
平成23年度受賞⼯場

⼯場の部（11件）

北海道  株式会社デンソーエレクトロニクス
群⾺県  株式会社ＩＨＩエアロスペース 富岡事業所
千葉県  出光興産株式会社 千葉製油所 千葉⼯場
⽯川県  株式会社⾦沢村⽥製作所 ⾦沢事業所
⽯川県  ナイテック・プレシジョン株式会社 本社⼯場
岐⾩県  明光化成⼯業株式会社 岩村⼯場
福井県  株式会社⽥中化学研究所 福井⼯場
滋賀県  株式会社村⽥製作所 ⼋⽇市事業所
滋賀県  京セラ株式会社 滋賀蒲⽣⼯場
福岡県  株式会社三福
宮崎県  ソーラーフロンティア株式会社 
       宮崎⼯場宮崎第２プラント
 
個⼈⼜は団体の部

該当者なし
 
会⻑奨励賞の部（6件）

川崎市  川崎天然ガス発電株式会社 川崎天然ガス発電所
岐⾩県  株式会社東和製作所 蜂屋⼯場
⼤阪市  旭硝⼦株式会社 関⻄⼯場⼤阪事業所
⼤阪府  ⽇⽴マクセルエナジー株式会社 ⼤阪事業所
岡⼭県  ⼤鵬薬品⼯業株式会社 岡⼭⼯場
福岡県  ⼩⽵化成株式会社
 
 

経済産業⼤⾂賞受賞⼯場につきましては、経済産業省ホームページ「報道発表」2012年1⽉30⽇の
「平成23年度緑化優良⼯場等経済産業⼤⾂表彰について〜緑あふれた美しい⼯場をめざして〜 」をご
覧ください。
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http://www.meti.go.jp/press/2011/01/20120130001/20120130001.html


株式会社デンソーエレクトロニクス
http://www.denso-electronics.co.jp/

⼯場所在地 〒066-0051

北海道千歳市泉沢1007-195

電話 0123（47）8810

主たる業種名
（主要製品名）

輸送⽤機械器具製造業
（⾞載⽤半導体製品の製造）

株式会社ＩＨＩエアロスペース 富岡事業所
http://www.ihi.co.jp/ia/

⼯場所在地 〒370-2398

群⾺県富岡市藤⽊900番地

電話 0274（62）4123

主たる業種名
（主要製品名）

輸送⽤機械器具製造業
（ロケット⾶翔体）

出光興産株式会社 千葉製油所 千葉⼯場
http://www.idemitsu.co.jp/factory/chiba/

⼯場所在地 〒299-0192

千葉県市原市姉崎海岸2－1，1－1

電話 0436（60）1700

主たる業種名
（主要製品名）

⽯油製品・⽯炭製品製造業・化学⼯業
（ガソリン、⽯油化学品等）

株式会社⾦沢村⽥製作所 ⾦沢事業所
http://www.murata.co.jp/kanazawamurata/corporate/overview/

⼯場所在地 〒920-2101

⽯川県⽩⼭市曽⾕町チ18番地

電話 076（ 273 ）2152

主たる業種名
（主要製品名）

電⼦部品・デバイス製造業
（ＳＡＷフィルタ）

ナイテック・プレシジョン株式会社 本社⼯場

⼯場所在地 〒922-0001

⽯川県加賀市⼤聖寺上⽊町ロ
49番地1

電話 0761（73）3970

主たる業種名
（主要製品名）

電⼦部品・ディバイス製造業
（⼊⼒ディバイス）

明光化成⼯業株式会社 岩村⼯場

⼯場所在地 〒509-7401

岐⾩県恵那市岩村町⼤字飯⽻間字下本
郷2835番地の2

電話 0573（43）0133

主たる業種名
（主要製品名）

輸送⽤機械器具製造業
（ アシストグリップ）

平成23年度（第30回）受賞⼯場概要 ⽇本緑化センター会⻑賞
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株式会社⽥中化学研究所 福井⼯場
http://www.tanaka-chem.co.jp/

⼯場所在地 〒910-3131

福井県福井市⽩⽅町45字砂浜割5-10

電話 0776（85）1801

主たる業種名
（主要製品名）

化学⼯業
（⼆次電池正極材料）

株式会社村⽥製作所 ⼋⽇市事業所
http://www.murata.co.jp/corporate/network/japan/yokaichi.html

⼯場所在地 〒527-8558

滋賀県東近江市東沖野4丁⽬4番1号

電話 0748（22）5500

主たる業種名
（主要製品名）

電⼦部品・デバイス製造業
（セラミックフィルタ、コイル、サー
ミスタ）

京セラ株式会社 滋賀蒲⽣⼯場
http://www.kyocera.co.jp/

⼯場所在地 〒529-1595

滋賀県東近江市川合町10-1

電話 0748（55）1211

主たる業種名
（主要製品名）

電⼦部品デバイス製造業
（セラミック製品）

株式会社三福
http://www.sanpuku35.co.jp/

⼯場所在地 〒828-0044

福岡県豊前市⼤字⼩⽯原185番地8

電話 0979（84）0735

主たる業種名
（主要製品名）

輸送⽤機械器具製造業
（排気系部品 ）

ソーラーフロンティア株式会社
宮崎⼯場宮崎第２プラント

http://www.solar-frontier.com/jp/
⼯場所在地 〒889-1605

宮崎県宮崎市清武町加納丙789-20

電話 0985（55）6060

主たる業種名
（主要製品名）

電気機械器具製造業
（CIS太陽電池モジュール）
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川崎天然ガス発電株式会社 川崎天然ガス発電所
http://www.kngg.co.jp/

⼯場所在地 〒210-0867

神奈川県川崎市川崎区扇町12-1

電話 044（366）8671

主たる業種名
（主要製品名） 電気業（電⼒）

株式会社東和製作所 蜂屋⼯場
http://towa-gifu.co.jp/

⼯場所在地 〒505-0039

岐⾩県美濃加茂市蜂屋台1-6-5

電話 0574（24）1235

主たる業種名
（主要製品名）

⼀般機械器具製造業
（ 産業⽤油圧シリンダ ）

旭硝⼦株式会社 関⻄⼯場⼤阪事業所
http://www.agc.com/

⼯場所在地 〒559-0026

⼤阪府⼤阪市住之江区平林北
1丁⽬2番150号

電話 06（6115）1177

主たる業種名
（主要製品名） 電⼦部品・デバイス製造業

⽇⽴マクセルエナジー株式会社 ⼤阪事業所
http://www.maxell.co.jp/jpn/me_corporate/index.html

⼯場所在地 〒567-8567

⼤阪府茨⽊市丑寅1丁⽬1番88号
 

電話 072（623）8250

主たる業種名
（主要製品名） 電気機械器具製造業（乾電池）

⼤鵬薬品⼯業株式会社 岡⼭⼯場
http://www.taiho.co.jp/

⼯場所在地 〒705-0024

岡⼭県備前市久々井1775-1
 

電話 0869（64）4527

主たる業種名
（主要製品名）

その他の製造業
（チオビタドリンク）

⼩⽵化成株式会社
http://www.kotake.biz/kaiin/kotakekasei/kotakekasei.html

⼯場所在地 〒820-1103

福岡県鞍⼿郡⼩⽵町⼤字勝野字千俗
1479-1

電話 09496（2）8600

主たる業種名
（主要製品名）

輸送⽤機械器具製造業
（⾃動⾞⽤樹脂部品）

平成23年度（第30回）受賞⼯場概要 ⽇本緑化センター会⻑奨励賞
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⽇ 時 平成24年1⽉31⽇（⽕） 14時〜17時

場 所
 
 

⽯垣記念ホール
東京都港区⾚坂1丁⽬9番13号 三会堂ビル9階
電話（03）3582－7451（代）

主  催 財団法⼈ ⽇本緑化センター

後  援  
（予定）
 

経済産業省、農林⽔産省、国⼟交通省、厚⽣労働省、環境省、全国知事会、全国市⻑会、
全国町村会、社団法⼈⽇本経済団体連合会、⽇本商⼯会議所、公益社団法⼈経済同友会、
公益社団法⼈国⼟緑化推進機構、社団法⼈⽇本公園緑地協会、財団法⼈都市緑化機構、
⽇本経済新聞社

「第30回⼯場緑化推進全国⼤会」を下記の要領で開催いたします。 ※終了しました
 

プログラム

開会 14:00

I 主催者あいさつ 財団法⼈ ⽇本緑化センター 会⻑  
II 祝辞 経済産業⼤⾂  
III 緑化優良⼯場等表彰  

  （1）選考経過の発表 ・緑化優良⼯場等選考委員会委員⻑ 14:10〜14:45
  ・経済産業省経済産業政策局⽴地環境整備課⻑  
  （2）経済産業⼤⾂表彰  
  （3）財団法⼈⽇本緑化センター会⻑表彰  

IV 緑化優良⼯場の体験発表 15:00〜15:55
  （1）経済産業⼤⾂賞受賞⼯場  
  （2）財団法⼈⽇本緑化センター会⻑賞受賞⼯場  

V 記念講演 「地域環境と⼯場緑化」 16:00〜16:50
  東京⼤学⼤学院農学⽣命科学研究科 教授 下村 彰男  

VI 閉会のあいさつ 財団法⼈ ⽇本緑化センター 16:50〜17:00

閉会  17:00
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http://www.randec.or.jp/inf/sankaido.html
http://www.jpgreen.or.jp/koujyo/30kai/index.html
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http://www.jpgreen.or.jp/koujyo/30kai/program.pdf



