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特集│毎日興業のSDGs活動報告

まいにちSDGs
推進活動Report

毎日興業のSDGsテーマ
「建物管理を通じて未来永劫に住み続けられるまちづくりを」

毎日興業の目指す姿
私たちは「社会から信頼される企業倫理と社会的責任を果たす会社」
「家族からも喜ばれる社員・職員を大切にする会社」
「お客様に愛されて感動を与える社員・職員の会社」を目指します。

毎日興業
毎日興業グループは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

ロードレポーターの取り組み

安心・安全で快適な道路環境づくりに貢献
1年間の通報件数は345件を突破

ロードレポーターに込める想い。
田部井創業社長と常岡専務の社会貢献活動に対する熱い
想い、そして当社の経営基本理念のもと社会に恩返しを
したいと思い、率先して報告をしています。運転者1人
1人が第三者の視点に立って事故の危険性がないか意識
し、道路状況をしっかり確認すれば、
自ずと事故は減ると考えています。
少しでも活動の参加者が増え、ロー
ドレポーターの輪が広がり、和気あ
いあいと「ありがとう」の言葉を行き
交わすことができる会社となるよう、
これからも自分がやれることを続け
ていきます。

毎日興業アリーナ久喜の取り組み

誰もが安心安全に利用できる施設を目指して

毎日興業アリーナ久喜の名称で市民に親しまれている久喜市総合体育館は、当社で管理する指定管理施設の中で

最も早く、平成28年より体育館の照明をLEDに切替、省エネを実現しました。最近では公園内の樹木を伐採した

後に出る大量の枝ゴミを粉砕機でチップ状にカットし再利用をする取り組みも始めました。カットされた木片は遊歩

道に敷き詰めることで雨によるぬかるみを防ぐだけではなく、ふかふかとした柔らかな踏み心地になり、足元に優し

い道へ生まれ変わります。また、「ゴミゼロ・クリーン久喜市民運動」や近隣小学校の生徒とのゴミ拾いに参加をす

るなど、地域の皆様に寄り添った様々な活動にも力をいれています。館内には、体操教室等を終えた人たちが気兼

ねなく集まって談笑できるようなスペースを設け、子育て中のお母さんたちの情報交換の場として役立てています。

このような取り組みの多くが、現場社員からの提案により実現されています。杖をついた人や車いすの人、よちよ

ち歩きの赤ちゃんも、皆が安心かつ安全に過ごせるような居場所作りをこれからも推進していきます。

写真提供：大宮アルディージャ

ロードレポーターとは、道路の不具合情報を各自治体に

報告し、道路の改善・復旧に結びつける制度です。安心・

安全で快適な道路環境づくりに貢献するため、当社では

2005年12月より活動を続けています。2021年度より当

社のSDGｓ目標とし一層活動に力を入れ、1年間の通報

件数は345件を突破しました。（2022年1月31日現在）

矢澤 竜彦

業務管理本部
業務管理課

LED照明を使った明るい体育館LED照明を使った明るい体育館

通称「チップロード」
歩くとサクサクと気持ちの
いい音がします

通称「チップロード」
歩くとサクサクと気持ちの
いい音がします

青木武志館長（左）と
倉茂廣子さん（右）
青木武志館長（左）と
倉茂廣子さん（右）

このスペースには子育て中の
お母さんたちが集まり、
いつも賑やかな笑い声に
包まれています

このスペースには子育て中の
お母さんたちが集まり、
いつも賑やかな笑い声に
包まれています

報告事例① 道路の両端に放置されている落下物報告事例① 道路の両端に放置されている落下物

報告事例② わだち、穴ぼこは
道路陥没に繋がります
報告事例② わだち、穴ぼこは
道路陥没に繋がります
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毎日興業は、今までのCSR活動から
事業活動を通して新たな社会価値・
企業価値を生み出すCSV活動へシフ
トし、SDGsの達成へ向けて取り組み
始めました。今号より「毎日イキイキ！
CSR」は「まいにちSDGsレポート」に
生まれ変わり、SDGsの達成に向けた
歩みを報告してまいります。

まいにち
SDGs
推進活動
Repo r t
2020 >>> 2022
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「住み続けられるまちづくり」をとおし
地域社会の明るく豊かな
未来の実現を目指し！！
毎日興業様は環境経営、CSR 経営と長年にわたり
社会貢献活動に力を入れてきました。更にCSR 経
営を進化させ、SDGｓの基本理念を踏まえた、サ
ステイナブル経営へ※チャレンジされています。
ビジョン、中長期経営計画の見直しや、SDGs の
視点から事業・活動の課題を部門毎に整理し全社
展開の活動になっています。SDGｓの推進は責任
者、事務局すべて女性陣で固め、女性の活躍の場
を創出しています。2030 年に向け毎日興業様の
チャレンジへ目が離せません。

（一社）エコステージ協会
埼玉エコステージ研究会

事務局長

鈴木 雄太郎 氏

2020.22020.22020.22020.2

2022202220222022
●エコステージ

　（環境マネジメントシステム）の
　運用をスタート
●全国健康保険協会

健康宣言

●SDGs宣言

●未来会議実施

2021.42021.42021.42021.4

●さいたま市CS・SDGs
　パートナーズ共同宣言
　（旧さいたま市CS90運動）

●SDGs推進室発足・
　まいにちSDGs発行開始

2021.4～62021.4～62021.4～62021.4～6

2020.8 ●埼玉県環境SDGs宣言
　（3R推進・ロードサポーター制度・
　埼玉県川の国応援団・イーリスの森・
　クールチョイス）

2021.1
●埼玉県SDGsパートナー
　（労災撲滅・ロードレポーター・
　社有車CO2排出削減）

2021.2
●環境ネットワーク埼玉（GPN）

　オンラインセミナーに
スピーカーとして
　田部井社長登壇

2021.3
●エコチューニング 
　事業所として
　認定取得

2021.9

●エコステージSDGs研修
（対象：部門推進者）

2021.6
●エコステージへの取り組み開始
●埼玉県官民連携プラットフォーム

分科会への参画開始

2021.10
●エコステージSDGs研修（キックオフにて）
●埼玉新聞社SDGs インタビュー
　YouTube動画及び新聞記事の掲載
●大宮アルディージャ手話応援デー開催

2021.12
●さいたま市SDGs企業
として認証取得

2021.82021.82021.82021.8
●エコステージ集団研修

SDGsの推進に向けた組織の発足
SDGs推進室が発足し最初に行った活動、それが「はじめてみよう！まいにち

SDGs」の発行です。SDGsをもっと身近なものとして感じてもらうために、

SDGs17のターゲットについてイラストを交えてわかりやすく解説、加えて

社内の取り組みを毎月紹介し、現在も継続発行中です。使用済み切手回

収の記事を見たパートスタッフから協力したいと自宅から大量の切手が送

られてくるなど、少しずつSDGsが浸透し、自ら考え、できることを実践

していこうという土壌が約2,200名の全従業員に育ちつつあります。
優先課題を明確にし、
SDGsへ新たなコミットメントを
SDGsについても、バリューチェーンマッピング

やマテリアリティ分析から当社ビジョンを明確に

し、新たなコミットメントを行うとともに、マネ

ジメントシステムを活用したSDGsの達成に向け

た取り組みを進め、事業活動を通した新たな社

会価値・企業価値を創造することを目標に邁進

してまいります。

「10年後も地域で選ばれる会社であり続けるために」
未来会議開催！
4月より3ヶ月に亘り、若手職員を中心に会社の未来に向けた取り組みを考える「未来会議」

を開催。現在の建物やまちに関わる様々な問題から持続可能な建物管理・まちづくりという

視点で、未来に向けて何をすべきかを考え、若手職員から経営陣へプレゼンしました。若手

職員からの提案により、未来に向けた新しい価値の創造につながる小さな芽が生まれました。

新しい価値を創造し地域と共に持続可能なまちづくりを目指して
経営活動及びSDGsの取り組みにおいてPDCAサイクルを回し、持続可能な事業活動を展開していくため、今まで

管理部門のみで行っていたマネジメントシステムの運用を全部門へと広げはじめました。

環境経営推進責任者、各部門推進責任者をそれぞれ任命し、総務課内に事務局を設置。6月より構築に向けた準備

をはじめ、8月～ 9月には各部門推進者に向けた勉強会、10月には全社での研修を実施し、全職員へ事業活動を通

したSDGsの取り組みへの理解を促しました。

時代の変化と新たな視点を生かして
様々な方と意見交換・構想をすることができとても
有意義な経験になりました。今回得た知識を周囲
に展開するとともに、世の中の流
れに注視しお客様に提案、期待に
応えていきたいです。

パフォー
マンス
評価

改善

計画

支援
運用

リーダーシップ
コミットメント
モラル

横浜支店　小濱 駿人

毎日興業の未来に向けた取り組み
オーナー様・建物の為に、先を見越して何ができる
かを考える良い機会となりました。今後も定期的に
行っていくことで、若手の育成と
一人一人のステージUPにつなげ
ていきたいです。

東京支店第三エリア　深澤 明次

※サステイナブル経営とは：地球環境・社会・経済活動という3つの観点すべてにおいて「持続可能な状態」を実現する経営。
　サステイナブル「持続可能な」とは：将来の世代のニーズを満たしつつ、現在の世代のニーズも満足させる考え方。
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