
（令和４年５月６日発表）

静岡市環境保全推進協力会・通常総会を開催します

◆ ア ピ ー ル ポ イ ン

ト

静岡市環境保全推進協力会の通常総会を３年ぶりに開催します。

本会は、静岡市内に住所を有し、本会の目的に賛同する事業所の代

表者を会員として組織しており、事業活動に伴う環境への負荷を低

減し、地球環境及び地域環境の保全を推進するとともに、市民、団

体及び行政が実施する環境活動に協力し、健全な企業の発展を図る

ことを目的としています。今年度においては、講演会にて、企業活

動における地球温暖化対策について参加企業へ周知します。

◆ 日時・期間 令和４年５月１１日（水）１４時３０分～１６時１５分

◆ 場   所
グランシップ 9階 910会議室

静岡市駿河区東静岡２丁目３番１号

◆ 内 容 な ど

・総 会：１４時３０分～１５時０５分

議事（１）令和３年度事業報告及び収入・支出決算

  （２）役員の選任（案）について

  （３）現金支払い細則（案）について

（４）令和４年度事業計画(案)及び収入・支出予算(案)

 来賓①静岡市議会副議長  佐藤
さ と う

 成子
せ い こ

氏 

②静岡市環境局長 田嶋
た じ ま

 太
ふとし

 氏

・講演会：１５時１５分～１６時１５分

演題 「温暖化対策について」

講師 静岡市環境局 環境創造課 課長 佐藤
さ と う

 暢
のぶ

久
ひさ

内容 企業活動における温暖化対策について話をいただきます。 

◆ 対象・人数 静岡市環境保全推進協力会会員１２６社（別紙のとおり）

（別紙資料） 有

ぜひ取材をお願いします

【問合せ】 静岡市環境保全推進協力会（環境保全課内 静岡庁舎 13 階）

電話：０５４－２２１－９３７３

報道資料



№ 事業所名 № 事業所名 № 事業所名

1 アドン(株) 51 清水廃棄物事業(有) 101 富士見工業(株)

2 アピタ静岡店 52 食品環境検査協会 清水事業所 102 フジモリプラケミカル(株) 静岡工場

3 伊藤商事(株) 53 ＪＡ東日本くみあい飼料(株)清水工場 103 (株)藤屋

4 (株)イトーヨーカ堂 静岡店 54 ＪＦＥエンジニアリング(株) 静岡支店 104 (株)富士屋 中田店

5 イハラニッケイ化学工業(株) 55 (株)Ｊ－オイルミルズ 静岡事業所 105 双葉工業(株)

6 (株)宇式通信システム 56 ジヤトコ(株) 蒲原地区 106 マーセリサイクル(株)

7 ENEOS(株) 清水油槽所 57 (有)神商会 107 丸高運送(株)

8 ＧＣウッドケム(株)清水工場 58 鈴与(株) 108 丸徳運送(株)

9 遠藤科学(株) 59 鈴与自動車運送(株) 109 丸徳商事(有)

10 興津螺旋(株) 60 スター精密(株) 110 三浦工業(株) 静岡支店

11 小倉屋(株) 61 (株)静環検査センター 111 三井化学エムシー(株) 清水工場

12 (株)環境計量センター 62 清和海運(株) 112 三井住友建設(株) 静岡支店

13 環境フロンティア(株) 63 静和エンバイロメント(株) 113 三井・ケマーズフロロプロダクツ(株)  清水工場

14 (有)きぬせん 64 (有)Ｚenコーポレーション 114 三菱電機（株） 静岡製作所

15 クミアイ化学工業(株) 製剤技術研究センター 65 (株)大成車輛 115 三菱電機ビルテクノサービス(株)

16 紅産業(株) 66 高砂熱学工業(株) 静岡営業所 116 (株)三保造船所

17 グリーンリサイクル協同組合 67 大和製罐(株) 清水工場 117 望月燃料(株)

18 コイト運輸(株) 68 中央静岡ヤクルト販売(株) 118 ヤマキ(株)

19 (株)小糸製作所 静岡工場 69 中電クラビス(株) 静岡営業所 119 ヤマダユニア(株)

20 興国インテック(株) 蒲原工場 70 中電不動産(株) 静岡支社 120 山梨罐詰(株)

21 駒越食品(株) 71 中部電力パワーグリッド(株) 静岡営業所 121 (株)ヤヨイサンフーズ 清水工場

22 合同酒精(株) 清水工場 72 東海アセチレン(株) 122 (株)横山商店

23 五光建設(株) 73 東洋アルミニウム(株) 蒲原製造所 123 理研軽金属工業(株)

24 (株)サイエンス 74 東海瀝青工業(株) 124 立華(株) 清水営業所

25 坂本建設(株) 75 東洋冷蔵(株) 125 レンゴー(株) 清水工場

26 (株)三和建商リサイクルセンター 76 (株)トーモク 清水工場 126 和信化学工業(株)

27 (株)シーテック 静岡支社 77 ＴＯＭＯＥＧＡＷＡ

28 (株)静岡カフェイン工業所 78 トヨタカローラ静岡(株)

29 静岡ガス(株) 静岡支社 79 トヨタユナイテッド静岡(株)

30 静岡ガスエネルギー(株) 中部支店 80 (株)中島屋ホテルズ

31 静岡牛乳協同組合 81 (株)ニッカン

32 (株)静岡銀行 呉服町支店 82 日軽産業(株) 蒲原工場

33 (株)静岡産業社 83 日軽物流(株) 清水営業所

34 静岡市 84 日星工業(株)

35 静岡市中央卸売市場水産協会 85 日東富士製粉(株) 静岡工場

36 静岡市農業協同組合 86 日本軽金属(株) 蒲原製造所

37 (株)静岡新聞社 87 日本軽金属(株) グループ技術センター

38 静岡製材協同組合 88 日本軽金属(株) 清水工場

39 静岡ソーマ化粧品(株) 89 日本ケミカル工業(株)

40 静岡鉄道(株) 90 (株)日本テクノ

41 静岡電装(株) 91 日本理化製紙(株) 草薙工場

42 静岡白洋舎(株) 92 (株)ノダ 清水事業所

43 静岡ミツウロコフーズ(株) 93 野原(株)

44 静岡ワイヤーハーネス(株) 94 はごろもフーズ(株)

45 静鉄建設(株) 95 (株)濱村屋

46 清水エル・エヌ・ジー(株) 96
日立ジョンソンコントロールズ空調(株) 清水事業
所

47 清水漁業協同組合 用宗支所 97 (株)平喜

48 (株)清水銀行 98 平金産業(株)

49 清水港飼料(株) 清水工場 99 富士工業(株)

50 清水農業協同組合 100 フジ日本精糖(株) 清水工場

静岡市環境保全推進協力会　会員名簿


