
（http://www.eny.jp/hozenkyo/）

1　応募対象活動（表彰に該当すると思われる活動に○を付けてください。複数回答可。）

メールでご応募いただく場合、応募漏れを防ぐために応募した旨を電話等で事務局までご連絡ください。
郵送でご応募いただく場合は8部お送りください。

山形県環境保全推進賞
募集のお知らせ《推薦のお願い》

  

◇応募・推薦される方々へ
[表彰の対象]
県内に事業所又は営業所を有する者及びその従業員の方々
が行っている、次のような先進的事業活動又は地域貢献活動
を対象とします。

◎企業活動に当たって、環境保全に配慮しているもの。
に全保境環が）どな動活発開究研・品製（品果成の動活業企 ◎

貢献するもの。

。のもるいでん組り取に動活全保境環てしと環一の動活業企 ◎
（他の団体などが行う環境保全活動・研究活動などに対して
支援・助成しているもの、あるいは、これらと連携して活動す
るものを含む。）

境環、てし織組を体団はたま、てしと人個、が員業従の業企 ◎
保全のための実践活動を行っているもの、あるいは他の環
境保全・研究団体などに指導・支援を行っているもの。

これらのうち、特に優れたものに対しては、大賞として「山形県
知事賞」を授与いたします。
なお、同一の功績により、既に大臣表彰や他の知事表彰を受
けた活動や成果は、表彰の対象となりません。
また、過去の実績についても応募することができます。

[選考]
選考は、学識経験者などにより、次に掲げる事項に留意して行
います。
 （１）環境の保全・創造に及ぼす効果
 （２）独創性及び今後の普及可能性
 （３）地域の発展や活性化への寄与度

[表彰]
当協議会の通常総会（平成30年6月5日開催予定）において
表彰する予定です。

[受賞者のPR]
受賞された方々及びその活動を、当協議会のホームページで
PRするほか、マスコミ等にも公表いたします。

[表彰件数]
概ね5件程度を予定しています。

[応募期間]
平成30年1月31日（水）まで（必着とさせていただきます。）

[応募の方法]
別紙様式による応募用紙に必要な事項を記入のうえ、当協議
会事務局へ提出してください。なお、必要に応じて、別途、
書類の提出をお願いする場合があります。
また、応募用紙は、当協議会のホームページ
（http://www.eny.jp/hozenkyo/）からダウンロードでき
ます。（Wordファイル形式、pdfファイル形式）
自薦・他薦を問いません。

[応募・問合せ先]

〒990-2421
山形県山形市上桜田3-2-37
山形県環境保全協議会事務局（NPO法人環境ネットやまがた）
TEL 023-679-3340　FAX 023-679-3389
E-mail   hozenkyo@eny.jp
ホームページ　http://www.eny.jp/hozenkyo/

平成29年度　山形県環境保全推進賞　　平成29年6月5日　於 ホテルメトロポリタン山形

　山形県は、豊かな緑と清らかな水など美しい自然に恵まれています。
　しかし、資源やエネルギーの大量消費を基調とする社会経済活動の進展に伴い、地球温暖化や希少生物の絶滅など、
地球規模での環境問題が顕著になってきました。
　中でも、地球温暖化問題は、今後の日本のエネルギー政策の行方とあわせ、喫緊の課題となってきております。
　このような環境問題に対して、私たち山形県環境保全協議会は、「経済と環境の両立」を理念に、それぞれが自主的
な環境保全への取組みを進めるとともに、地域貢献活動や講演会、環境情報の提供、表彰制度など、環境保全に係わ
る社会的な取組みを積極的に進めております。
　今回募集を行う表彰制度では、県内企業又はその従業員の方々の先駆的で優れた環境保全の取組みを「山形県環境
保全推進賞」として表彰することにより、広く社会に紹介し、社会全体の環境保全意識の高揚を図ることにしております。
　つきましては、平成 30 年度の募集を行いますので、優れた環境保全活動について御応募又は御推薦くださるようお
願い申し上げます。

平成
30年度

※過去において、山形県知事賞以外の賞を受賞された場合で
も、その後の活動や成果が顕著なものについては、「山形
県知事賞」の表彰対象にいたします。

山形県環境保全協議会　会長 鈴木 喜代壽
山形県環境保全協議会／県内主要企業約二百社で構成



山形県知事賞

●酒井鈴木工業株式会社（酒田市）
　石炭灰のリサイクル製品の開発と海洋環境保全インフラ建設資材とし
　ての製品応用研究

山形県環境保全推進賞（順不同）
●岡崎医療株式会社（山形市）
　CO2排出削減に向けての取組み
●ネッツトヨタ山形株式会社（山形市）
　「全社員参加ネッツ・エコドライブの実践」･「ネッツ山形エコキャップ回収運動」
●ルネサスセミコンダクタ 
　パッケージ＆テストソリューションズ株式会社 電子機器部（米沢市）
　アルミ缶回収による車椅子寄贈・エコキャップ回収によるワクチン送付

選考委員特別賞

●有限会社髙山工務店（米沢市）
　積雪地における太陽光発電設置促進及び啓発活動と1年を通して
　発電効率を上げる技術開発の実践

※受賞企業名、所在地は受賞時のものです。

山形県環境保全協議会の活動内容

・講師を招いての講演会
・環境に関するセミナー
　などの研修会

・環境保全活動への支援
・環境保全に関する全県
　的なイベント等への
　参加協力を促進

・環境関係刊行物の配布
・環境に関する情報提供
・会員が行う社内研修のための環境関連講師情報提供
・インターネットによる情報提供

・県内外の環境保全
活動、優良企業等
の視察

入会の
ご案内

研修事業 見学会の実施社会貢献事業 情報提供事業

山形県環境保全協議会では、
表彰事業以外にも以下の活動を行っております。

山形県環境保全推進賞応募用紙
ふりがな

氏名又は名称

住所又は所在地

資本金：　　　　　　　　百万円

従業員：　　　　　　　　人 設立年月：　　　　　　年　　　　　　月

設立年月：　　　　　年　　　　　月

業種：

取扱品目：

ふりがな

代表者の職氏名：

代表者の所属企業・団体：

構成団体（員）数：　　　　　 団体（人）

生年月日：　　　　　年　　　月　　　日生　　満（  　　　）歳　　性別　男・女

所属企業・団体：

ふりがな

所属・氏名：

※企業の場合

※団体の場合

※個人の場合

担当者

推薦者（推薦者がいらっしゃる場合には、推薦者の氏名・名称や推薦理由を記入してください。）

ふりがな

氏名又は名称
（代表者の氏名）

住所又は所在地

推薦の理由

※自薦の場合、記入の必要はありません。

（裏面につづく）

〒　　　　　－ 電話　　　　　－　　　　－

〒　　　　　－ 電話　　　　　－　　　　－

電話　　　　　－　　　　－
FAX　　　　　－　　　　－
E-mail 

賞罰
過去に受けた表彰等

その他の参考に
なる事項

ふりがな

代表者の職氏名：

（年月日も記入ください。）

◇過去の受賞者

平成 2 7 年 度 受 賞 者
山形県知事賞

●株式会社山形県自動車販売店リサイクルセンター（山形市）
　自動車部品の再資源化と環境意識の啓発活動

山形県環境保全推進賞（順不同）
●エヌ・デーソフトウェア株式会社（南陽市）
　ＮＤソフト・こもれびの郷プロジェクト
●株式会社片桐製作所（上山市）
　片桐製作所の省エネルギー活動 
●田村技研工業株式会社（鶴岡市）
　全社員一丸となって環境保全の実践 
●一般財団法人山形県理化学分析センター（山形市）
　省エネ・省資源 
●社会福祉法人遊佐厚生会特別養護老人ホームゆうすい（遊佐町）
　省エネ診断を基にした使用エネルギー削減への取り組み 

選考委員特別賞

●小国グリーンエナジー合同会社（小国町）
　エネルギーの地産地消を目指して

平成 2 4 年 度 受 賞 者
山形県知事賞

●日東ベスト株式会社（寒河江市）
　県産特産物の未利用材より高付加価値の創生（ラ・フランス剪定枝から
　山形発化粧品の開発）

山形県環境保全推進賞（順不同）
●那須建設株式会社（長井市）
　自然エネルギーを利用したCO2排出量の削減と啓蒙活動を実践
●株式会社マイスター（寒河江市）
　使用済み工具のリサイクルと資源回収を実践
●山形建設株式会社（山形市）
　事業活動を通じた地域環境への貢献
●ルネサス山形セミコンダクタ株式会社（鶴岡市）
　ルネサス山形セミコンダクタ株式会社の環境保全活動 

選考委員特別賞

●山形県遊技業協同組合（山形市）
　地球温暖化防止のための「エコホール宣言」を実践

平成 2 8 年 度 受 賞 者

山形県知事賞

●株式会社いそのボデー（山形市）
　全員参加の「チョコ案」制度と3S活動で環境経営を実践
●株式会社ニューテックシンセイ（米沢市）
　地域資源を有効活用し、子供達に遊びを通じて自然の大切さを伝える

山形県環境保全推進賞（順不同）
●ソーラーワールド株式会社（天童市）
市民と共に進める自然エネルギーで環境保全と安心安全な未来をめざして

●東北日本ハム株式会社（酒田市）
全従業員参加のＴＱＣ小集団改善活動、ＰＭ管理活動強化他改善活動による
省エネ対策

選考委員特別賞

●庄内環境マネジメント研究会（庄内地区）
企業の「壁」を取り払い情報交流・情報の共有を図り 地域貢献活動・環境保
全活動への取り組み

平成 2 9 年 度 受 賞 者
山形県知事賞

●株式会社シェルター（山形市）
　木造技術革新による県産木材利用・森林整備促進

山形県環境保全推進賞（順不同）
●株式会社クリーンシステム（山形市）
　太陽光発電設備を活用した地域貢献活動
●テクノモリオカ株式会社（長井市）
　無線監視センサーネットワークシステムによる、環境・エネルギーの
　見える化ソリューションの開発 

選考委員特別賞

●ミクロン精密株式会社（山形市）
　エコ活動で、こどもの未来、みんなの未来を守ろう

平成 2 6 年 度 受 賞 者

入会のお申込みは、事務局までお問合せください。

〒990-2421　山形県山形市上桜田3-2-37
 山形県環境保全協議会事務局（NPO法人環境ネットやまがた）
 TEL 023-679-3340　FAX 023-679-3389
E-mail   hozenkyo@eny.jp
ホームページ http://www.eny.jp/hozenkyo/

平成 2 5 年 度 受 賞 者
山形県知事賞

●山形ゼロックス株式会社（山形市）
　CSR実践の輪 かねやま絆の森づくり活動を実践

山形県環境保全推進賞（順不同）
●株式会社青葉堂印刷（米沢市）
　郷土の名君上杉藩（米沢藩）九代藩主　上杉鷹山公の教えを実践する
　「YOZAN　Printing」で環境負荷削減
●株式会社エスパワー（天童市）
　地球環境保全を考慮した再生可能エネルギーの普及推進
●エナーテック株式会社（山形市）
　ヒートポンプと再生可能エネルギーの普及推進

選考委員特別賞

●株式会社コーエー設計＋福祉施設研究室（山形市）
　建築のコンバージョンを実践

・再生紙を使用しています。


