
事業者名 事業内容 商品・サービス・取り組み 概要 対象となる目標 URL

1
合資会社 永田印刷所

合同会社 NGT One Step

印刷業

B型作業所
ながたぶんぐ

印刷残紙を活用したメモのブランド化

加工等を福祉作業所が実施

（3　すべての人に健康と福祉を）

8　働きがいも経済成長も

12　つくる責任つかう責任

https://nagatabungu.thebase.in/

2
BADI CAFE

（特定非営利活動法人 ゴスペルエイド）
カフェ運営、物販等 バディカフェ

ネパール・バディ族の少女を支援するための

コーヒー豆やアクセサリの販売

1　貧困をなくそう

5　ジェンダー平等を実現しよう

10　人や国の不平等をなくそう

17　パートナーシップで目標を達成しよう

https://www.badicafe.com/

3 七色のチョコラスク
福祉作業所が運営するピクルスカフェで出る

フードロスを削減＝パンの耳を活用した新商品

3　すべての人に健康と福祉を

8　働きがいも経済成長も

12　つくる責任つかう責任

https://npoarcus.boo-log.com/

米ばっく

農福連携事業の一環として開発された、愛知県

のブランド米「あいち米」の米袋を加工して作

られたバッグ

2　飢餓をゼロに（持続可能な農業を推進）

3　すべての人に健康と福祉を

8　働きがいも経済成長も

https://npoarcus.base.shop/

4 株式会社アクト
就労移行支援

就労継続支援B型
葵ピクルス

三河の野菜を使用し、就労支援施設で丁寧につ

くるピクルス

2　飢餓をゼロに（持続可能な農業を推進）

3　すべての人に健康と福祉を

https://peraichi.com/landing_pages/view/aoipic

kles

5 有限会社 稲垣石材店 石材加工業 石の器ブランド「INASE」
墓石や灯篭等を加工した際に出る高級石材の端

材を石の器にアップサイクル

9　産業と技術革新の基盤をつくろう

12　つくる責任つかう責任

15　陸の豊かさも守ろう

https://inase-utsuwa.com/

6 株式会社 鈴六 ウエス加工・販売 中古服・布リサイクル、リユース
資源として回収した衣類の中古販売、丁寧な分

類による業種別ウエスの提案など

12　つくる責任つかう責任

14　海の豊かさを守ろう

15　陸の豊かさも守ろう

https://suzuroku.jimdofree.com/

7 株式会社オーザン 人材派遣業 シングルマザー就業応援サポート
専業主婦などに向け、職業訓練や履歴書不要の

応募、子育てとの両立サポートを実施

4　質の高い教育をみんなに

5　ジェンダー平等を実現しよう

8　働きがいも経済成長も

https://o-zan.com/

8 自家焙煎珈琲豆 樹の香 珈琲豆販売 スーパーフードら

コーヒー生豆を精製する際に出る皮や果肉は廃

棄されているが栄養価が高い。廃棄物とされて

その量も多かったがそれを活用した商品

2　飢餓をゼロに（持続可能な農業を推進）

12　つくる責任つかう責任

15　陸の豊かさも守ろう

https://konokacoffee.com/superfoodra.html

9 似顔絵屋タケまる 似顔絵＆デザイン 額田の山の間伐材を使用した看板制作
岡崎市森林課と連携し、額田の間伐材や廃材を

活用した看板制作し、一部を寄付

12　つくる責任つかう責任

15　陸の豊かさも守ろう
https://takemaru-nigaoe.com/

10 特定非営利活動法人葵風
放課後等デイサービス・相談

支援事業所
子ども食堂、コミュニティカフェの運営

子ども食堂「いちほし小町」や食品ロス対策

「フードパントリー　トレジャー7」を運営

2　飢餓をゼロに

3　すべての人に福祉と健康を
http://aoinokaze.or.jp/cafe/

11 岡崎製材 株式会社 木材加工・販売 ハザイプロジェクト 銘木の端材で小物、雑貨の加工販売
12　つくる責任つかう責任

15　陸の豊かさも守ろう

https://okazaki-

seizai.myshopify.com/collections/hazai-project-1

12 オカザキ製パン株式会社 パン・米飯製造 子ども食堂へ菓子パン等を提供 余剰のパンを近隣の子ども食堂へ寄付
2　飢餓をゼロに

3　すべての人に福祉と健康を
https://www.okbread-gr.co.jp/

13 岐阜屋物産 有限会社 養鶏業 子ども食堂へ卵の提供 市内で実施している子ども食堂への鶏卵を提供
2　飢餓をゼロに

3　すべての人に福祉と健康を
https://www.gifuya-tamago.com/

14 株式会社オーケーエス 治具制作業 ワークサポートJIG

就労継続支援利用者の作業を安全・確実・効率

的にする作業台（治具）や作業工程の見直し提

案

3　すべての人に健康と福祉を

8　働きがいも経済成長も

10　人や国の不平等をなくそう

http://www.oks-web.co.jp/page/sdgs

15 おのの農園 農業 未利用野菜を粉末化し利用

未利用野菜を粉末化し、お菓子や料理にも使い

やすく。賞味期限を延ばしながら栄養や味わい

を凝縮して食べられる。

2　飢餓をゼロに（持続可能な農業を推進、栄養状

態の改善）

12　つくる責任つかう責任

15　陸の豊かさも守ろう

https://www.instagram.com/onononouen_akiyuk

i_ono.41/

16 石川包材産業株式会社 包装資材販売の総合商社 自宅隔離あんしんセット

陽性者や濃厚接触者の自宅療養・自宅待機を応

援する、使い捨て食器や紙製タオルなどをまと

めた商品

3　すべての人に健康と福祉を

6　安全な水とトイレを世界中に
http://www.3p3.co.jp/

17 ケルン デザイン事務所 ふみだしデザイン
地域の事業者にもっとデザインを身近に感じて

もらい、活用してもらうためのサービス
9　産業と技術革新の基盤をつくろう https://fumidashi-design.studio.site/

18 有限会社ウイポップ 食品加工機械メーカー

べジまんま

デコまめ

オン・ザ・玄米

豆や穀物をはぜて作るポンせんを家族子ども向

けにリブランディング。油や添加物がなくヘル

シーなおやつや料理に使える

3　すべての人に健康と福祉を https://www.wepop.website/

19 えみ美容室 美容業 認知症専用カットサービス

長時間の施術や不慣れな環境が苦手な認知症の

方に向け、ケア方法を学んだ美容師が柔軟に

カット。送迎もありケア家族にも優しい

3　すべての人に健康と福祉を http://sachira.boo-log.com/

20 GOBOU 介護界のアイドル ごぼう先生と楽しむ健康体操

介護予防として高齢者に向けたオリジナル体操

を考案し施設訪問やオンライン講座を通して普

及を図る。

3　すべての人に健康と福祉を https://rcc-gobou.com/

21 ヤマヒコ株式会社 昆布の加工、卸販売 ちょこっとおだし

味覚や五感をはぐくむための手軽な出汁セット

や調理例の開発、展開のための取り組みを行

う。

3　すべての人に健康と福祉を
https://www.yamahiko-

konbu.com/pakupaku/

22 ヤマグチショクド― 弁当販売 子ども食堂
お弁当事業や子ども食堂を通して、母子家庭の

支援（就労、食事、交流）を行う

2　飢餓をゼロに

3　すべての人に健康と福祉を

5　ジェンダー平等を実現しよう

https://www.instagram.com/yamaguchishok

udo_5/

23 H.Sisters 洋裁教室 パパのためのはじめての洋裁教室

子どもの誕生などをきっかけに、男性にも洋裁

を通じて愛情表現やコミュニケーションをして

もらうためのスタイなどを作る洋裁講座

5　ジェンダー平等を実現しよう https://h-sisters.jimdofree.com/

24 一級建築士事務所 風とガレ
住宅・オフィスの設計、リ

フォーム、リノベーション
withコロナdeリノベーション

テレワークの一般化で進む都会と地方の２拠点

生活や地方移住を、古民家のリノベーションで

住宅資源を活用しながら今のライフスタイルに

合わせてた暮らしを提案する

11　住み続けられるまちづくりを
https://peraichi.com/landing_pages/view/co

ronaderenove

25 what's!? Coffee コーヒー販売

コーヒー豆の選別や石鹸など関連商品の製

造を福祉作業所に委託（「君と僕と珈琲

と」プロジェクト）

聴覚障がい をもつバリスタ が 、 B 型作業所

に 仕事 を 生み出 す福祉と珈琲をつなぐ取り

組み

3　すべての人に健康と福祉を

11　住み続けられるまちづくりを

https://peraichi.com/landing_pages/view/wh

atscoffee

26 大竹動物病院 動物病院
縁のあるブリーダーから買い手がない猫を

引き取り譲渡している

少し目が悪い、風邪ひいている、足が悪いなど

障がいのある犬や猫を月2～3匹引取り、譲渡

先を調整。

3　すべての人に健康と福祉を

11　住み続けられるまちづくりを
http://vetok.jp/

27 株式会社SUNコーポレーション
水浄化システムを使った魚類の

養殖
ホンモロコ（淡水魚）養殖

微生物による水質の浄化システムを開発して、

幻の高級魚と言われるホンモロコをの水槽での

完全養殖を実現。

6　安全な水とトイレを世界中に http://www.sun-water.jp/

カフェ運営、物販等
NPO法人アルクス

（ピクルスカフェアルクス）

岡崎ビジネスサポートセンター・オカビズが支援する、中小企業のSDGｓの取り組み

https://www.wepop.website/
http://sachira.boo-log.com/
https://rcc-gobou.com/
https://www.yamahiko-konbu.com/pakupaku/
https://www.yamahiko-konbu.com/pakupaku/
https://www.instagram.com/yamaguchishokudo_5/
https://www.instagram.com/yamaguchishokudo_5/
https://h-sisters.jimdofree.com/
https://peraichi.com/landing_pages/view/coronaderenove
https://peraichi.com/landing_pages/view/coronaderenove
https://peraichi.com/landing_pages/view/whatscoffee
https://peraichi.com/landing_pages/view/whatscoffee
http://vetok.jp/
http://www.sun-water.jp/


28 World One
レゲエアーティスト、

珈琲豆販売

クラウドファンディングでジャマイカへの

寄付付珈琲販売

ジャマイカ珈琲の販売をし、売上金の中から

ジャマイカ音楽学校への寄付を実施

1　貧困をなくそう

4　質の高い教育をみんなに

10　人や国の不平等をなくそう

https://www.bluerhythmcoffee.com/

29 （株）岡崎竜城スイミングクラブ／平成企画 スイミングクラブ
男女兼用のセパレート＆ボックスパンツ水

着

男女で共通の水着を導入し、性別問わず自身の

選択で水着を選べるように製品や制度改良
5　ジェンダー平等を実現しよう https://www.tatsuki-sc.jp/

30 （株）SMIRING 高齢者デイサービス施設 スマイリングキッチンラボ

障がい者・要介護状態にある高齢者も採用し、

モーニングやランチ、テイクアウト惣菜を提供

する地域のための食堂

2　飢餓をゼロに

8　働きがいも経済成長も
https://smiring.info/info/shienb/entry-70.html

31 小野玉川堂 和菓子製造・販売
antabe（あんたべ）

子ども向け新ブランド

子どもがあんこを通して伝統やあんこのおいし

さを知れるような取り組み。手に取りやすいあ

ん商品の開発や学校での出前授業なども

4　質の高い教育をみんなに https://onotamagawado.com/antabe/

https://www.bluerhythmcoffee.com/
https://www.tatsuki-sc.jp/
https://onotamagawado.com/antabe/

