
2021 年 12 月 23 日 

「ＳＤＧｓ取組宣言支援サービス」のご利用について 

―策定支援第 1号のご案内― 

常陽銀行(頭取 笹島 律夫)では、このたび「ＳＤＧｓ取組宣言支援サービス」を通じて、

5社の事業者さまが「ＳＤＧｓ宣言書」を策定されましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

今回のお知らせは、11 月に本サービスを開始して以降、策定支援第 1 号としてのご案内と

なります。 

地域の事業者さまにとって、ＳＤＧｓを自社事業に取り込んでいくことは、持続的な企業

価値向上の観点から重要な課題となっています。 

本サービスは、お客さまの事業活動とＳＤＧｓの 17 の目標との関係性を整理し、「ＳＤＧｓ

宣言書」の策定をサポートすることで、地元企業のＳＤＧｓ取り組みへの参画を支援していく

ものです。 

なお、本日現在で約 50 社のお客さまから、本サービスのお申し込みをいただいております。

今後もご希望に応じて、当行ホームページ内の本サービスに関する特設ページへの収録や、

当行店舗内に設置のデジタルサイネージへの掲載等を通じて、お客さまのＳＤＧｓ取り組みを

発信していきます。 

 当行は、今後とも、地域のお客さまとともに持続可能な社会の実現に向けて取り組んでま

いります。 

記 

【本サービスご利用企業】（５０音順） 

企業名 所在地 事業内容 

鈴木金属工業株式会社 茨城県日立市田尻町三丁目３３番７号 金属製品製造業 

沼尻産業株式会社 茨城県つくば市榎戸７８３番地の１２ 倉庫物流業 

株式会社ＨＩＲＡＮＵＭＡ 茨城県水戸市元吉田町１７３９番地 分析装置製造業 

株式会社諸岡 茨城県龍ケ崎市庄兵衛新田町３５８番地 輸送用機械器具製造業 

株式会社綿正工務店 茨城県水戸市赤塚二丁目２０２９番地６０ 土木工事業 

以 上 



                                        

【ＳＤＧｓ取組宣言支援サービスをご利用いただいたお客さま】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【鈴木金属工業株式会社】 【沼尻産業株式会社】 

【株式会社ＨＩＲＡＮＵＭＡ】 【株式会社諸岡】 

【株式会社綿正工務店】 

 

SDGs とは、2015 年に国連で採択された

「持続可能な開発目標」です。17 の目標

と169のターゲットから構成されており、

2030 年の達成に向けて国・企業・個人な

ど様々なレベルでの取組が求められてい

ます。 

当社は、本業である金属くずのリサイクル

による資源の有効活用促進と自社のフォーク

リフトの電動化によりＣＯ２を削減し、

地球温暖化の防止に努めていきます。 

物流で人々を幸せに。 

お客様の立場に立った最高・最良の

サービスを提供します。  

当社は、化学分析装置の開発段階から３R

（Reduce、Reuse、Recycle）を意識して

環境に配慮した設計を実施し、社会に

貢献いたします。 

当社は、高品質で独創的な商品の提供に

よって、活力ある企業となり、人と自然

環境の調和を実現し、豊かな社会づくりに

貢献することを目指しています。 

当社は、地域の皆さまのインフラを守る

土木工事会社として、ＳＤＧｓに取り組み、

社会に貢献して参ります。 



鈴木金属工業 株式会社 
2021年12月22日 

当社は、経営理念である「地球環境を守る企業活動」に取り組むことで、 
地域の様々な課題の解決を目指しています。当社の事業を通じたSDGsの
達成に向け、下記の取り組みを実施していくことを宣言します。 
 

SDGsとは、2015年に国連で採択された「持続可能な開
発目標」です。17の目標と169のターゲットから構成さ
れており、2030年の達成に向けて国・企業・個人など
様々なレベルでの取組が求められています。 

人権の尊重 

・高齢者をはじめとした、柔軟な 
 勤務形態を整備します 
・ハラスメント防止に向けた教育       
 相談体制を構築します 
・従業員の資格取得を支援します 

地域社会への貢献 

・児童養護施設への寄付を行い 
 地域社会に貢献します 
・地元スポーツチームへの協賛を 
 通じて地域の活性化を図ります  
・地域子供たちへの職場見学受入 
 を通じて未来の人材を育成します 

・金属くずのリサイクルを通して 
 資源の有効活用を促進します 
・事業の拡大を通じて、雇用の 
 拡大に取り組みます 
・皆が入社したい企業を目指し、 
 地域の活性化に貢献します 

環境保全への取組 

・工場での排水管理を徹底し、また、  
 水の使用量を削減します 
・自社のフォークリフトのメンテナン    
 ス強化及び電動車両への入れ替えを  
 推進し環境負荷を軽減します 

S D G s宣言  

社会課題解決への貢献 



沼尻産業株式会社 
2021年12月22日 

当社は、ブランドスローガンである「物流で人々を幸せに。」に取り組むことで、
地域の様々な課題の解決を目指しています。当社の事業を通じたSDGsの
達成に向け、下記の取り組みを実施していくことを宣言します。 
 

●●のダミーを文字

（ああ）、数値（00）

に変更しています。 

SDGｓ項目の縦横比率

の正しいものになりま

す。項目を変更される

場合は適宜ご変更くだ

さい。 

SDGsとは、2015年に国連で採択された「持続可能な開
発目標」です。17の目標と169のターゲットから構成さ
れており、2030年の達成に向けて国・企業・個人など
様々なレベルでの取組が求められています。 

従業員の働く喜びと 
家族を含めた幸福の実現 

①多様な人材が活躍できる勤務形態、  
 規程の整備 
②働き方改革の推進 
③従業員のスキルアップに対する支援 
④健康経営優良法人認定の取得 
⑤ベイビーSMILE☆プロジェクトの推進 

地域社会への貢献 

①児童の養護と自立支援 
②地元スポーツチーム等との連携強化 
③つくば子供基金創設  
④まつりつくばへの協賛 
⑤つくば産業フェアへの出展 
⑥つくばまちなかデザイン事業への参画 
 

物流で人々を幸せに。 
～お客様の立場に立った最高・最良のサービスの提供～ 

①最適な物流管理システム構築 
②あらゆる脅威（災害・事故等）への対応 
③QCサークル活動の推進 
④新たな事業創造への挑戦 

環境保護の推進 

①省エネ設備・車両の積極的導入 
②再生可能エネルギーのさらなる活用 
③省エネ・再エネ等によるCO²削減 
④各事業所・倉庫における紙・プラス   
 チック使用量の削減 
⑤トラックにデジタコ・ドラレコ取付 

S D G s宣言  



株式会社HIRANUMA 
2021年12月22日 

当社は、経営理念である『販売・設計・製造・管理の四位一体から成る  
コミュニケーションとチームワークによって、高品質の分析機器を提供し、社会
に貢献すること。』に取り組むことで、地域の様々な課題の解決を目指してい
ます。当社の事業を通じたSDGsの達成に向け、下記の取り組みを実施して
いくことを宣言します。 
 

●●のダミーを文字

（ああ）、数値（00）

に変更しています。 

SDGｓ項目の縦横比率

の正しいものになりま

す。項目を変更される

場合は適宜ご変更くだ

さい。 

SDGsとは、2015年に国連で採択された「持続可能な開
発目標」です。17の目標と169のターゲットから構成さ
れており、2030年の達成に向けて国・企業・個人など
様々なレベルでの取組が求められています。 

製品・サービスに対する 
品質向上・安全性の取組  
・ISO9001により高い品質を維持 
 します 
・SDS委員会を軸として製品安全 
 向上に継続的に取り組みます 
・事故や災害等に対するBCPを策定 
 し事業の安定性を強化します 
 
 

地域社会への貢献 

・地域の学校と連携し未来の人材 
 育成に貢献していきます 
・水戸市の認定優良工場を維持 
 します 
・地元のサプライヤー活用により 
 地域活性化に貢献します 

・ハラスメントや差別を無くしてい 
 きます 
・女性や高齢者の活躍を推進します 
・従業員への健康投資により生産性 
 向上を目指します 

環境保全への取組 
・廃棄物の分別徹底により、リサイ 
 クルを推進します 
・使用電力の見える化を実践し電力 
 削減に取り組みます 
・商品開発の段階から3Rを意識して 
 環境に配慮した商品設計とします 
 

S D G s宣言  

よりよい労働環境の整備 



株式会社 諸岡 
2021年12月22日 

当社は、高品質で独創的な商品の提供によって、活力ある企業となり、 
人と自然環境の調和を実現し、豊かな社会づくりに貢献することを目指して
います。当社の事業を通じたSDGsの達成に向け、下記の取り組みを 
実施していくことを宣言します。 
 

SDGsとは、2015年に国連で採択された「持続可能な開
発目標」です。17の目標と169のターゲットから構成さ
れており、2030年の達成に向けて国・企業・個人など
様々なレベルでの取組が求められています。 

お客さまに夢と感動を 

・お客さまに寄り添い、高品質で 
 付加価値の高い商品とサービスの 
 提供を行います 
・当社の技術を駆使し、人手不足の  
 解消や生産性向上に寄与するイノ  
 ベーションを実現します 

社会の基盤づくりに貢献 

・自社製品を通じて地域の防災と 
 強靭化に寄与します 
・大学での特別講座や体験学習を通 
 じて地域の人財育成に貢献します 
・ＤＸの推進により「スマートファ 
 クトリー」を構築します 
 
 

環境にいいモノづくり 

・TCFDに賛同し、気候変動に対応  
 した経営を積極的に推進します 
・CO2排出量を把握し、削減に向け 
 て積極的に取り組みます  
・製品・サービスの企画・設計時に  
 は環境との調和を図り「循環型社 
 会」の形成に貢献します 

働きやすい職場づくり 

・サステナビリティ推進室を設置し  
 社員全員でＳＤＧｓに取組みます 
・社員の健康増進を図り、健康経営  
 優良法人の認定を維持します 
・働き方改革宣言を表明し、エン  
 ゲージメント向上により成長を 
 実感できる職場を実現します 

S D G s宣言  



株式会社 綿正工務店 
2021年12月22日 

「創業61年 地域の皆様とこれからも」 
当社は、創業以来、公共事業を中心に土木工事を始めて61年目に入りま
した。長い歴史の中で培った技術を生かした施工で厚い信頼を頂いておりま
す。当社の事業を通じたSDGsの達成に向け、下記の取り組みを実施してい
くことを宣言します。 
 

●●のダミーを文字

（ああ）、数値（00）

に変更しています。 

SDGｓ項目の縦横比率

の正しいものになりま

す。項目を変更される

場合は適宜ご変更くだ

さい。 

SDGsとは、2015年に国連で採択された「持続可能な開
発目標」です。17の目標と169のターゲットから構成さ
れており、2030年の達成に向けて国・企業・個人など
様々なレベルでの取組が求められています。 

環境への配慮 

・廃棄物の分別処理を徹底し、削減 
 に取組みます 
・社員一丸となって再生可能な資源 
 の使用、エコドライブを心がけま 
 す 

地域貢献活動 

・地域の学校への工事現場見学受入 
 れを通じて、建設業界に関心を持 
 つ機会を提供し、地域貢献をして 
 いきます 
・地元人材を積極的に雇用し、活躍 
 の場を提供します 

労働環境の整備 

・労働時間の短縮、休日確保を積極  
 的に推奨し働き方改革に取り組ん 
 でまいります 
・建設業を女性や若者に選ばれる魅 
 力ある産業とするための雇用環境 
 改善に取り組みます 

人材の育成 

・1級土木施工管理技士など、従業 
 員の資格取得を推進していきます 
・業務に必要な知識及び技能習得に 
 向けた支援を積極的に実施して 
 いきます 

S D G s宣言  



                                        

「ＳＤＧｓ取組宣言支援サービス」について 

 

【サービス概要】 

サービス内容 

1.お客さまのＳＤＧｓ取り組み状況の整理と可視化 

・ヒアリングシートにもとづき、お客さまのＳＤＧｓ取り組み状況等について

お伺いし、内容を整理したうえで診断結果をフィードバックいたします。 

2.「ＳＤＧｓ宣言書」の作成支援 

・ＳＤＧｓ取り組み状況に対する診断結果を踏まえ、当行がお客さまの

ＳＤＧｓ宣言書作成に向けたサポートをいたします。 

・ご希望に応じて、「ＳＤＧｓ宣言書」を当行ホームページに掲載いたします。 

ご利用対象 当行とお取引のある法人・個人事業主のお客さま 

ご利用料金 110,000 円（税込） 

そ の 他 
本サービス創設にあたっては、三井住友海上火災保険株式会社およびＭＳ＆

ＡＤインターリスク総研株式会社の協力をいただいております。 

 

以上 


