平成３０年３月１日
経 済 産 業 省
２０１８年度 緑化優良工場等表彰の募集について
経済産業省では、工場立地法の精神を踏まえ、工場緑化の取組の啓発、促進を図るため、１９８２年
（昭和５７年）から、毎年、工場緑化に顕著な功績のあった工場を表彰する「緑化優良工場等表彰」を
実施しています。本日より、
「緑化優良工場等表彰」の募集を開始しますので、工場緑化に取り組む製造
事業者等の方々のご応募をお待ちしております。
１．緑化優良工場等表彰の概要
本表彰は、工場緑化に関する意識の向上や、その重要性についての理解促進を図るため、工場緑化の
取組などが優れている工場を顕彰することを目的に、１９８２年（昭和５７年）より実施しています。
２．表彰の基準
工場の緑化に関する取組を次の視点から審査し、受賞工場を決定します。
（１）工場敷地の緑地等の割合・増減の状況
（２）緑地等の種類や景観の状況
（３）緑地等の維持・管理に関する取組
（４）環境・緑化等に関する地域貢献などの状況
３．表彰種類及び応募条件
応募できる工場の条件等は次のとおりです（団体・個人の部については経産省まで問い合わせ下さい）
。
表彰の種類
応募条件
工場立地法で定める特定工場（※１）で、過去に経済産業局長賞を受賞
経済産業大臣賞
した工場（※２、※３）
工場立地法で定める特定工場（※１）で、過去に日本緑化センター会長
経済産業局長賞
賞又は奨励賞を受賞した工場（※３）
製造業・電気供給業・ガス供給業・熱供給業の工場（規模要件はありま
日本緑化センター会長賞
せん）又は当該業種に関連する研究所
※１ 特定工場とは、敷地面積９千㎡又は建築面積３千㎡以上の製造業・電気供給業・ガス供給業・
熱供給業の工場又は事業場となります。
※２ 沖縄県については局長賞がないため、大臣賞の応募は、会長賞又は奨励賞の受賞が条件です。
※３ 大臣賞、局長賞の応募資格のある工場名は、
「４．応募方法」記載のＨＰに公表しています。
４．応募方法
応募に当たっては、都道府県・政令指定都市からの推薦が必要となるため、別紙の都道府県等窓口に
連絡・相談ください。経済産業大臣賞については、都道府県・政令指定都市から推薦できる件数は２件
となっています。また、応募に当たっては、推薦書を作成し提出してください。
【推薦書のダウンロード先】 http://www.jpgreen.or.jp/koujyo/index.html
【応募締切】平成３０年４月２０日（金）午後５時までに都道府県・政令指定都市に応募の連絡をして
ください。推薦書は、都道府県・政令指定都市の指示に従い、作成してください。
５．スケジュール等
応募後は、緑化優良工場等選考委員会の審査を経た後、１０月中に受賞工場の決定、１１月に表彰式
を行う予定です。なお、受賞件数は、経済産業大臣賞が１０件以内、日本緑化センター会長賞は２０件
以内（会長奨励賞５件以内）となります。
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応募・相談窓口
（制度についての相談・問い合わせ先）
組織名
担当部署
経済産業省 地域経済産業グループ 地域企業高度化推進課

担当者名
荒川、中川

（都道府県・政令指定都市の窓口）
表彰に応募するに当たっては、次の窓口に問い合わせ、連絡をしてください。
自治体名
担当部署
担当者名
大橋、
北海道
経済部 産業振興課
但野（ただの）
札幌市
産業振興部 立地促進・ものづくり産業課
大宮
青森県
商工労働部 産業立地推進課 立地支援グループ
岩手県
商工労働観光部 ものづくり自動車産業振興室
宮城県
産業立地推進課 企業誘致第一班
仙台市
経済局産業政策部 企業立地課
秋田県
産業労働部 産業集積課
山形県
商工労働部 工業戦略技術振興課 産業立地室
福島県
商工労働部 企業立地課
茨城県
事業推進課
佐藤
栃木県
産業労働観光部 産業政策課
植木
群馬県
産業政策課
田中
埼玉県
産業労働部 企業立地課
中村
さいたま市 経済局 商工観光部 産業展開推進課 産業立地係
千葉県
商工労働部 産業振興課
伊藤
千葉市
経済農政局 経済部 企業立地課
中野
東京都
※欄外参照
神奈川県
産業労働局産業部 企業誘致・国際ビジネス課
石黒
横浜市
経済局 成長戦略推進部 産業立地調整課
佐々木
川崎市
経済労働局 産業振興部 工業振興課
石井
相模原市
産業政策課
菊地
新潟県
産業労働観光部 産業立地課
関
新潟市
経済部 企業立地課
片山
富山県
商工労働部 立地通商課
坂本
石川県
商工労働部 産業立地課
石川
福井県
産業労働部 企業誘致課
木下
山梨県
産業労働部 企業立地・支援課
雨宮
長野県
産業労働部 産業立地・経営支援課
細井
岐阜県
商工労働部 企業誘致課 立地支援係
深尾
静岡県
企業立地推進課
堀
静岡市
経済局 商工部 産業振興課
松木
産業振興課企業立地担当
浜松市
杉浦、島田
※４月１日より、企業立地推進課
農林水産部 農林基盤局
愛知県
浅田
森林保全課 緑化グループ
名古屋市
市民経済局産業部 産業労働課 産業交流係
近藤
三重県
雇用経済部 企業誘致推進課
鳥居
滋賀県
商工観光労働部 企業誘致推進室
白敷、植田
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電話番号
03-3501-0645

電話番号
011-204-5328
011-211-2362
017-734-9380
019-629-5561
022-211-2732
022-214-8245
018-860-2251
023-630-3127
024-521-7882
029-301-2752
028-623-3202
027-226-3326
048-830-3900
048-829-1349
043-223-2719
043-245-5279
045-210-5574
045-671-2590
044-200-3936
042-769-9253
025-280-5247
025-226-1689
076-444-3244
076-225-1517
0776-20-0375
055-223-1472
026-235-7193
058-272-8370
054-221-3262
054-354-2046
053-457-2282
052-954-6453
052-972-2423
059-224-2024
077-528-3792

自治体名
京都府
京都市
大阪府
大阪市
堺市

担当部署
商工観光労働部 産業立地室
新産業振興室
成長産業振興室
立地・成長支援課 立地推進グループ
産業振興部 産業振興課
商工労働部 産業政策課

担当者名
岡村
三浦、池田

電話番号
075-414-4881
075-222-3324

巽

06-6210-9406

成山、田中
庄司、神原

06-6615-3762
072-228-7629
078-341-7711
内線 3551

兵庫県

産業労働部 産業立地室

小野寺

神戸市
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
岡山市
広島県
広島市
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
北九州市
福岡市
佐賀県
長崎県
熊本県
熊本市
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

経済環境局 工業課
産業・雇用振興部 産業立地室
商工観光労働部 企業立地課
商工労働部 立地戦略課
商工労働部 企業立地課
産業労働部 企業誘致・投資促進課
産業観光局 産業政策課 企業立地推進係
商工労働局 県内投資促進課
経済観光局 産業振興部 産業立地推進課
商工労働部 企業立地推進課
商工労働観光部 企業支援課
商工労働部 企業立地推進課
経済労働部 企業立地課
商工労働部 企業立地課
商工部 企業立地課
産業経済局 企業立地支援課
経済観光文化局 中小企業振興部 経営支援課
産業労働部 企業立地課
産業労働部 企業振興課
商工観光労働部 新産業振興局 産業支援課
企業立地推進室
商工労働部 企業立地推進課
企業立地課
商工労働水産部 産業立地課 企業誘致係
商工労働部 企業立地推進課

長谷川
濱口
瀬戸山
中田
三成
鈴木
梶並
折田
木下
丸谷
山下
瀧本
福本
田中
桑野
二村
小川
江口
石原
小宮
瀧川
濱嶋
川崎
近藤
廣田

078-322-5333
0742-27-8813
073-441-2753
0857-26-8080
0852-22-6796
086-226-7374
086-803-1328
082-513-3376
082-504-2241
083-933-3145
088-621-2306
087-832-3354
089-912-2260
088-823-9693
092-643-3442
093-582-2065
092-441-1232
0952-25-7097
095-895-2657
096-333-2319
096-328-2386
097-506-3247
0985-26-7573
099-286-2983
098-866-2770

※東京都については、各賞への応募は、以下の問い合わせ先に相談・応募ください。
【経済産業大臣賞、経済産業局長賞】
関東経済産業局 地域経済部 企業立地支援課 鷲津、池田、長野（048-600-0269）
【日本緑化センター会長賞】
一般財団法人 日本緑化センター 企画広報部 小山、吉宮（03-3585-3561）
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