
№ 会社名 代表者名 所在地 主な業務内容 備考

112
浜田化学株式会社 岡野　嘉市 尼崎市 産業廃棄物収集運搬業・処分業、廃食油・食品リサイクル業、各種油脂・環境用

品の販売
優秀賞

111 株式会社神戸酒心館 安福 武之助 神戸市 酒類の製造・販売業

第30回
(R3)

110
株式会社リヴァックス 山本　英治 西宮市 食品リサイクル事業、産業廃棄物収集運搬・中間処理、環境整備事業 優秀賞

109 株式会社カネカ高砂工業所 落合　計夫 高砂市 化成品、発泡樹脂、機能性樹脂、合成繊維、食品、ライフサイエンス 優秀賞

108 兵庫炭化工業株式会社 谷口　幸三 宍粟市 オガ粉を加工した木炭「オガ炭」及び「木質ペレット」の製造

107 日本ルブ・システム株式会社 濱　吉忠 川西市 工場内粉塵対策機器開発・販売

106 兵庫パルプ工業株式会社 井川　雄治 丹波市 パルプの製造・販売、電力の製造・販売 優秀賞

105
淡路土建株式会社 琴井谷 隆志 洲本市 一般土木建築工事業、舗装工事業、リサイクル事業、

不動産事業

104 ヤング開発株式会社 伊藤　勝之 高砂市 分譲住宅・分譲マンション・賃貸ビルマンション等 優秀賞

103 大栄環境株式会社三木事業所 下地　弘章 三木市 廃棄物の収集運搬、中間処理、最終処分

102 福崎電業株式会社 駒田　和幸 神崎郡福
崎町

高速道路に関する電気配線及びメンテナンス工事

101 株式会社笠谷スプリング工場 笠谷　 治 朝来市 金属バネ製造・販売、金属プレス加工、各種熱処理加工

第26回
（H29)

100
杉本林業株式会社 杉本　龍亮 淡路市 乳酸菌発酵竹粉製造・販売、竹チップ製造・販売 優秀賞

99
ダンロップスポーツ株式会社
市島工場

木滑　和生 丹波市 ゴルフボールの開発、評価、製造

第25回
（H28)

98
株式会社日本海水赤穂工場 金澤　正博 赤穂市

塩、苦汁、塩化カリウム肥料、電気及び蒸気の製造及び販売
優秀賞

97 株式会社栄水化学 松本　久晃 尼崎市 ビルクリーニング、衛生管理

96
大阪ガス株式会社 本荘　武宏 大阪市 ガスの製造、供給及び販売、LPGの供給及び販売、電力の発電、供給及び販売、ガ

ス機器の販売、ガス工事の受注

95 オーリス株式会社 彦坂　充宏 篠山市 家具の製造及び販売

第24回
（H27)

94
佐用自動車株式会社 小林　義昭 佐用町 自動車整備、自動車販売、自動車保険代理店 優秀賞

93 伊藤ハム株式会社 堀尾　守 西宮市 食肉の加工及び販売、食肉加工品・調理加工品・惣菜類の製造及び販売

92
株式会社大地農園 大地　伹 丹波市 プリザーブドフラワー・ドライフラワーなどの自然素材の製造販売、輸入加工

第23回
（H26）

91
神姫フードサービス株式会社
加西神姫レストラン

長谷川　和彦 加西市 レストラン・フードコートでの飲食営業およびショッピングコーナーでの土産品
販売

優秀賞

90 東洋電機株式会社 小尾　秀夫 丹波市 電気機械器具製造

89
パナソニックデバイスSUNX竜野
株式会社

赤木　智 たつの市
省エネ支援機器の開発・製造

88
人、自然にやさしいお店　moko 野世　英子 豊岡市 「コウノトリ育む農法」で育てた自家栽培の古代米（赤米）を使った商品の開発

販売
第22回
(H25)

87
グローリー株式会社 尾上 広和 姫路市 通貨処理機などの開発・製造・販売・メンテナンス 優秀賞

86
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ株式会社 ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ社
ｷｯﾁﾝｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ事業部

堂埜　茂 加東市 ＩＨジャ－炊飯器の開発、設計、製造及びリサイクル樹脂の再生

85 山名酒造株式会社 山名 純吾 丹波市 日本酒の製造・販売

第21回
(H24)

84
尼崎信用金庫 橋本 博之 尼崎市 預金受入、資金貸出等の金融業 優秀賞

83 住友ゴム工業株式会社 池田 育嗣 神戸市 タイヤ、産業用ゴム製品等の製造・販売

82
ネスレ日本株式会社 姫路工場 井鍋 喜夫 姫路市 インスタントコーヒーの製造

81
日立ﾏｸｾﾙｴﾅｼﾞｰ株式会社
ﾏｲｸﾛ電池事業部 小野事業所

中村 啓次 小野市 酸化銀電池、リチウム電池の製造

80
三菱電機株式会社　三田製作所 森兼　宏幸 三田市 自動車機器・部品等の製造

第20回
(H23)

79
㈱コバヤシ産業 小林 忠男 朝来市 畜産資材・きのこ栽培用資材の製造及び販売、堆肥の販売、燃料用チップの製

造・販売
優秀賞

78
㈱テイエルブイ 藤原 良康 加古川市 流体制御・計測機器の開発・製造・販売・コンサルティング、蒸気システムの設

計・施工、配管工事

77 ㈱西日本ファーム 大久保 雅生 姫路市 産業廃棄物中間処分業（古畳等）、固形燃料製造

76
ハリマ産業エコテック㈱ 梶原 成郎 姫路市 肥料製造・販売、廃棄物処理業の中間処理業（木質及び食品残渣の再生事業）

第19回
(H22)

75 アサヒ飲料㈱明石工場 西田 茂樹 明石市 各種清涼飲料水の製造販売 優秀賞

74 新日本流通㈱ 吉田　孝 西宮市 １升瓶用プラスチック製コンテナーのレンタル事業並びに回収事業、及び包装資
材機器の販売

73 住友電気工業㈱伊丹製作所 島田　哲成 伊丹市 産業素材製品及び半導体製品の製造販売

第18回
(H21)

72 三洋電機㈱ﾓﾊﾞｲﾙｴﾅｼﾞｰｶﾝﾊﾟﾆｰ 伊藤 正人 洲本市 小形二次電池製造 優秀賞

71 エスペック㈱神戸R&Dセンター 進 信義 神戸市北
区

環境試験装置の製造・販売、電子デバイス装置の製品開発・要素開発、機器レン
タル、中古品販売、受託試験

70 木原木材店 木原 求 多可郡多
可町

土木・造園用杭材、足場丸太、公園用資材の生産・販売

69 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｴｺﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ㈱ 冨田 和之 加東市 家電リサイクル法に基づく使用済み家電4品目の解体、再生可能材料の回収

68 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工施設照明㈱ 木村 進吾 丹波市 照明器具、電子デバイス、住宅設備の商品開発・製造

第17回
(H19)

67 キリンビール㈱神戸工場 木村　滋 神戸市北区 酒類の製造・販売 優秀賞

66 カネカソーラーテック㈱ 佐藤　憲一 豊岡市 太陽電池の製造・販売

第16回
(H18)

65 リ・テック㈱ 田中 克典 宝塚市 資源ごみ選別、プラウチック製容器包装類の選別・圧縮・梱包などの一般廃棄物
処理

64 フジライト工業㈱ 富永 充治 姫路市 鉄鋼業向け副資材、副原料の製造、民生用資材の製造

第15回
(H17)

63 ㈱シャルレ 三屋 裕子 神戸市 衣料品及び化粧品等の販売

62 コニカミノルタ伊丹サイト 矢加部 健 伊丹市 磁気記録媒体用ガラス基盤、カメラ等の機器ソフトウェア開発

第14回
(H16)

61 ㈱アンリ・シャルパンティエ 松村　はるみ 芦屋市 洋菓子の製造・販売並びに喫茶

60 共和商事㈱ 稲鍵雄康 西宮市 石油製品(ガソリン・軽油)、天然ガス(CNG)販売

第13回
(H15)

59 ㈱ガンピー 田原 吉美 城崎郡日高町 スーパーマーケット

58 ㈱神鋼環境ソリューション 平田 康章 神戸市中央区 上下水処理設備、廃棄物処理施設、環境修復・リサイクル事業

57 マックスバリュ西日本㈱ 原田 昭彦 姫路市 スーパーマーケット

56 ㈱山一商会 櫻田 茂 西宮市 ガラスビンリサイクル事業

兵庫県環境にやさしい事業者賞受賞事業者一覧

第29回
(R2)

第28回
（R1)

第27回
（H30）

第31回
（R4)



№ 会社名 代表者名 所在地 主な業務内容 備考

兵庫県環境にやさしい事業者賞受賞事業者一覧

第12回
(H14)

55 三洋電機㈱ｿﾌﾄｴﾅｼﾞｰｶﾝﾊﾟﾆｰ 井植 敏雅 洲本市 小型二次電池製造

第11回
(H13)

54 ㈱ナカケー 仲山 茂生 美方郡浜坂町 スーパーマーケット

第10回
(H12)

53 ニッサン石鹸㈱ 森田 和男 大阪市鶴見区 洗濯用粉末石鹸、浴用石鹸の製造

52 東洋ゴム工業㈱ 片山 松造 大阪市西区 タイヤの製造

51 シャボン玉石けん㈱ 森田 光徳 福岡県北九州市 無添加石けんの製造・販売

50 ㈱マイカルマイカル明石 石原 三郎 明石市 スーパー、レストラン街、映画館、温泉、スポーツ施設

49 ㈱ささくら 篠倉 元次 氷上郡山南町 食料品小売業

第8回
(H10)

48 西日本衛材㈱ 合田 雄信 龍野市 古紙を主原料としたトイレットペーパーの製造販売 優秀賞

47 生活協同組合コープこうべ 竹本 成徳 神戸市中央区 生活協同組合 優秀賞

46 イトマン㈱ 伊藤 俊次 愛媛県川之江市 家庭紙の製造販売

45 コクヨ㈱ 黒田 章裕 大阪府大阪市 事務用、学用、家具、事務機、文具用品の製造販売

44 積水化成品工業㈱ 河南 彰 大阪府大阪市 樹脂製品、ｼｰﾄ､建材土木関連等の製造・販売

43 ㈱トヨダ 辻 勝蔵 豊岡市 スーパーマーケット

42 中レ㈱ 影山 高志 山口県小野田市 合成樹脂製品の加工・販売

41 イズミヤ㈱ 和田 昭男 大阪市西成区 総合小売業

40 リスパック㈱ 大松 利幸 岐阜県岐阜市 各種包装資材の製造、販売

39 ㈱ダイエー 中内 功 神戸市 総合小売業 優秀賞

38 ㈱エフピコ 小松 安弘 広島県福山市 食品用発泡スロール製トレーの製造・販売

37 神技研化成㈱ 豊原 大之 尼崎市 軽量食器容器（PSPﾄﾚｰ他）製造販売、包装資材等販売

36 ㈱主婦の店スーパーチｪｰン 坂野 邦雄 三木市 総合小売業

35 ウェルマート㈱ 中谷 尊一 姫路市 総合小売業

34 ㈱エスカ 岡田 政雄 豊岡市 総合小売業

33 ㈱さとう 細田 隆夫 京都府福知山市 総合小売業

32 有限会社ミユキ 御幸 成治 淡路町 総合小売業

31 山村硝子㈱ 山村 武 西宮市 ガラスびん､プラスチック容器の製造販売、関連機器の製作販売 優秀賞

30 ㈱ダンロｯプホｰムプロダクツ 美馬 弘一 大阪府大阪市 総合手袋メ－カ－、水道用ホ－ス・ガス管、医療器具製造卸

29 アピカ㈱ 原 滋 東京都台東区 文具、紙製品の製造・販売

28 ㈱大丸ピ－コック 佐々木 寛政 大阪府豊中市 物品小売業

27 阪急共栄ストア－西鈴蘭台店 上田 壮行 神戸市北区 衣料、薬品食品の製造・卸・小売

26 ㈱西友 藤關 勝宏 東京都豊島区 総合小売業

25 ㈱イト－ヨ－カ堂加古川店 吉田 忠雄 加古川市 総合小売業

24 播磨生活協同組合 松村 恵介 相生市 生活協同組合

23 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄﾆｼﾔﾏ篠山店 足立 雅三 多紀郡 総合小売業

22 ㈱リベラルスｰパｰチェ－ン 西岡 康之 洲本市 総合小売業

21 渋谷油脂㈱ 渋谷 卓磨 神戸市中央区 家庭用及び業務用石鹸、各種トイレタリー製品の製造・販売

20 ㈱ハイネリー 水本 久男 神戸市西区 石鹸製造

19 ミヨシ油脂㈱ 三木 敏行 東京都葛飾区 総合油脂加工メｰカｰ､食用油脂､家庭用石けん､工業用油脂化成品

18 生活協同組合コープこうべ 竹本 成徳 神戸市東灘区 生活協同組合

17 ㈱関西スーパーマーケット 北野 祐次 伊丹市 総合小売業

16 ㈱ニチイ 小林 敏峰 大阪府大阪市 総合小売業

15 ㈱銀ビルストアー 大塚 茂木 姫路市 総合小売業

14 洲本製紙有限会社 野添 忠 洲本市 タタミへり下紙他　特殊紙製造

13 ㈱ＫＹＣピープル 大原 周次郎 愛媛県川之江市 ティッシュペーパー製造

12 サンペーパー㈱ 黒崎 昇 山梨県西八代郡 ティッシュペーパー製造

11 ㈱ダイエー 中内 功 神戸市中央区 総合小売業

10 ジャスコ㈱ 二木 英徳 東京都千代田区 総合小売業

9 泉製紙㈱ 宇高 道男 愛媛県川之江市 トイレットペーパー製造

8 伊豫製紙㈱ 楠 益男 愛媛県西条市 トイレットペーパー製造

7 服部製紙㈱ 服部 泰昌 愛媛県川之江市 トイレットペーパー製造

6 マスコー製紙㈱ 増田 貞夫 静岡県富士市 トイレットペーパー製造

5 丸富製紙㈱ 佐野 廣彦 静岡県富士市 トイレットペーパー製造

4 西日本衛材㈱ 合田 雄信 龍野市 トイレットペーパー製造

3 有限会社十里木紙業 後藤 郁夫 静岡県富士市
神戸市西区

紙製造

2 山村硝子㈱ 山村 武 西宮市 再生ガラスビン製造

1 ㈱新菱ｱﾙﾐ鑵回収ｾﾝﾀｰ 勝呂 武 東京都千代田区
神戸市灘区 アルミ缶回収

第6回
(H8)

第7回
(H9)

第9回
(H11)

第1回
(H3)

第2回
(H4)

第3回
(H5)

第4回
(H6)

第5回
(H7)


