
福島県の地球環境
保全のキャラクター

令和３年度　福島議定書2021（事業所版）
～ゼロカーボンへの挑戦～

取組事例紹介

学校や事業所が、二酸化炭素排出量の削減目標などを自ら定め、知事と「議定書」として
取り交わし、主体的に省エネ・省資源などに取り組む事業です。
学校版は平成18年度から、事業所版は平成20年度から事業をスタートさせ、今年度でそ
れぞれ16年目、14年目となります。
なお、事業所版については従来編と、規模の大きい事業所を対象とした上級編があります
（右図参照）。

取組内容は、二酸化炭素排出削減につながる省エネ・省資源等に取り
組む「緩和分野」、気候変動の影響への対応に取り組む「適応分野」、
プラスチックごみ対策に取り組む「重点分野」の３つに分かれています。
また、参加すると、エコドライブ講習会の講師派遣や、省エネルギーの
取組に関する助言などを行う省エネアドバイザーの派遣を無料で受ける
ことができます。

福島県環境共生課　〒 960-8670　福島市杉妻町2-16
◆TEL 024-521-7813　◆FAX 024-521-7927　◆E-mail ontai@pref.fukushima.lg.jp
◆HP　 　「福島議定書」事業 エコたん

従来編 上級編

対象事業所 県内事業所

削減対象 二酸化炭素
温室効果ガス（二酸化炭素、メタン、
一酸化二窒素等）

基準年度
直近３ヶ年から
任意で選択 前年度

取組期間
６月～１１月より
２～６ヶ月間を
任意で選択

通年

取組報告時期 参加年度の
１２月末 参加年度の次年度の１２月末

表彰時期 参加年度の２月 参加年度の次年度の２月

「福島議定書」事業とは
「地球温暖化対策の推進に関する法
律」の対象となる事業所等（年間エネ
ルギー使用量が原油換算1,500kL以
上の事業所等）

問合せ先
検索

未来のために　今やろう　ゼロカーボン福島



◆ 令和３年度取組結果

今年度は、354 校、1,796 事業所の参加があり、約 2,400
世帯の１年分の排出量に相当する約 9,500 トンの二酸化炭素
が削減されたと推計しています。
また、優良で模範的な取組を実施した 21校、19事業所の
計 40団体を表彰しました。

◆ 令和３年度「福島議定書」事業取組事例発表

令和３年度の表彰式は、新型コロナウイルスの影響で中止
となりましたが、最優秀賞を受賞した、会津若松市立小金井
小学校、只見町立朝日小学校
にオンラインで取組事例を発
表していただきました。
発表には、知事、教育長、
地球にやさしい“ふくしま”
県民会議代表が出席しました。

◆ 発表者コメント

・学校のみんなで取り組んだ結果、二酸化炭素を 18.28%削
減できました。取組を家庭にも広めていきたいと思います。

（小金井小学校）
・私たちの取組を多くの人に取り組んでもらうことで、私た
ちの古里はもちろん、福島県そして世界中を守りたいです。

（朝日小学校）

◆ 知事挨拶　福島県知事　内堀 雅雄

今回は、新型コロナウイルスの感染防
止にも配慮しながらの取組となり、皆さ
んとても大変だったと思いますが、参加
していただいた多くの学校、事業所の皆
さん、そして御家族や地域の方々が力を
合わせて取り組んだ結果、約 9,500 トン
もの二酸化炭素の削減につなげることが
できたのは本当に素晴らしい成果だと思
います。皆さんの活動が模範となって、こうした取組の輪が
福島県内全域へと更に大きく広がっていくことを期待してい
ます。

◆ 講評　地球にやさしい“ふくしま”県民会議
　 　　　代表　渡邊 明

環境活動は、成果がすぐ目に見えない
こともあり大変難しいのですが、皆さん
が世代をつなぎ、地域をつないで、活動
をしていることは大変素晴らしいと思い
ます。
中学校に行っても、あるいは社会人に
なっても、関心をもちながら、みなさん
のできる力として活動していただくとい
いなと思いました。 　

取組事例発表の様子



従来編 オフィス・店舗等部門 最優秀賞 



従来編 製造業等部門 最優秀賞 



従来編 運輸・設備業・その他部門 最優秀賞 



従来編 オフィス・店舗等部門 優秀賞 



従来編 製造業等部門 優秀賞 



従来編 運輸・設備業・その他部門 優秀賞 



従来編 団体部門賞 



従来編 緩和分野賞  



従来編 緩和分野賞 



従来編 適応分野賞  



従来編 適応分野賞  



従来編 重点分野賞  



従来編 奨励賞  



従来編 奨励賞



従来編 奨励賞



従来編 奨励賞



上級編 最優秀賞



上級編 優秀賞



上級編 入賞



～参加団体一覧～
※御了承いただいた事業所のみ掲載しております。

【従来編　オフィス・店舗等部門
（136団体）】

富士ゼロックス福島株式会社

株式会社福島マツダ

株式会社ペスコ　福島支社

株式会社東邦銀行

株式会社ダイエー

公益財団法人　
湯浅報恩会寿泉堂香久山病院

株式会社二嘉組

福島県土地改良事業団体連合会

福島トヨペット株式会社

株式会社東コンサルタント

株式会社東日路政コンサルタント

郡山女子大学

郡山女子大学短期大学部

公益社団法人福島県トラック協会

北日本電線株式会社 福島支社

株式会社相双環境整備センター

株式会社地質基礎

株式会社インフォメーション・ネット
ワーク福島

株式会社凜

株式会社トーカン

株式会社 JERA　広野火力発電所

株式会社福島民報社

社会医療法人福島厚生会 
福島第一病院

社会医療法人福島厚生会 
介護付有料老人ホーム シャローム

会津大学短期大学部

いわき信用組合

株式会社ユアテック福島支社

キョウワプロテック株式会社

株式会社ラジオ福島

みやぎ生活協同組合（コープふくしま）

会津信用金庫

郡山信用金庫

白河信用金庫

須賀川信用金庫

ひまわり信用金庫

あぶくま信用金庫

二本松信用金庫

福島信用金庫

福島商工会議所

二本松商工会議所

株式会社テレビユー福島

株式会社ブレイン

相馬共同火力発電株式会社

一般財団法人 温知会会津中央病院

株式会社大東銀行

福島県農業協同組合中央会

株式会社ダイユーエイト

常磐火力産業株式会社

東京電力ホールディングス株式会社　
福島第二原子力発電所

日本郵便株式会社　東北支社

株式会社みらい会計

公立大学法人会津大学

国立大学法人福島大学

株式会社リオン・ドール
コーポレーション

東北クリーン運輸株式会社

ゼビオ株式会社

株式会社有明

福島さくら農業協同組合

常磐共同火力株式会社　勿来発電所

陸奥テックコンサルタント株式会社

ヘアルーム友

ベスト学院株式会社

福島県電機商工組合

アティ郡山

有限会社郡山みづほライスセンター

福交整備株式会社

株式会社共栄ブレーン

東北緑化環境保全株式会社　原町支社

桑折町役場

東北電力株式会社　原町火力発電所

金山町商工会

有限会社佐藤商会

生活協同組合コープあいづ

生活協同組合パルシステム福島

宮本自動車工業株式会社

社会福祉法人南会津会　
特別養護老人ホーム　只見ホーム

バックス情報システム株式会社

下郷町森林組合

サッポロビール株式会社
東北本部南東北支社

株式会社竹内商店

有限会社榎並商会

下郷町商工会

株式会社本宮会計センター

つみきの家　福島・佐倉下

有限会社サイトーオート

有限会社テレサ

株式会社どりーむオン

有限会社インテク

サイトウ洋食店

国土防災技術株式会社　福島支店

山本商事株式会社

山北調査設計株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式
会社　福島営業所

有限会社 スポーツショップワタナベ

昭和技術設計株式会社

株式会社プラスワン・福島

株式会社武田工務店

株式会社藤建技術設計センター

おとぎの宿　米屋

株式会社ヨシケイ福島

株式会社リンクサプライ

古川歯科医院

ESL 英数教室

プリンス理容室

社会福祉法人　西会津町授産場

富久山町商工会

花月ハイランドホテル

富士フイルムビジネスイノベーション
ジャパン株式会社　福島支社

株式会社ライフロール

ホテル天竜閣

有限会社小林建業

深谷建設株式会社

医療法人信清会　本町鈴木クリニック



社会医療法人一陽会　一陽会病院

遠藤商店

有限会社丑坂屋

株式会社大和田測量設計

日栄地質測量設計株式会社

有限会社玉藻

福島テレビ株式会社

キヤノンシステムアンドサポート株式
会社　福島営業部

株式会社リンペイ

公益財団法人　
福島県観光物産交流協会

福島県商工会連合会

株式会社ヨークベニマル

株式会社いちい

有限会社サングリーン

一般社団法人福島県銀行協会

株式会社道の駅ひらた

有限会社タムラ部品商会

独立行政法人都市再生機構　
福島震災復興支援本部

株式会社ミツワ

福島県生活協同組合連合会

株式会社福島中央テレビ

一般財団法人　
日本環境衛生センター　福島支所

オリックス株式会社　郡山支店

【従来編　製造業等部門
（57団体）】

藤寿産業株式会社

会津パッケージ株式会社

株式会社シーズ

株式会社山川印刷所

大同信号株式会社　浅川事業所

大同電器株式会社

アルパインマニュファクチャリング
株式会社

三宝製薬株式会社　福島工場

新日本電工株式会社　郡山工場

協同組合いわき材加工センター

京セラ株式会社　福島郡山工場　

株式会社スズキ製作所　塙工場

共栄印刷株式会社

秋元工業株式会社

株式会社ホクシン

大同化工株式会社

株式会社日ピス　福島製造所

石橋工業株式会社

株式会社いわき印刷企画センター

株式会社グリーン発電会津

株式会社第一印刷

内池醸造株式会社

北光金属株式会社

福島タカラ電気工業株式会社　
松川工場

東レフィルム加工株式会社　福島工場

株式会社モリヨシ技研

いわきプレカット協同組合

有限会社新誠電機

日栄工業株式会社

株式会社赤井製材所

東亜通商株式会社

協同組合いわき材加工センター

株式会社クラロン

有限会社ラプリール丸高

有限会社片野製麺所

富士工業株式会社　白河事業所

松阪興産株式会社　福島工場

日本精機株式会社

有限会社服部製作所

野地株式会社

合同会社ばんだいファーム

目黒プレス工業株式会社

株式会社佐川林業

株式会社サンポリ

株式会社矢澤鋳工所　二本松工場

株式会社コムロ

株式会社 TANIGAWA　福島工場

株式会社尾形製作所

NOK メタル株式会社

TSK 株式会社

株式会社勿来製作所

二本松 NOK 株式会社

TSK 株式会社　福島工場

有限会社石山精機

福島キヤノン株式会社

有限会社ケープラス工業

株式会社五十嵐製麺

【従来編　運輸・設備業・その他部門
（71団体）】

山木工業株式会社

東北発電工業株式会社　新地支社

茨城クリーン有限会社

磐城通運株式会社　本社

磐城通運株式会社　平支店

磐城通運株式会社　小名浜支店

磐城通運株式会社　湯本支店

磐城通運株式会社　植田支店

磐城通運株式会社　小名浜支店　
小名浜製錬営業所

磐城通運株式会社　植田支店　
火力営業所

大槻電設工業株式会社

大槻商事株式会社

會津通運株式会社

株式会社渡辺組

安積運輸株式会社

株式会社北福島タクシー

福島貸切辰巳屋自動車株式会社

株式会社堀川環境セキュリティー

寿建設株式会社

株式会社ホームドクター

水ケアシステム有限会社

山川産業有限会社

株式会社タイセークリーン

東邦興産株式会社

株式会社クリーン商会

ウッドペッカー有限会社

佐藤工業株式会社

須賀川瓦斯株式会社　
LPG 供給センター

株式会社ニノテック

株式会社福産建設

東北ポートサービス株式会社 
新地営業所

須賀川瓦斯株式会社　本社

泉電設株式会社

福島交通株式会社

県北清掃環境サービス協業組合

株式会社福島総合エンジニア

一般社団法人　
福島市公設地方卸売市場協会



渡富建設株式会社

フタバコンサルタント株式会社

合資会社共立社

大槻電気通信株式会社

ひめゆり総業株式会社

株式会社柳田産業

蓬莱東内科

株式会社ケーイーティ

福興産業株式会社

郡山運送株式会社

株式会社マルト商事

株式会社海老屋運送

株式会社帝北ロジスティックス
倉庫事業部

株式会社小野中村

村岡産婦人科医院（医療法人　栄真会）

有限会社ボデーショップサトウ

株式会社四輪販売福島

しなのきホーム新横

株式会社 SENYO

株式会社吉田設備

ダイセイ工業株式会社

三友電設株式会社

株式会社大丸工務店

有限会社ボディショップ早川

有限会社ワタケン

矢祭建設株式会社

有限会社本陣　サテライトあだたら

アテラ株式会社

磐栄運送株式会社

磐栄通商株式会社

渡辺エコサービス株式会社

有限会社スカイオート

東北工業建設株式会社

江川建設工業株式会社

【令和２年度　上級編（14団体）】

北芝電機株式会社

AGC エレクトロニクス株式会社 
本社工場

公益財団法人　湯浅報恩会　
寿泉堂綜合病院

ユニ・チャームプロダクツ株式会社 
Global 生産本部 福島工場

マレリ福島株式会社

株式会社クレハ　いわき事業所

日立 Astemo ハイキャスト株式会社　
福島工場

住友ゴム工業株式会社　白河工場

富士通アイソテック株式会社

アルプスアルパイン株式会社　
いわき事業所

福島ゴム株式会社

フォルシアクラリオン・エレクトロニ
クス株式会社　東北事業所

北都オーディオ株式会社

NEC プラットフォームズ株式会社　
福島事業所

（※）「地球にやさしい“ふくしま”県民会議」とは･･･
　　　地球温暖化防止に向けた取組などの環境保全活動を県民総ぐるみで展開するため、
　　　民間団体や事業者、行政等で構成される団体であり、平成20年から活動を続けています。


