
カワノ工業の SDGｓへの取り組み 

 

 
カワノ工業株式会社の 2015 年に国連において採択された「持続可能な 2030 年までの開発目標（SDGｓ）」を国

際社会の重要な目標と捉え、企業の経済的価値の追求と社会的課題の解決を両立させることにより、持続可能

な社会に努めて参ります。 

SDGｓゴール 取み組み 

 

貧困をなくそう 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を

終わらせる 

【リフォームローンの提案・紹介】 

・リフォームを計画するお客様に対して、必要に応じて

「リフォームローン」の提案・紹介を行っています。 

【社内貸付制度】 

・リフォーム等により住環境を整備しようとする社員

に対して、「社内貸付制度」による貸し付けを行ってい

ます。 

【住宅手当・家族手当の支給】 

・社員（世帯主）に対して、住宅手当を支給し、扶養家

族の人数に応じて、家族手当を支給しています。 

 

 

すべての人に健康と福祉を 

あらゆる年齢のすべての人の健康的な

生活を確保し、福祉を推進する 

【お客様に健康的な住まいを提供】 

・お客様の住宅の段差解消・手すり設置等のバリアフリ

ーリフォームに積極的に取り組んでいます。 

・ヒートショック予防のための断熱リフォーム等に積

極的に 

 取り組んでいます。 

【従業員の健康】 

・定時１７時。遅くとも１８時退社に向けて、強い覚悟

で臨んでいます。（ほぼ定着しております） 

・休息・休養を確保するため、年間休日を毎年増やして

行っています。 

（ほぼ週休 2日制（年末年始・盆等の連休確保のための

土曜振替出勤が年３日程度あり）） 

・熱中症予防のため、空調服・大型送風機・大型冷風機



などを導入し、経口補水液や塩飴を支給しています。 

・緊急時における救命率の向上のため「AED（自動体外

式除細動器）」を設置しています。 

・社員及び地域の方の健康増進のため、会社内の剣道場

を一般開放して、地元剣士の剣道稽古の場を提供して

います。 

 

 

すべての人に質の高い教育を 

すべての人々への包摂的かつ公正な質

の高い教育を提供し、生涯学習の機会

を促進する 

【読書の習慣】 

・生涯学習・読書の習慣をつけるために、社員へ、図書

カードの支給を行っています。また、対象者を選別し

て、課題図書の読書＆レポート(１０ヶ月・５冊)も行

っています。（不定期） 

【資格取得】 

・資格取得について、奨励金支給等によるサポートを行

っています。 

【地域貢献（産学地域交流）】 

・地域の人々へ文化的生涯学習を推進していただくた

め、シニア感謝祭[趣味の作品展示会]を主催しており

ます。 

・産学連携のために、山口大学・徳山高専などとさまざ

まな交流活動を行っています。 

・地元の小・中・高校などと職場体験・インターンシッ

プ・出前授業などの産学交流を行っています。 

【少年剣士の育成】 

・地域の子供達の健全育成のため、会社内の剣道場に

て、 

剣道の指導を通じて、少年剣士の育成を行っています。 

 

 

ジェンダー平等を実現しよう 

ジェンダー平等を達成し、すべての女

性及び女児の能力強化を行う 

【働きやすい労働環境整備】 

・社員またはその家族の妊娠・出産・育児・介護・その

他健康状態に配慮した勤務形態・労働環境を整備して

います。(2022 年から「時短正社員制度」もスタート) 

【家事・育児のしやすい住宅リフォームの推進】 

・女性が社会進出しやすい環境整備の一環として、家

事・育児のしやすい住宅リフォームの提案・施工を行

っています。 

 

 
 

安全な水とトイレを世界中に 
全ての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能

な管理を確保する 

【水回り リフォーム事業】 

・高性能・節水トイレの提案・普及活動を、トイレメー

カーとタイアップして、注力しています。 

 

 

 

エネルギーをみんなに そしてクリー

ンに 
すべての人に安価で信頼でき、持続可能かつ近代

的なエネルギーへのアクセスを確保する 

【太陽光発電・蓄電池設置事業】 

・太陽光発電工事･蓄電池工事の拡販・施工を通じて、

地域の再生可能エネルギー普及に貢献しています。 

【省エネリフォーム】 

・高気密・高断熱のサッシ、高効率の床暖房、高効率の

給湯設備、LED 照明器具など、省エネルギーに貢献する

機器を用いたリフォーム工事を積極的に提案・施工し

ています。 

【社内の省エネ・節電】 

・自社太陽光発電所(１メガ)にて、クリーンな再生可能

エネルギーを地域に供給しています。 

・社用車は、低燃費ハイブリッドエコカーへの更新を順

次進めています。 

・工場および事務所の照明はＬＥＤ化へ更新していま

す。 

 働きがいも 経済成長も 
すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能

な経済成長、生産的な完全雇用およびディーゼセ

【建設現場の省人化へ繋がるコンクリート製品の開

発】 

・建設現場の少子高齢化・職人不足に対応し、政府主導



 

ント･ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を

推進する 
の「i-construction（建設現場の生産性向上」の方策に

も則り、「現場打ちをプレキャスト（工場製品）へ」の

合言葉の元、建設現場の省人化・生産性向上につなが

る、オリジナルのプレキャストコンクリート製品の開

発・製造・供給に力を入れています。 

【雇用条件】 

・山口県内を中心に地元での雇用を推進する取り組み

を行っています。 

・フルタイム勤務を希望する場合、原則として、すべて

正社員での雇用を行っています。 

・時短勤務を希望する場合、ライフワークバランスを考

慮したパートタイム勤務を導入するとともに、新たに

２０２２年から「時短正社員制度」も導入しておりま

す。 

・社員のメンタルヘルスの観点から、訪問販売・電話ア

ポ営業を禁止しております。 

【高齢者雇用】 

・60 歳定年制を取り入れていますが、本人が希望すれ

ば雇用延長・生涯現役で就労可能としています。 

(６０歳以上の割合１５％（６０歳以上 30 人/全 200

人）) 

【安全の確保】 

・安全に対する費用は惜しまないとの方針のもと、安全

確保のための、設備投資・道具の購入など安全環境整

備を行っています。 

・定期的に、経営者層による安全パトロールを行い、現

場の整理整頓・不安全箇所の洗い出し、対策を行って

います。 

 

 

産業と技術革新の基礎をつくろう 
強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産

業を推進するとともに、技術革新の拡大を図る 

【インフラ整備（地域の道路・河川・宅地など・・・】 

・さまざまなプレキャストコンクリート製品を供給す

ることにより、地域のインフラ整備・防災等に大きく貢

献しています。 

【改善提案・技術革新】 

・一人毎月１件の目標のもと、改善提案は年間２０００

件を超えます。（作業改善・設備改善・業務改善・新製

品開発等） 

・年間４件以上の新製品開発・改良を行っています。 

【技能継承】 

・高度な専門技術を継承していくために、正社員職人の

養成に力を入れると共に、正社員による瓦葺き技能

士・左官技能士等の資格を多数取得しています。 

【地域連携】 

・仕入先や外注先には、地元企業や県内企業を優先した

選定・調達を行っています。（地産地消） 

 

 

住み続けられるまちづくり 
都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持

続可能にする 

【インフラの耐震性能向上】 

・コンクリート製の耐震補強版の製造（学校・集合住宅

等） 

・大地震を想定したコンクリート製品の設計手法の導

入。 

・老朽化した橋梁の架け替えにスムーズに対応できる

「高 

強度コンクリート床版（ＨＣ床版）」の製造および施工 

【地質・地盤の状態に合わせた、基礎杭の提案・施工】 

・建物の立つ地盤の状態に合わせて、地震時等の検討も

行った 適な基礎の設計を行うとともの、コンクリー

ト基礎杭（パイル）の製造および施工まで、一貫して行

います。 

【住宅リフォーム】 

・環境影響負荷に配慮しながら、住みやすい生活空間を



実現するために、住宅リフォーム事業を行っていま

す。 

・雨漏りのリスクを早期発見するため、屋根の点検・診

断サービスを行っています。 

【地域貢献】 

・やない金魚ちょうちん祭り・柳井まつりへ、企業とし

て参加をしています。 

・春のシニア感謝祭および秋のふれあいフェスティバ

ルを当社主催にて開催しています。 

・中学校・高校からの職場体験の受け入れに積極的に取

り組んでいます。 

 

 

つくる責任 つかう責任 

持続可能な消費と生産のパターンを確

保する 

 

 

【地産地消・地元産材料の優先使用】 

・地元にある材料は地元から購入することで、地域経済

を継続的に回していくとともに、長距離輸送を減らせ

る事が CO2 排出削減にも直接的に貢献しています。 

【リサイクル】 

・都市ごみ溶融スラグを細骨材に使用した、リサイクル

コンクリート製品を製造し、山口県のリサイクル認定

を受けています。 

【CO２削減】 

・工期短縮につながるプレキャストコンクリート製品

を供給することで、渋滞緩和等、CO2 削減に貢献して

います。 

 

 
 

海の豊かさを守ろう 

持続可能な開発のために海洋・海洋資

源を保全し、持続可能な形で利用する 

【コンクリート漁礁・竹コンクリート漁礁】 

・豊かな漁場の維持のために、コンクリート漁礁を製

造・沈設して、海の豊かさの維持に貢献しています。 

 

 
 

陸の豊かさも守ろう 

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利

用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠

化への対処、並びに土地の劣化の阻止・

回復及び生物多様性の損失を阻止する 

【生態系に配慮したコンクリート製品】 

・生態系保護の機能を備えた、環境ブロック・緑化ブロ

ック等の製造・供給。 

【カエルを救え！ケロケロベンチフリューム】 

水路に落ちたカエルを救う「ケロケロベンチフリュー

ム」を、発案者の女子中学生（当時）と共同開発・製

品化。 

 

 
 

パートナーシップで目標を達成しよう 

持続可能な開発のための実施手段を強

化し、グローバルパートナーシップを

活性化する 

【各種団体（業界団体・地域団体）への加盟】 

・コンクリート製品の各業界団体・組合・工業会など、

および地元の経済団体など、５０以上の組織・団体に

加盟。 

【HP、ＳＮＳ等での情報発信】 

・ホームページ・ブログ・ＳＮＳなどで、地域の方・お

客様・関係者へ、情報発信を行っています。 

【地産地消を中心とした、サプライチェーンの構築】 

・信用第一をベースとして、また地産地消も考慮して、

取引先との末永いお付き合いネットワークを構築し

ます。 

【地域貢献】 

・地元企業として事業を継続できる事への感謝の意を

込めて、地元特産工芸品「金魚ちょうちん」の全国へ

のＰＲ普及活動を行っています。 

・山口県の観光活性化に貢献するため、カワノ価格表

（総合カタログ）の表紙には、毎年、山口県の各市町

の観光スポットのイラストを掲載して、全国のゼネコ

ン・設計事務所へＰＲしております。 

 



カワノ工業の

社会貢献
地域貢献
(SDGｓ）



カワノ工業の

SDGｓ



地域のインフラ整備

災害
復旧



地域のインフラ整備

道路・河川・エネルギー



太陽光発電

メガソーラー

家庭用太陽光
累計１０００棟



つくる責任
つかう責任

リサイクル

宇部市 一般ごみ
（一般廃棄物溶融スラグ）



山口市の女子中学生
「溝に落ちたカエルを救う研究」が

日本自然保護大賞受賞



女子中学生と
協同研究

⇒新製品開発



改善提案
年間２０００件以上

新製品開発
年間 ６件以上



地域の学校との連携
地元の小・中・高校・大学の
職場体験・出前授業



趣味の作品展

高齢者の生きがい



太陽光 親子
工作教室

夏休み



はたらく車ちびっこ

左官・壁塗り
体験



働きやすい労働環境の整備
産休・育休制度
介護休暇制度

長時間労働の抑制
休日・プライベートの充実

パートから正社員へ登用制度

時短正社員 制度（新）



女性活躍の推進(職種拡大）
事務職 主体

↓
試験検査
設計・製図
デザイン・提案
営業支援
営業

製造軽作業

幅広い
職種で
活躍



地元人材 の活用

山口県民
山口県 出身者
山口県内 大学生
優先雇用



地産地消 山口県産材料使用

セメント
宇部三菱セメント
㈱トクヤマ

東ソー（太平洋セメント）

例



県へ

納税
法人税 （所得税）

（住民税）固定資産税

消費税

軽油税 国へ

市町へ



地域の「お祭り」参加



地元柳井の特産

金魚ちょうちんのＰＲ



地元柳井の特産

金魚ちょうちんのＰＲ

SNSフォロワー

11,438人
ツイッター・インスタ・フェイスブック

金魚ちょうちん

販売数

2561個/3年

屋号：【カワノ工業＠金魚ちょうちん柳井】

2022年５月３１日データ



地元山口県の観光ＰＲ



少年剣士の育成
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