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賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体 活動内容

大　賞 ダイハツ工業株式会社 環境に優しい車の開発と普及活動
(社)関西経済連合会、大阪自動車公害対
策推進会議

製品開発

奨励賞
関西ビバレッジサービス株式会社（ﾚｯｸｽﾃｸ
ﾉｼｽﾃﾑｽﾞ事業部）

近畿コカ・コーラボトリング㈱が使用する商品見本のダ
ミー部材に対する、リデュース・リユース・リサイクル

(社)関西経済連合会
自社内省
資源

奨励賞 大阪ガス　ガス科学館 ガス科学館における環境啓発活動 (社)関西経済連合会 啓発活動

奨励賞 関西電力株式会社 排煙脱炭・ＣＯ２有効利用の研究開発 (社)関西経済連合会 技術開発

奨励賞 関西ロジスティクス株式会社
エコドライブの推進と荷崩れ防止用ストレッチフィルム使
用量の削減

(社)関西経済連合会
自社内省
資源

奨励賞 鴻池運輸株式会社 環境輸送運動（ＳＫＹ運動）の全社的推進 (社)関西経済連合会
自社内省
エネ

奨励賞 田辺製薬株式会社 緑化推進および地域美化活動 (社)関西経済連合会 実践活動

奨励賞 松下電工株式会社
国内全営業部門における環境マネジメントシステムの構
築とＩＳＯ１４００１の認証取得

(社)関西経済連合会
自社内省
エネ

奨励賞 ザ・パック株式会社
山林保全目的の特定植林運動「ザ・パックフォレスト基
金」

(社)大阪府工業協会 実践活動

奨励賞 光洋精工株式会社 研磨スラッジの固形化技術の開発有価物化 (社)大阪府工業協会 技術開発

奨励賞 三洋電機株式会社
環境配慮型インテリジェントビルの構築と環境保全活動
の推進

(社)大阪府工業協会
自社内省
エネ

奨励賞 カンケンテクノ株式会社 排ガス除害装置の開発・製造・販売 (社)大阪府工業協会 製品開発

奨励賞 アルスコーポレーション株式会社 社屋屋上緑化活動 (社)大阪府工業協会
自社内環
境美化

奨励賞 株式会社　損害保険ジャパン近畿本部 大阪ぶなの森守ろう運動 (財)大阪みどりのトラスト協会 実践活動

奨励賞 都市基盤整備公団関西支社 市民・住民参加による住環境整備の推進 大阪美しい景観づくり推進会議 実践活動

グリーン購
入特別賞

コクヨ株式会社 グリーン購入の普及・推進 (社)関西経済連合会 製品開発

グリーン購
入特別賞

株式会社　竹中工務店　大阪本店 グリーン調達活動の推進 (社)関西経済連合会
自社内省
資源

大賞 関西電力株式会社 「エコリーフ環境ラベル」の取得 （社）関西経済連合会 啓発活動

特別奨励賞 川瀬産業株式会社 廃プラスティックのマテリアルリサイクル化 （社）大阪府工業協会
自社内省
資源

奨励賞 京セラミタ株式会社 環境管理活動を基礎とした「環境配慮商品」の普及拡大 （社）関西経済連合会
自社内省
資源

奨励賞 株式会社 竹中工務店 大阪本店
資源循環型建築システムへの取組み～リユースを中心
とした建築生産の実現～

（社）関西経済連合会
自社内省
資源

奨励賞 田辺製薬株式会社
マテリアルフローコスト会計と廃棄物処理方法見直しに
よるゼロエミッション活動

（社）関西経済連合会
自社内省
資源

奨励賞 株式会社 神戸製鋼所　茨木工場 製品包装切り替えによる廃棄物削減 （社）関西経済連合会
自社内省
資源

奨励賞 京阪電気鉄道株式会社　寝屋川車両基地
寝屋川車両基地における環境マネジメントシステムの構
築とISO14001の認証取得

（社）関西経済連合会
自社内省
エネ

奨励賞 関電興業株式会社 空調用フィルターの超音波洗浄による再使用 （社）関西経済連合会
自社内省
資源

奨励賞 明和グラビア株式会社
環境汚染のない水性グラビア印刷システムの研究開発
と事業化

（社）大阪府工業協会 製品開発

奨励賞 ミロモックル産業株式会社
環境保全型木材保存処理の開発による間伐材の有効
利用

（社）大阪府工業協会 技術開発

奨励賞 株式会社 藤澤鉄工
段ボール・紙器工場における防音・集塵対策並びに段
ボール・故紙・プラスチック段ボールの再資源化機器開
発・製造

（社）大阪府工業協会
自社内省
資源

奨励賞 株式会社 因幡電機製作所
自然エネルギーを利用するハイブリッド型照明器具の開
発

（社）大阪府工業協会 製品開発

奨励賞 阪急バス株式会社 低公害車の積極的導入活動 大阪自動車公害対策推進会議
自社内省
エネ

奨励賞 都市基盤整備公団 関西支社 集合住宅等における屋上緑化の推進 大阪美しい景観づくり推進会議 実践活動

大賞 佐川急便株式会社
低公害車の積極的導入活動（天然ガススタンドの運営
含む）アイドリングストップの徹底モーダルシフトの実践

大阪自動車公害対策推進会議
自社内省
エネ

平成１５～１７年度と平成２５～２７年度の事業者の受賞者比較

平成１５～１７年度の事業者の受賞者

・平成１５～１７年度では４４件中８件が事業から一歩踏み出した活動。（１８％）
・平成２５～２７年度では１３件中８件が事業から一歩踏み出した活動。（６２％）

・１０年前と比べ、近年は、事業者が本来の事業活動の中で行う技術・製品開発や環境配慮活動などから一歩踏み出した活動が、
多く受賞対象となっている。

※活動内容が本来の企業活動を超える活動に色付け。
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特別奨励賞
有限会社　大林商店（大阪リサイクル事業
協同組合認定工場）

家電リサイクル大阪方式によるリサイクルの推進 大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議
自社内省
資源

賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体 活動内容

奨励賞 株式会社　竹中工務店　大阪本店
学校建築における自然の再生とヒートアイランド対策～
自然のｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｰを誘発する建築～

（社）関西経済連合会 技術開発

奨励賞 田辺製薬株式会社
エネルギーモニタリングシステムの活用等による省エ
ネ・地球温暖化防止活動

（社）関西経済連合会
自社内省
エネ

奨励賞 大阪ガス株式会社
家庭用ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ「エコウィル」の開
発および普及活動

（社）関西経済連合会 製品開発

奨励賞 関西電力株式会社 ヒートポンプ技術を利用陽した高効率機器の開発・普及 （社）関西経済連合会 製品開発

奨励賞 株式会社リキッドガス 天然ガスからの水素製造による地域環境改善 （社）関西経済連合会 製品開発

奨励賞 株式会社キクチ
「きれいな空を取り戻そう」を合言葉とした環境関連機器
の開発

（社）大阪府工業協会 製品開発

奨励賞 ザ・パック　株式会社 環境包装商品の開発 （社）大阪府工業協会 製品開発

奨励賞 ケーブル工業　株式会社 従業員全員で取り組む「埋立廃棄物ゼロ化」活動 （社）大阪府工業協会
自社内省
エネ

奨励賞 エーアールファクトリー　有限会社
ディーゼル車両廃止および物流ルート改善によるＣＯ2
低減活動

（社）大阪府工業協会
自社内省
エネ

奨励賞 独立行政法人都市再生機構　西日本支社
集合住宅地におけるビオトープづくりとビオトープネット
ワークの形成

大阪美しい景観づくり推進会議 実践活動

グリーン購
入特別賞

前田建設工業株式会社 関西支店 ＭＫＤ１０大阪ビルグリーン調達活動 （社）関西経済連合会
自社内省
資源

賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体 活動内容

大賞 大阪ガス株式会社
Jリーグ セレッソ大阪ホーム試合から排出されるＣＯ２の
カーボンオフセット

公益社団法人 関西経済連合会 実践活動

準大賞 住友ゴム工業株式会社　泉大津工場 住友ゴム工業　泉大津工場　環境保全への取組み 公益社団法人 関西経済連合会 実践活動

準大賞 住友電気工業株式会社 大阪製作所 グローバルな省エネ診断 公益社団法人 関西経済連合会
自社内省
エネ

奨励賞 阪神高速技術株式会社
シールド発生土をリサイクルする資源循環型共同プロ
ジェクト

大阪美しい景観づくり推進会議
自社内省
資源

奨励賞 富士電子工業 株式会社 熱処理加工における消費電力低減 公益社団法人 大阪府工業協会
自社内省
エネ

大賞 新関西国際空港株式会社 『雑草一転、空港肥やせ！』～大阪国際(伊丹)空港～ 公益社団法人　関西経済連合会 実践活動

奨励賞 大阪エネルギーサービス株式会社
大阪エネルギーサービス第2プラントの高効率運転（省
エネルギー化）に向けた事業活動

公益社団法人　関西経済連合会 技術開発

奨励賞 京セラ株式会社　大阪大東事業所
環境出前事業「地球にやさしい太陽電池についての学
習」

公益社団法人　関西経済連合会 啓発活動

準大賞 生活協同組合コープこうべ
コープこうべ 大阪北地区（大阪府北摂エリア）の環境保
全活動

大阪府生活協同組合連合会 実践活動

準大賞 大阪いずみ市民生活協同組合
大阪いずみ市民生活協同組合「食品リサイクル・ルー
プ」「リサイクル事業」のとりくみ～廃棄物「ゼロ」をめざし
て、廃棄物の削減、リサイクルをすすめています～

大阪府生活協同組合連合会 実践活動

奨励賞 京橋中央商店街振興組合 京橋中央商店街　「空き缶回収イベント」 大阪商工会議所 実践活動

奨励賞
パナソニック株式会社 エコソリューション
ズ社

会社構内におけるビオトープを通じた生物多様性保全
活動

公益社団法人　大阪府工業協会 実践活動

奨励賞
パナソニック株式会社 生産技術本部 環
境生産革新センター及び環境技術実用化
グループ

社会課題解決に向けた、省エネ・リサイクル技術の開
発・実用化活動

公益社団法人　関西経済連合会 製品開発

平成２５～２７年度の事業者の受賞者

平成１５～１７年度の事業者の受賞者


