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エコアクション 21 認証・登録伝達式について 

 
 

（目的） 

市内のエコアクション 21 取得事業所を招いて、取得をお祝いするとともに、多くの事業者に一層の普

及・促進を図るため、市長から認証・登録証を伝達する「エコアクション 21 認証・登録証伝達式」を開

催する。今回は、市が開催する事業所のエコアクション 21 取得を支援する研修会「自治体イニシアチブ

事業」に参加して取得した事業所に加えて、独自取得の事業所も参加する。 

（伝達式） 

◆日 時：平成 22 年 2 月 22 日 11 時から 12 時まで 

◆会 場：相良庁舎 3階庁議室 

◆出席者：西原市長、静岡県環境資源協会 平井一之事務局長 

（対象事業所）   

８事業所（取得順） 

事業所 業種 地区 取得区分

双和プラスチックス工業 株式会社 ゴム製品・プラスチック製品等製造業 波津 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ 

株式会社 友藤製作所（欠席） 金属・加工金属製品等製造業 仁田 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ 

株式会社 さつき自動車 自動車等修理・整備業 鬼女新田 独自 

株式会社 東遠浄化槽管理センター その他サービス業 相良 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ 

株式会社 神谷鉄工所 配管事業 大江 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ 

共和建設 株式会社 建設業 地頭方 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ 

有限会社 東環クリーン 廃棄物処理・リサイクル業 須々木 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ 

榛原工機 株式会社 その他製造業 細江 独自 

（内容） 

① 市長から認証登録証の伝達 

② 市長挨拶 

③ 平井事務局長挨拶 

④ 事業所からのコメント（取得のきっかけや苦労した点、実施効果など） 

（今後の見通し） 

 静岡県はエコアクション 21 認証取得件数日本一（平成 22 年 1 月 29 日現在）を誇る。本市では現在 32

事業所が認証取得しており、平成 28 年度までに 50 事業所の取得を目標としている。本市庁舎（相良・榛

原）では、取得初年度 1年間で CO2 約 10％を削減し、電気料は 400 万円の削減につながった。 

 民間事業所の取得を支援することにより、CO2 削減のみならず、事業所の経費削減にもつながることか

ら、今後も「自治体イニシアチブ事業」を開催し、支援していく。 



 

（参考）  エコアクション２１取得事業所（平成 22 年 2 月 22 日 現在）  

32 事業所（◆イニシアチブ：27 事業所 ◆独自：4事業所 ◆市役所） 
 

№ 事業社名 業種 地区 備考 

1 株式会社榛南自動車 廃棄物処理・リサイクル業 勝俣 独自 

2 藤浦工業株式会社 ゴム製品・プラスチック製品等製造業 勝俣 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

3 株式会社エム・ワイ・ケー ゴム製品・プラスチック製品等製造業 地頭方 独自 

4 株式会社タングラム 機械・装置等製造業 坂部 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

5 株式会社ダイシン その他製造業 中 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

6 芝田重機有限会社 建設業 白井 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

7 株式会社相良ドラゴンズクラブ その他製造業 白井 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

8 南榛原開発株式会社 本社・工場 建設業 大沢 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

9 光誠工業有限会社 その他製造業 菅ヶ谷 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

10 山本電機株式会社 その他製造業 勝間 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

11 岩堀電設株式会社 設備工事業 大江 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

12 株式会社モナテック本社・第一工場 ゴム製品・プラスチック製品等製造業 静波 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

13 株式会社榛南工業環境リサイクルセンター 廃棄物処理・リサイクル業 勝間 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

14 牧之原市役所 公共機関・公共施設 静波   

15 サンコー精産株式会社 金属・加工金属製品等製造業 白井 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

16 株式会社川崎建設 建設業 静波 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

17 株式会社松浦組 建設業 細江 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

18 鷺坂製材株式会社 木材・木製品等加工製造業 新庄 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

19 有限会社トシズ 設備工事業 堀野新田 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

20 株式会社本杉製作所 本社工場 その他製造業 大江 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

21 相良建設株式会社 建設業 大江 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

22 株式会社 野村商店 卸売・小売業 勝俣 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

23 有限会社 榛原衛生社 廃棄物処理・リサイクル業 静波 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

24 有限会社 スズキ工業 コネクター製造業 細江 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

25 双和プラスチックス工業株式会社 ゴム製品・プラスチック製品等製造業 波津 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

26 株式会社友藤製作所 金属・加工金属製品等製造業 仁田 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

27 株式会社さつき自動車 自動車等修理・整備業 鬼女新田 独自 

28 株式会社東遠浄化槽管理センター その他サービス業 相良 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

29 株式会社神谷鉄工所 配管事業 大江 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

30 共和建設 株式会社 建設業 地頭方 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

31 有限会社 東環クリーン 廃棄物処理・リサイクル業 須々木 ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

32 榛原工機株式会社 その他製造業 細江 独自 


