、周知していくためにも、他のSDGsパートナーとの連携を進めていきたい。

916 市原看護専門学校 市原市
健康管理、検診受診率を高めること、ICT推進のため教材研究を促進支援するため、共通課題をもつ学校や
企業とパートナーシップを得たい。

917 合同会社レシピコ 我孫子市

928 有限会社ケイ・ティー・エム 船橋市 当社の各種活動（自然災害への備え・セミナー・イベント等）を希望される企業へ提供

923 株式会社建匠舎 長生村

927 株式会社キヨシゲ 浦安市

921 塚本總業株式会社 東京都中央区 千葉市内を中心とする地域の活性化に資する事業

922 やちよ総合診療クリニック 八千代市 受診困難者への医療の提供

http://chiba-maruichi.jp/
https://www.ecomesse.com/
https://nagase4343.com/nagaseshinbun


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

魅力ある観光地を実現する為の連携先募集

行政と連携し住みやすい街づくりを進めながら安心できる居住地域づくり
地域農家の方との連携

930 木更津総合卸商業団地協同組合 木更津市 ―

品質の良い県産米の安定した供給

農林水産業や食品、化粧品などの製造者との酒粕再利用の連携

SDGs目標達成の手助けとなる融資を行う。

地元企業の経営支援

地元の福祉用具貸与企業・介護施設等と連携して中古品の流通先を獲得したい

メンテナンス業務の協力関係を築きたい

地産地消や食品LOSSへの取り組み

環境美化運動の取り組み
サスティナブルツーリズム推進への取り組み
従業員へのSDGsの理解を深める活動

地元の木材を活用した新商品の流通先の獲得

属人的な職務を軽減しコストダウンの実現を可能にするアプリケーションソフトの開発企業との連携

939 株式会社テクノトランス 八街市 ―

929 アンシャンテ株式会社 横芝光町

935 藤木園緑化土木株式会社 習志野市
ハイテクノロジーな都市開発が進む現代ですが、「緑の豊かさを守ろう」、「住み続けられるまちづくりを」とい
うSDGs目標に繋がるまちづくりに取り組む必要があると考えます。当社が培ってきた緑化工事や緑化の維
持管理のノウハウを活かしSDGsパートナーと連携しこの課題解決に取り組んで参ります。

936 株式会社ホテルオークラ東京ベイ 浦安市

933 館山信用金庫 館山市

934 株式会社 スペースケア 船橋市

931 株式会社Innovation Plus 松戸市 電気自動車の堂導入、設備などの推進、マネジメント、コンサルティング

932 千葉県酒造組合 千葉市

940 伊豆商事株式会社 千葉市 従業員に対する研修教育制度について取り組みたい

937 房総いいねスタンプラリー実行委員会 木更津市
スタンプラリーおよびスタンプラリーに関する取り組みを通して共に持続可能な房総地域の経済循環を向上
できる取り組み

938 秋山木材産業株式会社 習志野市

http://www.bay-net.jp/
http://beql.jp/
https://www.shinkin.co.jp/tateyama/
https://www.spacecare.co.jp/com-info/sdgs/
http://www.akiyamalumbers.co.jp/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

941 株式会社ソフケン 白井市 ―
942 山一興産株式会社 浦安市 ―

「官公庁との地域環境保全協定の推進」

現在、環境への負担が少ない都市づくり推進のために、千葉市と「地球環境保全協定」を結んでおり、未来
における良好な環境保全及び創造、資源を効率よく循環的に利用し、接続的発展が可能な「地球にやさし
い」社会の構築を目指すこと

946 トンネル合同会社 松戸市
・地域でのイベントの共同開催や協賛など 
・生産者の食材を活かした商品開発 
・生産者の取材を通じて得た情報や課題をお伝えする機会（セミナー開催など）の創出

947 農事組合法人　千葉アグリ 旭市 糞尿のリサイクル（耕種農業、バイオマス発電への活用）
948 京成ビルサービス株式会社 船橋市 －
949 篠崎製綿工業株式会社 我孫子市 －

950 株式会社東総理工 銚子市

【連携して取り組みたい課題】 
連携課題：東総地域が未来に渡って「住み続けられる街」になる 
 
東総地域は県内でも過疎化が顕著な地域である、当社としては「働きがいも経済成長も」を達成
し、地域雇用数の維持・拡大や企業の生産性の向上によってお客様も当社も納税をすることで「住
み続けられるまちづくり」の貢献にご賛同いただける皆様と連携をしていきたいと考えます。 

951 株式会社協和ハウジング 茂原市 －
952 有限会社鈴木紙工 船橋市 ・ＳＤＧｓや環境に配慮した梱包資材の提案 
953 ザ・クレストホテル柏 柏市 ・地産地消　地元近隣地区の食材を使った料理を地域の皆様にご提供。

954 日本建設工業株式会社　関東総合センター 市原市
・他のＳＤＧｓパートナーとの連携による、環境・社会・経済の統合的向上促進 
・太陽光等、再生可能エネルギー発電設備の導入・普及

955 キッズ・ラボラトリー株式会社 市川市 －

956 東テク電工株式会社 千葉市
・自然災害等における緊急時の協力体制及び連携 
・母親、シニア世代が働きやすい職場作りのための取組みや工夫を共有したい

957 株式会社日本政策金融公庫船橋支店 船橋市

・成長戦略分野を始めとする民間金融機関との協調融資等の継続的な推進及びコロナ禍において影
響を受けるお客さまへの対応に係る連携強化 
・地方版総合戦略への積極的な参画などによる地方自治体との連携強化 
・商工会議所・商工会、税理士会などの関係機関との連携を強化

944 青野ホールディングス株式会社 木更津市
自然エネルギーによる発電を行い、千葉県内の電気小売事業者へ卸し、県内におけるエネルギーの地産地
消を行います。

945 有限会社メリット 佐倉市 当社の各種活動（自然災害への備え・セミナー・イベント等）を希望される企業へ提供

940 伊豆商事株式会社 千葉市 従業員に対する研修教育制度について取り組みたい

943 株式会社オオクシ 千葉市

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


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

958 千葉市立畑小学校PTA 千葉市
地域の農業や林業の方とともに、竹林拡大の問題に取り組みたいです。 
ペーパーレス化を促進し、PTAが家庭の負担とならない楽しい活動になるよう情報交換などを行いた
いです。 

959 社会保険労務士法人アスミル 松戸市
生産性向上に悩む企業を対象とした労務相談、従業員教育、働き方改革等の人事・労務に関するセ
ミナー、研修の実施

960 株式会社　高橋工業 野田市
・サステナブルな建築資材の紹介 
・建設業界におけるSDGs取組の共有

961 株式会社　松流工業 流山市 災害時における安全な市民生活の確保
962 ナビスタ 八千代市 地元の飲食店で企画をして行きたい。 

963 東伸産業株式会社 船橋市
産業廃棄物の適正処理についてパートナーシップ企業様と情報を共有し、法令遵守や再資源化に一
緒に取り組んでいます。

964 学校法人浜田学園　認定こども園　都幼稚園 千葉市

（連携して取り組みたい課題） 
・初等教育を受けるために小学校や特別支援学校 
・教育機関等の情報交換や連携 
・職員の資質向上のための研修情報の提供先の募集 

965 有限会社高田商店 酒々井町
低排出ガス認定車両の導入に伴う企業の募集 
社員向けにSDGsやエコドライブ、ダイバーシティについてのセミナーを実施してくれる企業の募集 
エコドライブに重点を置いた運送企業との連携

966 株式会社舞浜企画 市川市 －
967 アヅサ電気工業株式会社 船橋市 －

968 社会保険労務士法人MCS 柏市
ＳＤＧｓ推進に取り組む他事業者や企業、地域の様々な団体等と連携し、持続可能な社会づくりを
進めます。

969 株式会社加藤商店 山武市
17 
廃油の適正処理についてパートナーシップ企業様と情報を共有し、法令遵守や再資源化に一緒に取
り組んでいきます。

970 株式会社内藤ハウス 千葉市
・緑化事業やソーラーパネル事業などヲ行っている企業との連携により、環境に配慮した企業活動
を目指す 
・PPP/PFI　事業を共に進めていける企業の紹介により、社会資本の整備やサービスの向上を目指す 

971 株式会社日本政策金融公庫松戸支店国民生活事業 松戸市

・成長戦略分野を始めとする民間金融機関との協調融資等の継続的な推進及びコロナ禍において影
響を受けるお客さまへの対応に係る連携強化 
・地方版総合戦略への積極的な参画などによる地方自治体との連携強化 
・商工会議所・商工会、税理士会などの関係機関との連携を強化 

972 株式会社　宝生堂サカキバラ 市原市 現在のパートナーとの取組を充実させてから、他社との連携へと拡大する。

973 公営事業株式会社　千葉支店 千葉市
・環境に配慮した機器や製品の導入 
・災害時における協力体制

974 株式会社アトラボ 東金市 ・SDGsパートナ-企業との課題や取り組みの共有

975 株式会社　共栄サービス 野田市
・クリーンエネルギーの推進 
・SDGsを通し地元を盛り上げる取組み 

976 合同会社援兵隊 香取市
障害者、高齢者の施設や学校等で、外出が出来ずに困っている企業を募集します。 
弊社の理学療法士らが、ともに目標に向かって取り組みます。 



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

977 株式会社アサヒグリーン 千葉市
自治体の環境・緑地担当課との連携。 
環境保全活動を行っている団体との合同活動。 
社員向けSDGｓや、環境問題についてのセミナーを行っている企業、団体との連携。

978 株式会社エスビシネットワーク 柏市 作業服の回収は、循環型社会を目指す「BRING」様と連携する。
979 株式会社エサキエンタープライズ 木更津市 －

980 株式会社 LOMO 鎌ケ谷市
室内内装においては、設計段階から生産部門や主要協力会社が品質確保のための作り込みに参加す
る。

981 株式会社小山商会千葉営業所 柏市
・パートナーからリース商材等を調達し県内経済成長を目指して行きたい 
・パートナーとしての県内での繋がりを大事にして行きたい 

982 清水建設株式会社千葉支店 千葉市 －
983 一般社団法人労災センター 浦安市 IT化を提案・導入の手助けをしてくれる企業の募集
984 株式会社小林商店 鴨川市 廃棄物の再資源化に向けた取り組みの支援

985 西松建設株式会社　東関東営業所 千葉市

・安心し住み続けられる街づくりのため地滑り地及び急傾斜地の簡易自動計測による土砂災害防止
対策 
・ＰＰＰ、ＰＦＩ、ＥＣＩなど官民連携によるインフラの早期整備及び対応協力 
・再生可能エネルギー事業協力 

986 千葉美装　株式会社 南房総市
産業廃棄物の適正処理についてパートナーシップ企業様と情報を共有し、法令遵守や再資源化に一
緒に取り組んでいきます。

987 株式会社アステック 茂原市
・建設、製造業における人材を確保する活動 
・地域に密着した課題の解決につながること

988 黒滝歯科 柏市
生活困窮家庭の子どもへの支援・啓発を行う団体等、ノウハウを共有しより効果的な方法を模索し
たい。

989 株式会社ステアリンク 佐倉市 －
990 フルーツリパブリック株式会社 印西市 －

991 一般社団法人障害者就労支援ネットワークP＆P 柏市

・障害福祉の未来について一緒に考えてくださる企業様の募集 
※連携、パートナーシップ、協業・共創、オープンイノベーションには慣れておりますので 
　「SDGｓの中の障がい者について何か取組みたい」とお考えの企業様がおられましたらお気軽にお
問合せください。 
　一緒に何ができるかを考え、関わるすべての人がハッピーになるご提案をいたします！ 

992 株式会社　こがね 館山市

地球の約 70％を占める海。私達『花しぶきリゾート』は、この海から頂いた沢山の恵みを利用して
商いを続けてきました。しかし現在、プラスチックゴミによる海の汚染や地球温暖化による生態系
への悪影響など、豊かな環境を脅かす深刻な問題が次々と発生してきています。母なる海とどこよ
りも身近に接してきた私たちだからこそできる何かがきっとあるはず。海の豊かさを守り、後世へ
と繋いでいく為に、花しぶきリゾートでは様々なプロジェクトに着手し、グループを挙げてこの課
題に、他のちばSDGsパートナーと連携して取り組んでいきます。

993 nico style 千葉市 古材を利用した家具や建具を造作していただける職人さんとのコラボ

994 株式会社豊文堂 茂原市
SDGsへの対応とした紙削減につながるWEBサイトの導入や、紙製ファイルなどECO製品による印刷
物、省エネ看板の導入などをご検討されている企業を募集

995 株式会社むとう工務店 柏市 ・社員や職人、施工関連会社へのSDGｓについての情報発信やセミナー開催企業の募集



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

996 協栄・アシックスグループ 柏市
弊社が実施している管理施設周辺のクリーン活動を近隣施設を管理する他の企業等々団体様と協働
して、拡大したい

997 有限会社　岡部 野田市
・ＳＤＧｓセミナーを企業向けに開催し地域に浸透させていく。 
・ＢＣＰセミナーを企業向けに開催し地域に浸透させていく。 

998 公益財団法人千葉県産業振興センター 千葉市

（連携して取り組みたい課題） 
・千葉県内に事務所を置く企業等へのＳＤＧｓの普及啓発 
・ＳＤＧｓに取り組む中小企業等への支援 
・ＳＤＧｓ促進のための施策・活動等の意見交換・情報共有 

999 ファースト・ファシリティーズ千葉株式会社 千葉市
・女性、高齢者、障がい者雇用の推進（グループ会社での雇用を含む） 
・社員向けにＳＤＧｓやダイバーシティについてセミナー等を実施してくれる企業の募集 

1000 一般社団法人浦安観光コンベンション協会 浦安市
・地産地消商品の開発 
・ＳＤＧｓをテーマとした教育旅行商品の開発

1001 株式会社ODEN 茂原市 社外での情報共有。情報システムの連携強化。
1002 豊沢商事株式会社 白井市 社会に還元するようなテーマや関係する取り組み

1003 有限会社　静波保険事務所 千葉市
・お客様より、災害等(台風、地震等)で被害相談を受け付けた場合、保険使用の有無に関わらず 修
理見積もりや修理・補修を素早く対応・連携出来るよう施工業者様の企業開拓。

1004 千葉県旅館ホテル生活衛生同業組合 千葉市
・地産地消の商品開発（組合オリジナル商品）。 
・会員施設に向けた、脱プラ商品等の仕入れ先を獲得する。

1005 YKM商事株式会社 千葉市 従業員へ向けたSDGｓやダイバーシティ、知識向上の為のセミナー実施先の紹介等

1006 株式会社インテリア計画 柏市
・リユース家具、環境や健康に配慮した家具等を製造している企業との連携を希望する。 
弊社の運営している店舗でそれらの商品を販売し、お客様にＳＤＧｓを知っていただけるよう、普
及、啓蒙していきたい。

1007 株式会社日本政策金融公庫館山支店 館山市

・成長戦略分野を始めとする民間金融機関との協調融資等の継続的な推進及びコロナ禍において影
響を受けるお客さまへの対応に係る連携強化 
・地方版総合戦略への積極的な参画などによる地方自治体との連携強化 
・商工会議所・商工会、税理士会などの関係機関との連携を強化 

1008 株式会社金谷商運
神奈川県座間

市
－

1009 フィンテックラボ協同組合 銚子市
（連携して取り組みたい課題） 
外国人技能実習生、特定技能外国人の受入れ先企業の獲得 
電力事業の新規需要家の獲得 

1010 株式会社タカシマ松戸事業所 松戸市
・ＳＤＧｓに取り組む企業と情報交換できる場の参加 
・ＳＤＧｓに関わるイベントの企画・運営

1011 株式会社　津田防災工事店 船橋市 ・防災、減災に関する自治体や企業との連携 

1012 山喜興業 株式会社 千葉市
・開発地の取得 
・地域課題

1013 ONEWALK株式会社 成田市
・社員向けにＳＤＧｓやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる企業の 募集 
・環境保全への取り組みを協力して行って頂ける企業の募集

1014 株式会社市川自動車教習所 船橋市
・既存免許取得者に対する再教育 
・他社で実践しているSDGsの取組みを取り入れる。 



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1015 株式会社あおぞら銀行千葉支店 千葉市

（連携して取り組みたい課題） 
・中小企業オーナー・個人事業主に対する事業承継・財産承継コンサルティングの提供 
・ベンチャー企業・スタートアップ企業の成長支援 
・地域金融機関と連携し、事業再生を通じた地域社会への貢献

1016 一般社団法人ビコーダイバーシティアカデミア 千葉市
子どもたちへの学習・進学の支援や貧困家庭に対する支援などを一緒に 支えていただける企業・団
体の募集 

1017 株式会社東亜オイル興業所 八千代市
地元の大学や企業とコラボした、 環境に配慮した新商品の流通の確立 
地元小中学校と協力した 地域交流や教育活動への積極的な参加

1018 しんぼりふぁーむ 長生村 －
1019 株式会社オランダ家 千葉市 －
1020 新　建設　株式会社 市川市 －
1021 公益情報システム株式会社 千葉市 －
1022 メガネの視楽 千葉市 ・要介護者に対して「見え方相談会」等のイベントを定期的にご検討いただける高齢者施設。 
1023 株式会社ときがねプラザ 東金市 －

1024 金光院SATOYAMA環境保全Group 千葉市
企業が自然環境へ前向きであれば、是非とも一緒に活動していきたい。 
又、自然環境をテーマにして教育その他、自然体験の場としても利用があればありがたい。特に高
校生レベルでホタルの実態調査等を研究課題に取り上げてもらいたい 

1025 株式会社 住まいるハウジング 千葉市 －
1026 有限会社植草印刷 千葉市 －
1027 Reeha 多古町 －

1028 サマータイムダイビングスクール 八千代市

・海岸や砂浜のクリーンアップ 
・海洋生物の保護 
・水質汚染の予防 
・高濃度の酸素を使用して体を動かすことでの新陳代謝による健康管理 

1029 株式会社サンライズ千葉コーポレーション 千葉市 －

1030 大栄技工株式会社 市原市
生産現場において直面するメンテナンス作業を支持 
省資源、環境、効率性、そして安全への追求等諸議題を解決し、生産性、効率を向上 
★上記活動を行っていく事に賛同してくださる企業の募集 

1031 行政書士山田忠昭事務所 袖ケ浦市 セミナーや勉強会の参加
1032 株式会社　松本工業 千葉市 －
1033 株式会社千葉ジェッツふなばし 船橋市 ・SDGsパートナー様に千葉ジェッツを活用した活動をご提案できればと考えております。
1034 株式会社　服部組 千葉市 －

1035 日本テクノ株式会社　千葉支店 千葉市
当社のサービス・製品は、SDGsの項目7・13に大きく貢献できるため、希望するパートナーがいる場
合は、お手伝いしたいと考えています。

1036 東京東信用金庫 東京都墨田区
地域経済の活性化に向け、中小・小規模事業所への適正、効果的かつ効率的な各種支援のための連
携



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1037 ママとベビーのしゃしんさつえい　カメラデイ 千葉市

・当事業に賛同し、撮影サービス導入を検討してくださる産婦人科様との連携 
・「子育てしやすい社会」目指し、「少子化対策」を行う自治体との連携 
・金融教育などのコンテンツを提供する、保険会社・保険代理店・銀行等企業様との連携 
・従業員に金融リテラシーを高めるセミナーやサービスを提供したい、企業様・中小企業様・商店
など 
・子育て世代にアプローチしたい企業様・中小企業様・商店など 
・女性活躍推進したい企業様・中小企業様・商店など 
・家づくりに伴う業種の企業様・中小企業様・商店など 

1038 千葉県環境整備協同組合 千葉市

・中小企業におけるSDGｓの取り組みの強化 
・質の高いインフラの整備 
・防災の推進 
・上記に伴う講習会の実施

1039 東亜建設工業株式会社千葉支店 千葉市
再生可能エネルギー（洋上風力、太陽光発電他）事業に取組む企業との情報共有とコラボレーショ
ンの実現

1040 有限会社亀山温泉ホテル 君津市

・SDGS活動体験ツアー（SDGs仕様ランチ＋森林整備体験）に企業研修、新人研修の場として参加し
てくれる企業の募集 
・未利用の温泉熱、林道整備の際に出る間伐材、廃材などの効果的な活用方法や、商品化に関わる
イノベーション技術を持つ企業とのマッチング。 
・未利用、または放置されて問題になっている旅館街の景観について（廃墟になっている旅館、廃
校、廃屋、広大な牧場跡、廃倉庫、荒れた山林等）をロケ地として利用してくれるドラマ撮影およ
び映画撮影などの映像制作業者とのマッチング。

1041 京葉工管株式会社 千葉市 －

1042 株式会社ユナイテッド千葉 千葉市

・地元の農家との地産地消の食材の提携 
・子ども食堂等への食材の提供 
・障害者育成のためにビジネスセミナー等を開催していただける企業等の募集 
・障害者雇用に積極的な企業の白地開拓 
・障害者雇用の相互理解を深めるセミナーや情報交換会等の共同開催 

1043 大平洋機工株式会社 習志野市
・政府との連携により製品の流通先の獲得 
・自治体との連携による製品の流通先の獲得 

1044 株式会社千葉東建設 千葉市 千葉県活性化を目的とした企業様との不動産を通じたイベント、SNSの交流
1045 エムズガーデンマーケット 千葉市 地元や町内で出来ることが有れば参加したい 
1046 株式会社imayama 柏市 －

1047 住友三井オートサービス株式会社　千葉支店 千葉市
社用車管理のアウトソーシングによる合理化、車両管理アプリを活用したデジタル化、それに伴う
車両管理コストの削減、脱炭素化を目指したＥＶ導入など、企業が抱える車両管理体制の課題に対
するソリューションについて連携をいたします。

1048 有限会社アチーブメント 柏市 ・地元農家との連携、地産商品開発の流通を獲得
1049 東都金属印刷株式会社 船橋市 －



登録
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企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1050 第一生命保険株式会社 船橋支社 船橋市

・ＳＤＧｓを推進する企業との情報交換および企業課題解決への情報支援 
・当社のＳＤＧｓ活動の普及（「健康第一」アプリ案内、ハザードマップお届け） 
・第一生命および第一生命財団が支援している「都市の緑３表彰」への応募や都市緑化に関する情
報交換

1051 協和観光株式会社 印西市 社員向けにＳＤＧｓについてセミナーを実施してくれる企業の募集
1052 千興運輸株式会社 八街市 社員向けにＳＤＧｓについてセミナーを実施してくれる企業の募集

1053 すぎの梨園 柏市
梨栽培におけるICT、スマート農業活用の情報 
梨規格外品の新商品のアイデア 
環境に配慮した食品包装・容器、生鮮品包装の情報 

1054 船橋市有価物回収協同組合 船橋市 －

1055 東武トップツアーズ株式会社　京葉支店 松戸市

（連携して取り組みたい課題） 
・地域を元気にする旅行商品、インフラツーリズム、新しい旅行スタイルなどの商品開発やツアー
造成 
・未来技術推進協会SDGsボードゲーム・公認ファシリテーターの育成による学校への学習プログラ
ム提供や探究学習プログラムの提案 

1056 東武トップツアーズ株式会社　千葉支店 千葉市

（連携して取り組みたい課題） 
・地域を元気にする旅行商品、インフラツーリズム、新しい旅行スタイルなどの商品開発やツアー
造成 
・未来技術推進協会SDGsボードゲーム・公認ファシリテーターの育成による学校への学習プログラ
ム提供や探究学習プログラムの提案 

1057 カネパッケージ株式会社 柏市

１．環境にやさしい商品・新素材の取り扱い及び開発 
　　〇お茶殻を再利用した「クリアファイル＆マスクケース」の推進 
　　〇脱炭素・循環型社会に向けたプラスチックからの代替素材「プレアー」の推進 
　　〇卵の殻を有効利用した生分解性代替プラスチック素材「ＧＥＸ」の推進 
２．自動販売機を通してのマングローブ植林活動参画企業の募集 
　　〇自動販売機設置企業様から毎月缶ジュースの売上金の一部をマングローブ植林基金として寄
付

1058 株式会社　梅月庭 木更津市  
・地域食材を供給してくれる企業を募集 
・製造過程で発生する廃棄物（肥料になりうる素材）を活用できる企業の募集 

1059 小規模保育事業　ほしぞらの丘 千葉市 社員向けSDGsについてセミナーを実施してくれる企業の募集
1060 船橋興産株式会社 船橋市 廃棄物処理に係るリサイクル化への情報共有
1061 株式会社　橘 千葉市 SDGｓについてセミナーを実施している企業の募集。
1062 ユーフォリア株式会社 千葉市 ・SDGsやダイバーシティをイベントの中でワークショップなどで楽しく教えてくれる企業の募集
1063 株式会社住まいるワークス 千葉市 ・ゴミ拾い、こども食堂etcに取り組んでいる企業、団体様のボランティアへ参加したいです。
1064 株式会社トーエイ 松戸市 環境に配慮した商品の仕入先・販売先の拡充

1065 株式会社ヒロテック 印西市
・アップサイクル商材の販売 
・サステナブルビジネスの構築 

1066 館山市 館山市
・地域の活性化に関すること 
・自地域の持続可能性に関すること 
・市民サービス向上に関すること 



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1067 株式会社新昭和 君津市
1.再生可能エネルギー（太陽光発電）分野での官民連携事業（PFI事業等）による脱炭素・循環型の
社会形成 
2.環境に配慮した建材や工法を提供する企業との連携によって住み続けられるまちづくり推進

1068 株式会社　ソラストさくら保育園 佐倉市

・要支援施設との交流（世界にはさまざまな人が生活しているということを体験してほしい。） 
・警察・消防署のかたの園の来訪、また園児訪問（本物を知ってほしい） 
・飛行場見学（世界と繋がっている玄関口を肌で感じる） 
・浄水場見学（あたりまえに飲んでいる水道水、実はこんな仕組みがあるということを学んでほし
い） 
・園に動物を連れてきていただき、園内で触れ合い動物園の実施 
・美容師さんに来ていただいてヘアカット（ヘアカットに行けない子どもたちへの支援） 
上記取り組みを通して、身近に職を感じて頂きたい。 

1069 近藤商事株式会社 千葉市
・地産材木及び古材の流通先の獲得 
・古民家再生事業の協力業者の獲得 

1070 佐倉商工会議所 佐倉市
行政・他商工会議所・他商工会と、持続的成長の方策等について情報共有し、よりスピーディに実
効性のある事業活動を行う。

1071 株式会社道路建設コンサルタント 千葉市
・まちづくり、地方創生、防災・減災等につながる取組みにおいて企業と連携し、地域経済活性化
に貢献したい 
・生産性の向上を目指し、ＩＣＴ技術や新しい技術の活用について連携したい。 

1072 株式会社エムツー企画 千葉市
・プラスチックリサイクルへの取り組み 
・学生の職業体験などへの協力 

1073 NPOスケルトン研究機構 木更津市 －
1074 株式会社ニュー東豊 我孫子市 ・運送業界におけるＳＤＧｓ取組を共有してくれる同業者との連携 

1075 豊島運輸有限会社 我孫子市
・運輸業でのSDGs取組の事例の共有 
・環境配慮型車両のCO2削減、燃費向上取組の事例の共有

1076 株式会社岡部建設 館山市 SDGｓを通じて、地域・環境・企業が三方よしの活動を連携できる企業

1077 株式会社ジャパンアイビック 千葉市
・地域づくりや環境保全活動 
・SDGsを推進する企業との情報交換 
・従業員へ向けたSDGsや知識向上の為のセミナー実施先の紹介 

1078 Dog Barrier free Cafe 茂原珈琲 茂原市
（連携して取り組みたい課題） 
・テイクアウト用のプラスティック容器を製造するメーカーが知りたい 
・地元の食材を活用したメニュー 

1079 山崎製パン企業年金基金会館 市川市

（連携して取組たい課題） 
・人と環境に配慮した施設の運営 
・地域の皆様が集い憩う場及び情報交換の場としての情報共有 
・地域社会及び企業の人材を育成する場としての情報共有

1080 一般社団法人縄文グルメ推進委員会 千葉市
地域活性化を活動の目的の一部に位置づけている団体と連携した取り組みを展開していきたい。 
「縄文」×「●●」でSDGsの推進と千葉の新しい価値を創造していきたい。

1081 一般財団　千葉YMCA 千葉市
「教育・福祉・国際」の分野だけでなく、その地域に必要とされるニーズを理解し、そこにある課
題に対して共に取り組んでくれる企業や団体との連携。様々な企業や団体と繋がりを持ちたいと考
えている皆様とのパートナーシップ。



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1082 和信産業株式会社 千葉市
・弊社グループにて備えている設備、加工技術を、SDGｓ推進のために活かしていけるよう他企業と
の連携をしていきたい。

1083 株式会社彩企画 市川市 ・地域の障害をお持ちの方への業務委託等の相談

1084 株式会社ネクサス・アールハウジング 市川市
・最新の技能資格情報の共有 
・ＳＤＧｓについての説明セミナー情報 

1085 特定非営利活動法人ＩＴＣちば経営応援隊 船橋市 －

1086 株式会社恩田商工 千葉市
環境に配慮した工法や使用工具等の製造企業の募集 
環境に配慮した施主の紹介

1087 株式会社ＳＨＩＮＫＯロジ 船橋市
お客様、地域と共に持続可能な社会づくり 
物流オペレーション、配送、庫内作業の効率化 
女性、障がい者の職域や雇用拡大。 

1088 流山ライオンズクラブ 流山市 地域に活かせる活動や持続が必要とされる情報共有
1089 館山市観光協会 館山市 館山市の観光情報の提供(自然体験プログラムの紹介等)

1090 株式会社ベストサポート 千葉市

・社員向けにサーキュラーエコノミーについてセミナーをしてくれる企業の募集 
・障害者用の仕事をくれる企業の募集 
・社会的養護下（なんらかの事情で親と暮らせない子ども、若者に衣食住を提供する児童養護施設
等）の若者の就労先となってくれる企業の募集 
・子ども食堂及び社会的養護下の若者子どもに対して、賞味期限が近付いている食品や廃棄する商
品を寄付してくれる企業の募集

1091 株式会社山盛アライアンスグロウ 千葉市 ・若い作業員、外国人実習生向けに安全教育、資格取得等のセミナーを実施してくれる企業の募集

1092 株式会社竹伸 千葉市
飲食業界にとってのSDG sへの取り組み方 
・フードロスの削減 
・環境に配慮したメニュー開発

1093 カナレ通信株式会社 野田市 －
1094 総武造園土木株式会社 千葉市 －

1095 興亜硝子株式会社　市川工場 市川市
・産業廃棄物の削減、再生、リサイクルを推進する活動 
・再生可能エネルギーの導入 

1096 株式会社吉田建設工業 千葉市 地元の材料、機材等を活用した新商品の流通先の獲得

1097 株式会社ハルヤマ研磨工業 松戸市

・地域周辺の学校からの職場見学、また幅広い層の方たちに【子供を含む】金属の研磨体験等が出
来る環境づくりをして 沢山の方たちに研磨の面白さを知って頂けるよう職場体験などを積極的に受
け入れて行き地域の雇用増進に努める。 
・地域のイベント等に積極的に参加 

1098 株式会社ナノテック 松戸市

・地域周辺の学校からの職場見学, また幅広い層の方たちに【子供を含む】金属の研磨体験が出来
る環境づくりをして 沢山の方たちに研磨の面白さを知って頂けるよう職場体験等を積極的に受け入
れていき地域の雇用増進に努める 
・地域のイベント等に積極的に参加する

1099 株式会社エアリープラス 千葉市
・ＳＤＧｓの文言を入れたホームページを制作し、環境・社会・経済の統合的向上促進する。 
・他団体（得意分野）との連携によるＳＤＧｓ複数目標の同時達成・寄与を促進する 

1100 AUD Cars株式会社 千葉市 千葉県地域一帯のEV充電インフラ設置の推進



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1101 合同会社Link 船橋市 ・空き家問題解決を理念とする地元工務店、不動産会社との情報交換など

1102 切削工具の情報サイト タクミセンパイ 千葉市 －

1103 株式会社新栄 船橋市
・企業や教育機関等との、廃棄素材リサイクル製品の開発 
・社員向けSDGｓ教育の連携

1104 千葉信用金庫 千葉市
・中小企業へのＳＤＧｓに関する支援についての情報共有（事例紹介等） 
・社内向けのＳＤＧｓ浸透施策等についての意見交換

1105 株式会社　蔵元工房 成田市 ・地元の造園業者へ再生活用の製品採用に提案の提供および供給

1106 株式会社京葉アスコン 船橋市

（連携して取り組みたい課題） 
・SDGsに取り組む企業と情報交換や工場見学の参加 
・PPP,PFIなど官民連携によるインフラの低炭素化工事の推進 
・低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の事前審査制度への舗装材料承認の推進 

1107 株式会社ニューズインシュアランス 千葉市
・病院等へのサイバーセキュリティセミナー開催とサイバー保険の提案 
・運送業者への安全運転セミナー開催と損害保険の提案

1108 一般社団法人日本自動車連盟千葉支部 千葉市

・交通環境の改善（交通事故防止）に関するイベントや講習会の共催・出展、メディア掲載におけ
る連携 
・JAF会員様向けの、県内観光資源や名産品に関する情報提供やドライブ観光情報の提供に関する連
携 
・JAF拠点（特に千葉みなとエリア）周辺における環境整備（交通安全含む）に関する連携 

1109 有限会社　山啓エステート 船橋市
同業他社や県がどのような取組を行っているのか、今後行っていくのか連携しながら情報収集をし
ていきたい 

1110 船橋総合卸商業団地協同組合 船橋市
・組合及び、組合員事業の拡大や、新たな取り組みに結びつくようなアイデアや、ネットワークが
あるパートナーとの連携を希望する。

1111 美空建設 流山市 －



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1112 株式会社エアリズム 鎌ケ谷市
・環境に配慮した空調設備の情報提供 
・ＳＤＧｓを推進する企業、団体との情報交換 
・地元の企業、官公署との連携強化

1113 サステナビリティ・パートナーズ 千葉市

「英国CMI認定サステナビリティ(CSR)プラクティショナー」、(一社)日本金融人材育成協会認定
「経営承継アドバイザー」、(一社)コーチング心理学協会認定「フィードバックスキルコーチ」の
資格を保有しており、実務経験だけでなく、体系的な知識や海外の最新動向等も踏まえた内容の研
修・セミナーの実施が可能です。 
・サステナビリティに関する研修・セミナーの実施 
・SDGs、人権デューデリジェンス、ハラスメント等に関する研修・セミナーの実施 
・経営承継に関する研修・セミナーの実施 

1114 ＪＮＣエンジニアリング株式会社 千葉市
自然浄化法リアクターシステムを用いた排水浄化関連施設の設計、建設 
養鶏場や養豚場、牧場、し尿処理施設との連携 

1115 ユアサ・フナショク株式会社 船橋市 ・地元の食資源を共有できる仕入先、販売先と連携し地域活性を図る。

1116 株式会社上野工業所 市原市
（連携して取り組みたい課題） 
・地域事業者、自治体等と連携した持続可能な地域活性化活動 
・様々な企業様とのパートナーシップ募集 

1117 阿部建設株式会社 旭市  
１．自然災害発生時に迅速な対応をし、社会資本整備の充実 
２．アスファルト廃棄物を再利用し、リサイクル商品の安定供給 
３．建築物施工に際し、省エネ技術・建築資材の提供

1118 有限会社水間建設工業 大網白里市 －
1119 ハイテック精工株式会社 千葉市 －
1120 片岡建設株式会社 匝瑳市 同業者等とのＳＤＧｓの取組で、取り入れられる事は、連携し取り組みたい。

1121 株式会社　アルファ 流山市
作業員数が増加することで目標以上の動きを取れる為、求人もしくは協力業者の募集をサポートし
てほしい。

1122 株式会社ブランディングワークス 柏市 ・ちばSDGsパートナーに関する情報連携、パートナー連携が必要な際の支援

1123 株式会社　川和 流山市
・回収済みプラスチック容器類の有効活用やカーボンニュートラル社会実現に向けた連携先 
・商社として地元生産農家、地元食品製造企業を繋ぐための連携先

1124 株式会社一陽パック 千葉市 環境配慮型の商品の情報提供、提案、開発

1125 Goo Nextion株式会社 千葉市
ペーパーレス商材に興味を持っていただいた企業様へ向けて、SaaS商材のご提案 
また、多方面に活躍可能な人材を、必要な会社様へご紹介

1126 柏市再生資源事業協業組合 柏市 －

1127 株式会社 リンクスコーポレーション 船橋市
政府が推進する環境に配慮したエコドライブの一つであるアイドリングストップを行っておりま
す。排気ガスの削減を行うことで、環境汚染を防いでおります。

1128 合同会社YOROCOBI Design Labs 松戸市
・環境に配慮した商品の開拓
・地球環境に配慮した産廃業者への解体作業依頼
・環境に配慮した工務店への施工依頼

1129 株式会社内山アドバンス 市川市 －
1130 株式会社KHK野田 野田市 ・環境に配慮した製造・製品開発
1131 佐倉染井野里山の会 佐倉市 他里山団体との意見交換や見学会



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1132 株式会社　丸善 印西市
・地元の食材を利用した新製品の開発を共に実施してくれる企業の募集 
・地域活性化を主とし、地元企業が出店するイベントや販売会などへの参加 

1133 協友建機　株式会社 木更津市  －

1134 ロイアルエンジニアリング株式会社 我孫子市
・プラスチック製品の製造において、材料削減や環境に配慮した材料の使用に関心のある企業に弊
社の開発製品を紹介。

1135 株式会社地質士 館山市 ・環境に配慮した技術提供や施工に協力してくれる業者

1136 有限会社房州リサイクル 館山市
産業廃棄物の適正処理についてパートナーシップ企業様と情報を共有し、法令遵守や再資源化に一
緒に取り組んでいきます。

1137 株式会社IT研究所 柏市 ・SDGｓ適合製品サービスの開発・生産・販売
1138 株式会社コネクト・ブリッジ 松戸市 一般建築物石綿含有建材調査が必要な企業の獲得。

1139 株式会社　イースト 船橋市
・従業員向けにSDGSのセミナー、研修を実施してくれる企業の紹介 
・衛生管理面、環境面に配慮した商品取り扱いをしている企業との連携 

1140 千葉共同サイロ株式会社 千葉市 －
1141 一般社団法人労災センター 浦安市 IT化を提案・導入の手助けをしてくれる企業の募集

1142 一般社団法人エプロン 船橋市

・介護や、認知症について、知識を得たり、理解を深めるための勉強会、講座の開催をさせてくだ
さる企業の募集 
・高齢者や、介護者に向けた商品やサービスの試食会や商品説明会などを開催してくださる企業の
募集 
・高齢者や介護者、地域の方々に向けた生きがいづくり、楽しみづくりにご協力くださる企業の募
集 
・常設認知症カフェの運営を支援してくださる企業の募集

1143 銚子商工信用組合 銚子市
・SDGｓに取り組む中小企業等への支援、マッチング 
・SDGｓ推進のための施策・活動等の意見交換・情報共有

1144 株式会社サトー 千葉市 －

1145 源総業株式会社 市原市
トラック業界の慢性的な人手不足解消の為に女性や高年齢者が働きやすい配送業務の確保・運行経
路の再設定、待機時間の削減等の推進

1146 有限会社　石井商店 館山市 ・身障者・高齢者の就労支援と労働環境改善について情報を共有する。

1147 アイスマイル株式会社 八千代市
・地元の業者や市役所と連携して市民とともに空き家問題に関する啓発や利活用の方法に関するア
イデア検討会やワークショップ等を取り組みたい。

1148 有限会社カシワ 柏市 新商品の販売・仕入先募集
1149 株式会社レック 千葉市 他企業のＳＤＧｓ取組のアイディアを積極的に情報共有し、活用検討する
1150 株式会社　光榮創建 君津市 －

1151 LUTZ株式会社 佐倉市

・子供向けのスケートイベントを通じたSDGs啓蒙活動の支援をしていただける企業様 
 ＜具体案＞ 
『スケートアカデミー』：千葉県内の小学校（体育館）に人工樹脂製のスケートリンク場を設け
て、プロフィギュアスケーターによるフィギュアスケート体験イベント（授業）の実施(スケート機
材などはすべて当社で用意が可） 

1152 戸田中央メディカル ケアグループ 埼玉県戸田市 病院・介護施設との連携を図る
1153 株式会社　ほけんの栄輝 君津市 －
1154 松原建設株式会社 千葉市 －



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1155 山田木工株式会社 木更津市 木材を活用した新商品の流通先の獲得
1156 千倉水産加工販売株式会社 船橋市 －
1157 株式会社コスミック 銚子市 環境を考慮したゴミを出さないウォーターサーバーの普及
1158 トキワ紙器株式会社 鎌ケ谷市 地元企業との連携でなるべく材料など地元で手配できるようにしたい
1159 田中建設株式会社 南房総市 －

1160 アデコ株式会社千葉支社 千葉市

・ライフビジョンやキャリアの実現に必要なスキルを習得するための教育機会・セミナーの提供 
・求職者のスキルだけでない、ビジョンを追求した、組織における生産性向上や長期的定着を実現
人材の紹介 
・多様な人財の躍動を実現する人事制度変革、DX、経営戦略策定に関するコンサルティング 

1161 自立の株式会社 習志野市
・従業員向けにSDGSのセミナー、研修を実施してくれる企業の紹介 
・環境に配慮した、施設設備工事会社の紹介 

1162 hamoru 千葉市
・フリーマーケットの開催 
・地域ボランティアとして、古着の回収

1163 有限会社ユアーズメディカル 君津市 同業社と連携しながらSDGｓの理念を共有する
1164 株式会社荒井グループ 船橋市 SDGｓに対する取り組みを行う企業、地域との情報共有に努め、連携していく。
1165 千葉スズキ販売株式会社 千葉市 SDGｓの和を大きく広げる取り組に対して、地域社会と連携可能な事項を話し合っていく機会促進
1166 株式会社　佐久間工務店 千葉市 災害時の避難場所に自然エネルギーを利用した建物の取り組みと普及

1167 株式会社イタミエコテック 勝浦市
産業廃棄物の適正処理についてパートナーシップ企業様と情報を共有し、法令遵守や再資源化に一
緒に取り組んでいきます。 

1168 株式会社　海上中央自動車教習所 旭市
モノやサービスを提供する中で自動車の運転に関するエコロジーで永続可能な「教習」を行うこと
に自動車メーカーなどとの情報の入手。

1169 EMオノエ株式会社 千葉市 －

1170 べーぐるきっちん 四街道市
・地元の食材を活用した商品の流通先の確保 
・新たな連携にて、思いもよらない効果が出ることを期待しています

1171 株式会社　ユウマペイント 柏市 －
1172 有限会社　アルファ 木更津市 －

1173 株式会社堀建装 市川市
・推進活動のWEBコンテンツの増加 
・製品開発のための現場の声の収集

1174 株式会社セレスポ　千葉支店 千葉市
障害の有無、年齢、性別などに関わりなく、より多くの方が安心・快適に参加できるイベントや ス
テークホルダーと一体となったパラスポーツ体験会などでの連携 

1175 株式会社　大竹工業 印西市
・資源を有効活用した製品の流通先の獲得 
・森林を守る活動の情報共有

1176 千葉県立小金高等学校 松戸市
・海、川、森林、水辺等の環境教育など 
・人権教育、多文化共生など 
・地域問題、社会課題、社会貢献活動　など 

1177 株式会社シーティージャパン 市原市

廃農ポリの回収について 
廃農ポリの回収には、多くの課題があります。 
・廃農ポリの洗浄 
・運搬の為の農ポリの圧縮プレス作業（運送燃料の削減・二酸化炭素減の為） 
これらを実施してもらえる企業・自治体と連携希望です。 



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1178 田中タイヤ千葉株式会社 印西市 －
1179 日本型枠工業株式会社 船橋市 －

1180 株式会社フィルズリンクス 柏市

・柏市内の産品を柏市内の方々に消費頂く事で、 地域の事業者様が元気になり、柏市が活性化し住
民の生活も豊かになるための活動 
・柏の名産品の創出活動 
・地域活性を目的としたイベントの企画運営 
・地域の事業者に地域住民が永続的に働く事の出来る雇用の創出

1181 株式会社牛かうVaca いすみ市
・地元食材を使用した乳製品の販路獲得 
・駐車場におけるEV車充電ステーションに関する情報提供と設置をしてくれる企業の募集

1182 株式会社塚原緑地研究所 千葉市
・社員向けにSDGｓなどのセミナーを実施してくれる企業との連携 
・ダイバーシティについての意見交換をできる企業との連携 
・環境（ＥＣＯ）に適したイベントの実施

1183 海通貿易　有限会社 習志野市
・従業員向けにSDGSのセミナー、研修を実施してくれる企業の紹介 
・水産物加工業者（廃棄商品の加工　釣り餌など） 

1184 柏商工会議所 柏市 －
1186 フルーツガーデン関本 香取市 持続可能な環境づくりのため、地域の生産者と協力
1187 株式会社ミツワ堂 習志野市 環境に配慮した文具、事務機を積極的に活用する事業社、組合、団体との連携

1188 市川市立曽谷小学校 市川市
・地元の企業からの出張授業や子供たちの訪問の募集。 
・SDGsパートナーになっている他校との情報交換。

1189 千葉都市モノレール株式会社 千葉市
・「急速に進む高齢化」への対応や「若い世代が住みたいと思う街づくり」を連携して進めていき
たい 
・地域の財産である自然や遺跡を活用したイベント等の取り組みを連携したい 

1190 金剛寺歯科クリニック 柏市
医療職に限らず子どもや高齢者、障がい者に対するノウハウを持つ団体等と効果的な啓発を模索し
たい。

1191 株式会社ジョリーブ 長生村
SDGsに取り組めるような商品の共同開発 
環境啓蒙活動

1192 株式会社K GRIT 船橋市 －
1193 株式会社ティークラフト 松戸市 －

1194 株式会社福和 船橋市
・従業員向けにSDGsのセミナー、研修を実施してくれる企業の紹介 
・環境に配慮した、梱包資材取り扱い会社の紹介 

1195 高橋行政事務所 市原市 －

1196 株式会社　千葉環境ビジネス 千葉市
産業廃棄物の適正処理についてパートナーシップ企業様と情報を共有し、法令遵守や再資源化に一
緒に取り組んでいきます。

1197 一般社団法人 MIRAI KOMINKA for School 八千代市 ・学生の活動を支えてくださる飲食店舗や学びの機会を与えてくださる企業や団体の募集

1198 株式会社　錦織商店 富津市
17  
産業廃棄物の適正処理についてパートナーシップ企業様と情報を共有し、法令遵守や再資源化に一
緒に取り組んでいきます。

1199 アクティブ商事株式会社 千葉市
従業員へ向けたSDGsの理解促進やダイバーシティについて知識の向上に繋がるセミナーを実地して
くれる企業の募集

1200 株式会社マイベジタブル 千葉市 安心・安全な青果物の流通にかかわる連携



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1201 あおぞら保険サービス株式会社 松戸市
・地域の再開発 
・各種セミナー 
・地域のイベント 

1202 日本賃貸保証株式会社 木更津市
生活の立て直しを図るためのシェルター物件の確保 
（そのような物件がございましたらお教えいただきたいです。） 

1203 株式会社シーエス 市川市
・業務効率化に伴う、ツールやノウハウの提供 
・同業他社のSDGsへの取り組みの共有化 

1204 モデン工業株式会社 千葉市 －

1205 有限会社武石 山武市
・利活用されていない、副産物及び食品ロス等の情報共有 
・技術革新等の情報や企業の募集

1206 昭和運送興業株式会社 館山市 ・地域の企業様と協力し、新たな流通先の獲得
1207 勝浦市商工会 勝浦市 ・会員事業者の持続可能な経営にするための販路開拓支援 
1208 株式会社文化堂 千葉市 環境に配慮した文具、事務機を積極的に活用する事業社、組合、団体との連携 

1209 シンコー株式会社 千葉市
・環境問題等のセミナー参加での情報共有 
・ボランティア清掃の参加

1210 ニホンハンダ（株） 船橋市 弊社ニホンハンダの既存商品・新製品の販売の拡大

1211 株式会社スノー・フィード・サービス 南房総市
・休耕田の借り入れ及び管理 
・自給飼料の作付け

1212 シンコースポーツ株式会社　千葉支店 千葉市
・SDGsの理解を深めるための活動 
・女性の働きやすい環境作りのための取組みについて情報交換 
・地産地商品販売に関する情報の共有

1213 株式会社金子水道工務店 市川市 SDGsに対する取り組み行う企業と、価値観を共有し、発展のため連携していく。

1214 株式会社ベストロジサポート 松戸市
・環境に配慮した包装資材の情報と仕入れ 
・SDGsに関連したセミナーの情報

1215 株式会社ホンダカーズ習志野 習志野市 地域住民と連携した地域貢献活動
1216 ABC株式会社 市川市 －
1217 株式会社　友和物流 浦安市 SDGsやダイバーシティについてセミナーなど実施要領を説明してくれる企業の募集

1218 有限会社藤田工業 市原市
県内の食品工場関係の企業様との連携 
プラント工事の設計を希望されてる企業様との連携 

1219 株式会社ユーワ 市原市 －
1220 株式会社フレッシュファームちば 市原市 地元で生産した農産物を活用した新商品の開発および販路
1221 株式会社I’RIS 流山市 －

1222 株式会社安藤建設 船橋市
CSRやサステナビリティなどに取り組んでいる企業との交流 
ソーラーシェアリングや自家発電などの再生可能エネルギーの導入などを考えてる企業との連携

1223 株式会社アルモントファミリー 旭市
・社員向けに金融教育等の短時間セミナーを開催してほしい企業等を募集 
・認知症による資産凍結や、相続前の措置である家族信託等の活用が必要な個人・法人代表者を募
集

1224 株式会社 優和 市川市 ・パートナー事業者と連携してインフラ構築、省エネ、環境保護など地域問題の解決。
1225 直販配送株式会社房総センター 長南町 －
1226 株式会社篠田設備工業 木更津市 ・木更津中心に地域のまちづくりに貢献する活動



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1227
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 千葉
支店

千葉市 －

1228 田中惣一商店 館山市

身近な「包丁、鎌研ぎ教室」講座などで、より多くの方々に物の大切さを知っていただきたいで
す。
SDGsの広報や実際にどんなものがあてはまるか？など、わからない方々が多いと思います。お買い
物に、一票、投じることで、（フェアトレードのコーヒーや紅茶、お洋服や雑貨、チョコレートな
ど）世界が変わるということを、広めたいと思います。当店には、たくさんのご紹介したいものが
ありますので、見にきてお手に取って、購入していただけると嬉しいです。

1229 八日市場瓦斯株式会社 匝瑳市 ・再生可能エネルギーを使った脱炭素に取り組む
1230 オークン・セキュリティ株式会社 船橋市 地域の福祉と協力して就職困難者の受け入れ等に取組みたい
1231 有限会社　新成田総合社 成田市 CO2削減商品やリサイクル可能商品の生産メーカー等、社内セミナーを行ってくれる企業の募集
1232 NPO法人バーチャルライツ 印西市 －
1233 有限会社宏源 千葉市 －
1234 株式会社ウィズ 千葉市 配送の効率化、ドライバーの労働環境改善を目的とした 他社との連携 
1235 株式会社アレクシード 市川市 SDGsに対する取り組みを行う企業、地域との情報共有に努め、連携していく。
1236 株式会社東武百貨店船橋店 船橋市 ・地域経済の活性化や環境推進活動について連携して取り組みたい。

1237 一般社団法人　千葉県冒険遊び場ネットワーク 千葉市
・協同で子どもの遊び場（プレーパーク）を開催する企業の募集 
・子どもの遊び道具としてリサイクル材（木材等）を提供してくれる企業の募集 

1238 くろねこボクシングアカデミー 袖ケ浦市
社員向けにボクシング教室の実施 
障害者施設　高齢者施設 
または家庭訪問、指定会場での個別指導の実施

1239 長谷川陽介税理士事務所 千葉市
研修やセミナーなど開催している企業や団体と連携し、従業員の資質向上を目指すとともにSDGsの
理解も深めます。SDGsに取り組んでいる企業や団体と連携し、他企業のSDGs推進を目指します。

1240 株式会社音映システム 船橋市
・高齢者や体が不自由な方に対応した商品の流通先の獲得 
・社員向けにSDGsやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる企業の募集

1241 利根開発機工株式会社 香取市 －

1242 スワン電器株式会社 柏市
バイオマスプラスチックを原料とした射出成型での量産化のへ取り組み 
※ 現状、樹脂の強度および機械的特性が課題 

1243 エモーショナルリンク合同会社 東京都

千葉県、およびそのパートナー企業・団体とともに、それぞれが行っているSDGs活動を積極的に広
く世の中に認知させたいと考えております。そのために、各組織それぞれがホームページを始めと
した各種メディアを通じて活動内容を相互紹介することを、より促進していけることを期待してお
ります。

1244 あびこショッピングプラザ 我孫子市  
・SDGs取組を色々な方へ知って頂きたい（施設への利用者や関心を高めたい） 
・SDGsの取組みを実施している団体・企業・行政のイベント誘致

1245 SDGs.ぴらめ 木更津市

レンタルの電動工具や電動工具の買い取りを営む企業様に使用済み替え刃の回収、販売を協力して
いただきたい。 
替え刃（チップソー）は2種類の鋼材から作られており別々に有効利用してくださる企業様に協力し
ていただきたい。 

1246 ナカノ株式会社 鎌ケ谷市 －



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1247 三幸株式会社　千葉支店 千葉市
・環境に配慮した資機材や薬剤を提案・提供してくれる企業との連携。 
・高年齢者・障がい者等の雇用促進のため、人材を紹介してくれる企業・団体との連携。 
・省エネや光熱水費削減などでお困りの企業・団体に対し、様々なソリューションを提供。 

1248 三幸株式会社　南総支店 木更津市
・環境に配慮した資機材や薬剤を提案・提供してくれる企業との連携。 
・高年齢者・障がい者等の雇用促進のため、人材を紹介してくれる企業・団体との連携。 
・省エネや光熱水費削減などでお困りの企業・団体に対し、様々なソリューションを提供。 

1249 中西産業株式会社　鎌ヶ谷工場 鎌ケ谷市 －
1250 株式会社双葉工業 袖ケ浦市 省資源化、多様な人材採用の登用促進、人材開発に係る社内制度の共有。

1251
（株）日本保育サービス　アスクかなでのもり第
二保育園

習志野市 －

1252 東京東信用金庫馬込支店 船橋市
安心・安全なまちづくりを目指し持続可能な社会を実現させ、地域の課題を解決し地域社会を発展
させるために、地域の様々なステークホルダーと協調して取り組みを行いたい。

1253 アークギャラリー株式会社 千葉市 －

1254 株式会社ジェイキューブ 船橋市
・従業員向けにSDGsのセミナー、研修を実施してくれる企業の紹介 
・環境に配慮した、梱包資材取り扱い会社の紹介 

1255 株式会社　海保工業 横芝光町
・地元の木材を活用した新商品の流通先の獲得 
・社員向けにSDGsやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる企業の募集 

1256 株式会社山崎工務店 館山市
・地元の海岸を守るため、人力ではできない、建設業ならではの美化活動。 
・取り組みを行ている方との意見交換 
・他の団体等の活動へ協賛 

1257 株式会社ＬＥＡＤ 市川市
SDGs関連の製品情報等を求めます。 
また、県内や、市区で積極的に行っている活動情報をご提供ください。

1258 (株)シーエムエヌ 千葉市 ・広告、販促活動において消費者様へSDGsへの取組の大切さを再認知していただけるような企画
1259 株式会社森興業 船橋市 －
1260 株式会社アデカ 柏市 千葉県全地域の廃棄梨をシードルにしたい。
1261 東北商事株式会社 市原市 ・金属ゴミの再資源化のアピール

1262 （株）グランドラインコーポレーション 船橋市
・従業員向けにSDGsのセミナー、研修を実施してくれる企業の紹介 
・環境に配慮した建築資材の取り扱い会社の紹介

1263 宇都木社会保険労務士事務所 香取市
・人事労務のペーパーレス化支援 
・生産性向上に悩む企業を対象とした労務相談、従業員教育、働き方改革等の人事・労務に関する
セミナー、研修の実施

1264 オーパーツ株式会社 野田市 －
1265 株式会社野田ハッピー 野田市 ・集塵効率を高めた新製品（厨房機器、排気・排煙機器）の流通先の獲得
1266 株式会社エイシル 千葉市 ・社員向けにSDGsやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる企業の募集
1267 学校法人青葉学園　瑞穂幼稚園 船橋市 地元民間企業などと一緒にSDGsを考えていきたい。
1268 大洋エンジニアリング株式会社 船橋市 社員向けにSDGsについてセミナーを実施してくれる企業の募集

1269 有限会社大栄商事 館山市
廃棄物の適正処理についてパートナーシップ企業様と情報を共有し、法令遵守や再資源化に一緒に
取り組んでいきます。

1270 株式会社テクノサイエンス 千葉市 －



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1271 株式会社渡辺電気工業 柏市
他業種との連携も図り経済活性 
情報収集と発信を行い、環境問題への取り組みについて意見共有、知見深化

1272 株式会社一建 市原市 ・環境、人に配慮した塗料の開発先または仕入先の獲得
1273 高岡電気 株式会社 香取市 SDGs推進における電気設備工事の情報連携・情報共有

1274 株式会社日経首都圏印刷　千葉工場 習志野市
・エコで経済的な販促ツール（新聞サイズの印刷物や紙製クリアファイルなど）を提案したい 
・ゼロエミッション達成への取り組みについて参考になる情報を得たい 

1275 株式会社ジェットストリ－ムトラベル 館山市
雇用等の受け入れを考えてくれるパートナーとの連携。 
廃棄農産物、果物等加工販売に協力出来るパートナーとの連携。 
高齢者の手作りの商品の販売、障害者、ひきこもりの方の作品販売等手助けパートナーとの連携。

1276 成田運送株式会社 成田市
安全運転等に対する取り組み 
環境に配慮した輸送の提供 

1277 有限会社　エヌハウジング 柏市
遊休地の活用、地域活性化のため土地仕入れ情報の共有 
SDGsやダイバーシティについてセミナー実施してくれる企業の募集

1278 株式会社アース・ONE 船橋市 社員向けにSDGsやダイバーシティーについてセミナーを実施してくれる企業の募集
1279 NK金属株式会社 山武市 SDGsやダイバーシティについてのセミナー等を実施してくれる企業の募集

1280 東日本旅客鉄道株式会社千葉支社 千葉市

・駅周辺で実施されるイベントとの連携や、駅へのイベント出店（産直市など）。駅を訪れるお客
さまの回遊性の向上と、街のにぎわいづくり 
・京葉線幕張豊砂駅開業による周辺地域の活性化 
・地域の魅力を高めるスポーツツーリズムの推進 
・ホテルファミリーオ館山を拠点としたワーケーション 
・定期的な入れ替えの発生する防災備蓄品の有効活用 

1281 ミハマシティ検見川浜一街区管理組合 千葉市 －
1282 株式会社アドヴァンス 木更津市 ・社員向けに環境問題やSDGsに関するセミナーを紹介・実施してくれる企業との協業
1283 スズキメタル株式会社 旭市 銚子、旭地域の企業とタイアップして、SDGs活動を推進したい

1284 株式会社ベイエフエム 千葉市
県内の企業、団体のSDGsの取組事例を紹介するための情報収集及び取材活動への協力をお願いした
いと思います。 
また、情報発信系パートナーの協業で発信力を強化していきたいと思います。 

1285 ekus株式会社 松戸市
・新商品を展開できる流通先(企業、団体、学校)の獲得 
・大豆ミート開発商品の製造可能な企業の募集 
・地元主催のマルシェや展示会への参加情報の入手 

1286 有限会社石澤モータース 富里市 －

1287 株式会社テレマ 千葉市
・クラウド化、DX化を活用したソフトウェアの導入先の獲得 
・省エネルギーで動作する新しいハードを開発された企業様

1288 有限会社西商店 香取市 －
1289 社会保険労務士法人やまもと事務所 柏市 働き方改革への対応や、労働環境向上への相談・アドバイス
1290 株式会社スタイル・レゴ 千葉市 竹チップを活用した建築商材（漆喰や除草グッズの開発等）
1291 株式会社ＡＣＤ 鎌ケ谷市 同業種企業との情報交換
1292 株式会社かわきたファーム 千葉市 －



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1293 富士無線機材　株式会社 大多喜町
・千葉のテーマパークから出たゴミを回収して、リサイクルプラスチックにし、弊社で再度製品化
した物を、またテーマパークに納めるオール千葉プロジェクト。 
・ものづくりネットワークMOVAとの連携によるSDGsの取り組み。 

1294 株式会社マンダリンモア 柏市
・地域農作物や食材の生産者様との持続可能かつ雇用、経済発展を見据えた商品開発 
・次世代を担う子供達等に食を通じた”食育”教育支援セミナーの実施 
・地域食文化向上を視野に入れた包括的活動支援

1295 株式会社　京葉総業 船橋市
産業廃棄物の適正処理についてパートナーシップ企業様と情報を共有し、法令遵守や再資源化に一
緒に取り組んでいきます。

1296 ねまろや 浦安市
・LGBTについての勉強会を開催することができます。 
・アロマテラピーによる癒しを求めているクライアントの獲得 
・アロマテラピーの知識を得たいクライアントの獲得

1297 株式会社イノベジ 四街道市
・千葉県内の多くのスーパーに対して新しいサービスを提供する 多くの青果の取り扱い 
・農作物を扱っているのでお中元・お歳暮などのパートナー企業へのお手頃価格の実施 

1298 合同会社Mandarn 習志野市 －

1299 里山Bewahrung 船橋市

〇 一緒に下記のような活動を行っていただける団体・個人の募集 
・耕作放棄地を活用した古代米づくり 
・耕作放棄地を活用したビオトープづくり 
・都市部でのビオトープづくり 
・生きもの調査や観察会の実施 
〇 活動拠点を提供していただける団体・個人の募集 

1300 株式会社染谷商店 流山市 森林保護

1301 共同ガス株式会社 千葉市
産業廃棄物の適正処理についてパートナーシップ企業様と情報を共有し、法令遵守や再資源化に一
緒に取り組んでいきます。 

1302 株式会社　仁和運送 流山市 ・人財確保と育成

1303 千葉県社会保険労務士会 千葉市
SDGs推進に取り組む他の諸団体、企業と連携し、活動について情報共有を行い、持続可能な社会づ
くりを推進する。

1304 有限会社テクノディーゼル 市原市
再生可能エネルギーの活用を検討している法人様との連携 
BCP対策として非常用電源導入を検討している法人様との連携 

1305 株式会社大和フーズ 館山市
・各種団体、学校との連携を図り、多様な人材を雇用・教育する環境づくり 
・社員向けセミナー、研修を実地している企業や団体との連携 

1306 有限会社　吉田興業 館山市
・台風等の災害対策や災害時における協力体制の構築。 
・社内での、SDGsについての教育方法等の共有・意見交換

1307 株式会社ガーデンスタジオワンライフ 柏市
建物建設時の情報提供・共有（植林活動について） 
SDGsについてセミナー実施してくれる企業の募集

1308 株式会社マツムラ 市川市 新商品の開発などを一緒に考えて頂ける企業様、新商品の開発を考えている企業様
1309 株式会社COASTLOGISTICS 市川市 －



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1310 Apex product　(エイペックスプロダクト) 千葉市

再資源化を行っている企業と連携して資源の有効活用をより深化させる。 
地元のボランティア団体と協力して犬猫の殺処分ゼロを目指します。 
地域猫の保護活動を中心に地域のごみステーションの清掃管理・人との関わりを大切にして行きた
い。 
古紙回収業者と古紙買取問屋そして製紙メーカーとの連携による資源リサイクル活動の促進を図
る。 

1311 株式会社　東芝 千葉市 弊社事業と関連するよりより千葉県を作る自治体様事業における全般的連携。

1312 株式会社昇和産業 千葉市
・質の高いインフラ整備の強化 
・中小企業におけるSDGs取り組みの強化 
・協力業者とのパートナーシップの推進

1313 ライフ薬品株式会社 八千代市 地産地消作物を活用した新商品の流通先獲得
1314 丸宮物産株式会社 君津市 －

1315 株式会社ゼクセロン 松戸市
・環境に配慮した通信機器の開発 
・SDGsに関する従業員交流、情報交換

1316 流山市 流山市
・他自治体とのSDGs推進に関する取組み等の情報共有。 
・市民や地元企業に対するSDGsの認知度向上のための取組み。

1317 株式会社　弥右衛門 香取市
・再生可能エネルギー、太陽光システムの導入、設計、施工、O＆Mについて双方で一緒に協業して
くれる企業募集 
・再生可能エネルギー(太陽光システム)地元での普及 

1318 株式会社あんど 船橋市
・当社顧客に紹介可能な空き家・空き室の情報提供 
・住宅確保要配慮者専用家賃債務保証の活用による入居の促進 

1319 松浦建設株式会社 野田市 －
1320 株式会社WK 千葉市 再生資源を利用して新しい商品を開発
1321 株式会社アート・アクション 千葉市 社員向けにSDGsやダイバーシティーについてセミナーを実施してくれる企業の募集 

1322 株式会社グッドパワー 成田市
・企業の人材の採用、定着の支援、就労困難者の就労支援 
・社員向けにSDGsやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる企業の募集

1323 広栄化学株式会社 袖ケ浦市
住友化学株式会社千葉工場と連携事業を行い、既存のコージェネレーション設備を廃止し、住友化
学千葉工場が新設する高効率タービンから電力を需給することで、CO2排出量を削減する。その他
パートナーとの連携を今後検討していく。

1324 株式会社ほくしん 市川市

・安全性、品質性を重視した洗浄剤の流通先の獲得 
・協力業者との連携強化 
・清掃依頼元の開拓 
・県内SDGsの更なる普及啓発に繋がる活動 
・環境、美化活動の連携 

1325 米屋株式会社 成田市 －

1326 株式会社マイトラベルコンサルティング 四街道市
・地域の特長を生かしたまちづくりのために動いている企業団体と連携し、海外からのお客様の訪
問先増加 
・廃棄物から新商品

1327 千葉市動物公園 千葉市 －



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1328 株式会社ワイズ 千葉市
主に太陽光の再生可能エネルギーの導入において、金融機関や太陽光関連業者と連携することでよ
り多くの商品を発注することが可能となる。 
また、人材確保や各人材のスキルを向上させることで生産性も向上させたい。

1329 東京東信用金庫南行徳支店 市川市
SDGs活動へ参画する地元の取引先企業や事業所とともに、企業・社会・個人生活の課題解決に繋が
る活動を行い、人々が安心して安全に生活できる社会の実現に貢献します。

1330 創栄産業株式会社 柏市
土地仕入れ情報の共有 
SDGsやダイバーシティについてセミナー実施してくれる企業の募集

1331 千葉市立横戸小学校 千葉市 ・SDGsに関連する教育活動

1332 ながら太陽ファーム 長柄町
県内老林産物の流通ネットの開拓。 
6次産業化製品などの流通ネットの開拓

1333 株式会社長嶋建設 旭市
・空き家問題を削減したい 
・古民家の再生

1334 東金元気づくり株式会社 東金市

（連携して取り組みたい課題） 
・地元産の農産物や加工品の販路拡大 
・当道の駅でのイベント連携 
・道の駅限定商品の製造委託先の開拓（小ロットからの委託） 

1335 ビルテック株式会社 千葉市 社員向けにSDGｓやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる企業の募集

1336 Pause 千葉市 －

1337 ハレバレ屋 流山市
一般顧客と常に携わっていらっしゃる、遺品（生前）整理事業者・処分事業者・介護事業者（ケア
マネージャー）・清掃事業者との連携を希望致します。

1338 せんなり保険パートナーズ株式会社 山武市

地域の企業にをSDGs促進していくためのセミナー開催を希望 
ファシリテーターとして弊社社員がお手伝いをします。 
ファシリテーターを務めることで弊社社員の良いアウトプットにもなり 
よりSDGsを推進できるからです。

1339 株式会社アセットオール 柏市
・業務効率化に伴う、ツールやノウハウの提供 
・女性が働きやすい職場環境の推進に向けた合同研修 
・同業他社のSDGsへの取り組みの共有化



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1340 株式会社ユカ 東京都

カーボンオフセット自動販売機「ドリンクDeオフセット」によるカーボンニュートラルへの取り組
み 
「BtoB（ボトルtoボトル）」使用済みペットボトルを飲料ペットボトルに再利用する水平リサイク
ルの推進 
災害対策用の自動販売機を通じた災害に強いまちづくりへの貢献 
お店や地域と連携した「デザイン自動販売機」の設置による地域活性化

1341 広風苑株式会社 成田市

建設・造園・エクステリア事業をしていて、環境問題の改善に向けて、意欲的な企業様 
飼料・肥料の販売先様・卸業者様 
竹に係るビジネスをしている企業様 
環境問題に取り組む、官公庁様　教育機関様　企業様　団体様など

1342 大同生命保険株式会社　千葉支社 千葉市 ・地域の中小企業が直面するＳＤＧｓ課題の解決支援についての情報共有

1343 株式会社　パウート 松戸市 －

1344 エスケイグループ株式会社 袖ケ浦市 －

1345 ヤマサ物流株式会社 船橋市 同様の目標を掲げる企業と情報交換を行いたい。

1346 株式会社サンレー
流山市

・ＳＤＧｓに取り組む企業や地域と連携を図り、更なる企業発展につなげていきたい。

1347 東京東信用金庫市川支店 市川市
（連携して取り組みたい課題） 
・地域の清掃活動(道の駅いちかわ周辺など) 
・教育施設(幼稚園・小中高)周辺の共同パトロール活動 

1348 株式会社トラヤ 銚子市
・ポストコロナに向けたテレワークの実現 
・実感体感できるライブオフィスを通じたDXの推進 

1349 東邦大学医療センター佐倉病院 佐倉市

・廃棄物の削減（リデュース・リユース・リサイクル） 
・省エネへの取り組み 
・地域連携、啓発活動　　　 
・竹林の有効活用　　　　　　　　　　　　　　等 

1350 株式会社エリアエイド 市川市
・お互いに近い場所に居て、マンパワーの過不足の調整などを行いたい 
・情報の共有を行いたい



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1351 市原市 市原市

【環境】 
自然との共生を実現するため、本市の多様な地域資源の有効活用や、地方回帰・働き方の変化を捉
えた移住・定住促進等の積極的な連携をお願いしたい。 
【社会】 
貧困の連鎖を断ち切り、誰もが自分らしく活躍できるよう、いちはらの全ての子ども・若者の生
活・健康・学習・自立等の支援への積極的な連携をお願いしたい。 
【経済】 
市原発サーキュラーエコノミー（循環型経済）を実現するため、「素材から製品、製品から素材」
をコンセプトにしたポリスチレンケミカルリサイクルの実現や再生可能エネルギーの利用、エネル
ギーの分散化の積極的な連携をお願いしたい。 

1352 株式会社シンテン 東京都
社員、顧客、出入り業者、周辺住民、等ステークホルダーのひとりひとりが強いられることなく
No13目標「気候変動に具体的な対策を」に参加、啓発するJ-クレジット制度を活用したカーボンオ
フセット自販機サービス「Drink de Offset」の設置提案

1353 和光食堂 南房総市
・当店のみでは出来ないSDGｓに基づいた調理技術の共有・開発 
・ＤＸにより新しく開発される調理機器の情報共有

1354 W hospitality株式会社 鎌ケ谷市 －

1355 東京東信用金庫　三咲支店 船橋市
緑豊かな安心・安全なまつづくりを目指し持続可能な社会を実現させ、地域の課題を解決し、地域
社会を発展させるために、地域の様々なステークホルダーと強調して取組みを行いたい。

1356 クリーンスペース株式会社 千葉市 －

1357 東京東信用金庫船橋支店 船橋市
安心安全で平等なまちづくりを目指し持続可能な社会を実現させ、地域の貢献と課題解決活動の
為、様々な関連会社と協調して連携したい。

1358 ローデック株式会社 松戸市 －

1359 株式会社コスモテック 白井市 －

1360 株式会社東京ドームファシリティーズ 東京都

・弊社が指定管理を受託している千葉県内の公共施設において、千葉県内で再利用を目的に作られ
た消耗資材や遊具等の導入を検討しており、ご提案いただける企業と連携を図りたい 
・施設利用者向けに、地域の自然を守っていくことの大切さや環境配慮について学んでもらう機会
を提供するため、そういった専門知識をお持ちで千葉県内で活動されている方と連携を図りたい 
・施設スタッフ、施設利用者向けにＳＤＧｓやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる
企業を募集したい 

1361 かんぽ生命　船橋支店 船橋市 －



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1362 株式会社ブリッジ 木更津市 －

1363 古谷建設株式会社 横芝光町
・ＳＤＧｓに取り組んでいる商品を扱っている企業からの商品仕入れ 
・社員向けにＳＤＧｓについてセミナーを実施してくれる企業募集 

1364 東京東信用金庫　ときわ平支店 松戸市
地域企業・お客様と強調し持続可能な社会経済づくり、地域課題の解決、地域経済の発展の為の取
り組みを行いたい。

1365 社会福祉法人こころ 流山市
農業や製造業で障がい者雇用を目指す、また提携を検討している企業と繋がり、自社の障害福祉
サービス利用者の雇用や作業の選択肢を拡大させる他、先方の目標達成に繋がる連携を希望する。

1366 東陽物産株式会社 船橋市 再生資源、副産物の活用・普及

1367 柏市廃棄物処理業協業組合 柏市 －

1368 千興フレックス有限会社 市原市 当社製品の販売を通じ、脱炭素社会に向けた開発活動に寄与していきたい

1369 ベストビルサービス株式会社 松戸市 ・環境への負荷を低減した商品の使用 

1370 東京東信用金庫鎌ケ谷支店 鎌ケ谷市
安全・安心なまちづくりを目指し持続可能な社会を実現させ、地域の課題を解決し、 
地域社会を発展させるために、地域の様々なステークホルダーと協調して取組みを行いたい。

1371 株式会社運動会屋 渋谷区 千葉県内の生産者の皆さんと繋がり、利用者との交流イベント等を開催

1372 神津俊介司法書士事務所 鎌ケ谷市 －

1373 株式会社　セントトア 習志野市
・従業員向けにSDGSのセミナー、研修を実施してくれる企業の紹介 
・環境に配慮した、施設設備工事会社の紹介 

1374 日松金属株式会社 市原市
県内の各企業様より製品製造/加工時に排出される、金属粉体/スラッジ等のバイプロ品(副産物)の
再資源/再原料化をコンサルティングさせて頂き、希少金属原料の更なる国内リサイクルのお手伝い
をしたい。  

1375 (有)ジン設計事務所 鎌ケ谷市 －

1376 医療法人社団大空会 習志野市 ・従業員向けにSDGSのセミナー、研修を実施してくれる企業の紹介

1377 株式会社INMARK'S 千葉市 公共交通機関の仕組み、利用に関する普及活動。



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1378 柳澤運送 有限会社 習志野市
・トラックの交換修理から予防整備を定期的行うことに移行することの提案 
・定例バザーの提供品の募集及び、提供品(衣類や食器等)の引取先の募集

1379 エスピー工業株式会社 松戸市 －

1380 株式会社リエイトホーム 佐倉市 －

1381 東京東信用金庫津田沼支店 船橋市 ・SDGSに取り組んでいる企業、団体等との連携による災害対策及び組織犯罪の根絶

1382 株式会社　リード 千葉市 －

1383 株式会社小名木川ギヤー千葉工場 茂原市
産業廃棄物の適正処理についてパートナーシップ企業様と情報を共有し、法令遵守や再資源化に一
緒に取り組んでいきます。

1384 アプリックス株式会社 松戸市 －

1385 株式会社千葉建装 船橋市
環境に配慮した製品や材料の情報の獲得 
外国人雇用についての情報の獲得

1386 上條建設株式会社 市川市 －

1387 利豊商事株式会社 千葉市
・高度な処理機械についての情報や共同で開発に協力してくれる企業の募集。 
・屋内処理や集配物の貯蔵をするための建物についての共同取組をしてくれる企業の募集。 

1388 雅野建設株式会社 船橋市
・従業員の就業環境の改善に関する情報交換 
・環境に配慮した資材を取扱う紹介や廃棄物のリサイクル業者の紹介 

1389 株式会社ミライト・ワン 千葉市

・豊かな自然環境に向けた保全活動等、自然との共生に取り組んでいる企業との連携 
・EV車輛普及拡大に向けて取り組んでいる企業との連携 
・再生可能エネルギー（太陽光発電等）に取り組んでいる企業との連携 
・ICTを活用し温室効果ガスの削減に取り組んでいる企業との連携 

1390 株式会社タンタカ 東京都 －

1391 アスク薬品株式会社 市川市 ・社員向けにSDGsやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる企業の募集

1392 ワタナベメディアプロダクツ株式会社 木更津市
エコ資材(リサイクル）によるメモ帳、紙ファイル作成や、紙を中心としたデジタルとの融合による
環境にやさしく持続可能なモノづくりへの取り組みの提案



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1393 株式会社ケン工業 習志野市
・従業員向けにSDGｓのセミナー、研修を実施してくれる企業の紹介。 
・地元の商材を活用した新商品・流通先の獲得。 

1394 株式会社プライム 四街道市
サスティナブルな住宅建材の取り扱い企業の募集。 
上記の住宅建材の施工の指導ができる企業の募集。 

1395 株式会社オートワールド 松戸市 －

1396 有限会社ユハラ・インターナショナル 松戸市  －

1397 株式会社クオリティー 柏市
・SDGsに対する取り組みを行う企業や地域との情報共有に努め、さらなる企業発展につなげてい
く。

1398 株式会社船橋中央自動車学校 船橋市
・従業員向けにSDGｓのセミナー、研修を実施してくれる企業の紹介。 
・当教習所への来所希望者または来所紹介者の獲得。 

1399 市川市立稲越小学校 市川市 －

1400 合同会社　ＩＴ技術者支援機構 八千代市
千葉県内のIT関連事業者とのコミュニケーションの場を提供して頂きたい。 
千葉県内のITに関連した高齢技術者の発掘調査報告等

1401 千葉科学大学危機管理学部 銚子市
・高大連携によるＳＤＧｓをテーマにした防災・環境等の教育推進 
・ＳＤＧｓや危機管理・リスクマネジメントに関する技術や社会提案等の共同研究 
・留学生母国へのＳＤＧｓ支援 

1402 八千代商工会議所 八千代市 当所ホームページや会報誌を通じたSDGsに関する取組みや成功事例の紹介

1403 東京東信用金庫臼井支店 佐倉市
地域の課題解決・地域社会の発展において、地域の様々なステークホルダーと協調し 
安心・安全なまちづくりを目指し、持続可能な社会実現に向け取り組みを行いたい 

1404 有限会社三和 鎌ケ谷市 端材やハネ材を活用した製品の流通先の獲得

1405 株式会社ベジタスグループ 館山市
・地域野菜を利用したいホテル・レストランなど飲食店の紹介 
・福利厚生で新鮮野菜の需要がある企業へリエビンBOXの紹介 
・新規就農者向けのセミナーや子供たちへの食育セミナーなどの開催協力 



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1406 東京東信用金庫　市川南支店 市川市

同じ志を持つパートナーとの意見交換により、更なるSDGｓへの理解を深めていきたい。 
業態により、出来ること出来ないことが限られてしまうため、垣根を超えた連携パートナーを模索
していきたい。 
新しいパートナーとの連携により、新たな発見を生める環境を持ちたい。

1407 株式会社畔蒜工務店 横芝光町
・民間工事の新規顧客の獲得と建設現場での新規協力業者の獲得 
・建設現場での環境に配慮した建設資材等の調達 
・災害発生時における速やかな対応

1408 株式会社　Bee Concierge 君津市
ミツバチやはちみつについてのセミナー講師役として出演 
地元の販売会や交流会等へ観察用ミツバチの貸出

1409 株式会社戸倉商店 南房総市 －

1410 三鬼産業株式会社 市原市
・不法投棄等の問題 
・工場から排出や流出される環境汚染対策 
・その他、環境問題に関する事項 

1411 アスク株式会社 松戸市 －

1412 丸五運輸株式会社 市原市 SDGs活動を行なっている荷主様との連携

1413 東京東信用金庫松戸支店 松戸市
SDGs活動へ参画する地元の取引先企業や事業所とともに、企業・社会・個人生活の課題解決に繋が
る活動を行い、人々が安心して安全に生活できる社会の実現に貢献します。

1414 鎌形建設株式会社 多古町
建築学に精通した大学とのコラボレーション（産学連携）によるサスティナブルな建築空間デザイ
ンの建造物に共同で取り組み、商品化してSDGs目標の一つとして完遂する。

1415 旭バイオ株式会社 旭市
廃棄物の受入量の拡大を目指し、リサイクルによって良質な肥料を生産し、地域の農家へ還元した
い

1416 株式会社ころも 木更津市 企業様のSDGｓの取り組みの一つとして、化石燃料を使用しないヤギ除草。ヤギのレンタルの普及。

1417 ホットスタッフ船橋 船橋市 ・SDGsについてさらに深く知れる為のセミナーを実施してほしい

1418 千葉グローブシップ株式会社 千葉市
・廃棄物の適切な処理を委託出来る、協力会社数の増加。 
・災害・事故・緊急事態時の対応処置が適切に取れる協力会社の獲得。



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1419 株式会社イヌヅカクリーン 松戸市 －

1420 株式会社スワット 千葉市
・働きがいのある職場環境づくり 
・他社で実践しているSDGsの取り組みを取り入れる

1421 都住設株式会社 柏市 －

1422 株式会社テクノ・ユーエヌ 野田市
・当社保有のリバース杭打機を活かせながら相互協力関係を持っていただける企業 
・従業員向けにSDGsについてセミナーを実施してくれる企業の募集

1423 千葉県連合読売会 千葉市
（連携して取り組みたい課題） 
・高齢者の見守り活動 
・SDGｓについて、セミナーを実施してくれる企業の募集 

1424 社会福祉法人 翠昂会 四街道市
・職員向けにSDGｓについてのセミナーを実施してくれる企業の募集 
・職員や利用者、地域の方々が交流できる場の獲得 
・当法人のパンや焼き菓子等の流通先の獲得 

1425 株式会社AlbaLink 東京都

弊社は個人のお客様とのお取引が多く、地元住民の声をダイレクトに聞くことができます。
そういった声を可能な範囲で「他のちばSDGsパートナー」と共有し、一体となって地域社会の課題
解決に取り組んでいければと考えております。
また、地域で問題となっている空き家等の情報をSDGsパートナー様よりいただくことで、弊社の事
業を促進させ、より多くの方の住居の悩み解決に貢献いたします。
こうしたシナジーを生み出すことで、SDGsに向けた取り組みをより促進させることを、連携によっ
て生み出していきたいと考えております。

1426
株式会社エムオーエー商事　グリーンマーケット
ＭＯＡ津田沼店

習志野市
・地元有機農業生産者との交流。 
・同業者の取り組んでいる事例の共有。 

1427 東京東信用金庫 八千代支店 八千代市
安心安全で平等なまちづくりを目指し持続可能な社会を実現させ、地域の貢献と課題解決活動の
為、様々な関連会社と協調して連携したい。

1428 加藤段ボール株式会社野田工場 野田市
パートナーシップ企業様と情報を共有し、災害時の緊急用品の開発や省資源化製品の開発に取り組
みます。

1429 有限会社　新衞設備 八千代市
災害時への備えや復興に対するリスクの共有 
従業員の安定確保 
防災に対する危機意識の向上 



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1430
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社
千葉統括部

千葉市

・地元の企業と連携し 、健康増進イベントの実施
・女性活躍推進企業へ当社サービスの導入推進
・地元企業へ血糖値スパイクを可視化し、食生活の改善に導くサービスの販売
・高齢化社会に向け「 脳ケア 」アプリの導入を推進し、認知症の予防につなげる

1431 千葉ネクステージ協同組合 富里市

社会インフラに携わるエレメンタリーワーカーと深い関わりを持つ企業との情報共有と連携の模索
を図る。
国籍を問わず多様な文化を受け入れ、人種、宗教、男女差別のない環境を構築した企業からの情報
提供を受ける。
ＡＩ新時代「シンギュラリティ」に備えた活動をする企業・団体との情報共有を推進する。

1432 財務省関東財務局千葉財務事務所 千葉市 ・千葉県内の地域活性化に関する取組み

1433 株式会社オフィス雅 千葉市 サステナブル素材のアパレル・雑貨の製造・販売の取り組み

1434
三井住友信託銀行株式会社
　千葉支店・千葉駅前支店

千葉市 －

1435 博興建設株式会社 千葉市

・ペーパーレス化のためのシステム（サービス）を紹介してくれる企業の募集 
・長期雇用を目指す企業との情報共有 
・環境配慮型のトラックおよび乗用車を紹介してくれる企業の募集 
・社員向けにＳＤＧｓやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる企業の募集 

1436 高橋電設運送株式会社 千葉市 ・EVトラックの充電設備を導入していく企業と連携し、相互に配送車両の充電を行える環境の構築

1437 有限会社　大洋スーパー 松戸市 －

1438 東葉管工株式会社 船橋市 －

1439 周郷建設株式会社 八千代市 －

1440 株式会社日建住宅 船橋市 社員と取引関係者の知識と品質向上のための日建アカデミーを開催

1441 The Human 株式会社 松戸市 －

1442 株式会社エコス 木更津市
当社の商材である業務用無線機器を使用して頂き、通信インフラに頼らない局地コミュニケーショ
ンのスピードアップを図って頂く活用を希望します



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1443 堀富商工株式会社 大阪府 －

1444 一般財団法人千葉県まちづくり公社 千葉市
・公園等において利用者にSDGsに関する講習会を実施していただける企業・団体・個人の募集 
・再生可能エネルギーに関する情報を提供していただきたい。 

1445 佐倉エスオーシー株式会社 佐倉市 －

1446 勝見通信工業株式会社 柏市 県内のIT事業者との相互発展に寄与する活動に取り組みたい 

1447 KUKULUホテル 木更津市 ・製造過程で発生する廃棄物(使えるのに捨てちゃう食材)を活用させてもらえる企業の募集

1448 シミズ・シーエス株式会社 松戸市 －

1449 太陽電設株式会社 千葉市
・建設業･電気工事業でＩＴを取り入れた業務の効率化 
・地元同業・異業種他社との情報共有

1450 株式会社　STAGE　ONE 銚子市 食品業界における食残差の軽減

1451 株式会社SoyL 銚子市
・千葉県産を中心とした有機野菜の流通先の新規獲得 
・千葉県産を中心とした有機野菜の仕入れ先の新規獲得 
・その他環境活動の情報共有できる企業との連携

1452 佐川電子株式会社 松戸市 －

1453 株式会社アキハマ・ブレーンズ・コミュニティー 松戸市
千葉県内に多数存在するゴルフ場をはじめ、他企業や自治体から依頼された看板製作において、完
全リサイクルの擬木の使用を促進したい。

1454 居酒屋　宮貴 野田市
・飲食業にチャレンジする方との連携 
・同業界におけるＳＤＧｓ取組を共有してくれる同業者との連携

1455 流山商工会議所 流山市 中小企業に向けたSDGsに関するセミナーの実施や当所会報誌への記事掲載

1456 株式会社　リベールハウジング 松戸市 －

1457 株式会社東洋コーポレーション 松戸市 －



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1458 有限会社久保新聞販売 野田市
退職する人の次の仕事先の紹介をする。 
活字の推進するイベントの開催等 
老若男女向けの情報の共有 

1459 LIANDAR Private Salon 柏市
・他業種でも連携して有益な情報発信や周知活動をしたい 
・個人サロンでもしっかり活動できることを周知したい

1460 ホットスタッフ成田 富里市 ・SDGsについてさらに深く知れる為のセミナーを実施してほしい

1461 株式会社　柏崎写真 鎌ケ谷市 －

1462 株式会社セイミヤ 九十九里町
地元の木材を活用した空き家のリノベーション 
若い世代の確保、育成、長期雇用

1463 株式会社日興商事 市原市
再生ペレットを生産するため、使用済みプラスチックの回収先の獲得。 
使用済みプラスチックから再生ペレットを用いた製品化していくための情報獲得。

1464 森井運送有限会社 市川市
・ＳＤＧｓパートナーを拡充し輸送の効率化を図る 
・ＳＤＧｓパートナー間での意見交換

1465 NeweZ株式会社 君津市 環境に配慮した製品開発

1466 株式会社Neulab 柏市
地元企業の業務効率化 
新規事業立ち上げのコンサルから開発、導出 
金融教育ツールを導入してくれる県内の教育機関の獲得

1467 YDサポート株式会社 千葉市 －

1468 Love Dog Style 船橋市 －

1469 有限会社鈴木運送 山武市 ・防災備蓄品の新商品の流通先の獲得。 

1470 合同会社産豊幸 野田市
退職する人の次の仕事先の紹介をする。 
高齢者でもできる簡単な仕事の紹介 

1471 ホットスタッフ千葉 千葉市 ・SDGsについてさらに深く知れる為のセミナーを実施してほしい

1472 株式会社　バウハウス 野田市
・サステナブルな建築資材の紹介 
・建築業界におけるＳＤＧｓ取組の共有 



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1473 株式会社　HK 千葉市
今後SDGｓの主眼を置いている企業との連携を深めることで、取り組み強化を図っていきたい。 
同業他社との連携を図ることで、より効果的は活動につなげることができると考えられる。

1474 株式会社風間建設工業所 船橋市
・地産地消にかなう材料の情報共有 
・同業種間でのSDGs的な交流と意見交換 

1475 株式会社ダイシン 柏市 外国人労働者の労務管理ノウハウについての意見交換が可能な企業との連携

1476 大和証券株式会社　千葉支店 千葉市
・SDGsに取り組む企業、団体、教育機関・学校法人等との連携 
・SDGsに関するセミナーの実施 

1477 株式会社シンケン 市川市 －

1478 株式会社タムラカントウ 千葉市
・薄板の鉄板(亜鉛鉄板・SUS・ガルバリウム等)を利用した新商品の研究開発。 
・社員向けにSDGsやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる企業の募集 
・地域貢献活動における立案とそのパートナー募集。

1479 堀内龍文税理士事務所 流山市 －

1480 ドッグサロンOHANA 野田市
・動物愛護団体との連携 
・ペット用オーガニック製品の開発に共に取り組む企業との連携 

1481 ナチュラルみずき整骨院 野田市
・薪(廃材の再利用)を使用検討するキャンプ場・バーベキュー場との連携 
・男性向けエステの普及に成功している同業者との情報交換 

1482 有限会社いづ喜 館山市 脱炭素についての具体的な取り組みや知識の共有を行いたい。

1483 五稜建設株式会社 千葉市
古民家再生 
教育施設改修工事

1484 合同会社白浜社中 南房総市
農産物生産や加工の過程で排出されている廃棄物の有効利用 
類似したビジネスモデルを実施あるいは計画している事業者と協力関係を築きたい

1485 SHINATOS合同会社 東京都 地元の団体や小中学校と連携したイベントを開催



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1486 学校法人畠山学園　認定こども園白梅幼稚園 千葉市
・保護者を含めた周知の方法。 
・近隣の幼稚園、保育園、小学校との連携・情報共有

1487 株式会社森田建設 市川市

事務所業務におけるエコ活動を他社と共同化することによる量的なメリットを図りたい。 
地域の人材活用において、他社と共同募集等を検討したい。 
労働環境の改善、労働災害の撲滅において、近隣の同業者とともに知恵を出し合い、それぞれで協
力していきたい。

1488 株式会社島宮 市川市 地元の企業の材料を使用した新商品の開発

1489 株式会社ステップワン 船橋市
・長期間使用できる丈夫なテントの提供や修理体制の徹底 
・会社周辺の環境保全に関する案件を連携して取り組みたい

1490 株式会社エコロジープランニング 松戸市 －

1491 有限会社 リクライム 千葉市
・他産業廃棄物処理業者との情報交換 
・ＳＤＧｓに取り組む団体及び同業他社との連携

1492 株式会社ロング・ライフ 松戸市 －

1493 株式会社ベストハウジング千葉 船橋市
・従業員向けにSDGｓのセミナー、研修を実施してくれる企業の紹介 
・環境に配慮した、建築資材の取扱会社の紹介

1494 株式会社　いちかわ 松戸市 －

1495 創和建設(株) 四街道市 ・社員向けにSDGsやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる企業の募集

1496 千葉県立大原高等学校 いすみ市
商品開発、製品化 
資源保護活動、種苗放流、潜水放流 
漁業始め、水産業関連産業の維持・発展に向けた取組み

1497 有限会社　白虎精機 松戸市 －

1498 篠田不動産株式会社 市川市 地域企業と連携してSDGｓの取り組みを拡散する

1499 東京東信用金庫　本八幡支店 市川市  
地元地域の安心・安全な街づくりの実現を目指して、持続可能な社会を実現させ、地元地域の課題
解決に全力で取り組み、地元地域社会を持続的に発展させてる活動を行う。



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1500 有限会社　朋友 流山市 －

1501 堀川設備 松戸市 －

1502 有限会社本橋化成工業 市川市 ＳＤＧsに取組む他の企業と連携して製造業の発展に貢献したい

1503 アムスホテル館山株式会社 館山市
コストパフォーマンスに見合った環境負荷軽減商材・食材の仕入 
SDGｓを実体験できるプログラムを展開する事業者との連携による新たな宿泊観光プログラムの開発

1504 ハヤシレピック株式会社　佐貫工場 富津市 －

1505 株式会社スカイカーゴビジネス 富里市
SDGsの活動取り組みを参考にさせていただき、弊社で新たに取り組みが出来る項目が無いか検討し
ていきたい。 
また、他の活動内容を参考に、社内での活動の活性化を図る

1506 ヒロ株式会社 松戸市 ・他県や他市からの高齢者住宅入居の依頼の募集

1507 有限会社新和モーター販売 市川市
・SDGｓパートナーに登録している他の企業と協力し、環境にやさしい経営を行う。 
・地域の交通安全のために、地域と連携して交通安全に勤める。

1508 理容・美容　センスイ 松戸市 －

1509 株式会社　臨床検査器材 流山市 －

1510 クロフネソーシング合同会社 流山市 －

1511 白伸設計株式会社 流山市 －

1512 有限会社関土筆堂 松戸市 －

1513 合同会社守破離農園 市川市

課題）農地の減少・耕作放棄地の増加・貧困児童の増加
方法）企業単位で菜園研修・栽培実習を行う。
期待する効果）
企業社員の耕作によって、土が蘇り、社員の健康・福祉の充実にも繋がる。
マクロの面では、日本の食料自給率の改善に繋がり、食料危機リスクが下がる。
また、収穫物を子供食堂等へ寄付を行い、貧困児童の食不足を補う。

1514 株式会社　ミヤザワホームズ 松戸市 －



登録
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企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1515 有限会社ブリス保険コンサルタント 千葉市
・子供食堂、ヤングケアラーなどを支援している団体と連携して、貧困をなくす取組をしていきた
い。

1516 株式会社ビージェイシー 東京都 －

1517 有限会社　三興精機製作所 富里市
産業廃棄物の適正処理についてパートナーシップ企業様と情報を共有し、法令遵守や再資源化に一
緒に取り組んでいきます。

1518 有限会社外尾商事 市原市
・省資源化 
・人材の採用や教育 

1519 株式会社　あきら不動産 松戸市 －

1520 株式会社池田自動車運輸 栄町 ・輸送効率の向上

1521 株式会社ジェットリース 市川市 他の企業と連携し、環境に優しい経営を目指すとともに、地域社会の発展に寄与する。

1522 株式会社東京配電サービス 東京都 ・他の企業と連携をして、環境と従業員に優しい経営を目指し、地域社会と経済の発展に寄与する 

1523 有限会社久保商店 市川市 他の企業と連携して、環境に優しい従業員に平等な経営を目指す

1524 学校法人市川東学院 市川市 地域の教育施設などとSDGsの理解を深めるイベントを一緒に行っていきたい。 

1525 株式会社リミットオフ 市川市 社員向けのSDGｓ講習を実施できるようにしたい。

1526 アイケー物流株式会社
栄町 

人材の積極雇用、ダイバーシティへの取り組み

1527 麺家　燻 松戸市 －

1528 株式会社SANGO 市川市
・社員向けSDGs研修を実施してくれる講師の紹介 
・地元飲食業界におけるSDGs取組を共感してくれる同乗者との連携

1529 我孫子二階堂高等学校 我孫子市 我孫子市活性化に伴う取り組み

1530 株式会社コナンリアルエステート 柏市 －

1531 有限会社　沼南化成 柏市 －
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1532 株式会社三喜 浦安市
環境対策機器（空調設備機器・太陽光発電など）提案を行っている企業様 
CO2削減又は再生エネルギーの導入などを考えている企業様

1533 株式会社こうちゃんペイント 東金市 ・環境に配慮した、次世代にも引き継げる高機能で優れた製品を扱うSGDｓを提唱する企業との連携 

1534 有限会社瀧プラント工事 市原市
県内の人材採用や後継者に困っている企業様との連携 
プラント工事を希望されている企業様との連携

1535 株式会社サンエイコンサルタント 市川市
・社員向けSDGｓ研修を実施してくれる講師の紹介 
・建設業界におけるSDGｓ取組を共感してくれる同業者との連携 
・地域の地理的安全対策に取り組む自治体との連携 

1536 埼協商事株式会社 船橋市
同業界におけるＳＤＧｓの具体的な取り組みを共有してくれる同業他社、取引先との連携により安
心安全なまちづくりを目指したい。

1537 株式会社京葉リアルティ 市川市
・社員向けSDGｓ研修を実施してくれる講師の紹介 
・不動産業界けるSDGｓ取組を共感してくれる同業者との連携

1538 江口精機株式会社 市川市 －

1539 有限会社　コモンシステム 松戸市 －

1540 三洋商事株式会社 東京都

・ゼロエミッションの実現を本気で目指す企業様の廃棄物の受け入れ募集 
（当社は98%以上のリサイクルを実現しています） 
・環境教育の講師を探している学校の募集 
（当社は2009年度より「エコスクール（現：SDGsスクール）」を行っています） 
・ボランティアの受け入れをしている団体との連携 
 ・環境系イベントを行う団体との連携 

1541 和幸工業株式会社 印西市 交通防災やカーボンニュートラルなどに関する情報交換やアライアンス推進

1542 三平産業株式会社 南房総市 －

1543 海栗屋市川 市川市
・地元農家の食材を積極的に利用することによる循環型社会の実現 
・地元飲食業界におけるSDGｓ取り組みを共感してくれる同業者との連携

1544 株式会社柿沼板金所 野田市 －



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1545 千　株式会社 市川市
・他の企業と連携をして、環境と従業員に優しい経営を目指すとともに、地域社会の発展に寄与す
る。

1546 有限会社亀晶 市川市
他の企業、団体と連携して地域の発展、環境問題に取り組みたい 
女性が活躍できる環境をつくりたい

1547 株式会社ビリーフデザイン 四街道市 店舗・住宅の建設時の環境に配慮した素材への取組を促進するため

1548 アーバンスペース株式会社 市川市
・社員向けSDGｓ研修を実施してくれる講師の紹介。 
・不動産業界におけるSDGs取組を共感してくれる同業者との連携。

1549 丸信工業株式会社 白子町
・外房地区、強いては千葉県の自然を守り経済・産業・社会を発展させる為、当社とともにインフ
ラ整備を行うことが可能な企業の紹介。 
・ITシステム等の活用により、生産性の効率を上げること

1550 株式会社　ニットク 松戸市 －

1551 有限会社IMO 市川市
・再生可能エネルギーに関する情報の提供をしてくれる企業の募集 
・不用品を取り扱う企業として、リサイクル活動を推進する為様々な企業や団体様と連携を強化 

1552 株式会社金運 市川市
・他の企業と連携をして、環境やエネルギー問題、従業員に優しい経営を目指すとともに、地域社
会の発展に寄与する。

1553 株式会社 東洋電器商会 市川市
・SDGｓ研修を実施してくれる講師の紹介 
・電気工事業界におけるＳＤＧｓ取組を共感してくれる同業者との連携

1554 有限会社パナプラザたかせ 市川市 SDGsに取組む他の企業、団体と連携して地域の発展、環境問題に取り組みたい

1555 アトピヨ合同会社 市川市 ・アトピー性皮膚炎分野における疾患啓発

1556 藤田商事株式会社 福岡県 －

1557 株式会社　北本組 市川市 －

1558 順天堂大学浦安・日の出キャンパス 浦安市 ・SDGｓにおけるセミナー実施を行う個人、団体、企業と連携していく。

1559 有限会社田辺空調工業所 柏市 －



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1560 株式会社昭和の森ハウス 大網白里市 －

1561 有限会社甲斐浄化槽サービス 大網白里市 －

1562 株式会社オーパーツ・メイソン 野田市 新規商材『フィクサスマーク２』の流通先（販売先）の獲得を希望

1563 前田建設株式会社 香取市
世界が抱える問題解決のために、他業種はどういう取り組みをしているかを知り、建設業として何
ができるかをさらに追及したい。

1564 新井紙材株式会社 東京都
カーボンニュートラル時代の中で、静脈産業（産業廃棄物処理、リサイクル事業）の現場に携わる
事業者として、知見提供、他ちばSDGsパートナー企業と共により速い持続可能なカーボンニュート
ラル社会を目指します。

1565 ヤマダ建設株式会社 君津市
ペットボトルキャップ回収の協力先獲得
他企業との地元環境美化活動

1566 第一生命保険株式会社　千葉総合支社 千葉市 法人・個人を問わず人生100年時代の一生涯を通じた豊かな暮らしの実現のために必要な情報の共有

1567 有限会社ロック・ブレイヴ 習志野市 ・SDGsを推進する企業との情報交換や企業課題解決への情報支援 

1568 株式会社雅miyabi 船橋市 ・地元で空き家の再利用など、空き家対策をビジネスとしている企業との出会い。

1569 千葉北ロータリークラブ 千葉市
・材料の購入 
・他の団体等との共同活動 

1570 株式会社アスビルド 千葉市 －

1571 有限会社　山本畳装 松戸市 －

1572 株式会社三枝 流山市 1社だけではなく、協力会社はもちろん様々な関係各社と連携し、地域が一体となって取り組む

1573 匝瑳市 匝瑳市
・他自治体・企業等とのＳＤＧｓ推進に関る課題共有に関すること。 
・地方創生ＳＤＧｓの推進に関すること。

1574 有限会社安田新聞店 松戸市 －

1575 野田まちゼミの会 野田市 －



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1576 有限会社国分電気商会 市川市
・他の企業と連携をして、環境と従業員に優しい経営を目指すとともに、地域社会の発展に寄与す
る。

1577 森幸漁網株式会社 銚子市

・官公庁や企業、研究機関、教育機関などとSDGｓに対する情報交換や技術連携 
・リサイクル商材を利用した商品の開発、販売 
・職場環境向上と作業効率化に協力してくれる企業様との情報交換 
・水産現場において発生する廃棄物を活用できる企業との連携 
・ネットを利用した求人やSNSの活用について協力できる企業との連携

1578 東洋酵素化学 株式会社 浦安市
・原料の製剤化技術の開発 
・地元の未利用資源を活用した新規商品の開発 

1579 日本ビルコン株式会社 東京都 SDGsに対する取り組みを行う企業、地域との情報共有。

1580 株式会社京葉美装 千葉市 －

1581 ひなの里松戸 松戸市
・社員向けSDGs研修を実施してくれる企業の紹介 
・介護業界におけるSDGs取組を共感してくれる同業者との連携

1582 有限会社池本総業 市川市
・建設業界におけるSDGｓ取り組みを共感してくれる同業者との連携 
・社員向けＳＤＧｓ研修を実施してくれる同業者との連携

1583 グランプロダクツ株式会社 松戸市 －

1584 株式会社信合 松戸市
研修講師として実際の経験を生かした講義をしてもらいたい。 
事業承継における問題点やポイントを教えてもらいたい。

1585 野田市商店街連合会 野田市 －

1586 東京マリモ株式会社 市川市 SDGsに取組む他の企業、団体と連携して地域の発展、環境問題に取組みたい

1587 有限会社浅田建具 市川市
・他の企業と連携をして、環境と従業員に優しい経営を目指すとともに、地域社会の発展に寄与す
る。 

1588 株式会社ユアストーリー 松戸市
・健康寿命を伸ばす活動に取り組んでいる、企業や自治体との連携 
・ゴミの廃棄など清掃活動を促進している団体との連携 
・外国人技能実習生の雇用を促進し、S D Gs活動を促進しようと考えている他企業との連携 

1589 有限会社吉田工務店 松戸市 －



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1590 コスモ精機 鎌ケ谷市
●SDGs 研修を実施してくれる講師の紹介 
●製造業界における SDGs取組を共感してくれる同業者との連携

1591 サイバースタイル株式会社 松戸市 －

1592 巴エンタープライズ株式会社 千葉市 ・SDGs課題への取り組みについて情報共有化

1593 ミラッツ流山向小金第二保育園 流山市 －

1594 株式会社CreativeFirst 佐倉市 1社では難しいが、複数の団体が協力することで実現できる環境対策

1595 合同会社クラウドクロス 松戸市 －

1596 ホーユーオリジン株式会社 千葉市
・県内企業様と連携し、「調達」「物流」における効率化
・SDGｓパートナー企業様との意見交換

1597 有限会社高見沢産業 船橋市 SDGsに取組む他の企業、団体と連携して地域の発展、環境問題に取り組みたい

1598 特定非営利活動法人フリースタイル市川 市川市
・フードロス問題に取り組んでいる企業や自治体との連携
・貧困問題に関わっている団体との連携
・コミュニティ拡大活動を通じ、S D Gs活動を促進しようと考えている他団体との連携

1599 合同会社VERDE 市川市 地域のために自社が協力できる事があれば、積極的に取り入れる

1600 株式会社Twenty-Two 千葉市
サスティナビリティやエシカルに関する講演をいたします。また弊社サービスである「エシカルで
持続可能なライフスタイルを学ぶオンラインスクールAWAKE＆」の導入を希望する企業との連携を希
望します。

1601 合同会社　千喜 南房総市
・社員向けにSDGsやダイバーシティについて、地域にあったわかりやすいセミナーを実施してくれ
る企業を募集

1602 株式会社ヴァレウ 市川市 －

1603 株式会社セイユー 香取市
・地元の木材を活用 
・材料仕入れ先の獲得 
・廃棄物の削減

1604 株式会社日朗 市川市 SDGsに取組む他の企業、団体と連携して地域の発展に取り組みたい



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1605 千葉共同印刷株式会社 千葉市 －

1606 有限会社マルニャ物産 柏市

１．新しいリサイクルの仕組みのライン構築に協力してくれるリサイクル工場の募集。
使用済不織布 製品の リサイクルはまだどこもやっていないので、 新規性はありますが、こちらで
アイディアを出した手法をもとに、開発をお任せ出来るリサイクルメーカーを探しています。
２．素材開発　ストレッチ性があり、肌にソフトな不織布の開発
現段階で東レさんと開発を取り組んでいますが、他にも再生素材とバージン素材を混合したケン
シュク綿を研究開発してもらえる不織布などの研究所を探しています。
３．肌着制作　不織布を熱融着で制作していただける工場を持っている会社を募集しています。
４．流通、配送メーカー
使い終わった肌着をリサイクル工場に送る配送、リサイクル工場から製造工場への配送、リサイク
ル作った製品を配送することに現在は郵便局の「クリックポスト」という仕組みを使う予定だが、
配送コストを下げる、環境ビジネスに協力をしてくれる企業を募集しています。
５．クリーニング、洗浄が可能な業者
使用済不織布 製品を洗浄してくれる業者を探しています。

1607 エスケーハウス工業株式会社 千葉市 SDGｓに取り組む企業、団体などと交流し持続可能な社会作り

1608 株式会社プログレス 市川市
積極的な人材の交流 
廃材の有効活用を図れる業者

1609 有限会社シーエーシー勝田台 八千代市 －

1610 有限会社フラワーショップすずらん 市川市 SDGsに取組む他の企業、団体と連携して地域の発展に取り組みたい

1611 第一生命保険株式会社柏支社 柏市 SDGｓを推進している企業の課題解決に向けての情報支援やビジネスマッチング

1612 株式会社いしとも 船橋市 －

1613 株式会社小圷工業 市川市 SDGsに取組む他の企業、団体と連携して地域の発展、環境問題に取り組みたい

1614 株式会社ライフピック 船橋市 千葉県内の木材を利用した新商品と流通先の紹介

1615 一般社団法人　千葉県産業資源循環協会 千葉市 －



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1616 株式会社さんぷらす 千葉市
古材の活用し、アイデア商品の発掘・提案・販売をしていいきたい。１社では流通量が少ないので
共同でできるパートナーを獲得
古材の活用（新しい材料との融合）をし斬新なリノベーションを進めます。

1617 三信化工株式会社　成田工場 成田市 －

1618 お花のきらら 松戸市

生ゴミ堆肥工場で生花を混ぜること
プラスチック廃棄物の再生工場へ
管理できなく放置された花壇管理
障害者雇用

1619 株式会社マツヤ建材 柏市
・残土処理に関する最新の情報
・同業の活動事例など

1620 株式会社大和 市川市 －

1621 医療法人財団　明理会　新松戸中央総合病院 松戸市
・各パートナーの取り組みを共有し、各々の良い点を取り込みあう。 
・異業種・同業種による取り組みの方向性の可視化。 
・SDGｓにおける意見交換。

1622 齋藤海藻株式会社 市川市 －

1623 鐵光商事株式会社 市川市 開発したリサイクル製品の流通先の拡大

1624 株式会社本田設備工業所 市川市 SDGsに取組む他の企業、団体と連携して地域の発展、環境問題に取り組みたい

1625 株式会社ビルネット千葉 千葉市 －

1626 有限会社馬場印刷 市川市
・他の企業と連携をして、環境と従業員に優しい経営を目指すとともに、地域社会の発展に寄与す
る。

1627 コイデ陸運株式会社 市原市 －

1628 株式会社 渡辺冷凍機 銚子市 冷凍冷蔵・空調機器に使用する冷媒で、再生処理が可能な場合に、再生し、リサイクルする。

1629 有限会社村田フードシステム 市川市 －

1630 株式会社高和 市川市 －



登録
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企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1631 合同会社Hand 千葉市

・パソコン作業サポートを検討している企業との連携 
・不用品回収を取り扱う企業との連携 
・産業廃棄物を取り扱う企業との連携 
・農薬散布を取り扱う企業との連携

1632 株式会社生光園 袖ケ浦市 －

1633 有限会社杉森興業 横芝光町
WFP等の環境意識が高く寄付等に厭わない顧客の獲得。 
社員向けにエネルギー使用量削減についてセミナーを実施してくれる企業の募集。

1634 有限会社田中金属 酒々井町
・ユニバーサルデザインを取り入れた製品を製造している金属加工業並びに他素材を使用してもの
づくりを行っている企業との連携
・若年層、女性、外国人等の雇用を推進するにあたって情報交換のできる企業との連携

1635 柏レザー株式会社 柏市 千葉県内の未利用資源を使った商品の販路の獲得

1636 株式会社bro 船橋市 －

1637 株式会社　朝日森 成田市
・大型段ボール資材の商品開発、環境にやさしく持続可能なモノづくりをちなSDGsパートナー拡
大、地域全体での地球環境保全に貢献する 
・廃棄資材（発砲・ビニール）の再利用化・循環型に協力してくれるパートナーの募集

1638 三興物産株式会社 市川市 －

1639 株式会社栄和 千葉市 －

1640 有限会社いわい電業社 松戸市 －

1641 MIONL株式会社 船橋市
シングルマザー、シングルファザーを積極採用している企業のアイデアを聞いてみたい→取り入れ
たい

1642 株式会社　相進機工 千葉市

・加盟している団体・企業・SDGsパートナーとの連携による推進活動 
・新しいビジネスマッチングの場としての活用 
・外国人技能実習生の積極的な雇用・教育 
・社員向けにSDGs等のセミナーを実施してくれる企業の募集

1643 テルウェル東日本株式会社　東関東支店 千葉市
NTTグループの1社として、多種な業務を通じ「地域からミライをつくる」ことをた連携し持続可能
な社会に貢献して参りたい



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1644 株式会社ヤマシナ商事 鎌ケ谷市
・地域の皆様にSDGsを知ってもらう普及活動を共に行ってくれる企業の募集
・環境に配慮した社内備品を提供してくれる流通先の獲得

1645 株式会社BPLab 佐倉市
地域の学校や施設、自治体主催イベントと連携して
繊維のサーキュラーエコノミー（循環）を知ってもらいたい。
地元の間伐材や廃棄家具や廃棄木材との連携をおこないたい。

1646 株式会社常陽銀行　千葉ビジネスステーション 千葉市
・SDGs経営に取組む企業の支援
・SDGsの取組み加速と広がりに向けて、「ＳＤＧｓのゴールをパートナーシップで支える活動」の
視点から、お客さま自身のＳＤＧｓ参画意識を高める商品・サービスを提供

1647 株式会社オルビス 松戸市 小集団の品質向上策について具体的事例の講習を希望する

1648 株式会社ＪＡエネルギー千葉 千葉市 －

1649 株式会社ユサ 浦安市 －

1650 株式会社pool bit design 松戸市 －

1651 有限会社剛健興業 松戸市 －

1652 NPO法人廃電線リサイクルキャンプ 千葉市
・廃棄物のリサイクル連携 
・母材となる電線の協力業者の獲得

1653 有限会社上山商店 銚子市

お互いの活動や製品を知り、共有したり協力し合いたい。 
それぞれの機械でできる事、技術でできる事で新たな製品開発や顧客獲得につながる連携がした
い。 
地元の木材を活用した流通先の獲得。

1654 有限会社総合メンテナンス 館山市 －

1655 バンデイラ株式会社 市川市
上記４セクター、特に全国有数の農業県と言われる千葉県の農業関連企業と、途上国への進出に関
して連携したい。 
また４セクターに限らず、途上国への進出に興味のある県内企業との綱領を行いたい。

1656 TRY and MIND株式会社 鋸南町 社員研修等でのマリンアクティビティ利用企業の募集

1657 株式会社リーズン 東京都 －



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1658 武蔵野金属株式会社 埼玉県
・自然災害等発生時の対応ネットワークの構築「災害時相互援助」 
・インクルーシブな団体と連携し、環境配慮製品の開発や社会貢献活動などを行う。 
・発生した金属くずを弊社で回収・処理

1659 ロータス千葉株式会社 千葉市 交通防災やカーボンニュートラルなどに関する情報交換やアライアンス推進

1660 株式会社P4W 千葉市

イベント型ビーチクリーンによる
参加して頂ける企業の募集
イベント型ビーチクリーンによる
地域の子供達に向けたSDGsについて
マイクロプラスチックについての体験教室講座をして頂ける企業の募集
未来の選手を支える企業拡大

1661 有限会社八千代運送 八千代市
・地域づくりや環境保全活動 
・SDGsを推進する企業との情報交換 
・従業員へ向けたSDGsや知識向上のためのセミナー実施先の紹介

1662 XIV不動産株式会社 鎌ケ谷市 －

1663 第一生命保険株式会社　幕張支社 千葉市
・ＳＤＧｓを推進する企業との情報交換および企業課題解決への情報支援 
・当社のＳＤＧｓ活動の普及（「健康第一」アプリ案内、ハザードマップお届け）

1664 有限会社鈴木組 松戸市 －

1665 株式会社エルピオ 市川市
・省エネルギーをはじめとした環境配慮型製品の開発への参画
・地域活性化のイベント等の開催

1666 株式会社SADANO 船橋市 －

1667 雅美装株式会社 船橋市 －

1668 マイホームテクノ株式会社 市川市
空き家の利活用を促進している企業や、公的機関、地域の方々と連携して空き家問題に取り組みた
い

1669 サコス株式会社　市川営業所 浦安市 －

1670
公益財団法人船橋市中小企業勤労者福祉サービス
センター

船橋市
・中小企業向け又は従業員やその家族向けにSDGｓについて、考えるようなセミナーを開催する際、
講師を派遣して欲しい



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1671 NPO法人　AWA369 館山市 ・農業、漁業、空き家事業における作業提携、情報共有。

1672 株式会社パッシングポイント 市川市 －

1673 有限会社　実宏建設 四街道市
・同業他社がどのような取組を行っているのか、情報収集し参考にしていきたい。
・その他、SDGｓや環境に取り組んでいる異業種とも連携図りたい。

1674 有限会社　新田防災 千葉市 －

1675 株式会社リンクス・ビルド 船橋市
・魅力あふれる街の創生 
・住みやすく健康で安全な街づくり

1676 ルートシップスコンサルティングス株式会社 千葉市
・既存の支援企業の法的なトラブル時の弁護業務(事業再生、不動産問題に特化していると尚可）
・支援企業のM&Aなどのコンサル

1677 有限会社リーベル 千葉市
・マイバッグ持参推進のための施策情報の共有
・医療情報のデジタル化による多職種及び行政機関との連携

1678 日栄飼料株式会社 九十九里町 －

1679 有限会社小林断熱 千葉市 地域づくりや環境保全活動など、地域活性を目的としたパートナーとイベントの企画運営。

1680 有限会社コナンテック 柏市 －

1681 株式会社金運 印西市 社員向けに環境問題等のセミナーを実施してくれる企業の募集

1682 JAいちかわ果樹部会研究部 市川市
・地元企業と梨の新たな加工品の開発に取り組みたい 
・春施肥体系・ＩＰＭ防除（天敵利用）の確立にむけ、情報共有をしたい

1683 有限会社　松尾商会 山武市 交通防災やカーボンニュートラルなどに関する情報交換やアライアンス推進

1684 クリーンドゥー株式会社 佐倉市

・エアコンをクリーニングすることで適切な温度管理を行い、二酸化炭素の排出を減らすことを希
望する企業やご家庭からのご依頼の募集 
・ビルや病院、ご自宅のクリーニングをすることで安心して住み続けられる環境の提供を希望する
企業やご家庭からのご依頼の募集

1685 アステルサポート株式会社 銚子市 高齢化社会における搬送・生活サポートの拡充



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1686 株式会社ユースワーク 白井市 環境問題に配慮した梱包資材などを取り扱う業者の募集

1687 株式会社保険工房 千葉市 地域防災などに関する情報交換やアライアンス推進

1688 桜木総建株式会社 八街市
太陽光発電設備の導入や撤去を検討、若しくは興味がある事業者の獲得
子ども会の子どもたちの体験や学びの場の提供、情報の共有に関して共感できる方や企業

1689 リフォームスタジオ株式会社 千葉市
リペア・リメイクによる衣料品のアップサイクルや、新たなサービスの開発を、アパレル企業様や
二次流通企業様等と連携して取り組みたい。

1690 株式会社　ホワイト 木更津市

・地域の公衆衛生の向上や環境保全への取り組み。
・環境に配慮したエコドライブの推進、事故削減やセーフティドライブの実施。
・再生可能エネルギーの活用や導入に向けた取り組み。
・脱炭素、循環型社会の構築に貢献する。
・地域貢献に繋がる社会貢献を目指す。

1691 株式会社グッドプラネット 船橋市
現在、2030年に向けて、SDGｓの実現を各企業様は、お考えだと思いますが、まだまだ中小企業様の
認知度がなく、もっと企業様にＳＤＧｓの意味を知っていただき、商品ロスを自社で減容できるシ
ステムをアピールしていきたいと思い、セミナーや見学会を実施したい

1692 株式会社松戸活性舎 松戸市 各事業の特性を、取り入れること

1693 日本郵便株式会社　関東支社 埼玉県 －

1694 株式会社アクトホーム 市川市 －

1695 株式会社伸加 鎌ケ谷市 －

1696 株式会社千葉京成ホテル 千葉市

千産千消を推進すべく、持続可能なメニュー作成に努め、食品ロスへの取り組み。
SDGsを推進する企業との情報交換。
千葉の農産品（規格部外品等）を使用したオリジナル商品開発
環境美化運動への取り組み。

1697 株式会社C’ｓHEART 習志野市 介護業界の発展の為のセミナー等

1698 株式会社アルファ・メンテック 千葉市 協力会社の募集



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1699 株式会社　千葉メガネ 千葉市
住み続けられる街作りのためにビジネスパートナーをはじめ、近隣地域の企業、団体、学校などと
協力 
ＳＤＧｓを社内でも浸透させる。

1700 株式会社クオーレ 愛知県

１．不用品の回収と再資源化を通した環境問題の改善
不用品回収や再資源化については、行政と民間の協力が有効的な分野だと考えています。
一例として、行政と民間のサービスを包括的に市民の皆様や法人様に案内し、
(1)「いつ」「何を」「どこに」回収を依頼できるのか？
(2)「いくら」の費用がかかるのか？
(3)「誰に」依頼すればよいのか？
等をより明確にすることで、よりニーズの高いサービスを提供することが可能になると考えていま
す。
現在は、必要に応じて、ホームページや口頭により行政サービスの案内を行っていますが、より一
層のパートナーシップを組めないか模索しています。
２．あらゆる企業・団体との連携による経済活動の促進
弊社は、整理・リユース・不動産の3事業を運営しているので、幅広い業種の会員様と連携が可能で
す。
不動産・引っ越し・家事代行・高齢者施設・買取・葬祭・士業など、現在まで300社以上と提携の実
績があります。
例）マンションの管理会社との協業により、マンション一帯の不用品回収を実施
　　葬儀社との協業により、遺品整理及び遺品の中の物品を査定しお客様への還元を実施
　　司法書士との協業により、空き家のリノベーション及び諸手続きを包括的に実施
　　買取業者との協業により、回収した物品の販売、再資源化の実施
　　ショッピングモールとの協業により、買取査定イベントを実施　等
今後も現状の型にとらわれず、あらゆる会員様と連携を行い、経済活動を促進したいと考えます。

1701 株式会社小吉商店 市川市 －

1702 株式会社鈴翔 船橋市 －

1703 ビーエスワークス株式会社 船橋市 －

1704 株式会社協心建設 市川市 －

1705 株式会社ＦＡＬＣＯＮ 千葉市 地元木材、食材を活用した新商品の流通先の獲得

1706 株式会社ステージアップ 船橋市 －



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1707 株式会社オルテック 船橋市 市川市、船橋市にて取り扱われている不動産物件の電気改修・新築工事を募集

1708 株式会社湾岸自工 市川市 －

1709 株式会社アイファクトリー 市川市 －

1710 有限会社やちまたレッカーサービス 八街市 省資源化、多様な人材採用の登用促進、人材開発に係る社内制度の共有。

1711 有限会社キーラインエクセル 千葉市
・脱炭素
・ＩＴを活用した物流システムの構築

1712 株式会社富井 松戸市 －

1713 株式会社ヤマト千葉支店 千葉市
・建設現場の工業化、省人化への取組み
・高鮮度冷蔵システムを活用した食品ロス削減
・脱炭素社会実現のためのZEBの推進

1714 株式会社ヒロ 船橋市 －

1715 株式会社Ｔ－ＴＲＡＤ 四街道市
エコカー等環境に配慮した車両・装備の流通先の獲得 
社員へ向けた運転技術・車両整備について講習を実施してくれる企業様

1716 有限会社イチペン 市川市 －

1717 株式会社佐藤建築施工監理事務所 市川市 －

1718 株式会社Miti 白子町 ・SDGs推進におけるコンビニ経営の情報連携・情報共有

1719 おうちのお悩みドロボー 東京都 地域の木材や材料等を利用した製品の開発や、導入。また、それによる新たな顧客層の獲得。

1720 有限会社　小林パイプ 浦安市 SDGsのセミナーを実地してくれる企業の募集

1721 株式会社ティーエスワン 市川市 －

1722 有限会社 西村製作所 東金市 －

1723 太陽ハウス株式会社 松戸市 ・地元業者とのSDGs取組みについて情報共有もしくは連携した企画の開催等



登録
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企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1724 竹石産業株式会社 市川市 流通先の獲得

1725 スナックおばた 船橋市 －

1726 塩澤建設工業有限会社 市川市 －

1727 株式会社SKY 市川市 －

1728 大和リース株式会社  千葉長南デポ 長南町
　資源循環システム構築に向け、パートナー企業との連携を図っていく。
　環境に配慮した商品開発を連携して取り組む。

1729 株式会社関矢工務店 船橋市
・民間工事や下請工事の新規顧客の獲得 
・建設工事の協力業者の獲得 
・環境に配慮した資材や機械・機器等の情報交換

1730 市川商工会議所青年部 市川市
SDGs活動を通じて経済成長を目指している企業などと連携し、商工業発展に向けての問題解決に取
り組んでいただける企業

1731 株式会社工匠 松戸市
・木工技術を持つ地元大工との新規取引 
・県産材を得意とする材木屋、製材業との新規取引 
・廃材を有効利用した商品開発と販売委託先の獲得

1732 株式会社清建興業 市川市
・空家のリノベーションを検討している不動産業社との連携 
・老人ホーム等の施設の建設を検討している企業との連携

1733 ステップチェンジ株式会社　TENT幕張 千葉市
地域コミュニティづくりを通した、多くの市民活動団体や企業団体と協働するSDGsの啓発や共同プ
ロジェクトの実施

1734 ぞうさん株式会社 鎌ケ谷市 人材の交流

1735 株式会社S-line 船橋市 －

1736 株式会社エルシード 市川市 －

1737 株式会社神田 船橋市 －

1738 芦田司法書士事務所 市川市 －



登録
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企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1739 リソースガイア株式会社 松戸市

容器包装リサイクル法のペットボトルの再生処理事業者として1997年からリサイクル事業を行って
きた知識を生かし、古紙やペットボトル、古着や廃プラスチックなど再生資源を活用した新しいリ
サイクル製品の開発、インプットからアウトプットまでのクローズドリサイクルについてコラボ
レーションしていきたい。
スーパーや役所などに展開しているボックス型資源循環システム（デポジット制）で集められた資
源物から新しい製品へと生まれ変わらせるための新商品の提案や新しい流通先の獲得
海洋プラゴミの清掃ボランティア参加や小学校への環境学習など

1740 株式会社　リノフューチャー 市川市 －

1741 都一株式会社 千葉市 －

1742 東京パフ株式会社 東京都

弊社製造の化粧用具だけでは化粧品としては成立しないため、化粧品製造企業と連携しSDGｓに基づ
く化粧品を作成し、経済的困窮者等に配布。
その際、フードバンク等の取組をされている団体と連携することによって広く行き渡らせることが
可能と思料。

1743 株式会社　篠塚設備 市川市 －

1744 株式会社vivacious 八千代市
・県内のリサイクル可能な会社を多く把握すること。 
・リユース品でも寄付を受け付けたい県内の施設(人・団体)などを把握すること。

1745 NCT株式会社 鎌ケ谷市 シングルマザー向けの社会保障について相談できる先の募集

1746 グローバルサポート株式会社 松戸市 －

1747 茂野製麺株式会社 鎌ケ谷市
・廃棄物リサイクルの促進
・地域社会への貢献

1748 株式会社一蔵 きもの着方教室「いち瑠」 東京都 日本伝統文化の継承

1749 一般社団法人市川スポーツ文化推進協会 市川市

・SDGs活動を通じてスポーツ・文化・芸術の推進や支援活動している企業や団体と連携し、地域部
活動の整備
・地域部活動指導者の募集
・貧困家庭に対してのスポーツ用具、文化芸術用具の物資支援して頂ける企業や団体の募集

1750 株式会社ドリームアカデミー 千葉市 ・社員向けにSDGsやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる企業の募集



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1751 以奈場木材株式会社 東京都 地元の木材を活用した新商品の使用とPR活動

1752 株式会社グリーン・エコ・パートナーズ 千葉市
・CO2削減
・企業ブランディング
・廃棄物コスト削減

1753 株式会社みずほ銀行　船橋法人部 船橋市 －

1754 株式会社　常陽銀行柏支店 柏市

・SDGs経営に取組む企業の支援
・SDGsの取組み加速と広がりに向けて、「ＳＤＧｓのゴールをパートナーシップで支える活動」の
視点から、
　お客さま自身のＳＤＧｓ参画意識を高める商品・サービスを提供

1755 千葉県立茂原樟陽高等学校 茂原市 －

1756 株式会社ﾄﾗｽﾄﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 市原市
・SDGｓ活動を行なっている会社様との連携
・当社業務においてお困りの会社様との連携

1757 ウォーターワークス株式会社 船橋市 －

1758 三井住友信託銀行株式会社 船橋支店 船橋市
・SDGsに関するセミナーの開催
・SDGsに関する取組みを行っている企業や団体等と連携し、地域貢献活動を行う

1759 株式会社　SUGAWARA 市川市 －

1760 東西株式会社 東京都 －

1761 積水ハウス株式会社　千葉シャーメゾン支店 千葉市

建築を通して、
・従業員の幸せに向け、労働環境等の質向上により、働き方改革推進を図る
・地域住民の幸せに向け、住環境の質向上を図る
・地域のすべての生物の幸せに向け、環境維持、生態系の見直しを図る

1762 有限会社南武興業 柏市 －

1763 株式会社ひまわり不動産 市川市 －

1764 三山グリ－ン株式会社 船橋市 SDGsを通して地域経済の活性化に繋がる取り組み

1765 株式会社光洋 千葉市 災害対策（防災千葉県）、道路交通システムによる防災の推進、地域課題の解決



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1766 有限会社石渡造園土木 館山市 －

1767 有限会社共栄 千葉市 社員向けにSDGsについてセミナーを実施している企業の募集。

1768 旭建設　株式会社 千葉市
・コンプライアンス、技術研究会、研修の実施
・共同インターンシップの開催

1769 株式会社ダイショク 千葉市
・環境に配慮した自動販売機の新規設置先の獲得
・社員向けSDGsについてのセミナーを実施してくれる企業の募集

1770 エア・ウォーター・エコロッカ株式会社 東京都
現在、廃棄もしくは焼却処分されている未利用資源の再資源化を検討されている企業との協業。
（廃木材、食品残渣、廃プラスチック等）

1771 建行株式会社 市原市 他の企業との交流、情報交換。

1772 株式会社佐々木 鴨川市 －

1773 株式会社宏栄ハウジング 柏市 ・地元地域企業との関係構築、取引強化

1774 株式会社　SRK 市原市 SDGs活動を行なっている企業との連携

1775 株式会社 八十八や Hachiju-Hachiya 船橋市 地元の食材を活用した、食品提供サービス。

1776 関東荷役株式会社 市原市
社員向けにSDGsについてセミナーを実施してくれる企業の募集
資格取得のためのセミナー開催を実施している企業の募集

1777 三風 我孫子市
・地元のパートナーと連携したSDGsイベントの開催
・中高生に向けた職業講話×SDGsの実施

1778 うまいもんファクトリー株式会社 船橋市 廃棄食材の活用やSDGsのイベントへの参画

1779 公益財団法人ちばのWA地域づくり基金 千葉市

・貧困・孤立・格差・環境問題など地域社会の課題解決に貢献したい企業と非営利セクターの協働
を促進
・寄付付き商品の開発、NPOとの事業協働、企業のCSR促進、企業・個人の冠基金の創設・運営を希
望する企業、経済団体の募集

1780 永井建設株式会社 鎌ケ谷市 －



登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1781 一般社団法人千葉県建設業協会　青年部会 千葉市 SDGsを普及させたい企業や団体とのイベントなどの活動。

1782 株式会社K・R・C 柏市
・再生品の活用 
・エコロジー商品の活用

1783 本八幡内科・循環器クリニック 市川市 －

1784 信幸建設株式会社　千葉営業所 千葉市 環境に配慮した資材や機械・機器等の仕様の情報共有

1785 株式会社桑田建築設計事務所 千葉市 建築業界におけるSDGs取り組みの共有

1786 大阪シーリング印刷株式会社 　千葉支店 千葉市
・プラスチックの使用量の削減に関して、同様の活動をされている企業様との連携
・環境負荷低減商品の販促を検討している企業様の募集
・人や環境に優しい商材や資材を持ち、それを製造出来る企業様の募集

1787 株式会社トラバース 市川市 当野球アカデミーで集まった子供たちと、河原のゴミ拾いイベントを計画したい。

1788 株式会社　エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市 －

1789 株式会社南柏リビング 流山市 －

1790 有限会社アイエフジェイ 船橋市 SDGsの取り組み方の情報共有

1791 日本フォームサービス株式会社 東京都
・有害産業廃棄物等の適正処分について
・環境保全
・人権、働きがい

1792 有限会社渡辺運送 山武市
・地元の資材・特産物を活用した製品の流通事業の獲得
・社員向けにSDGsやダイバーシティについてセミナーを実施してくれる企業の募集

1793 株式会社田辺工業 九十九里町 多様な人材登用にあたり社内人材雇用について情報交換を実施していきたい。

1794 株式会社黒澤製作所 佐倉市
・自然災害に配慮した製品の販売先を獲得
・社員向けに「SDGsについて」セミナーを実施して頂ける企業の募集

1795 Warm Heart Coffee 八千代市
・千葉県の無農薬農家と連携を行い、生産から流通までのプラットホーム設置。
・小規模事業者向けのSDGsのセミナーを開催してくれるパートナーの募集。

1796 有限会社　石坂工業 佐倉市 働きがいのある職場環境を作り、女性・若手技術者・障害者・高齢者の雇用を促進する。
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https://www.town.mutsuzawa.chiba.jp/
http://kyoyukogyo.co.jp/
http://www.tabata-unyu.co.jp/
http://www.taisho-kk.com/corporate/sdgs.html
http://www.machine77.com/machine_sdgs_.html
http://taishoagri.com/agri_sdgs.html
https://yuriestate.jp/sdgs
http://www.asumigaokagh.co.jp/
http://www.houshinkai-n.jp/
https://www.kntcthd.co.jp/csr/sdgs/sdgs.html
https://www.dotline-jp.com/
https://star-clinic.jp/
https://www.meishoo.co.jp/
http://www.iwabuchi-net.co.jp/
https://www.asahi-kasei.co.jp/j-koho/sustainable/index.html/
https://locomotive-official.com/
http://www.r-tmk.co.jp/
https://www.kashiwasaien.com/
http://www.uifa-urayasu.jp/
http://www.suzukiautokeiyo.jp/
https://www.elj-solar.co.jp/company/philosophy/
https://coworkingspaceflat.com/
https://kashiwa-village.com/
https://www.yachiyoshoin.ac.jp/
https://www.cjk.jp/
http://ji-office.com/
https://chiba.soko-plus.com/
https://www.suzuki-doken.co.jp/
https://www.chibachuobus.co.jp/
https://www.ginzakankyokaigi.net/
https://www.ashizawa.com/message/?p=34
http://www.sanei-chemical.co.jp/
https://www.boso-plant.jp/
https://www.daishin-kogyo.net/
https://www.c-d-c.jp/contribution/detail/id=230
https://www.nta.co.jp/company/sdgs.htm
https://takatoshi.co.jp/compliance/sdgs.html
https://sakaireha.com/
https://www.ishiguro-gr.co.jp/about/sdgs/
https://mc4122.com/
http://www.tosenbo.co.jp/
http://mitsubishi.ckt-group.co.jp/
https://www.hs.cuc.ac.jp/
https://s-machisapo.wixsite.com/machisapo
http://www.kk-hamada.jp/
http://www.tomurakensetu.co.jp/
https://mirainolab.co.jp/
http://tks-03.com/
https://www.seitoku-u.ac.jp/
https://town.yukarigaoka.jp/
https://zen-clean.jp/
http://e-assist.co.jp/
http://www.nozakikenkou.co.jp/
https://www.sasahara-k.com/
https://corp.zozo.com/
https://www.aiba.co.jp/index.php
https://www.asaihospital.com/
https://nippon-akinai.com/
https://www.nanso.co.jp/
https://shiratori-pharm.co.jp/recruit/speciality/
https://www.tokyo-keitan.ac.jp/
https://gschiba.org/
https://well-ac.com/
https://www.co-okuyama.co.jp/
https://tec-tps.com/
https://www.ajoyh.jp/
http://kokusai-nk.org/
https://www.daiwalease.co.jp/approach/sdgs/
https://a1-m.com/
https://trendy24.co.jp/
https://furao-co.com/
https://jellybeans.co.jp/
http://www.glass-r.com/
https://www.weed-safety.jp/sdgs
https://happy-lotus.jpn.org/
https://dss-c.co.jp/
http://www.athome-center.com/
http://www.nihonkankyo.co.jp/
https://www.cuc.ac.jp/sdgs/
http://www.takizawa.ac.jp/
https://www.yokose-trans.com/
https://www.janga.co.jp/info/sdgs.html
https://www.duskin.co.jp/sus/
https://www.daiyaservice.com/company/sdgs/
https://www.e-kusuri.info/
http://chiba-maruichi.jp/
https://www.ecomesse.com/
https://nagase4343.com/nagaseshinbun
http://www.bay-net.jp/
http://beql.jp/
https://www.shinkin.co.jp/tateyama/
https://www.spacecare.co.jp/com-info/sdgs/
http://www.akiyamalumbers.co.jp/
https://www.ohkushi.co.jp/sdgs/


登録
番号

企業・団体名 所在地 他のちばSDGｓパートナーと連携して取り組みたい課題

1797 株式会社　京葉興業 東京都
・一般社団法人千葉県産業資源循環協会とも連携し情報共有する
・公益社団法人全国産業資源循環連合会の「脱炭素社会実行計画」（2030年目標）に向け、2030年
度における温室効果ガス排出量を、全体として基準年度の 2010年度に対し、1割削減（-10％）する

1798 一般社団法人千葉県トラック協会 千葉市 環境保全対策事業として、植林事業を共同開催してくれる市町村の募集

1799 有限会社酢崎工務店 印西市
・地元の木材を使用した流通先の獲得
・木材を使用して、子供たちに木工の楽しさを提供できる教室を実施してくれる企業の募集

1800 株式会社ナカオサ 野田市

プラスチック類を使用しない製品の設計提案をすることで、リサイクル可能な製品を提供し廃棄物
の減量が出来ること。
またパッケージのフィルム仕様での表面光沢を求めるユーザーには代替え加工を提案することを推
進していく。

1801 木内土木株式会社 香取市
建設業としてSDGsを推進するために今まで何をしてきて、これから何をすべきか具体的な取り組み
事例の共有化。

1802 有限会社　木更津油脂 木更津市
家庭から出る食用廃油の回収 
役所等のアドバイス・協力

1803 大和印刷有限会社 館山市 害獣・害鳥に詳しい方や農業・漁業学校等との情報共有

1804 株式会社 広域高速ネット二九六 佐倉市
大規模災害発生時にケーブルテレビを生かした地域住民への情報発信の為、各自治体への河川カメ
ラの設置や防犯カメラ映像の提供など連携強化に取り組みます。

1805 山石工業株式会社 柏市 －

1806 株式会社あすまちホールディングス 松戸市
・他のパートナーと連携して良好な居住環境を備えたまちづくりをする
・他の異業種パートナーが主催するセミナーへの参加交流を図る


