
ウム・ヴェルト株式会社
 脱炭素社会を目指し、回収した食品廃棄物を堆肥・飼料にリサイクルして、自ら農業・養豚業に参入し、持

続可能なＳＤＧｓ活動として「食品リサイクルループ」を実現している。
 7次産業（6次産業＋食品リサイクル）プロジェクトとして、道の駅「かぞわたらせ」では生産した野菜の販売、

豚肉を食堂で提供することで、広くＳＤＧｓ活動の情報を発信し、新たなビジネスチャンスにつなげている。

定
着
の
た
め
の
活
動

 経営トップのリーダーシップのもと、広報課を設立し、ＳＤ
Ｇｓ活動を推進し、社内外に情報発信している。

 自社の事業活動をＳＤＧｓのゴールごとにマッピングし、
ホームページや会社案内（冊子）で公開している。

 「食品リサイクルループ創造」を経営理念に掲げ、様々な
アイデアを新規事業につなげている。

 全社員対象としたＳＤＧｓ研修を行い、社内での啓発
活動を実施している。

■会社概要
 住所︓ 埼玉県加須市栄368番地１
 事業概要︓廃棄物リサイクル業、農業、養豚業、道の駅運営
 従業員数︓２4３人
 代表者︓代表取締役 小柳明雄
URL︓http://www.um-welt.co.jp/

環境SDGｓ取組内容
【生物多様性】【廃棄物】【３Ｒの推進】
 農業法人アグリファームを設立、リサイクル堆肥・飼料で農業・養豚を運営。

リサイクル堆肥で育てた「加須市ブランドねぎ」がふるさと納税の返礼品に。
 東京農業大学と連携し、食品ロスをエサとした昆虫食の養殖研究を実施。

【社会貢献活動】
 地域活性化に向け「道の駅かぞわたらせ」を指定管理者として運営。
 食品リサイクルを体験できる「食のテーマパーク」の設立を目指す。

【廃棄物】【３Ｒの推進】
 食品ロスを焼却処理せず、飼料・堆肥・バイオマス発電で再利用。
 飲料容器リサイクルで発生したビニール袋を洗浄・チップ化し、CO2削減。

【省エネ】
 食品工場の汚れた廃プラスチック類を燃料化し、エネルギーに転換。
 効率的な廃棄物回収ルートの設定により、燃料消費を削減。

取組の
ポイント

コバトン



株式会社ＯＫＵＴＡ
 ミッション経営を行い、ミッションステートメントとして明確に「持続可能な経営を行い、地球環境の原則を尊重

する事業を目指す」ことを掲げ、事業活動を行っている。
 住宅関連はもちろん、食の安全や環境保全など広い視野で社員参加型の活動を実施し、一人ひとりが自分

事として価値観を共有し、自社の営業活動や商品開発に強みとして生かしている。

定
着
の
た
め
の
活
動

 経営トップのリーダーシップのもと、明文化された企業使命
に「持続可能な経営」、「地球環境の原則を尊重する」こ
と等を掲げ、事業活動を行っている。

 「環境と健康」のキーワードのもとに環境宣言を行い、全
体会議や社内研修、自社ホームページ等を通して、社
内外に情報発信している。

 社員参加型の環境活動を通して、全社員が自分事とし
て捉えられる啓発活動を実施している。

■会社概要
 住所︓ 埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
 事業概要︓健康と環境に配慮した住宅デザインリフォーム等
 社員数︓約300人
 代表者︓代表取締役社長 小泉 太
URL︓http://www.okuta.jp/

環境SDGｓ取組内容
【廃棄物】【化学物質等】【３Ｒの推進】
 健康や地球環境、持続可能性に配慮したLOHASな住宅づくりを推進
 製造負荷や廃棄負荷にも配慮した自然素材のオリジナル建材を開発
 解体工事に伴う廃材の分別回収を徹底し、リサイクル稼働率向上を実現

【省エネ】
 大規模改修では断熱改修や耐震計画を提案し健康被害の抑制に努める
 地域特性に合わせた光や風など自然の力を活かす高断熱設計の

「passiv design（グッドデザイン2015受賞）」を積極的に推進
 事業活動では光熱費、電気使用量を可視化。省エネルギーを推進

【人材育成・環境学習】【生物多様性】【社会貢献活動】
 小川町の有機農産物の買い支え活動で社員や家族の食の安全を確保
 「こめまめプロジェクト」を通して農業体験学習を行い、環境倫理感を育成
 オリジナル建材売上高の1％を環境保全団体に寄付。生物多様性の

保全活動を支援

取組の
ポイント

コバトン



株式会社きぬのいえ
 当社の基幹技術である「オーロラ染め」は、最小限の染料で一度に様々な色に染め上げる技術であり、染料

等の使用量の削減につながっている。
 「SOMA Re:（ソマリ）」を2020年６月にスタート。染め工程の遊休時間を活用し、退色や黄ばみの出た

衣類を染め直し事業を開始。現在は「巡る」で古着事業者からの衣料を染め直し、販売する事業を開始。

定
着
の
た
め
の
活
動

 社長と社員の理念共有のもと、事業の根幹にSDGsの
思想を入れて事業を進めている。

 基幹技術である染工程や各事業における役割を明確に
し、SDGｓの推進を充実させている。

 古着事業者や流通大手と積極的にパートナーシップ体
制を構築し、社員がSDGsを意識し、仕事を誇れるよう
に事業を推進している。

■会社概要
 住所︓ 埼玉県里郡寄居町寄居1224-5
 事業概要︓染色整理業
 従業員数︓５人
 代表者︓代表取締役 吉田昌弘
 URL︓http://www.kinunoie.co.jp/

環境SDGｓ取組内容
【３Ｒの推進】
 染め工程の遊休時間を活用し、退色や黄ばみの出た衣類の染め

直しサービス「SOMA Re:（ソマリ）」を2020年６月にスタート。
古着事業者からの衣料を染め直し、販売する事業「巡る」をスタート。

 最小限の染料で一度に様々な色に染め上げる「オーロラ染め」で染料等
の使用量を削減。

【省エネ】【気候変動】
 「預ける」（クローゼットサービス）も実施し、お客様への配送回数を減らす。
 配送にはレターパックを活用し、宅配便による再配達を減らしCO₂削減に

貢献。

【社会貢献活動】
 寄居町エコタウン課と共同で、「オーロラ染め」の布を使ったエコバッグ作成、

配布。

取組の
ポイント

コバトン



株式会社木下製餡
 経営理念である「私たちはあんこと共にお客様に感動をお届けします」を通じ、日々革新を続けることで、お客

様にお喜びいただける、「伝統」を築いていけると考えている。
 HACCPを通じた「安全・衛生な食品」をお届けすることが、環境SDGsの取組に自然につながっている。

定
着
の
た
め
の
活
動

 社長と専務のリーダーシップのもと、活動を推進している。

 各部門における管理目標を明確にし、SDGｓの推進と
コストダウンを両立させている。

 JFS-B規格の適合証明を取得し、HACCPによる衛生
管理を社員が実施している。

 地域の環境や食文化を伝える企業として貢献している。

■会社概要
 住所︓ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－４３１－１
 事業概要︓食品製造業
 従業員数︓１１人
 代表者︓代表取締役 木下信次
 URL︓https://kinoshitaseian.com/

環境SDGｓ取組内容
【廃棄物】
 原材料の包装容器及び残渣、製造備品、紙類等の事務用品について、

廃棄物の管理を適正に行い、削減に努めている。

【３Ｒの推進】
 小豆の皮などの原材料の残渣は、農作物の堆肥に加工し、再利用してい

る。（農家さんへ無償提供）
 出荷期限切れ製品（賞味期限内のもの）のアウトレット販売を開始。

【省エネ】
 生産ラインにおいて加熱調理等に使用するボイラーを高効率品に入替え。
 工場等の照明をLED に交換。グリーン購入の推進。

【生物多様性】【水の管理】
 植物性由来の原料を中心に使用し、動物性原料の使用を減らしている。
 生産工程内の水の使用量を月毎に把握し、使用量の管理・削減に努めている。

取組の
ポイント

コバトン



工房一粒 株式会社
 SDGｓの活動と本業の金属製品製造事業を結び付けて、原材料の再生利用を推進することで、事業と一

体となった取組を進めている。
 遮熱塗料の効果を実際に計測し検証するなど、PDCAサイクルによる取組を行っている。

定
着
の
た
め
の
活
動

 社長が中心となって取組を進め、従業員を巻き込んで取
組を行っている。

 遮熱塗料の省エネ効果を実際に計測し、客観的なデー
タで省エネ効果を検証している。

 「鋳物体験キット」を通じ、事業の一環として環境学習を
実施している。

■会社概要
 住所︓埼玉県加須市下三俣１７５８３
 事業概要︓金属製品製造業
 従業員数︓７人
 代表者︓代表取締役 佐藤 基道
 URL︓http://koboichiryu.com/

環境SDGｓ取組内容
【３Ｒの推進】【廃棄物】
 原材料のアルミは再生利用率が高く、リサイクルして使用することで

廃棄物を抑制。

【省エネ】
 全ての事業所の屋根に太陽光パネルを設置。
 事業所内の照明にLEDを導入。
 工場の屋根・壁面へ遮熱塗料を使用し、室内の温度を一定に

保つことでエネルギー使用量を抑制。

【人材育成・環境学習】
 自社で「鋳物体験キット」を制作し、子供に対して鉄やアルミ、錫などの

金属がリサイクル可能な素材であることを伝え、リサイクルについての
啓発を行うとともに、鋳物作りの体験を通じた教育の機会を提供。

取組の
ポイント

コバトン



タイホー株式会社
 社長のリーダシップにより環境保全は多面的に取り組み、気が付くことはすべて取り組んでいる。

 従業員も、社長のリーダシップのもと全社一丸となって環境保全の活動を進めている。

定
着
の
た
め
の
活
動

 定期的にミーティングをおこない環境意識の徹底を図って
いる。（廃棄物回収と３Rの推進）

 気候変動抑制への貢献を優先に考えることを習慣付け、
省エネに取り組んでいる。

 製品開発も環境配慮を起点にして企画している。

■会社概要
 住所︓埼玉県入間市狭山ケ原232-3
 事業概要︓業務用機械器具製造業
 従業員数︓２０人
 代表者︓代表取締役 椎名敬一
 URL︓ http://www.taiho-cab.co.jp/

環境SDGｓ取組内容
【廃棄物】【３Ｒの推進】
 フロンの適切な回収と処理、封筒へのグラシン紙採用でリサイクル率向上。
 エコキャップ運動と紙類の徹底リサイクル。

【省エネ】【気候変動】
 社内全照明のLED化完了、屋根の遮熱塗装完了。

【水の管理】
 雨水の地下浸透による公共下水処理負荷軽減、道路冠水低減。

【環境課題解決型の製品・サービス】
 医療用内視鏡キャビネットの除湿ユニットを従来比1/70に省電力化

し、販売。

【人材育成・環境学習】
 環境保全推進をうたうグリーンオフィスプロジェクトによる従業員の環境

意識向上を計画中。

取組の
ポイント

コバトン



株式会社デリモ
 「環境にやさしい商品づくりを通じて、全ての人々の幸せを目指す」等の経営理念・ビジョンがあり、以前からの

社会貢献や人材育成の取組がSDGsに通じていることもありスタート。
 2022年2月の工場移転、新社名、新ブランド統一化等を機に、施設整備やビジュアル訴求とともに誇りの持

てる会社づくり等を通じて、従業員、お客様、全ての人々の幸せを目指している。

定
着
の
た
め
の
活
動

 社長のリーダーシップのもと、開発部課長がメンターとなり、
エコライフ委員会で活動を推進。同委員会は全部署から
の若手職員で構成。輪番で取り組むことで組織に浸透。

 毎月のエコライフ委員会では、検討内容を各部署に持ち
帰り、具体的な課題や問題解決を進めて、日々の業務
改善を通じ、SDGｓの推進を充実させている。

 フードパントリーへの食材の寄付、こども食堂支援、特例
子会社「株式会社スマートFun」での障碍者雇用、カフェ
事業「サルーテ」でのシニア雇用等、地域貢献が広報とな
る。

■会社概要
 住所︓ 埼玉県草加市柿木町宝1338-15
 事業概要︓惣菜製造
 従業員数︓270人
 代表者︓代表取締役社長 栗田 美和子
 URL︓www.delimo.co.jp

環境SDGｓ取組内容
【３Ｒの推進】
 消費期限を延長し、食品ロス削減（2018年から30アイテム以上）
 フードパントリーへ使わなくなった食材を提供し、有効利用
【廃棄物】【環境マネジメントシステム】
 環境活動の持続的な仕組みづくりのため2011年度から「エコアクション21」を取得
 ごみ分別、リサイクルを実施。令和２年度埼玉県 彩の国環境大賞【奨励賞】受賞
【環境配慮製品】
 環境配慮の包装資材を使用（2018年から容器に使用）
 包装フィルムの顔料にボダニカル（植物由来）インクを指定（2020年下期から）
 埼玉県の小麦を使って埼玉県でめんを作る「地産地消」の商品づくりを推進

【人材育成・環境学習】【社会貢献活動】
 エコ検定など含め各種試験費用を会社が負担
 教育専門部門「共育チーム」を設置。一人一人が共に考え実現を目指す風土づくり
 特例子会社「株式会社スマートFun」含め「質の高い教育をみんなに」を支援

取組の
ポイント

コバトン



日農化学工業株式会社
 食品に関わる食品添加物製造業のため衛生・環境に対する感度が高く、全社で環境保全に注意を払った経

営・工場運営に取り組んでいる。
 色素原料野菜調達先と連携した再エネ導入や品種改良など、気候変動への対応を行っている。

定
着
の
た
め
の
活
動

 定期会議や ISO 活動を通して、リサイクルの徹底を行う
とともに、エコの意識付けや気候変動災害に対する事業
継続に関して学習し、社員の環境意識の醸成や環境保
全活動の啓発を図っている。

 河川の環境保全のため、工場外周辺の道路排水溝の
定期的な清掃活動に参加し、周辺環境への関心を維
持している。

■会社概要
 住所︓埼玉県八潮市鶴ヶ曽根730番地の5
 事業概要︓食品添加物製造業
 従業員数︓１７人
 代表者︓代表取締役社長 上田 哲男
 URL︓ http://www.nichinokagaku.co.jp

環境SDGｓ取組内容
【廃棄物】【３Ｒの推進】
 産業廃棄物のマニフェスト遵守、一般廃棄物の分別徹底。
 定期的ウォークスルーによる点検。

【省エネ】【気候変動】
 屋根の二重構造による断熱実施、省エネの進んだ生産設備への更新。
 色素原料野菜調達先における自家風力発電導入。

【生物多様性】
 気候変動に強い原料野菜の品種改良。

【化学物質等】【社会貢献活動】
 排水の曝気槽処理、月2回の水質検査実施。
 工場周辺の道路排水溝の清掃活動。

【人材育成・環境学習】
 定期会議、ISO活動を通しての環境活動の徹底、環境意識醸成。

取組の
ポイント

コバトン



株式会社日生グリーン
 経営理念は「「地球にやさしい環境づくりに貢献しています」。当社の事業は樹木リサイクル業として資源の枯

渇を防ぐことにもつながり、ＳＤＧｓにつながっている。
 「ＧＵＤブロック」は間伐材のウッドチップを体積比で５０％含むブロックで、除草効果、殺菌効果、消臭効果

を発揮。 樹木をリサイクルした「バーク堆肥」を製造販売。

定
着
の
た
め
の
活
動

 社長のリーダーシップのもと、環境課題解決製品の販売
などを別会社化。担当者を決めて事業として活動を推進
している。

 樹木リサイクル業として、廃材を出さず、様々な樹木原
料を活用し、ビジネスチャンスを探している。

 基幹事業である樹木リサイクル業がＳＤＧｓ活動の根
幹とつながっていることを理解し、社員全員で事業に取り
組んでいる。

 地域のSDGs活動（廃材利用）に協力、貢献している。

■会社概要
 住所︓埼玉県川口市石神1529-1
 事業概要︓樹木リサイクル業
 従業員数︓９人
 代表者︓代表取締役 大谷和也
 URL︓http://nissei-green.co.jp/

環境SDGｓ取組内容
【気候変動】【環境課題解決の製品・サービス】
 伐採された剪定木、径木、根株等を再利用し、製品開発事業を推進。
 製品の多くは伐採、剪定材を再利用。CO2を固定化、削減。

【３Ｒの推進】【環境課題解決の製品・サービス】
 粉砕した樹木をリサイクルし、バーク堆肥として販売。
 粉砕した樹木チップでモルタル「GUDブロック」を販売。
 「まちのきプロジェクト」で地域木材を再利用、商品化。

【省エネ】
 ドライバーへ省エネ運転、アイドリングストップを推奨。
 エアコンは最新型で省エネ仕様。

【社会貢献】
 里山への森林植樹ボランティアを実施。
 捨て犬などのドッグシェルター、ドッグランへGUDブロックを提供。

取組の
ポイント

コバトン



株式会社 野上工業
 人材育成と環境学習を重視し、従業員一人ひとりが環境にとって大切だと思うことを実行できるマインドと環境

づくりを行っている。
 小規模企業だからこそSDGｓの取組を行うことが特に重要であるという意識のもとで、身近にできることから取

組を開始している。

定
着
の
た
め
の
活
動

 人材育成の一環として社内のＳＤＧｓ担当者を配置
し、担当者が中心となって活動を推進している。

 自社独自のＳＤＧｓに関する動画を複数作成し、従
業員に対して啓発を行うことで、社内の浸透を図っている。

 取組内容の効果を計測するため、様々なデータを収集し、
検証に活かす取組を行っている。データ収集には従業員
の協力が必要であり、データ収集自体も従業員への
SDGｓ浸透につながっている。

■会社概要
 住所︓埼玉県さいたま市岩槻区浮谷2362
 事業概要︓総合工事業
 従業員数︓３６人
 代表者︓代表取締役 新井仁
 URL︓http://www.ngmk.jp/

環境SDGｓ取組内容
【人材育成・環境学習】
 毎月全従業員で安全ミーティングを実施し、重機の取扱いを教育し、

無駄なアイドリングを無くしCO₂を削減。

【省エネ】
 重機作業のアクセル7 割運動の実施。
 通勤車両のエコ運転実施。高速道路80 キロを社内規定に。
 自社の屋根に太陽光パネルを設置。

【社会貢献】
 地域周辺のゴミゼロ運動及びあいさつ運動を実施。

【廃棄物】
 地盤改良により余分な残土の排出を抑え、現場で出たゴミの分別処理。
 重機故障時に漏れた作動油を処理するための吸着マット及び中和剤を通

勤車両に搭載。

取組の
ポイント

コバトン



株式会社マツザキ
 武蔵野の里山の環境を生かした事業を展開。敷地裏手の不老川の清掃活動から店舗が立地する自然との

共生に目覚め、「緑化/農業/酒づくり/食」の独自の循環型ビジネスを展開。
 地元産の原料を使ったクラフトジンの製造・販売や原料であるボタニカルの栽培を通じた雇用の創出により、川

越中福地区の自然環境の認知の拡大、新たな地域資産として地域のブランド力強化に挑戦している。

定
着
の
た
め
の
活
動

 “水・土・緑・空気”と生きるを目標に掲げ、社長が中心に
なって全従業員で取り組む。

 森の緑化活動を毎週実施し、従業員から参加を募って
いる。近隣住民や消費者の参加も受け入れている。

 農業ビジネスに参入し、地域の農業従事者の雇用拡大
や後継者確保につながる農作物の需要拡大に取り組ん
でいる。

 オリジナルの酒の製造・販売、飲食事業（スタンドバー）
の展開を通じて、ブランド力ある地域産品を提供している。

■会社概要
 住所︓ 埼玉県川越市中福５４７番地
 事業概要︓全酒類販売・クラフトジン製造等
 従業員数︓ ３５人
 代表者︓代表取締役社長 松崎敦雄
 URL︓https://am@1887.co.jp

環境SDGｓ取組内容
【廃棄物】
 全事業を通じ、 2030 年までに廃棄物ゼロが目標。
 酒づくりの原料を自社栽培する、持続可能な循環型食料生産システム

を構築。

【水の管理】
 「マツザキの森」に流れる不老川の水質維持と緑化活動に取り組む。
 クラフトジンの製造に、井戸水を有効活用。

【人材育成・環境学習】
 「マツザキの森」では子供から大人まで「木育活動」「野遊び」を楽しめ学べる。
 「みらいほいくえん」と連携し、保育の場、給食の材料、収穫体験を提供。

【生物多様性】
 里山の保全活動により、緑化や生態系を維持。
 森や畑を活用して、クラフトジンの原料の栽培に着手。

取組の
ポイント

コバトン



弓削多醤油株式会社
 国内産有機大豆・小麦等、化学物質を添加しない原材料による「有機醤油」、木桶に住む酵母菌・乳酸菌

等が生きている「生醤油」等、伝統製法にこだわった醤油を製造販売。
 日高工場を「醤遊王国」として公開し、地域の学校・消費者の環境教育に貢献。搾りかす、ガラス瓶のリユー

ス・リサイクル等でSDGsの理念を展開。

定
着
の
た
め
の
活
動

 代表取締役のリーダーシップのもと、従業員にSDGsの取
組の必要性を説明している。

 日高工場の工場見学で環境への配慮を説明し、SDGs
の取組を周知している。

 環境保全を目的にしたイベント等で、有機産品をPR し
ている。

■会社概要
 住所︓埼玉県坂戸市多和目４７５番地
 事業概要︓食料品製造業
 従業員数︓３５人
 代表者︓代表取締役 弓削多洋一
 URL︓https://yugeta.com/

環境SDGｓ取組内容
【化学物質等】
 化学物質を添加しない、美味しく・安全・安心な有機醤油を醸造
 国内産有機原材料を使用。「有機 JAS 認証」を取得
 秩父連山の伏流水の井戸水を仕込みに使用

【生物多様性】
 木桶に長年住んでいる微生物の力を活用した天然醸造
 加熱殺菌もろ過もしない、酵母菌・乳酸菌が生きている「生醤油」を醸造

【３Ｒの推進】
 醤油のしぼりかすを家畜の飼料として再利用
 リユース・リサイクル可能なガラス瓶を主に使用

【社会貢献活動】
 地域の小中学生に、工場見学で製造工程や環境対策を説明
 消費者向け工場見学コースで、製造工程や環境対策を説明

取組の
ポイント

コバトン


