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岩田地崎建設（株）

A-2

当社は、建設事業を通して様々な社会の問題解決に貢献することを考えています。
その取り組みは、環境面への取り組みにも深く関与されています。2019-2020サ
スティナビリティレポートをご覧ください。 ISO14001

http://www.iwata-gr.co.jp/csr/sustainability/

（株）大林組　札幌支店

A-3

－地球に笑顔を－
地球環境に配慮し、良き企業市民として社会の課題解決に取り組み、持続可能な社
会の実現に貢献します。 ISO14001

https://www.obayashi.co.jp/ir/data/report.html

五洋建設（株）　札幌支店

A-5

【豊かな環境の創造】豊かな自然環境を後世に伝えていくことは社会生活、経済活
動の礎であることを強く認識し、地球環境に配慮したモノづくりを通じて、安全で快
適な生活空間と豊かな社会環境を創造します。 ISO14001

http://www.penta-ocean.co.jp/

（株）熊谷組　北海道支店

A-4

建設業界で初めて「エコ･ファースト企業」に認定された熊谷組は、社会的責任を全
うし持続可能な社会の実現に向けて、環境への取組みを進めています。更にSDGs
の達成に貢献する事業活動を展開しています。 ISO14001

https://www.kumagaigumi.co.jp/csr/csrreport/_2020.html

株式会社安藤・間　札幌支店

A-1

豊かな青い地球を守り、サステナブルな社会を実現するため、グループをあげて
「環境保全」と「環境負荷低減」に貢献する。

ISO14001

https://www.ad-hzm.co.jp/csr/pdf/2020/SR/SR2020_ALL.pdf

佐藤工業（株）　札幌支店

A-6

佐藤工業は、地球環境をより良い状態で将来世代に継承するために、建設活動を通
して培った環境技術・ノウハウを一層向上させ、持続可能な社会の実現に向けて社
会的責任を果たしてまいります。 ISO14001

https://www.satokogyo.co.jp/csr/index.html

（株）札幌リフォームセンター

A-7

衣食住を充足するために、創意工夫に多くの企業が取り組んでいます。気候変動の
弊害を極力最小限にする、環境保持部材の使用に今後も取り組んでいきます。

アピール点No. 環境マネジメント
システム

さっぽろ
エコメンバー

建設業



飛島建設（株）　札幌支店

A-12

当社は国際基準の環境マネジメントシステムである、ISO14001が制定された
1996年に、時を同じくして環境方針を定めました。全社員と協力会社が一丸となっ
て環境問題への取り組みを継続的に行っています。 ISO14001

https://www.tobishima.co.jp/

清水建設（株）　北海道支店

A-8

子どもたちに誇れる2030へ、そしてその先へ。世界に新しい価値を生み出すには
どうすべきか。シミズグループは常に変わり続け、何事にも挑み続けることで建設
事業の枠組みを超え，世界に新しい価値をもたらします ISO14001

https://www.shimz.co.jp/company/about/report/

（株）竹中工務店　北海道支店

A-10

当社は、創立依頼、お客様の「想いをかたち」することを通して「最良の作品を世に
遺し、社会に貢献する」ことを使命とし環境の調和、接続可能な社会を構築すること
で社会的責任を果たすよう活動しています。 ISO14001

https://www.takenaka.co.jp/enviro/es_report/pdf/2020/all.pdf

戸田建設（株）　札幌支店

A-11

当社は、2050年に向けたCO₂排出量削減目標を策定し、削減活動を全社で展開し
ています。また、ＲＥ100イニシアチブに加盟し、事業活動で使用する電力の100％
再生可能エネルギー化にも取り組んでいます。 ISO14001

https://www.toda.co.jp/

大成建設（株）

A-9

弊社は、グループ理念「人がいきいきとする環境を創造する」のもと、自然との調和
の中、建設事業を中核とした企業活動を通じた良質な社会資本の形成に取り組む
ことを環境方針や環境目標に定めています。

ISO14001

グリーン経営
その他

西松建設（株）　札幌支店

A-13

西松建設は「新しい価値をつくる総合力企業へ」目標に掲げ、環境経営先進企業に
相応しい取組を進めます。①地球温暖化防止、脱炭素②生物多様性保全、生態系に
配慮③廃棄物ゼロエミ④現場周辺の環境負荷低減 ISO14001

https://www.nishimatsu.co.jp/csr/report/

三井住友建設（株）　北海道支店

A-14

「人をつなぐ　未来につなぐ」三井住友建設は、「ひと」と「まち」をささえてつなぐ
総合建設会社として「生活の質の向上」と「環境負荷低減」を両立し、持続可能な社
会の実現に貢献します。 ISO14001

https://www.smcon.co.jp/csr/

アピール点No. 環境マネジメント
システム

さっぽろ
エコメンバー

建設業



太平洋セメント（株）

B-3

北斗市にある当社上磯工場では、年間約390万トンのセメントを製造しているが、
そのセメント製造プロセスにおいて、廃棄物・副産物を150万トン／年程度使用し
ており、循環型社会実現に大きく貢献しております。 ISO14001

https://www.taiheiyo-cement.co.jp/

JFE条鋼（株）　豊平製造所

B-2

ＪＦＥ条鋼（株）豊平製造所では、北海道内で発生する鉄スクラップを電気炉で溶解
し、鉄筋コンクリート用棒鋼製品として再生しています。省エネ、省資源を心がけ、
継続性のある鉄鋼リサイクル体制を追求してまいります。 ISO14001

北海道コカ･コーラボトリング（株）

B-4

「プラスチック廃棄物問題」について「World Without Waste」「容器の2030
年ビジョン」を目標設定し、全社一丸となり取り組むとともに、CO₂削減、リサイク
ル、水資源保護に努めています。

ISO14001
市条例

「環境保全行動計画」
市条例

「自動車使用管理計画」
https://www.hokkaido.ccbc.co.jp/

（株）北海光電子

B-5

地球温暖化を昂進する化石燃料ＮＯ！１０万年後まで核のゴミが続く原発ＮＯ！再生
可能エネルギーは天気任せ、風任せ。ではどうすればいい？あるんです、水を用い
た核融合発電の実用化に着手しました。

三菱電機（株）　北海道支社

B-6

培ってきた技術や環境への価値観を全てのステークホルダーと共有し、ともに課題
解決に取り組んでまいります。

ISO14001

https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/environment/index.html

札幌大同印刷（株）

B-1

大同印刷の理念のもと、SDGsが描く豊かな未来社会が私たちの事業活動と深く
関わっていることを認識し、モノづくりを通して新しい価値創造を生み出し、持続可
能な社会の発展に貢献していきます。 その他

https://www.dioce.co.jp/daido/iso/index.shtml

アピール点No. 環境マネジメント
システム

さっぽろ
エコメンバー

製造業



電源開発（株）　東日本支店　北海道事務所

C-1

エネルギー供給に携わる企業として環境との調和を図りながら、人々の暮らしと経
済活動に欠くことの出来ないエネルギーを不断に提供することにより、日本と世界
の持続可能な発展に貢献します。 その他

https://www.jpower.co.jp/ir/ann51000.html

北海道ガス（株）

C-2

北ガスグループは「エネルギーと環境の最適化による快適な社会の創造」を目指
し、持続可能な北海道の未来に向けて省エネ・低炭素化に取り組み、新たなエネル
ギー社会をお客さまとともに構築してまいります。

市条例
「環境保全
行動計画」

https://www.hokkaido-gas.co.jp/catalog/index3.html#company_catalog01

北海道電力（株）

C-3

持続的発展が可能な社会の実現に貢献するため、北海道電力グループは、地球温
暖化対策、大気汚染防止、化学物質管理、資源のリサイクル推進などに取り組み、
グループワイドな環境経営を積極的に進めています。

https://wwwc.hepco.co.jp/hepcowwwsite/corporate/ir/ir_lib/pdf/hepco_group_report_2020.pdf

市条例
「環境保全行動計画」

市条例
「自動車使用管理計画」

NTT東日本　北海道事業部

D-1

NTTグループは「Your Value Partner」として、事業活動を通じてパートナーの
皆さまとともにICTを活用した製品やサービスにより社会的課題の解決をめざし、
社会の持続的発展に取り組みます。

ISO14001

https://www.ntt.co.jp/csr/report.html

市条例
「環境保全行動計画」

市条例
「自動車使用管理計画」

アピール点No. 環境マネジメント
システム

さっぽろ
エコメンバー

電気・ガス・熱供給・水道業

アピール点No. 環境マネジメント
システム

さっぽろ
エコメンバー

情報通信業



キヤノンマーケティングジャパングループ

F-4

キヤノンマーケティングジャパングループは「共生」の企業理念のもと、より良い社
会の実現を目指し、さまざまな分野で社会の要請や期待に応える社会貢献活動を
実施しています。 ISO14001

https://cweb.canon.jp/csr/csr-report/

イオン北海道（株）

F-1

イオンは安全・安心な店舗・商品・サービスの提供を通じ、お客様の豊かなくらしと
北海道の環境保全の両立を目指します。これまでも、これからも、お客様とともに。
イオンの環境・社会への取組みは続いていきます。

ISO14001

グリーン経営
市条例

「環境保全
行動計画」https://www.aeon-hokkaido.jp/corporation/

花王グループカスタマーマーケティング（株）

F-3

自ら変わりそして変化を先導する企業へ、花王らしいＥＳＧ戦略を通じて大きく成長
していきます。これからも生活者や顧客の皆様に寄り添いながら世界の人々の暮ら
しや社会のサステナビリティに貢献していきます。

https://www.kao.com/jp/corporate/investor-relations/library/reports/

日本貨物鉄道（株）　北海道支社

E-1

ＪＲ貨物は全国ネットワークを有する国内唯一の貨物鉄道会社です。環境にやさし
く、安全性・定時性・大量輸定型輸送という特性を有しており、日本の経済・社会を
支えるライフラインの役割も果たしています。

https://www.jrfreight.co.jp/about/csr

北海道中央バス（株）

E-2

北海道中央バス株式会社は、地域の一員として信頼される事業活動を行ううえで、
環境保護活動に取り組むことが企業の社会的義務であると考え、地球環境にやさ
しい乗り物として、バスの魅力向上に努めます。

https://www.chuo-bus.co.jp/sub/ecology/pdf/ecology2020.pdf

グリーン経営

（株）内田洋行　北海道支店

F-2

（株）内田洋行はお客様に提供する製品・サービスのライフサイクルにおける環境
負荷低減のための取り組みとして、リユース・リサイクル・省資源に配慮した設計等
を行っています。 ISO14001

www.uchida.co.jp/company/csr/index.html

アピール点No. 環境マネジメント
システム

さっぽろ
エコメンバー

運輸業、郵便業

アピール点No. 環境マネジメント
システム

さっぽろ
エコメンバー

卸売業、小売業



（株）ローソン

F-9

グループ理念「私たちは“みんなと暮らすマチ”を幸せにします。」のもと、事業活動
において環境・社会課題の解決につながる取り組みを一つひとつ進めています。
SDGsへの貢献に積極的に取り組んでいます。

https://www.lawson.co.jp/company/activity/library/pdf/houkoku2020_s_all_read.pdf

その他

（株）北洋銀行

G-1

北洋銀行は、北洋銀行SDGs宣言」に基づき、環境に配慮した商品や金融サービス
の提供を通じて環境保全に取り組むお客さまを支援するとともに、SDGsの達成と
地域社会の発展に貢献してまいります。

市条例
「環境保全行動計画」

市条例
「自動車使用管理計画」

コニカミノルタジャパン（株）

F-5

コニカミノルタは、環境省と一般財団法人地球・人間環境フォーラムが主催する第
23回環境コミュニケーション大賞において、応募作品中最も優れた報告書に与え
られる「環境報告大賞（環境大臣賞）」を受賞しました。

ISO14001

https://www.konicaminolta.jp/about/csr/environment/report/index.html

市条例
「自動車使用
管理計画」

札幌トヨタ自動車（株）

F-6

札幌トヨタは自動車の販売・修理を通して、ハイブリッドカーの促進販売による低燃
費車の普及促進や、点検整備車両の入庫促進による燃費悪化防止、公害防止など
の環境保護活動に取り組んでおります。

ISO14001

https://sapporotoyota.co.jp/c_profile/kankyo

市条例
「環境保全行動計画」

市条例
「自動車使用管理計画」

札幌トヨペット（株）

F-7

当社は「人間尊重」の精神のもと地域社会に信頼され貢献できる会社を目指し事業
活動を行っています。お客様の笑顔の為新技術の普及に努め、次世代モビリティー
社会の実現を通して地域社会へ一層の貢献を目指します。

エコアクション21
市条例

「環境保全行動計画」
市条例

「自動車使用管理計画」https://www.sapporo-toyopet.jp

リコージャパン（株）　北海道支社

F-8

リコージャパンは事業活動による環境負荷を削減するだけでなく、製品・サービス
使用時のＣＯ₂排出量削減や使用後の資源活用まで、継続的に取り組んでいます。

https://www.ricoh.co.jp/sales/about/csr/report/

ISO14001

アピール点No. 環境マネジメント
システム

さっぽろ
エコメンバー

卸売業、小売業

アピール点No. 環境マネジメント
システム

さっぽろ
エコメンバー

金融業、保険業



リコーリース（株）

G-2

リコーリースでは，環境・社会・経済の好循環を創造し、豊かな未来への架け橋とな
ることを目指します。太陽光発電事業など、環境分野への取り組みを拡大し、事業
を通じて脱炭素社会実現へ貢献していきます。

ISO14001

https://www.r-lease.co.jp/csr/pdf/integrate2020.pdf
エコアクション21

三菱地所（株）　北海道支店

H-1

三菱地所グループは、地球環境にも配慮した魅力あふれるまちづくりを通じて、真
に価値ある社会の実現に貢献します。今後も、環境負荷低減への取り組みをより一
層加速させ、新たな価値創造に挑戦し続けます。

https://www.mec.co.jp/j/sustainability/report/

その他

一般財団法人省エネルギーセンター　北海道支部

I-1

当センターは省エネルギー技術・知識の総合的な普及啓発に努め、経済の健全な
発展に寄与するために設立され、省エネ診断や省エネセミナーなどを通じ省エネ
技術情報の提供を行っています。 ISO14001

国立研究開発法人産業技術総合研究所　北海道センター

I-2

産総研では持続発展可能な社会の実現に向け、研究開発の成果を社会に送り出し
ています。研究開発の過程においても環境に配慮するため、環境安全方針を定め、
法令を遵守して事業活動を行っております。

https://www.aist.go.jp/aist_j/aistinfo/aist_report/intent.html

その他

アピール点No. 環境マネジメント
システム

さっぽろ
エコメンバー

金融業、保険業

アピール点No. 環境マネジメント
システム

さっぽろ
エコメンバー

不動産業、物品賃貸業

アピール点No. 環境マネジメント
システム

さっぽろ
エコメンバー

学術研究、専門・技術サービス業



（株）アレフ

J-1

アレフの活動は「より良い食」の追求から「安全・安心な農業」「環境」へと拡がりま
した。自らの環境負荷を認識し、企業の責務として低減する活動や国連「持続可能
な開発目標（ＳＤＧｓ）」との関係もまとめました。

https://www.aleph-inc.co.jp/company/download/

市条例
「環境保全
行動計画」

（株）札幌ドーム

K-1

札幌ドームは、「環境方針」に基づき、お客さまのご協力のもと、「環境にやさしい施
設」を目指すとともに、「ＳＤＧｓ」を意識しながら、地域、そして地球を想って活動し
ています。

市条例
「環境保全
行動計画」

（株）セイショウ

K-2

セイショウは毎週火曜日朝礼後、各地の事業所にて周辺の清掃活動を実施する等、
地域の暮らしを支える活動と共に「ながらみまもり」を実践し、まちの美化・犯罪の
起きにくい環境づくりに取り組んでいます。

https://www.kk-seisyou.com/csr/social/

セコム（株）

K-3

ＴＣＦＤ提言に署名し環境保全に配慮した事業活動と開示に努めるとともに、持続可
能な社会に貢献することで更なる成長を目指しています。当社の重要課題を特定
し、ＳＤＧｓの１７目標との関連性を示しています。

https://www.secom.co.jp/corporate/csr/download/

ISO14001

市条例
「自動車使用
管理計画」

アピール点No. 環境マネジメント
システム

さっぽろ
エコメンバー

宿泊業、飲食サービス業

アピール点No. 環境マネジメント
システム

さっぽろ
エコメンバー

その他サービス業



札幌市環境局

M-1

札幌市環境局では事業者の環境保全の取組を支援するとともに、独自の環境マネ
ジメントシステムの運用により、市役所自らが排出するCO₂の削減や生物多様性
の保全にも積極的に取り組んでいます。

http://www.city.sapporo.jp/kankyo/management/ems_jigyosha/report.html

市条例
「環境保全行動計画」

市条例
「自動車使用管理計画」

その他

北海道環境生活部

M-4

北海道の環境の状況や環境保全等に関する施策の進捗状況などを掲載しており
ます。皆様の環境保全に対する理解を深め、行動の一助となればと思います。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ksk/hakusyo/hakusyo_top.htm

その他

北海道水産林務部

M-5

北海道では、地域で生産された木材や木製品を地域で有効利用する「地材地消」を
推進しています。「地材地消」が広がることで、地域の森林に資金が還元され、森林
整備の促進による自然環境の保全にも繋がります。

国立大学法人北海道大学

L-1

北海道大学は、「持続可能な社会実現のための原動力になる」という決意のもとに、
研究と教育、及び地域との連携を通じて、持続可能な社会づくりに貢献しています。

https://www.osc.hokudai.ac.jp/kankyo2020/

アピール点No. 環境マネジメント
システム

さっぽろ
エコメンバー

教育、学習支援業

アピール点No. 環境マネジメント
システム

さっぽろ
エコメンバー

公務・その他

札幌市下水道河川局

M-2

札幌市下水道河川局では、環境に与える負荷の低減に努めることを基本目標とし
て、清らかな水環境を保全するとともに、下水道エネルギーや資源の有効利用に努
め、循環型社会へ貢献する取組を推進しています。

http://www.city.sapporo.jp/gesui/kankyou/kankyou.html

市条例
「環境保全
行動計画」

札幌市水道局

M-3

自然の恵みである水資源を利用している水道局は、将来にわたって安全で良質な
水道水をお届けするために、水道水源の保全や省資源・省エネルギーなどの環境
に配慮した事業運営を推進していきます。

https://www.city.sapporo.jp/suido/riyosya/publicity/print/report.html

市条例
「環境保全
行動計画」



認定NPO法人　カラカネイトトンボを守る会

M-6

篠路福移湿原のナショナルトラスト運動、身近な水辺の自然保護やふれあう活動
（昆虫採集やカヌー川下り、ビオトープ作り等）を行っています。地域に残る自然を
未来の子どもたちに引き継ぐことを目標にしています。

（公社）札幌消費者協会「北海道エゾシカ倶楽部」

M-8

社会が成り立つには、自然環境が成り立っていることが前提。森林更新に重要な役
割を担うエゾシカが植生破壊を引き起こしている。解決の為、シカの全利用を目指
し、感染症も視野に入れ野生動物との共生を考えていく。

https://www.ezoshika-club.net/

札幌南ふゆみずたんぼの会

M-9

生き物の力を借りながら稲を育て、田んぼ作業や田んぼ環境教育を実施しており
ます。また、復元した田んぼとその周辺は野生生物に生息の場として提供し、生物
多様性の保全及び再生を行っています。

アピール点No. 環境マネジメント
システム

さっぽろ
エコメンバー

公務・その他

札幌市環境プラザ

M-7

札幌市の環境活動の拠点として、情報提供や環境活動団体の支援、子ども向け・大
人向けの事業、見学ツアーなどを通じ、市民が環境問題を自分ごととしてとらえ、日
常で取り組むきっかけづくりを応援しています。

市条例
「環境保全
行動計画」



ISO14001 エコアクション21 グリーン経営
北海道環境

マネジメントシステム
スタンダート（HES）

エコステージ

環境保全行動計画

http://www.city.sapporo.jp/kankyo/management/ecomember/

※詳しくはホームページ等で検索ください

札幌市環境局環境都市推進部　環境政策課
〒060-8611　札幌市中央区北1条西2丁目　札幌市役所本庁舎12F

TEL.011-211-2877　FAX.011-218-5108
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/management/

札幌市では「札幌市生活環境の確保に関する条例」により、環境負荷を継続的に低減していくために

自ら計画を策定・実施し、その状況を報告する制度を設けています。

環境マネジメントシステム

さっぽろエコメンバー登録制度

国際規格 国内規格

陸海の運輸業、倉庫業な

どの事業者を対象とした

認証・登録制度。

ISO（国際標準化機構）に

よる環境マネジメントシス

テムの国際規格。

ローカルスタンダードとし

て構築された制度で、組

織に合った取組が可能。

ISO14001を補完し発展

させた環境管理システム。

取組を容易にする工夫が

特徴。

環境省が定める認定・登録

制度。中小事業者でも取り

組みやすいのが特徴。

市条例

札幌市では環境にやさしい取組を自主的に行っている事業を

「さっぽろエコメンバー」として登録制度を設けています。

自動車使用管理計画


