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この資料は、横浜市 SDGｓ認証制度“Y-SDGｓ”において評価のあった事例、または好ましい取組事例を記載し

ています。認証取得の参考にしていただければと思います。 

※あくまで、参考ですので、事例としてお示ししている取組がすべてではありません。 

分類 評価項目 取組の具体例 事例 

全体について～SDG

ｓウォッシュを防ぐ

ために 

⚫ 経営理念や経営ビジョンに SDGｓの概念が

入っているのか？ 

⚫ なぜ、会社として SDGｓに取り組もうとして

いるのか？ 

⚫ SDGｓウォッシュを防ぐため

に、なぜ SDGｓに取り組んでい

るのかを確認します。経営理念や

ビジョン含め、お伝えください。 

YK-S-1 安全衛生管

理･健康経

営 

⚫ 職場におけ

る安全・衛生

管理に取り

組んでいる。 

⚫ 作業中の事故等を防ぐた

めの職場の安全対策ルー

ルがある。 

⚫ 安全衛生優良企業公表制

度認定（厚生労働省）を取

得している。 

⚫ 「 ISO45001 」 、

「OHSAS18001」など、

労働安全衛生に関する認

証を取得している。 

【一定の評価】 

⚫ 単に安全に気を付けているだけ

でなく、組織として、安全衛生対

策に対する明文化されたルール

がある 

【高評価】 

⚫ 明文化されたルールのほか、安全

衛生に関する外部認証を取得し

ている 

⚫ 健康経営に

取り組んで

いる 

⚫ 長時間労働を抑制する取

り組みがある。 

⚫ 社員の健康促進のための

活動（福利厚生でのジム

利用助成など）を実施し

ている。 

⚫ 従業員向けにメンタルヘ

ルスの意識啓発、研修を

実施している。 

⚫ カウンセラーなどへの相

談体制を整備している。 

⚫ 「横浜健康経営認証」を

取得している。 

【一定の評価】 

⚫ 健康経営の意義をよく理解し、残

業時間の上限を設け、残業時間が

一定時間を超えた際には、従業員

面談を行っている 

⚫ 心や体の悩みを従業員が相談で

きるように、産業医や外部のカウ

ンセラーにいつでも相談できる

体制を整えている 

【高評価】 

⚫ 上記に加え、横浜健康経営認証や

健康経営優良法人などを取得し

ている 

YK-S-2 多様な人材

の活躍 

⚫ 外国人、障が

い者、高齢者

等、社内の多

様な人材の

活躍支援に

関する取り

組みがある。 

⚫ 外国語対応や、障がい者、

高齢者向けバリアフリー

設備の設置など、職場環

境を整備している。 

⚫ 多様な人材のための人材

育成や教育制度の充実を

図っている。 

【一定の評価】 

⚫ 外国人労働者のために、技術マニ

ュアルの多言語化を行っている 

⚫ 車いすでも働きやすいように、机

の高さを調整できるようにして

いる 

⚫ 高齢者が働きやすいように、施設

内のバリアフリーを行っている 

⚫ 高齢者、外国人、障碍者でも一定

のスキルが学べるよう、特別研修

制度を用意している 

【高評価】 

⚫ バリアフリーの実施、筆談道具の

設置を行うなど、障碍者が働きや

すい職場づくりを行い、現在、法

定以上の雇用を実現している 
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分類 評価項目 取組の具体例 事例 

 ⚫ 社内のハラ

スメントを

防止するた

めの取り組

みを進めて

いる。 

⚫ セクハラ、マタハラ、パワ

ハラなどを防止するため

のルール・制度構築、教育

の実施、相談体制が整備

されている。 

【一定の評価】 

⚫ セクハラなどのハラスメント研

修を年 1 回実施している 

【高評価】 

⚫ ハラスメントに対するルールを

制定し、研修を実施しているほ

か、社内への相談や外部への通報

制度なども用意している 

YK-S-3 女性の活躍

促進 

⚫ 女性の活躍

支援に向け

た目標を設

定している。 

⚫ 女性管理職比率の目標を

設定している。 

⚫ 女性の採用比率の目標を

設定している。 

⚫ 女性の活躍が十分に進ん

でいる（女性管理職比率・

採用率・役員比率 50％以

上など）ため、あえて目標

は設定していない。 

【一定の評価】 

⚫ 性別に関係なく、能力ある人を雇

用したいために、あえて女性の採

用比率を設定し、目標に向け採用

活動を実施している 

【高評価】 

⚫ 女性が活躍できる環境を整える

ために、2 年前より一般事業主行

動計画で 1 名の管理職を誕生さ

せることを目標として設定し、施

策を推進してきたが、ようやく今

年に入り、5 名の管理職がのう

ち、1 名が女性管理職に登用され

た。 

⚫ 女性の活躍

を支援する

ための取り

組みがある。 

⚫ 社内外のキャリア支援研

修・セミナー参加を促進

している。 

⚫ 「えるぼし認定」などを

取得している。 

⚫ 「よこはまグッドバラン

ス賞」を取得している。 

【一定の評価】 

⚫ 女性リーダー研修を実施してい

る 

【高評価】 

⚫ 女性が活躍できる環境を整える

ために、2 年前より一般事業主行

動計画で 1 名の管理職を誕生さ

せることを目標として設定し、施

策を推進してきたが、ようやく今

年に入り、5 名の管理職がのう

ち、1 名が女性管理職に登用され

た。 

YK-S-4 多様な働き

方の促進 

⚫ 多様な働き

方を促進す

るための取

り組みがあ

る。 

⚫ リモートワークやフレッ

クス制を導入し、柔軟な

勤務形態（場所・時間）を

認めている。 

⚫ 副業・兼業を認めている。 

⚫ 雇用形態に関わらず、同

一労働同一賃金に基づく

対応を行っている。 

⚫ 法定を上回る育児休業・

介護休業制度を整備、「く

るみん認定」などを取得

している 

⚫ 「よこはまグッドバラン

ス賞」を取得している。 

【一定の評価】 

⚫ リモートワークを推奨している 

⚫ 副業兼業を認めているほか、副業

人材の受け入れも行っている 

【高評価】 

⚫ リモートワークの実施、副業兼業

を認めているほか、法定を上回る

育児休業制度を構築した結果、従

業員の労働時間が取組前と比べ

10％減少、ライフワークバラン

スが充実したと答える従業員が

8 割に上っている 



Y-SDGｓ評価事例（ver.20211004） 

3 

分類 評価項目 取組の具体例 事例 

YK-S-5 従業員の人

材育成・能

力強化 

⚫ 従業員に能

力開発、教育

訓練の機会

や人材育成

のための仕

組みを提供

している。 

⚫ 従業員の自己研鑽のため

の研修機会を提供してい

る、または研修費用を一

部／全部負担している。 

⚫ 若手や中途社員向けにメ

ンター制度を整備してい

る。 

【評価に該当する取組】 

⚫ 若手社員向けにメンター制度を

導入し、従業員の育成を行ってい

る 

⚫ 従業員の資格取得支援のため、受

験費用を負担している 

YK-S-6 サプライヤ

ーへの配慮 

⚫ サプライヤ

ー（取引先）

の事業活動

や環境・社会

への取り組

みを理解し、

サプライチ

ェーン全体

で社会的責

任を果たす

ために取り

組んでいる。 

⚫ サプライヤーの環境保

全、労働環境の改善、人権

侵害の防止（紛争鉱物へ

の対応）など、倫理面での

適切な対応を行ってい

る。 

⚫ サプライヤーの環境・社

会への取り組み支援のた

めの指導・助言を行って

いる。 

⚫ サプライヤーの環境・社

会への取り組み促進のた

めの意見を聞く場を設け

ている。 

【一定の評価】 

⚫ 人権・労働問題・地球環境等への

取り組みの方針となる「持続可能

なサプライチェーン行動ガイド

ライン」を制定し、当社の基本的

な考え方をサプライヤーの皆様

と共有している 

⚫ 協力会社との間で安全大会など

を実施し、そこで、環境保全や労

働環境の改善、人権侵害などにつ

いても議論している 

【高評価】 

⚫ 商品に使用する原料・部品を供給

頂いている全てのサプライヤー

に対して、当社で定めた遵守項目

について確認し、全てのサプライ

ヤーで基準を達成頂いた。 

YK-S-7 顧客に対す

る配慮 

⚫ 顧客からの

要望を聞き

入れ・改善す

るための体

制を整備し

ている。 

⚫ 顧客対応窓口を設置して

いる。 

⚫ 顧客満足度調査を実施し

ている。 

【評価に該当する取組】 

⚫ 顧客対応窓口を設置し、顧客から

の声を、サービス改善に生かす仕

組みを作っている。 

⚫ 顧客からの評価表が送られてく

るが、その評価表を確認し、どの

ように改善すべきか、改善委員会

を作って、対応を図っている。 

⚫ 品質管理に

関する取り

組みを行っ

ている 

⚫ 「ISO9001」など、品質マ

ネジメントに関する認証

を取得している 

⚫ もしくは継続的に改善す

るための品質マネジメン

ト体制を構築している。 

【一定の評価】 

⚫ かつて ISO9001 を取得していた

が、現在は取得していない。しか

しながら、ISO9001 に準じた品

質マネジメント体制を構築して

いる。 

【高評価】 

⚫ ISO9001 を取得している 
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分類 評価項目 取組の具体例 事例 

YK-S-8 製品・サー

ビスを通じ

た社会課題

の解決 

⚫ 製品・サービ

スの提供を

通じて社会

課題の解決

に貢献して

いる。 

⚫ 高齢者、障がい者、外国

人、その他社会的弱者が

使いやすいよう配慮した

製品・サービスを提供し

ている。 

⚫ 福祉・介護、育児、貧困・

差別など社会課題の解決

を目的とした製品・サー

ビスを提供している。 

⚫ フェアトレード商品を取

り扱うなど、国際貢献に

つながる製品・サービス

を提供している。 

【一定の評価】 

⚫ 高齢者向けバリアフリー住宅の

設計・施工を行っている。 

⚫ 障碍者の方が買い物をしやすい

ように、店舗に障碍者用のエレベ

ーターを設置している。 

【高評価】 

⚫ 障がい者を対象に水道メーター

を分解できる治具を開発し、障碍

者雇用に対応した取り組みを実

施している。 

⚫ 福祉介護用の靴下（片手履き靴

下、転びにくい靴下）を販売して

いるほか、医科大学と提携して、

足が不自由な人向けの靴下を開

発している。 

⚫ 障害の子供と一緒に遊べるおも

ちゃを開発していて表彰ももら

っている。 

YK-E-1 環境マネジ

メント・コ

ミュニケー

ション 

⚫ 環境マネジ

メント体制

を構築して

いる。 

⚫ 「ISO14001」、「エコアク

ション 21」、「KES（環境

マネジメントスタンダー

ド）」など、環境マネジメ

ントシステムに関する認

証を取得している。 

⚫ 上記の認証は取得してい

ないが、継続的に環境面

の活動を改善するための

環境マネジメント体制を

構築している。 

【評価に該当する取組】 

⚫ かつて ISO14001 を取得してい

たものの、現在は取得していな

い。ただし、ISO14001 に準じた

環境マネジメントシステムを自

社独自で構築している。 

⚫ ISO14001 を取得している。 

⚫ エコアクション 21を取得してい

る 

⚫ 自社の環境

への取り組

みを開示し

ている。 

⚫ ホームページ、環境報告

書、CSR 報告書などで自

社の環境分野における取

り組みを公開している。 

【評価に該当する取組】 

⚫ ホームページにおいて、自社の環

境活動について報告を行ってい

るほか、関係者には、環境通信を

配布している 

YK-E-2 気 候 変 動

(脱炭素)へ

の取り組み 

⚫ 脱炭素に向

けた取組を

進めている。 

⚫ 省エネ型設備への更新や

燃料転換などを実施して

いる。 

⚫ 省エネ運動・節電活動を

実施している。 

⚫ 低公害車・EV・燃料電池

車等を導入している。 

⚫ カーボンオフセットを行

っている。 

※再生可能エネルギーに

関する取組は YK-E-2 

【一定の評価】 

⚫ 環境に配慮し、社用車の一部を電

気自動車に置き換えている。（社

用車 10 台中 5 台を電気自動車に

置き換え） 

⚫ 自社でどうしても脱炭素の取組

がしづらいものについては、カー

ボンオフセットの取組（J クレジ

ット制度を利用）を行っている。 

⚫ 製造設備を省エネ型の設備に更

新した。 

【高評価】 

⚫ 事務所の空調は、オンデマンドの

空調設備を導入し、節電、省エネ
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分類 評価項目 取組の具体例 事例 

への取組を加速させている。ま

た、社用車の一部を電気自動車に

置き換え（5 台中 3 台）、どうし

ても自社では脱炭素に貢献でき

ない製造設備から出る二酸化炭

素については、J クレジット制度

によるカーボンオフセットの実

施を行っている。これにより、取

り組み開始前と比べ CO２を

20％削減、電気使用量も 20％削

減を達成している。 

⚫ 脱炭素に向

けた再生可

能エネルギ

ーの利用を

進めている。 

⚫ 太陽光発電、風力発電、バ

イオマス発電等を導入

（自家消費）している。 

⚫ 電力契約にあたっては、

非化石証書等の環境価値

を付加し、再生可能エネ

ルギー（実質再エネ含む）

の割合が 30％以上とな

る電気を選択している。 

【一定の評価】 

⚫ 自社の屋上に太陽光パネルを設

置し、一部売電、残りを自家消費

しており、会社全体の電力の

30％を太陽光パネルによる電力

で賄っている。 

【高評価】 

⚫ 横浜市が推進する再エネの考え

方を理解し、再生可能エネルギー

のメニューを有する小売電気事

業者と契約することにした。事務

所や工場含めすべての事業所で、

環境価値を付加した再生可能エ

ネルギー１００％（実質再エネ含

む）の電気を使用している。 

⚫ 横浜市が推進する再エネの考え

方を理解し、自社の太陽光パネル

から生み出された電力と、再生可

能エネルギーのメニューを有す

る電力小売事業者から供給され

る電力で、事務所、工場含め、す

べての電気を 100％再生可能エ

ネルギーで賄っている。 

YK-E-3 水の効率的

な利用・管

理 

⚫ 水の効率的

な利用・管理

を行ってい

る 

⚫ 雨水・中水の再利用や節

水を促進している。 

⚫ 事業所からの排水・汚水

による水質汚濁防止に向

け、法定を上回る取り組

みがある。 

【一定の評価】 

⚫ 工事現場におけるトイレをバイ

オトイレに変更し、節水に努めて

いる。 

⚫ 雨水タンクを設置し、グリーンカ

ーテンへの散水に利用している。 

【高評価】 

⚫ 雨水タンクを設置し、データセン

ターの冷却に活用するなどした

節水対策を実施し、取組前と比

べ、30％水の使用量が減少した。 
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分類 評価項目 取組の具体例 事例 

YK-E-4 廃棄物・有

害化学物質

の管理・３

R の推進 

⚫ 廃棄物・有害

化学物質を

適切に管理

している。 

⚫ リデュース、リユース、リ

サイクルの推進を行って

いる。 

⚫ 有害化学物質を把握し、

使用量の削減及び適切な

使用に努めている。 

【一定の評価】 

⚫ ISO14001 の流れに沿って、適切

に有害化学物質の管理を行って

いる。 

⚫ 建築現場で出る廃棄物の量の見

える化を行っているほか、発注段

階での廃棄物の数値化、設計段階

で廃棄物が出ないような設計を

行っている。 

【高評価】 

⚫ 食品ゴミをベースにメタン発酵

でバイオガスを生成するため、関

連事業者と連携して、食品ごみを

回収、提供しているほか、ごみの

飼料・肥料化を進めている。これ

により廃棄するごみの量が取り

組み開始前に比べ 40％減少し

た。 

YK-E-5 天然資源・

生物多様性

への配慮 

⚫ 天然資源や

生物多様性

へ配慮して

いる。 

⚫ 天然資源の持続的利用に

配慮した調達を行ってい

る 

⚫ 違法伐採などがない認証

ラベルの付いた木材・木

材製品を調達している。 

⚫ 生物の生息地・希少種の

保全・在来種に配慮した

事業活動を行っている。 

⚫ 植林、森林の適切な維持・

管理などを行っている。 

【一定の評価】 

⚫ FSC認証の木材を調達している。 

⚫ 横浜市水のふるさと道志の森基

金に寄付を行っている。 

【高評価】 

⚫ 自社独自で森林の状況を把握し、

写真付きの地図に落とし込む作

業を実施。さらに各所に情報発信

を行う取組を推進。その取り組み

が、国の表彰を受ける大きな要素

となった。 

⚫ 天然植物資源の枯渇問題の顕在

化にともない、原材料調達ガイド

ラインなどを制定し、すべての調

達がガイドラインに適合したも

のとなっている。 

YK-E-6 製品・サー

ビスを通じ

た環境問題 

の解決 

⚫ 製品・サービ

スの提供を

通じて環境

問題の改善

に貢献して

いる。 

⚫ 省エネルギー、再生可能

エネルギー促進、廃棄物

削減、リサイクル、生物多

様性保全、海洋プラスチ

ック汚染防止など、大気、

水質、土壌の汚染防止や

浄化につながる技術・製

品を提供している。 

【一定の評価】 

⚫ 太陽光パネルを販売している。 

⚫ 廃棄物事業者として、リサイクル

に貢献している。 

【高評価】 

⚫ 環境にやさしい工事工法を他の

事業者とともに開発し、インフラ

メンテナンス賞を受賞した。 

⚫ 水道直結ウォーターサーバーの

レンタル事業を通じ、使い捨てプ

ラスチックボトル削減をステー

クホルダーに呼び掛けており、協

定を締結している町では町庁舎

から排出される使い捨てプラス

チックボトルが約 94%削減され
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分類 評価項目 取組の具体例 事例 

た。 

YK-G-1 公正な経済

取引 

⚫ 公正な経済

取引を行っ

ている。 

⚫ 汚職・贈収賄を禁止する

方針を掲げ、社員に教育

している 

⚫ 不正競争行為に関与しな

い方針を掲げ、社員に教

育している。 

⚫ 知的財産を保護するよ

う、適切な取り組みを進

めている。 

【一定の評価】 

⚫ 不正行為などが行われないよう

自社独自の行動規範を作成、掲示

するとともに、それを踏まえた社

内研修を年に数回実施している。 

【高評価】 

⚫ 「贈収賄・汚職防止に関する法令

等遵守方針」を公表、経営陣によ

る監督のもと贈収賄・汚職防止プ

ログラムに取り組んでいるほか、

「コンプライアンスマニュアル」

において知的財産権を尊重する

方針を掲げるとともに、知財管理

の専門部署を設置、知的財産権保

護の社内ルール整備も行ってい

る。 

YK-G-2 情報セキュ

リティ 

⚫ 情報セキュ

リティ対策

を行ってい

る 

⚫ 個人情報を適切に管理

し、「プライバシーマー

ク」など関連認証を取得

している。 

⚫ 情報システムへのセキュ

リティ対策を施してい

る。 

⚫ 従業員への情報セキュリ

ティに関する研修を行っ

ている。 

⚫ 対策を行うための部署、

担当を配置している。 

【一定の評価】 

⚫ 情報セキュリティの部署を設置

し、従業員へセキュリティ研修を

実施、専門業者に自社独自のセキ

ュリティシステムの構築を委託

し、システムの運用を行ってい

る。 

⚫ 個人情報などは特に扱わず、書類

の電子化などは進んでいないが、

重要な書類はすべて、鍵のかかる

シェルビングへ保管、鍵は役員の

みが持ち、書類の出し入れはだれ

がいつ行ったのか、開閉の都度チ

ェックリストに記入している。 

【高評価】 

⚫ 個人情報を扱うことから、情報セ

キュリティ対策には気を使って

おり、セキュリティ規定を設け、

教育、部署の設置などのほか、プ

ライバシーマークを取得してい

る。 

YK-G-3 企業統治体

制の構築 

⚫ 企業統治体

制を構築し

ている。 

⚫ 法令遵守の考え方が社内

に十分浸透するよう、役

職員に研修している。 

⚫ 法令遵守が確実に行われ

るよう、体制・仕組み・ル

ールが整備されている。 

【一定の評価】 

⚫ 法令順守の考え方が社内に浸透

するよう、コンプライアンス研修

を年に数回実施している。 

【高評価】 

⚫ 中小企業ではあるが、コンプライ

アンス遵守のため、社外取締役の

設置など外部監査を強化すると

ともに、社内に内部監査の専門部

署を設置している。また、内部告

発制度の導入や経営状況の情報
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分類 評価項目 取組の具体例 事例 

開示のポリシーを作成し、従業員

への経営状況の情報開示につい

ても行っている。 

YK-G-4 企業の社会

的責任 

⚫ 事業によっ

て社会・環境

に及ぼす影

響に対し、責

任を持って

対応してい

る。 

⚫ 事業がもたらすネガティ

ブな影響を軽減するため

の具体的な取り組みを実

施している（例：住民説明

会などの実施、事業地域

への社会貢献活動）。 

⚫ 非営利団体等への寄付活

動を実施している。 

⚫ 被災地の復興支援活動を

実施している。 

【一定の評価】 

⚫ 工事の際、騒音への配慮から、低

騒音機器を積極的に導入してい

る。 

⚫ 被災地への復興支援活動を実施

している。 

【高評価】 

⚫ 建設業をリードする企業として、

SＤＧｓの達成に率先して取り

組むべきと考えているため、工事

の際は必ず住民一軒一軒まわり、

独自に作成したチラシで、工事実

施の説明を行っているほか、会社

独自で SＤＧｓ基金を設立し、関

係各所からの寄付を募り、SＤＧ

ｓの取組を行う非営利団体への

寄付を行っている。 

YK-G-5 事業継続と

事業継承 

⚫ 事業継続や

事業継承に

関する取り

組みが進め

られている。 

⚫ 事故や災害などの発生に

伴う事業中断を想定した

BCP 計画を策定してい

る。 

⚫ 事業承継に関する検討が

行われている。 

【一定の評価】 

⚫ もしもに備え、BCP 計画を策定

している。 

【高評価】 

⚫ 持続可能な経営に向け、災害時で

も経営を継続できるよう、BCP

計画を策定している。また、次世

代の経営者育成に向け、独自の育

成プログラムを構築するととも

に、金融機関やコンサルタントな

どと事業承継に向けた検討を開

始している。 

YK-L-1 横浜におけ

る雇用促進 

⚫ 従業員の 1/2

以上が横浜

市民である 

(非正規・パ

ートを含む) 

― ― 

YK-L-2 横浜市内の

地域コミュ

ニティへの

配慮 

⚫ 横浜市と連

携し、地域課

題解決に向

けた取り組

みを行って

いる。 

⚫ 横浜市と連携協定を締結

している 

【一定の評価】 

⚫ 業界団体を通じて、横浜市と防災

協定を締結している 

【高評価】 

⚫ 横浜市と包括連携協定を締結し、

市とともにまちづくり活動を積

極的に推進している。 
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分類 評価項目 取組の具体例 事例 

⚫ 地域社会と

のコミュニ

ケーション

機会を設け

ている。 

⚫ 地域住民の職場見学、地

域学生の職業体験を受け

入れている。 

⚫ 近隣の学校への出張授業

を実施している。 

⚫ 地域の防災・防犯・清掃活

動に参加している 

⚫ 地域在住の外国人のため

の支援活動（言語対応、生

活、雇用面のサポート）を

している。 

【一定の評価】 

⚫ 地域のパトロールや清掃活動を

行っている。 

⚫ 近隣の小学校で講和を行ってい

る。 

【高評価】 

⚫ 商店街のごみ拾い活動を実施し、

そのごみをエコバックにアップ

サイクルし、エコバックの利用で

商店街のサービスを受けられる

仕組みの構築を中心となって行

った。 

YK-L-3 横浜におけ

る文化・芸

術活動の促

進 

⚫ 横浜地域に

おいて、文

化・芸術活動

に携わって

いる。 

⚫ 自らが文化・芸術活動を

行っている。 

⚫ 文化・芸術活動を行う個

人や組織を支援してい

る。 

【評価に該当する取組】 

⚫ 従業員の SDGｓ浸透のため、障

碍者が活躍する芸術団体が行う

研修（チームビルディング、イン

クルーシブ教育）を受け、感銘を

受けたため、当該団体に寄付する

ことにした。 

YK-L-4 製品・サー

ビスを通じ

た地域問題

の解決 

⚫ 地域経済に

資する製品・

サービスを

提供してい

る。 

⚫ 文化振興、産品販促、観光

促進に取り組んでいる。 

⚫ 地域資源の積極的利用、

地産地消、地産外商に取

り組んでいる。 

⚫ 「よこはまウェルネスパ

ートナーズ」会員である。 

【評価に該当する取組】 

⚫ 発注は、横浜市内事業者を優先し

ている。金額ベースで 9 割以上を

市内事業者に発注している。 

⚫ 横浜産の野菜を活用し、レストラ

ンで野菜を使った料理を提供し

ている。 

⚫ 「よこはまウェルネスパートナ

ーズ」会員である。 

⚫ デザインセンターが実施する

SDGｓ教育研修旅行のコンテン

ツに参加（横浜市内外の小中高生

の社会科見学や修学旅行での講

和、工場見学などのコンテンツを

用意） 

 




