
通商産業大臣表彰工場等

１．工場の部（６件）

サントリー㈱ 千歳プラント 北海道

東京電力㈱ 千葉火力発電所 千葉県

旭ダウ㈱ 鈴鹿工場 三重県

㈱吉野工業所 滋賀工場 滋賀県

関西電力㈱ 多奈川第二発電所 大阪府

ブリヂストンタイヤ㈱ 甘木工場 福岡県

２．個人・団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．工場の部（１９件）

麒麟麦酒㈱ 千歳工場 北海道

吉田工業㈱ 東北工場 宮城県

朝日麦酒㈱ 福島工場 福島県

日立電線木工㈱ 東海分工場 茨城県

森永乳業㈱ 東京工場 東京都

ライオン㈱ 小田原工場 神奈川県

東北電力㈱ 東新潟火力発電所 新潟県

㈱隅谷製陶所 東名工場 岐阜県

新東ブレータ㈱ 大崎製造所 愛知県

東レ㈱ 滋賀事業場 滋賀県

富士通㈱ 明石工場 兵庫県

星崎電機㈱ 島崎第一工場 島根県

中国電力㈱ 玉島発電所 岡山県

山陽国策パルプ㈱ 小松島工場 徳島県

大塚製薬㈱ 徳島工場 徳島県

敷島紡績㈱ 高知工場 高知県

九州電力㈱ 相浦発電所 長崎県

新日本製鐵㈱ 大分製鐵所 大分県

日本テキサスインスツルメンツ㈱ 日出工場 大分県

２．個人・団体の部（２件）

神奈川県内陸工業団地協同組合 神奈川県

三重県

第１回（昭和５７年度）緑化優良表彰工場等

1982年6月11日

和田克之（王子製紙㈱亀山育種場参事）



通商産業大臣表彰工場等

１．工場の部（３件）

ニッカウヰスキー㈱ 仙台工場 宮城県

富士電機製造㈱ 東京工場 東京都

エーザイ㈱ 川島工場 岐阜県

２．個人・団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．工場の部（１９件）

凸版印刷㈱ 北海道事業部千歳工場 北海道

東北電力㈱ 秋田火力発電所 秋田県

ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ 須賀川工場 福島県

北興化学工業㈱ 新潟工場 新潟県

中部電力㈱ 渥美火カ発電所 愛知県

松下電子部品㈱ 松阪工場 三重県

田中精密工業㈱ 本社工場 富山県

松下電工㈱ 米原工場 滋賀県

関西電力㈱ 姫路第二発電所 兵庫県

北陸電力㈱ 福井火力発電所 福井県

湧永製薬㈱ 広島工場 広島県

新日本製鐵㈱ 光製鐵所 山口県

ナショナルマイクロモータ㈱ 鳥取県

㈱寺町鉄工所 愛媛県

ニッポン高度紙工業㈱ 高知県

九州電力㈱ 豊前発電所 福岡県

本田技研工業㈱ 熊本製作所 熊本県

電源開発㈱ 松島火カ発電所 長崎県

沖縄サントリー㈱ 沖縄県

２．個人・団体の部（２件）

川崎市工場緑化推進協議会 神奈川県

愛知県

第２回（昭和５８年度）緑化優良表彰工場等

1983年6月10日

生田武司（トヨタ自動車㈱施設環境部主査）



通商産業大臣表彰工場等

１．工場の部（４件）

東北電力㈱ 秋田火力発電所 秋田県

日立精機㈱ 我孫子工場 干葉県

富士通㈱ 明石工場 兵庫県

新日本製鐵㈱ 光製鐵所 山口県

２．個人・団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．工場の部（２０件）

住友化学工業㈱ 三沢工場 青森県

㈱岡村製作所　第四事業部 高畠工場 山形県

㈱コパル 郡山工場 福島県

小名浜吉野石膏㈱ いわき工場 福島県

富士重工業㈱ 三鷹製作所 東京都

㈱山本海苔店 秦野作業所 神奈川県

貝印カミソリ工業㈱ 小屋名工場 岐阜県

日清紡績㈱ 針崎工場 愛知県

松下電工㈱ 伊勢工場 三重県

東レ㈱ 瀬田工場 滋賀県

武内プレス工業㈱ 本社工場 富山県

淀川鉄工㈱ 堺臨海工場 大阪府

金井重要工業㈱ 兵庫県

花王石鹸㈱ 和歌山工場 和歌山県

関西電力㈱ 海南発電所 和歌山県

㈱オーディオテクニカ　フクイ 福井県

㈱ブリヂストン 下関工場 山口県

三菱鉱業セメント㈱ 苅田工場 福岡県

九州松下電器㈱ 長崎工場 長崎県

吉野プラスチックス㈱ 大分工場 大分県

２．個人・団体の部（３件）

藤沢市工場等環境緑化推進協議会 神奈川県

愛知県

山口県

第３回（昭和５９年度）緑化優良表彰工場等

1984年6月19日

八木龍文（中部電力㈱渥美火カ発電所長）

守田　正（武田薬品工業㈱光工場緑化担当主任）



通商産業大臣表彰工場等

１．工場の部（５件）

ジョンソン･エンド･ジョンソン㈱ 須賀川工場 福島県

東京電力㈱ 大井火力発電所 東京都

㈱日立製作所 水戸工場 茨城県

日清紡績㈱ 美合工場 愛知県

花王石鹸㈱ 和歌山工場 和歌山県

２．個人・団体の部 該当なし

日本縁化センター会長表彰工場等

１．工場の部（２２件）

雪印乳業㈱ 幌延工場 北海道

八戸製錬㈱ 八戸製錬所 青森県

東北電力㈱ 新仙台火カ発電所 宮城県

山形スリーエム㈱ 山形県

住友ゴム工業㈱ 白河工場 福島県

エスエス製薬㈱ 福島工場 福島県

東京電力㈱ 広野火力発電所 福島県

㈱ブリヂストン 東京工場 東京都

サントリー㈱ 利根川ブルワリー 群馬県

セイコー電子工業㈱ 谷津工場 千葉県

ソニー電子㈱ 神奈川県

㈱日立製作所 清水工場 静岡県

川嶋工業㈱ 岐阜県

アイシン・ワーナー㈱ 愛知県

大日本製薬㈱ 鈴鹿工場 三重県

吉田工業㈱ 黒部工場 富山県

㈱竹中工務店 大阪製作所 大阪府

㈱ナリス化粧品 兵庫工場 兵庫県

味覚糖㈱ 奈良工場 奈良県

古河アルミニウム工業㈱ 福井工場 福井県

日本メディカルサプライ㈱ 出雲工場 島根県

九州電力㈱ 川内発電所 鹿児島県

２．個人・団体の部 該当なし

1985年6月24日

第４回（昭和６０年度）緑化優良表彰工場等



通商産業大臣表彰工場等

１．工場の部（４件）

小名浜吉野石膏㈱ いわき工場 福島県

サントリー㈱ 白州ディスティラリー 山梨県

シャープ㈱ 総合開発センターＩＣ事業本部 奈良県

本田技研工業㈱ 熊本製作所 熊本県

２．個人・団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．工場の部（２５件）

出光興産㈱ 北海道製油所 北海道

宮城日本電気㈱ 大和工場 宮城県

秋田製錬㈱ 飯島製錬所 秋田県

花王㈱ 酒田工場 山形県

住友金属鉱山㈱ 電子金属事業部 東京都

日清紡績㈱ 館林化成工場 群馬県

ブリヂストンベカルトスチールコード㈱ 栃木工場 栃木県

エーザイ㈱ 美里工場 埼玉県

日本ウッドワードガバナー㈱ 本社工場 千葉県

日興電機工業㈱ 秦野製造所 神奈川県

マルイ工業㈱ 中条工場 新潟県

ＫＯＡ㈱ イーストウィング 長野県

キリン・シーグラム㈱ 御殿場工場 静岡県

ポーラ化成工業㈱ 袋井工場 静岡県

日本ヴィックス㈱ 鈴鹿工場 三重県

大平洋製鋼㈱ 富山工場 富山県

日本コーテッドアブレーシブ㈱ 能登工場 石川県

㈱ブリヂストン 彦根工場 滋賀県

㈱ミドリ十字 オサダノ工場 京都府

㈱田中亀鉄工所 本社工場 大阪府

住友電気工業㈱ 伊丹製作所 兵庫県

サッポロワイン㈱ 岡山ワイナリー 岡山県

日本特殊農薬製造㈱ 防府工場 山口県

大塚製薬㈱ 徳島第二工場 徳島県

麒麟麦酒㈱ 福岡工場 福岡県

２．個人・団体の部 該当なし

３．会長奨励賞の部（３件）

小島プレス工業㈱ 本社工場 愛知県

㈱布引製作所 二見工場 兵庫県

長崎日本ハム㈱ 川棚工場 長崎県

第５回（昭和６１年度）緑化優良表彰工場等

1986年7月7日



通商産業大臣表彰工場等

１．工場の部（６件）

住友ゴム工業㈱ 白河工場 福島県

森永乳業㈱ 東京工場 東京都

松下電工㈱ 伊勢工場 三重県

三菱自動車工業㈱ 京都製作所滋賀工場 滋賀県

㈱ブリヂストン 下関工場 山口県

九州電力㈱ 豊前発電所 福岡県

２．個人・団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等
１．工場の部（２５件）

ニッカウヰスキー㈱ 北海道工場 北海道

東北真空冶金㈱ 本社工場 青森県

日本端子㈱ 花泉工場 岩手県

東北三菱自動車部品㈱ 福島県

日本電気㈱ 府中事業場 東京都

㈱日立製作所 佐和工場 茨城県

日本化薬㈱ 高崎工場 群馬県

花王㈱ 栃木工場 栃木県

㈱椿本チェイン 埼玉工場 埼玉県

日本アイ・ビー・エム㈱ 藤沢工場 神奈川県

ファナック㈱ 本社工場 山梨県

アデランス工芸㈱ 本社工場 新潟県

ファナックパートロニクス㈱ 長野県

中部電カ㈱ 浜岡原子力総合事務所 静岡県

中部電カ㈱ 知多火力発電所 愛知県

カネボウ綿糸㈱ 高岡工場 富山県

日本アイ・ビー・エム㈱ 野洲工場 滋賀県

太陽工業㈱ 瑞穂工場 京都府

住友電気工業㈱ 熊取製作所 大阪府

㈱東洋紀南製作所 和歌山県

三菱電機㈱ 北伊丹製作所 兵庫県

扶桑薬品工業㈱ 岡山工場 岡山県

吉田工業㈱ 九州工場 熊本県

㈱宮崎三豊プレシジョン 宮崎県

九州電力㈱ 川内原子カ発電所 鹿児島県

２．個人・団体の部（３件）

河村　止（㈲三重緑地代表） 三重県

島津　誠（新日本製鐵㈱八幡製鐵所） 福岡県

和歌山県工場環境緑化協会 和歌山県

３．会長奨励賞の部（１件）

東京電力㈱ 川崎火力発電所 神奈川県

第６回（昭和６２年度）緑化優良表彰工場等

1987年7月13日



通商産業大臣表彰工場等

１．工場の部（４件）

エーザイ㈱ 美里工場 埼玉県

養命酒製造㈱ 駒ケ根工場 長野県

関西電力㈱ 姫路第二発電所 兵庫県

島野山口㈱ 山口県

２．個人・団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．工場の部（２１件）

伊藤ハムデイリー㈱ 東北工場 宮城県

第一屋製パン㈱ 仙台工場 宮城県

信越半導体㈱ 白河工場 福島県

曙ブレーキ工業㈱ 三春製造所 福島県

サントリー㈱ 梓の森プラント 栃木県

㈱アドバンテスト 群馬工場 群馬県

日本電気㈱ 山梨工場 山梨県

㈱資生堂 掛川工場 静岡県

日本金属工業㈱ 衣浦製造所 愛知県

太平洋工業㈱ 北大垣工場 岐阜県

日清紡績㈱ 富山工場 富山県

大日本インキ化学工業㈱ 美川工場 石川県

㈱桃林堂 大阪府

日本触媒化学工業㈱ 姫路製造所 兵庫県

日本たばこ産業㈱ 橋本工場 和歌山県

㈱エヌ・エス・メディア 福井県

㈱ブリヂストン 防府工場 山口県

東洋コルク㈱ 九州工場 福岡県

新日本製鐵㈱ 八幡製鐵所 福岡県

大分キヤノン㈱ 大分県

南日本くみあい飼料㈱ 志布志工場 鹿児島県

２．個人・団体の部（１件）

茨城県緑化推進委員会 工場緑化専門部会 茨城県

第７回（昭和６３年度）緑化優良表彰工場等

1988年7月11日



通商産業大臣表彰工場等

１．工場の部（６件）

エスエス製薬㈱ 福島工場 福島県

㈱吉野工業所 栃木工場 栃木県

エムケーチーズ㈱ 綾瀬工場 神奈川県

伊藤忠製糖㈱ 本社工場 愛知県

金井重要工業㈱ 繊維機器製造所 兵庫県

中国電力㈱ 玉島発電所 岡山県

２．個人・団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．工場の部（２３件）

キッコーマン㈱ 千歳工場 北海道

日本甜菜製糖㈱ 清水工場 北海道

㈱サンフリーズ・ドライ 福島県

東北電力㈱ 仙台火力発電所 宮城県

山形日本電気㈱ 山形工場 山形県

㈱小林コーセー 狭山工場 埼玉県

㈱エヌ・エム・ビーセミコンダクター 千葉県

武田薬品工業㈱ 湘南工場 神奈川県

横河・ヒューレット・パッカード㈱ 八王子事業所 東京都

大和ハウス工業㈱ 新潟工場 新潟県

富士化学工業㈱ 郷柿沢工場 富山県

鈴鹿富士ゼロックス㈱ 三重県

参天製薬㈱ 能登工場 石川県

㈱ノエビア 滋賀第一工場 滋賀県

関西電力㈱ 堺港発電所 大阪府

三笠コカ・コーラボトリング㈱ 和歌山工場 和歌山県

三浦工業㈱ 津和野工場 島根県

イーグル工業㈱ 岡山工場 岡山県

マツダ㈱ 防府中関工場 山口県

九州電力㈱ 港発電所 福岡県

九州電力㈱ 大分発電所 大分県

㈱再春館製薬所 阿蘇工場 熊本県

吉川セミコンダクタ㈱ 宮崎県

２．個人・団体の部 該当なし

第８回（平成元年度）緑化優良表彰工場等

1989年6月26日



通商産業大臣表彰工場等

１．工場の部（５件）

ファナック㈱ 本社工場 山梨県

㈱ブリヂストン 彦根工場 滋賀県

サッポロワイン㈱ 岡山ワイナリー 岡山県

サントリー㈱ 宮島プラント 広島県

ハマナカホビール㈱ 宮崎県新富工場 宮崎県

２．個人・団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．工場の部（２１件）

六花亭製菓㈱ 帯広工場 北海道

㈱ザオーテック 本社工場 宮城県

㈱増田製作所 山形工場 山形県

三和化学工業㈱ 原町工場 福島県

日本無機㈱ 結城工場 茨城県

サントリー㈱ 医薬センター 群馬県

サンウェーブ工業㈱ 深谷製作所 埼玉県

㈱朝日新聞社 東京本社 東京都

ジョンソン㈱ 神奈川県

北越工業㈱ 吉田工場 新潟県

アイシン軽金属㈱ 本社工場 富山県

積水樹脂㈱ 石川工場 石川県

富士通㈱ 沼津工場 静岡県

日本二ードルローラー製造㈱ 本社工場 三重県

サン電子工業㈱ 出雲工場 島根県

㈱林原生物化学研究所 吉備製薬工場 岡山県

大協㈱ 大和工場 広島県

日清食品㈱ 下関工場 山口県

未来工業㈱ 熊本工場 熊本県

ニッカウヰスキー㈱ 九州工場 大分県

㈱ワールドインダストリー宮崎 宮崎県

２．個人・団体の部（１件）

神奈川県

３．会長奨励賞の部（１件）

関西電力㈱ 御坊発電所 和歌山県

第９回（平成２年度）緑化優良表彰工場等

1990年7月16日

茅ケ崎地区工場等緑化推進協議会



通商産業大臣表彰工場等

１．工場の部（５件）

第一製薬㈱ 秋田工場 秋田県

鐘紡㈱ 小田原工場 神奈川県

日清紡績㈱ 針崎工場 愛知県

東レ㈱ 滋賀事業場 滋賀県

凸版印刷㈱パッケージ事業本部 福崎工場 兵庫県

２．個人・団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．工場の部（２１件）

サッポロビール㈱ 北海道工場 北海道

山形オーヤマ照明㈱ 東根工場 山形県

㈱トプコン山形 Ｅ．Ｆ 山形県

カルソニック㈱ 群馬工場 群馬県

東光電気㈱ 生産本部 埼玉県

㈱日立製作所 習志野工場 千葉県

アンリツ㈱ 厚木事業所 神奈川県

ソニー・テクトロニクス㈱ 御殿場工場 静岡県

㈱ソディック 加賀工場 石川県

㈱明智ＩＮＡＸ 岐阜県

日本電装㈱ 西尾製作所 愛知県

㈱きもと 三重工場 三重県

横河フローテック㈱ 本社工場 三重県

日本原子力発電㈱ 敦賀発電所 福井県

ミノルタカメラ㈱ 伊丹工場 兵庫県

ノーリツ鋼機㈱ 梅原工場 和歌山県

東洋キャリア工業㈱ 津山工場 岡山県

マツダ㈱ 防府西浦工場 山口県

日本たばこ産業㈱ 北九州工場 福岡県

日本ビソー㈱ 長崎本社 長崎県

富士精工㈱ 熊本工場 熊本県

２．個人・団体の部 該当なし

1991年7月15日

第１０回（平成３年度）緑化優良表彰工場等



通商産業大臣表彰工場等

１．工場の部（６件）

キリンビール㈱ 千歳工場 北海道

信越半導体㈱ 白河工場 福島県

東京電力㈱ 袖ケ浦火力発電所 千葉県

太平洋工業㈱ 北大垣工場 岐阜県

中部電力㈱ 渥美火力発電所 愛知県

扶桑薬品工業㈱ 岡山工場 岡山県

２． 個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．工場の部（１９件）

ピーエス工業㈱ 札幌工場 北海道

㈱フジコー 仙台工場 宮城県

㈱日立製作所 ＡＶ機器事業部 茨城県

㈱第一ラジオアイソトープ研究所 千葉工場 千葉県

㈱日立製作所 神奈川工場 神奈川県

東京エレクトロン㈱ 山梨事業所 山梨県

日置電機㈱ 本社工場 長野県

第一製薬㈱ 静岡工場 静岡県

小島プレス工業㈱ 本社工場 愛知県

ソニー幸田㈱ 愛知県

日本エタノール㈱ 四日市工場 三重県

マックスファクター㈱ 滋賀工場 滋賀県

大昭和精機㈱ 淡路第1工場 兵庫県

㈱丸島アクアシステム 奈良工場 奈良県

ホシザキ冷器㈱ 本社工場 島根県

中国電力㈱ 柳井発電所 山口県

オムロン直方㈱ 福岡県

ブリヂストンベカルトスチールコード㈱ 佐賀工場 佐賀県

㈱東京フレックス 熊本工場 熊本県

２． 個人又は団体の部 該当なし

第１１回（平成４年度）緑化優良表彰工場等

1992年9月21日



通商産業大臣表彰工場等

１．工場の部（５件）

東北真空冶金㈱ 本社工場 青森県

サントリー㈱ 梓の森工場 栃木県

日本アイ・ビー・エム㈱ 野洲事業所 滋賀県

湧永製薬㈱ 広島事業所 広島県

日本ビソー㈱長崎本社 長崎製作所 長崎県

２．個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．工場の部（１６件）

三協化学㈱ 広野工場 福島県

東レ㈱ 土浦工場 茨城県

養命酒製造㈱ 埼玉工場 埼玉県

帝国臓器製薬㈱ 川崎工場 神奈川県

伊那食品工業㈱ 北丘工場 長野県

㈱三共製作所 静岡事業所 静岡県

㈱スギノマシン 滑川工場 富山県

明治製菓㈱ 岐阜工場 岐阜県

㈱豊田自動織機製作所 碧南工場 愛知県

八千代工業㈱ 四日市製作所 三重県

鐘紡㈱ 北陸合繊工場 福井県

東陶機器㈱ 滋賀工場 滋賀県

関西電力㈱ 相生発電所 兵庫県

タキロン㈱ 安富工場 兵庫県

山口日本電気㈱ 山口県

㈱三井ハイテック 直方工場 福岡県

２．個人又は団体の部 該当なし

３．会長奨励賞の部（１件）

三益半導体工業㈱ 上郊工場 群馬県

第１２回（平成５年度）緑化優良表彰工場等

1993年9月20日



通商産業大臣表彰工場等

１．工場の部（４件）

新王子製紙㈱ 江別工場 北海道

ブリヂストンメタルファ㈱ 栃木工場 栃木県

積水化学工業㈱ 滋賀水口工場 滋賀県

㈱林原生物化学研究所 吉備製薬工場 岡山県

２．個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．工場の部（１８件）

日本ルセル㈱ 白河工場 福島県

花王㈱ 鹿島工場 茨城県

ブリヂストンスポーツ㈱ Ｍ＆Ｄセンター秩父 埼玉県

㈱日立製作所 電子デバイス事業部 千葉県

㈱牧野フライス製作所 厚木事業所 神奈川県

日電アネルバ㈱ 富士工場 山梨県

ゴールドパック㈱ あずみ野工場 長野県

㈱ヤクルト本社 富士裾野工場 静岡県

立山合金工業㈱ 石川工場 石川県

鍋屋工業㈱ 関工園 岐阜県

㈱フジクラ 鈴鹿工場 三重県

日本発条㈱ 滋賀工場 滋賀県

昭和アルミニウム㈱ 彦根製造所 滋賀県

上野製薬㈱ 三田事業所 兵庫県

住友電工焼結合金㈱ 岡山県

日本耐酸壜工業㈱ 福岡工場 福岡県

大塚製薬㈱ 佐賀工場 佐賀県

三菱電機㈱ 熊本製作所 熊本県

２． 個人又は団体の部 該当なし

３．会長奨励賞の部（１件）

㈱協栄製作所 奈良工場 奈良県

第１３回（平成６年度）緑化優良表彰工場等

1994年9月26日



通商産業大臣表彰工場等

１．工場の部（４件）

花王㈱ 栃木工場 栃木県

㈱ノエビア 滋賀第一工場 滋賀県

関西電力㈱ 海南発電所 和歌山県

日本テキサス･インスツルメンツ㈱ 日出工場 大分県

２． 個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．工場の部（１６件）

㈱わかさいも本舗 登別支社 北海道

千住スプリンクラー㈱ 岩手工場丸森 岩手県

㈱日立製作所 大みか工場 茨城県

麒麟麦酒㈱ 栃木工場 栃木県

日本たばこ産業㈱ 高崎工場 群馬県

㈱アドバンテスト 大利根Ｒ＆Ｄセンタ 埼玉県

㈱ニチベイ 相模工場 神奈川県

㈱蓼科製作所 本社工場 長野県

ハウス食品㈱ 静岡工場 静岡県

エスエス製薬㈱ 富山工場 富山県

太陽電機工業㈱ 岐阜県

愛三工業㈱ 安城工場 愛知県

常盤薬品工業㈱ 上野工場 三重県

九州耐火煉瓦㈱ 岡山県

㈱大井製作所 九州工易 福岡県

相生精機㈱ 大分工場 大分県

２． 個人又は団体の部 該当なし

３．会長奨励賞の部（２件）

サッポロビール㈱ 千葉工場 千葉県

ＴＤＫ㈱記録デバイス事業本部 甲府工場 山梨県

第１４回（平成７年度）緑化優良表彰工場等

1995年9月25日



通商産業大臣表彰工場等

１．工場の部（６件）

住友化学工業㈱ 三沢工場 青森県

同仁医薬化工㈱ 福島第二工場 福島県

ソニー幸田㈱ 本社工場 愛知県

㈱日本触媒 姫路製造所 兵庫県

大協㈱ 大和工場 広島県

ニッカウヰスキー㈱ 九州工場 大分県

２． 個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．工場の部（１３件）

よつ葉乳業㈱ 札幌工場 北海道

みちのくコカ･コーラボトリング㈱ 花巻工場 岩手県

㈱三共製作所 宮城事業所 宮城県

鹿島石油㈱ 鹿島製油所 茨城県

双葉電子工業㈱ 長生工場 千葉県

㈱東芝 青梅工場 東京都

富士ゼロックス㈱ 海老名事業所 神奈川県

ヤマハ発動機㈱ 袋井工場 静岡県

日本ヒューレット･パッカード㈱ 神戸事業所 兵庫県

㈱片木アルミニューム製作所 大山工場 鳥取県

中国電力㈱ 下関発電所 山口県

㈱山本工作所 本社工場 福岡県

沖縄電力㈱ 具志川火力発電所 沖縄県

２．個人又は団体の部 該当なし

３．会長奨励賞の部（３件）

㈱東芝 那須工場 栃木県

大日本インキ化学工業㈱ 群馬工場 群馬県

富田工業㈱ 岡山工場 岡山県

第１５回（平成８年度）緑化優良表彰工場等

1996年9月30日



通商産業大臣表彰工場等

１．工場の部（５件）

サッポロビール㈱ 北海道工場 北海道

日本化薬㈱ 高崎工場 群馬県

㈱資生堂 掛川工場 静岡県

㈱隅谷製陶所 岐阜県

小島プレス工業㈱ 本社工場 愛知県

２． 個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．工場の部（１５件）

麒麟麦酒㈱ 仙台工場 宮城県

㈱日立製作所 冷熱事業部 栃木県

スミスクライン・ビーチャム製薬㈱ 高崎工場 群馬県

日本製紙㈱ 東松山工場 埼玉県

東京電力㈱ 姉崎火力発電所 千葉県

㈱原田鍛工所 神奈川県

三菱レイヨン㈱
富山事業所

アセテート工場
富山県

㈱虎屋 御殿場工場 静岡県

昭和電線電纜㈱ 三重事業所 三重県

ダイハツ工業㈱ 滋賀(竜王)工場 滋賀県

新日本薬品㈱ 大阪工苑 大阪府

タイトン㈱ 製造本部 兵庫県

ニコニコのり㈱ 九州工場 福岡県

ホンダ太陽㈱ 日出工場 大分県

旭化成工業㈱ 長浜地区工場 宮崎県

２． 個人又は団体の部 該当なし

３．会長奨励賞の部（２件）

㈱でん六 蔵王の森工場 山形県

太平洋工業㈱ 美濃工場 岐阜県

第１６回（平成９年度）緑化優良表彰工場等

1997年9月29日



通商産業大臣表彰工場等

１．工場の部（１０件）

日本端子㈱ 花泉工場 岩手県

エス・オー・シー㈱ 秋田工場 秋田県

㈱山本海苔店 秦野作業場 神奈川県

㈱日立製作所
産業機器事業部

電気機器本部
新潟県

アイシン・エィ・ダブリュ㈱ 愛知県

ダイニック㈱ 滋賀工場 滋賀県

ノーリツ鋼機㈱ 本社工場 和歌山県

ホシザキ電機㈱ 横田工場 島根県

オムロン直方㈱ 福岡県

九州森紙業㈱ 熊本事業所 熊本県

２． 個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．工場の部（１２件）

㈱大塚製薬工場 釧路工場 北海道

宮城沖電気㈱ 宮城県

中央精機㈱ 白河工場 福島県

プラス㈱ 前橋工場 群馬県

㈱鷺宮製作所 所沢事業所 埼玉県

シュルンベルジュ㈱ 神奈川県

オリンパス光学工業㈱ 辰野事業場 長野県

㈱村田製作所 野洲事業所 滋賀県

リコーマイクロエレクトロニクス㈱ 鳥取県

㈱トーキン 広島事業所 広島県

理想科学工業㈱ 宇部工場 山口県

大塚製薬㈱ 徳島ワジキ工場 徳島県

２．個人又は団体の部 該当なし

３．会長奨励賞の部（３件）

アイジー工業㈱ 寒河江工場 山形県

麒麟麦酒㈱ 北陸工場 石川県

日本精工九州㈱ 福岡県

第１７回（平成１０年度）緑化優良表彰工場等

1998年10月7日



通商産業大臣表彰工場等

１．工場の部（５件）

六花亭製菓㈱ 本社工場 北海道

三協化学㈱ 広野工場 福島県

富士通㈱ 沼津工場 静岡県

中部電力㈱ 知多火力発電所 愛知県

旭化成工業㈱
東海工場

東海化学品製造部
宮崎県

２． 個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．工場の部（１７件）

エースラゲージ㈱ 北海道赤平工場 北海道

持田製薬㈱ 大田原工場 栃木県

㈱ゼクセルエスイー尾島 群馬県

東京電カ㈱ 五井火力発電所 千葉県

ネポン㈱ 厚木工場 神奈川県

東京電力㈱ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県

日本ケミコン㈱ 新潟工場 新潟県

国際電気㈱ 富士吉田工場 山梨県

ＨＯＹＡ㈱ 長坂工場 山梨県

㈱キャタラー 静岡県

明光化成工業㈱ 岐阜県

明和工業㈱ 岐阜県

雪印乳業㈱ 京都工場 京都府

㈱出雲村田製作所 島根県

日新デニム㈱ 徳島県

勇心酒造㈱ 綾南工場 香川県

沢井製薬㈱ 九州工場 福岡県

２．個人又は団体の部 該当なし

３．会長奨励賞の部（２件）

石川サンケン㈱ 本社・堀松工場 石川県

ホクモウ㈱ 宇ノ気工場 石川県

第１８回（平成１１年度）緑化優良表彰工場等

1999年10月4日



通商産業大臣表彰工場等

１．工場の部（５件）

日東金属工業㈱ 双葉工場 福島県

ポーラ化成工業㈱ 袋井工場 静岡県

立山合金工業㈱ 石川工場 石川県

東洋キャリア工業㈱ 津山工場 岡山県

ホンダ太陽㈱ 日出工場 大分県

２． 個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．工場の部（１５件）

㈱日立国際電気 千歳工場 北海道

レンゴー㈱ 恵庭工場 北海道

北上鐵工㈱ 岩手県

ソニー宮城㈱ 豊里事業所 宮城県

サンウェーブ工業㈱ 桐生事業所 群馬県

東京電力㈱ 西火カ事業所 東扇島火カ発電所 神奈川県

㈱牧野フライス製作所 富士勝山事業所 山梨県

大塚ベバレジ㈱ 袋井工場 静岡県

㈱ロックフィールド 静岡ファクトリー 静岡県

㈱銀しゃり本舗 岐阜県

ニチコン㈱ 亀岡工場 京都府

麟麟麦酒㈱ 神戸工場 兵庫県

ＹＫＫ㈱ 四国工場 香川県

㈱柴田鉄工所 福岡県

ソニー大分㈱ 大分県

２． 個人又は団体の部 該当なし

３．会長奨励賞の部（２件）

ミノルタ㈱ 瑞穂工場 愛知県

九州武蔵精密㈱ 熊本県

第１９回（平成１２年度）緑化優良表彰工場等

2000年10月2日



経済産業大臣表彰工場等

１．工場の部（４件）

ＹＫＫ㈱ 東北工場 宮城県

キリン・シーグラム㈱ 御殿場工場 静岡県

愛三工業㈱ 安城工場 愛知県

㈱片木アルミニューム製作所 大山工場 鳥取県

２． 個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．  工場の部（８件）

ハーバー㈱ 北海道

サンデン㈱ 境事業所 群馬県

山梨日本電気㈱ 大月工場 山梨県

富士通㈱ 那須工場 栃木県

麒麟麦酒㈱ 北陸工場 石川県

福田金属箔粉工業㈱ 滋賀工場 滋賀県

㈱ＫＴＫ 大谷工場 高知県

大分日本電気㈱ 大分県

２．  個人又は団体の部（１件）

協同組合　ファッションシティ甲府 ファッション団地 山梨県

３．  会長奨励賞の部（５件）

マル厨工業㈱ 東北工場 青森県

ソニー根上㈱ 石川県

田中精密工業㈱ 婦中製造部 富山県

北九州松下電工㈱ 響工場 福岡県

王子製紙㈱ 日南工場 宮崎県

第２０回（平成１３年度）緑化優良表彰工場等

2001年10月1日



経済産業大臣表彰工場等

１． 工場の部（６件）

ニッカウヰスキー㈱ 北海道工場 北海道

養命酒製造㈱ 埼玉工場 埼玉県

ソニー・テクトロニクス㈱ 御殿場工場 静岡県

関西電力㈱ 宮津エネルギー研究所 京都府

サントリー㈱ 山崎蒸溜所 大阪府

㈱ブリヂストン 佐賀工場 佐賀県

２． 個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．  工場の部（８件）

ラサ工業㈱ 三本木工場 宮城県

丸彦製菓㈱ 日光工場 栃木県

関東三洋セミコンダクターズ㈱ 粕川生産センター 群馬県

㈱ニックス 津久井工場 神奈川県

エヌエスケー・ワーナー㈱ 袋井工場 静岡県

日本食研㈱愛媛本社 食品・ハム研究工場 愛媛県

三和酒類㈱ 安心院葡萄酒工房 大分県

オリオンビール㈱ 名護工場 沖縄県

２． 個人又は団体の部 該当なし

３．  会長奨励賞の部（２件）

菊池食品工業㈱ 函館工場 北海道

三進金属工業㈱ 福島工場 福島県

第２１回（平成１４年度）緑化優良表彰工場等

2002年9月30日



経済産業大臣表彰工場等

１．  工場の部（５件）

プラス㈱ 前橋工場 群馬県

㈱ヤクルト本社 富士裾野工場 静岡県

㈱銀しゃり本舗 岐阜県

大塚製薬㈱ 佐賀工場 佐賀県

ソニーセミコンダクタ九州㈱
大分テクノロジー

センター
大分県

２． 個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．  工場の部（１３件）

キヤノン電子㈱ 赤城工場 群馬県

サンデン㈱ 赤城事業所 群馬県

ＮＥＣコンピュータテクノ㈱ 甲府事業所 山梨県

サッポロビール㈱ 静岡工場 静岡県

中外製薬㈱ 富士御殿場研究所 静岡県

日本ユニカー㈱ 小松工業所 石川県

佐分利陶料㈲ 柿野工場 岐阜県

ヤングビーナス薬品工業㈱ 岐阜県

エスティ・エルシーディ㈱ 本社工場 愛知県

三洋エナジートワイセル㈱ 貝塚事業所 大阪府

日亜化学工業㈱ 本社工場 徳島県

㈱アドバンスト・ディスプレイ 泗水工場 熊本県

沖縄電力㈱電力本部 発電部金武火力発電所 沖縄県

２． 個人又は団体の部 該当なし

３．  会長奨励賞の部（３件）

㈱東亜レジン古川 宮城県

アロインス製薬㈱ 四万十工場 高知県

住友ゴム工業㈱ 宮崎工場 宮崎県

第２２回（平成１５年度）緑化優良表彰工場等

2003年10月1日



経済産業大臣表彰工場等

１．  工場の部（６件）

キッコーマン㈱ 千歳工場 北海道

㈱ケーエムエフ 花泉工場 岩手県

東北電力㈱ 東新潟火力発電所 新潟県

㈱三共製作所 静岡事業所 静岡県

明智セラミックス㈱ 岐阜県

ダイハツ工業㈱ 滋賀(竜王)工場 滋賀県

２． 個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．  工場の部（１１件）

トヨタ自動車東北㈱ 宮城県

㈱アドバンテスト 群馬Ｒ＆Ｄセンタ 群馬県

㈱応微研 山梨県

ＫＯＡ㈱ 匠の里 長野県

富士写真フイルム㈱ 富士宮工場 静岡県

ジェイ・バス㈱ 小松事業所 石川県

塩野義製薬㈱ 製造本部摂津工場 大阪府

ローツェ㈱ 本社工場 広島県

大塚製薬㈱ 徳島板野工場 徳島県

アイシン九州㈱ 熊本県

琉球セメント㈱ 屋部工場 沖縄県

２．  個人又は団体の部 該当なし

３．  会長奨励賞の部（３件）

㈱アルビオン 埼玉大里工場 埼玉県

中部電力㈱ 碧南火力発電所 愛知県

㈱ドトールコーヒー 関西工場 兵庫県

第２３回（平成１６年度）緑化優良表彰工場等

2004年10月1日



経済産業大臣表彰工場等

１．  工場の部（６件）

㈱ニチベイ 生産本部 神奈川県

日置電機㈱ 本社工場 長野県

第一ファルマテック㈱ 静岡工場 静岡県

明和工業㈱ 岐阜県

NECセミコンパッケージ・ソリューションズ㈱ 大分工場 大分県

三菱電機㈱パワーデバイス製作所 熊本工場 熊本県

２． 個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．  工場の部（１１件）

古川エヌ・デー・ケー㈱ 宮城県

リコープリンティングテクノロジーズ㈱ 山形事業所 山形県

イオナインターナショナル㈱ 福島工園 福島県

㈱ミツトヨ 宇都宮事業所 栃木県

太陽誘電㈱ Ｒ＆Ｄセンター 群馬県

日本フイルコン㈱ 静岡工場 静岡県

小野薬品工業㈱ 福井研究所 福井県

アサヒビール㈱ 吹田工場 大阪府

㈱パイオニア 淡路工場 兵庫県

㈱島精機製作所 本社工場 和歌山県

東芝ＬＳＩパッケージソリューション㈱ 大分事業所 大分県

２．  個人又は団体の部 該当なし

３．  会長奨励賞の部（３件）

㈱河合楽器製作所 竜洋工場 静岡県

豊和化成㈱ 愛知県

センカ㈱ 滋賀湖南工場 滋賀県

第２４回（平成１７年度）緑化優良表彰工場等

2005年9月28日



経済産業大臣表彰工場等

１．  工場の部（４件）

同仁医薬化工㈱ 福島工場 福島県

ハウス食品㈱ 静岡工場 静岡県

東陶機器㈱ 滋賀工場 滋賀県

三和酒類㈱ 安心院葡萄酒工房 大分県

２． 個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．  工場の部（７件）

サッポロビール㈱ 仙台工場 宮城県

㈱白子 榛名工場 群馬県

麒麟麦酒㈱ 滋賀工場 滋賀県

明治製菓㈱ 大阪工場 大阪府

㈱岡山村田製作所 岡山県

サントリー㈱ 九州熊本工場 熊本県

サッポロビール㈱ 新九州工場 大分県

２．  個人又は団体の部 該当なし

３．  会長奨励賞の部（４件）

信州航空電子㈱ 長野県

大和製罐㈱ 大井川工場 静岡県

㈱高速オフセット 堺本工場 堺市

㈱精工 高知南国工場 高知県

第２５回（平成１８年度）緑化優良表彰工場等

2006年10月23日



経済産業大臣表彰工場等

１．  工場の部（４件）

北興化学工業㈱ 新潟工場 新潟県

麒麟麦酒㈱ 北陸工場 石川県

㈱島精機製作所 本社工場 和歌山県

麒麟麦酒㈱ 福岡工場 福岡県

２． 個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．  工場の部（８件）

大阪有機化学工業㈱ 酒田工場 山形県

ＮＥＯＭＡＸ機工㈱ 群馬県

㈱富士通研究所 神奈川県

アルペンローゼ㈱ 長野県

アイ・エフ・エフ日本㈱ 御殿場工場 静岡県

㈱テイエルブイ 兵庫県

広島県

パナソニック半導体オプトデバイス㈱ 鹿児島県

２．  個人又は団体の部 該当なし

３．  会長奨励賞の部（８件）

㈱登米村田製作所 宮城県

ペンタックス東北㈱ 宮城県

㈱三和化学研究所 ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ工園 福島県

三洋半導体製造㈱ 新潟工場 新潟県

㈱三進製作所　 新潟工場 新潟県

㈱ノリタケカンパニーリミテド 本社 名古屋市

サンスター㈱ 本社・高槻工場 大阪府

横浜ゴム㈱ 尾道工場 広島県

第２６回（平成１９年度）緑化優良表彰工場等

2007年10月1日

ヒロボー㈱　ヒロボーライブファクトリー



経済産業大臣表彰工場等

１．  工場の部（５件）

㈱大塚製薬工場 釧路工場 北海道

サンデン㈱ 赤城事業所 群馬県

㈱アデランス 生産統括部 新潟県

佐分利陶料㈲ 柿野工場 岐阜県

日本たばこ産業㈱ 九州工場 福岡県

２． 個人又は団体の部（１件）

神奈川県内陸工業団地協同組合 神奈川県

日本緑化センター会長表彰工場等

１．  工場の部（９件）

エヌ・エス・トート㈱ 宮城県

㈱ジーシー 富士小山工場 静岡県

中村留精密工業㈱ 石川県

大日本住友製薬㈱ 茨木工場 大阪府

関西電力㈱ 南港発電所 大阪市

ＳＲＩスポーツ㈱ 市島工場 兵庫県

サントリー㈱ 高砂工場 兵庫県

九州積水工業㈱ 佐賀県

ヤマハ熊本プロダクツ㈱ 熊本県

２．  個人又は団体の部 該当なし

３．  会長奨励賞の部（２件）

パナソニック電工㈱ 新潟工場 新潟県

㈱ノーベル　 郡上工場 岐阜県

2008年10月1日

第２７回（平成２０年度）緑化優良表彰工場等



経済産業大臣表彰工場等

１．  工場の部（５件）

三進金属工業㈱ 福島工場 福島県

㈱虎屋 御殿場工場 静岡県

明光化成工業㈱ 明智工場 岐阜県

キリンビール㈱ 神戸工場 兵庫県

㈱出雲村田製作所 島根県

２． 個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．  工場の部（１４件）

セイコーエプソン㈱ 千歳事業所 北海道

㈱ネクスト 宮城県

日東電工㈱ 東北事業所 宮城県

協和発酵キリン㈱ 高崎工場 群馬県

アサヒビール㈱ 神奈川工場 神奈川県

朝日酒造㈱ 新潟県

ＮＥＣアクセステクニカ㈱ 静岡県

穴水電子工業㈱ 本社工場 石川県

㈱西野製作所 かほく工場 石川県

日東工業㈱ 本社・名古屋工場 愛知県

㈱ニチレイフーズ 関西工場 大阪府

アロインス製薬㈱ 四万十工場 高知県

㈱サンセールミキ 鳥栖工場 佐賀県

霧島酒造㈱ 志比田工場 宮崎県

２．  個人又は団体の部 該当なし

３．  会長奨励賞の部（５件）

みちのくミルク㈱ 宮城県

㈱ミノグループ 資材事業部 岐阜県

丸和電子化学㈱ 愛知県

㈱テザックワイヤロープ 二色浜製造所 大阪府

トヨタ紡織九州㈱ 本社工場 佐賀県

第２８回（平成２１年度）緑化優良表彰工場等

2009年10月1日



経済産業大臣表彰工場等

１．  工場の部（３件）

ＯＫＩセミコンダクタ宮城㈱ 宮城県

㈱ロック・フィールド 静岡ファクトリー 静岡県

ＹＫＫ ＡＰ㈱ 九州事業所 熊本県

２． 個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．  工場の部（１４件）

日本ベクトン・ディッキンソン㈱ 福島工場 福島県

㈱ツムラ 茨城工場 茨城県

㈱ブリヂストン 栃木工場 栃木県

㈱明電舎 太田事業所 群馬県

東邦電線工業㈱ 神奈川県

樫山工業㈱ 信州工場 長野県

ミネベア㈱ 浜松工場 静岡県

清水エル・エヌ・ジー㈱ 静岡市

イビデン㈱ 大垣中央事業場 岐阜県

㈱福井村田製作所 武生事業所 福井県

㈱ダイフク 滋賀事業所 滋賀県

パナソニック吉備㈱ 岡山県

㈱かわでん 九州工場 佐賀県

南九州コカ・コーラボトリング㈱ えびの工場 宮崎県

２．  個人又は団体の部 該当なし

３．  会長奨励賞の部（４件）

昭和コンクリート工業㈱ 宮城工場 宮城県

サンユレック㈱ 大阪府

京セラ㈱ 鹿児島川内工場 鹿児島県

プリマハム㈱ 鹿児島工場 鹿児島県

第２９回（平成２２年度）緑化優良表彰工場等

2010年10月1日



経済産業大臣表彰工場等

１．  工場の部（２件）

大塚製薬㈱ 袋井工場 静岡県

㈱岡山村田製作所 岡山県

２． 個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．  工場の部（１１件）

㈱デンソーエレクトロニクス 北海道

㈱ＩＨＩエアロスペース 富岡事業所 群馬県

出光興産㈱ 千葉製油所 千葉工場 千葉県

㈱金沢村田製作所 金沢事業所 石川県

ナイテック・プレシジョン㈱ 本社工場 石川県

明光化成工業㈱ 岩村工場 岐阜県

㈱田中化学研究所 福井工場 福井県

㈱村田製作所 八日市事業所 滋賀県

京セラ㈱ 滋賀蒲生工場 滋賀県

㈱三福 福岡県

ソーラーフロンティア㈱ 宮崎工場宮崎第2プラント 宮崎県

２．  個人又は団体の部 該当なし

３．  会長奨励賞の部（６件）

川崎天然ガス発電㈱ 川崎天然ガス発電所 川崎市

㈱東和製作所 蜂屋工場 岐阜県

旭硝子㈱ 関西工場大阪事業所 大阪市

日立マクセルエナジー㈱ 大阪事業所 大阪府

大鵬薬品工業㈱ 岡山工場 岡山県

小竹化成㈱ 福岡県

第３０回（平成２３年度）緑化優良表彰工場等

2012年1月31日



経済産業大臣表彰工場等

１．  工場の部（３件）

北越工業㈱ 本社・工場 新潟県

イビデン㈱ 大垣中央事業場 岐阜県

住友ゴム工業㈱ 宮崎工場 宮崎県

２． 個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．  工場の部（８件）

アルバック東北㈱ 青森県

㈱ライフフーズ 仙台ファクトリー 宮城県

サッポロビール㈱ 群馬工場（尾島） 群馬県

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ ドコモＲ＆Ｄセンター 神奈川県

㈱久居ＬＩＸＩＬ製作所 三重県

㈱富山村田製作所 富山県

タイム技研高知㈱ 高知県

神楽酒造㈱ 西都工場 宮崎県

２．  個人又は団体の部 該当なし

３．  会長奨励賞の部（２件）

富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱ 富山事業所 富山県

エム・テクニック㈱ 本社工場 大阪府

第３１回（平成２４年度）緑化優良表彰工場等

2012年11月1日



経済産業大臣表彰工場等

１．  工場の部（２件）

サッポロビール㈱ 静岡工場 静岡県

㈱村田製作所 野洲事業所 滋賀県

２． 個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．  工場の部（１２件）

㈱東北三之橋 丸森工場 宮城県

トヨタ自動車東日本㈱ 本社・宮城大衡工場 宮城県

日本工営㈱ 電力事業本部福島事業所 福島県

㈱チノー 藤岡事業所 群馬県

赤城乳業㈱ 本庄千本さくら『５S』工場 埼玉県

八海醸造㈱ 新潟県

トリンプ･インターナショナル・ジャパン㈱ トリンプ静岡センター 静岡県

岐阜協和㈱ 岐阜県

豊田合成㈱ 尾西工場 愛知県

㈱紫野和久傳 京丹後久美浜工房 京都府

㈱堀場エステック 阿蘇工場 熊本県

宮崎アスモ㈱ 宮崎県

２．  個人又は団体の部 該当なし

３．  会長奨励賞の部（５件）

ゼリア新薬工業㈱ 筑波工場 茨城県

パナホーム㈱ 筑波工場 茨城県

㈱クボタ 筑波工場 茨城県

岐阜精工㈱ 岐阜県

ベバストジャパン㈱ 広島県

第３２回（平成２５年度）緑化優良表彰工場等

2013年11月5日



経済産業大臣表彰工場等

１．  工場の部（６件）

出光興産㈱ 北海道製油所 北海道

キヤノン㈱ 取手事業所 茨城県

サントリービール㈱ 利根川ビール工場 群馬県

サントリービール㈱ 九州熊本工場 熊本県

コカ・コーラウエスト㈱ えびの工場 宮崎県

日本特殊陶業㈱ 鹿児島宮之城工場 鹿児島県

２． 個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．  工場の部（１１件）

トヨタ自動車北海道㈱ 北海道

幡豆工業㈱ 東北工場 宮城県

味の素製薬㈱ 福島事業所 福島県

サントリープロダクツ㈱ 榛名工場 群馬県

日本電気㈱ 我孫子事業場 千葉県

坂西精機㈱ 東京都

㈱ＮＴＮ志賀製作所 石川県

富士特殊紙業㈱ 本社工場 愛知県

パスカル㈱ 本社・技術開発センター 兵庫県

㈱イワミ村田製作所 島根県

昭和アルミニウム缶㈱ 大牟田工場 福岡県

２．  個人又は団体の部 該当なし

３．  会長奨励賞の部（５件）

トーアエイヨー㈱ 仙台工場 宮城県

ヤマハ発動機㈱ 袋井南工場 静岡県

㈱ＲＯＫＩ
ROKI Global Innovation Center

[ROGIC](研究開発棟)
静岡県

㈱富士薬品 富山第二工場 富山県

大口酒造㈱ 第二蒸溜所 鹿児島県

2014年11月4日

第３３回（平成２６年度）緑化優良表彰工場等



経済産業大臣表彰工場等

１．  工場の部（３件）

キヤノン電子㈱ 赤城事業所 群馬県

ＮＳＫワーナー㈱ 静岡県

霧島酒造㈱
志比田工場

霧島ファクトリーガーデン
宮崎県

２． 個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．  工場の部（８件）

㈱彌満和プレシジョン 本社工場 福島県

㈱山櫻 八王子の森工場 東京都

㈱オハラ 相模原市

プライムアースＥＶエナジー㈱ 大森工場 静岡県

テクノハマ㈱ 愛知県

豊田鉃工㈱ 愛知県

一般財団法人阪大微生物病研究会 観音寺研究所 瀬戸センター 香川県

大分キヤノン㈱ 大分事業所 大分県

２．  個人又は団体の部 該当なし

３．  会長奨励賞の部（５件）

㈱吉野工業所 伊勢崎工場 群馬県

マルコメ㈱ 第2・第3工場 長野県

㈱小松村田製作所 石川県

日東薬品工業㈱ 綾部工場 京都府

㈱お菓子の香梅 阿蘇西原工場 熊本県

第３４回（平成２７年度）緑化優良表彰工場等

2015年11月2日



経済産業大臣表彰工場等

１．工場の部（３件）

ＮＥＣプラットフォームズ㈱ 掛川事業所 静岡県

ダンロップスポーツ㈱ 市島工場 兵庫県

未来工業㈱ 熊本工場 熊本県

２．個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．工場の部（１０件）

㈱ケーヒン 宮城第一製作所丸森工場 宮城県

荒川化学工業㈱ 筑波研究所 茨城県

㈱小松製作所 小山工場 栃木県

日本電信電話㈱ 情報ネットワーク総合研究所 東京都

㈱アマダホールディングス 伊勢原事業所 神奈川県

キヤノン㈱ 川崎事業所 川崎市

㈱アズミ村田製作所 長野県

タカノ㈱ エクステリア工場 長野県

㈱アマダエンジニアリング 富士宮事業所 静岡県

ライオンケミカル㈱ オレオケミカル事業所 香川県

２．個人又は団体の部（１件）

石川 真一 群馬県

３．会長奨励賞の部（４件）

エムテックスマツムラ㈱ 尾花沢事業所 山形県

前澤化成工業㈱ 熊谷第二工場 埼玉県

㈱不二家 富士裾野工場 静岡県

富士鍛工㈱ 高知県

第３５回（平成２８年度）緑化優良表彰工場等

2016年11月1日



経済産業大臣表彰工場等

１．工場の部（５件）

アサヒビール㈱ 神奈川工場 神奈川県

ヤマハ発動機㈱ 袋井工場 静岡県

ＹＫＫ㈱ 黒部事業所 富山県

㈱ダイフク 滋賀事業所 滋賀県

大塚製薬㈱ 徳島ワジキ工場 徳島県

２．個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．工場の部（１５件）

㈱最上世紀 山形県

オルガノ㈱ つくば工場 茨城県

ルビコン㈱ 長野県

日研フード㈱ 静岡県

㈱デンソー 安城製作所 愛知県

トヨタ自動車㈱ 衣浦工場 愛知県

住友電装㈱ 津製作所 三重県

中日本ダイカスト工業㈱ 岐阜県

トヨタ自動車㈱ 多治見サービスセンター 岐阜県

ＹＫＫ ＡＰ㈱ 黒部荻生製造所 富山県

㈱金津村田製作所 福井県

㈱シマノ 堺市

サントリープロダクツ㈱ 鳥取県

富士フイルム九州㈱ 熊本県

平井精密工業㈱ 熊本事業所 熊本県

２．個人又は団体の部 該当なし

３．会長奨励賞の部（５件）

㈱コーリツ 静岡県

㈱日東電機製作所 本社 群馬県

㈱光明製作所 大阪府

㈱フソウ フソウテクノセンター 香川県

ＴＯＴＯ㈱ 本社・小倉第一工場 北九州市

天然水奥大山ブナの森工場

第３６回（平成２９年度）緑化優良表彰工場等

2017年11月1日



経済産業大臣表彰工場等

１．工場の部（２件）

㈱キャタラー 静岡県

樫山工業㈱　本社工場 長野県

２．個人又は団体の部 該当なし

関東経済産業局長表彰工場等

１．工場の部（３件）

サッポロビール㈱　 千葉工場 千葉県

㈱アズミ村田製作所 長野県

ミネベアミツミ㈱　 浜松工場 静岡県

２．個人又は団体の部 該当なし

日本緑化センター会長表彰工場等

１．工場の部（１４件）

アステラス製薬㈱ つくば事業場 茨城県

キヤノンエコロジーインダストリー㈱ 茨城県

全薬工業㈱ 栃木工場 栃木県

㈱クラウン・パッケージ 埼玉事業所 埼玉県

ニコ精密機器㈱ 新潟県

㈱日立ハイテクサイエンス 小山事業所 静岡県

麒麟麦酒㈱ 横浜工場 横浜市

昭和電線ケーブルシステム㈱ 相模原事業所 相模原市

㈱デンソー 善明製作所 愛知県

大和化成工業㈱ 本社工場 愛知県

長田電機工業㈱ 名古屋市

㈱藤井養蜂場 福岡県

㈱ケイ・エフ・ケイ小川 熊本県

大分キヤノンマテリアル㈱ 大分事業所 大分県

２．個人又は団体の部 該当なし

３．会長奨励賞の部（５件）

日本光電富岡㈱ 富岡生産センタ 群馬県

パナソニックエコソリューションズ朝日㈱ 群馬県

静岡製機㈱ 浅羽工場 静岡県

ヤンマーキャステクノ㈱ 甲賀事業部 滋賀県

新日鐵住金㈱ 尼崎製造所 兵庫県

第３７回（平成３０年度）緑化優良表彰工場等

2018年10月31日



経済産業大臣表彰

１．工場の部（２件）

株式会社デンソー北海道 北海道

株式会社チノー　藤岡事業所 群馬県

２．個人又は団体の部（該当なし）

関東経済産業局長表彰

１．工場の部（５件）

株式会社アルビオン　熊谷工場 埼玉県

株式会社アマダホールディングス　伊勢原事業所 神奈川県

タカノ株式会社　エクステリア工場 長野県

プライムアースＥＶエナジー株式会社　大森工場 静岡県

麒麟麦酒株式会社　横浜工場 神奈川県

２．個人又は団体の部（該当なし）

日本緑化センター会長表彰

１．工場の部（９件）

株式会社ナック　クリクラ本庄工場 埼玉県

株式会社三進製作所　新潟工場 新潟県

日本コヴィディエン株式会社　袋井工場 静岡県

株式会社JERA　横浜火力発電所 神奈川県

北陸コカ・コーラプロダクツ株式会社　砺波工場 富山県

株式会社ハクイ村田製作所　 石川県

河村電器産業株式会社　本地工場 愛知県

株式会社デンソー　大安製作所 三重県

長崎キヤノン株式会社　 長崎県

２．個人又は団体の部（該当なし）

３．会長奨励賞の部（６件）

協同乳業株式会社　新群馬工場 群馬県

ミネベアミツミ株式会社　松井田工場 群馬県

中嶋産業株式会社　関東支店　かずさ工場 千葉県

住友ベークライト株式会社　静岡工場 静岡県

京セラ株式会社　滋賀野洲工場 滋賀県

株式会社デンケン　本社工場 大分県

第３８回（２０１９年度）緑化優良表彰工場等

2019年10月28日



経済産業大臣表彰

１．工場の部（２件）

株式会社ジーシー　富士小山工場 静岡県

富士フイルム九州株式会社 熊本県

２．個人又は団体の部（該当なし）

関東経済産業局長表彰

１．工場の部（２件）

日本無機株式会社　結城工場 茨城県

株式会社不二家　富士裾野工場 静岡県

２．個人又は団体の部（１件）

石川 真一 群馬県

日本緑化センター会長表彰

１．工場の部（９件）

東北電力株式会社　能代火力発電所 秋田県

群栄化学工業株式会社　群馬エリア 群馬県

ＭＳＤ株式会社　妻沼工場 埼玉県

株式会社上野精機長野 長野県

株式会社氷見村田製作所 富山県

トヨタ自動車株式会社　堤工場 愛知県

長浜キヤノン株式会社 滋賀県

紀州ファスナー工業株式会社 和歌山県

大分キヤノンマテリアル株式会社　杵築事業所 大分県

２．個人又は団体の部（１件）

九州液化瓦斯福島基地株式会社 長崎県

３．会長奨励賞の部（４件）

沼津米穀卸株式会社 静岡県

横浜ゴム株式会社　新城工場 愛知県

ＪＮＣファイバーズ株式会社　守山工場 滋賀県

日新電機株式会社 京都市

2020年10月27日

第３９回（２０２０年度）緑化優良表彰工場等



経済産業大臣表彰

１．工場の部（２件）

ピーエス工業株式会社　札幌工場 北海道

株式会社ケイ・エフ・ケイ小川 熊本県

２．個人又は団体の部（該当なし）

関東経済産業局長表彰

１．工場の部（２件）

サッポロビール株式会社　群馬工場尾島事業所 群馬県

株式会社アマダ　富士宮事業所 静岡県

２．個人又は団体の部（該当なし）

日本緑化センター会長表彰

１．工場の部（８件）

東洋水産株式会社　関東工場 群馬県

KOA株式会社　パインパーク 長野県

ベックマン・コールター株式会社　三島事業場 静岡県

共和レザー株式会社　浅羽工場 静岡県

オムロン ヘルスケア株式会社　松阪事業所 三重県

京セラ株式会社　京都綾部工場 京都府

ローム株式会社　 京都市

エスペック株式会社　神戸R&Dセンター 神戸市

２．個人又は団体の部（該当なし）

３．会長奨励賞の部（２件）

キヤノンプレシジョン株式会社　北和徳第二事業所 青森県

ＪＳＲ株式会社　四日市工場 三重県

第４０回（２０２１年度）緑化優良表彰工場等

2021年10月28日



 

令和4年度 

  
 

⼀般財団法⼈⽇本緑化センター会⻑表彰 
 

 
１．⼯場の部（9件） 

・盛岡セイコー⼯業株式会社                      （岩⼿県） 
・レンゴー株式会社 福島⽮吹⼯場   （福島県） 
・テルモ株式会社 湘南センター   （神奈川県） 
・株式会社リコー 環境事業開発センター   （静岡県） 
・コクヨ株式会社 三重⼯場          （三重県） 
・株式会社関ケ原製作所    （岐⾩県） 
・スターライト⼯業株式会社 栗東事業所  （滋賀県） 
・⼤塚テクノ株式会社 本社・鳴⾨⼯場  （徳島県） 
・宮崎キヤノン株式会社    （宮崎県） 

 

２．個⼈⼜は団体の部（1件） 

・株式会社ウラノス（三星グループ）         （岐⾩県） 
 
３．会⻑奨励賞の部（4件） 

・株式会社 IHI 原動機 太⽥⼯場   （群⾺県） 
・東レ株式会社 三島⼯場    （静岡県） 
・株式会社ティラド 滋賀製作所   （滋賀県） 
・東洋ビジュアルソリューションズ株式会社 守⼭製造所 （滋賀県） 

 


