
全国みどりの工場大賞　受賞工場一覧（1/9）

会長奨励賞 会長賞 経済産業大臣賞

北海道 01 菊池食品工業(株) 函館工場 21回(H14) 北海道亀田郡七飯町字上藤城113番地

北海道 02 (株)大塚製薬工場 釧路工場 17回(H10) 27回(H20) 北海道釧路市音別町朝日1-13

北海道 03 レンゴー(株) 恵庭工場 19回(H12) 北海道恵庭市戸磯193-3

北海道 04 サッポロビール(株) 北海道工場 10回(H03) 16回(H09) 北海道恵庭市戸磯542-1

北海道 05 王子製紙(株) 江別工場 13回(H06) 北海道江別市王子一番地

北海道 06 日本甜菜製糖(株) 清水工場 08回(H01) 北海道上川郡清水町字清水

北海道 07 エースラゲージ(株) 北海道赤平工場 18回(H11) 北海道赤平市茂尻旭町2-13

北海道 08 麒麟麦酒(株) 千歳工場 01回(S57) 11回(H04) 北海道千歳市上長都949-1

北海道 09 (株)日立国際電気 千歳工場 19回(H12) 北海道千歳市泉沢1007-176

北海道 10 (株)デンソー北海道 30回(H23) 38回(R01) 北海道千歳市泉沢1007-195

北海道 11 キッコーマン(株) 千歳工場 08回(H01) 23回(H16) 北海道千歳市泉沢1007番53

北海道 12 セイコーエプソン(株) 千歳事業所 28回(H21) 北海道千歳市美々758-173

北海道 13 凸版印刷(株) 北海道事業部千歳工場 02回(S58) 北海道千歳市北信濃855番地

北海道 14 サントリー(株) 千歳プラント 01回(S57) 北海道千歳市北信濃864-1

北海道 15 六花亭製菓(株) 本社工場 09回(H02) 18回(H11) 北海道帯広市西二十四条北1丁目3-19

北海道 16 雪印乳業(株) 幌延工場 04回(S60) 北海道天塩郡幌延町栄町12

北海道 17 (株)わかさいも本舗 登別支社 14回(H07) 北海道登別市若山町2-29-3

北海道 18 トヨタ自動車北海道(株) 33回(H26) 北海道苫小牧市字勇払145-1

北海道 19 ハーバー(株) 20回(H13) 北海道苫小牧市新開町4-3-2

北海道 20 出光興産(株) 北海道製油所 05回(S61) 33回(H26) 北海道苫小牧市真砂町25-1

北海道 21 ピーエス工業(株) 札幌工場 11回(H04) 40回（R03） 北海道北広島市共栄41－3

北海道 22 よつ葉乳業(株) 札幌工場 15回(H08) 北海道北広島市字輪厚465－1

北海道 23 ニッカウヰスキー(株) 北海道工場 06回(S62) 21回(H14) 北海道余市郡余市町黒川町7-6

青森県 01 キヤノンプレシジョン株式会社　 北和徳第二事業所 40回（R03） 青森県弘前市岩賀1-7-1

青森県 02 住友化学工業(株) 三沢工場 03回(S59) 15回(H08) 青森県三沢市大字三沢字淋代平

青森県 03 マル厨工業(株) 東北工場 20回(H13) 青森県十和田市大字米田字山日向23-1

青森県 04 八戸製錬(株) 八戸製錬所 04回(S60) 青森県八戸市河原木字浜名谷地76-1

青森県 05 ＵＭＡＴ(株) 東北工場 06回(S62) 12回(H05) 青森県八戸市大字市川町字田ﾉ沢頭1-7

青森県 06 アルバック東北(株) 31回(H24) 青森県八戸市北インター工業団地6-1-16

岩手県 01 みちのくコカ・コーラボトリング(株) 花巻工場 15回(H08) 岩手県花巻市太田29－2００－1

岩手県 02 日本端子(株) 花泉工場 06回(S62) 17回(H10) 岩手県西磐井郡花泉町涌津38-208

岩手県 03 (株)ケーエムエフ 花泉工場 23回(H16) 岩手県西磐井郡花泉町涌津字石畳85番28

岩手県 04 千住スプリンクラー(株) 岩手工場丸森 14回(H07) 岩手県東磐井郡東山町長坂字丸森86-1

岩手県 05 北上鐵工(株) 19回(H12) 岩手県北上市北工業団地2-10

岩手県 06 盛岡セイコー工業株式会社 41回（R04） 岩手県岩手郡雫石町板橋６１－１

宮城県 01 幡豆工業(株) 東北工場 33回(H26) 宮城県伊具郡丸森町金山字袋3-3

宮城県 02 (株)東北三之橋　 丸森工場 32回(H25) 宮城県伊具郡丸森町字寺内前５１－１

宮城県 03 (株)ケーヒン 宮城第一製作所丸森工場 35回(H28) 宮城県伊具郡丸森町字寺内前97

宮城県 04 (株)ザオーテック 本社工場 09回(H02) 宮城県角田市佐倉字宮谷地3番地

宮城県 05 (株)フジコー 仙台工場 11回(H04) 宮城県岩沼市下野郷字新南長沼87－1

宮城県 06 東北電力(株) 仙台火力発電所 08回(H01) 宮城県宮城郡七ヶ浜町代ヶ先浜字前島1

宮城県 07 伊藤ハムデイリー(株) 東北工場 07回(S63) 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20

宮城県 08 (株)三共製作所 宮城事業所 15回(H08) 宮城県栗原郡志波姫町南郷蓮田西2－1

宮城県 09 (株)ネクスト 28回(H21) 宮城県栗原市築館字城生野入ノ沢23番地

宮城県 10 エヌ・エス・トート(株) 27回(H20) 宮城県栗原市築館字新田20-2

宮城県 11 昭和コンクリート工業(株) 宮城工場 29回(H22) 宮城県栗原市築館字新田20番地１

宮城県 12 ペンタックス東北(株) 26回(H19) 宮城県栗原市築館町下宮野岡田30番地2

宮城県 13 古川エヌ・デー・ケー(株) 24回(H17) 宮城県古川市桜ノ目字新高谷地16-1

宮城県 14 ＯＫＩセミコンダクタ宮城(株) 17回(H10) 29回(H22) 宮城県黒川郡大衡村沖の平1番

宮城県 15 トヨタ自動車東日本(株)　 本社・宮城大衡工場 32回(H25) 宮城県黒川郡大衡村中央平1番地

宮城県 16 宮城日本電気(株) 05回(S61) 宮城県黒川郡大和町吉岡字雷神2

宮城県 17 第一屋製パン(株) 仙台工場 07回(S63) 宮城県黒川郡大和町吉岡字雷神7-1

宮城県 18 トヨタ自動車東北(株) 23回(H16) 宮城県黒川郡大和町松坂平5-1-1

宮城県 19 トーアエイヨー(株) 仙台工場 33回(H26) 宮城県黒川郡大和町松坂平7-5

宮城県 20 ラサ工業(株) 三本木工場 21回(H14) 宮城県志田郡三本木町音無字山崎26-2

宮城県 21 ＹＫＫＡＰ(株) 東北工場 01回(S57) 20回(H13) 宮城県志田郡三本木町三本木字吉田1

宮城県 22 (株)ライフフーズ 仙台ファクトリー 31回(H24) 宮城県柴田郡川崎町大字川内字北川原山65番1

宮城県 23 麒麟麦酒(株) 仙台工場 16回(H09) 宮城県仙台市宮城野区港2-2-1

宮城県 24 東北電力(株) 新仙台火力発電所 04回(S60) 宮城県仙台市宮城野区港5-2-1

宮城県 25 ニッカウヰスキー(株) 仙台工場 02回(S58) 宮城県仙台市青葉区ニッカ1番地

宮城県 26 日東電工(株) 東北事業所 28回(H21) 宮城県大崎市岩出山下野目字砂田101番地

宮城県 27 みちのくミルク(株) 28回(H21) 宮城県大崎市岩出山下野目字八幡前60-1

宮城県 28 (株)東亜レジン古川 22回(H15) 宮城県大崎市古川新田字神明浦61-1

宮城県 29 ソニー宮城(株) 豊里事業所 19回(H12) 宮城県登米郡豊里町小口前130

宮城県 30 (株)登米村田製作所 26回(H19) 宮城県登米市迫町佐沼字中江4-11-1

宮城県 31 サッポロビール(株) 仙台工場 25回(H18) 宮城県名取市手倉田字八幡310-1

秋田県 01 東北電力(株) 能代火力発電所 39回（R02） 秋田県秋田県能代市字大森山1-6

秋田県 02 第一製薬(株) 秋田工場 10回(H03) 秋田県秋田市新屋町字砂奴寄1-13

秋田県 03 東北電力(株) 秋田火力発電所 02回(S58) 03回(S59) 秋田県秋田市飯島字古道下川端217-6

秋田県 04 秋田製錬(株) 飯島製錬所 05回(S61) 秋田県秋田市飯島町字古道下川端217-9

秋田県 05 エス・オー・シー(株) 秋田工場 17回(H10) 秋田県能代市扇田字扇渕8-2

山形県 01 アイジー工業(株) 寒河江工場 17回(H10) 山形県寒河江市中央工業団地157-1

山形県 02 リコープリンティングテクノロジーズ(株) 山形事業所 24回(H17) 山形県山形市漆山1784番地

山形県 03 (株)トプコン山形 Ｅ．Ｆ 10回(H03) 山形県山形市大字漆山字石田547

山形県 04 山形日本電気(株) 山形工場 08回(H01) 山形県山形市北町4-12-12

山形県 05 花王(株) 酒田工場 05回(S61) 山形県酒田市大浜2-1-18

山形県 06 (株)でん六 蔵王の森工場 16回(H09) 山形県上山市蔵王の森1

山形県 07 (株)増田製作所 山形工場 09回(H02) 山形県新庄市弁形石神2453番1号

山形県 08 山形スリーエム(株) 04回(S60) 山形県東根市大字若木5500

山形県 09 山形オーヤマ照明(株) 東根工場 10回(H03) 山形県東根市大字東根甲5544

山形県 10 (株)岡村製作所 第四事業部高畠工場 03回(S59) 山形県東置賜郡高畠町

山形県 11 (株)最上世紀 36回(H29) 山形県尾花沢市尾花沢1326-1

山形県 12 エムテックスマツムラ(株) 尾花沢事業所 35回(H28) 山形県尾花沢市北町2-2-2

都道府県・
政令指定都市

会社名
受賞大会(年度)

　　　　　※★印は「個人・団体の部」の受賞者です
　　　　　※社名・所在地は原則として最終受賞時のものを記載しています。変更のご連絡をいただいたものについては新しい名称に変更しています
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会長奨励賞 会長賞 経済産業大臣賞
都道府県・

政令指定都市
会社名

受賞大会(年度)

山形県 13 大阪有機化学工業(株) 酒田工場 26回(H19) 山形県飽海郡遊佐町藤崎字茂り松157番23

福島県 01 (株)サン・フリーズドライ 総務部 08回(H01) 福島県いわき市常磐下船尾

福島県 02 小名浜吉野石膏(株) いわき工場 03回(S59) 05回(S61) 福島県いわき市常磐水野谷町亀ノ尾85-2

福島県 03 朝日麦酒(株) 福島工場 01回(S57) 福島県安達郡本宮町荒井上前畑1

福島県 04 (株)三和化学研究所 FUKUSHIMA工園 26回(H19) 福島県会津若松市門田町工業団地1

福島県 05 (株)コパル 郡山工場 03回(S59) 福島県郡山市富田町字諏訪内37

福島県 06 三和化学工業(株) 原町工場 09回(H02) 福島県原町市小浜字間形沢100

福島県 07 日本工営(株)　電力事業本部 福島事業所 32回(H25) 福島県須賀川市森宿字道久1-22

福島県 08 ジョンソン・エンド・ジョンソン(株) 須賀川工場 02回(S58) 04回(S60) 福島県須賀川市大字大桑原字女夫坂1

福島県 09 信越半導体(株) 白河工場 07回(S63) 11回(H04) 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平150

福島県 10 イオナインターナショナル(株) 福島工園 24回(H17) 福島県西白河郡泉崎村泉崎字中核工業団地39

福島県 11 三進金属工業(株) 福島工場 21回(H14) 28回(H21) 福島県石川郡平田村大字西山字煙石101番地

福島県 12 三協化学(株) 広野工場 12回(H05) 18回(H11) 福島県双葉郡広野町上北迫字岩沢1-34

福島県 13 東京電力(株) 広野火力発電所 04回(S60) 福島県双葉郡広野町大字下北迫二ツ沼58

福島県 14 日東金属工業(株) 双葉工場 19回(H12) 福島県双葉郡双葉町郡山字陳場沢39-6

福島県 15 同仁医薬化工(株) 福島第二工場 15回(H08) 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字東台263-1

福島県 16 エスエス製薬(株) 福島工場 04回(S60) 08回(H01) 福島県双葉郡浪江町大字北幾世橋字北中谷地7

福島県 17 曙ブレーキ工業(株) 三春製造所 07回(S63) 福島県田村郡三春町大字熊耳字南原1番地

福島県 18 三菱自動車テクノメタル(株) 06回(S62) 福島県二本松市高田100

福島県 19 住友ゴム工業(株) 白河工場 04回(S60) 06回(S62) 福島県白河市双石広久保1

福島県 20 中央精機(株) 白河工場 17回(H10) 福島県白河市大字白坂字三輪台65

福島県 21 味の素製薬(株) 福島事業所 33回(H26) 福島県白河市白坂牛清水103-1

福島県 22 日本ルセル(株) 白河工場 13回(H06) 福島県白河市白坂字牛清水103－1

福島県 23 (株)彌満和プレシジョン 本社工場 34回(H27) 福島県福島市笹木野字笹木野原３－３

福島県 24 同仁医薬化工(株) 福島工場 25回(H18) 福島県福島市瀬上町字東中川原8-1

福島県 25 日本ベクトン・ディッキンソン(株) 福島工場 29回(H22) 福島県福島市土船字五反田１番地

福島県 26 レンゴー株式会社 福島矢吹工場 41回(R04) 福島県西白河郡矢吹町諏訪の前115-1

茨城県 01 (株)クボタ 筑波工場 32回(H25) 茨城県つくばみらい市坂野新田10

茨城県 02 パナホーム(株) 筑波工場 32回(H25) 茨城県つくばみらい市台1000番地

茨城県 03 アステラス製薬(株) つくば事業場 37回(H30) 茨城県つくば市御幸が丘21

茨城県 04 荒川化学工業(株) 筑波研究所 35回(H28) 茨城県つくば市大久保5番地

茨城県 05 オルガノ(株) つくば工場 36回(H29) 茨城県つくば市緑ヶ原2-3

茨城県 06 (株)日立製作所 水戸事業所 04回(S60) 茨城県ひたちなか市市毛1070

茨城県 07 (株)日立製作所 デジタルメディア製品事業部 11回(H04) 茨城県ひたちなか市大字稲田141０

茨城県 08 (株)日立製作所 自動車機器グループ 06回(S62) 茨城県ひたちなか市大字高場2520

茨城県 09 (株)ツムラ 茨城工場 29回(H22) 茨城県稲敷郡阿見町吉原3586

茨城県 10 ゼリア新薬工業(株)　 筑波工場 32回(H25) 茨城県牛久市桂町2200番地5

茨城県 11 日本無機(株) 結城工場 09回(H02) 茨城県結城市作の谷町415

茨城県 12 キヤノンエコロジーインダストリー(株) 37回(H30) 茨城県坂東市馬立1234番地

茨城県 13 花王(株) 鹿島工場 13回(H06) 茨城県鹿島郡神栖町大字東深芝20

茨城県 14 鹿島石油(株) 鹿島製油所 15回(H08) 茨城県鹿島郡神栖町東和田4

茨城県 15 キヤノン(株) 取手事業所 33回(H26) 茨城県取手市白山7-5-1

茨城県 16 ★（社）茨城県緑化推進機構 07回(S63) 茨城県水戸市三ノ丸1-3-2

茨城県 17 東レ(株) 土浦工場 12回(H05) 茨城県土浦市北神立町2－1

茨城県 18 日立電線木工(株) 東海分工場 01回(S57) 茨城県那珂郡東海村大字照沼150

茨城県 19 (株)日立製作所 大みか工場 14回(H07) 茨城県日立市大みか町5-2-1

栃木県 01 (株)ミツトヨ 宇都宮事業所 24回(H17) 栃木県宇都宮市下栗町2200番地

栃木県 02 麒麟麦酒(株) 栃木工場 14回(H07) 栃木県塩谷郡高根沢町大字花岡147

栃木県 03 (株)日立製作所 冷熱事業部 16回(H09) 栃木県下都賀郡大平町富田800

栃木県 04 丸彦製菓(株) 日光工場 21回(H14) 栃木県今市市芹沼1989-1

栃木県 05 (株)小松製作所 小山工場 35回(H28) 栃木県小山市大字横倉新田400番地

栃木県 06 (株)東芝 那須工場 15回(H08) 栃木県大田原市下石上1385

栃木県 07 富士通(株) 那須工場 20回(H13) 栃木県大田原市下石上1388

栃木県 08 全薬工業(株) 栃木工場 37回(H30) 栃木県大田原市寒井1225

栃木県 09 持田製薬(株) 大田原工場 18回(H11) 栃木県大田原市中田原431

栃木県 10 (株)吉野工業所 栃木工場 08回(H01) 栃木県栃木市吹上町1550

栃木県 11 サントリー(株) 梓の森工場 07回(S63) 12回(H05) 栃木県栃木市仲方町字堤下20

栃木県 12 (株)ブリヂストンメタルファ 黒磯工場 05回(S61) 13回(H06) 栃木県那須塩原市下中野800

栃木県 13 (株)ブリヂストン 栃木工場 29回(H22) 栃木県那須塩原市上中野10番地

栃木県 14 花王(株) 栃木工場 06回(S62) 14回(H07) 栃木県芳賀郡市貝町大字赤羽2606

群馬県 01 (株)吉野工業所 伊勢崎工場 34回(H27) 群馬県伊勢崎市飯島町540-1

群馬県 02 東洋水産株式会社　 関東工場 40回（R03） 群馬県館林市赤生田本町3831-1

群馬県 03 サンウェーブ工業(株) 桐生製作所 19回(H12) 群馬県桐生市相生町5-180

群馬県 04 三益半導体工業(株) 上郊工場 12回(H05) 群馬県群馬郡群馬町保渡田2174－1

群馬県 05 太陽誘電(株) Ｒ＆Ｄセンター 24回(H17) 群馬県群馬郡榛名町中室田5607-2

群馬県 06 ミネベアミツミ(株) 松井田工場 38回(R01) 群馬県群馬県安中市松井田町行田55

群馬県 07 協同乳業(株) 新群馬工場 38回(R01) 群馬県群馬県伊勢崎市北千木町1435 

群馬県 08 群栄化学工業(株) 群馬エリア 39回（R02） 群馬県群馬県高崎市宿大類町700番地

群馬県 09 パナソニックエコソリューションズ朝日(株)　 37回(H30) 群馬県吾妻郡東吾妻町大字川戸666-1

群馬県 10 日本化薬(株) 高崎工場環境保安部 06回(S62) 16回(H09) 群馬県高崎市岩鼻239

群馬県 11 日本たばこ産業(株) 高崎工場 14回(H07) 群馬県高崎市宮原町1-1

群馬県 12 グラクソ・スミスクライン(株) 高崎工場 16回(H09) 群馬県高崎市大八木町168

群馬県 13 協和発酵キリン(株) 高崎工場 28回(H21) 群馬県高崎市萩原町100-1

群馬県 14 サンデン(株) 境事業所 20回(H13) 群馬県佐波郡境町伊与久3349

群馬県 15 サントリープロダクツ(株) 榛名工場 33回(H26) 群馬県渋川市半田200番

群馬県 16 (株)ゼクセルエスイー尾島 18回(H11) 群馬県新田郡尾島町世良田3000

群馬県 17 関東三洋セミコンダクターズ(株) 粕川生産センター 21回(H14) 群馬県勢多郡粕川村深津1820-1

群馬県 18 プラス(株) 前橋工場 17回(H10) 22回(H15) 群馬県前橋市神沢の森1

群馬県 19 サンデン(株) 赤城事業所 22回(H15) 27回(H20) 群馬県前橋市粕川町中之沢7

群馬県 20 ＮＥＯＭＡＸエンジニアリング(株) 26回(H19) 群馬県多野郡吉井町多比良2977番地

群馬県 21 (株)日東電機製作所 本社 36回(H29) 群馬県太田市吉沢町1030-3

群馬県 22 サッポロビール(株) 群馬工場（尾島） 31回(H24) 群馬県太田市世良田町1969-2

群馬県 23 (株)明電舎 太田事業所 29回(H22) 群馬県太田市西新町127番地

群馬県 24 (株)チノー　 藤岡事業所 32回(H25) 38回(R01) 群馬県藤岡市森１

群馬県 25 日本光電富岡(株) 富岡生産センタ 37回(H30) 群馬県富岡市田篠1-1

群馬県 26 (株)ＩＨＩエアロスペース 富岡事業所 30回(H23) 群馬県富岡市藤木900番地

　　　　　※★印は「個人・団体の部」の受賞者です
　　　　　※社名・所在地は原則として最終受賞時のものを記載しています。変更のご連絡をいただいたものについては新しい名称に変更しています
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群馬県 27 (株)白子 榛名工場 25回(H18) 群馬県北群馬郡榛東村山子田2504-1

群馬県 28 大日本インキ化学工業(株) 群馬工場 15回(H08) 群馬県邑楽郡千代田町大字昭和1

群馬県 29 サントリー(株) 医薬センター 09回(H02) 群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩

群馬県 30 サントリービール(株) 利根川ビール工場 04回(S60) 33回(H26) 群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩字くらかけ2712

群馬県 31 (株)アドバンテスト 群馬R&Dセンタ 23回(H16) 群馬県邑楽郡明和町大輪336-1

群馬県 32 (株)アドバンテスト 群馬工場 07回(S63) 群馬県邑楽郡邑楽町篠塚54-1

群馬県 33 カルソニック(株) 群馬工場 10回(H03) 群馬県邑楽郡邑楽町新中野132

群馬県 34 日清紡績(株) 館林工場 05回(S61) 群馬県邑楽郡邑楽町赤堀1503

群馬県 35 キヤノン電子(株) 赤城事業所 22回(H15) 34回(H27) 群馬県利根郡昭和村森下2167

群馬県 36 ★石川真一 35回(H28)

群馬県 37 株式会社IHI原動機 太田工場 41回(R04) 群馬県太田市西新町  125-1

埼玉県 01 (株)小林コーセー 狭山事業所 08回(H01) 埼玉県狭山市富士見2-20-1

埼玉県 02 前澤化成工業(株) 熊谷第二工場 35回(H28) 埼玉県熊谷市妻沼西1-1-1

埼玉県 03 ＭＳＤ(株) 妻沼工場 39回（R02） 埼玉県埼玉県熊谷市西城810番地

埼玉県 04 (株)ナック クリクラ本庄工場 38回(R01) 埼玉県埼玉県本庄市児玉町児玉2256

埼玉県 05 エーザイ(株) 美里工場 05回(S61) 07回(S63) 埼玉県児玉郡美里町大字広木950

埼玉県 06 (株)鷺宮製作所 所沢事業所 17回(H10) 埼玉県所沢市青葉台1311

埼玉県 07 サンウェーブ工業(株) 深谷製作所 09回(H02) 埼玉県深谷市幡羅町1-10

埼玉県 08 (株)アルビオン 埼玉大里工場 23回(H16) 埼玉県大里郡大里町船木台4-1-1

埼玉県 09 ブリヂストンスポーツ(株) Ｍ＆Ｄセンター秩父 13回(H06) 埼玉県秩父市大野原2０番地

埼玉県 10 養命酒製造(株) 埼玉工場 12回(H05) 21回(H14) 埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘331－1

埼玉県 11 日本製紙(株) 東松山工場 16回(H09) 埼玉県東松山市東平1551

埼玉県 12 (株)クラウン・パッケージ 埼玉事業所 37回(H30) 埼玉県飯能市茜台3-12

埼玉県 13 (株)椿本チェイン 埼玉工場 06回(S62) 埼玉県飯能市新光20

埼玉県 14 (株)アドバンテスト 大利根Ｒ＆Ｄセンター 14回(H07) 埼玉県北埼玉郡大利根町新大利根1-5

埼玉県 15 赤城乳業(株)　 本庄千本さくら『５S』工場 32回(H25) 埼玉県本庄市児玉町児玉字下川原８５０－１０外５１筆

埼玉県 16 東光電気(株) 生産本部 10回(H03) 埼玉県蓮田市黒浜字桜ヶ丘4008

千葉県 01 日本ウッドワードガバナー(株) 富里工場 05回(S61) 千葉県印旛郡富里町中沢351-1

千葉県 02 日立精機(株) 我孫子工場 03回(S59) 千葉県我孫子市我孫子町1

千葉県 03 日本電気(株) 我孫子事業場 33回(H26) 千葉県我孫子市日の出1131

千葉県 04 (株)エヌ・エム・ビー セミコンダクター 08回(H01) 千葉県館山市山本1580

千葉県 05 (株)第一ラジオアイソトープ研究所 千葉事業所 11回(H04) 千葉県山武郡松尾町下大蔵453－1

千葉県 06 東京電力(株) 五井火力発電所 18回(H11) 千葉県市原市五井海岸1

千葉県 07 出光興産(株) 千葉製油所　千葉工場 30回(H23) 千葉県市原市姉崎海岸2-1,1-1

千葉県 08 東京電力(株) 東火力事業所姉崎火力発電所 16回(H09) 千葉県市原市姉崎海岸3

千葉県 09 セイコー電子工業(株) 谷津工場 04回(S60) 千葉県習志野市茜浜1-1-1

千葉県 10 (株)日立製作所産業機器事業部 産業システム本部 10回(H03) 千葉県習志野市東習志野7-1-1

千葉県 11 中嶋産業(株) 関東支店　かずさ工場 38回(R01) 千葉県千葉県君津市かずさ小糸2-1

千葉県 12 東京電力(株) 千葉火力発電所 01回(S57) 千葉県千葉市中央区蘇我町2-1367

千葉県 13 サッポロビール(株) 千葉工場 14回(H07) 千葉県船橋市高瀬町2

千葉県 14 東京電力(株) 袖ヶ浦火力発電所 11回(H04) 千葉県袖ヶ浦市中袖2－1

千葉県 15 (株)日立製作所 電子デバイス事業部 13回(H06) 千葉県茂原市早野33００

千葉県 16 双葉電子工業(株) 15回(H08) 千葉県茂原市大芝629

東京都 01 森永乳業(株) 東京工場 01回(S57) 06回(S62) 東京都葛飾区奥戸1-29-1

東京都 02 富士重工業(株) 三鷹製作所 03回(S59) 東京都三鷹市大沢3-9-6

東京都 03 (株)ブリヂストン 東京工場 04回(S60) 東京都小平市小川東町3-1-1

東京都 04 住友金属鉱山(株) 電子事業本部 05回(S61) 東京都青梅市末広町1-6-1

東京都 05 (株)東芝 青梅工場 15回(H08) 東京都青梅市末広町2－9

東京都 06 (株)朝日新聞社 東京本社 09回(H02) 東京都中央区築地5丁目3番2号

東京都 07 富士電機(株) 東京工場 02回(S58) 東京都日野市富士町1番地

東京都 08 アジレント・テクノロジー(株) 本社 08回(H01) 東京都八王子市高倉町9-1

東京都 09 坂西精機(株) 33回(H26) 東京都八王子市七国1-32-1

東京都 10 (株)山櫻 八王子の森工場 34回(H27) 東京都八王子市兵衛2-35-6

東京都 11 東京電力(株) 大井火力発電所 04回(S60) 東京都品川区八潮1-2-2

東京都 12 日本電気(株) 府中事業場 06回(S62) 東京都府中市日新町1-10

東京都 13 日本電信電話(株) 情報ネットワーク総合研究所 35回(H28) 東京都武蔵野市緑町3-9-11

神奈川県 01 (株)牧野フライス製作所 厚木事業所 13回(H06) 神奈川県愛甲郡愛川町中津4023

神奈川県 02 (株)ニチベイ 生産本部 14回(H07) 24回(H17) 神奈川県愛甲郡愛川町中津4024

神奈川県 03 エムケーチーズ(株) 綾瀬工場 08回(H01) 神奈川県綾瀬市深谷1206

神奈川県 04 (株)アマダホールディングス 伊勢原事業所 35回(H28) 神奈川県伊勢原市石田200番地

神奈川県 05 (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ Ｒ＆Ｄセンタ 31回(H24) 神奈川県横須賀市光の丘3-5

神奈川県 06 東邦電線工業(株) 29回(H22) 神奈川県横須賀市神明町58－8

神奈川県 07 東京電力(株) 西火力事業所川崎火力発電所 06回(S62) 神奈川県横浜市西区北幸2-8-4　横浜西口KNビル内

神奈川県 08 富士ゼロックス(株) 海老名事業所 15回(H08) 神奈川県海老名市本郷2274

神奈川県 09 ★茅ヶ崎地区工場等緑化推進協議会 09回(H02) 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1　茅ヶ崎市公園みどり課内

神奈川県 10 アンリツ(株) 厚木事業所 10回(H03) 神奈川県厚木市恩名1800

神奈川県 11 ★神奈川県内陸工業団地協同組合 01回(S57) 神奈川県厚木市上依知3001

神奈川県 12 ネポン(株) 厚木工場 18回(H11) 神奈川県厚木市上古沢411

神奈川県 13 (株)富士通研究所 26回(H19) 神奈川県厚木市森の里若宮10-1

神奈川県 14 カネボウ(株) 小田原工場 10回(H03) 神奈川県小田原市寿町5-3-28

神奈川県 15 ライオン(株) 小田原工場 01回(S57) 神奈川県小田原市田島100

神奈川県 16 (株)山本海苔店 秦野作業所 03回(S59) 17回(H10) 神奈川県秦野市東田原町602

神奈川県 17 日興電機工業(株) 秦野製造所 05回(S61) 神奈川県秦野市菩提90

神奈川県 18 (株)日立製作所 エンタープライズサーバ事業部 11回(H04) 神奈川県秦野市堀山下1

神奈川県 19 帝国臓器製薬(株) 川崎工場 12回(H05) 神奈川県川崎市高津区下作延1604

神奈川県 20 ★川崎市工場緑化推進協議会 02回(S58) 神奈川県川崎市川崎区宮本町1番地　川崎市環境局緑政部緑政課内

神奈川県 21 川崎天然ガス発電(株) 川崎天然ガス発電所 30回(H23) 神奈川県川崎市川崎区扇町12-1

神奈川県 22 東京電力(株) 西火力事業所東扇島火力発電所 19回(H12) 神奈川県川崎市川崎区東扇島3

神奈川県 23 シュルンベルジュ(株) 17回(H10) 神奈川県相模原市淵野辺2-2-1

神奈川県 24 ジョンソン(株) 総務部 09回(H02) 神奈川県中郡大磯町国府本郷699

神奈川県 25 (株)ニックス 津久井工場 21回(H14) 神奈川県津久井郡津久井町青野原2111

神奈川県 26 (株)原田鍛工所 16回(H09) 神奈川県藤沢市葛原1980

神奈川県 27 日本アイ・ビー・エム(株) 藤沢事業所 06回(S62) 神奈川県藤沢市桐原1

神奈川県 28 武田薬品工業(株) 湘南工場 08回(H01) 神奈川県藤沢市村岡東2-26-1

神奈川県 29 ★藤沢市工場等環境緑化推進協議会 03回(S59) 神奈川県藤沢市朝日町1-1　藤沢市みどり課内

神奈川県 30 ソニー電子(株) 04回(S60) 神奈川県藤沢市辻堂新町3-3-1

　　　　　※★印は「個人・団体の部」の受賞者です
　　　　　※社名・所在地は原則として最終受賞時のものを記載しています。変更のご連絡をいただいたものについては新しい名称に変更しています



全国みどりの工場大賞　受賞工場一覧（4/9）

会長奨励賞 会長賞 経済産業大臣賞
都道府県・

政令指定都市
会社名

受賞大会(年度)

神奈川県 31 アサヒビール(株) 神奈川工場 28回(H21) 36回（H29） 神奈川県南足柄市怒田1223番地

神奈川県 32 テルモ株式会社 湘南センター 41回(R04) 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口1500

新潟県 01 北越工業(株) 本社･工場 09回(H02) 31回(H24) 新潟県燕市下粟生津3074

新潟県 02 パナソニック電工(株) 新潟工場 27回(H20) 新潟県燕市大川津字島畑1115

新潟県 03 三洋半導体製造(株) 新潟工場 26回(H19) 新潟県小千谷市千谷甲3000

新潟県 04 (株)三進製作所 新潟工場 38回(R01) 新潟県新潟県胎内市塩沢166-４

新潟県 05 北興化学工業(株) 新潟工場 02回(S58) 26回(H19) 新潟県新発田市佐々木2661-1

新潟県 06 (株)三進製作所 新潟工場 26回(H19) 新潟県胎内市塩沢字谷内166番地4

新潟県 07 (株)アデランス 生産統括部 06回(S62) 27回(H20) 新潟県胎内市平根台1-1

新潟県 08 大和ハウス工業(株) 新潟工場 08回(H01) 新潟県中頚城郡柿崎町大字直海浜230

新潟県 09 朝日酒造(株) 28回(H21) 新潟県長岡市朝日880-1

新潟県 10 ニコ精密機器(株) 37回(H30) 新潟県南魚沼市川窪1095-1

新潟県 11 八海醸造(株) 32回(H25) 新潟県南魚沼市長森字深沢原335番2（外35筆）

新潟県 12 東京電力(株) 柏崎刈羽原子力発電所 18回(H11) 新潟県柏崎市青山町16-46

新潟県 13 日本ケミコン(株) 新潟工場 18回(H11) 新潟県北蒲原郡聖篭町東港6-5525-21

新潟県 14 東北電力(株) 東新潟火力発電所 01回(S57) 23回(H16) 新潟県北蒲原郡聖籠町東港1-1-155

新潟県 15 マルイ工業(株) 中条工場 05回(S61) 新潟県北蒲原郡中条町大字高畑字新割53-2

新潟県 16 (株)日立製作所 産業機器事業部電気機器本部総務課 17回(H10) 新潟県北蒲原郡中条町大字富岡46-1

富山県 01 富士ゼロックスマニュファクチュアリング(株) 富山事業所 31回(H24) 富山県滑川市大島1277番地6

富山県 02 (株)スギノマシン 滑川工場 12回(H05) 富山県滑川市中野島1800

富山県 03 カネボウ綿糸(株) 高岡工場 06回(S62) 富山県高岡市鐘紡町3-1

富山県 04 ＹＫＫ ＡＰ(株) 黒部荻生製造所 36回(H29) 富山県黒部市荻生1番地

富山県 05 ＹＫＫ(株) 黒部工場 04回(S60) 36回（H29） 富山県黒部市吉田200

富山県 06 アイシン軽金属(株) 本社工場 09回(H02) 富山県新湊市奈呉の江12-3

富山県 07 エスエス製薬(株) 富山工場 14回(H07) 富山県新湊市有磯2-37

富山県 08 富士化学工業(株) 郷柿沢工場 08回(H01) 富山県中新川郡上市町横法音寺55

富山県 09 田中精密工業(株) 婦中製造部 20回(H13) 富山県婦負郡婦中町島田328

富山県 10 北陸コカ・コーラプロダクツ(株) 砺波工場 38回(R01) 富山県富山県砺波市東保1202-1

富山県 11 (株)氷見村田製作所 39回（R02） 富山県富山県氷見市大浦１２番地５

富山県 12 大平洋製鋼(株) 富山工場 05回(S61) 富山県富山市下新日曹町1-93

富山県 13 三菱レイヨン(株) 富山事業所 16回(H09) 富山県富山市海岸通3

富山県 14 武内プレス工業(株) 本社工場 03回(S59) 富山県富山市上赤江町

富山県 15 (株)富山村田製作所 31回(H24) 富山県富山市上野345

富山県 16 田中精密工業(株) 本社工場 02回(S58) 富山県富山市新庄町銀座455

富山県 17 (株)富士薬品 富山第二工場 33回(H26) 富山県富山市婦中町板倉750

富山県 18 日清紡績(株) 富山工場 07回(S63) 富山県富山市堀15

石川県 01 (株)西野製作所 かほく工場 28回(H21) 石川県かほく市浜北イ50番地

石川県 02 (株)ノリタケコーテッドアブレーシブ 能登工場 05回(S61) 石川県羽咋郡志賀町堀松

石川県 03 (株)ＮＴＮ 志賀製作所 33回(H26) 石川県羽咋郡志賀町堀松五58番地2

石川県 04 石川サンケン(株) 本社・堀松工場 18回(H11) 石川県羽咋郡志賀町梨谷小山八-5

石川県 05 参天製薬(株) 能登工場 08回(H01) 石川県羽咋郡志雄町字敷波

石川県 06 立山アルミニウム工業(株) 石川工場 13回(H06) 19回(H12) 石川県羽咋郡志雄町杉野屋ぬ－1－1

石川県 07 (株)ソディック 加賀工場 10回(H03) 石川県加賀市宮町カ1-1

石川県 08 ナイテック・プレシジョン(株) 本社工場 30回(H23) 石川県加賀市大聖寺上木町ロ49番地1

石川県 09 ホクモウ(株) 宇ノ気工場 18回(H11) 石川県河北郡宇ノ気町上山田ラ-1-2

石川県 10 ジェイ・バス(株) 小松事業所 23回(H16) 石川県小松市串町工業団地30番地

石川県 11 (株)小松村田製作所 34回(H27) 石川県小松市光町93番地

石川県 12 日本ユニカー(株) 小松工業所 22回(H15) 石川県小松市工業団地2-10

石川県 13 大日本インキ化学工業(株) 美川工場 07回(S63) 石川県石川郡美川町字湊町ｿ64-2

石川県 14 (株)ハクイ村田製作所 38回(R01) 石川県石川県羽咋市柳橋町柳橋52番地

石川県 15 積水樹脂(株) 石川工場 09回(H02) 石川県能美郡根上町吉原釜屋ロ-1

石川県 16 ソニー根上(株) 20回(H13) 石川県能美郡根上町赤井町は86

石川県 17 (株)金沢村田製作所 金沢事業所 30回(H23) 石川県白山市曽谷町チ18番地

石川県 18 麒麟麦酒(株) キリンビール北陸工場 17回(H10) 20回(H13) 26回(H19) 石川県白山市竹松町2480番地

石川県 19 中村留精密工業(株) 27回(H20) 石川県白山市熱野町口15

石川県 20 穴水電子工業(株) 本社工場 28回(H21) 石川県鳳珠郡穴水町字大町チの53番地

福井県 01 (株)金津村田製作所 36回(H29) 福井県あわら市花乃杜2-10-28

福井県 02 (株)福井村田製作所 武生事業所 29回(H22) 福井県越前市岡本町13-1

福井県 03 古河アルミニウム工業(株) 福井工場 04回(S60) 福井県坂井郡三国町黒目21-1

福井県 04 小野薬品工業(株) 福井研究所 24回(H17) 福井県坂井郡三国町山岸テクノポート1-5-2

福井県 05 北陸電力(株) 福井火力発電所 02回(S58) 福井県坂井郡三国町新保

福井県 06 カネボウ合繊(株) 北陸合繊工場 12回(H05) 福井県鯖江市水落町47三反田35－1

福井県 07 (株)エヌ・エス・メディア 07回(S63) 福井県勝山市片瀬第1０号1番地

福井県 08 日本原子力発電(株) 敦賀発電所 10回(H03) 福井県敦賀市明神町1

福井県 09 (株)オーディオテクニカフクイ 03回(S59) 福井県武生市戸谷町87-1

福井県 10 (株)田中化学研究所 福井工場 30回(H23) 福井県福井市白方町45字砂浜割5-10

山梨県 01 ★協同組合ファッションシティ甲府 20回(H13) 山梨県甲府市川田町アリア205

山梨県 02 ＮＥＣコンピュータテクノ(株) 甲府事業所 22回(H15) 山梨県甲府市大津町1088-3

山梨県 03 日本電気(株) 山梨工場 07回(S63) 山梨県山梨市小原西843

山梨県 04 山梨日本電気(株) 大月工場 20回(H13) 山梨県大月市大月町真木747

山梨県 05 (株)応微研 23回(H16) 山梨県中巨摩郡玉穂町乙黒326

山梨県 06 ＴＤＫ(株)記録デバィス事業本部 甲府工場 14回(H07) 山梨県中巨摩郡甲西町宮沢160

山梨県 07 ファナック(株) 本社工場 06回(S62) 09回(H02) 山梨県南都留郡忍野村忍草3580

山梨県 08 (株)牧野フライス製作所 富士勝山事業所 19回(H12) 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山3560－1

山梨県 09 アネルバ(株) 富士工場 13回(H06) 山梨県南都留郡鳴沢村8532-28

山梨県 10 東京エレクトロン(株) 山梨事業所 11回(H04) 山梨県韮崎市藤井町北下条2381－1

山梨県 11 国際電気(株) 富士吉田工場 18回(H11) 山梨県富士吉田市新屋1660-1

山梨県 12 サントリー(株) 白州蒸留所 05回(S61) 山梨県北巨摩郡白州町鳥原2913-1

山梨県 13 ＨＯＹＡ(株) 長坂工場 18回(H11) 山梨県北杜市長坂町中丸3280

長野県 01 (株)アズミ村田製作所 35回(H28) 長野県安曇野市豊科高家1020

長野県 02 ルビコン(株) 36回(H29) 長野県伊那市西箕輪1938-1

長野県 03 伊那食品工業(株) 北丘工場 12回(H05) 長野県伊那市東春近木裏原10695

長野県 04 信州航空電子(株) 25回(H18) 長野県下伊那郡松川町上片桐800番地

長野県 05 ファナックパートロニクス(株) 06回(S62) 長野県茅野市玉川字原山11400-260

長野県 06 タカノ(株) エクステリア工場 35回(H28) 41回(R04) 長野県駒ヶ根市赤穂14-353

長野県 07 養命酒製造(株) 駒ヶ根工場 07回(S63) 長野県駒ヶ根市赤穂16410

　　　　　※★印は「個人・団体の部」の受賞者です
　　　　　※社名・所在地は原則として最終受賞時のものを記載しています。変更のご連絡をいただいたものについては新しい名称に変更しています



全国みどりの工場大賞　受賞工場一覧（5/9）

会長奨励賞 会長賞 経済産業大臣賞
都道府県・

政令指定都市
会社名

受賞大会(年度)

長野県 08 樫山工業(株) 信州工場 29回(H22) 37回(H30) 長野県佐久市根々井15-10

長野県 09 (株)蓼科製作所 本社工場 14回(H07) 長野県佐久市大字小田井831-1

長野県 10 オリンパス光学工業(株) 辰野事業場 17回(H10) 長野県上伊那郡辰野町伊那富6666

長野県 11 KOA株式会社　 パインパーク 40回（R03） 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪14016

長野県 12 ＫＯＡ(株) イーストウイング 05回(S61) 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪14016-193

長野県 13 日置電機(株) 本社工場 11回(H04) 24回(H17) 長野県上田市小泉81

長野県 14 アルペンローゼ(株) 26回(H19) 長野県大町市常盤9729-2

長野県 15 (株)上野精機長野 39回（R02）  長野県長野県上伊那郡辰野町大字伊那富9345

長野県 16 マルコメ(株) 第2・第3工場 34回(H27) 長野県長野市安茂里883

長野県 17 ゴールドパック(株) あずみ野工場 13回(H06) 長野県南安曇郡堀金村大字烏川1984-1

長野県 18 ＫＯＡ(株) 匠の里 23回(H16) 長野県飯田市桐林2441-1

岐阜県 01 岐阜精工(株) 32回(H25) 岐阜県安八郡安八町南條1290番地1

岐阜県 02 太平洋工業(株) 北大垣工場 07回(S63) 11回(H04) 岐阜県安八郡神戸町大字横井字堤外1300-1

岐阜県 03 エーザイ(株) 川島工場 02回(S58) 岐阜県羽島郡川島町竹早町1番地

岐阜県 04 ヤングビーナス薬品工業(株) 22回(H15) 岐阜県加茂郡坂祝町坂倉字芦渡2211-1

岐阜県 05 中日本ダイカスト工業(株) 36回(H29) 岐阜県各務原市那加山崎町87番地1

岐阜県 06 カイインダストリーズ(株) 03回(S59) 岐阜県関市小屋名1110

岐阜県 07 鍋屋パイテック(株) 関工園 13回(H06) 岐阜県関市倉知向山

岐阜県 08 川嶋工業(株) 04回(S60) 岐阜県関市池尻1924

岐阜県 09 (株)ミノグループ 資材事業部 28回(H21) 岐阜県郡上市大和町島277

岐阜県 10 (株)ノーベル 郡上工場 27回(H20) 岐阜県郡上市白鳥町大島字勝光島1716-30

岐阜県 11 明智セラミックス(株) 23回(H16) 岐阜県恵那郡明智町1614番地

岐阜県 12 (株)明智ＩＮＡＸ 10回(H03) 岐阜県恵那郡明智町大田字吉原1125-3

岐阜県 13 明光化成工業(株) 岩村工場 30回(H23) 岐阜県恵那市岩村町大字飯羽間字下本郷2835番地の2

岐阜県 14 (株)銀しゃり本舗 19回(H12) 22回(H15) 岐阜県恵那市大井町横平2711-2

岐阜県 15 明光化成工業(株) 明智工場 18回(H11) 28回(H21) 岐阜県恵那市明智町字大久手1001－228

岐阜県 16 (株)隅谷 01回(S57) 16回(H09) 岐阜県多治見市笠原町156-2

岐阜県 17 イビデン(株) 大垣中央事業場 29回(H22) 31回(H24) 岐阜県大垣市笠縫町100番地１

岐阜県 18 明和工業(株) 18回(H11) 24回(H17) 岐阜県土岐郡笠原町993番地

岐阜県 19 岐阜協和(株) 32回(H25) 岐阜県土岐市妻木町柿野2322-58

岐阜県 20 佐分利陶料（有） 柿野工場 22回(H15) 27回(H20) 岐阜県土岐市鶴里町柿野広畑2322-64

岐阜県 21 (株)東和製作所 蜂屋工場 30回(H23) 岐阜県美濃加茂市蜂屋台1-6-5

岐阜県 22 太平洋工業(株) 美濃工場 16回(H09) 岐阜県美濃市須原550

岐阜県 23 トヨタ自動車(株) 多治見サービスセンター 36回(H29) 岐阜県碧南市玉津浦町10-1

岐阜県 24 太陽電機工業(株) 14回(H07) 岐阜県本巣郡巣南町十七条927-1

岐阜県 25 明治製菓(株) 岐阜工場 12回(H05) 岐阜県本巣郡北方町北方289０

岐阜県 26 株式会社関ケ原製作所 41回(R04) 岐阜県岐阜県不破郡関ケ原町2067番地

岐阜県 27 株式会社ウラノス（三星グループ） 41回(R04) 岐阜県羽島市正木町不破一色字堤外898

静岡県 01 ＮＥＣプラットフォームズ(株) 掛川事業所 28回(H21) 35回(H28) 静岡県掛川市下俣800番地

静岡県 02 トリンプ・インターナショナル・ジャパン(株) トリンプ静岡センター 32回(H25) 静岡県掛川市上土方工業団地29-5

静岡県 03 (株)キャタラー 18回(H11) 37回（H30） 静岡県掛川市千浜7800

静岡県 04 (株)資生堂 掛川工場 07回(S63) 16回(H09) 静岡県掛川市長谷1170

静岡県 05 プライムアースＥＶエナジー(株) 大森工場 34回(H27) 静岡県湖西市岡崎20番地

静岡県 06 (株)虎屋 御殿場工場 16回(H09) 28回(H21) 静岡県御殿場市印野1581

静岡県 07 中外製薬(株) 富士御殿場研究所 22回(H15) 静岡県御殿場市駒門1-135

静岡県 08 キリンディスティラリー(株) 富士御殿場蒸溜所 05回(S61) 20回(H13) 静岡県御殿場市柴怒田970

静岡県 09 日本テクトロニクス(株) 御殿場工場 10回(H03) 21回(H14) 静岡県御殿場市神場143-1

静岡県 10 アイ・エフ・エフ日本(株) 御殿場工場 26回(H19) 静岡県御殿場市板妻35

静岡県 11 大和製罐(株) 大井川工場 25回(H18) 静岡県志太郡大井川町利右衛門1402-1

静岡県 12 (株)日立ハイテクサイエンス 小山事業所 37回(H30) 静岡県駿東郡小山町竹之下36-1

静岡県 13 (株)ジーシー 富士小山工場 27回(H20) 39回(R02) 静岡県駿東郡小山町中日向584-1

静岡県 14 (株)三共製作所 静岡事業所 12回(H05) 23回(H16) 静岡県小笠郡菊川町本所2290番地

静岡県 15 中部電力(株) 浜岡原子力総合事務所 06回(S62) 静岡県小笠郡浜岡町田倉5561

静岡県 16 富士通(株) 沼津工場 09回(H02) 18回(H11) 静岡県沼津市宮本140

静岡県 17 サッポロビール(株) 静岡工場 22回(H15) 32回(H25) 静岡県焼津市浜当目708-1

静岡県 18 (株)ヤクルト本社 富士裾野工場 13回(H06) 22回(H15) 静岡県裾野市下和田字十三郎653－1

静岡県 19 (株)不二家 富士裾野工場 35回(H28) 静岡県裾野市須山1220-19

静岡県 20 (株)日立製作所 清水工場 04回(S60) 静岡県清水市村松390

静岡県 21 沼津米穀卸(株) 39回（R02） 静岡県静岡県駿東郡長泉町南一色632番地の9

静岡県 22 日本コヴィディエン(株) 袋井工場 38回(R01) 静岡県静岡県袋井市友永1217-1

静岡県 23 住友ベークライト(株) 静岡工場 38回(R01) 静岡県静岡県藤枝市高柳2100番地

静岡県 24 清水エル・エヌ・ジー(株) 29回(H22) 静岡県静岡市清水区袖師町1900番地

静岡県 25 ポーラ化成工業(株) 袋井工場 05回(S61) 19回(H12) 静岡県袋井市愛野1234

静岡県 26 ＮＳＫワーナー(株) 21回(H14) 34回(H27) 静岡県袋井市愛野2345

静岡県 27 大塚製薬(株) 袋井工場 19回(H12) 30回(H23) 静岡県袋井市愛野2402-1

静岡県 28 ヤマハ発動機(株) 袋井工場 15回(H08) 36回（H29） 静岡県袋井市山科池ノ谷3080

静岡県 29 日研フード(株) 36回(H29) 静岡県袋井市春岡723-1

静岡県 30 静岡製機(株) 浅羽工場 37回(H30) 静岡県袋井市諸井１３００

静岡県 31 ハウス食品(株) 静岡工場 14回(H07) 25回(H18) 静岡県袋井市新池524-1

静岡県 32 ヤマハ発動機(株) 袋井南工場 33回(H26) 静岡県袋井市新池700番地

静岡県 33 ミネベア(株) 浜松工場 29回(H22) 静岡県袋井市浅名1743－1

静岡県 34 共和レザー株式会社　 浅羽工場 40回（R03） 静岡県袋井市浅名2134-70

静岡県 35 ベックマン・コールター株式会社　 三島事業場 40回（R03） 静岡県長泉町東野454-32

静岡県 36 第一ファルマテック(株) 静岡工場 11回(H04) 24回(H17) 静岡県島田市金谷河原588番地

静岡県 37 (株)ロック・フィールド 静岡ファクトリー 19回(H12) 29回(H22) 静岡県磐田市下野部2280

静岡県 38 (株)コーリツ 36回(H29) 静岡県磐田市高見丘1221

静岡県 39 (株)河合楽器製作所 竜洋工場 24回(H17) 静岡県磐田市飛平松252番地

静岡県 40 富士写真フイルム(株) 富士宮工場 23回(H16) 静岡県富士宮市大中里200番地

静岡県 41 (株)アマダエンジニアリング 富士宮事業所 35回(H28) 静岡県富士宮市北山7020

静岡県 42 日本フイルコン(株) 静岡工場 24回(H17) 静岡県富士市厚原1780番地

静岡県 43 株式会社リコー 環境事業開発センター 41回（R04） 静岡県御殿場市駒門１－１０

静岡県 44 東レ株式会社 三島工場 41回（R04） 静岡県三島市４８４５番地

愛知県 01 日東工業(株) 本社・名古屋工場 28回(H21) 愛知県愛知郡長久手町蟹原2201番地

愛知県 02 横浜ゴム(株) 新城工場 39回（R02） 愛知県愛知県新城市野田字古屋敷1番地

愛知県 03 河村電器産業(株) 本地工場 38回(R01) 愛知県愛知県瀬戸市山の田町155 

愛知県 04 トヨタ自動車(株) 堤工場 39回（R02） 愛知県愛知県豊田市堤町馬の頭1番地

　　　　　※★印は「個人・団体の部」の受賞者です
　　　　　※社名・所在地は原則として最終受賞時のものを記載しています。変更のご連絡をいただいたものについては新しい名称に変更しています
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愛知県 05 中部電力(株) 渥美火力発電所 02回(S58) 11回(H04) 愛知県渥美郡渥美町大字中山

愛知県 06 愛三工業(株) 安城工場 14回(H07) 20回(H13) 愛知県安城市東端町北山100

愛知県 07 アイシン・エィ・ダブリュ(株) 本社工場 04回(S60) 17回(H10) 愛知県安城市藤井町高根10

愛知県 08 (株)デンソー 安城製作所 36回(H29) 愛知県安城市里町長根2-1

愛知県 09 (株)デンソー 善明製作所 37回(H30) 愛知県安城市里町長根2-1

愛知県 10 豊田合成(株)　 尾西工場 32回(H25) 愛知県一宮市明地字東下城４０番地

愛知県 11 日清紡績(株) 針崎工場 03回(S59) 10回(H03) 愛知県岡崎市針崎町字カンヂ46

愛知県 12 日清紡績(株) 美合工場 04回(S60) 愛知県岡崎市美合町字入込45

愛知県 13 大和化成工業(株) 本社工場 37回(H30) 愛知県岡崎市保母町字上平地１番地

愛知県 14 ソニーイーエムシーエス(株) 幸田テック 11回(H04) 15回(H08) 愛知県額田郡幸田町大字坂崎字雀ヶ入1

愛知県 15 富士特殊紙業(株) 本社工場 33回(H26) 愛知県瀬戸市暁町3-143

愛知県 16 日本電装(株) 西尾製作所 10回(H03) 愛知県西尾市下羽角町住崎1

愛知県 17 エスティ・エルシーディ(株) 本社工場 22回(H15) 愛知県知多郡東浦町大字緒川字上舟木50

愛知県 18 中部電力(株) 知多火力発電所 06回(S62) 18回(H11) 愛知県知多市北浜町23

愛知県 19 トヨタ自動車(株) 衣浦工場 36回(H29) 愛知県碧南市玉津浦町10-1

愛知県 20 伊藤忠製糖(株) 本社工場 08回(H01) 愛知県碧南市玉津浦町3

愛知県 21 中部電力(株) 碧南火力発電所 23回(H16) 愛知県碧南市港南町2-8-2

愛知県 22 日本金属工業(株) 衣浦製造所 07回(S63) 愛知県碧南市浜町1

愛知県 23 (株)豊田自動織機 碧南工場 12回(H05) 愛知県碧南市浜町3

愛知県 24 新東ブレーター(株) 大崎製造所 01回(S57) 愛知県豊川市大崎町門1-1

愛知県 25 コニカミノルタ(株) 瑞穂サイト 19回(H12) 愛知県豊川市穂ノ原3-22-1

愛知県 26 小島プレス工業(株) 本社工場 05回(S61) 11回(H04) 16回(H09) 愛知県豊田市下市場町3-30

愛知県 27 豊田鉃工(株) 34回(H27) 愛知県豊田市細谷町4-50

愛知県 28 テクノハマ(株) 34回(H27) 愛知県豊田市深見町鳥目1026番地

愛知県 29 丸和電子化学(株) 28回(H21) 愛知県豊田市神池町2丁目1236番地

愛知県 30 豊和化成(株) 24回(H17) 愛知県豊田市西中山町西宮前45番地1

愛知県 31 (株)ノリタケカンパニーリミテド 本社 26回(H19) 愛知県名古屋市西区則武新町3-1-36

愛知県 32 ★生田武司 （トヨタ自動車(株)施設環境部主査） 02回(S58)

愛知県 33 ★八木龍文 （中部電力(株)渥美火カ発電所長） 03回(S59)

三重県 01 (株)きもと 三重工場 10回(H03) 三重県員弁郡北勢町大字京ケ野新田字溜尻73-5

三重県 02 昭和電線電纜(株) 三重事業所 16回(H09) 三重県員弁郡北勢町麻生田1326-1

三重県 03 横河エレクトロニクス・マニュファクチャリング(株) 三重事業所 10回(H03) 三重県久居市庄田町字若林2202-2

三重県 04 (株)デンソー 大安製作所 38回(R01) 三重県三重県いなべ市大安町門前1530

三重県 05 八千代工業(株) 四日市製作所 12回(H05) 三重県四日市市上海老町東大沢1633-2

三重県 06 ＪＳＲ株式会社　 四日市工場 40回（R03） 三重県四日市市川尻町100

三重県 07 日本エタノール(株) 四日市工場 11回(H04) 三重県四日市市大治田3－3－71

三重県 08 オムロン ヘルスケア株式会社　 松阪事業所 40回（R03） 三重県松阪市久保町1855-370

三重県 09 松下電子部品(株) 松阪工場 02回(S58) 三重県松阪市上川町2460-1

三重県 10 日本ニードルローラー製造(株) 本社工場 09回(H02) 三重県上野市佐那具町字沢1535-1

三重県 11 常盤薬品工業(株) 上野工場 14回(H07) 三重県上野市白樫字永谷2636

三重県 12 (株)久居ＬＩＸＩＬ製作所 31回(H24) 三重県津市戸木町字赤部5081-4

三重県 13 住友電装(株) 津製作所 36回（H29) 三重県津市新家町530番地1

三重県 14 松下電工(株) 伊勢工場 03回(S59) 06回(S62) 三重県度会郡玉城町田宮寺

三重県 15 大日本製薬(株) 鈴鹿工場 04回(S60) 三重県鈴鹿市安塚町1450

三重県 16 鈴鹿富士ゼロックス(株) 08回(H01) 三重県鈴鹿市伊船町1900

三重県 17 日本ヴィックス(株) 鈴鹿工場 05回(S61) 三重県鈴鹿市稲生町5020

三重県 18 (株)フジクラ 鈴鹿工場 13回(H06) 三重県鈴鹿市岸岡町18００

三重県 19 旭化成工業(株) 鈴鹿工場 01回(S57) 三重県鈴鹿市平田中町1-1

三重県 20 ★和田克之 （王子製紙(株)亀山育種場参事） 01回(S57)

三重県 21 ★河村止（(有)三重緑地代表） 06回(S62)

三重県 22 コクヨ株式会社 三重工場 41回（R04) 三重県名張市西田原2012番地

滋賀県 01 福田金属箔粉工業(株) 滋賀工場 20回(H13) 滋賀県愛知郡湖東町大字平柳字北浦514

滋賀県 02 (株)吉野工業所 滋賀工場 01回(S57) 滋賀県蒲生郡安土町西老蘇310

滋賀県 03 (株)ダイフク 滋賀事業所 29回(H22) 36回（H29） 滋賀県蒲生郡日野町字中在寺1225

滋賀県 04 ダイハツ工業(株) 滋賀(竜王)工場 16回(H09) 23回(H16) 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上2910番地

滋賀県 05 ダイニック(株) 滋賀工場 17回(H10) 滋賀県犬上郡多賀町多賀270

滋賀県 06 麒麟麦酒(株) 滋賀工場 25回(H18) 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺1600番地

滋賀県 07 ヤンマーキャステクノ(株) 甲賀事業部 37回（H30) 滋賀県湖南市柑子袋 360番地

滋賀県 08 センカ(株) 滋賀湖南工場 24回(H17) 滋賀県湖南市大池町7番地2

滋賀県 09 東陶機器(株) 滋賀工場 12回(H05) 25回(H18) 滋賀県湖南市朝国1

滋賀県 10 三菱自動車工業(株) 京都製作所滋賀工場 06回(S62) 滋賀県甲賀郡甲西町小砂町2-1

滋賀県 11 日本発条(株) 滋賀工場 13回(H06) 滋賀県甲賀郡水口町笹が丘1－5

滋賀県 12 積水化学工業(株) 滋賀水口工場 13回(H06) 滋賀県甲賀郡水口町泉1259

滋賀県 13 松下電工(株) 米原工場 02回(S58) 滋賀県坂田郡米原町字中多良605

滋賀県 14 ＪＮＣファイバーズ(株) 守山工場 39回（R02） 滋賀県滋賀県守山市川田町230番地

滋賀県 15 長浜キヤノン(株) 39回（R02） 滋賀県滋賀県長浜市国友町1280

滋賀県 16 京セラ(株) 滋賀野洲工場 38回(R01) 滋賀県滋賀県野洲市市三宅800番地

滋賀県 17 東レ(株) 滋賀事業場 01回(S57) 10回(H03) 滋賀県大津市園山1-1-1

滋賀県 18 東レ(株) 瀬田工場 03回(S59) 滋賀県大津市大江1-1-1

滋賀県 19 京セラ(株) 滋賀蒲生工場 30回(H23) 滋賀県東近江市川合町10-1

滋賀県 20 (株)村田製作所 八日市事業所 30回(H23) 滋賀県東近江市東沖野4-4-1

滋賀県 21 (株)ノエビア 滋賀第一工場 08回(H01) 14回(H07) 滋賀県八日市市岡田町112-1

滋賀県 22 (株)ブリヂストン 彦根工場 05回(S61) 09回(H02) 滋賀県彦根市高宮町211

滋賀県 23 昭和電工(株) 彦根事業所 13回(H06) 滋賀県彦根市清崎町6０

滋賀県 24 日本アイ・ビー・エム(株) 野洲事務所施設企画 06回(S62) 12回(H05) 滋賀県野洲郡野洲町市三宅800

滋賀県 25 マックスファクター(株) 滋賀工場 11回(H04) 滋賀県野洲郡野洲町大字上屋88

滋賀県 26 (株)村田製作所 野洲事業所 17回(H10) 32回(H25) 滋賀県野洲郡野洲町大篠原2288

滋賀県 27 スターライト工業株式会社 栗東事業所 41回(R04) 滋賀県栗東市上砥山2222

滋賀県 28 株式会社ティラド 滋賀製作所 41回(R04) 滋賀県東近江市五智町297番地

滋賀県 29 東洋ビジュアルソリューションズ株式会社 守山製造所 41回(R04) 滋賀県守山市三宅町436-1

京都府 01 日東薬品工業(株) 綾部工場 34回(H27) 京都府綾部市とよさか町6番地

京都府 02 京セラ株式会社　 京都綾部工場 40回（R03） 京都府綾部市味方町1

京都府 03 ニチコン(株) 亀岡工場 19回(H12) 京都府亀岡市北古世町2-15-1

京都府 04 関西電力(株) 宮津エネルギー研究所 21回(H14) 京都府宮津市字小田宿野10001

京都府 05 (株)紫野和久傳　 京丹後久美浜工房 32回(H25) 京都府京丹後市久美浜町谷276‐114

京都府 06 太陽工業(株) 瑞穂工場 06回(S62) 京都府船井郡瑞穂町字八田小字大砂利2-5

　　　　　※★印は「個人・団体の部」の受賞者です
　　　　　※社名・所在地は原則として最終受賞時のものを記載しています。変更のご連絡をいただいたものについては新しい名称に変更しています



全国みどりの工場大賞　受賞工場一覧（7/9）

会長奨励賞 会長賞 経済産業大臣賞
都道府県・

政令指定都市
会社名

受賞大会(年度)

京都府 07 雪印乳業(株) 京都工場 18回(H11) 京都府船井郡八木町字美里小字紫野1

京都府 08 ウェルファイド(株) オサダノ工場 05回(S61) 京都府福知山市長田野町2-11

大阪府 01 日立マクセルエナジー(株) 大阪事業所 30回(H23) 大阪府茨木市丑寅1-1-88

大阪府 02 大日本住友製薬(株) 茨木工場 27回(H20) 大阪府茨木市蔵垣内1-3-45

大阪府 03 (株)テザックワイヤロープ 二色浜製造所 28回(H21) 大阪府貝塚市二色中町11番1

大阪府 04 三洋エナジートワイセル(株) 貝塚事業所 22回(H15) 大阪府貝塚市麻生中174

大阪府 05 新日本薬品(株) 大阪工苑 16回(H09) 大阪府岸和田市三田町370

大阪府 06 (株)明治 大阪工場 25回(H18) 大阪府高槻市朝日町1-10

大阪府 07 サンスター(株) 本社・高槻工場 26回(H19) 大阪府高槻市朝日町3-1

大阪府 08 (株)ニチレイフーズ 関西工場 28回(H21) 大阪府高槻市東上牧1丁目2番5号

大阪府 09 サンユレック(株) 29回(H22) 大阪府高槻市道鵜町3-5-1

大阪府 10 関西電力(株) 堺港発電所 08回(H01) 大阪府堺市築港新町1-2

大阪府 11 淀川鉄工(株) 堺臨海工場 03回(S59) 大阪府堺市築港新町2-6-26

大阪府 12 サントリー(株) 山崎蒸溜所 21回(H14) 大阪府三島郡島本町山崎5-2-1

大阪府 13 アサヒビール(株) 吹田工場 24回(H17) 大阪府吹田市西の庄町1-45

大阪府 14 塩野義製薬(株) 製造本部摂津工場 23回(H16) 大阪府摂津市三島2-5-1

大阪府 15 住友電工ファインポリマー(株) 熊取工場 06回(S62) 大阪府泉南郡熊取町大字野田950

大阪府 16 関西電力(株) 多奈川第二発電所 01回(S57) 大阪府泉南郡岬町多奈川谷川

大阪府 17 関西電力(株) 南港発電所 27回(H20) 大阪府大阪市住之江区南港南7-3-8

大阪府 18 旭硝子(株) 関西工場大阪事業所 30回(H23) 大阪府大阪市住之江区平林北1-2-150

大阪府 19 (株)竹中工務店 西日本機材センター 04回(S60) 大阪府南河内郡美原町平尾683

大阪府 20 (株)桃林堂 陌草園 07回(S63) 大阪府八尾市山本町南8-19

大阪府 21 (株)田中亀鉄工所 本社工場 05回(S61) 大阪府枚方市招提田近1-3

大阪府 22 (株)光明製作所 36回（H29) 大阪府和泉市テクノステージ1-4-20

大阪府 23 エム・テクニック(株) 本社工場 31回(H24) 大阪府和泉市テクノステージ二丁目2番16号

兵庫県 01 金井重要工業(株) 繊維機器製造所 03回(S59) 08回(H01) 兵庫県伊丹市奥畑4-1

兵庫県 02 ミノルタ(株) 伊丹工場 10回(H03) 兵庫県伊丹市高台4-18

兵庫県 03 パスカル(株) 本社・技術開発センター 33回(H26) 兵庫県伊丹市鴻池2-14-7

兵庫県 04 住友電気工業(株) 伊丹製作所 05回(S61) 兵庫県伊丹市昆陽北1-1-1

兵庫県 05 三菱電機(株) 北伊丹事業所 06回(S62) 兵庫県伊丹市瑞原4-1

兵庫県 06 (株)テイエルブイ 26回(H19) 兵庫県加古川市野口町長砂881

兵庫県 07 (株)ドトールコーヒー 関西工場 23回(H16) 兵庫県加東郡東条町南山6-3-5

兵庫県 08 サントリー(株) 高砂工場 27回(H20) 兵庫県高砂市荒井町新浜2-2-1

兵庫県 09 上野製薬(株) 三田事業所 13回(H06) 兵庫県三田市テクノパーク4-1.4-6.4-7

兵庫県 10 (株)ナリス化粧品 兵庫工場 04回(S60) 兵庫県三木市緑が丘町本町2-5

兵庫県 11 タイトン(株) 兵庫工場 16回(H09) 兵庫県宍粟郡安富町安志766

兵庫県 12 タキロン(株) 安富工場 12回(H05) 兵庫県宍粟郡安富町長野字当田口4０5

兵庫県 13 アジレント・テクノロジー(株) 神戸事業所 15回(H08) 兵庫県神戸市西区室谷1－3－2

兵庫県 14 麒麟麦酒(株) 神戸工場 19回(H12) 28回(H21) 兵庫県神戸市北区赤松台2-1-1

兵庫県 15 凸版印刷(株) パッケージ事業本部福崎工場 10回(H03) 兵庫県神崎郡福崎町高橋

兵庫県 16 関西電力(株) 相生発電所 12回(H05) 兵庫県相生市相生字柳山5315-46

兵庫県 17 ダンロップスポーツ(株) 市島工場 27回(H20) 35回(H28) 兵庫県丹波市市島町梶原5

兵庫県 18 大昭和精機(株) 淡路第一工場 11回(H04) 兵庫県津名郡五色町下堺五色ヶ丘1118

兵庫県 19 (株)パイオニア 淡路工場 24回(H17) 兵庫県南あわじ市福良甲１424番地14

兵庫県 20 新日鐵住金(株) 尼崎製造所 37回（H30) 兵庫県尼崎市東向島西之町１番地

兵庫県 21 関西電力(株) 姫路第二発電所 02回(S58) 07回(S63) 兵庫県姫路市飾磨区妻鹿常盤町

兵庫県 22 (株)日本触媒 姫路製造所 07回(S63) 15回(H08) 兵庫県姫路市網干区興浜字西沖992-1

兵庫県 23 富士通(株) 明石工場 01回(S57) 03回(S59) 兵庫県明石市大久保町西脇字塚本64

兵庫県 24 (株)布引製作所 二見工場 05回(S61) 兵庫県明石市二見町南二見18-15

奈良県 01 (株)協栄製作所 奈良工場 13回(H06) 奈良県五條市住川町テクノパーク・なら8-3

奈良県 02 味覚糖(株) 奈良工場 04回(S60) 奈良県大和郡山市今国府町137-5

奈良県 03 (株)丸島アクアシステム 奈良工場 11回(H04) 奈良県大和郡山市丹後庄町3００

奈良県 04 シャープ(株)総合開発センター ＩＣ事業本部 05回(S61) 奈良県天理市檪本町2613-1

和歌山県 01 関西電力(株) 海南発電所 03回(S59) 14回(H07) 和歌山県海南市船尾字中浜260-96

和歌山県 02 日本たばこ産業(株) 橋本工場 07回(S63) 和歌山県橋本市妻2-2-30

和歌山県 03 関西電力(株) 御坊発電所 09回(H02) 和歌山県御坊市塩屋町南塩屋富島1-3

和歌山県 04 (株)ＮＴＮ紀南製作所 06回(S62) 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬2504-1

和歌山県 05 三笠コカ・コーラボトリング(株) チェーンストア和歌山営業所 08回(H01) 和歌山県那賀郡打田町花野20

和歌山県 06 紀州ファスナー工業(株) 39回（R02） 和歌山県和歌山県御坊市塩屋町北塩屋

和歌山県 07 (株)島精機製作所 本社工場 24回(H17) 26回(H19) 和歌山県和歌山市坂田85番地

和歌山県 08 ★和歌山県工場環境緑化協会 06回(S62) 和歌山県和歌山市小松原通1-1　和歌山県経済部商工企画課内

和歌山県 09 ノーリツ鋼機(株) 梅原工場総務課 10回(H03) 17回(H10) 和歌山県和歌山市梅原579-1

和歌山県 10 花王石鹸(株) 和歌山工場 03回(S59) 04回(S60) 和歌山県和歌山市湊町1334番地

鳥取県 01 (株)片木アルミニューム製作所 大山工場 15回(H08) 20回(H13) 鳥取県西伯郡大山町所子8０2

鳥取県 02 リコーマイクロエレクトロニクス(株) 17回(H10) 鳥取県鳥取市北村10-3

鳥取県 03 サントリープロダクツ(株) 天然水奥大山ブナの森工場 36回（H29) 鳥取県日野郡江府町大字御机

鳥取県 04 ナショナルマイクロモータ(株) 高知工場 02回(S58) 鳥取県米子市二本木210-5

島根県 01 三浦工業(株) 津和野工場 08回(H01) 島根県鹿足郡津和野町大字高峯字鴻寄

島根県 02 (株)ジェイ・エム・エス 出雲工場 04回(S60) 島根県出雲市下古志町127-1

島根県 03 サン電子工業(株) 出雲工場 09回(H02) 島根県出雲市長浜町337-1

島根県 04 ホシザキ電機(株) 横田工場 11回(H04) 17回(H10) 島根県仁多郡横田町大字中村2525-1

島根県 05 星崎電機(株) 島根工場 01回(S57) 島根県大原郡木次町大字木次834

島根県 06 (株)イワミ村田製作所 33回(H26) 島根県大田市大田町大田イ795番地1

島根県 07 (株)出雲村田製作所 18回(H11) 28回(H21) 島根県簸川郡斐川町大字上直江2308

岡山県 01 パナソニック吉備(株) 29回(H22) 岡山県加賀郡吉備中央町竹部2098番地

岡山県 02 イーグル工業(株) 岡山事業場 08回(H01) 岡山県高梁市落合町阿部1212

岡山県 03 (株)林原生物化学研究所 吉備製薬工場 09回(H02) 13回(H06) 岡山県上房郡賀陽町吉川416-3

岡山県 04 (株)岡山村田製作所 25回(H18) 30回(H23) 岡山県瀬戸内市邑久町福元77番地

岡山県 05 サッポロワイン(株) 岡山ワイナリー 05回(S61) 09回(H02) 岡山県赤磐郡赤坂町東軽部1556

岡山県 06 住友電工燒結合金(株) 13回(H06) 岡山県川上郡成羽町大字成羽2901

岡山県 07 扶桑薬品工業(株) 岡山工場 06回(S62) 11回(H04) 岡山県浅口郡里庄町里見9033

岡山県 08 中国電力(株) 玉島発電所 01回(S57) 08回(H01) 岡山県倉敷市玉島乙島字新湊8253-2

岡山県 09 東洋キヤリア工業(株) 津山事業所 10回(H03) 19回(H12) 岡山県津山市国分寺555

岡山県 10 九州耐火煉瓦(株) 14回(H07) 岡山県備前市浦伊部1175

岡山県 11 大鵬薬品工業(株) 岡山工場 30回(H23) 岡山県備前市久々井1775-1

岡山県 12 富田工業(株) 岡山工場 15回(H08) 岡山県和気郡吉永町金谷字西向５３－１

　　　　　※★印は「個人・団体の部」の受賞者です
　　　　　※社名・所在地は原則として最終受賞時のものを記載しています。変更のご連絡をいただいたものについては新しい名称に変更しています



全国みどりの工場大賞　受賞工場一覧（8/9）

会長奨励賞 会長賞 経済産業大臣賞
都道府県・

政令指定都市
会社名

受賞大会(年度)

広島県 01 ジー．ピー．ダイキョウ(株) 住器事業部 09回(H02) 15回(H08) 広島県賀茂郡大和町上草井505

広島県 02 湧永製薬(株) 広島事業所 02回(S58) 12回(H05) 広島県高田郡甲田町下甲立1624

広島県 03 サントリー(株) 宮島プラント 09回(H02) 広島県佐伯郡大野町丸石2-6-7

広島県 04 ローツェ(株) 本社工場 23回(H16) 広島県深安郡神辺町道上1588番地

広島県 05 (株)トーキン 広島事業所 17回(H10) 広島県東広島市高屋台1-9-3

広島県 06 ベバストジャパン(株) 32回(H25) 広島県東広島市田口研究団地5-10

広島県 07 横浜ゴム(株) 尾道工場 26回(H19) 広島県尾道市東尾道20番地

広島県 08 ヒロボー(株)ヒロボーライブファクトリー 26回(H19) 広島県府中市桜が丘3-3-1

山口県 01 理想科学工業(株) 宇部工場 17回(H10) 山口県宇部市大字善和字牛明203-151

山口県 02 日清食品(株) 下関工場 09回(H02) 山口県下関市小月小島1丁目1番12号

山口県 03 島野山口(株) 07回(S63) 山口県下関市小月村小島1-4-7

山口県 04 (株)ブリヂストン 下関工場 03回(S59) 06回(S62) 山口県下関市長府港町

山口県 05 中国電力(株) 下関発電所 15回(H08) 山口県下関市長府港町9－1

山口県 06 新日本製鐵(株) ステンレス事業部光製鐵所 02回(S58) 03回(S59) 山口県光市大字島田3434

山口県 07 山口日本電気(株) 12回(H05) 山口県厚狭郡楠町東万倉神元192-3

山口県 08 日本特殊農薬製造(株) 防府工場 05回(S61) 山口県防府市新田築地2061

山口県 09 マツダ(株) 防府西浦工場 10回(H03) 山口県防府市西浦888-1

山口県 10 マツダ(株) 防府中関工場 08回(H01) 山口県防府市大字浜方字大浜一の桝

山口県 11 (株)ブリヂストン 防府工場 07回(S63) 山口県防府市浜方1００番地

山口県 12 中国電力(株) 柳井発電所 11回(H04) 山口県柳井市大字柳井字宮本塩浜1578-8

山口県 13 ★守田正 （武田薬品工業(株)光工場緑化担当主任） 03回(S59)

徳島県 01 日亜化学工業(株) 本社工場 22回(H15) 徳島県阿南市上中町岡491

徳島県 02 山陽国策パルプ(株) 小松島工場 01回(S57) 徳島県小松島市豊浦町1

徳島県 03 大塚製薬(株) 徳島工場 01回(S57) 徳島県徳島市川内町加賀須野463-10

徳島県 04 大塚製薬(株) 徳島第二工場 05回(S61) 徳島県徳島市川内町加賀須野463-10

徳島県 05 大塚製薬(株) 徳島ワジキ工場 17回(H10) 36回（H29） 徳島県那賀郡鷲敷町大字小仁宇字大坪306-2

徳島県 06 大塚製薬(株) 徳島板野工場 23回(H16) 41回（R04） 徳島県板野郡板野町松谷字シシトキ南13番

徳島県 07 日新デニム(株) 18回(H11) 徳島県麻植郡鴨島町牛島字明治開2429-1

徳島県 08 大塚テクノ株式会社 本社・鳴門工場 41回（R04) 徳島県鳴門市瀬戸町明神字板屋島１２０－１

香川県 01 勇心酒造(株) 綾南本社工場 18回(H11) 香川県綾歌郡綾南町小野2088-1

香川県 02 ＹＫＫ(株) 四国工場 19回(H12) 香川県綾歌郡宇多津町吉田4000

香川県 03 (一財)阪大微生物病研究会 観音寺研究所　瀬戸センター 34回(H27) 香川県観音寺市瀬戸町四丁目１番７０号

香川県 04 (株)フソウ フソウテクノセンター 36回（H29) 香川県高松市郷東町792-8

香川県 05 ライオンケミカル(株) オレオケミカル事業所 35回(H28) 香川県坂出市番の州町22-1

愛媛県 01 日本食研(株)愛媛本社 食品・ハム研究工場 21回(H14) 愛媛県今治市富田新港1-3

愛媛県 02 (株)寺田鉄工所 02回(S58) 愛媛県周桑郡丹原町大字池田1261

高知県 01 ニッポン高度紙工業(株) 02回(S58) 高知県吾川郡春野町弘岡上648

高知県 02 (株)ＫＴＫ 大谷工場 20回(H13) 高知県香美郡香我美町上分1124-1

高知県 03 敷島紡績(株) 高知工場 01回(S57) 高知県高知市秦南町1-4-8

高知県 04 アロインス製薬(株) 四万十工場 22回(H15) 28回(H21) 高知県四万十市間崎1017-1

高知県 05 富士鍛工(株) 室戸工場 35回(H28) 高知県室戸市羽根町甲1384-1

高知県 06 タイム技研高知(株) 31回(H24) 高知県宿毛市平田町戸内字扇3386-57

高知県 07 (株)精工 高知南国工場 25回(H18) 高知県南国市三和琴平2-1733-10

福岡県 01 東洋コルク(株) 九州工場 07回(S63) 福岡県鞍手郡宮田町大字四郎丸字壱町田494-1

福岡県 02 小竹化成(株) 30回(H23) 福岡県鞍手郡小竹町大字勝野字千俗1479-1

福岡県 03 (株)ブリヂストン 甘木工場 01回(S57) 福岡県甘木市大字小田2011

福岡県 04 三菱マテリアル(株) 九州工場 03回(S59) 福岡県京都郡苅田町松原町12

福岡県 05 (株)大井製作所 九州工場 14回(H07) 福岡県京都郡犀川町谷口650

福岡県 06 ニコニコのり(株) 九州工場 16回(H09) 福岡県三池郡高田町下楠田2143-1

福岡県 07 九州電力(株) 港発電所 08回(H01) 福岡県大牟田市新港町

福岡県 08 昭和アルミニウム缶(株) 大牟田工場 33回(H26) 福岡県大牟田市岬町1番16

福岡県 09 日本たばこ産業(株) 九州工場 10回(H03) 27回(H20) 福岡県筑紫野市上古賀2-1-1

福岡県 10 (株)柴田鉄工所 19回(H12) 福岡県朝倉市杷木林田788番地

福岡県 11 麒麟麦酒(株) 福岡工場 05回(S61) 26回(H19) 福岡県朝倉市馬田3601

福岡県 12 (株)藤井養蜂場 37回（H30) 福岡県朝倉市菱野１１０５番地

福岡県 13 オムロン直方(株) 11回(H04) 17回(H10) 福岡県直方市上境飛熊277０

福岡県 14 (株)三井ハイテック 直方工場 12回(H05) 福岡県直方市大字中泉字今林885－3

福岡県 15 日本耐酸壜工業(株) 福岡工場 13回(H06) 福岡県田川市大字川宮1440-1

福岡県 16 沢井製薬(株) 九州工場 18回(H11) 福岡県飯塚市潤野1238

福岡県 17 日本精工九州(株) 17回(H10) 福岡県浮羽郡浮羽町大字古川字日精774

福岡県 18 (株)三福 30回(H23) 福岡県豊前市大字小石原185番地8

福岡県 19 九州電力(株) 豊前発電所 02回(S58) 06回(S62) 福岡県豊前市大字八屋字片松2463

福岡県 20 北九州松下電工(株) 響工場 20回(H13) 福岡県北九州市若松区響町1-1-2

福岡県 21 新日本製鐵(株) 八幡製鐵所 07回(S63) 福岡県北九州市八幡東区枝光1-1-1

福岡県 22 (株)山本工作所 製缶工場 15回(H08) 福岡県北九州市八幡東区大字枝光1950-10

福岡県 23 ★島津誠 （新日本製鐵(株)八幡製鐵所） 06回(S62)

佐賀県 01 (株)かわでん 九州工場 29回(H22) 佐賀県佐賀市大和町大字川上4583-1

佐賀県 02 (株)ブリヂストン 佐賀工場 11回(H04) 21回(H14) 佐賀県三養基郡上峰町大字堤2100

佐賀県 03 大塚製薬(株) 佐賀工場 13回(H06) 22回(H15) 佐賀県神埼郡東脊振村大字大曲5006-5

佐賀県 04 トヨタ紡織九州(株) 本社工場 28回(H21) 佐賀県神埼市神埼町鶴1600番地

佐賀県 05 九州積水工業(株) 27回(H20) 佐賀県神埼市千代田町柳島225-1

佐賀県 06 (株)サンセールミキ 鳥栖工場 28回(H21) 佐賀県鳥栖市弥生が丘8丁目14番

長崎県 01 九州松下電器(株) テレコム(事)長崎 03回(S59) 長崎県諌早市長野町1690

長崎県 02 九州電力(株) 相浦発電所 01回(S57) 長崎県佐世保市光町183-1

長崎県 03 日本ビソー(株) 長崎事業所 10回(H03) 12回(H05) 長崎県西彼杵郡時津町日並郷字新開3788

長崎県 04 電源開発(株) 松島火力発電所 02回(S58) 長崎県西彼杵郡大瀬戸町松島内郷2573-3

長崎県 05 ★九州液化瓦斯福島基地(株)　 39回（R02） 長崎県長崎県松浦市福島町塩浜免58-2

長崎県 06 長崎キヤノン(株) 38回(R01) 長崎県長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷925番1

長崎県 07 長崎日本ハム(株) 川棚工場 05回(S61) 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷39

熊本県 01 (株)お菓子の香梅 阿蘇西原工場 34回(H27) 熊本県阿蘇郡西原村大字小森3590－3

熊本県 02 (株)再春館製薬所 阿蘇工場 08回(H01) 熊本県阿蘇郡西原村大字鳥子

熊本県 03 (株)堀場エステック　 阿蘇工場 32回(H25) 熊本県阿蘇郡西原村大字鳥子字講米畑358番地11鳥子工業団地

熊本県 04 (株)ケイ・エフ・ケイ小川 37回（H30) 40回（R03） 熊本県宇城市小川町南海東 1961

熊本県 05 アイシン九州(株) 23回(H16) 熊本県下益城郡城南町大字舞原字西500番地1

熊本県 06 富士フイルム九州(株) 36回（H29) 39回(R02) 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2900番地

熊本県 07 三菱電機(株)パワーデバイス製作所 熊本工場 13回(H06) 24回(H17) 熊本県菊池郡西合志町御代志997番地

　　　　　※★印は「個人・団体の部」の受賞者です
　　　　　※社名・所在地は原則として最終受賞時のものを記載しています。変更のご連絡をいただいたものについては新しい名称に変更しています



全国みどりの工場大賞　受賞工場一覧（9/9）

会長奨励賞 会長賞 経済産業大臣賞
都道府県・

政令指定都市
会社名

受賞大会(年度)

熊本県 08 (株)テクノフレックス 熊本工場 11回(H04) 熊本県菊池郡大津町高尾野272-11

熊本県 09 富士精工(株) 熊本工場 10回(H03) 熊本県菊池郡大津町室1613

熊本県 10 本田技研工業(株) 熊本製作所 02回(S58) 05回(S61) 熊本県菊池郡大津町大字平川1500

熊本県 11 未来工業(株) 熊本工場 09回(H02) 35回(H28) 熊本県菊池郡泗水町永1924-1

熊本県 12 (株)アドバンスト・ディスプレイ 泗水工場 22回(H15) 熊本県菊池郡泗水町大字住吉字東赤迫1567-1

熊本県 13 九州武蔵精密(株) 19回(H12) 熊本県球磨郡錦町一武字狩政下2605-7

熊本県 14 平井精密工業(株) 熊本事業所 36回（H29) 熊本県荒尾市宮内字下山下９０２

熊本県 15 九州森紙業(株) 熊本事業所 17回(H10) 熊本県鹿本郡植木町正清1310

熊本県 16 サントリービール(株) 九州熊本工場 25回(H18) 33回(H26) 熊本県上益城郡嘉島町北甘木字八幡水478番地

熊本県 17 ＹＫＫＡＰ(株) 九州工場 06回(S62) 29回(H22) 熊本県八代市新港町1-10

熊本県 18 ヤマハ熊本プロダクツ(株) 27回(H20) 熊本県八代市新港町4-8

大分県 01 三和酒類(株) 安心院葡萄酒工房 21回(H14) 25回(H18) 大分県宇佐市安心院町下毛798

大分県 02 吉野プラスチックス(株) 大分工場 03回(S59) 大分県宇佐市大字西大堀笹川540

大分県 03 東芝ＬＳＩパッケージソリューション(株) 大分事業所・杵築地区 24回(H17) 大分県杵築市南杵築2820番地2

大分県 04 ホンダ太陽(株) 日出工場 16回(H09) 19回(H12) 大分県速見郡日出町大字川崎3968

大分県 05 日本テキサス・インスツルメンツ(株) 日出工場 01回(S57) 14回(H07) 大分県速見郡日出町大字川崎字高尾4260

大分県 06 大分キヤノンマテリアル(株) 杵築事業所 39回（R02） 大分県大分県杵築市熊野１－１１１

大分県 07 (株)デンケン 本社工場 38回(R01) 大分県大分県由布市挾間町鬼崎688番地2

大分県 08 九州電力(株) 大分発電所 08回(H01) 大分県大分市大字一の洲1-2

大分県 09 新日本製鐵(株) 大分製鉄所 01回(S57) 大分県大分市大字西ノ州1番地

大分県 10 大分キヤノン(株) 大分事業所 34回(H27) 大分県大分市大字迫564-1

大分県 11 大分キヤノンマテリアル(株)　 大分事業所 37回（H30) 大分県大分市丹生９９３－１

大分県 12 ＮＥＣセミコンパッケージ・ソリューションズ(株) 大分工場 20回(H13) 24回(H17) 大分県中津市伊藤田4200番地

大分県 13 相生精機(株) 大分工場 14回(H07) 大分県東国東郡安岐町下原200

大分県 14 大分キヤノン(株) 07回(S63) 大分県東国東郡安岐町下原71０

大分県 15 ソニーセミコンダクタ九州(株) 大分ＴＥＣ 19回(H12) 22回(H15) 大分県東国東郡国東町大字小原3319-2

大分県 16 ニッカウヰスキー(株) 九州工場 09回(H02) 15回(H08) 大分県日田市坂井町810

大分県 17 サッポロビール(株) 新九州工場 25回(H18) 大分県日田市大字高瀬6979

宮崎県 01 コカ・コーラウエスト(株) えびの工場 29回(H22) 33回(H26) 宮崎県えびの市大字東川北字有留1321-1

宮崎県 02 旭化成工業(株) 東海工場 18回(H11) 宮崎県延岡市水尻町304

宮崎県 03 旭化成工業(株) 長浜地区工場 16回(H09) 宮崎県延岡市長浜町4丁目5003-1

宮崎県 04 (株)ミツトヨ 宮崎工場 06回(S62) 宮崎県宮崎郡田野町甲10652-1

宮崎県 05 ソーラーフロンティア(株) 宮崎工場宮崎第2プラント 30回(H23) 宮崎県宮崎市清武町加納丙789-20

宮崎県 06 宮崎アスモ(株) 32回(H25) 宮崎県郡国富町大字木脇４１８８

宮崎県 07 (株)ワールドインダストリー宮崎 09回(H02) 宮崎県郡山田町大字中霧島字大堀3457-1

宮崎県 08 吉川セミコンダクタ(株) 本社工場 08回(H01) 宮崎県児湯郡新富町大字上富4637-1

宮崎県 09 ハマナカホビール(株) 宮崎県新富工場 09回(H02) 宮崎県児湯郡新富町大字新田1650

宮崎県 10 神楽酒造(株) 西都工場 31回(H24) 宮崎県西都市大字鹿野田11365番地1

宮崎県 11 霧島酒造(株) 志比田工場 28回(H21) 34回(H27) 宮崎県都城市志比田町5480番地

宮崎県 12 住友ゴム工業(株) 宮崎工場 22回(H15) 31回(H24) 宮崎県都城市都北町3番

宮崎県 13 王子製紙(株) 日南工場 20回(H13) 宮崎県日南市大字戸高1850

宮崎県 14 宮崎キヤノン株式会社 41回(R04) 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋11700-1

鹿児島県 01 プリマハム(株) 鹿児島工場 29回(H22) 鹿児島県いちき串木野市下名11900

鹿児島県 02 大口酒造(株) 第二蒸溜所 33回(H26) 鹿児島県伊佐市菱刈田中1660番地

鹿児島県 03 日本特殊陶業 鹿児島宮之城工場 33回(H26) 鹿児島県薩摩郡さつま町田原2238-1

鹿児島県 04 京セラ(株) 鹿児島川内工場 29回(H22) 鹿児島県薩摩川内市高城町1810

鹿児島県 05 九州電力(株) 川内原子カ発電所 06回(S62) 鹿児島県川内市久見崎町字片平山1765-3

鹿児島県 06 九州電力(株) 川内発電所 04回(S60) 鹿児島県川内市港町字唐山6110-1

鹿児島県 07 南日本くみあい飼料(株) 志布志工場 07回(S63) 鹿児島県曽於郡志布志町志布志字若浜3310

鹿児島県 08 パナソニック半導体オプトデバイス(株) 26回(H19) 鹿児島県日置市伊集院町徳重1786-6

沖縄県 01 沖縄電力(株) 具志川火力発電所 15回(H08) 沖縄県具志川市字宇堅657

沖縄県 02 沖縄電力(株) 電力本部発電部金武火力発電所 22回(H15) 沖縄県国頭郡金武町字金武3333

沖縄県 03 沖縄サントリー(株) 02回(S58) 沖縄県那覇市字安謝628

沖縄県 04 琉球セメント(株) 屋部工場 23回(H16) 沖縄県名護市字安和1008番地

沖縄県 05 オリオンビール(株) 名護工場 21回(H14) 沖縄県名護市東江2-2-1

横浜市 01 麒麟麦酒(株) 横浜工場 37回(H30) 神奈川県横浜市鶴見区生麦1-17-1

横浜市 02 (株)JERA 横浜火力発電所 38回(R01) 神奈川県横浜市鶴見区大黒町11番１号

川崎市 01 キヤノン(株) 川崎事業所 35回(H28) 神奈川県川崎市幸区柳町70-1

相模原市 01 (株)オハラ 34回(H27) 神奈川県相模原市中央区小山１丁目15番30号

相模原市 02 昭和電線ケーブルシステム(株) 相模原事業所 37回(H30) 神奈川県相模原市中央区南橋本4-1-1

浜松市 01 (株)ＲＯＫＩ Global Innovation Center 33回(H26) 静岡県浜松市天竜区二俣町二俣2396

名古屋市 01 長田電機工業(株) 37回(H30) 愛知県名古屋市緑区大高町字中道11

京都市 01 日新電機(株) 39回（R02） 京都市京都市右京区梅津高畝町47番地

京都市 02 ローム株式会社　 40回（R03） 京都府京都市右京区西院溝崎町21

堺市 01 (株)高速オフセット 堺本工場 25回(H18) 大阪府堺市堺区松屋大和川通3-132

堺市 02 (株)シマノ 36回(H29) 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

神戸市 01 エスペック株式会社　 神戸R&Dセンター 40回（R03） 兵庫県神戸市北区鹿の子台南町5-2-5

北九州市 01 ＴＯＴＯ(株) 本社・小倉第一工場 36回(H29) 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1

　　　　　※★印は「個人・団体の部」の受賞者です
　　　　　※社名・所在地は原則として最終受賞時のものを記載しています。変更のご連絡をいただいたものについては新しい名称に変更しています


