
  
 

2021年 10月 22 日 

 

2021 年度緑化優良工場等近畿経済産業局長表彰の 

受賞工場を決定しました 
～全国みどりの工場大賞～ 

 
近畿経済産業局は、工場の緑化を積極的に推進し、工場内外の環境整備に

顕著な功績のあった工場・個人・団体を表彰する制度（通称：全国みどりの

工場大賞）について、今年度は株式会社村田製作所八日市事業所及び京セラ

株式会社滋賀野洲工場の 2件の近畿経済産業局長賞を決定しました。 

 
１．緑化優良工場等近畿経済産業局長表彰の概要 

 

本表彰制度は、工場立地法の精神を踏まえ、工場緑化を積極的に推進し、工場内

外の環境の向上に顕著な功績のあった工場等を表彰することにより、工場緑化の

一層の推進を図ることを目的としています。 

 

工場緑化の推進は、工場と周辺環境の良好な関係を築くことで、工場と地域環境、

社会との調和を促進するとともに、工場敷地内の環境改善にもつながります。 

 

このような観点から、本表彰は、当局では 1983 年度（昭和 58 年度）から実施して

おり、過去 47 の工場・事業所を表彰しています（経済産業大臣表彰及び（一財）日

本緑化センター会長表彰は 1982 年度（昭和 57 年度）から実施）。 

 

なお、今回、経済産業省においては、大臣賞を 2 件、経済産業局長賞を 11 件（当

局の 2 件を含む）決定しており、また、（一財）日本緑化センターにおいては、日本

緑化センター会長賞等を 10 件決定しています。これらの表彰を総称して「全国みど

りの工場大賞」と呼んでいます。 

 

 

２．受賞工場（詳細は別紙１参照） 

 

・株式会社村田製作所 八日市事業所 （滋賀県東近江市） 

・京セラ株式会社 滋賀野洲工場 （滋賀県野洲市） 

 

経済産業記者会、滋賀県 同時発表 



 

参考 

（別紙１） 受賞工場概要 

（別紙２） 経済産業省プレスリリース 

 

 

（本発表資料のお問い合わせ先） 

  近畿経済産業局 産業課長 橋本 

   担当者：安藤、笹倉 

   電 話：０６－６９６６－６０２１ 

   FAX ：０６－６９６６－６０８２ 

 

  



 

（別紙１） 

 

 

緑化優良工場等近畿経済産業局長賞受賞工場の功績概要 

 

株式会社村田製作所 八日市事業所  

 

所 在 地：滋賀県東近江市東沖野４丁目４番１号 

https://corporate.murata.com/ja-jp/company/muratalocations/branch/yokaichi  

業  種：電子部品・デバイス・電子回路製造業 

操業開始：１９６２年（昭和３７年）３月 

資 本 金：６９，４４４百万円    従業員数：１，７１６人  （2021 年 4月） 

受 賞 歴：２０１１年（平成２３年） (一財)日本緑化センター会長賞 

 

 １９６２年（昭和３７年）に操業を開始した株式会社村田製作所八日市事業所は、村田製作

所グループの創業者が緑化に強い関心を持ち、早くからグループ内に「ムラタの緑化方針」

を制定し、事業活動と生物多様性の関わりを考え、生態系の保全や再生活動に力を入れ取り

組んでいる。 

 滋賀県の花である「しゃくなげ」を事業所のシンボルツリーとして、平成元年から積極的に

植栽し、現在１９０品種、９００本のしゃくなげの開花を楽しんでいる。また、旧八日市市

の木「アカマツ」や、東近江市の木「イロハモミジ」及び花「和種ムラサキ」の保護・育成に

も取り組み、工場内と周辺地域の自然との調和、生態系の保全に取り組んでいる。 

 正門付近には、しゃくなげ園が３箇所に設置され「四季を五感で感じ取る」をコンセプトに、

入り口から四季折々の樹木、花木のゾーン分けを行い植栽している。園内は一般向けに見学

コースを整備し、ベンチや東屋等の休憩スペースの設置や、第 1、2 しゃくなげ園の園路を舗

装することで車イスでも鑑賞出来るよう配慮を行っている。 
 毎年開花時期（４～５月）に合わせて「しゃくなげ鑑賞会」を開催しており、しゃくなげの

苗木販売や和種ムラサキのパネル展示等のイベントを開き、県内外からの来場者約 5,000 名

にシンボルツリー等の紹介を行っている。 
 しゃくなげ園以外にもエリア毎にコンセプトを設定し、エリアに適した樹木や果樹の植栽や

芝生の整備を行っている。 
 循環型社会形成への取り組みとして、緑化作業にて生じた剪定枝等をチップ化し、雑草抑制

のために園路／緑地帯内への散布や、刈り取った雑草／落ち葉等の堆肥化といった活動を行

っている。また、工場内にある竹林の生育促進のため毎年冬に間引きを行ない、柵の設置や

門松の製作等に活用している。 
 

  

https://corporate.murata.com/ja-jp/company/muratalocations/branch/yokaichi


 

（別紙１） 

 

 

緑化優良工場等近畿経済産業局長賞受賞工場の功績概要 

 

京セラ株式会社 滋賀野洲工場   

 

所 在 地：滋賀県野洲市市三宅８００番地 

https://www.kyocera.co.jp/company/location_jp/map/group/kc/plants-yasu.html 

業  種：電子部品製造業 

操業開始：２００５年（平成１７年）８月 

資 本 金：１１５，７０３百万円   従業員数：１，８２０人  （2021年 4月） 

受 賞 歴：２０１９年（令和元年） (一財)日本緑化センター会長奨励賞 

 

 京セラ株式会社滋賀野洲工場は、２０１０年（平成２２年）に太陽電池セルの生産を開始し、

同社の経営思想である「社会との共生、世界との共生、自然との共生」をすべての企業活動

の基本に置き、豊かな調和を目指すとの考え方のもと、工場及び周辺立地環境を配慮した総

合的な緑化計画を推進しつつ、様々な地球環境への対応活動を推進している。 

 工場中庭には琵琶湖を模した池（ビオトープ）が設置され、地域の淡水魚の育成や、試験的

にホタルが生育可能な環境整備に取り組んでいる。また、滋賀県の木である「もみじ」の植

栽に加え、直近で新たにキンカン、カキ、ビワ等の果樹を植林している。当該施設は生態系

の保全や工場緑化に加え、社員の憩いの場所としても機能している。工場敷地周辺部の外周

道路沿いにはクスノキやケヤキを配置し、周辺の住宅街や幼稚園、小学校側に多くの緑地を

配置することで工場と周辺地域の調和を図っている。 
 生産施設屋上、正門屋上等に当該工場で生産している太陽光発電設備を設置しており、１号

ビルロビー前には、当該発電設備によって発電された電力で稼働する自動芝刈り機を配置し

ている。また、定置型リチウムイオン蓄電池を活用した国内初となる再生可能エネルギー「自

己託送」の実証実験を開始し、地域と連携した持続可能なスマートシティ、地産地消のエネ

ルギーネットワークの構築に取り組んでいる。 
 将来を担う子どもたちの環境意識の高揚と人間的成長を目的として、社員が講師として小学

校へ赴き、太陽電池・蓄電池を題材とした「環境・エネルギー出前授業」を行っている。ま

た、工場を地域住民へ開放した夏祭りの開催や、地域清掃への協力など、地域と一体となっ

た環境活動にも積極的に取り組んでいる。 
 

  

https://www.kyocera.co.jp/company/location_jp/map/group/kc/plants-yasu.html


 
2021 年 10 月 22 日 

 

2021 年度緑化優良工場等経済産業大臣表彰を行います 

～全国みどりの工場大賞～ 

 

工場の緑化を積極的に推進し、工場内外の環境の向上に顕著な功績のあった

工場等を表彰する「緑化優良工場等経済産業大臣賞」（通称：全国みどりの工場

大賞）について、今年度、2 件の経済産業大臣賞を決定しました。 

 

1．緑化優良工場等経済産業大臣表彰の概要 

本表彰制度は、工場立地法の精神を踏まえ、工場緑化を積極的に推進し、工場内

外の環境の向上に顕著な功績のあった工場等を表彰することにより、工場緑化の

一層の推進を図ることを目的としています。 

工場緑化の推進は、工場と周辺環境の良好な関係を築くことで、工場と地域環境、

社会との調和を促進するとともに、工場敷地内の環境改善にもつながります。 

このような観点から、本表彰は、1982 年度（昭和 57 年度）の第 1 回以来、今回

（2021 年度）で第 40 回を数え、現地調査の実施、外部専門家による審査等を経て、

昨年度までに 177 の工場等を経済産業大臣賞として表彰しています。 

また、過去に本賞を受賞した工場の中から、毎年、1 工場に対して、「みどりの式典」

（内閣府主催）において、「緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰」が授与されま

す。 

なお、今回、経済産業省においては、大臣賞の他に経済産業局長賞を 11 件決定

しており、また、一般財団法人日本緑化センターにおいては、日本緑化センター会

長賞等を 10 件決定しています。これらの表彰を総称して「全国みどりの工場大賞」

と呼んでいます。 

 
  

ASAA6715
タイプライターテキスト
（別紙２）



 

2．大臣賞 受賞工場（2 工場）（詳細は別紙参照） 

【経済産業大臣賞】 

・ピーエス工業株式会社 札幌工場（北海道北広島市） 

・株式会社ケイ・エフ・ケイ小川 （熊本県宇城市） 

 

（参考）  

経済産業局長賞 11 工場（別紙参照） 

日本緑化センター会長賞 8 工場（別紙参照） 

日本緑化センター会長奨励賞 2 工場（別紙参照） 

 

※なお、例年、「工場緑化推進全国大会」（一般財団法人日本緑化センター主催）

において、経済産業大臣賞及び関東経済産業局長賞、一般財団法人日本緑

化センター会長賞、会長奨励賞の表彰式を開催していますが、新型コロナウイ

ルスの感染拡大防止を考慮し、本年度は中止となりました。 

 

 （本発表資料のお問合せ先） 

  地域経済産業グループ地域企業高度化推進課長 荒木 

  担当者： 鈴木、渡辺 

  電 話：03-3501-1511(内線 2771～6) 

03-3501-0645（直通） 

03-3501-6231（FAX） 

 



 

- 1 - 
 

 

（別紙） 

 

2021年度緑化優良工場等経済産業大臣賞等 受賞工場の功績概要 

 

 

 

【経済産業大臣賞受賞工場（2工場）】 

ピーエス工業株式会社 札幌工場（北海道北広島市） 

 

当工場は、「森の中の工場」をコンセプトに約

2万本の植樹を行い、工場敷地内の緑地面積率

は約 87％と高い水準である。構想としては、

150年先の針葉樹林を想定しており、長期にわ

たる緑化への取り組みを推進している。ま

た、樹林が広大に広がっていることから、リ

スやキツネといった動物が巣を作っており、

鳥も飛来する等、動植物の貴重なすみかとな

っている。 

 

 

株式会社ケイ・エフ・ケイ小川 （熊本県宇城市） 

 
当工場は、地域の景観との調和を図ることを理

念とし、クヌギや桜、つつじを植栽し、芝を整

備するなど、緑化活動を推進している。また、

整備された芝生は、広く住民に開放され、グラ

ウンドゴルフやサッカー練習にも利用されてお

り、地域交流が図られている。その他、子供た

ちによって場内に植え育てられたクヌギの苗木

を令和 2年に豪雨災害のあった球磨人吉地域へ

提供する等、地域貢献にも取り組んでいる。 
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【経済産業局長賞（11工場）】 

（東北経済産業局長賞） 

秋田製錬株式会社（秋田県秋田市） 

 

当該企業は港湾地区にあり、工場の建設にあたっては「緑の製錬

所」と位置づけ、敷地境界沿いに松林を残し景観を損なわないよ

うに工夫したほか、2005年に ISO14001を取得し、環境改善及び

維持管理に積極的に取り組む中で、隣接する砂防林と景観の調和

も図り、海岸線一帯の緑化に大きく貢献している。 

東北経済産業局：https://www.tohoku.meti.go.jp/s_ki_richi/ryokka_hyosho.html 

 

 

（関東経済産業局長賞） 

サッポロビール株式会社 群馬工場尾島事業所（群馬県太田市） 

 地域との調和を考慮し、玄関正面の芝生やシンボルツリーを丁寧

に手入れし、緑化維持に努めるとともに、工程で発生した廃棄物

の再資源化 100％を継続する他、清掃活動など環境保全を推進し

ている。また、県の特産品である白加賀の梅木を植栽するなど地

域との共生を意識した環境整備に積極的に取り組んでいる。 

株式会社アマダ 富士宮事業所（静岡県富士宮市） 

 主力工場である富士宮事業所は、広大な森林と最先端の工場が共

存した「緑に囲まれた工場」として「森を守る、森を生かす」を

コンセプトに森林の自然度を高め、様々な動植物が生息する豊か

な森づくりを推進。環境調査による緑化管理や周辺の美化活動等

地域の環境保全活動にも積極的に取り組んでいる。 

関東経済産業局：https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/kigyoricchi/index.html 

 

 

（中部経済産業局長賞） 

河村電器産業株式会社 本地工場（愛知県瀬戸市） 

 当工場は既存の豊かな自然を生かした「公園のような工場」をコ

ンセプトとし、敷地内の池を囲むサクラ・カエデ並木の花見や紅

葉が楽しめるあずまやを設置するなど四季折々の自然を感じられ

るよう工夫した緑地づくりを行っている。今年度から桜 90本の植

樹計画を開始するなど積極的な緑化推進に取り組んでいる。 

株式会社デンソー 安城製作所（愛知県安城市） 

 当工場は社員・顧客・地域の視点で明確なコンセプトを設定し、

開放感のある工場内のパーク整備や地域住民に親しまれる桜並木

の維持管理強化など緑地の改善に継続して取り組んでいる。敷地

内に地域開放緑地の「ふれあいの里」や小学校の通学路となって

いる遊歩道を整備し、積極的に地域との融和を図っている。 
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トヨタ自動車株式会社 衣浦工場（愛知県碧南市） 

 当工場は「自然と共生する工場」を目指し、植樹した在来種の苗

木約 5,000本の生育管理や従業員による生態系のモニタリング調

査、絶滅危惧種(野鳥)のコアジサシの営巣環境整備を行い、地域

の生態系保全活動に取り組んでいる。造成したビオトープを開放

し、地域交流の推進と従業員の環境への意識向上を図っている。 

中部経済産業局：https://www.chubu.meti.go.jp/b51tisin/ryokuka_hyosho/index.html 

 

 

（近畿経済産業局長賞） 

株式会社村田製作所 八日市事業所（滋賀県東近江市） 

 滋賀県の花「しゃくなげ」を事業所のシンボルツリーとして植栽を

行い、工場と周辺地域の自然と調和に取り組むとともに、開花時期

（4～5月）には「しゃくなげ鑑賞会（一般公開）」を開催。また、

緑化作業にて生じた剪定枝や落ち葉などを堆肥化して土に戻す活

動を実施するなど、循環型社会への取組を積極的に行っている。 

京セラ株式会社 滋賀野洲工場（滋賀県野洲市） 

 工場緑化を推進しつつ、太陽電池パネルを生産する場として CO2 削

減を実施。太陽電池に関する出前授業の実施、工場を開放した夏祭

りの開催、地域清掃への協力等、地域と一体となった環境活動に取

り組む。また、中庭の池で地域の淡水魚の育成や、滋賀県の木「もみ

じ」の植栽等により、緑化・環境に対し積極的な活動を行っている。 

近畿経済産業局：https://www.kansai.meti.go.jp/tiiki.html 

 

 

（四国経済産業局長賞） 

大塚製薬株式会社 徳島工場（徳島県徳島市） 

 医薬品製造工場として、安定供給の下に「品質」、「安全」及び

「環境」を重視した生産活動を行っている。衛生管理上、防虫効

果の高い樹木の植樹のほか、屋上緑化、グラウンドの芝整備（地

元サッカースクールに開放）を行い、地元学校の環境学習支援、

植樹活動にも参画し、地域協働で環境保全に尽力している。 

大塚製薬株式会社 徳島第二工場（徳島県徳島市） 

 医薬品製造工場として、安定供給の下に「品質」、「安全」及び

「環境」を重視した生産活動を行っている。敷地内には樹木林を

整備するほか、県木「ヤマモモ」、市花「桜」を植樹している。ま

た、近隣小学校の遠足、隣接する保育園の散歩コースの受け入

れ、地域清掃活動を行うなど、地域貢献に尽力している。 

四国経済産業局：

https://www.shikoku.meti.go.jp/03_sesakudocs/0402_ricchi/ricchi_index.html 
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（九州経済産業局長賞） 

株式会社 藤井養蜂場（福岡県朝倉市） 

 
当工場は、明治 42年の操業開始以来、工場及び周辺環境を蜜源に

するという会社理念より、緑地整備を地元住民と一体となって積

極的に取り組んでいる。また、工場見学を常時受付けており、楽

しみながら蜂蜜や養蜂に親しんでもらい、地元や県内外の方々の

憩いの場として開放している。 

九州経済産業局：

https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/ricchi/ricchihou/ricchihou.html 
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（参考）一般財団法人日本緑化センター会長賞等 

 

【会長賞（8工場）】 

企業・工場名 場所 企業・工場名 場所 

東洋水産株式会社 

関東工場 

群馬県 

館林市 

オムロン ヘルスケア株式会社 

松阪事業所 

三重県 

松阪市 

ＫＯＡ株式会社 

パインパーク 

長野県 

箕輪町 

京セラ株式会社 

京都綾部工場 

京都府 

綾部市 

ベックマン・コールター株式会社 

三島事業場 

静岡県 

長泉町 
ローム株式会社 

京都府 

京都市 

共和レザー株式会社 

浅羽工場 

静岡県 

袋井市 

エスペック株式会社 

神戸Ｒ＆Ｄセンター 

兵庫県 

神戸市 

 

 

【会長奨励賞（2工場）】 

企業・工場名 場所 企業・工場名 場所 

キヤノンプレシジョン株式会社 

北和徳第二事業所 

青森県 

弘前市 

ＪＳＲ株式会社 

四日市工場 

三重県 

四日市市 

一般財団法人日本緑化センターのプレスリリース：

http://www.jpgreen.or.jp/koujyo/index.html 

 

 

（問い合わせ先） 

経済産業大臣賞 
地域経済産業グループ 地域企業高度化推進課 鈴木、渡辺 

（電話）03-3501-0645（直通） 

東北経済産業局長賞 
東北経済産業局 産業部 産業振興課 田丸、上野 

（電話）022-221-4906（直通） 

関東経済産業局長賞 

関東経済産業局 地域経済部 地域振興課 企業立地支援室 

伊藤、長澤 

（電話）048-600-0269（直通） 

中部経済産業局長賞 
中部経済産業局 地域経済部 地域経済課 地域振興室 平山、寺本 

（電話）052-951-2716（直通） 

近畿経済産業局長賞 
近畿経済産業局 産業部 産業課 産業振興室 安藤、笹倉 

（電話）06-6966-6021（直通） 

四国経済産業局長賞 
四国経済産業局 産業部 産業振興課 矢野、吉川 

（電話）087-811-8523（直通） 

九州経済産業局長賞 
九州経済産業局 産業部 産業課 仁田、須賀 

（電話）092-482-5432（直通） 

日本緑化センター 

会長賞・会長奨励賞 

一般財団法人 日本緑化センター 企画総務部 小山、吉宮 

（電話）03-3585-3561（代表） 

 
 




