
【交付対象者】87件（順不同）

事業者名 事業名

1 株式会社フジエンタープライズ
会議・講演会・授業等の遠隔開催のためのリモート映像配信プロダクショ
ンサービス

2 株式会社サンフジ企画
SDGｓ未来都市・横浜認証会場（予定）つるみ住宅公園
国内大手ハウスメーカーの「暮らし」から学ぶSDGｓ

3 特定非営利活動法人守の会
介護を要する買物難民の方への自立支援事業
～リハビリをした帰りに自分で買い物に行ける～

4 合同会社SAKURA
1日1組限定！　観光都市横浜で撮影　晴着で横浜観光名所での前撮り
サービスの開始！～着付教室をオンライン配信することで、後継着付師
の育成を進める～

5 横浜シティ・エア・ターミナル株式会社 太陽光発電システムへの蓄電池設置工事

6 株式会社コア・エレクトロニックシステム
環境問題をテーマとしたエコバックの作成～コロナ禍における児童虐待・
DVの防止へ向けた注意喚起～

7 一般社団法人横浜すぱいす
○withコロナに対応した3事業のON-LINE化○ESD教材「OPL教育プログ
ラム」の開発とテキストの作成
○市花「はまみらい」の配布、栽培活動支援、バラ物語ワークショップ

8 都筑開発株式会社（一般社団法人横浜建設業協会 青葉区会） Withコロナ時代の環境配慮型の防災性の向上の取組

9 株式会社島忠
①可搬型小型蓄電池を活用した「新しい生活様式」対応サービス
②災害時はBCP対策で活用し近隣住民の皆さまへ安心を提供
③再エネ由来の電源の活用で、店舗運営におけるCO2排出量を削減

10 株式会社chata
カンボジアのリサイクル素材を活用したメッセンジャーバックの開発及び
販売を通し、買い物用マイバックの利用と自転車利用を促進。横浜市民
のSDGs周知向上を目指す事業。

11 学校法人神奈川大学
SDGs PBLプログラムによるSDGs人材の育成
―SDGｓデータベースを活用したSDGs　PBLプログラムの展開―

12 ニューおりーぶ
『下町のスナックから始まるSDGsの輪』
～年齢も国籍も男女も貧富も何も関係ない、住みよい社会、住みよい街
作りのスタート！！～

13 社会福祉法人　山百合会 岸根こども園　おひさま発電所パワーアップ　プロジェクト

14 株式会社ニックス
環境に優しく、ウィルスには強いフェイスシールドの素材開発
（感染と環境対策が両立したハイブリットなフェイスシールドの素材開発）

15 NPO法人海の森・山の森事務局
子どもたちへの環境オンライン発信基地と災害発生時の「いざヨコハマ
ベースキャンプ」プロジェクト

16 株式会社横浜都市みらい SDGｓ・ニューノーマルを考慮したサウスウッド7周年キャンペーン

17 特定非営利活動法人みんなのお箸プロジェクト
「箸の持ち方」歌の制作とオンライン箸作りワークショップ
～ピアノ演奏バージョンと日本の音バージョンの2種制作～

18 株式会社横尾商事 事業DX化によるフードロス削減環境の構築

19 株式会社相鉄ビルマネジメント
相鉄いずみ野線沿線のエリアマネジメント活動充実に向けた取組
～弥生台駅周辺におけるエリアマネジメント活動拠点の設置～

20 信愛エナジー合同会社
地域・障がい者等と連携した新しい生活様式に沿った廃食油回収スキー
ム作り

21 横浜環境保全株式会社 農業を次世代に繋げ！みんなにとってありがたいコト！

22 未来づくり自分づくり合同会社 SDGｓをオンラインで学べる教育・研修サービス

23 インクルージョンアート事務局
アート作品とQRコードでつなぐ共生社会の実現
～インクルージョンアートのレンタルサービスと総合サイト事業

24 cubic株式会社
≪みなとみらい飲食店支援プラン≫森林認証紙を利用したグルメガイド
マップ（＋Webサイト）制作×MM地区飲食店販促×MM地区SDGsへの取
組事例紹介

25 一般社団法人関内活性会 『みなとまち　バーチャルアースフェス』



事業者名 事業名

26 株式会社カラー 地域と共に成長できる「やさしい」施設運営への取り組み

27 スカイファーム株式会社 「NEW PORT」SaaSシステム化事業

28 相鉄不動産株式会社
緑園都市住宅地のSDGs未来都市へのリ・モデリングの挑戦的研究～こ
れから始まるグリーンインフラを活用した持続循環型の新しい暮らし～

29 アロマクエスト株式会社
再生プラスチックを使用したコロナ感染症対策を目的とした日本製フェイ
スシールドの開発・製造販売

30 株式会社誠友社 クイーンズスクエア横浜　SDGsオンライン点灯式（仮称）

31 株式会社江戸清
本格中華総菜「おうちで味わう中華街」シリーズ発売！横浜中華街の本
格的な中華料理を自宅で手軽に食べられる　更にEコマースを充実して
より手軽に中華料理が味わえる

32 合同会社mayunowa
～シルクハーバー横浜から世界へ～天然素材シルクを用いたサステナ
ブルな化粧品とエステティックを発信　絹美容技術教育動画の制作と横
浜のホテル（SPA）との連携

33 横濱ワイナリー株式会社 横浜産ワインの市内流通によるリターナブル瓶実証実験モデル事業

34 株式会社JMC
心臓カテーテルシミュレーターHEARTROID（ハートロイド）の新型モデル
を用いた教育デモ用支援ツールの開発～横浜市・全国の医療レベルの
向上に向けて～

35 六角橋商業協同組合
オレンジプロジェクト　お年寄りに優しい街六角橋商店街によるSDGs推
進事業

36 医療法人社団心真理
地域医療を支える新しい環境配慮型クリニックの運営～太陽光発電　リ
チウムイオン蓄電池設置～

37 ルセット・ナイン株式会社 ケーキを捨てない町、横浜！洋菓子の鮮度を保つ冷蔵庫の導入展開

38 株式会社ワンアンドオンリー
車輛など業務用移動体の環境負荷低減効果測定検証　帯電防止液剤
塗布による静電気抑制効果による効果測定実証実験事業

39 株式会社ミウラ福祉館
介護福祉コミュニケーション事業～オンラインによる相談窓口設置と海外
外国人材受入れマッチングの取組～

40 ベイヒルズ税理士法人
SDGs未来都市・横浜の実現に向けた、中小企業へのSDGs普及促進事
業―100年企業になるための、SDGｓ経営支援―

41 アマンダリーナ合同会社
海の公園のアマモ・アオサを肥料とした横浜オリーブ栽培・プロモーション
事業

42 シェリーズ
ソイミートを使った健康ヘルシーメニューのランチテイクアウト販売！　食
ロス削減・紙素材の容器使用実施

43 データキュレーション株式会社 スイミー・コミュニティの創出～多様な人を創り、多様な未来を創る～

44 CREASNO株式会社 小型非常用蓄電池導入による災害対応と環境負荷低減

45 株式会社アトランティックスターポイント コロナ対策用非接触型体温検査機（自社開発）の精度向上

46 一般社団法人YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス
おひさまおすそ分けプロジェクト～民間で創った公共空間から耐震シェル
ターと太陽光発電でつながる町づくり～

47 協同組合　元町エスエス会 元町商店街から次世代の子どもたちを育てよう！

48 神大寺ナビ
神大寺ナビのECサイト『神大寺市場』（カンダイジイチバ）で地域の賑わ
いを創出しよう！「神大寺市場」立ち上げプロジェクト

49 株式会社YKM 海洋問題に向けた脱プラスチック・脱アクリルへの取り組み

50 公益財団法人横浜YMCA
新しい生活様式を踏まえたすべての人へデジタルトランスフォーメーショ
ン～すべての人に平等にデジタル機会の提供♡はなれていてもつながっ
ている♡



事業者名 事業名

51 アール・ミューズ合同会社
ドキュメンタリー映像作品「大地の詩チャリティーコンサート2020　西本梨
江ピアノコンサート　SDGｓ～だれ一人とり残されない世界～」の映像作
品制作

52 株式会社エクスポート
廃版海図の企業リユース促進事業！廃棄物削減、紙資源・環境保全と
横浜の港湾・観光産業の活性化。

53 ハンズワークス
子供向け手仕事の無料または低価格のオンライン動画教材制作販売お
よびWEBサイト制作・情報提供

54 有限会社エリゼ光アンテルナショナル 有限会社エリゼ光アンテルナショナル

55 株式会社kitafuku
廃棄食材、端材を再利用したエコペーパー～横浜市の廃棄食材や廃棄
端材を紙材料として再生産し、紙袋やパンフレット、名刺、ノートとして販
売～

56 武松商事株式会社
廃プラスチックの地産地消の取り組み～３Dプリンターを利用した廃プラ
スチックの循環型リサイクル～

57 株式会社わつくし
SDGｓ推進のための、横浜市立大学同窓会”繋がりのインフラづくり”と
SDGｓモデル事業の実践

58 grobe株式会社
「関内応援サイト運営事業」～３密を避けながら市内経済を活性化させよ
う～

59 株式会社横浜ビー・コルセアーズ スポーツの力で広めよう！SDGs！

60 株式会社近澤レース店 レース購入で、次世代人材育成を始めよう！

61 里のengawa

g  g  
の豊かな自然の中で人・もの・ことがゆるやかにつながる場をつくり、一
人ひとりが自分らしく生きることで活力ある郊外地へ！

62 有限会社マルニ商店
誰一人取り残さない！hands to hands　サイダーで応援する、「横浜のす
べての子どもたちに健康と福祉を」実現プロジェクト

63 株式会社Bic company 脱プラスチック製品　食品ロスの削減　三密回避の取り組み

64 BP株式会社
消費電力を抑えたイルミネーション装飾と親子で参加できる食堂サロン
の開催

65 株式会社勝烈庵
「ジュート」製持ち帰り弁当用エコバッグの無償提供～天然素材活用によ
る環境保全～

66 海橋商事
「産業用ドローンによる次世代型の点検事業と災害・防災対策事業の取
り組み～SDGs未来都市横浜を支える家屋、ビル、インフラ設備、交通
ネットワークの点検と防災・災害対策～

67 三島会計事務所
会計ソフトを利用した経営管理の手法について・ZOOMを利用したオンラ
インスクール（個別指導）を開催する・基礎的な経理・経営知識の内容に
ついて無料動画を配信する（You Tube）

68 株式会社大川印刷
ジャパンSDGsアワード「パートナーシップ賞」受賞企業がプロデュースす
る「SDGｓアクション！パートナーシップスタジオ”GREEN STUDIO”（仮
称）」の開設

69 フィード・ワン株式会社 食育講座、工場見学のオンライン化

70 一般財団法人三和徳育会　アメリカ山ガーデンアカデミー SDGｓを知ろう！体験しよう！

71 株式会社ウエルアップ
元気シニア世代と地域住民をターゲットとした”健康”がメインの新たな”
通いの場”づくり

72 株式会社TRIPLE-ef

街の美容室×地域コミュニティスペース 子育てママニーズを捉えた地域
コミュニティ拠点創り～授乳室／キッズスペース／イベントスペースを設
置し、地域で活躍する様々な団体や個人活動家と美容室がコラボする地
域の新しい場創り～

73 宮内建設株式会社 再エネ100％

74 チョコレートデザイン株式会社 Withコロナの時代はサステナブルなバレンタインチョコを送ろう！

75 マサラモア 家族が健康でいられる食と心のサポート事業



事業者名 事業名

76 オクシイ株式会社 （仮称）洋光台シェアオフィス設置計画

77 アートスペース「と」関内
ヨコハマ野菜でつながる新しい生活様式 地元の農家と野菜づくり×ひと
り親家庭・生活困窮家庭に野菜を届ける 「ひとりじゃない」離れていても
繋がる仕組みづくり―SDGｓ未来都市・横浜の実現をめざして―

78 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 放課後キッズクラブで海の中を見てみよう

79 特定非営利活動法人横浜コミュニディ・デザインラボ
ICTお助け隊～公益的活動の情報コミュニケーション技術の活用を支援
～

80 株式会社ドミトリーム・エンターテインメント 関内経済活性計画事業

81 有限会社ナチュラーレ・ボーノ 藤が丘・青葉台「シェア・ごはん」推進事業

82 金銀食品株式会社（屋号；公珠） 地域の経済と健康の増進プロジェクト

83 特定非営利活動法人ダンスライフコミュニケーションズ 空き家・古民家を活用したオンラインスタジオ

84 石井造園 Discovery YOKOHAMA　ナラ枯れのない里山をつくる

85 株式会社横浜セイビ とつか未来会議を軸とした新たな地域包括ケアプラットホームの構築

86 株式会社太陽住建
「solar crewプロジェクト」による地域SDGｓの推進～DIY（参加型）により
空き家をコミュニティ拠点として整備し、「環境（再エネ）・経済（働き方）・
社会（防災）」を軸に持続可能なまちづくりを推進～

87 学校法人国際学園 国際交流イベント「SEISA Africa Asia Bridge 2020」
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