
平成１３年度リサイクル推進功労者等表彰受賞の結果について 

 

表彰名 受賞者 

内閣総理大臣賞 

（２件）  

西宮市立甲陵中学校 

小島プレス工業株式会社 

経済産業大臣賞 

（４件） 

吉野石膏株式会社 

帝人株式会社 

環境ボランティア「グリーンの会」 

佐野廣彦 

国土交通大臣賞 

（１１件） 

名古屋鉄道株式会社 

株式会社大林組東京本社電通汐留ＪＶ工事事務所 

宮城県アスファルト合材協会 

竹中・住友・五洋特定建設工事共同企業体 

国立国会図書館関西館（仮称）建築工事作業所 

熊谷・間・前田・真柄共同企業体九谷工事所 

苫田ダム建設第１期工事佐藤・鴻池・アイサワ特定建設工事共同企業体

鹿島・熊谷・竹中土木・武藤特定建設工事企業体 

大成建設株式会社関西支店関電万博南シールド作業所 

株式会社環境プラント 

佐藤・國場特定建設工事共同企業体 

株式会社ビーエヌ 

農林水産大臣賞 

（２件） 

イオン株式会社 

株式会社タカキベーカリー 

厚生労働大臣賞 

（１件） 
株式会社ツムラ 

環境大臣賞 

（１件）  
ＡＣＴ５３仙台 

経済財政政策担当大臣賞 

（１件） 
高岡市連合婦人会 

文部科学大臣賞 

（２件） 

内灘町立鶴ヶ丘小学校 

鎌ヶ谷市立初富小学校ＰＴＡ 

リサイクル推進協議会会長賞 

（２７６件） 

全国電機商業組合連合会 

株式会社近江物産 

進栄化成株式会社 

出光プラスチック株式会社／有限会社山陰クリエート  

株式会社ケー・イー・シー 

株式会社西那須真田 

藤田商工会女性部 



株式会社自重堂 

江北町商工会ゼロエミッション推進計画事業委員会 

中外鉱業株式会社持越工場 

吉岡重雄 

松田信治 

大井正 

土井俊雄 

宮崎徳三郎 

オフィス・ペーパー・リサイクル福井 

株式会社マテック 

株式会社今井 

紙パ資源株式会社 

山上紙業株式会社 

旭川市近文リサイクルプラザ 

花巻市市民生活部環境保全課 

逗子市環境クリーンセンター 

四日市市環境部生活環境課 

佐世保市環境部クリーン推進課 

三乗工業株式会社 

豊田合成株式会社／サンコー化学株式会社 

東邦ガス株式会社供給管理部／東海舗道株式会社  

大阪ガス株式会社北東部事業本部 

大阪ガス株式会社設備技術部 

ダイキン工業株式会社淀川製作所環境委員会リサイクルプロジェクト 

株式会社堀場製作所基礎技術開発部 

株式会社かんでんエルファーム 

株式会社クボタ恩加島工場 

大和ハウス工業株式会社三重工場 

大和ハウス工業株式会社四国工場 

大和ハウス工業株式会社札幌工場 

大和リゾート株式会社串本ロイヤルホテル 

光洋精工株式会社国分工場 

堀込辰雄 

積水化学工業株式会社堺工場 

積水化学工業株式会社尼崎工場 

東京セキスイ工業株式会社 

中部セキスイ工業株式会社 

北日本セキスイ工業株式会社 

中国興業株式会社 



三菱化学株式会社 

三菱ガス化学株式会社東京工場 

塩化ビニル管・継手協会 

ライオン株式会社 

栗田工業株式会社 

北海道電力株式会社総合研究所 

北海道電力株式会社苫東厚真火力発電所建設所 

東北電力株式会社青森支店 

関西電力株式会社舞鶴火力建設所 

関西電力株式会社お客様本部ネットワーク技術開発グループ／住友電

気工業株式会社電力・産業電線事業部技術部  

障害者地域共同作業所留萌ふれあいの家 

ＪＡ佐賀みどり女性部武雄地区 

石井十世 

株式会社ダイエー 

三井住友海上火災保険株式会社千葉ニュータウンセンタービル 

キヤノン株式会社取手事業所 

キヤノン株式会社阿見事業所 

キヤノン化成株式会社 

株式会社日立ハイテクノロジーズ設計・製造統括本部那珂事業所 

株式会社日立製作所電力・電機グループ産業機械システム事業部 

平尾電装株式会社 

株式会社クボタ武庫川工場管理課資材グループ 

昌平株式会社 

株式会社若本製作所 

三菱電機株式会社系統変電・交通システム事業所 

クロイ電機株式会社 

京都中央信用金庫 

オムロン株式会社京都事業所 

九州松下電器株式会社テレコム事業部長崎工場 

九州松下電器株式会社佐賀事業所 

オムロン株式会社三島事業所 

三菱電機株式会社静岡製作所 

富士電機株式会社機器・制御カンパニー電源・機器事業部大田原工場 

富士電機株式会社吹上工場 

富士電機株式会社千葉地区 

株式会社デンソー安城製作所 

九州松下電器株式会社本社事業場 

武生松下電器株式会社 



松下電器産業株式会社ＡＶＣ社テレビシステムプロダクツ事業部宇都

宮映像工場 

松下精工株式会社春日井東工場 

宮崎松下電器株式会社 

株式会社日立製作所半導体グループ那珂製造本部 

ウエスト電気株式会社長田野工場 

松下電器産業株式会社半導体社新井工場 

松下電器産業株式会社半導体社砺波工場 

但馬松下電器株式会社 

松下電器産業株式会社ディスプレイデバイス社照明社宇都宮地区 

松下電器産業株式会社ＡＶＣ社岡山地区 

松下電器産業株式会社ＡＶＣ社門真地区 

松下電器産業株式会社ＡＶＣ社ＡＶＣネットワーク事業グループ 

ＡＶＣデバイスビジネスユニット山形工場 

松下寿電子工業株式会社一本松工場 

松下寿電子工業株式会社西条地区 

松下電器産業株式会社岡山工場 

ソニーイーエムシーエス株式会社幸田テック 

ソニーイーエムシーエス株式会社美濃加茂テック 

ソニーイーエムシーエス株式会社湖西テック 

ソニー株式会社仙台テクノロジーセンター 

ソニーロジスティックス株式会社 

ソニー栃木株式会社 

ソニーセミコンダクタ九州株式会社国分テクノロジーセンター 

静岡パイオニア株式会社本社工場 

パイオニア株式会社総合研究所 

パイオニア株式会社大森事業所 

パイオニア株式会社川越事業所 

日和田電子株式会社 

東北パイオニア株式会社 

パイオニア株式会社本社目黒事業所 

パイオニア株式会社所沢事業所 

パイオニアビデオ株式会社 

株式会社日立製作所システムソリューショングループ日立大森別館 

株式会社日立製作所情報通信グループ戸塚事業所 

株式会社日立製作所情報機器事業部 

株式会社日立製作所ディスプレイグループ 

日本電気株式会社本社 

富山日本電気株式会社 



山形日本電気株式会社 

日本電気株式会社横浜事業場 

埼玉日本電気株式会社 

茨城日本電気株式会社 

鹿児島日本電気株式会社 

三菱電機熊本セミコンダクタ株式会社グループ 

株式会社東芝セミコンダクター社大分工場 

株式会社東芝青梅工場 

中日新聞販売店名東支部 

横河電機株式会社 

松下電器産業株式会社半導体社長岡工場環境推進グループ 

地域ぐるみ環境ＩＳＯ研究会 

株式会社今弘商店 

立山製紙株式会社本社 

株式会社ウェステック山形 

株式会社ヨコタ東北 

日東工業株式会社栃木野木工場 

ジャニス工業株式会社茨城工場 

岐阜プラスチック工業株式会社 

カワボウ株式会社 

フジ化成工業株式会社 

戸田建設株式会社東京支店キャナルワーフタワーズ新築工事 

東急建設株式会社東京支店建築部Ｎ１プロジェクト作業所 

株式会社熊谷組関西支社キングマンション千船Ⅰ・Ⅱ期新築工事作業所

竹中工務店・北野建設共同企業体サンケイビル本館解体工事作業所 

千葉火力発電所１～４号発電設備除却工事作業所 

大成建設株式会社横浜支店（共同企業体）横浜地方・簡易裁判所

建築工事作業所 

五洋・日産・錦・大之木建設工事共同企業体中工場新築工事事務所 

日本鋪道株式会社多賀城合材工場 

鹿島道路株式会社栗橋合材製造所 

株式会社熊谷組・株式会社フジタ共同企業体長島インターチェンジ作業

所 

熊谷・飛島・鉄建・竹中土木共同企業体関電淀川作業所 

清水・ユニオン建設共同企業体青梅線小作・河辺間こ道橋新設工事作業

所 

戸田建設株式会社東京支店西水元配水本管シールド工事作業所 

株式会社大林組丸ビル新築ＪＶ工事事務所 

清水建設株式会社箱根小涌園建設所  



大成ロテック株式会社沖縄事業所沖縄合材工場 

日本道路株式会社九州支店 

竹中・鹿島共同企業体（仮称）ＰＣＰ丸の内ビル新築工事作業所 

山室木材工業株式会社 

株式会社リンコーコーポレーション木材リサイクルセンター 

東京都下水道局計画調整部技術開発課 

東京都下水道局東部第二管理事務所葛西処理場 

大成・松村・名工特別共同企業体熱田区役所等複合施設建設工事作業所

武中英雄 

斉藤実 

岩手建工株式会社 

常磐共同火力添野石炭灰処分場改造工事作業所 

（大成・鹿島・常磐開発・錦・福浜共同企業体） 

東亜建設工業株式会社東京支店芝川トンネル作業所 

都市基盤整備公団技術監理部／塩化ビニル管・継手協会  

国土交通省北陸地方整備局新潟国道工事事務所 

日本グリーンシステム株式会社 

沖の島のゴミをとろう会 

有限会社日忠交易 

道央地区再生合材連絡協議会 

社会福祉法人ポロシリ福祉会 

国土交通省中部地方整備局三河港湾工事事務所 

有限会社今井産業 

富士見緑化株式会社 

揖斐郡森林組合 

昭和コンクリート工業株式会社 

建設関連産業廃棄物再資源化連絡協議会 

松山市南クリーンセンター 

国土交通省九州地方整備局苅田港湾工事事務所／国土交通省九州地方

整備局関門航路工事事務所／豊前海区海洋環境保全協議会  

国土交通省近畿地方整備局紀南工事事務所／有限会社田所建設  

株式会社コトー 

京都市環境局施設部 

株式会社アースグリーン 

清野木材株式会社 

農事組合法人ビナグリーン 

有限会社伊藤養鶏 

安原産業株式会社 

株式会社サンエッグ 



株式会社イサカエンタープライズ 

有限会社神奈川県リサイクルセンター 

根来産業株式会社 

グンゼ株式会社アパレル事業本部テキスタイル課 

有限会社すずか 

サッポロビール株式会社札幌工場 

蒲江町リサイクル石けん協議会 

太誠産業株式会社 

狛江セントラルハイツ管理組合 

東松山市堆肥生産利用組合 

くまがや有機物循環研究会 

鶴岡エコフード事業協同組合 

益子町台町自治会環境部会 

有限会社船橋リサイクル 

千葉県企業庁工業用水部給水課／スミリン農産工業株式会社佐倉工場 

津島小売酒販組合 

大阪府小売酒販組合富田林支部第５部会 

サントリー株式会社白州蒸溜所 

麒麟麦酒株式会社神戸工場 

サントリー株式会社京都ビール工場 

サッポロビール株式会社北海道工場 

アサヒビール株式会社四国工場 

生活協同組合コープとうきょう 

宝酒造株式会社 

甲府市自治会連合会 

北郷町地域婦人連絡協議会 

公社新田住宅自治会 

北迫新町自治会 

厚南東和苑自治会 

エーザイ株式会社総務部 

近畿環境興産株式会社 

大阪北生活協同組合 

古紙リサイクル推進協議会 

さいたまみなみオフィス町内会 

飯塚市リサイクルプラザ工房棟 

富山市西田地方校下自治振興会 

丹陽町資源回収推進協議会 

長坂三区 

東根市立神町中学校 



白鷹町立東中学校生徒会 

涌谷町心身障害者授産所くがね作業所 

東北リコー株式会社 

水俣市リサイクル推進委員会 

協同組合長崎環境再生促進センター 

株式会社ニコン横浜製作所 

株式会社リコー中央研究所 

霞ヶ浦問題協議会 

土岐市連合自治会連絡協議会 

焼津市環境衛生自治推進協会 

有限会社山陰クリエート 

合資会社森岡産業 

巻婦人会 

石狩消費者協会 

七尾市緑ケ丘老人会 

赤生木子ども会育成会 

加茂５丁目子ども会育成会 

尾張旭市地域婦人団体連絡協議会 

美山町ボランティア 

海津町高須地区生活学校 

みるく倶楽部 

美並村婦人会 

沼津市立内浦小学校 

東京都立四谷商業高等学校 

東大和市立第５小学校 

常盤１－３区亀浦子供会 

松小田中町子供会 

三隅町婦人会 

村岡町立射添小学校 

三田市立高平小学校 

新座市立栗原小学校保護者と教師の会 

春日部市立緑小学校ＰＴＡ 

川口市立原町小学校 

大東町立摺沢小学校ＰＴＡ 

人形劇団ほほえみ宅急便 

秦野市立上小学校ＰＴＡ／秦野市立上幼稚園父母の会  

弘前市立和徳小学校父母と教師の会 

五所川原市立長橋小学校ＰＴＡ／五所川原市立長橋小学校５年生  

人吉市立第一中学校 



福島市立平野小学校父母と教師の会 

茂原市立豊岡小学校ＰＴＡ 

市原市立戸田小学校ＰＴＡ 

総元ＰＴＡ  
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