
三重県

ＳＤＧｓ推進パートナー

取組事例集

三重県

令和５年２月

●三重県では、県内における企業・団体等のＳＤＧｓに関する取組を
見える化し、後押しするため令和３年１１月に「三重県ＳＤＧｓ推進
パートナー登録制度」をスタートしました。

●制度をスタートして１年余りとなる令和４年１２月末時点で登録
件数は９９８件となり、多くの登録申請を頂いています。

●こうした中、「三重県ＳＤＧｓ推進パートナー」の取組を事例集として
取りまとめました。

●ＳＤＧｓに関する活動を進めるうえで、ご参考として活用ください。
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食品循環資源を用いた養豚肥育
～伊勢あかりのぽーくでSDGsの輪を～

特に関連するゴール

取組実績

有限会社 伊勢屋精肉店（業種：卸売、一般小売業）

有限会社 伊勢屋精肉店
〒519-0504
三重県伊勢市小俣町宮前115番地2

今後に向けて

・高校生が育てていた豚の地域ブランド化〖伊勢あかりのぽーく〗
（伊勢ブランド認定）
・エコフィードの認証取得〖あかりのほろよいMix〗
（明野高校生産科学科畜産専攻が取得、三重県内初）
・明野高校生産科学科畜産専攻と共に様々な商品開発に取り組む
（PR・販売活動を通じてSDGsの普及啓発に努める）
・明野高校畜産専攻生がSDGsの取り組みに関する様々な大会で上位入賞

T E L ：0596-28-2876
会社ＨＰ：https://iseya-meat.com

・エコフィードを広げて行きたい。（畜産農家・食品企業）
・食品循環資源（エコフィード）やGAP等の生産者の努力が
食品としての付加価値となり適正な販売価格へと繋がり
消費者もそれを選択できるような環境づくりに努めたい。
（イメージを変えたい）

・伊勢あかりのぽーくで魅力ある商品開発をして行きたい。

【具体的な取組】

高校生が生産、弊社が販売を担う事で
6次産業化への取り組みとなり商品開発
や販売㏚を共に行う事で地域を巻き込
み地域経済の活性化や学生の社会進出
に寄与している。
〖あかりのほろよいMix〗の実用化によ
り、企業の廃棄コストの削減と農家の
飼料コストの削減・肉質の向上に成功。

メッセージ！！

弊社がゼロから取り組み始めて、ここまで来るのに14
年かかりましたが、小さな企業（家族経営・専門店）
だからこそ出来る事があると思います。地域の教育機
関と連携して地域を巻き込み魅力ある〖宝〗を生み出
して行く事も面白いかも知れませんよ。
教育機関との連携は中々難しい事もあると思いますが
14年間の経験からアドバイスが出来れば嬉しいです。

・地元の高校生（三重県立明野高等学校生産科学科畜産専攻）が育てたブランド豚
〖伊勢あかりのぽーく〗で高校生と共に地域を明るく照らしたい。
・エコバックを使うように食品循環資源（エコフィード）を用いたお肉を食べる事
で気軽にSDGsに参加してもらいたい。
・畜産業と食品産業が抱える課題を解決し両者を持続可能な産業へ変えていく。

ＳＤＧｓに関する取組方針・考え方
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特に関連するゴール取組の成果

株式会社オオコーチ
〒515-0063
三重県松阪市大黒田町472
ＴＥＬ：059８-26-1551

今後に向けて

会社ＨＰ：https://www.ookochi.co.jp
問い合わせ担当:竹内

取組事例：CO２の見える化

自社の二酸化炭素排出量と、社有林の二酸化
炭素吸収量を測定し（2021年度分）、数値で
捉えて目標値の設定をしました。

木材の活用は脱炭素社会実現の第一歩

木造の建物を検討している
県産材を使いたい
内装材に取り入れたい
木が欲しい などなど

地元の木を使って脱炭素しませんか？
共にパートナーシップを築きましょう！

株式会社オオコーチ（業種：製造・建築等）

脱炭素社会を目指し、10年間で二酸化炭素排出量を
42％削減できるように次の取り組みを進めます。

・製材乾燥の燃料である重油から木質バイオマス燃料へ
シフトさせていく

・自社消費型太陽光発電＋蓄電池で電力を賄う。
・社有林の活用→森林計画と別に木育、社内外活動へ
活かすための検討を進める

・木造の良さを知っていただくための広報活動、
非住宅物件における木造化の推進をしていく

自社のCO２を数値で把握。
木を通した事業の中で脱炭素社会の実現を目指す

気候変動、温暖化に対し、脱炭素社会の実現が求められ
ています。オオコーチでは、二酸化炭素排出量と吸収量を
測定、基準値を把握し、二酸化炭素削減に向け工場の照明の
LED化、太陽光発電の設置など削減に向けた施策を実行し
てきました。

また、三重県産材の木での木造提案や三重県産材の内装材
の商品開発などを通じ、木材の活用を進めたり、三重県子ど
も基金への寄付や、自社の桧の端材を使って就労支援を実
施されている県内の障がい福祉施設にてSDGｓバッジを製
作したり、地元密着型の活動が認められ三重県主催の第１回
サステナブル経営アワードを受賞いたしました。

二酸化炭素排出量
間接的 436.2t＋直接的 670.5t＝1,106.7t
（内、乾燥時の重油による二酸化炭素排出量544t）

二酸化炭素吸収量 506.1t/年

社有林面積 約34.6ha

▲三重県産材を使った壁材と床材

↑寸法を安定させる製材の乾燥工程

乾燥用の木質バイオマスボイラー →

↑東京ドーム7.3個分の社有林

←三重県主催
みえの木建築コンクール優秀賞
ホテルヴィソン ヴィラ棟
（施工：オオコーチ）
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河田フェザー株式会社（業種：羽毛製造業）

特に関連するゴール取組の成果

河田フェザー株式会社
〒515-0303
三重県多気郡明和町山大淀
3255
TEL0596-55-2431

今後に向けて

UMOUプロジェクト連携

三重県共同募金会と河田フェザーとエコランド株式会社は、
赤い羽根共同募金会のUMOUプロジェクトを通じ、カーボン
ニュートラルと障がい者福祉と教育に貢献しています。明和
町１３枚の羽毛ふとんから始まり全国１０００ヶ所、５０００名
超の支援、応援をいただき、羽毛ふとん８万枚 １００tを回収
し、有名アパレルのダウンジャケットに販売し、サステナブル
に貢献しています。

【SDGs活動報告】
（１）UMOU災害支援プロジェクト 防災・災害対策
（２）UMOUプロジェクト 環境・福祉・教育
（３）OBENTO PROJECT 明和 貧困・健康・教育
（４）KitchenProject伊勢 貧困・健康・教育
（５）車いすde伊勢神宮参拝プロジェクト 健康・福祉・教育

（６）環境SBT,RE１００継続 環境・教育・連携
（７）健康ウオーク清掃活動（健康経営）環境・健康
（８）健康献血運動（健康経営）健康、公正、地域連携

会社ＨＰ：https://kwd.jp
取組紹介HP:
https://kwd.jp/sdgs/SDGs_atte
mpt.pdf
問い合わせ担当:黒田

赤い羽根共同募金のUMOUプロジェクトを地方自治体と社会
福祉協議会にカーボンニュートラルの連携協定を推進し、住民
に参加しやすい運動にしていきます。

企業運営は従業員の健康が第一です。社内・社外に健康経営の
推進をしていきます。

未来の伊勢志摩を愛するこどもたちプロジェクトを推進してい
きます。企業、団体の参加募集

取組事例①：健康ウオーク清掃活動

毎月１５日二見海岸と斎宮跡日本遺産の清掃
活動をしています。早朝海岸と森林セラピーに
新鮮な空気を身体中に充満し健康促進の プ
ラットホームを社内社外に発信しています。

メッセージ！！

SDGsを通じ、サステナブルを推進
し、カーボンニュートラル
の参加が誰でもいつでも参加できる
機会を創出していきます。 SDGs推進室室長
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三重県内の災害対策のオピニオンリーダーとして、
SDGｓの取り組みを加速！！目指すは六方良し経営。

特に関連するゴール取組の成果

有限会社クローバー総合保険事務所（業種：保険代理業）

有限会社クローバー総合保険事務所

〒514-0103三重県津市栗真中山町138-2
ＴＥＬ：０５９－232－3498 問合せ担当：田中、吉岡

今後に向けて

会社ＨＰ https://clover4968.net

取組事例①：「防災のまちづくり」

事業継続力強化計画取得企業10社で
「わがまち助け合いNetworKUSU」を発足しました。
鈴鹿川に囲まれた四日市市楠町。標高が低く、ハー
ド面で恵まれていない中でも、ソフト面（コミュニ
ティー＆教育等）で、三重県で１番の防災のまちづ
くりを目指しています！

メッセージ！！

SDGｓを言い換えるなら、従来からある
三方良しに、「作り手良し、地球良し、
未来良し」を加えた「六方良し経営」に
なるのではないでしょうか。
弊社も「幸せ回復支援業」として
この六方良し経営を進めてまいります。

代表取締役

田中 大補

防災における3認証取得は三重県初！

ペーパーレス化

弊社が取り組む「SDGs経営」＝「六方良し経営」
「売り手良し、買い手良し、世間良し、作り手良し、地球良し、未来良し」

【主な取り組み】

（１）災害対策のオピニオンリーダーとして三重県初となる
レジリエンス認証（ゴールド）を取得。事業継続力強
化計画、連携事業継続力強化計画も同時取得。

（２）「防災のまち」づくりを目指し、
「わがまち助け合いNetworKUSU」を発足。

（３）ソーラーパネル付きPHV車を導入し、CO2排出量削減。
（４）ミニガーデンを通じて、緑豊かな事務所創り。
（５）全社員に対してウェアラブル端末による健康管理。
（６）社内木鶏会（読書会）による社員の人間力向上。

・三重県内の災害対策のオピニオンリーダーとして
三重県内の中小企業、小規模事業所様向けに
「事業継続力強化計画」認証支援を行います。

・全スタッフにタブレット＆スマホ＆ウェアラブル端末
を配布し、更なるIT化＆WEB化を進め、紙排出の削減を
行います。

・三重県内事業所様に「三重県SDGs推進パートナー」を
広めてまいります。
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人にやさしく、地球にやさしくありたい。
わたしたちにできることをみんなで考え、行動し、
実現していきたいと考えます。

①使用電力量の低減
②太陽光発電による循環型自社消費
③公共交通機関での移動推進による石油資源利用の
抑制とCO2排出低減

④納品書・請求書のWEB・FAX化による郵送の
CO2排出と紙削減

⑤障がい者雇用 みらいあい設立
⑥ユニセフ募金

今後も私たちにできることをみんなで考え、
行動し、実現していきます。

わたしたちは人にやさしく、地球にやさしい
仕事のありかたを考え、実現していきます！！

特に関連するゴール取組の成果

株式会社スズカ未来（業種：卸売業）

株式会社スズカ未来
〒513-0836
三重県鈴鹿市国府町7678-7
ＴＥＬ：059-378-0390

今後に向けて

会社ＨＰ：http://www.suzukamirai.jp

問い合わせ担当:松尾

広げよう！未来への想い
私たちスズカ未来グループは、
お客様と環境に配慮した包装資材や消耗品の
販売を通してエコの輪を拡げていきたいと
考えています。
具体的には環境に配慮したパッケージ
のカタログ作成（3月完成）と
ショールームの開設です。
さあ、みんなが過ごしやすい環境を
一緒に創っていませんか。

取組事例：ユニセフ募金

【賞味期限ってなあに？フードロス
から考えよう】をテーマに出展し不
良在庫品・出荷期日を超えた商品等
フードロスになりそうな商品を救う
ことができました。その商品販売を
行い、売上全額を寄付させていただ
きました。

メッセージ

フードロスにつながるサービスの紹介として、もの
づくり館では商品開発をテーマに食品の品質改良を
中心とした素材提案をはじめ、食品加工の試作、試
作後の品質テスト、包装パッケージのプロデュース
まで食品ものづくりの試作、
相談をワンストップでサポ
ートする体制が整っています。
賞味期限・消費期限延長などの
ご相談ご対応いたします。

エコノワショールーム

フードロスになりそうな商品の販売
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分析技術を活かしたSDGsへの取り組み

特に関連するゴール取組の成果

株式会社 東海テクノ

〒510-0023
三重県四日市市午起2-4-18
ＴＥＬ：059-332-5122

今後に向けて

会 社ＨＰ：https://www.tokai-techno.co.jp/

問い合わせ担当：営業本部 戸田

取組事例①：高まる需要への迅速な対応

創業当初はこの地域の公害防止対策中心の業
務であったが、環境問題の多様化に伴って対
応の幅を拡げてきました。

近年ではアスベスト調査の需要が高まっており、
それに対応すべく分析の体制を強化し、全国か
らの分析依頼に対応しています。

メッセージ！！

当社は環境分析を中心とした業務を行ってき
ましたが、長年培ってきた分析技術を他分野へ
活かす活動にも力を入れています。

様々な目的に応じた受託分析サービスも行っ
ておりますので、「分析」でお悩みのある方は是
非一度ご連絡下さい。

1972年の創業当時、四日市ぜんそくをはじめとする公害が我が
国の大きな問題となっていました。今では甚大な環境汚染の多
くは解消されたものの、環境問題は複雑化・地球規模化してい
ます。

当社は創業当時から環境測定を生業としてきました。測定を行
うことが排出基準や環境基準を遵守されることの監視に繋がっ
ており、我が国の環境保全に貢献してきたと自負しています。

主な取組実績
・排ガス測定 ・水質調査 ・騒音振動測定 ・飲料水分析
・土壌汚染状況調査 ・悪臭物質調査 ・産業廃棄物分析

株式会社 東海テクノ（業種：環境計量証明業）

当社の持つ分析技術を活かし、素材開発支援及び農業分野支援に力
を入れていきます。
●素材開発支援
バイオマス系原料組成(セルロース等)の分析に着手し、バイオ変換
プロセスの開発･評価において重要な要素になる分析技術を提供しま
す。
●農業分野支援
水耕栽培において欠かせない培養液の成分分析、また葉や茎(果実)
等の植物体中の無機栄養成分を測定することによって植物体中の栄
養状態を診断する植物体分析を提供します。
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久居運送株式会社（業種：物流業）

創業70周年記念トラック

特に関連するゴール取組の成果

久居運送株式会社

〒514-1114
三重県津市久居井戸山町16-2
ＴＥＬ：０５９－255－5171

今後に向けて

デジタルタコグラフ・ドライブレコーダー

創業70周年を機会に、それまで大きなテーマとし
て掲げていた、安全、環境、健康をSDGs（持続可能
な開発目標）の目標にリンクさせ、活動を強化してい
くと宣言をしました。

安全：2004年、第1回安全性優良事業所（安全性
の高いトラック運送事業者としての評価）認
定取得、更新継続中

環境：2009年、M-EMS（みえ環境マネジメントシ
ステム、環境負荷を低減し、コスト削減等の環
境経営を促進） 認証取得、更新継続中

健康：2017年、健康経営優良法人（従業員の健康
管理を経営的視点で考え、戦略的に取り組ん
でいる）認証取得、更新継続中

会社ＨＰ：
ｈｔｔｐｓ：//www.hisaiunsou.com 
問い合わせ担当:菅内、淺尾

・デジタルタコグラフ、ドライブレコーダーをトラック
全車両に設置しているので、そこから出てくるデータ
を有効に活用して、安全向上を目指します。

・安全装置装着、燃費の良い、操作が楽なトラックへの
定期更新を進める。

・健康増進のために、禁煙、飲酒休肝日、運動の促進を
図る。

取組事例①：プロジェクト委員会の設置

SDGs（持続可能な開発目標）の活動をより強
化するために、安全マネジメント委員会、環境
経営推進委員会、健康経営推進委員会などを
設置して、社員個々の活動を促進しています。

「経 営 理 念」

高品質、高効率の物流サービスを通じて、
お客様の繁栄に寄与するとともに、
社員の幸福と会社の発展を実現し、

地域社会に貢献します。
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（女性活躍委員会/健康委員会/環境保護委員会 ほか）

S：社会
・三重のおもてなし経営企業選受賞
・健康経営
・働き方改革推進室設置（2021.6～）

・ケアサポ制度
・ホワイト物流推進運動
・各種委員会

・トレーラー導入（労働時間短縮）

・乗務職小集団活動

・資格取得支援制度
・健康だより
・HOWAカレンダー
・HOWA通信（2021.7～）

NEW

・脱炭素推進室設置（2021.6～）

・燃料使用量管理（/トラック1台）

・高効率大型輸送トレーラー導入（リレー運送）

・アイドリングストップ
・リトレッドタイヤ活用NEW
・ZEB2棟所有（BELS認証5つ星）

・太陽光発電設備（津営業所・津中央ビル 自社消費用）

・ペーパーレスの推進
・所有物件の電力モニタと省エネ化（LED化 ほか）

・パークPFI事業参入（中勢グリーンパークでCafe等）NEW

・「海」自然保護の啓蒙活動（伊勢湾 など）

・ISO140001連続取得（2003～） ・環境教育（新入社員）

・三重県産再エネ電力利用事業者認定（Co2フリー電気使用）NEW

・津市との災害時支援協定（津営業所）

・津波避難ビル指定（2か所）

・災害時住民拠点SS
・スコルチャ三重支援
・地元サッカーチーム支援
・地元パラスポーツ射撃選手支援
・地元レーサー支援
・町内清掃/安全パトロール

・三重県SDGｓ推進パートナー登録

G：ガバナンス

・BCP（緊急対応/拠点の分散）

・安全品質課（事故防止/分析と情報共有)

・部門会（/月）

・監査役室設置（外部組織による業務監査）

・外部組織の活用（司法書士・銀行・取引先社員等）

・評価制度の可視化（人事・報酬 ほか）

・横向の組織図（サーバント型経営）

・教育センター(新入社員/昇格者教育ほか）

・内部/外部研修制度(DX研修等受講）

E：環境

三重県第一回
サステナブル経営アワード受賞

(R2)NEW

〒513‐0836 鈴鹿市国府町5696-1
ＴＥＬ：059-378-2818

今後に向けて

会社ＨＰ：https://www.kkhowa.co.jp/
問い合わせ担当:三島

事業をESGの視点で確認、見直し、
再構築し、地道な日々の事業展開で
SDGsのゴールを目指します。

特に関連するゴール

株式会社宝輪

事業をESGの視点で確認、見直し、再構築し、
地道な日々の事業展開でSDGsのゴールを目指します。

株式会社宝輪（業種：運送業）

会社概要

運送会社として55周年を迎える当社は、経営の安定
のため事業を多角化し輸送部門の他不動産賃貸業等
を営んでいます。

2002年からISO14001を継続取得しており、
2018年には自社建物をZEB化。同年に健康経営を
開始し、健康経営優良法人を3年続けて取得。

2021年6月から社内にESGという部署を置き、
脱炭素推進室、働き方改革推進室などを設置し、
未来への課題に取り組んでいます。

2023年春には津市の中勢グリーンパークで
Park-PFI事業（カフェ運営等）を開始し、地域の皆様と
共に地元を盛り上げます。

取組事例：ZEB

2018 年 所有テナント「HOWA ビル 津中央」
と当社津営業所を ZEB（ ネット ・ ゼロ・ エネルギー・

ビル） 化。 「 HOWA ビル 津中央」 は既存の
テナントビルで日本初のZEB化事例となり、
当社「 津営業所」 については、三重県初となる
Nearly ZEB の評価を得ました。
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誰一人取り残さない

会社全体で取り組む等身大のSDGs

SDGs委員会の様子

特に関連するゴール取組の成果

株式会社ミツイバウ・マテリアル （業種：建築資材卸売業）

株式会社ミツイバウ・マテリアル
〒515-0104

三重県松阪市高須町3460-125

ＴＥＬ：０５９8-51-3308

今後に向けて

１.社員が健康で長く働き続けられるような組織づくりをする
・定期健康診断受診率100%
・三大疾病保険加入率100%
・35歳以上の社員の腫瘍マーカー検査受診率100%

２.地域社会の職人様の仕事を守り、安全で高品質な施工体制を構築
しサポートしていく
・年間自社施工件数1,000件以上

３.地域のイベントの参加や地域企業への協賛など、地域社会との関
係性を深めていく
・年間1件以上のイベント参加

会社ＨＰ
https://mitsuibau.com

取組紹介HP
https://gaiso-mie.com/sdgs-top

問い合わせ担当 土屋

社員用スポーツジムの整備、地域のイベント参加や協賛、新たな環境商品の開拓などをはじめ、より社員・
地域・環境すべてに優しい企業を目指して活動を続けて参ります。

成果①：健康経営上位500社の認定取得

経済産業省により、全国の中小企業上位500
社に与えられる「健康経営優良法人2022 ブ
ライト500」の認定を、松阪市の企業で唯一
取得しました。

三重県ＳＤＧｓ推進パートナーとしての取組指標

１.会社負担による医療・生命・GLTD保険への加入
２.年1回 希望者へのインフルエンザ予防接種の実施
３.年1回 希望者への婦人科検診の実施
４.時間単位取得などによる有給休暇促進（21年度 平均8日）

ミツイバウ・マテリアルのその他の取組一例

５.ミツイバウ安全衛生協力会の設立
６.株式会社百五銀行様とのPIF締結
７.社内業務のペーパーレス化などのDX化促進
８.環境商品の販売・普及活動及び自社活用 他

各部署の代表により構成されるＳＤＧｓ委員会を中心に、自分達で実現可能な活動から取り組んでいます。
活動を通して、社員一人一人がＳＤＧｓを自分事として捉え、会社全体の意識の向上にも寄与しています。

成果②：残業時間の削減

RPAや電子FAXの導入などにより、残業時間の
1/3の削減に成功。その後も模索を続け、現
在では社員の半数以上が1時間以内に退社。
引き続き更なる効率化を目指しています。

成果③：ミツイバウ安全衛生協力会の設立

地域の職人様の保険加入や安定した仕事の提
供、地域全体での高い水準での技術力の維持
を目的とし、2014年に29社で発足しました。
現在では58社に加入して頂いています。

その他の事例・成果等

その他の取り組みについては、
弊社Webサイト内の「SDGs特設
ページ」にて紹介しています。
ぜひご覧ください。
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