
近畿管内緑化優良工場等被表彰者一覧表【会長賞】

表彰年度 府県名 所在 工場名等 主たる業種
備
考

滋賀県 大津市 東レ株式会社　滋賀事業場 繊維工業 **

兵庫県 明石市 富士通株式会社　明石工場 電気機械器具製造業 **

福井県 三国町 北陸電力株式会社　福井火力発電所 電気供給業 *

滋賀県 米原町 松下電工株式会社　米原工場 電気機械器具製造業 *

兵庫県 姫路市 関西電力株式会社　姫路第二発電所 電気供給業 **

福井県 武生市 株式会社オーディオテクニカフクイ 電気機械器具製造業 *

滋賀県 大津市 東レ株式会社　瀬田工場 繊維工業 *

大阪府 堺市 淀川鉄工株式会社　堺臨海工場 一般機械器具製造業

兵庫県 伊丹市 金井重要工業株式会社　繊維機器製造所 一般機械器具製造業 **

和歌山県 和歌山市 花王石鹸株式会社　和歌山工場 化学工業 **

和歌山県 海南市 関西電力株式会社　海南発電所 電気供給業 **

福井県 三国町 古河アルミニウム工業株式会社　福井工場 非鉄金属製造業

大阪府 株式会社竹中工務店　大阪製作所 木材・木製品製造業

兵庫県 三木市 株式会社ナリス化粧品　兵庫工場 化学工業 *

奈良県 大和郡山市 味覚糖株式会社　奈良工場 食料品製造業 *

滋賀県 彦根市 株式会社ブリヂストン　彦根工場 ゴム製品製造業 **

京都府 福知山市 株式会社ミドリ十字　オサダノ工場 化学工業

大阪府 枚方市 株式会社田中亀鉄工所　本社工場 一般機械器具製造業

兵庫県 伊丹市 住友電気工業株式会社　伊丹製作所 鉄鋼業 *

兵庫県 明石市 株式会社布引製作所　二見工場（奨励賞） 金属製品製造業

滋賀県 野洲町 日本アイ・ビー・エム株式会社　野洲事業所 電気機械器具製造業 **

京都府 瑞穂町 太陽工業株式会社　瑞穂工場 繊維製品製造業

大阪府 熊取町 住友電気工業株式会社　熊取製作所 金属製品製造業

兵庫県 伊丹市 三菱電機株式会社北　伊丹製作所 電気機械器具製造業 *

和歌山県 株式会社東洋　紀南製作所 一般機械器具製造業 *

和歌山県 和歌山市 和歌山県工場環境緑化協会（個人・団体の部）

福井県 株式会社エヌ・エス・メディア 繊維工業

大阪府 八尾市 株式会社桃林堂 食料品製造業

兵庫県 姫路市 日本触媒化学工業株式会社　姫路製造所 化学工業 **

和歌山県 橋本市 日本たばこ産業株式会社　橋本工場 食料品製造業 *

滋賀県 八日市市 株式会社ノエビア　滋賀第一工場 化学工業 **

大阪府 堺市 関西電力株式会社　堺港発電所 電気供給業

和歌山県 三笠コカ・コーラボトリング株式会社　和歌山工場 食料品製造業

２年 和歌山県 御坊市 関西電力株式会社御坊発電所（奨励賞） 電気供給業 *

福井県 敦賀市 日本原子力発電株式会社　敦賀発電所 電気供給業

兵庫県 伊丹市 ミノルタカメラ株式会社　伊丹工場 精密機械器具製造業

和歌山県 和歌山市 ノーリツ鋼機株式会社　梅原工場 精密機械器具製造業 **

滋賀県 野洲町 マックスファクター株式会社　滋賀工場 化学工業

兵庫県 五色町 大昭和精機株式会社　淡路第一工場 精密機械器具製造業

奈良県 大和郡山市 株式会社丸島アクアシステム　奈良工場 一般機械器具製造業

福井県 鯖江市 鐘紡株式会社　北陸合繊工場 合繊繊維製造業

滋賀県 石部町 東陶機器株式会社　滋賀工場 窯業・土石製品、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品製造業 **

兵庫県 相生市 関西電力株式会社　相生発電所 電気供給業

兵庫県 安富町 タキロン株式会社　安富工場 プラスチック製品製造業 *

滋賀県 水口町 日本発条株式会社　滋賀工場 金属製品製造業

滋賀県 彦根市 昭和アルミニウム株式会社　彦根製造所 非鉄金属製造業 *

兵庫県 三田市 上野製薬株式会社　三田工場 医薬品製造業 *

奈良県 五條市 株式会社協栄製作所　奈良工場（奨励賞） 金属製品製造業

７年 該当なし

８年 兵庫県 日本ヒュ－レット・パッカ－ド株式会社　神戸事業所 電気機械器具製造業
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表彰年度 府県名 所在 工場名等 主たる業種
備
考

滋賀県 竜王町 ダイハツ工業株式会社滋賀　竜王工場 輸送機器器具製造業 **

大阪府 新日本薬品株式会社　大阪工苑 医薬品製剤製造業

兵庫県 安富町 タイトン株式会社　製造本部 プラスチック製品製造業

１０年 滋賀県 野洲町 株式会社村田製作所　野洲事業所 電気機械器具製造業 **

１１年 京都府 八木町 雪印乳業株式会社　京都工場 食料品製造業

京都府 亀岡市 ニチコン株式会社　亀岡工場 電気機械器具製造業

兵庫県 神戸市 麒麟麦酒株式会社　神戸工場 食料品製造業 **

１３年 滋賀県 湖東町 福田金属箔粉工業株式会社　滋賀工場 非鉄金属製造業

１４年 該当なし

１５年 大阪府 貝塚市 三洋エナジートワイセル株式会社　貝塚事業所 電気機械器具製造業

大阪府 摂津市 塩野義製薬株式会社　摂津工場 化学工業製造業

兵庫県 東条町 株式会社ドトールコーヒー　関西工場（奨励賞） 飲料・たばこ・飼料製造業

福井県 三国町 小野薬品工業株式会社　福井研究所 化学工業製造業

滋賀県 湖南市 センカ株式会社　滋賀湖南工場（奨励賞） 化学工業製造業

大阪府 吹田市 アサヒビール株式会社　吹田工場 飲料・たばこ・飼料製造業

兵庫県 南あわじ市 株式会社パイオニア　淡路工場 一般機械器具製造業 *

和歌山県 和歌山市 株式会社島精機制作所　本社工場 一般機械器具製造業 **

滋賀県 多賀町 麒麟麦酒株式会社　滋賀工場 飲料・たばこ・飼料製造業

大阪府 高槻市 明治製菓株式会社　大阪工場 食料品製造業

大阪府 堺市 株式会社高速オフセット　堺本工場（奨励賞） 印刷・同関連産業

兵庫県 加古川市 株式会社テイエルブイ 一般機械器具製造業
大阪府 高槻市 サンスター株式会社（奨励賞） 化学工業
大阪府 大阪市 関西電力株式会社　南港発電所 電気供給業
大阪府 茨木市 大日本住友製薬株式会社　茨木工場 飲料・たばこ・飼料製造業

兵庫県 丹波市 ＳＲＩスポーツ株式会社　市島工場 ゴム製品製造業 **
兵庫県 高砂市 サントリー株式会社　高砂工場 飲料・たばこ・飼料製造業

大阪府 高槻市 株式会社ニチレイフーズ　関西工場 食料品製造業

大阪府 貝塚市
株式会社テザックワイヤロープ　二色浜製造所
（奨励賞）

金属製品製造業

福井県 越前市 株式会社福井村田製作所 電子部品・デバイス製造業

滋賀県 日野町 株式会社ダイフク　滋賀事業所 一般機械器具製造業 **

大阪府 高槻市 サンユレック株式会社（奨励賞） 化学工業

福井県 福井市 株式会社田中化学研究所　福井工場 化学工業

滋賀県 東近江市 京セラ株式会社　滋賀蒲生工場 電子部品・デバイス製造業 *

滋賀県 東近江市 株式会社村田製作所　八日市事業所 電子部品・デバイス製造業

大阪府 茨木市 日立マクセルエナジー株式会社大阪事業所（奨励賞） 電機機械器具製造業
大阪府 大阪市 旭硝子株式会社関西工場　大阪事業所　（奨励賞） 電子部品・デバイス製造業

２４年 大阪府 和泉市 エム・テクニック株式会社　本社工場　（奨励賞） 生産用機械器具製造業

２５年 京都府 京丹後市 株式会社紫野和久傳　京都久美浜工房 食料品製造業

２６年 兵庫県 伊丹市 パスカル株式会社　本社・技術開発センター 精密機械器具製造業

２７年 京都府 綾部市 日東薬品工業株式会社　綾部工場　（奨励賞） 医薬品製造業

２８年 該当なし

福井県 あわら市 株式会社金津村田製作所 電子部品・デバイス・電子回路製造業 *

大阪府 堺市 株式会社シマノ 輸送機械製造業

大阪府 和泉市 株式会社光明製作所　（奨励賞） 医薬品製造業

滋賀県 湖南市 ヤンマーキャステクノ株式会社 甲賀事業部（奨励賞） 鉄鋼業
兵庫県 尼崎市 新日鐵住金株式会社　尼崎製造所　（奨励賞） 鉄鋼業

令和
元年

滋賀県 野洲市 京セラ株式会社　滋賀野洲工場　（奨励賞） 電子部品・デバイス製造業

滋賀県 長浜市 長浜キヤノン株式会社 製造業

和歌山県 御坊市 紀州ファスナー工業株式会社 金属製品製造業

滋賀県 守山市 JNCファイバーズ株式会社　守山工場　（奨励賞） 繊維製造業

京都府 京都市 日新電機株式会社　（奨励賞） 電機機械器具製造業

京都府 綾部市 京セラ株式会社　京都綾部工場 電子部品・デバイス・電子回路製造業

京都府 京都市 ローム株式会社 電子部品製造業 *

兵庫県 神戸市 エスペック株式会社　神戸R＆Dセンター 環境試験器製造業 *
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表彰年度 府県名 所在 工場名等 主たる業種
備
考

滋賀県 栗東市 スターライト工業株式会社　栗東事業所 プラスチック製品製造業

滋賀県 東近江市 株式会社ティラド　滋賀製作所　　（奨励賞） 輸送用機械器具製造業

滋賀県 守山市
東洋ビジュアルソリューションズ株式会社
守山製造所　（奨励賞）

化学工業

備考欄の「*」は局長表彰受賞、「**」は大臣表彰受賞
所在市町村名、工場名等は受賞当時のもの
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