
“しゃちょう”って

こんなこと考えてるんだってよ

じつは

SDGsの取組みを通して  県北地区企業の熱い想いをのぞいてみよう！



未来への道しるべとなるSDGs

ＳＤＧｓ（エスディージーズ）をしっていますか？ＳＤＧｓとは「持続可能な開発目標（Sustainable D 

evelopment Goals）」 のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で 2030 年を目指して明るい未

来を作るための１７のゴールと１６９のターゲットで構成されています。



企業って、人の想いからできてるんだよ

「ＳＤＧｓって最近よく聞く言葉だけど、なんか遠い世界っていうか…ピンとこない。」

そんなイメージを持っている人が多いのではないでしょうか？

でも実はもう身近にあって、私たち一人ひとりの行動が何かしらのＳＤＧｓとつながっています。

そして、地域で頑張っている企業も未来へ向けて少しずつ取り組んでいます。

それは地球への、地域への、人への思いやり。

企業って、人の想いから始まり、人や地域への思いやりで続いているんです。

このファイルでは、そんな思いやりを集めてみました。

「あそこのしゃちょうって、実はこんなこと考えてるんだってよ。」

もしかしたら、 いつも通ってるあのお店、あの会社が、ちょっとだけ違う視点で見えてくるかもしれません。



企業
理
念

女性のスタッフを積極的に採用しています

主婦や学生など、結婚や妊娠も含め、女性ならではの生活の変化

も考慮し、話し合って働きやすい職場を心がけています。

地元の食材の廃棄をなくす商品開発

地域で作られるフルーツなどを使って商品開発もします。廃棄され

ている規格外のイチゴを使用し自家製のイチゴ酢ドリンクを製作。

他にも海外産が多いフランボワーズを自家農園で栽培したり、季節

のフルーツ、野菜や米粉を使った商品もあります。

「楽しさ１滴」お菓子をきっかけに、
会話と笑顔と楽しい！をお届けしたい

Patisserie La 4 区（パティスリー ラ ヨンク）菓子製造・販売

自家農園栽培のフランボワーズ 地元食材の廃棄を少なくする商品開発

福島県伊達郡国見町藤田字北 63-1　☎024-563-1972

https://bit.ly/3h33EW5

Specification
ファイルの見方

企業が特に取り組んでいるSDGs

表紙ウラの17個のマークに対応し

ています

右上のマークで示したＳＤＧｓをど

のような方法で 取り組んでいるか

紹介しています

どんなお店が取り組んでいるか、

ＨＰを見たり、店舗に足を運んで

みてください
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企業
理
念

笑顔ひろがる写真館
「和顔愛語」愛と優しさでおもてなし

有限会社 光陽スタジオ写真館

店頭で販売中のフェアトレードチョコレート

福島県伊達市保原町元木 89-1　☎024-575-3480

http://www.koyo-studio.com

女性のスタッフを積極的に

採用しています

結婚や妊娠・出産による仕事の

制限を減らすために、短時間勤

務制度や育児休業制度を採用し

ています。また、スタッフとの

コミュニケーションを密にし、

個々人の働き方の要望を汲み取

るようにしています。正社員だけでなくアルバイトも含め殆どが女

性スタッフであり、管理職にも女性を登用しています。

フェアトレードの商品を店頭で販売しています

フェアトレードとは、途上国で作られた作物や製品を適正な価格で

輸入・販売することで、生産者の生活向上を支援し、貧困問題の

解決を目指す貿易の仕組みと言われます。フェアトレード商品を取

り扱うことで貧困問題を知るきっかけにも繋がって欲しいと考えて

います。

企業
理
念

夢を叶える応援団 !!
～すべての困難は自分を高める課題と捉え努力する人間作り～

志学白雲館　はくうんかん児童クラブ教育業

主体性をもって学習に取り組む生徒達

福島県伊達市梁川町中町４２-３　☎024-577-2292

https://hakuunkan.com/

それぞれの発達段階に合わ

せて、子どもたちが夢の実現

に向け学習を進めています

授業だけではなく、自主的な学

びができるように環境を整備

し、主体性を持った学びを支援

しています。入試の先にある社

会に出たときに、自己修養でき

る学ぶ力を身に付けていってほしい。児童クラブでは保育だけでな

く、教育環境も提供して学習の充実を図っています。

貧困の連鎖を生まないためにも

質の高い教育の場を地域に作りたい

経済格差の原因の一つに、教育格差があげられます。地域間格差

を是正するため、地域に根差した塾を開校。ひとり親世帯の負担

軽減をはかるため月謝等の減額も行っています。
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企業
理
念

地域で活躍できる「ひと」と「まち」の繋がりを大切にしています

退職された方、女性も積極的に採用。地域で活躍できる場を作る

ことで役割や責任感を持ってもらい、活力のあるまちに貢献したい

と思っています。

世代を超えて楽しめる庭造りを提案

お客様の要望を聞き、その人が無理なく長く楽しめる庭造りを提案

しています。木々の成長や環境などを考慮し、２０年後、３０年後

を見据えて緑を楽しんで頂けるよう取り組んでいます。

花と緑に囲まれた
彩りのある暮らしのお手伝いを

有限会社　羽賀造園土木造園業

高齢者や初心者にも無理なく楽しめる庭 リタイヤした方にもやりがいと活躍の場を

福島県伊達市月舘町月舘字坊畑１２-１　☎024-573-3553

https://www.haga-den.com/

企業
理
念

自然を感じるおいしさと、保

存料や添加物を使用しない安

全な食品づくりを

お客様に安心安全なジェラート

をお届けできるよう、食材選び

から材料の下処理、温度管理や

保存状態、製造後の洗浄まで

徹底した管理・作業を心がけて

います。

地産地消を第一に町内、県内産にこだわった

農作物を使用しています

農家の方と直接取引をすることで、より新鮮で且つ完熟した１番お

いしさが詰まった状態で加工、提供できるように努めています。

地域での消費を助け、新しいおいしさを提案できるよう商品開発を

しています。

地産地消の旬が詰まった
地域に愛されるジェラートづくり

Gela319飲食業

地域の素材にこだわった自慢のジェラート

福島県伊達郡国見町山崎東滝山２０　☎090-7078-3190

http://www.saikyusetsubi.co.jp
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企業
理
念

地域の食材とまちとひとをつなぐ「ふうどいちば」を定期的に開催

地域の農家さんや職人さんたちに声をかけ、その土地のおいしさや

魅力を発信する「ふうどいちば」というグループを立ち上げました。

定期的にマルシェを開催し、食の魅力を通じて人との繋がりをもて

るまちに貢献したいと考えています。

女性も働きやすく、やりがいをもって長く働ける職場づくり

過去の従業員も含めると、女性７割：男性３割。立ち仕事で体力も

必要な職業ですが、フォローしあって楽しくやりがいをもって働ける

職場を心がけています。従業員の本当の笑顔がお客様にも伝わるか

らです。もちろん産休・育休制度も積極的に取り入れています。

地元の豊かな食材を通しての地域貢献

ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ Ｌａ　Ｗａｓａｂｉ飲食業

福島県伊達市保原町字市柳町 1-1　☎024-575-5363

https://www.facebook.com/La.Wasabi2002/

企業
理
念

「限りある資源を大切に」温暖化防止のためにも自然エネルギーを

社屋の屋根に太陽光発電を設置、太陽光発電事業にも参加しており

ます。照明等に人感センサーの導入やエアコンの温度設定など、節

電を意識することでかなりの電気エネルギーの無駄を削減しました。

まずは従業員の健康管理から

仕事に集中し従業員が健康をおろそかにしないよう、血圧測定器

や体重計、コロナ禍対策として非接触温度計・エタノール除菌スプ

レー・マスクを常時設置し、一人ひとりの健康管理に努めています。

すべての人に光ある生活を

株式会社 鈴電エンジニア設備業

太陽光パネルを設置した社屋 良い仕事は従業員の健康から

福島県伊達市伏黒字上ケ戸 71-6　☎024-583-4612
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企業
理
念

地元の繋がりを大事に

パートナーと力を合わせ、地元の産品を紹介

地域に根差した「持続可能性」を重視し、農商工の経済活動が担

い手をしっかりと育て、つながり、支え合いを深めるために、生産

者が出荷組合を組織し、農産物や特産物を「くにみ市場」を通し

て提供しています。また、国見町商工会青年部により開発された「国

見バーガー」や国見町産のコメを活用した純米吟醸酒、純米大吟

醸酒「あつかしさん」等の道の駅ならではの商品も販売しています。

みつけよう  そだてよう
つたえよう  つなげよう

国見まちづくり株式会社（道の駅国見あつかしの郷）小売業

大型車も停められる広々とした駐車場 名産品を求め多くの人で賑わう売場

福島県伊達郡国見町大字藤田字日渡二 18 番地 1　☎024-585-2132

http://www.machizukur i-923.co.jp/

企業
理
念

生産者の方と直接取引を行うことで、流通に乗せられない規

格外品などを使用し、食材の廃棄を少なくしています

食品の流通過程では、ほんの少しの歪みや傷で廃棄されていたり、

非常に廉価で売買されているものが多くあります。パティシエとし

ての技術で、生産者に適切な利益を生みだすことができます。

バイオマス原料のレジ袋を使用し、環境保護に努めています

販売の過程でも環境配慮を目指し、植物原料のレジ袋や紙箱など

を使用しています。

食を通じ、生活の質を高め
地域の魅力を発信する

株式会社草原社／パティスリーアリュメット菓子製造・販売

地域の季節の食材を使ったケーキ 作業風景も見れる店舗外観

福島県伊達市保原町上保原細田入１０-１　☎024-574-2300

https://www.p-al lumette.com/
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企業
理
念

いちごから笑顔

株式会社松葉園農業・飲食業

規格外のいちごから
開発した
「フローズンコットン」

「いちごサイダー」

福島県伊達市霊山町山戸田字上落合４２番地　☎024-586-1108

http://matsuba-en.jp/

規格外のイチゴから新商品を開発

食品ロスを減らし、地域の新しい特産品を生

み出しました

出荷できない規格外のいちごを冷凍加工した「フ

ローズンコットン」や、規格外のいちごからシロッ

プを抽出した「いちごサイダー」を開発し、販

売しています。これにより食品ロスを大幅に減ら

しただけではなく、地域のお土産や贈答品とし

て、新しい特産品を生み出すことができました。

男女問わず高齢者も含め、みんなが働ける

職場づくりを心がけています

男女問わず、60 歳を過ぎた方もスタッフとして

採用しています。また、農業は重労働ですので、

一部に負担や無理がないよう、個 人々と話し合っ

て働きやすい職場環境に努めています。

企業
理
念

小さいお子さんを育てている方も

安心して歯の治療ができる環境づくりを

子育て中の方、特に小さい乳児を育てている方は自分のことは後回

しになりがちです。しかしその時期に虫歯や歯周病になる方も多く、

親子で健康で過ごすためにも大切な時期です。当院では保育士資

格を持つ従業員を配置し、子どもを預けられない方も安心して治療

に来ていただける配慮をしています。その他にもキッズスペースや

おむつ替え台の設置など、子育て中の方が来院しやすい環境づくり

に取り組んでいます。

全身の健康はお口から

トオル歯科医院医療業

おむつ替え付きの広々としたトイレ 車いすの方にも配慮した玄関

福島県伊達郡桑折町大字万正寺字道東７-３　☎024-582-617０

http://fukushima-tooru-dental.com/
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企業
理
念

花と笑顔あふれ夢ひろがるふるさとづくり
月舘の個性を大事に「こころのふるさと」を目指して

つきだて花工房　つきだて交流館もりもり宿泊サービス業

福島県伊達市月舘町下手渡字寺窪７　☎024-573-3888

https://t-hanakobo.jp/

自然あふれる美しい月舘の良さを五感で感じてほしい

地産地消はもちろん、田舎暮らしを体験する教室やイベント、貸農

園も行っています。月舘の土、空気、人とのぬくもりにふれ思い出

を作り、「こころのふるさと」の場所になってほしいと思っています。

周りのためになる「傍楽（はたらく）」の精神を大事に

広大な庭園の手入れも含め、多岐にわたる業務を従業員で手分けし

て行っています。高齢の方や女性の方も積極的に雇用し、得意な

分野を活かし、みんなで助け合いながら働いています。

手入れを欠かさない園庭と入口 収穫した地域食材で作る農園カレー

企業
理
念

みんなが無理せずに取り組める

支援の輪を作りたい

聴導犬支援自動販売機をスーパー

マーケット 14 店舗、ペッツ・マム

3店舗の合計17店舗に各1台ずつ

設置しています。こちらの販売機の

売上げの 5％を聴導犬育成募金とし

て、日本聴導犬協会へ寄付してい

ます。

食品ロスを減らすべく、廃棄食品の減少に企業内・外で取り

組んでいます

企業内にチームを設け廃棄食品を減らす工夫を考えています。また、

店舗内で発生する食物残渣をパートナーシップ企業の東日本興産様

に回収いただき、堆肥として再活用するリサイクルアライアンスを

行っています。

郷土を愛し、お客さまと共に歩み
共に伸びる

株式会社 いちい小売業

聴導犬支援自動販売機

福島県福島市さくら1丁目 2 番地の１

https://www.ichi i -yume.co.jp/
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企業
理
念

子どもも保育者も笑顔になれる職場・まちづくり

積極的な産休育休制度、保育士の優先的就労支援や、保育教諭等、

所得の低い職業の社会的認知度を高める活動、地域の交流館、学

校、福祉事業所、近隣住民と計画的連携を図っています。保育の

拡充、施設の増設などを通じ、待機児童解消に向け働きやすい地

域作りを目指しています。

電気の見える化を行い、エコを身近に感じられる環境作り

使用している電気を目で見て意識できる取り組みをしています。

全ての子どもに
良質な教育・保育を提供する

学校法人保原シャローム学園教育業

整理された明るく広々とした園内 電気使用量が表示される時計を設置

福島県伊達市保原町字宮下 23-25　☎024-597-7115

http://hobarasholomacademy.com/

企業
理
念

良い会社にしましょう
～常に進化する企業を目指して～

上町 CHEERS酒造・飲食業

お土産にもなる地ビール

福島県伊達郡桑折町字上町 72-1　☎024-563-3862

https://www.uwamachi-cheers.com/

地域の可能性

まちで生まれ、まちに返る、循環したまちづくりを目指しています

桑折町が発祥の地と言われているリンゴ「王林」を使った地ビール

をはじめ、5 種類の地ビールを製造しています。まちの新しい名産

品、新しい名所となり、人々が集うことでまちを盛り上げたいと思っ

ています。また、桑折ワイナリーの計画やアレルギーの少ないヤギ

のチーズの開発なども視野に入れ、生産者と消費者をつなげる橋渡

しをしたいと考えています。新しい名産品から新たな雇用が生まれ、

自然を守ることにも繋がります。

地ビールの大きな樽が目を引く店舗入り口
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企業
理
念

不要になったコピー用紙を裏紙として再使用しています

仕事上、書類の内容を確認するため多くのコピー用紙を印刷するこ

とになります。ペーパーレス化の時代かもしれませんが、一つ一つ

正確に作業するには印刷して確認することが大事だと考えています。

ただし、不要となったコピー用紙をそのまま処分するのではなく、

裏紙として再使用することにより両面すべて無駄なく使用していま

す。

一つ一つ正確に

司法書士ひなた事務所資格サービス業

話しやすい雰囲気を心がけた明るい事務所 不要になった裏紙の再使用

福島県伊達市保原町大泉字大地内１４３番地１　☎024-572-6551

企業
理
念

素材にこだわった店舗オリジナルのマイバッグを製作・販売

エコバックを持つ習慣を一人でも多くの方に

当店のオリジナルバックを製作・販売。多店舗のお買い物にも活用

してもらい、脱プラスチックによる環境保全に貢献しています。

季節ごとに旬のフルーツを地元の農家さんから仕入れ

地域のおいしい果物のＰＲと地産地消に貢献しています

地域フルーツの新しい魅力を再認識してもらえるよう素材と向き合

います。見た目にも味にも満足いただけるケーキを意識しています。

可愛らしい店づくりと花束のような
フルーツタルトで笑顔をお届けします

Mains de Chaton（マンドゥシャトン）菓子製造・販売

季節限定のメニューも数多く並ぶ 地元のフルーツの新鮮さを活かしたケーキ

福島県伊達市梨子木町３２-１３　☎024-502-9562

http://www.mains-de-chaton.com/
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企業
理
念

健康への取り組みを積極的に

開催、発信しています

2019年に「令和元年は健康元

年、めざせ健康寿命日本一」を

テーマに健康キャンペーンを展

開しました。

2019年12月には減塩サミット、

2020年2月には県民が健康に

なるためのシンポジウムを開催しました。他にも健康につながる取

り組みや事業などを取り上げ、日々広く発信しています。

「働く幸せを実感できる企業風土を創出する」

一人ひとりが自分の仕事にやりがいを持ち、喜びを感じてもらえる

ように努めています。責任のある仕事をすることで、やりがいを持っ

て働く幸せを感じることに繋がっていくのでは考えています。

福島の今を伝え明日をみつめる

福島民友新聞社新聞業

２月に開催した
「県民が健康になるためのシンポジウム」

福島県福島市柳町４-２９　☎024-523-1199

https://www.minyu-net.com/

企業
理
念

２歳児からシニアまで、年齢

や目的に応じたクラスを設定

幼児から英語に触れ、身近に感

じることで、英語や外国の方と

話すことに抵抗がなくなります。

一番大事なことは「楽しむこ

と」。どんなことも「楽しい！」

と感じることができれば続けら

れます。そしてあるタイミングで「楽しい！」から「できる！わかっ

た！」に繋がります。語学学習にゴールはありません。グローバル

社会を生きる子どもたちに必要なのは「生きた英語」です。目先の

成績や試験のためだけの英語力ではなく、コミュニケーションを図

る力を育成しています。

教えるスタッフも子育てと両立　キャリアアップに挑戦

英語以外に国語や算数のクラスもあります。自身の得意分野を最大

限に生かしながら働くことができます。

世界へはばたく子ども達の未来のために！
「楽しい英語」から「できる英語」へ

ECC ジュニア 西ノ内・南福島・笹谷・八木田・飯坂学習センター前教室教育業

明るく楽しい授業を

福島県伊達市保原町西ノ内８７　☎024-575-4678
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企業
理
念

ペットは大事な家族！人とペットの心地よい共生社会を推進

人とペットがお互いに心地よい関係を作っていける環境のお手伝い

をしています。動物の福祉向上、保護犬に関する支援も積極的に

取りくみ、アニマルシェルターや動物病院等と連携して、動物と人

が共生できるより良いまちづくりを目指しています。

育児中の女性でも働きやすい職場を目指しています

育児中の方でも働きやすい環境を目指しています。子供を連れても

出勤できるように職場を整え、いざという時でもスタッフ同士がフォ

ローしやすい環境を心がけています。

感 謝

ペットサロン　Animal 保原店ペットサービス業

福島県伊達市保原町字赤橋 10 番地 2　☎024-573-7738

http://sd-kk.com

企業
理
念

あえて大量仕込みはしない！大満足のおいしさをお手頃価格で

あえて魚の種類を限定し買うことで、低価格で高良質のものを提供。

お客様に合わせ魚をさばくこと、いいものが入ったらその分だけ仕

込むことで鮮度を保ち、さらに食品ロスを減らしています。

他店と連携し「まるぎんまつり」を開催

「わざわざ来たくなる」店づくりとまちづくりを

イベントをきっかけに月舘の魅力発信、活性化につながる取り組み

をしています。地域と人との繋がりを大切にしています。

お客様が気に留める店づくり
お客様の心をつかむ店づくり
お客様に選ばれる店づくり

鮮魚・仕出し・宴会　まるぎん販売・飲食業

良いものを少量。低価格・高品質な品揃え 作りおき・大量仕込みはほぼしない

福島県伊達市月舘町布川字赤井堂８　☎024-572-2039

https://www.facebook.com/tuk idate.marugin/
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企業
理
念

学びの複合施設「アカリ」・自己表現の場「空想マルシェ」

地方における多様な出会い・文化との接点の希薄さを解消するため、

文化的で学びのあるイベントの企画などを開催。毎年秋には、「空

想マルシェ」という自己表現の場を作り、多くの参加者、出展者を

募り、交流や新しい発見の機会となるよう企画しています。

地域内で経済が循環する仕組み

地域食材を使った飲食店の誘致、都市部に就職した人向けのまち

への関わりしろを提供しています。

この地域に暮らす人々が
持続的に営み続けられるまちをつくる

株式会社　家守舎桃ノ音家守・地域サービス業

桃ノ音　空想マルシェ 交流の場となるフリースペース

福島県伊達郡国見町大字山﨑字館東 14-8 アカリ　☎024-573-9013

https://yamorisyamomonone.com

企業
理
念

清潔でキレイなトイレ環境を提供するための

サニタリー商材のレンタルに力を入れています

不特定多数の方が利用する施設に向けてノータッチ式のサニタリー

ボックスや便座除菌クリーナーを提供しています。クリーナーは補

充式のものを広く勧めており、使い捨てのカートリッジの削減にも

繋げています。

清潔な環境は健康な心と身体の近道です

ハウスクリーニングや衛生用品など「日々の気持ちいい！」を総合

的にご案内しています。清潔な住環境、清潔なまちづくりが、子ど

もからお年寄りまで人々の安心と健康への近道だと考えています。

清潔・きれいをプロデュースいたします

株式会社 ナオエ清掃サービス業

再使用できる
補充式の衛生品を
進めています

福島県伊達市霊山町掛田字段居 13-1　☎024-586-1816
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企業
理
念

自然エネルギーから作り出す新たな仕組みの発電装置の開発

オール電化の家庭が増えたことにより、震災時に停電になるとパ

ニックになる家庭も出てきます。そんな時のためにも、太陽光から

電源を貰い空気を圧縮して蓄積させる「空気圧縮発電装置」の研

究をしています。実用化まではまだまだですが、可能になれば国外

の電気が無い場所でも簡単に電気を作ることが出来ると考えます。

持続可能で安定的なエネルギーをみんなに。そして1次エネルギー

を使わない自然でクリーンな電気の活用を目指し今後も取り組んで

いきます。

「未来を見据えた住まい造りを」
日々新しいことに挑戦をしています

株式会社ユー企画創建建設業

「空気圧縮発電装置」の研究 持続可能でクリーンなエネルギーを

福島県伊達市保原町字大和６番地　☎024-575-1905

http://date-reform.com/

企業
理
念

ワークライフバランスを考えた末、フリーランスに

出産を機に企業を退職、後にフリーランスのデザイナーになりまし

た。仕事も育児も私にとって欠かせないものだったため、子供の成

長に合わせ仕事＆育児を両立できるようチャレンジを重ねています。

デザインは企画段階から携わらせていただいています

様々なお仕事の中で、川俣町で昔から愛されている手作り飴をリデ

ザインさせていただきました。魅力的な物や企業の発展をデザイン

で応援することで、良い地域循環の一端を担って行きたいです。

クライアントの発展をデザインで応援

yumi takano Designデザイン業

川俣「竹屋」さんの飴をリデザイン ミニマルな結婚式招待状

福島県福島市上鳥渡字前 37-9

http://yumitakano.design/
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企業
理
念

個人の成長に細かく対応

生徒みんなが

「なるほど！わかった！」と

思える授業を

Ｄｒ関塾は一人ひとりの学力に

あわせた「完全個別指導教室」

です。生徒は実にさまざま。一

人ひとりの要望、個性をしっか

り受け止め成長を見守りながら教えることで、取り残さない教育を

心がけています。

元気な挨拶から生まれる自信と豊かな人間関係

挨拶もハキハキと！挨拶はすべての生活の基本です。勉強を教える

だけではなく、さまざまなシーンで元気な挨拶を心がけています。

元気な挨拶から個人の自信や豊かな人間関係が生まれ、明るいま

ちづくりにも繋がると考えています。

人から人への教育

ドクター関塾保原校（有限会社 AEL）教育業

一人ひとりに向き合い寄り添う教育を

福島県伊達市保原町一丁目 1-2　☎024-563-6066

http://www.kanjuku.co.jp/

企業
理
念

女性ならではのアイデアを取り入れて幅広いお客様に気に入っ

ていただける料理提供につなげています

女性従業員が働きやすいように職場環境を整えるように意識してい

ます。また、女性ならではの意見も積極的に取り入れることで、お

客様への心配りや丁寧な接客に繋がっています。

食品ロスをなくすために、仕入れを最小限にしています

宴会なども多く、食べ残しや過剰な食品ロスが出ないように意識し

てメニュー作りや仕入れをしています。

居心地よく安心できるお店
新鮮な魚と料理と共に特別な時間を

有限会社グリーンすぽっと　すし辰飲食業

女性のすし職人が活躍しています 店内入り口

福島県伊達市右城１　☎024-583-3974
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企業
理
念

幸 せ

株式会社伊達丸コーポレーション不動産業

福島県伊達市保原町字十丁目１４番地１　☎024-529-7488

http://www.datemaru.com

ライフワークバランスを考慮した働き方を推奨・実践

従業員には仕事だけではなく、プライベートも充実した日々が送れ

るよう、年間休日１９０日以上を目標にしています。健康診断や福

利厚生、育休・産休制度も積極的に取り入れています。営業時間も

短縮することで節電に。

住み続けられる家が住み続けられるまちに繋がります

日本では約26年周期で家が壊されています。古い家をリノベーショ

ンし提供することで、空き家を少なくし、ひいてはまちの維持、発

展に貢献しています。

企業
理
念

環境美化事業「はじめよう美しい地域づくり ふくしま 59 未来

プロジェクト SDGｓ×おもてなし」をスタート

大きなイベントのある前週の休日に自宅や事業所、地域といった身

近な場所で、３密にならずに清掃しましょうと県民に参加を促して

います。来県者のおもてなしにつなげようと、花で地域を彩り、ヒ

マワリの種まきも呼び掛けています。

会社全体で環境への配慮に取り組んでいます

コピー用紙削減や封筒の再利用、新聞用紙の再生紙利用、室内電

力の省エネ推進など、環境への配慮を積極的に進めています。

日本一の地方新聞をつくる

福島民報社新聞業

県内の美化事業の取り組みを紹介、参加も呼びかけます

福島県福島市太田町 13-17　☎024-531-4020

https://www.minpo.jp/
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企業
理
念

住みやすい暮らしやすい家が一人ひとりの健康と笑顔に繋がります

家の中の温度差を減らすことや、アレルギー症状を軽減させること

は、医療費の削減・日々の健康へつながります。また、日射や自然

風をコントロールし省エネで暮らすための説明書もお客様へお渡し

しています。太陽光発電による創エネも行っています。

働きがいのある職場づくり・他社と連携して質の高い仕事を目指す

設計、監理、施工それぞれに男性も女性も平等に活躍の場があり

ます。

ご家族が健康で快適に生活できる
省エネで丈夫な家をつくります

株式会社　渡辺工務店建設業

よい家づくりは、住まう方の健康や環境、資源を守ります

福島県伊達市梁川町字小梁川 27-1　☎024-577-0409

https://www.watanabe-cc.co.jp/

企業
理
念

農業経営の指標となる第三者認証JGAP［桃］を2019年取得

食の安全はもちろん、労働安全や環境保全など生産工程を管理す

る考え方を取り入れ持続可能な農業経営を日々取り組んでいます。

この土地で採れるおいしく豊かな果物から、新たな価値と魅

力を広めていきます

幻と言われる貴重な天津桃の生産、普及に取り組んでいます。真っ

赤な実から生まれる新しい可能性とおいしさを伊達の新名産品とし

て、多くの人・店とコラボレーションしながら開発、商品化しています。

一粒の種から生まれる恵みを里作りに

有限会社　伊達農園農業

ＪＧＡＰ認証を取得した「桃」 幻と言われる「天津桃」

福島県伊達市箱崎字 21-1　☎024-583-4631

http://datenouen.com/
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企業
理
念

シチリアの伝統料理と文化を
地域食材を通して伝える

Trattoria da Martino（トラットリア ダ マルティーノ）飲食業

福島県伊達郡国見町大字山崎字舘東14-8 アカリビル1Ｆ ☎024-573-9014

https://www.facebook.com/trat tor iadamar t ino/

紙製ストローの使用＆プラスチック製品を極力使いません

おいしい食材は豊かな自然からしか生まれません。自然環境を守る

ためにプラスチック製品を極力避け、テイクアウトの料理も紙製の

パックで提供しています。

食材に旅をさせない。地域で食べ、無駄なく自然に返す

地元農家から直接旬の野菜や果物を仕入れし、時には必要な品種

をわざわざ育ててもらうことも。調理の際に出る生ゴミは分別し、

肥料として自然に返すように工夫しています。また、食品ロスを減

らすため、お客様に食べ残しがないオーダーをお願いしています。

紙パックを使用したテイクアウトメニュー 地域食材を多く使った料理の品々

企業
理
念

社員教育として定期的に生涯学習セミナーを受講しています

自分で考える力を身につけることが働きがいのある仕事や起業に繋

がると考えています。また、社員の意見も積極的に取り入れること

で、やりがいを持ち働く楽しさを感じてもらえると実感しています。

まちのイベントや商店街の取り組みに積極的に参加しています

地元の祭りや商店街のイベントを企画したり、まちを盛り上げる事業

に積極的に参加しています。子どもたちから高齢者まで安全で楽しく、

ひとの繋がりをもってあたたかいふるさとになってほしいからです。

事業誠を悉くし
和を以て社会に貢献する

株式会社たじまや小売業

生涯学習を定期的に開催 地域を盛り上げるイベントに積極的に参加

福島県伊達市保原町字六丁目 10 番地　☎024-575-3186
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企業
理
念

安全・安心と社会・環境に配慮した付加価値商品・サービスの提供

付加価値のプライベートブランド（農作物、冷凍食品・ファストフード・

お土産品）を提供しています。また、地産地消商品の企画・開発

を進め、伊達市産食材の積極的な活用を目指しています。

女性・高齢者の活躍への支援、働きがいのある職場環境

働きやすい店舗設備の導入を推進しています。産休、育休だけでは

なく、看護、介護休暇の利用も進めています。中学生の職場体験の

受入や高校・大学生への出前授業を実施し商品開発も行っています。

伊達市の魅力発信、特産品の開発
地域間交流を通した地域活性化

道の駅伊達の郷りょうぜん (一般社団法人りょうぜん振興公社 )小売業

お子様連れや高齢者にも配慮した施設 地元食材を使用した人気の「伊達鶏釜飯」

福島県伊達市霊山町下小国字桜町 3-1　☎024-573-4880

http://michinoeki-datenosato-ryozen.jp/

企業
理
念

人や環境に配慮した製品の提供と家具再生事業を行っています

長く使い続けることが出来る家具を取り扱うことにより、自然と環

境への配慮をした製品を提案しています。

使い捨ての家具ではなく、直して使える家具を販売し、それを修理・

再生することで、有限な資源を大切にし、持続可能な利用に貢献し

ています。

ステキな家具との出会い

株式会社水口家具センター小売業

まるで新品のように生まれ変わる家具の再生事業例

福島県伊達市保原町字 4 丁目 2 番地　☎02-575-2259

kagu-mizuguchi.j imdofree.com



18

企業
理
念

女性・男性を問わず、家庭に応じた勤務シフトや休暇の取得

基本的にはシフトを組みますが、子供の病気等があった際に気兼ね

なく休暇をとることを可能とし、無理なく継続的な勤務が出来るよ

う取りはからっています。

各分野の方とのパートナーシップを大切にしています

他業種との連係が欠かせない分野の仕事であるため、各専門分野

の方々との繋がりを大事にしています。滞りない処理が行えるよう、

相手の事情や状況をふまえて依頼や打ち合わせに臨んでいます。

反復・継続・丁寧

菊池総合事務所（土地家屋調査士・行政書士）資格サービス業

事務所外観 整理整頓され、働きやすい事務所

福島県伊達市保原町字東野崎２番地３　☎024-575-1133

http://k ikuchisogo.web.fc2.com/

企業
理
念

未来に受け継がれていくものづくりとまちづくりを
次世代が継承し続けられる基礎を創っていきたい

熊坂製材所製材業

端材を利用した商品の開発

福島県伊達市月舘町御代田字川原８３－３　☎024-572-2506

https://www.facebook.com/kumachanwood/

ユーザーの声と繋がりを大切に

本当に必要なものを届けたい

建築の中で木材は大量生産や

加工のしやすさが優先されがち

になっていますが、本来の木の

特性や個性は種類で大きく異な

ります。お客様の声を聞き、用

途や環境に合わせぴったりの個

性の木を提案することで、長い年月にも耐えられる家づくり、もの

づくりができます。

木材を加工する過程で出る端材を有効活用

切れ端や木の形、模様を生かして、生活の中になじむ商品の開発、

提案をしています。今ある自然を変えず、その中で新しくできるこ

とを目指しています。
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企業
理
念

省エネの業務冷凍庫を導入し、大幅に電気使用量を削減

普段から節電を意識して作業効率を考えています。機械もなるべく

省エネタイプを選び、冷凍庫はインバーター式のものへ切り替えた

ことで、大幅に電気使用量を削減することに繋がりました。

家族との時間を大事に。従業員もお客様も笑顔になる工夫を

従業員にも家族のイベントを大事にしてもらうため忙しい土日でも

休めるよう仕込みを調整。また、パンはお年寄りやお子様も食べや

すいように柔らかでしっとりとしたものを多く取り揃えています。

当たり前のことを当たり前にする。
お客様にも製品にも実直な姿勢を。

Bakery Sakuma（ベーカリーサクマ）飲食業

卵アレルギーの方もわかりやすいプライスカード

福島県伊達郡国見町藤田字北 63-1サイトウビル1-Ａ　☎024-573-7200

企業
理
念

子育てをしながらでも気持ちよく働ける

お互いの立場をフォローしやすい職場環境を

職員は女性が多く立場も年齢も様々です。子育てしながら働いてい

る職員も多いため、勤務体制などを女性目線で考え、お互いに助

け合いながら休みやすい環境を作っています。

食の大切さを知ってもらいたい

食育として保育園で野菜を育てています

毎日食べるものに興味を持てるように野菜を園内で育てています。

収穫までの成長に触れることで子どもたちの興味・関心に繋がります。

リボンのように強く結ばれた絆を大切に
保育者が保護者と共に寄り添いながら
一緒に子育てをしていく

グローバルラブ㈱ Ribbon 保育園 かまた・だて教育業

福島県福島市鎌田字古館 32-3　☎024-554-0868

https://r ibbonhoikuen.co.jp/
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企業
理
念

住む人と地球にやさしい家造りをします

引地工務店 株式会社建設業

福島県伊達市保原町字赤橋１-２　☎024-576-2215

住宅の高性能化により住い手の健康寿命を伸ばすことで

福祉に掛かる費用を減らします

日々が快適で負担の少ない環境になれば、事故や病気へのリスク

も軽減できます。ひいては家族の明るい笑顔に繋がると考えます。

各地域の風向きや特徴を捉えるとともに

家族構成や時代の変化に対応できる間取りを提案します

その家に住む家族が主役です。流行りや見た目だけではなく、一つ

一つ丁寧に、長く楽しく暮らせるお家づくりをサポートします。

リフォーム事業にも力をいれ、空き家の再活用も推進しています

Before A f t e r

企業
理
念

「健康はすべてではないが健康を

失えば全てを失う」を合言葉に

来院する患者様、お客様が永続

的に健康でいられるように施

術、トレーニングを通して多く

の方に健康の大切さを伝えてい

ます。また、自宅でも簡単に取

り組めるトレーニング方法など

も発信しています。

女性も働きやすい環境を

女性の患者さんもリラックスして相談しやすい環境を

積極的に女性を採用しています。女性ならではの体の悩みや生活

の変化に考慮し、働きやすい環境を心がけています。女性スタッフ

が多いことで、女性の患者さんも相談しやすい雰囲気や配慮に繋

がっています。

「人は変われる」を証明する

株式会社 ITO total health care健康・医療

仲間として信頼しているスタッフ達

福島県福島市鎌田字一里塚 5－18　☎024-573-0838

https://www.kamata-shinkyu-seikotsu.com
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企業
理
念

安心して暮らせる、安全な交通、親切丁寧な
サービス　自分らしい暮らしのお手伝い

有限会社丸和保原タクシー運輸業

福島県伊達市保原町九丁目１４　☎024-575-3030

http://www43.tok2.com/home/maruwahobara /

持続可能で誰もが生きがいを

もって自分らしく暮らせる社会

の実現を目指します

「自分の家でいつまでも自分ら

しい暮らしがしたい」そのお手

伝いを仕事にしています。介護

タクシーに力を入れており、高

齢者、障害者などが安心して自

分らしく暮らせるように、身近に安心して利用できる地域交通の実

現に貢献していきます。

経済も安全も安心も

持続可能な地域の実現を目指します

定期的に事故防止講習会を実施し事故ゼロを目指しています。

また、行政や農商工業者などと連携し、地域振興や観光の促進も

含め、みんなが住み続けられるまちづくりに貢献していきたいと思っ

ています。

力を入れている介護タクシー

企業
理
念

肩の力をぬける憩いの場、身体にも心にもあたたかさを感じてほしい

地元の方や年配のお客様も多く、憩いの場として何回も通いたくな

る雰囲気を目指しています。人々の交流も生まれ、声を掛け合うこ

とで安心して暮らせるまちづくりにも繋がっています。

スタッフはチームメイト！笑顔でのびのびと活躍できる職場を

スタッフは女性が多く年齢も立場も様々。だからこそ互いに助け合

いながら、自分で考え行動することを推奨しています。成果を感じ

無理なく働けることは、自信を持ち楽しく働くことに繋がります。

あしたが生まれる郷
～また来たくなる心の郷を目指して～

美肌の湯　うぶかの郷宿泊サービス業

人々の交流の場にもなるロビー 地元の名産品や新鮮な野菜が並ぶ売店

福島県伊達郡桑折町大字南半田字川端２２　☎024-582-4500

https://www.k-ubuka.com/
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企業
理
念

電気と水でお客様により良い暮らしを

齋藤電建工業株式会社設備業

多くの従業員が務め

地域に根付いた会社づくりを

福島県伊達市保原町字宮下４３　☎024-575-3194

安心して飲める水が一人ひと

りの健康に繋がります

安全な水と衛生設備の推進、維

持管理に努めています。古くなっ

た配管の点検や水漏れなど、大

事なライフラインの維持管理に

責任をもって取り組んでいます。

不要になった消火器の効率的な回収を進め、老朽化消火器の

破裂事故を防止しています

消火器に期限があることを知っていますか？見落としがちな消火器

の確認を呼びかけ、回収した消火器のリサイクル率向上により、一

人ひとりの安全を守るだけではなく、限りある資源の有効活用を進

めます。

企業
理
念

女性のスタッフを積極的に採用しています

主婦や学生など、結婚や妊娠も含め、女性ならではの生活の変化

も考慮し、話し合って働きやすい職場を心がけています。

地元の食材の廃棄をなくす商品開発

地域で作られるフルーツなどを使って商品開発もします。廃棄され

ている規格外のイチゴを使用し自家製のイチゴ酢ドリンクを製作。

他にも海外産が多いフランボワーズを自家農園で栽培したり、季節

のフルーツ、野菜や米粉を使った商品もあります。

「楽しさ１滴」お菓子をきっかけに、
会話と笑顔と楽しい！をお届けしたい

Patisserie La 4 区（パティスリー ラ ヨンク）菓子製造・販売

自家農園栽培のフランボワーズ 地元食材の廃棄を少なくする商品開発

福島県伊達郡国見町藤田字北 63-1　☎024-563-1972

https://bit.ly/3h33EW5
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企業
理
念

再生紙を使用したパッケージやアレルギー対応の食材を販売

再生紙を利用したものや包装紙のいらないデザインのパッケージを

提案しています。また、アレルギー対応の材料などを各お店などに

提案し、新商品の開発のお手伝いをしています。

店舗用機械を可能な限り修理、産業廃棄物の軽減に貢献

店舗用の機械は高額でとても繊細です。新品への入れ替えを無理に

勧めず、できる限り修理をします。再生し長持ちさせることで産業

廃棄物を減らし、お店の負担も大幅に削減することができます。

個性が輝く人とお店の発展を支えます

株式会社 フクゲン卸売業

再生紙を使用したパッケージ商品 モーターを入れ替え新品同様に

福島県福島市北矢野目字舘 8 番地　☎024-553-7053

企業
理
念

様々な会社の構想をカタチにし、

産業と技術の発展をお手伝いしています

企業の思い描く新製品の構想を詳しく聞き、まだ社会に無い製品の

原型として弊社が形を具現化しています。部品や製品のはじまりを

担うことで、産業を中心とした社会基盤の醸成に寄与しています。

長く安心して働けること、定年の延長を進めています

社員が安心して働き、自らの能力を発揮できる職場環境が一人ひと

りの働きがいに繋がると考えています。職場環境の整備の一つとし

て、定年の延長を実現しました。

「社会のあたりまえの豊かさを支える」
「社会に価値を提供し続けよう」
「挑戦と確かな品質で価値を高めよう」

有限会社高田木型製作所製造業

福島県伊達市伏黒字南本場８-９　☎024-583-2848

http://www.k igataya.co.jp/



公益社団法人だて青年会議所
〒 960-0612 福島県伊達市保原町字宮下 111-2
Tel:024-575-1554（月 - 金 /10-15 時）　FAX:024-575-5064
https://www.jc681.com　Email：date-jc@siren.ocn.ne.jp

“しゃちょう”って

こんなこと考えてるんだってよ

じつは


