
第31回⼯場緑化推進全国⼤会（平成24年度） 受賞⼯場

⼯場の部（8件）

⻘森県  アルバック東北（株）
宮城県  （株）ライフフーズ 仙台ファクトリー
群⾺県  サッポロビール（株） 群⾺⼯場（尾島）
神奈川県 
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ ドコモＲ＆Ｄセンター
三重県  （株）久居LIXIL製作所
富⼭県  （株）富⼭村⽥製作所
⾼知県  タイム技研⾼知（株）
宮崎県  神楽酒造（株） ⻄都⼯場
 
個⼈⼜は団体の部

該当者なし
 
会⻑奨励賞の部（2件）

富⼭県  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
⼤阪府  エム・テクニック（株） 本社⼯場
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アルバック東北株式会社   ホームページ

⼯場所在地 〒039-2245
⻘森県⼋⼾市北インター⼯業団地6-1-16
電話 0178（28）7693

主たる業種名
（主要製品名） ⽣産⽤機械器具製造業 （真空装置）

＜緑化の概要＞
既存の南部アカマツを活かしながら⼯場を建設。樹齢80年
となる現在も、可能な限り⾃然林に近い形で管理してい
る。
⼯場南⾨の両側、幹線道路に⾯する場所に花壇を整備し
て、季節折々に咲く花は通⾏⼈の⽬を楽しませている。
敷地内の草刈を徹底するとともに、⼯場周辺の公共⽤地の
草刈りも実践している。

株式会社ライフフーズ 仙台ファクトリー   ホームページ

⼯場所在地 〒989-1503
宮城県柴⽥郡川崎町⼤字川内字北川原⼭
59-1
電話 0224（85）1311

主たる業種名
（主要製品名） ⾷料品製造（ヨークベニマルの惣菜等）

＜緑化の概要＞
蔵王の⾒える景観の優れた場所であることから、建物の⾊
調や敷地外周の緑化等に配慮し、⾃然と調和のとれた景観
づくりに努めている。緑地は地元の園芸家の協⼒で整備を
⾏っており、春にはサクラが⼯場外周を彩り、秋には蔵王
の紅葉と調和した⾊彩になり、蔵王連峰の⾵景とあわせ
て、周辺住⺠の癒しとなっている。

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ドコモR＆Dセンター  ホームページ

⼯場所在地 〒239-0847
神奈川県横須賀市光の丘３番５号
電話 046（840）3005

主たる業種名
（主要製品名） 移動通信事業（携帯電話その他）

＜緑化の概要＞
敷地北側の⾃然の森を保存緑地とし、緑地のほとんどを敷
地外周部に配して周辺環境との調和に配慮するとともに、
屋上緑化を推進するなど、積極的に緑化に取り組んでい
る。
ウオーキングなどで当該地域を訪れる⽅のために、道路に
⾯した場所に花⽊を植栽し、四季の花や緑を楽しんでいた
だくとともに、休憩のためのベンチを設置している。

サッポロビール株式会社 群⾺⼯場（尾島）   ホームページ

⼯場所在地 〒370-0426
群⾺県太⽥市世良⽥町１９６９－２
電話 0276（ 52 ）7010

主たる業種名
（主要製品名）

⾷料品製造業
（トライアングル・⽩加賀で作った梅酒）

＜緑化の概要＞
広範囲の緑地を保有し、緑化と病⾍害対策を社員の知恵と
努⼒で実⾏している。
国道に⾯している北東側の緑化には特に⼒を⼊れ、群⾺名
産のウメ「⽩加賀」を使って梅酒を⽣産しているという縁
からウメを多く植えており、毎年春の訪れとともに国道沿
いにウメの花が咲きそろい、地域の景観形成に寄与してい
る。

平成24年度（第31回）受賞⼯場概要 ⽇本緑化センター会⻑賞
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http://www.ulvac-tohoku.com/
http://www.ulvac-tohoku.com/
http://www.lf-jinji.com/
http://www.lf-jinji.com/
http://www.nttdocomo.co.jp/corporate/technology/rd/index.html?wdycf=cprt
http://www.nttdocomo.co.jp/corporate/technology/rd/index.html?wdycf=cprt
http://www.sapporobeer.jp/
http://www.sapporobeer.jp/


株式会社久居LIXIL製作所   ホームページ

⼯場所在地 〒514-1138
三重県津市⼾⽊町字⾚部５０８１－４
電話 059（256）6811

主たる業種名
（主要製品名）

⾦属製品製造業
（住宅⽤アルミサッシ）

＜緑化の概要＞
平成23年より、地球の未来そして地域の⾵⼟と⽂化を守る
ための「⼯場の杜」プロジェクトを実施している。
⼯場外周1,780㎡に在来種48種類、約7,000本の苗⽊を植
栽するもので、植樹祭には社員や地域住⺠約1,000⼈が参
加し、⼯場と地域の⼀体感を醸成するとともに、地域の環
境や⾵⼟を守る⼤切さをあらためて認識する良い機会とな
った。

株式会社富⼭村⽥製作所   ホームページ

⼯場所在地 〒939-8195
富⼭県富⼭市上野３４５
076(429)1221

主たる業種名
（主要製品名）

電⼦部品･デバイス製造業
（圧電セラミックス応⽤部品）

＜緑化の概要＞
緑地を隣接地や⽴地に即したゾーン（住宅地側外周部ゾー
ン、地域ＰＲゾーンなど）に分け、それぞれにコンセプト
を設定して、緑化管理規定に基づいた維持管理を⾏ってい
る。憩いの場、学びの場となる庭園を造成し、⽊本150種
1,600本、草本110種4,900本を植栽。滝や池、せせらぎ、
実のなる樹⽊、巣箱の設置など、⽣物多様性に配慮した整
備を⾏っている。

タイム技研⾼知株式会社   ホームページ

⼯場所在地 〒788-0783
⾼知県宿⽑市平⽥町⼾内字扇3386番地の57

電話 0880(66)1777
主たる業種名
（主要製品名） 電気機械器具製造業（⽔⽤電磁弁等）

＜緑化の概要＞
⼯場にはめずらしい⿊を基調とした建物は、⽊々の緑⾊と
のコントラストの美しさを意識したもので、敷地の半分以
上を占める緑地には、地元ゆかりの⽊や、四季折々の⾵景
が楽しめる多数の花⽊を植栽している。
従業員が⾃ら植物の育成⽅法について学び、各部署ごとに
担当エリアを決め、樹⽊の剪定、施肥や草刈り、芝⽣の⼿
⼊れ等を⾏っている。

神楽酒造株式会社 ⻄都⼯場   ホームページ

⼯場所在地 〒881-0104
宮崎県⻄都市⼤字⿅野⽥11365番地1
電話 0983（41）1234

主たる業種名
（主要製品名）

その他の製造業（天孫降臨、⻄の都、天
照、ひむかのくろうま）

＜緑化の概要＞
敷地の東側と南側には既存の⾃然林が⼿つかずのまま残
り、北側と⻄側からは遠くに九州⼭脈が眺望できる⾵光明
媚な場所に位置している当⼯場は、「アグリ館」という観
光施設を併設しており、地元と連携しながら地域活性化に
積極的に取り組んでいる。芝⽣広場では地元児童を対象と
したイベントが開催され、地域住⺠や来場者の憩いの場と
なっている。
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http://www.lixil.co.jp/corporate/csr/environment/
http://www.lixil.co.jp/corporate/csr/environment/
http://www.murata.co.jp/toyamamurata/
http://www.murata.co.jp/toyamamurata/
http://www.time-eng.co.jp/
http://www.time-eng.co.jp/
http://www.kagurashuzo.co.jp/
http://www.kagurashuzo.co.jp/


富⼠ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社 富⼭事業所   ホームページ

⼯場所在地 〒936-0801
富⼭県滑川市⼤島1277番地6

電話 076（477）9165

主たる業種名
（主要製品名） 化学⼯業 （トナーカートリッジ）

＜緑化の概要＞
地域に配慮しながら樹⽊の種類や本数を継続的に増やして
おり、サクラ並⽊の形成、アカマツ等在来種の植栽による
⼯場造成前の⾃然環境の復元、記念植樹などを⾏ってい
る。緑地には、稲荷神社、和⾵庭園、調整池などもあり、
緑化活動には従業員が多数参加し、年間計画に基づき管理
を⾏っている。

エム・テクニック株式会社 本社⼯場   ホームページ

⼯場所在地 〒594-1144
⼤阪府和泉市テクノステージ2丁⽬2番16
号
電話 0725（54）0096

主たる業種名
（主要製品名）

⽣産⽤機械器具製造業 （医薬品・化学
品・⾷品・化粧品等製造プラント・機器
）

＜緑化の概要＞
周辺道路から、建物よりもまず樹⽊が⽬に⼊るように、丘
陵地形を利⽤した⽴体的な植栽を⾏っている。造成により
切り開かれた森を再⽣する意図でつくられた「庭」には、
在来植物を⽤いた散策路、迫⼒のある滝などを設け、⽣態
系に配慮した管理を⾏った結果、⿃が⾶び交い、ホタルが
⾃然発⽣するなど、⽣きものにやさしい環境をつくりだし
ている。

⽇本緑化センター会⻑奨励賞
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http://www.fxmfg.co.jp/
http://www.fxmfg.co.jp/
http://www.m-technique.co.jp/
http://www.m-technique.co.jp/


⽇ 時 平成24年11⽉1⽇（⽊） 14時〜17時 ※終了しました

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
 

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、⼀般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、⼀般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31回⼯場緑化推進全国⼤会」を下記の要領で開催いたしました。  
 

 

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 「災害時における企業の危機管理（事業継続マネジメント）」 
篠原雅道

16:00〜16:50

 株式会社インターリスク総研／ＢＣＩ⽇本⽀部代表理事／ＢＣＭＳユーザーグループ理事⻑
 ／ＢＣＡＯ副理事⻑／⽇本危機管理学会常任理事

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

※本⼤会は造園CPD認定プログラム（0.8ポイント）です。
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