かながわ地球環境賞 歴代受賞者リスト
平成５
平成５年度
名称
活動内容
相模原市南部地区消費者の ・廃油回収活動
会
生活協同組合コープかなが ・リサイクル
わ
・環境保全型商品開発
石崎 娃子
・石けん使用普及
江の島釣道会
・環境保全活動
ＮＨＫ京浜製鉄所
・環境保全型企業活動
夢見ヶ崎銀座商店街振興組 ・リサイクル活動
合
・省エネ
はだのくらしの会
・リサイクル活動
平成６
平成６年度
名称
活動内容
旭化成工業株式会社川崎製 ・廃棄物の自社内処理の推進
造所
・リサイクル・省エネの推進
・廃食用油の回収
あしたのくらしを考える会
・ファーバーリサイクル活動
あやせくらしの会
・ゴミ問題への取組み
医大通り商栄会商店街振興 ・「ハートフルフェスティバル」開催
組合
・牛乳パックと再生紙の交換会開催
神奈川県牛乳パックの再利 ・牛乳パック回収及び再生品共同購入
用をすすめる連絡会
・紙すき教室等の啓発活動
生活クラブ・生活協同組合 ・環境調査活動
横浜環境アクション実行委
員会
・エコチェックレポートの作成
聖マリアンナ医科大学病院 ・使用済みテレホンカードの回収
看護部
・環境保全普及啓発活動
津久井郡農業共同組合婦人 ・牛乳パック再利用運動
部
・廃油再利用、古着等再利用運動
・廃食油の資源化の推進
平塚市ごみ減量化婦人の会
・プレリサイクルの推進

・リサイクル、リフォーム活動の実践
・環境保全普及啓発活動
・環境学習実践活動
横浜港南ライオンズクラブ
・環境保全普及啓発活動
平成７
平成７年度
名称
活動内容
・環境監査制度導入による環境改善の取組み
株式会社コープフーズ
・エコロジカルな商品の開発
藤沢市石けん推進協議会 ・石けん使用推進に向けた取組み
・廃棄物減量化の推進
富士通株式会社川崎工場
・緑化推進、環境管理への取組み
モトスミ・ブレーメン通り ・「環境にやさしい商店街」宣言
商店街振興組合
・買物袋持参運動の推進
横浜コンシューマーズクラ ・不用品交換会の開催
ブ会
・省資源への取組み
・空きビン、アルミ缶の回収
横浜市生活学校連絡会
・廃食用油の回収
平成８
平成８年度
名称
活動内容
・空き缶回収運動
厚木市商店会連合会
・地域からの環境学習
・緑化推進
・生活雑排水調査活動
えびな消費者の会
・ゴミの減量再資源化運動
・食品トレイ回収箱設置店マップ作成
・グリーンコンシューマー運動
港北くらしの研究会
・買物袋持参運動
・資源回収の普及啓発
コープ低公害車開発株式会 ・低公害車の研究開発
社
・環境情報誌による大気汚染防止等の啓発活動
横須賀市消費生活研究会

・リサイクル活動への取組み
・牛乳パック回収
逗子市老人クラブ連合会
・食用廃油を利用した石けん作り講習会
・牛乳パック再利用工作講習会
根本 忠幸
・不法投棄撤去キャンペーンでの奉仕活動
・リサイクルの技術開発
横浜ゴム株式会社平塚製造 ・緑化推進
所
・環境管理への取組み
（社）横浜市医師会
・環境問題の観点から健康増進に貢献
平成９
平成９年度
名称
活動内容
・空き缶・牛乳パック・トレー回収運動
浦賀生活協同組合会
・平作川水質調査
・大気汚染調査活動
・廃食用油での石けん作り
エコ・ライフいずみ
・アルミ缶、古着、古布の回収・リサイクル
かながわの森林インストラ ・植樹指導
クターの会
・森林づくりインストラクター活動
川崎・ごみを考える市民連 ・グリーンコンシューマー運動
絡会
・シンポジウム・学習会開催
・環境汚染による健康被害への防止体制の整備
（社）川崎市医師会
・大気汚染の健康に及ぼす影響調査
・生活環境汚染による疾病の集団防止
・一斉清掃
川崎市子ども会連盟
・空き缶回収運動
・不用品即売会、リサイクルバザー
川崎市消費者の会
・買物袋作成、エコクッキング
・廃食用油での石けん作り
田中 義雄
・不法投棄撤去キャンペーンでの奉仕活動
・自然保護教育活動
丹沢自然保護協会
・自然観察会の実施

・環境管理への取組み
日本石油精製株式会社根岸 ・廃棄物削減化への取組み
製油所
・地域緑化への貢献
・地域内の蛍保護活動
プチエコじょうほく
・紫陽花を育てる活動
・段ボール・古紙・空きビン回収
横浜橋通商店街協同組合 ・買物袋持参運動
・地域緑化への貢献
リフォーム横浜会
・リフォーム講習会、展示会、教室
平成10
平成10年度
10年度
名称
活動内容
・カンボジア・メコン川での川イルカの保護活動と環境保全
ＨＡＢ２１ イルカ研究会
・イルカを通じての環境学習
かながわエコライフ活動グ ・エコ商品の表示・販売状況調査
ループ
・環境保全型のくらしの普及
・けんぽく生協環境基本計画策定
（環境にやさしい活動・商品の利用等）
けんぽく生活協同組合
・学習会、講演会の開催
・ＣＯＰ３参加、温暖化防止訴え
港北区牛乳パック回収グ ・牛乳パック回収運動
ループ
・不用品交換会、リサイクルマーケット、講習会等の開催
・学習会・講座の開催
ちがさき・ごみ会議
・市民向けアピール（簡易包装、コンポスト利用等）
・市民団体のネットワーク
・環境汚染による健康被害への防止体制の整備（公害対策部を設立）
（社）鶴見区医師会
・ナショナルトラスト活動への参加
・廃材再利用
株式会社やまなか園建設
（チップ化による舗装材、肥料・土壌改良剤等への転用）
・環境に配慮した商品開発
株式会社ユニシアジェック ・リサイクル、廃棄物減量化
ス
・ＩＳＯ認証取得
・工場敷地内の緑化

・いたち川環境保全活動
横浜市栄区商店街連合会 ・買物袋持参運動の推進
・大型店に対する活動の働きかけ
・ゴミ回収・処理現場体験学習事業
渡邊 宗男
（中間処理、最終処分、跡地利用見学）
平成11
平成11年度
11年度
名称
活動内容
・子ども会、学校、地域住民を対象に紙すきや工作、勉強会を実施
アゲイン瀬谷
・紙すき指導者の育成
・紙パック、新聞、雑誌アルミ缶、段ボール等の分別の取組み
・鎌倉自主探鳥会を月２回実施
鎌倉自主探鳥会グループ
・自然環境のチェックとミニエコアップ活動のネットワーク作り
・「若宮大路グリーンクリーン運動」で緑の大切さを訴え
かまくら緑の会
・公共用地にヤマザクラ200本植樹
・ハイキングコースの除草、ツタ切り
・ISO14001認証取得
関東自動車好評株式会社 ・廃棄物減量化・リサイクル
本社横須賀工場
・自社用最終処分場確保
・会社周辺の清掃実施
・ISO14001認証取得
株式会社コープシステムズ
・省エネ、分別回収、発砲スチロール廃棄見直し、青果物のゴミ削減
・ゴミ減量化とリサイクル
湘南台公園通り東栄会 ・買物袋持参活動、包装簡素化
・イベント事業（中古リサイクル、炭生活啓発）
ソフトエネルギープロジェ ・太陽光発電などソフトエネルギーの普及・啓発
クト
・シンポジウム等を開催して、CO2削減の具体策を探る取組み
（社）津久井郡医師会 ・大気汚染の健康への影響調査、疾病防止体制整備
ファイバー・リサイクル・ ・古繊維の回収活動
ネットワーク
・引地川水質調査
大和市消費者の会
・地球にやさしい暮らしの提唱、実践

平成12
平成12年度
12年度
名称
小田原消費者の会
松下冷機株式会社 コンプ
レッサー事業部
小田原市老人クラブ連合会
富士フィルム生活協同組合
株式会社オハラ
協同組合ちがさき山の手四
つ葉会
早渕川をかなでる会
川崎市立新町小学校
相模川をきれいにする協議
会
藤沢市みどりいっぱい市民
の会

平成13
平成13年度
13年度
名称

活動内容

・不用品即売会実施
・廃棄傘の布地を買物袋に作り替え、買物袋持参運動実施
・環境に配慮した製品づくりを実践
・公害防止、地球温暖化防止等に対する積極的な環境保全活動実施
・緑化推進、地域社会貢献、世代間交流を目的に植樹活動実施
・店舗での不要者へのレシート発行廃止、買物袋提供廃止
・グリーン購入商品の扱い強化
・廃棄物減量化、リサイクル推進
・環境対策製品のラインアップを充実
・空き缶回収機を街頭設置、空き缶をリサイクル
・会員の取扱商品は原則エコ商品
・早渕川流域全体を視野に入れた、川づくり、水環境づくり、自然観察会、
クリーンアップ作戦を実施
・学校を中心に省エネ活動を家庭や地域に推進
・相模川、金目川水系の水質汚濁防止並びに浄化
・モデル施設見学会、公害防止技術講習会等
・公共施設への緑化を推進
・自然観察会を推進

活動内容
・自然観察会や大気汚染測定等の環境学習活動
横須賀「水と環境」研究会
・環境団体のネットワークも呼びかけ
・リサイクルデザインフォーラムを継続的に開催
横浜市資源リサイクル事業 ・月刊誌による環境情報を発信
協同組合
・商店街段ボール共同回収システムの普及
・ホテルの生ゴミの堆肥化等資源の循環型システムづくりに向けての取組み
や
ヨコハマグランドインター 資源の効率的な使用とリサイクル活動を実践
コンチネンタルホテル
・ホテル周辺の定期的な清掃等

キリンビール株式会社 横
浜工場・横浜支社
味の素株式会社 川崎工場
株式会社神戸製鉄所 藤沢
事業所
高砂熱学工業株式会社 横
浜支店

平成14
平成14年度
14年度
名称

日本電気株式会社 玉川事
業場 相模原事業場

日本発条株式会社 横浜事
業所
プララ杉田専門店会
生活協同組合コープかなが
わ
全日本海員生活共同組合

・一般見学・環境見学の受け入れ
・かながわ水源の森づくり事業等への参加
・日本のビール工場で初めてゼロエミッションを達成
・廃棄物減量化、リサイクル、省エネへの取組み
・大気汚染防止、水質汚濁防止活動
・従業員による会社周辺の清掃等地域社会での環境保全活動
・地球環境委員会を設置し、環境管理体制の強化
・化学物質、廃棄物対策等の環境保全の徹底と公害の未然防止
・ノーネクタイ運動や関連会社、社員の家族を対象に環境家計簿による地球
環境問題への取組み
・92年の地球サミットを契機に、県下業界内で最初にISO14001を取得
・関連会社への地球環境保全に向けた環境教育等
活動内容

（玉川事業場）
・1997年ISO14001の取得、省エネ活動の推進
・一般廃棄物の100％再資源化、ゼロミッション達成
・社員や家族への環境意識調査、環境家計簿等の啓発、自社栽培のケナフを
使った小学生への紙すき教室の開催
（相模原事業場）
・ゼロエミッション、地球温暖化防止対策に向けての省エネ対策、大気汚染
等未然防止対策への取組み、環境配慮型製品の開発等
・社員、家族への環境教育、地域の美化清掃、環境施設の見学受入れ等地域
交流
・特定フロン全廃、業界初のISO14001の取得、循環型社会の形成を目的とし
たゼロエミッション活動の実践
・省エネ推進とCO2の削減を目標とした活動
・社会貢献活動として地域清掃、古本のリユースによる車椅子等の購入、海
外植林事業へ援助
・簡易包装推進協力店の表示等による簡易包装の推進、資源の回収、建物外
周の緑化運動、商店街イベントとしてのフリーマーケットの実施
・地元の子どもたちの社会科見学の協力等地域住民と協力し環境に優しいま
ちづくりを推進
・ISO14001を取得し継続的な環境負荷削減運動
・県内初の簡易ＬＰＧスタンドを独自に設置、配送トラックのＬＰＧ化によ
る排ガスクリーン化推進
・資源の有効利用
・ファイバーリサイクルネットワークでの中古衣料の回収活動（年４回実
施）
・イベント会場でのファイバーリサイクルの現状調査、再生品化の学習会等
の実施

・ゴミ、空き缶拾い、道路や河川の草刈り、不法投棄物の回収等多岐にわた
る地域美化活動の実施
南足柄市自治会長連絡協議 年１回、12,000人参加、例年100トン回収
会
・グリーン購入商品の扱い強化
・山林緑地の手入れ、間伐材を使った炭焼き、緑地保全活動の指導
かなざわ森沢山の会
・小学校での総合的な学習における講師など地域・学校等と連携したみどり
の環境保全の実践
平成15
平成15年度
15年度
名称
活動内容
・空き缶、ペットボトルをリサイクルするために「エコステーション」を設
置し、子どもたちに対する資源の大切さへの意識啓発活動の実施
厚木なかちょう大通り商店 ・風力・太陽光利用のハイブリッド街路灯を12基設置し、電気代の節約を図
街振興組合
るとともに、防犯・災害情報の電光掲示板の表示
・イベントでのエネルギー省力化の呼びかけや地域住民等と意見交換会の実
施
・毎年２回、10年以上にわたって県内におけるビーチクリーンアップの実施
クリーンアップ全国事務局 ・県内での一斉清掃の先がけ的存在
・海外の環境団体と情報交換への貢献
・業界初の古紙100％原料の流通用ポット（鉢）とトレーの開発と販売
・そのまま植えられるピートモスを主原料とした植木鉢の開発と販売
株式会社サカタのタネ ・有機認証や循環型農業を推進する農家への資材提供などの支援
・生徒と一緒になった小学校の運動場への芝植え試験の実施
・ホワイトハウスへの花の種１万袋寄付等の社旗貢献活動の実施
・ゴミ不法投棄の現状調査や解決のための話合いの実施
津久井の自然を守る会 ・地域ふれあい祭り等でのパネル展示の実施
・ホタルの自生環境の整備や延べ47日間（14年度）の観察会の実施
・段ボールの自主回収
・ノーレジ袋等に対するエコスタンプカードの実施
二条通り商店街振興組合
・プルトップ回収による車椅子寄付運動
・NPOとの連携による環境に関する勉強会の実施
・公害対策の組織的取組みや環境に関する情報公開
・ゼロエミッションへの取組み、高効率冷凍機の導入やファンのインバー
ター化による省エネの取組み、燃料の都市ガス化によるCO2排出削減
富士写真フィルム株式会社 ・レンズ付フィルム等において環境配慮製品の取組み
足柄工場
・工場見学による小学校への環境教育の場の提供
・社員による周辺道路、河川の清掃活動

・ゼロエミッションの展開、太陽光発電パネル、インバーター機器の設置に
よる省エネルギーの取組み
三菱電機株式会社 電子シ ・化学物質に対する事前審議制度の導入、環境配慮型製品開発
ステム事業本部鎌倉地区 ・社員の家族へのWEBや壁新聞を活用した環境教育
・環境の視点を取り入れたフェスティバルの開催、通い道クリーン運動の実
践など、地球環境保全活動への積極的参加
横浜市立三ツ沢小学校 ・小学校の全児童、教職員、地域と連携したホタルの里の改修から繁殖、保
護、観察会の実施
平成16
平成16年度
16年度
名称
活動内容
・定期的海岸清掃、海岸侵食の研究・調査
サーファーによる環境を考 ・小中学生へ向けての環境教育
えるネットワーク湘南支部
（ＳＥＮ湘南）
・日本大学海洋環境学研究室と共同水質調査、海洋生物の報告と調査協力
・日本ウミガメ協議会へのストランディング報告と他への協力依頼
・「省エネナビ」設置等による電気、ガス、水の消費量の把握及び分析、窓
等の断熱性の実験と分析結果に基づく電力消費量削減
湘南・省エネネットワーキ ・省エネルギー事例集「知恵と工夫の省エネアイディア集」の作成・頒布
ング
・自治体とのパートナーシップによる省エネ日常点検の市民への働きかけ
・省エネルギーフォーラムの毎年開催など、イベントでの省エネの取組み
エコファミリープログラムの取組み
コープかながわ エコファ ・登録ファミリーが省エネやゴミ減量に取り組む
ミリーサポーターズ
・「エコファミリー交流企画」等の実施
・サポーターズの企画実施するイベントへの参加、各ファミリーからのレ
ポートを「エコファミリー通信」で紹介
環境にやさしい街づくりをテーマにした各種事業
・フリーマーケットの開催
・空き缶、ペットボトルの回収
あつぎ商和会
・エコラボレーションの開催
・厚木市商店街連合会で実施する「エコロジーショッピングバッグ」による
簡易包装
・ゴミ減量化及び「厚木市商店会花いっぱい運動」参加
・環境イベントの実施
・「リサイクル出前トーク」の実施
横須賀市資源回収協同組合 ・普及啓発新聞「リサイクルの風」発行
・インターンシップ受入れ
・共同リサイクル事業、共同収集（粗大ゴミ収集）事業、オフィス町内会
（古紙・段ボール）回収事業

山北町立共和小学校

川名里山レンジャー隊

秦野の自然と環境を守る会

神奈川県環境学習リーダー
会

株式会社日立製作所 エン
タープライズサーバ事業部

・通学路の環境美化
・手作りの啓発ポスターや看板の製作・設置等
・野鳥保護活動
・川名清水谷戸を中心とした川名緑地における休耕田の復旧、下草刈り
・新林小学校３年生向け総合学習として「谷戸探検」を年４回実施
・緑地保全のため、藤沢市へ寄付
・川名緑地ホタル生息調査の実施（５月～10月）、緑地内植物・生物調査の
実施（毎月１～２回）
・ホームページによる広報活動
・秦野市内の大気汚染調査と分析
・市内猛禽類調査と保護
・市内の自然環境保護に関する市民向け啓発活動
・「親子で楽しむ環境展」「子ども環境体験教室」「市民環境活動報告会」
の実施
・子どもたちからのメッセージ事業、「グリーン教育支援制度」「環境教
育」「地球温暖化対策」ワークショップ事業への参加
・県民運動推進会議発行「ライフスタイルを見直そう」作成協力
・新エネルギー・省エネルギー関連普及啓発
・ゴミ問題、化学物質問題への取組み
・大気・水質測定、学習指導
・自然環境・森林保護等の環境教育・環境学習
・環境適合設計アセスメントツールを導入し、設計段階から環境に配慮した
製品作りを実施
・省エネルギー活動による地球温暖化防止への取組みを目標値を設定し推進
・最終処分量の削減を目標に、廃棄物の再資源化を推進
・製品及び製造工程で使用する化学物質を自主管理基準を設けて監視
・地域社会との共生をめざし、継続的な社会貢献活動を通じた環境配慮活動
・環境レポートの発行
・「野鳥の森プロジェクト」「照葉樹の森づくり事業」へ毎年参加
・周辺の美化活動・清掃活動の継続的実施
・こどもエコクラブ等への参加協力依頼等

・環境マネジメントシステムの構築
・環境報告書の発行による情報公開
・環境負荷低減活動への取組み
日産車体株式会社
・超低排出ガス車の開発、環境配慮製品の開発等
・社会貢献活動及び社員教育、秦野地区不法投棄キャンペーンへの参加、
「相模川をきれいにする協議会」会員としての活動
・グループ企業等との環境連絡会の開催による環境保全活動への協力依頼等
・総合環境委員会の設置
・「環境行動レポート」の発行
・電気、ガソリン、水、コピー紙等の削減
東京電力株式会社 神奈川 ・グリーン電力基金の募集活動
支店
・廃電線リサイクル
・自治体・NPOとの協働
・環境教育の実施、エネルギー講座、サイエンスグランプリ等
・地球環境対策委員会による推進
ISO14001の認証取得
ゼロエミッションの取組み
日本発条株式会社 精密バ 省エネルギー、CO2排出量の削減
ネ生産本部厚木工場
環境負荷の少ない製品開発
・社会貢献活動
連合神奈川主催のクリーンキャンペーンへの参加等
・環境マネジメントシステムの構築・運用
・用紙類・廃棄物削減、使用電力削減
・協力会社等の行う環境保全活動への支援
株式会社三技協
・不用品のリユースの推進
・指定低公害車の導入
・グリーン調達の実践
・ISO14001の認証取得
・廃棄物削減、電力使用量削減、排気ガス削減（アイドリングストップの徹
国際埠頭株式会社
底）
・緑化推進、毎週月曜日及び休日翌日に横浜市道の清掃実施

・有期事業における快適職場認定の取得
・コンクリート塊の有効利用、産業廃棄物のリサイクル推進
・グリーン購入の積極的採用
大成建設株式会社 横浜支 ・廃棄物の発生抑制、粉塵発生防止
店
・アイドリングストップの徹底
・省エネルギーの推進
・周辺道路の定期的清掃
・環境マネジメントシステムの運用
平成17
平成17年度
17年度
名称
活動内容
平成７年以来、医療系廃棄物の適正処理や啓蒙活動を中心とする医療施設
における
加藤 勲
環境対策に尽力している。
・団地内共同処理によるゼロミッション事業の推進
神奈川県内陸工業団地協同 ・ISO14001内部監査員養成セミナーの実施
組合
・工場緑化・環境整備事業の推進
・リサイクルに関する各種展示会の開催、情報提供、実践教室等の開催
ＮＰＯ法人鎌倉リサイクル ・リサイクルマーケット等イベントの開催
推進会議
・年３回、ごみ処理等に係る研修会、学習会、施設見学会の実施
・毎月第３日曜日に湘南海岸一帯での海岸清掃の実施
クリーン・オーシャン・ ・かながわ海岸美化財団、クリーンアップ全国事務局などど連携した「春の
パーソンズ（Ｃ.Ｏ.Ｐ） クリーン
アップキャンペーン」と「秋の国際海岸クリーンアップデー」におけるイベ
ントの実施
・省エネルギーセンター及び運輸業界と連携したアイドリングストップ活動
の実践
古代 信行
・市民を対象にしたエコドライブ等の普及啓発のための駅構内、タクシー乗
り場、バスターミナル等におけるチラシの配布
・生産者・消費者・洗びん業者の協力によりびんの規格を統一し、リユース
を行う
生活クラブ生活協同組合神 「グリーンシステム」の構築・運営
奈川
・牛乳キャップ類や個人ピッキング（運搬）用の袋の回収と再生利用
・若宮大路の緑化、植栽、メンテナンス
・毎年６月「若宮大路グリーン・クリーン運動」に参加、市内に山桜を植栽
高柳 英麿
・鎌倉三大緑地の保全への取組み
・みどりの少年団の立上げと運営による環境教育への取組み

・月例研究会（１泊２日）の開催
・森林体験教室の開催
丹沢「森の仲間たち」
・森林整備活動の実施
・森林環境保全教育への講師派遣（山北町内小中学校、横浜市内の団体等）
・商店街オリジナルエコバッグの普及及びエコポイントカードの実施
・段ボール、プラスチック容器、ごみの共同回収
綱島商店街連合会
・毎月第１土曜日に街の清掃・美化活動の実施
・「エコタウンつなしまフェスタ」での地域住民に対する環境意識の啓発
・地元小中学生の環境学習への協力
・環境とエネルギーに関する学校教育支援（出張授業）
・平成７年から、環境に配慮した食生活を提案するエコクッキング講座を実
施
東京ガス株式会社 神奈川 ・平成５年から、小田原市久野、南足柄市塚原での下草刈り、枝打ち、間伐
支店
を毎年実施
・夏のライフスタイルの推進
・ISO14001の取得、各種環境イベントの実施、イベントへの参加
・店舗に募金箱を設置し、トラスト団体を中心とする緑化関連団体へ寄付
トヨタウエインズグループ ・毎年、丹沢植樹ボランティアとして社員及び賛同する顧客とともに植樹活
動に参加
・廃棄物資源化率向上への取組み
・省エネルギーへの取組み
・地域社会との協調活動
会社周辺地域の清掃活動（毎週末）
南開工業株式会社
開成駅及びあじさい公園内の清掃活動
阿波踊りパレード、あじさい祭り開催期間中の会場周辺の清掃活動
近隣小中学校のトイレ清掃への協力
狩川流域河川敷の清掃及び土手草刈り
・1995年より、生産から廃棄までの全工程における「環境・安全」を確保す
るための
レスポンシブル・ケア活動を展開
・環境マネジメントシステムの構築
日本触媒株式会社 川崎製 ISO9001、ISO14001、OSHMS
造所
・環境保全活動
化学物質・煤煙・CO2等の排出量削減の取組み
臭気・騒音防止の取組み
廃棄物削減・リサイクルの取組み

日本触媒株式会社 川崎製
造所

富士ゼロックス株式会社
竹松事業所

ＮＰＯ法人 ふるさと環境
市民
横浜市立南台小学校ＰＴＡ
平成18
平成18年度
18年度
名称

保安防災の取組み
・環境地域対話集会への参加
レスポンシブル・ケア地域対話として地域住民等に対して化学物質放出
状況と
削減への取組みについて説明
・国際貢献
ASEAN７ヶ国から20名の研修生を受け入れ、環境セミナーを実施（2003
年）
・よりよき企業市民を目指す取組み
ゼロエミッションの展開
省エネルギーへの取組み
公害未然防止への取組み
化学物質管理への取組み
環境配慮型製品開発への取組み
・社員及び家族への環境意識の醸成
全社員を対象とするWEB上の環境教育の展開
社員ボランティアとその家族、地域と共同して雑木林を守るため、定期
的な手入れや
自然観察会の開催
・地域との共生への取組み
竹松事業所周辺・足柄地区クリーン活動
地域に対する環境改善の水平展開
環境保全団体活動への積極的参加
・環境学習…環境学習に係る出前講座を2000年より実施しているほか、「ふ
るさとの宝を探そう！」「太陽と風の学校」「親子環境塾」「子どもアジェ
ンダ」「グリーン教育支援制度」など実践的な環境教育を進めている。
・ふるさとの川をつくろう…1995年から目久尻川ウォッチングと水辺の環境
教室を実施しているほか、年２回、目久尻川クリーンアップ大作戦として一
斉清掃を実施
年３回、「学用品リサイクル」を開催し、ランドセル、体操着、図書類の
リユース、リデュース活動を推進している。

活動内容
・環境学習…親と子の楽しい省エネ教室、フィフティフィフティ協働事業、
ＮＰＯ法人 アース・エコ 地球温暖化対策
環境教育、同体験環境教育、親子で楽しむ環境展などを実施
・資源ごみの回収
・環境を考えるイベント「あなたとともにエコロジーイセザキ」（年１、２
協同組合 伊勢佐木町商店街 回実施）
・各店におけるグリーン購入法適合商品の販売

海老名の雑木林

神奈川県建具協同組合

神奈川県立海老名高等学校

工藤建設株式会社
社団法人 相模原市医師会
生活協同組合コープかなが
わ「茅ヶ崎市寒川町環境グ
ループ」

東京電力株式会社 横浜火
力発電所

・市内秋葉台緑地1.4ヘクタールを管理・保全・育成活動
・「海老名の森」通信発行
・年２回の雑木林フェスタ開催
・県立中央農高、横浜市大の実習・研修等
・雑木林管理・地球温暖化防止等に関するテキスト「Ｚファイル」作成
・里山の生活文化の追体験活動
・森林保全に必要な間伐材を使った「神奈川県産エコ家具・建具」の開発
・県内の森林組合、木材製材業者、市民団体、NPO法人、行政等と連携した
イベントの
開催による森林保全のPR
・環境教育の取組み、環境学習プログラムの開始
・NPO法人等との協働事業による太陽光発電システムの設置
・生徒の主体的活動に向けた環境委員会の新設
・省エネ共和国を建国し、地球温暖化防止に向けた普及・啓発活動
・生徒主体のアルミ缶、牛乳パックの回収を通じ、PTAの協力も得ながら保
護者と実践の輪を拡大
・社内電気使用量５％削減、コピー用紙の低減及び再生紙の購入・利用、
ノーネクタイ運動の実施
・環境配慮設計としてコンクリート及び鉄筋・化石燃料使用量３％削減、運
搬車両の排気ガスの排出５％低減、廃棄物の排出量11％低減
・グリーン製品提供提案数を90％実行、環境対応技術製品の採用・開発・提
案
医学的見地から行政の環境対策に協力
・ダイオキシンの問題等、環境汚染による健康被害への監視と疾病予防に努
力
・平成12年より、神奈川県医師会の実施する「気管支喘息患者実態調査」に
協力
・拠点を決めたファイバーリサイクル活動の推進
・行政（茅ヶ崎市）の取組みへの積極的参加
・環境配慮製品の普及と利用促進、マイバッグ運動への参加と推進
・地域のエコファーマーと交流し、地産地消を推進
・ISO14001、ISO9001認証取得、水質汚濁物質・CO2排出原単位の削減、悪
臭・騒音防止
対策の実施、廃棄物削減・リサイクル率向上の推進、生活用水・コピー用
紙・ガソリン
使用量の削減
・低公害車の導入、グリーン購入の実施、化学物質の放出量削減、保安防災
への取組み、各種地域協議会への参加
・エネルギーと環境をテーマとした見学会の実施、工場見学受入れ、公開緑
地を利用した
自然観察会の実施、三つ池公園環境フェア・鶴見臨海フェスティバルへの出
展
・地元町内会クリーン作戦への参加、発電所前歩道の清掃活動、グループ企
業・工場施工
会社と連絡会を開催し、情報交換及び環境保全活動の協力

日産自動車株式会社追浜工
場

日本発条株式会社 産機事
業本部伊勢原工場

福祉クラブ生活協同組合

矢上川で遊ぶ会

横浜市南瀬谷中学校ＰＴＡ

平成19
平成19年度
19年度
名称

・環境事故未然防止・環境負荷物質低減への取組み
・省エネの推進、地球温暖化防止への取組み
・ゼロエミッション活動の取組み
・化学物質管理・環境配慮型製品開発の取組み
・地域への開放、共催による行事実施
・CSR推進委員会による全社横断的な活動の推進
・ISO14001認証取得
・ゴミ分別の定期的な教育訓練を全従業員に実施
・食堂生ゴミの堆肥化処理ルートの確立
・ミックスペーパーをトイレットペーパーへ再生
・廃プラスチックのRDF化、排水処理汚泥の路盤材化、廃ポリ箱の原料化
・リサイクルセンターの設置、分別保管マップによる分別ルールの徹底
・省エネ、CO2排出量削減の取組み
・地域貢献活動として、年２回の公園の草取り活動
・組合員や地域の人材を活用した「ワーカーズコレクティブ」という在宅福
祉支援システムの推進
・共同購入による安否確認などの「福祉の街づくり」の推進に向けたコミュ
ニケーションでの事業活動
・食事サービスにおいて、食器を洗う回収型容器を使用し環境に配慮すると
ともに、生活リズムを保ち自立につなげる取組み
・毎月第２土曜日に、「ミクリわんど」の清掃等
・周辺の生き物観察・野外水族館としての展示
・流域探検として、湧水探検や歴史探検
・近隣小学校や子どもグループの環境学習への協力
・地元町内会、自治体、企業と連携した活動
・学校周辺の不法投棄のゴミを収集する「クリーン大作戦」の実施（平成10
年より）
・PTAが中心となり、キャラクターを作り、グッズやテーマソング、紙芝居
などを作成し、地域の夏祭りや区民の集いなどで、ゴミの減量化・資源化に
係る普及啓発「シゲンジャープロジェクト」の取組み

活動内容
・コミュニティーや地域の環境に関する情報提供などでまちづくり活動を実
施
ＮＰＯ法人「Ｉ Love つづ ・「公園快適度マップ」「不法投棄マップ」などユニークで役立つ地図作り
き」
・落書消しやゴミ拾いなどを都筑区と協働で実施

アンリツ株式会社

江の島釣道会

神奈川県自動車販売店協会
神奈川県立平塚工科高等学
校
生活協同組合 ナチュラル
コープヨコハマ
日産自動車株式会社横浜工
場
日本の竹ファンクラブ
三菱重工業株式会社横浜製
作所 ＭＨＩエネルギー＆
サービス株式会社
横浜市立篠原西小学校ＰＴ
Ａ
横浜市立大学生活協同組合

・通信用計測器、光デバイスの開発・製造を通して「エコオフィス」
・「エコプロダクツ」「エコマインド」などの取組みを推進
・社会貢献活動として地元のイベント等に参加するほか、学生に対して環
境・職業体験学習の提供
・江の島周辺で釣りを楽しむマナー確立活動
・地元学校や市民も参加して稚魚放流を実施
・江の島周辺の陸・海の清掃活動
・一般釣り人にゴミ抑制を呼びかける環境教育活動
・ドライバーに対してエコドライブの推進など環境保全活動を実施
・「川崎市エコドライブ協議会」に参加・推進
・使用済自動車適正処理、環境にやさしい自動車整備事業場の促進
・新タイプ工業高校として「地球環境科学」「環境化学系」を教育課程に設
置し、人材育成を推進
・「ワールド・ソーラー・バイシクル・レース」で社会部が参加し総合優勝
・節電運動により、前年比夏季電力使用量７％節減
・安全な商品と環境保全に取り組むため、「くらしを考える委員会」を設置
し、全事業について検証・改善を実施
・１本当り10円を返金する産直びん牛乳のデポジット制度を設け、回収率が
飛躍的にアップ
・自動車用エンジンなど部品の加工・組立において環境保全活動を実施
・資源循環活動・環境負荷物質低減の取組みの推進
・社会貢献活動として、一般開放やイベントによる地域交流などを実施
・竹林の保全と振興を目的に、竹林活用を推進
・「竹林の里親制度」を創設し、竹林保全活動実施
・「竹の学校」を開設したほか、「あしがら竹林再生事業」などを自治体と
協働で実施
・三菱重工業横浜製作所へのエネルギー供給において、新エネ導入など環境
保全活動の実践
・大気汚染物質削減、水質汚濁物質排出ゼロ、CO2排出原単位の削減などの
取組み
・太陽光電池の設置、風力設備の製作と実証実験
・学校イベント「西小ハッピーランド」でゴミの分別と回収
・イベント時に容器サイズ毎にゴミ箱を作成し、容器を販売者が持ち帰る仕
組みを構築
・マイ箸・マイバッグ等の持参呼びかけなどを奨励
・学生にグリーン購入・ノー包装の呼びかけ
・学生向けに内部監査員養成講座を実施
・不用になった家具や家電製品を提供するリユース市を開催

平成20
平成20年度
20年度
名称
麻布大学生活協同組合
厚木植物会

神奈川県立舞岡高等学校

株式会社東芝 京浜事業所

子供と親の環境教室「地
球っ子ひろば」
さがみビルメンテナンス協
同組合
生活協同組合コープかなが
わ
東芝機械株式会社 相模工
場
マイ・エコクラブ
馬淵建設株式会社

活動内容
・弁当学内販売でリサイクル弁当容器を100％使用
・ペットボトル再生材を使用した組合員証の採用
・レジ袋有料化の実施及び基金事業化による環境活動事業への寄付
・地元郷土資料館への協力（植物情報の提供、勉強会の開催、企画展への資
料提供）
・植物講演会、講座等の企画・開催
・公民館活動、ボランティア団体への協力
・県教委より、環境・エネルギー教育重点推進校の指定
・舞岡公園と連携し、「森林再生事業」等への取組み
・保土ヶ谷養護学校分教室と共同による植樹整備や壁面緑化
・近隣大学・小学校と連携した「小川町アメニティ植栽」の取組み
・環境調和型製品（発電用機器）の提供
・規制化学物質の代替品開発と適用、排ガス除去装置導入等による削減
・製品重量の低減、分別の徹底、横浜市廃棄物交換システムの活用による廃
棄物の削減
・海芝公園一般開放、工場周辺清掃による地域との共生
・子どもを対象とした定例教室の開催
・行政、各種団体からの依頼による臨時教室の開催
・「エコかるた」を地元中高校生ボランティアとともに作成し、市内小学校
へ送付
・ISO14001取得による組合員企業の環境経営支援活動
・経営層及び従業員を対象とした環境フォーラムの開催
・環境負荷低減製品の開発・用法研究
・家族で環境について考える「１日エコライフ」の取組み
・マイバッグ持参・ノーレジ袋の取組みによるマイバッグ持参率の向上
・環境経営方針等の策定
・環境配慮活動の取組み（環境調和型製品開発、グリーン調達、化学物質管
理、リスク対策等）
・容器包装リサイクルの回収モデルとして活動し、全市回収体制へとつなげ
た。
・市民向け環境行動冊子「環境レシピ」の編纂と活用促進
・省エネ機器の導入及び空調温度、照明調整による社内電気使用量10％削減
・建設現場におけるゼロエミッション活動の研究及び廃棄物処理計画に基づ
く実証
・NPOと連携して環境規制などの研修会を開催
・ミクロネシアに建設した学校のリニューアル工事を社会貢献として実施。
今後、環境教育育成プログラムを策定・実施予定

横浜市立市ヶ尾中学校ＰＴ ・鶴見川クリーンアップ作戦を継続的に実施。参加対象を近隣の小学校など
Ａ
に広げ、年々規模を拡大している。
平成21
平成21年度
21年度
名称
活動内容
金沢文庫すずらん通り商店 ・昭和26年の設立以来、清掃活動に熱心に取り組む。
会
・定期的に駅前から商店会周辺の清掃活動を実施し、きれいな街づくりに貢
献
・空調室外機へのよしずの設置、二重窓による断熱、ひも付き照明器具の設
置等から
株式会社山武藤沢テクノセ 省エネルギーの取組みを開始し、新技術ではCASBEEの最高ランク（Sラン
ンター
ク）を取得し、一層の省エネ対策を推進
・自らの事業所を「省エネモデル工場」と位置づけ、見学会を実施
・自社ビルの屋上緑化、壁面緑化を行い、都市緑化のランドマークとして市
民に示し、普及啓発を進めている。
かをり商事株式会社
・NPO団体と連携し、横浜の水源である道志村の間伐材処理や鎮守の森づく
りに積極的に参加している。
・ゴミの減量化と資源の有効利用のため、リサイクル可能な弁当容器を採
用、キャンパス内９ヶ所に回収ボックスを設置。回収率を上げるキャンペー
横浜国立大学生活協同組合 ンを展開している。
・間伐材を使用した割り箸の利用と回収やレジ袋の削減等にも取り組んでい
る。
・地域（町内会）と協力して古紙・衣料等の資源回収を実施し、その収益で
横浜市立東山田小学校ＰＴ エコをテーマにした「東山田こどもまつり」を毎年開催
Ａ
・「東山田こどもまつり」は、児童のほか地域の人も多く参加するイベント
として定着している。
平成22
平成22年度
22年度
名称
活動内容
・海底、湖底、海浜清掃
大賞 海をつくる会
○平成12年度から野島海岸においてアマモの移植を開始。海の公園前、八景
島駆け上がり、子安浜、国土交通省横浜港湾空港技術調査事務所、横須賀防
港北ニュータウン緑 ・雑木林、竹林、草地等を適正に管理・育成するため,地域特有の生態と管
理技術を市民が体得するための「雑木林塾」の開催
の会
・活動拠点として、都築区大塚歳勝土遺跡公園の管理を公園愛護会と協力し
て行う。
・竹林に覆われた雑木林の復元事業の実施
・自然観察会や竹林講座を開催
ボランティア団体 ・海岸ごみ対策及び水環境保全
「海さくら」
・「ごみ拾っちゃい隊」を組織、江の島観光案内所でトング、ごみ袋、地
図、軍手を毎日配付
・チャリティーコンサートを開催し、収益金で江の島内に大型ごみ箱等15個
を設置
・フリーペーパーを毎年１万部発行し、読者に環境保全意識を啓蒙。
・ごみ拾いで集まったたばこフィルターで“たばこカヌー”で相模川の川下
りを行った。カヌー製作・川下りの様子を映画化し、チャリティコンサート
開成町ホタルの里づ ・ホタルを復活させるために、ホタルの調査、研究、飼育、放流を行い、ホ
くり研究会
タルの生息地の環境保全を図る。

横浜市立大道小学校 ・平成５年に大道小学校50周年記念行事として、保護者が子どもの頃の生き
物や植物の復元や育成を目指し、「大道しぜん広場」を整備。
ＰＴＡ
・その後、「大道しぜん広場」の存続のため、ＰＴＡと地域が協力して継続
して動植物の管理と環境整備を行っている。（毎年行っている池整備には約
・広場の水源の枯渇に悩んでいたところ、６年生の児童が総合的な学習の時
間で、新たな井戸を掘り、水源の確保と地域の居場所づくりとすることを提
・ＰＴＡとして児童の願いを実現するべく、平成22年度は、井戸堀りを含む
自然環境づくりへの支援と協力を行う。
特定非営利活動法人 ・森林及びその周辺自然環境の保全に関する事業を行い、健全な森林の育成
かながわ森林インス とその利用のあり方を創造することにより、すべての市民及び社会が森林の
トラクターの会 ・県民参加の森林づくり事業として、(財)かながわトラスト財団の主催する
事業で森林施業等の指導を実施
・ネットワーク事業として、市町村、学校、企業、団体等の要請に応え、イ
ベントや講習会・学習会の企画、運営の支援
横須賀「水と環境」 ・三浦半島、主として横須賀市内の河川、堰、湧水などの水環境調査及び大
気汚染調査の実施し、結果を広く広報するとともに、環境保全・再生、改善
研究会
・小中学校での環境学習授業（水環境、地球温暖化）、野外自然体験活動指
導の実施
かわさき地球温暖化 ・一般市民、小学生を主に対象として、省エネルギーに関する教育・啓発の
対策推進協議会市民 活動に取り組む。
部会省エネグループ ・「夏休みのエコライフ・チャレンジ」への取り組み
・小学校～高校での出前講座の実施
・地域イベントへの参加による啓発活動の推進
藤沢小学校生ごみ堆 ・市民の政策提案による学校給食の生ごみと地域家庭の生ごみを堆肥化する
肥化事業運営協議会 事業を市民と行政の協働で実施。運営協議会には市民と行政が対等の関係で
参加している。
・学校給食と地域家庭から出る生○市民の政策提案による学校給食の生ごみ
と地域家庭の生ごみを堆肥化する事業を市民と行政の協働で実施。運営協議
会には市民と行政が対等の関係で参加している。
・学校給食と地域家庭から出る生ごみの堆肥化
・藤沢小学校における授業で資源循環の仕組みを教えるために活用
・県内外の視察、見学、取材の受入れごみの堆肥化
・藤沢小学校における授業で資源循環の仕組みを教えるために活用
・県内外の視察、見学、取材の受入れ
横須賀市立船越小学 ・平成10年、行動に繫がる環境学習を総合学習において選択し、高学年に環
境学習の授業を包括的に展開。
校
・その結果、低炭素社会実現に向けての絵画展で、７名が最優秀賞及び毎日
新聞社賞を受賞。
・全校で４Ｒ（リサイクル・リユース・リデュース＋リフューズ）を実践す
るとともに、地域の大企業と連携し、工場排水やゴミ処理過程の見学を毎年
・毎年東京で開催されるエコプロダクツ展の見学を行い、環境分野の広さを
経験させている。
横浜ゴム株式会社平 ・環境保全・改善活動として、ゼロエミッション達成、トリクロロエチレン
を全廃、フロン全廃、2009年の温室効果ガス排出量を1990年比で50.5千CO2塚製造所
ｔ削減
・社会貢献活動として、近隣自治会に環境情報を提供し、意見交換会を開催
し、また「千年の杜」活動として平成19年以降約30,000本を植樹。土づく
り、どんぐりの採取・育苗・苗床づくり、植樹等の活動をすべて従業員と地
域の方々で実施)。育てた苗20,934本を全国植樹祭（秦野市）等に寄贈。
株式会社王将フード ・平成18年に店舗に業務用生ゴミ処理機（２台）を設置し、食品残さのリサ
イクルを開始。店舗で一次処理（乾燥処理）したものをリサイクル施設に搬
サービス
入し、肥料化し、その肥料で栽培された野菜を食材として利用
・省エネルギー対策として、ヒートポンプ給湯器（エコキュート）の導入
し、店内照明などをＬＥＤ化することで、温室効果ガスを年間16.8ｔ削減

ベストトレーディン ・障害者と健常者の協力体制のもと（従業員の半数が障害者）、「空き缶」
「空きびん」「ペットボトル」「廃食油」「ペットボトルキャップ」のリサ
グ株式会社
・廃食油の精製処理物（燃料）は、厚木市の塵芥車用の燃料として活用。
・ペットボトルのキャップは売却費を全額「世界の子どもにポリオワクチン
を提供する活動」に寄附するほか、再生処理の上、ボールペンにして厚木市
・平成５年～地域の小学校・中学校での廃材でのリサイクルアート、資源を
奨励 阿部 豪一
賞
大切にの講演。
・平成８年～国際現代アート展等に出展
・平成10年～ポーランド大使館、有馬高校、横浜ＪＩＣＡ等において、リサ
イクルアート・地球温暖化について講演
・地球温暖化防止活動推進員として、大和市の商工会議所等で活動。
河骨保護の会
・県内では海老名市中新田にのみ自生する水草コウホネの保護と環境保全に
取り組む。
港南台自然観察クラ ・自然や生きものに親しみ、学び、守る活動を、自分達の住んでいる小さな
ブ・クロロ
団地の敷地というもっとも身近なフィールドで続け、年間約20回の活動を15
年間続けている。
・対象は原則として小学３年生～６年生で、15年間で継続的に参加した子ど
もたちは100名を超える。
生活協同組合パルシ ・商品の中で、青果・米・卵・牛乳・畜産は産直を中心とし、産直産地と交
ステム神奈川ゆめ 流している。
コープ
・産直産地との交流は、組合員と生産者の顔の見える関係づくりだけでな
く、産地の環境保全型農業の推進を支援することと位置づけている。
・環境保全型農業を基本とした農業体験を産地ごとに開催
・産地、行政、関係団体に呼びかけ、産地協議会を設立
柳川生き物の里管理 ・柳川生き物の里において、地域住民、ボランティアとの協働による水辺の
運営協議会
生物の生態系の再生・保全活動を行っている。
野島自然観察探見隊 ・小中学生を対象に「身近な自然を探見！」をテーマに、毎月１泊２日の宿
泊体験活動を実施
・野島海岸の清掃ボランティア、自然観察や野外活動を実施
・夏休みを利用した地域を越えた県外での交流活動として県外での宿泊体験
活動を実施
神奈川エコ＆エコグ ・神奈川県内の自動車整備事業者16社が環境保全に繋がる「エコ＆エコ整
備」の普及推進に取り組んでいる。
ループ
・エコアクション21認証取得の推進(会員企業14社取得済み)
・横浜グリーン購入ネットワークへの参加グリーン購入の推進
岩山 美津世
・栄養価も高く有効な資源にもかかわらず、産業廃棄物として大量に廃棄さ
れているおからを利用し、火を使わないで短時間に簡単に仕込める味噌を提
案。
横浜市立権太坂小学 ・３Ｒを合言葉に、子ども達と楽しみながらエコ活動に取り組むことを目的
校ＰＴＡ
とした環境活動実践イベント「ごんたいち」を毎年12月に開催。
横浜市立日吉台小学 ・リサイクル活動を通して社会貢献することで、子どもたちに環境保護の大
校ＰＴＡ
切さを教えていくことを目的に、ＰＴＡ組織に「リサイクル係」を設け、ア
ルミ缶回収などを実施。
・平成17年から神奈川県地球温暖化防止活動推進員として活動をはじめ、自
高嶋 威男
身が所属する町内会（前田町町内会）等での活動を開始。町内会での講演
会、地元の川上小学校の５年生を対象とした「エコプロダクツ展」への見学
会引率等を行っている。
・横浜市エコハマ省エネ実践モデル事業への参加
・町内会全戸世帯を対象とした環境家計簿の記入啓発
・平成22年には、区民企画運営講座「親子で取り組む家庭にエコ」を夏休み
中に実施。横浜市と同じく環境モデル都市に指定されている北海道下川町と
畑中 隆男
・平成16年から、エコパートナーＯＢ会として路上禁煙のステッカーをつく
り、住民や自治会・町内会長の賛同を得て掲出し、エコパートナーの立場で

ＥＭ普及活動研究会 ・ＥＭ(有微生物群)による生ゴミリサイクルの普及と環境浄化活動を実施
・ＥＭ生ゴミリサイクル講習会の開催
・各種イベントでの広報活動
・移動生ゴミリサイクル講習会
・平成19年より川崎市内の小中学校でトイレの悪臭で困っている学校約30校
にＥＭ活性液１リットルを無償配布。
ふじさわエコパート ・藤沢市が募集したエコパートナー（２年間、環境について研修）終了後、
ナーＯＢ会
自主的に継続して活動する意志のあるものが組織
・ごみの再利用と焼却を削減し、ＣＯ２の排出を削減させる地球温暖化防止
に資する。
ちがさき自転車プラ ・平成16年３月に策定した「ちがさき自転車プラン」を市民と行政が協働し
ン・アクション22 て推進する組織として平成18年に発足。プランの「できることからはじめよ
う」を合言葉に、プランに位置づけられた施策に取り組んでいる。
・プランの将来像である「人と環境にやさしい自転車のまち茅ヶ崎」を目指
し、環境にやさしい乗り物である自転車を利用しやすいまちづくりを推進。
・自転車の楽しみを体感するイベントの企画・実施
・東海道五十三次シートの作成、配布
・レインウェアプロジェクトの活動取り組み
はだのネイチャーウ ・秦野市の「蓑毛自然観察の森」の地権者が特定非営利活動法人Ｗaveよこ
オッチング・クラブ はま主導し、それに賛同する会員とともに、管理、植物・野鳥・昆虫等の調
査、自然観察会の案内を行っている。
藤沢市せっけん推進 ・市民の健康と環境を守るために、合成洗剤を使わずせっけんを使いましょ
協議会
うと呼びかけ、働きかけるための活動を展開。
・平成20年に、藤沢市の小学校６年生を対象にせっけんキャラクターを募集
し、藤沢市のせっけん推進のシンボルとして活躍
ちがさき自然エネル ・平成９年、ＣＯＰ３に生協の代表として参加したメンバーを中心に、「地
ギーネットワーク(Ｒ 域から地球温暖化防止に取り組みたい」と活動を始め、公開講座・エコサイ
ＥＮ）
ト見学会･イベントへの参画・政策提案・出前授業等に継続的に取り組んで
いる。
・平成21年、市民立太陽光発電所「れんこちゃん１号」を茅ヶ崎市民活動サ
ポートセンターに設置。発電で得られる電気料金を市の基金に積み立て、１
号機の発電量が２号機の設置資金に循環する仕組みを作った。(２号機が３
月完成予定)
・小･中学校及び高校での出前授業の実施〔平成22年度…小学校(225名)、中
学校(259名)、高校(16名)〕
特定非営利活動法人 ・繰り返し使うほど環境負荷が少なく、ＣＯ２削減に繫がるリユース食器の
Ｗaveよこはま
貸出しを通して、循環型社会の提案を目的として活動。
神奈川県建具協同組 ・森林循環フェアに毎年参加し、木工コンクールのための木材木っ端を県内
の小学校へ寄付、親子体験教室を開催
合
・第６１回全国植樹祭、藤沢市消費者展、森の音楽祭に参加
・組合事務所において木心地は居心地展を開催（木の良さを推進する目的の
イベント）
ＮＥＣインフロン ・植樹・美化活動など地域の環境保全の推進
ティア株式会社
・小学生に地球温暖化などの環境教育の実施
・ヒートアイランド対策などのためグリーンカーテンの設置
・地産地消の推進
・高津事業所（テクノパーク高津）を敷地内緑化、雨水利用システム、高効
率照明器具など環境に配慮した設計建築し、省電力設計、省スペース設計な
どの環境配慮型商品を創出

株式会社東芝 浜川 ・工場の製品に仕様される六フッ化硫黄（ＳＦ６）の排出抑制により、地球
崎工場
温暖化防止を図っている。
・平成７年から負圧回収装置の開発と導入を実施し、平成17年度にJＥＭ
L(日本電機工業会)のＳＦ６ガス削減目標（平成17年までに排出量を購入量
の３％以下に削減）を達成
・2007年度からは「排出量の削減から排出量の最小化」に向けた自主活動に
取り組み、既導入負圧回収設備の能力向上と製品の付属品試験時や給排作業
時の配管系に残存する少量排出を削減。
・半期に１度、地球環境会議を開催し、目標値・施策を設定し、効果を確認
している。
パナソニックモバイ ・地域社会と共生する企業として、本業のものづくりを通じ、未来を担う子
ルコミュニケーショ どもたちへ地球発想で「環境」「次世代育成」分野の学習、教育支援を実践
日立オートモティブ ・日立製作所グループの一員として「日立環境ビジョン２０２５」を受け、
システムズ株式会社 更に高い事業所独自の目標を設定し、購入～製造～出荷～製品使用のトータ
東急ファシリティ ・省エネルギー診断から最適なメニューの選定、運用改善・設備投資、ビル
サービス株式会社ビ 環境の改善までをＰＤＣＡサイクルとして継続的に行う包括的な省エネル
ルマネジメント事業 ・オフィス、商業施設など様々な施設に対し、神奈川県の協力のもと省エネ
本部企画開発部 ルギー診断を行い、施設特性ごとの省エネルギー対策のノウハウを蓄積する
・ビルオーナーに対し責任ある提案を行うため、本社ビル(東京都目黒区)を
実験棟として省エネルギーモデルビル化している。

