真庭SDGsパートナー（企業・団体）紹介
2019年度版

SDGsとは、
「誰一人取り残さない」を理念とし、2030年を年限とする17の国際目標です。

この冊子は真庭市とともにSDGsを達成す
ることを 宣 言され た 企 業・団 体（ 真 庭
SDGsパートナー）
を紹介するものです。

真庭市ホームページでもご紹介しています。
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人と人、人と会社と地域の絆

株式会社アークコンサルタントです。
当社は、昭和４４年に測量会社として創業しました。
そして、昭和６４年に商号変更をおこない現在に至っ
ております。
主な業務として測量全般と建設コンサルタント、補償コ
ンサルタント登録を行い、総合建設コンサルタントとし

て県北地域を中心に公共事業である社会資本整備や
インフラメンテナンス業務などに携わってまいりました。
現在、社員数は２５名ですが、来春には新卒者の入社
も予定しております。
これからも地域に密着したコンサルタントとして、地域
に貢献できる会社を目指し社員一同頑張っています。

新技術の導入や関連する各種団体との協調により更なる
飛躍と安定を目指し、地域に還元できる会社を目指し、そ
のために「人と人、人と会社」の絆を大切にすることで目
標達成を図りたい。
労働生産人口の減少する中、働き方改革の実現のため
にも技術革新を図り、作業効率を高め生産性の向上と原
価の引き下げのための取組を行う。
環境に配慮した設計と長寿命化を考慮した手法を設計に
取り入れることで頻発する自然災害に強い都市開発、イ
ンフラ整備を目標とする。

企業DATA【代表者】松永 満【担当者】土井 小百里【住所】〒719-3144 岡山県真庭市落合垂水745【電話番号】0867-52-0351【メール
【ホームページ】http://arkcon.jp 【主要業務】測量全般、道路・河川砂防・鋼構造設計、補償コンサルタント業務【得意分野】測量、各種設計業務、調査開発申請業務
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企業

企業

企業

～人にも自然にも思いやりを～森と人との共生

地域資源の循環に積極的に貢献しています

株式会社アストピア蒜山

有限会社エコライフ商友

真庭市蒜山高原にある蒜山やつか温泉快湯館、蒜山高原ス
ポーツ公園、蒜山サイクリングターミナル、真庭市津黒高原に
ある蒜山なごみの温泉津黒高原荘、津黒高原キャンプ場、津
黒高原スキー場、山乗渓谷そうめん流し涼水亭等公共施設の
管理運営を行っており、地域とのつながりを大切にスポーツ、
食事、温泉、休憩等の利用提供を通じて住人へのサービス、満
足度向上に努め公益的機能を果たしながら地域の雇用に貢献

するなど地域密着型の事業展開を行っています。また、経営的
視点に立ちながら新しい価値ある公共の施設サービスの創出
にチャレンジしています。各施設には多くの観光客の方々も来
訪してくださいますが、真庭の最大観光拠点である蒜山、津黒
高原にある施設ならではの豊富で魅力ある地域資源である自
然を最大限に活用した観光や、地域の特性や魅力を十分に発
揮した観光ＰＲを行い、より多くの来訪者獲得を目指しています。

エコライフ商友は、ＳＤＧｓが掲げるさまざまな課題を解決
することで持続可能な社会を実現し、市民生活の向上を
目指すことが事業の目的であると同時に、事業活動の源
と考えています。
一般廃棄物収集運搬（家庭ごみ、生ごみ、し尿）や産業廃
棄物収集運搬・処理（汚泥や動植物性残さの堆肥化によ

薪ボイラーの導入により化石燃料の使用
削減の取組と同時に「地域と人」、「人と
人」、「森と人」がつながる新しい経済のつ
ながりによる地域再生の取組に協力して
います。また、宿泊施設においては、多様
な生物が生息する豊かな自然環境を活用
し、市内外からの学校利用による教育旅
行の受け入れを行っており、自然に愛着
を持ち「生物多様性」の保全保護に関心を
持ってもらう取組を行っています。
企業DATA【代表者】小谷 敏樹【担当者】平田 良子【住所】〒717-0505 岡山県真庭市蒜山上長田2300-1【電話番号】0867-66-3625 【メール】info@tsuguro.jp
【ホームページ】http://www.tsuguro.jp/(津黒高原荘) http://kaiyukan.co.jp/（快湯館）【主要業務】公共施設の管理運営
【得意分野】食事提供 蒜山名物（蒜山おこわ）、

る再生）、バイオディーゼル燃料の製造（廃食用油の再生
利用）、浄化槽保守点検および清掃（住環境・水環境の保
全）などの事業を通じて、環境負荷の低減や地域資源循
環の推進、また暮らしの快適さの向上に努め、積極的に
サステナビリティへの取組を推進し、「住み続けられるまち
づくり」に貢献してまいります。

すべての事業活動が「住み続けられるまち
づくり」と密接に関係していることが弊社の
特徴です。①廃棄物の資源化と再利用 ②
水環境の保全 ③快適で衛生的な暮らしの
サポートなどを軸に、環境にやさしい、より
住みやすいまちとして真庭を発展させるべ
く、皆さまと共にさまざまな問題に取り組ん
でいきたいと考えています。

企業DATA【代表者】河野 文雄【住所】〒719-3204 岡山県真庭市惣84-7【電話番号】0867-42-0549【ホームページ】https://ecolife-shoyu.co.jp/
【主要業務】一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業（中間処理）、浄化槽保守点検業【得意分野】環境・衛生、

企業

お客様の夢を「ダイバシティグッドデザイン」が叶える

企業

地域に貢献できる喜びを感じながら

雄大な自然の中でのびのび働く職場

大島技術コンサルタント株式会社
私たちの会社があるのは大山が目の前に広がる蒜山
高原のど真ん中。冬になると雪が積もりますが、豊か
な自然に囲まれ、いつも心穏やかに過ごせるストレス
とは無縁の環境です。
社員１３名と少数精鋭の会社ですが、技術士、ＲＣＣＭ、
測量士、土木施工管理技士、建築士、補償業務管理

士など、専門資格を取得した社員が在籍しております。
とくに基準点測量は高精度なＧＮＳＳ衛星観測を行っ
ており、当社では株式会社ジェノバとのパケット通信で
正確な位置座標を即時得ることによって、測量精度が
飛躍的に向上しております。

いくら技術が進歩しようともそれを使い、よ
りよい成果を出し続けれるのはやはり人。
当社ではどんどん若返りを図るため、求人
にも力を入れています。公的な人材紹介機
関だけでなくインターネットを使った民間の
人材紹介サイトなども複数利用し、雇用の
面で持続可能な会社を目指してまいります。

企業DATA

2

企業DATA【代表者】大島 正樹【住所】〒717-0602 岡山県真庭市蒜山上福田829-1【電話番号】0867-66-3673【メール
【ホームページ】http://www.ogcfight.co.jp/【主要業務】測量、土木設計【得意分野】用地測量、道路設計、
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岡山トヨタ自動車株式会社
岡山トヨタ自動車株式会社

•

•

•

企業DATA
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企業
おいしいお米、安心できるお米を、産地から食卓まで。

真心、感謝、創造の精神で頑張ろう!

株式会社グリーンピア蒜山
「岡山パールライス株式会社」は、岡山県産を
中心とした米穀の仕入・精米・玄米の販売など
を行っている会社です。岡山県内で収穫された
お米の中から“うまい米”を厳選して月替りで限

定販売企画や岡山県独自の取組「里海米」の
販売等、ＪＡグループ岡山の組織力を活かした
取組が強みです。

【ゴール２】 主食であるお米を安定的かつ手頃な価
格でお客様にご提供することで、食料の安定確保と
栄養状態の改善に貢献します。
【ゴール６】 洗米することなく炊飯することができる無
洗米の販売を促進することで、河川および海洋の汚
染防止にも取り組みます。
【ゴール１４】 牡蠣殻を稲作に活用した「里海米」の販
売を推進することで、持続可能な漁業の実現に貢献
します。
【ゴール１５】 農薬も肥料も使用しない自然栽培米の
普及に携わることで、生物多様性と農業の両立に貢
献します。
企業DATA【代表者】橋本 哲成【住所】〒719-1176 岡山県総社市清音柿木707-3【電話番号】0866-94-0007【ホームページ】http://www.opr-gohan.com/
【主要業務】
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企業

企業
地域に根差し岡山とともに創業200年！

服部興業株式会社
創業は文政元年（１８１８年）材木業を興したことに始まり、
現在は建築土木資材の販売やサービスステーション・コン
ビニの運営、カーリース事業、山林業など多様な分野で岡
山のまちづくりに取り組んでいます。また、オフィシャルス
ポンサーとしてファジアーノ岡山を応援しています。

正しい判断基準を身につけることで業績の向上のみなら
ず人間として成長するために、毎日の朝礼スピーチや毎
月の全社勉強会など、従業員一人ひとりの「考え方」の醸
成にも力を入れています。
人づくりを原点に、品質・安全・環境を追求し、人々の豊か
な暮らしを実現する、地域ナンバーワン企業を目指します。

「正しいことを実践し、社員の幸福と、社会
の進歩発展に貢献する」というミッションを基
に、創業２００年を迎えた昨年２０１８年４月７
日、服部興業グループＳＤＧｓ宣言を行いま
した。「１１住み続けられるまちづくりを」「７エ
ネルギーをみんなにそしてクリーンに」「１５
陸の豊かさも守ろう」など８項目を重点成長
目標として設定しています。２年目を迎えた
今年も、本業を通じて社会課題の解決に取
り組んでまいります。
企業DATA【代表者】服部 俊也【担当者】川原 洋平【住所】〒701-0151 岡山市北区平野620【電話番号】086-293-2111【メール】
【ホームページ】
【主要業務】建築・土木資材の販売・施工、石油製品の販売、産業用燃料の卸売、山林業、不動産運営、コンビニエンスストア運営、

企業

企業
×（作る+届ける+

十字屋グループ

HAPPY

株式会社
弊社は岡山県真庭市南部の中山間地域に位
置しており、高齢化による耕作放棄地の増加
が顕著に表れています。農業の未来を考え、
「農業を通じて幸せになる」「農業を若い世代に
つなぐ」ことを目的に設立いたしました。

ＳＤＧｓの取り組みにも力を入れ、誰もが輝くこ
とができ、健康で幸せに生活し文化を育んで行
ける農業の仕組みづくりを考えて参りたいと
思っております。

メインゴール 「１１.住み続けられるまちづくりを」
耕作放棄地を利用することで陸の豊かさの確
保ができ、安全で質の高い農作物をお届けする
ために栽培技術等の社員教育に力を入れてい
ます。
女性の雇用を促進し、子育て中の女性も働きや
すい平等な会社環境を目指しています。
研修生の受け入れ、農業体験などの受け入れ
を積極的に行い、実際に土や野菜に触れてもら
うことで自然や農業の良さを発信しています。
企業DATA
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企業DATA【代表者】奥村 龍次【担当者】奥村 龍次・中村 妃佐子【住所】〒719-3155 岡山県真庭市下方362【電話番号
【メール】happyfarmplusr@gmail.com【ホームページ】https://happyfarm.co.jp/【主要業務】農作物の生産・販売【得意分野】若手の雇用、
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企業

しなやかな空間づくりで、人々にやすらぎを

Mg成形、加工、金型のプロフェッショナル

株式会社藤岡エンジニアリング

有限会社ファインアートかわばた

当社はマグネシウムのチクソ成形、マグネシウム部品・アルミダイカ
スト部品の精密部品製造、樹脂・マグネシウムの射出成型金型の製
造で社会に貢献しています。実用・最軽量のマグネシウム材料をチ
クソーモールド成形し、機械加工から、塗装・印刷まで一貫生産して
います。
薄肉・複雑形状の高精度品の量産を得意としています。精密三次元
測定機をはじめ、豊富な測定機を保有しており、高精度の製品をお
客様へお届けしています。

①

アルミダイカストの精密部品も、金型手配から、量産加工しています。
また久世工場で金型製作をしており、金型手配からの一貫生産も可
能です。
製品設計から金型製作、成形・機械加工・組立までの一貫生産を実
現できる総合力を強みに、高品質の製品をお客様へお届けし、日本
のものづくりを真庭から支えています。

気候変動課題への対応の一環として、使用
電力量の監視、効率性の高い機械装置等
への更新により、温室効果ガス排出削減に
取り組みます。適正な雇用を確保し、地域
雇用の創出に取り組み、従業員に対しては
各種研修を積極的に行い、能力を向上させ
る取組を行います。製造においては化学物
質の安全確保、環境測定監視による環境の
安全を確保します。

②

本社社屋、作業風景、
kawabata@maklife.co.jp

企業DATA

企業DATA【代表者】藤岡 譲【住所】〒719-3143 岡山県真庭市下市瀬1100【ホームページ】http://www.fujioka-grp.jp/
【主要業務】マグネシウム成形、加工、金型の製作【得意分野】マグネシウムの射出成形、

企業
真庭に残るタクシー会社として、地元の足となる！

空き家をお片付け、住み易い街づくりの一歩

有限会社フクモトタクシー

合同会社PORT-LAIT

フクモトタクシーは真庭市勝山を拠点にタク
シー等の交通事業を行っております。地元の
安心・安全な公共交通として、お客様にタク
シー等のサービスを気持ち良くご利用いただけ

るよう努めております。
２代、３代と続いてきた事業の継続と発展のた
め、これからも新たな挑戦を続けていきます。

確実に事業の継続を実現し、サービスを提
供することで、ＳＤＧｓの達成に貢献します。
令和元年は「岡山県内で初のプラグインハ
イブリットカーをタクシーに採用（炭素排出量
の削減）」「アシストグリップを全タクシー車両
へ取り付け（車の乗り降りが不便な方への
負担軽減）」等々に取り組んでいます。

企業DATA【代表者】福本 益三【担当者】福本 和来【住所】〒717-0013 岡山県真庭市勝山412-7【電話番号
【ホームページ】https://i-maniwa.com/area/fukumoto/【主要業務】タクシー運行を中心とした旅客運送【得意分野】タクシー、
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企業

弊社は岡山県真庭市で２０１８年４月より活動
を始めたスタートアップ企業です。真庭市から
岡山県全域、鳥取県全域と広範囲で活動して
おり、お客様のお片付けのお悩みに真剣に取
り組み、空き家の片付けや遺品整理、生前整

理 か ら 特 殊 清 掃 ま で 請 け 負 っ て お り ま す。
ちょっとした片付けから一軒家丸ごとのお片付
けまで、細かく捜索も行いながら効率よく作業
を行っていき、結果お客様からも高い評価を頂
いております。

住み続けられるまちづくりへ、日本では空き
家問題があります。核家族化など様々な理
由によってそのまま放置されている空き家。
この空き家が放置されたままだと、景観へ
の影響から、古くなった建物の倒壊の危険、
また犯罪や動物の侵入などにより衛生面へ
の影響、そういった観点から住み続けられる
まちづくりを作る一つとして片付けを行い利
活用までの提案、また家財などのリサイクル
にも取り組んでおります。
企業DATA【代表者】河野 文雄【担当者】竹井 僚【住所】〒719-3201 岡山県真庭市久世2699-3【電話番号】0867-53-0017【メール】info@port-lait.com
【ホームページ】http://www.port-lait.com【主要業務】家屋内外お片付け全般、
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企業

企業

真庭地域の森林資源を活用した電力を供給しています。

真庭バイオマス発電株式会社
真庭バイオマス発電所は２０１５年４月に稼働を
開始しました。燃料は、真庭地域の間伐材をは
じめとする未利用木材を年間９０，０００トン、真
庭地域の製材所にて発生する製材端材を年間
５８，０００トン使用しています。

この燃料で１０，０００ｋｗの発電を行い、発電所
内で使用する電力を除く約９，０００ｋｗを販売し
ます。この電力量は一般家庭約２２，０００世帯
分の需要量に相当し、「再生可能エネルギー固
定価格買取制度」を利用して電力会社に供給し
ています。

•

地域の木材を利用し製造した電力の３
割程度を、真庭バイオエネルギー株式
会社を通じて、真庭市４７施設、市役
所、小中学校、消防署、上下水道施設
等に供給し、電力の地産地消を行って
おります。

•
•
•

企業DATA【代表者】中島 浩一郎【住所】〒719-3224 岡山県真庭市目木1-1【電話番号】0867-45-7551【主要業務】

企業

食でつなぐ

森と地域と未来をつなぎ、「木の時代」をリードする

まち・ひと・こころ

株式会社マルイ
スペシャリティーなお店・会社・地域づくりを目指
します。
１９３１年岡山県津山市で「マルイ食料品店」とし
て創業。「うまいものなら何でもマルイ」をスロー
ガンに設立以来の目標である「中国地方で一番
支持されるスーパーマーケット」を目指しＣＳＲを

銘建工業株式会社
果たしながら豊かな地域・豊かな企業・豊かな
社員づくりをビジョンに活動しています。合わせ
て、ＳＤＧｓにも「誰も取り残さない」という思いで、
現在から未来に続く持続可能な社会の形成の
ために取組を続けて参ります。

1. 環境活動ＥＡ２１では：省エネ、再生エネルギー
の活用、廃棄物の発生抑制と再利用を行い、
ゴール：７・１２・１３に貢献する。
2. 食育活動では：ミールソリューション、体験学習、
「子ども絵画コンクール」、フードフェスタ、産官
学連携の商品開発を行い、ゴール：３・４・５・
７・１２・１３・１４・１５・１７に貢献する。
3. 社会・地域貢献活動では：スポーツ支援、ネッ
トスーパーの運営、ＮＰＯと連携したＺＩＢＡの運
営、小学校への寄付等でゴール：１・２・３・４・
８・９・１１・１６・１７に貢献する。

企業DATA【代表者】松田 欣也【住所】〒708-0013 岡山県津山市二宮71【ホームページ
【主要業務】スーパーマーケット【得意分野】商品開発(美味しいもの作り)
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企業

銘建工業は木材を大事に使い切ることを追い求め、
時代が求める「新しい価値」を先取りしてきました。日
本の木造建築を支える集成材・新しい木質構造材で
あるＣＬＴの製造販売はもちろん、バス停から小学校
まで様々な木造建築に設計から施工まで一貫対応で
きる木のノウハウがあります。また、製造過程で出てく
る木くずを副産物としてバイオマス発電を行い、工場

の電力の大半を賄っています。近年では、価値がつき
にくく、利用用途に困っていた膨大な地域の木材資源
を燃料として活用する取組もはじめました。これからも
木の持つ可能性を最大限に活かし、安全・安心で豊
かなくらしの基盤づくりと持続可能な社会に寄与して
いきます。

銘建工業が製造販売している集成材・ＣＬＴ
の原材料は循環型資源である木材です。ま
た、木材のエキスパートとして、環境性能が
高く地震にも強い中高層の木造建築を手掛
け、普及を進めています。製造過程で出て
きた木くずや地域の木材資源を大切に使い
切るバイオマス事業にも携わってきました。
これまで銘建工業が大切にしてきた「木を使
い切る」という企業文化がそのままＳＤＧｓの
取組へとつながっています。
企業DATA【代表者】中島 浩一郎【住所】〒717-0013 岡山県真庭市勝山1209【ホームページ】https://www.meikenkogyo.com/
【主要業務】木質構造材製造（集成材・CLT）、木質構造事業、バイオマス事業、木質ペレット製造【得意分野】
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