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番号
事業所名称 所在市町村 業種 PR項目

I 株式会社協栄千葉支店 鎌ケ谷市 サービス業

ISO14001の認証を取得しています。グリーン購入を積極的に行

い低炭素社会づくりに取り組んでいます。また、オフィス内では

コピー紙の使用量削減・昼休みには一斉消灯などの取組を実施し

省エネ活動を行っています。業務改善・効率化を図りノー残業

デーの徹底に取り組んでいます。

I
鎌ケ谷市福太郎アリーナ（市民体

育館）
鎌ケ谷市 サービス業

再生可能エネルギーによって得られた電力を受給し、グリーン電

力の普及、拡大を推進しています。従業員一人一人が節電対策を

意識しエネルギー使用量削減に取り組んでいます。3Rにも積極

的に取り組んでいます。

I 白井市民プール 白井市 サービス業

施設の特有性に合った節電対策等を実施しています。また、従業

員や利用者へ節電方法等の情報提供を実施しています。業務に支

障がない範囲で照明の間引きし、自然光を取り入れ使用電力削減

を行っています。5S（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）活動

の徹底も行っています。

I 株式会社鈴木組 香取市 建設業

環境マネジメントシステムの運用により環境目標を定め、照明の

消灯管理、エアコンの温度管理、また、事務所屋上に太陽光発電

を設置し、電力の消費をモニターにて把握、チェックなど省エネ

ルギーの推進に努めています。

I 株式会社陽光社 市川市 製造業

2011 年 3 月 よ り 太 陽 光 発 電 を 導 入 し 、 年 間 発 電 規 模 は 約

40,000kWh。年間の二酸化炭素削減量は約13,000kg、原油削減

量は約9,500リットルに相当しており、エネルギーの消費削減に

努めています。

I 青木建設株式会社 柏市
建設業・不動

産業

「地球と人にやさしい健康長寿な家づくり」をコンセプトに、耐

震診断・耐震補強工事と合わせた省エネ・エコロジー関連事業を

柱にしています。CO2ゼロを目指して健康長寿に繋がる省エネ改

修を提案しています。

I 株式会社天野さく泉建総 船橋市 建設業

「家庭エコ診断」実施機関です。「TOKYO油田2017」（家庭か

らの食用廃油のリサイクル）に参加し、回収ステーション設置し

ています。工事で排出されるCO2のカーボンオフセット等の取組

を行っています。

I 株式会社太陽堂印刷所本社 千葉市 製造業

従業員一人一人がエコロジーを心がけ、紙の再利用・こまめな照

明のスイッチオフやエコキャップへの取り組みなどゼロ・エミッ

ションを目指し積極的な省エネ・エコ活動に取り組んでいます。

電気事業者はCO2排出の少ない事業所と契約を選び温暖化対策に

取り組んでいます。

I 株式会社太陽堂印刷所第一工場 千葉市 製造業

地球環境にやさしい印刷製品の提供を目指し、平成18年（2006

年）一般社団法人日本印刷産業連合会の創設した「グリーンプリ

ンティング認定工場」として第一工場が認定されました。地球環

境にやさしい、真の循環型社会を目指し、環境を守る企業として

今後も努力していきます。

I
ティー・エム・ターミナル株式会

社市原事業所
市原市

その他（倉庫

業）

タンク倉庫業として液体物流の一端を担っています。省エネ・環

境面での取り組みとして、夜間照明灯具のLED化を実施しまし

た。

I
リコージャパン株式会社幕張事業

所
千葉市 卸売・小売業

社員一人一人が意識し、オフィスでの節電対策の実施や、営業活

動でのエネルギー使用量削減といった、環境負荷の低減に取り組

んでいます。ペーパーレス会議を実践しその効果を実践事例とし

て紹介しています。

I リコージャパン株式会社柏事業所 柏市 卸売・小売業

社員一人一人が意識し、オフィスでの節電対策の実施や、営業活

動でのエネルギー使用量削減といった、環境負荷の低減に取り組

んでいます。ペーパーレス会議を実践しその効果を実践事例とし

て紹介しています。



I 関東天然瓦斯開発株式会社 茂原市
その他（鉱

業）

保安・環境マネジメントシステム（自社での自主運用）を基に、

各種の環境保全活動に取り組んでいます。具体的には、高効率機

器の導入、事務所棟及び工場のLED化、使用済みコピー用紙の再

利用及び再資源化などです。

I 公営事業株式会社千葉支店 千葉市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

環境に関わる施設の維持管理を行っています。職員一人一人が限

りある資源や水を大切に思い活動しています。微力ながら地球環

境の保全に貢献し、人々の安全で安心な生活をサポートしていま

す。

I
一般社団法人千葉県環境保全協議

会
千葉市

その他（業界

団体）

会員向けに地球温暖化対策に係る環境情報発信を積極的に行って

います。また、開催する研修会・セミナー等の資料や情報提供資

料は極力ペーパーレス化を進めています。

I
2014年にISO14001認証を取得し、地球環境にやさしい梱包資材

の提案営業を推進しています。お気軽にお問い合わせください。

I 田島梱包資材株式会社

I 有限会社秋元工業 木更津市 建設業

粉体輸送機器の設置工事、プラントの配管工事・計装工事等の事

業を行っています。2013年よりエコアクション21を取得し、積

極的に環境保護活動に参加するとともに地球環境保全を経営にお

ける最重要課題の一つと認識し、全従業員が環境保護活動に参

加、取り組んでいます。

I 塚本總業株式会社千葉支社 千葉市
卸売・小売

業、不動産業

千葉市内に所有する4棟のビルのLED化を進めると共にテナント

の皆様方に協力を頂き、空調設定温度を夏場28℃、冬場20℃に

保つよう努めています。また、社有車のハイブリット化を行い、

社員一人一人が意識し、エコドライブ運転をしています。

I
中外テクノス株式会社関東環境技

術センター
千葉市

その他（計量

証明事業）

より良い生活環境を次世代に伝えるため、開発と保全、環境と産

業のコーディネーター役として、自社の総合技術力を融合し、新

たな「変革」と「挑戦」を推進しています。センター内では環境

マネジメントシステムを運用しており、環境目標を定めた上、省

エネルギーの推進に努めています。

I アクティブ販売株式会社 千葉市 卸売・小売業

工場屋上へ太陽光発電システムの設置及びハイブリッドカーの導

入をして、枯渇性エネルギー消費節減を図っており、工場内、事

務所内の照明機器をLED照明に変更し消費エネルギーの削減を

図っています。

I 株式会社関電工東関東営業本部 千葉市 建設業

県内統括事業所として年度環境推進計画に基づき、重点取組みと

して省エネ目標値を設定し、取組み成果をエネルギー管理システ

ムにて毎月管理を行い、社員一人一人が現状認識を図るよう周知

活動をしています。

I
生活協同組合パルシステム千葉柏

センター
柏市 卸売・小売業

安心・安全な食材や生活用品を組合員へお届けしています。組織

全体でCO2排出量の削減を目標にして、「環境配慮機器の導入」

「節電」「エコドライブ」「容器・包装の回収」「うちエコ診

断」などに取り組んでいます。

I
生活協同組合パルシステム千葉印

西センター
印西市 卸売・小売業

安心・安全な食材や生活用品を組合員へお届けしています。組織

全体でCO2排出量の削減を目標にして、「環境配慮機器の導入」

「節電」「エコドライブ」「容器・包装の回収」「うちエコ診

断」などに取り組んでいます。

I
生活協同組合パルシステム千葉市

川センター
市川市 卸売・小売業

安心・安全な食材や生活用品を組合員へお届けしています。組織

全体でCO2排出量の削減を目標にして、「環境配慮機器の導入」

「節電」「エコドライブ」「容器・包装の回収」「うちエコ診

断」などに取り組んでいます。

I
生活協同組合パルシステム千葉習

志野センター
習志野市 卸売・小売業

安心・安全な食材や生活用品を組合員へお届けしています。組織

全体でCO2排出量の削減を目標にして、「環境配慮機器の導入」

「節電」「エコドライブ」「容器・包装の回収」「うちエコ診

断」などに取り組んでいます。

田島梱包資材株式会社 鎌ケ谷市 卸売・小売業

http://tajimakonpou.jp/
http://tajimakonpou.jp/


I
生活協同組合パルシステム千葉千

葉センター
千葉市 卸売・小売業

安心・安全な食材や生活用品を組合員へお届けしています。組織

全体でCO2排出量の削減を目標にして、「環境配慮機器の導入」

「節電」「エコドライブ」「容器・包装の回収」「うちエコ診

断」などに取り組んでいます。

I
生活協同組合パルシステム千葉東

金センター
東金市 卸売・小売業

安心・安全な食材や生活用品を組合員へお届けしています。組織

全体でCO2排出量の削減を目標にして、「環境配慮機器の導入」

「節電」「エコドライブ」「容器・包装の回収」「うちエコ診

断」などに取り組んでいます。

I
生活協同組合パルシステム千葉野

田センター
野田市 卸売・小売業

安心・安全な食材や生活用品を組合員へお届けしています。組織

全体でCO2排出量の削減を目標にして、「環境配慮機器の導入」

「節電」「エコドライブ」「容器・包装の回収」「うちエコ診

断」などに取り組んでいます。

I
生活協同組合パルシステム千葉稲

毛センター
千葉市 卸売・小売業

安心・安全な食材や生活用品を組合員へお届けしています。組織

全体でCO2排出量の削減を目標にして、「環境配慮機器の導入」

「節電」「エコドライブ」「容器・包装の回収」「うちエコ診

断」などに取り組んでいます。

I
生活協同組合パルシステム千葉パ

ルシステム・キューブ館山
館山市 卸売・小売業

安心・安全な食材や生活用品を組合員へお届けしています。組織

全体でCO2排出量の削減を目標にして、「環境配慮機器の導入」

「節電」「エコドライブ」「容器・包装の回収」「うちエコ診

断」などに取り組んでいます。

I
生活協同組合パルシステム千葉の

だ中根店
野田市 卸売・小売業

安心・安全な食材や生活用品を組合員へお届けしています。組織

全体でCO2排出量の削減を目標にして、「環境配慮機器の導入」

「節電」「エコドライブ」「容器・包装の回収」「うちエコ診

断」などに取り組んでいます。

I
生活協同組合パルシステム千葉本

部
船橋市 卸売・小売業

安心・安全な食材や生活用品を組合員へお届けしています。組織

全体でCO2排出量の削減を目標にして、「環境配慮機器の導入」

「節電」「エコドライブ」「容器・包装の回収」「うちエコ診

断」などに取り組んでいます。

I 合同会社エコロジー本舗 野田市 卸売・小売業

資源回収事業を通じて、事業所や一般家庭から排出されるゴミの

徹底分別を推進し、より多くの再資源化を目指しています。ま

た、従業員一人一人が「環境問題」を意識した行動をするような

教育に取り組んでいます。

I 一般財団法人千葉県環境財団 千葉市 サービス業

取得している環境マネジメントシステム（ISO14001）の運用に

より、電気、水道、ガス等の使用量を毎月の会議で報告していま

す。また、夏期にはクールアースデーに合わせ、ノー残業デーを

実施しています。

I 株式会社東洋ハウジング本社 鎌ケ谷市
建設業・不動

産業

”地球に優しさを”を経営理念とし、CO2排出の削減と生活の利便

性を両立させた省エネ住宅の建築を実現しています。

I
株式会社東洋ハウジング

流山おおたかの森営業所
流山市

建設業・不動

産業

”地球に優しさを”を経営理念とし、CO2排出の削減と生活の利便

性を両立させた省エネ住宅の建築を実現しています。

I
株式会社東洋ハウジング

新鎌ケ谷モデルハウス
鎌ケ谷市

建設業・不動

産業

”地球に優しさを”を経営理念とし、CO2排出の削減と生活の利便

性を両立させた省エネ住宅の建築を実現しています。

I 丸誠株式会社 佐倉市 建設業

照明を間引き、日中は自然光を取り入れ使用電力の削減を行って

います。クール/ウォームビズを取入れ、冷暖房の設定温度を適

正管理しています。FAX送受信をパソコン上で管理し、ペーパー

レス化を導入しています。全てのパソコンに、一定時間操作なし

で自動電源OFF設定をしています。

I 千葉クリーン株式会社 印西市
その他（廃棄

物処理業）

廃棄物の収集運搬業者として、全従業員が環境への負荷の削減と

環境保全に関する取り組みに貢献すべく、エコ運転の実施、休憩

室・事務室の節電等、日々の業務に取り組んでいます。2017年5

月にエコアクション21に認証・登録され、全社で環境への負荷

削減と環境保全に関する取組みを行っています。



I 株式会社天下一天晴 市川市 運輸・通信業

地球温暖化対策として、事務所内夏期空調温度28℃、冬季空調

20℃を目安に設定しています。また、事務所内照明のLED化を計

画的に進め、且つ屋外倉庫では人感センサーを多用するなど、外

出時、退社時、不在時の不要電源カットを徹底しています。

I

東京電力エナジーパートナー株式

会社

E＆G事業本部東関東本部

千葉市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

環境に配慮した事業活動を推進するために、環境マネジメントシ

ステムを導入し、照明の削減や小まめなスイッチオフ、両面コ

ピーなどの活動にも積極的かつ継続的に取り組んでいます。

I

東京電力エナジーパートナー株式

会社

法人事業本部ビジネスソリュー

ション部

千葉市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

環境に配慮した事業活動を推進するために、環境マネジメントシ

ステムを導入し、照明の削減や小まめなスイッチオフ、両面コ

ピーなどの活動にも積極的かつ継続的に取り組んでいます。

I

東京電力エナジーパートナー株式

会社

リビング事業本部千葉支店

千葉市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

環境に配慮した事業活動を推進するために、環境マネジメントシ

ステムを導入し、照明の削減や小まめなスイッチオフ、両面コ

ピーなどの活動にも積極的かつ継続的に取り組んでいます。

I

東京電力エナジーパートナー株式

会社

千葉カスタマーセンター

千葉市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

環境に配慮した事業活動を推進するために、環境マネジメントシ

ステムを導入し、照明の削減や小まめなスイッチオフ、両面コ

ピーなどの活動にも積極的かつ継続的に取り組んでいます。

I イチカワ株式会社柏工場 柏市 製造業

2000年にISO14001を取得し、省資源、省エネルギー、環境負荷

低減に取り組んでいます。その取り組みが評価され2014年・

2015年には柏市エコカンパニー大賞を受賞しています。

I 有限会社橋本 習志野市
その他（廃棄

物処理業）

一般・産業廃棄物の収集運搬を業としています。ISO14001の取

得、デジタルタコメーターによる燃費の把握やバックモニターの

導入により、エコドライブと安全な運転を徹底しています。

I
東京電力パワーグリッド株式会社

千葉総支社
千葉市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

環境に配慮した事業活動を推進するため、環境マネジメントシス

テムを導入し、オフィス照明の削減やこまめなスイッチオフなど

の地道な活動にも積極的に取り組んでいます。

I
東京電力パワーグリッド株式会社

千葉総支社幸町事務所
千葉市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

環境に配慮した事業活動を推進するため、環境マネジメントシス

テムを導入し、オフィス照明の削減やこまめなスイッチオフなど

の地道な活動にも積極的に取り組んでいます。

I
東京電力パワーグリッド株式会社

千葉総支社桜木事務所
千葉市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

環境に配慮した事業活動を推進するため、環境マネジメントシス

テムを導入し、オフィス照明の削減やこまめなスイッチオフなど

の地道な活動にも積極的に取り組んでいます。

I
東京電力パワーグリッド株式会社

千葉総支社千葉建設センター
市原市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

環境に配慮した事業活動を推進するため、環境マネジメントシス

テムを導入し、オフィス照明の削減やこまめなスイッチオフなど

の地道な活動にも積極的に取り組んでいます。

I
東京ガスネットワーク株式会社

千葉支社
千葉市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

東京ガスグループは、かけがえのない自然を大切に資源・エネル

ギーの環境に調和した利用により地域と地球の環境保全を積極的

に推進し、社会の持続的発展に貢献しています。

I 株式会社総合印刷新報社 船橋市 製造業

一人一人が意識をもって、事務所・工場でのこまめなスイッチオ

フを実施しています。紙の再利用、エコドライブの心掛け、環境

負荷の低減に取り組んでいます。地球環境にやさしいものづくり

に努めています。

I メディアパークいすみ店 いすみ市
卸売・小売

業、不動産業

省エネ商品をお客様におすすめしています。特に、LED照明、省

エネエアコンを中心に販売しています。

I
株式会社カワイチ・テック成田工

場
成田市 製造業

私たちは、毎月、電気・灯油・ガソリン・水の使用量を見える化

して、CO2の排出量を計算し削減に努め、また、廃棄物の有効利

用に努力をしています。社員いきいき元気な会社として、ワーク

スタイルの見直しに取り組んでいます。



I 千葉建設業協同組合 茂原市 建設業

経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先

進国の進んだ技能・技術・知識を習得させ、その国の経済発展を

担う人材育成を目的に事業を行っています。エコな活動を組合、

及び参加組合員が行うことにより、より広範囲に普及できると考

えています。

I 株式会社odk 流山市 建設業

当社は、電気工事・電気通信工事を手掛けています。工事車両は

コンパクトカーを使用し、電材のリサイクルに取り組んでいま

す。オフィスでは、エアコンの適正使用、照明のこまめな消灯を

心掛けています。

I 株式会社ツクモデンキ 匝瑳市
建設業、卸

売・小売業

店内照明のLED化。看板照明はタイマーやセンサーを使用。業務

用パソコンは本体の自動OFF機能を設定し、節電に取り組んでい

ます。社内の空調設備は順次高効率型の機器に更新し、営業車の

エコドライブ、作業現場での省エネも励行しています。

I 有限会社ホンダデンキ 野田市 卸売・小売業

当社は省エネ家電製品やLED照明、太陽光発電設備の販売を始

め、省エネ・断熱に向けたリフォーム事業を行っています。店舗

や事務室倉庫等は、LED照明を使用し、その他センサー付照明も

使用、省エネ化に取り組んでいます。

I ユウショップかいほ 成田市 卸売・小売業 電気使用量の削減に積極的に取り組みます。

I 株式会社斎藤英次商店本社 柏市 卸売・小売業

創業71年の実績をもつ古紙問屋として、現在のリサイクル社会を

形成してきました。社内でも”再資源化”は特に力を入れて取り組

んでいます。

I 株式会社斎藤英次商店柏営業所 柏市 卸売・小売業

創業71年の実績をもつ古紙問屋として、現在のリサイクル社会を

形成してきました。”再資源化”は特に力を入れており、資源物を

積極的に受け入れることで、地域の皆様のリサイクル活動のお手

伝いをしています。

I 株式会社斎藤英次商店流山営業所 流山市 卸売・小売業

創業71年の実績をもつ古紙問屋として、現在のリサイクル社会を

形成してきました。”再資源化”は特に力を入れており、流山市の

資源ゴミも受け入れることで、地域の皆様のリサイクル活動のお

手伝いをしています。

I 株式会社斎藤英次商店松戸営業所 松戸市 卸売・小売業

創業71年の実績をもつ古紙問屋として、現在のリサイクル社会を

形成してきました。”再資源化”は特に力を入れており、資源物を

積極的に受け入れることで、地域の皆様のリサイクル活動のお手

伝いをしています。

I 株式会社斎藤英次商店船橋営業所 船橋市 卸売・小売業

創業71年の実績をもつ古紙問屋として、現在のリサイクル社会を

形成してきました。”再資源化”は特に力を入れており、船橋市の

資源ゴミも受け入れることで、地域の皆様のリサイクル活動のお

手伝いをしています。

I 株式会社斎藤英次商店千葉営業所 千葉市 卸売・小売業

創業71年の実績をもつ古紙問屋として、現在のリサイクル社会を

形成してきました。”再資源化”は特に力を入れており、千葉市の

資源ゴミも受け入れることで、地域の皆様のリサイクル活動のお

手伝いをしています。

I 株式会社斎藤英次商店土気営業所 千葉市 卸売・小売業

創業71年の実績をもつ古紙問屋として、現在のリサイクル社会を

形成してきました。”再資源化”は特に力を入れており、千葉市の

資源ゴミも受け入れることで、地域の皆様のリサイクル活動のお

手伝いをしています。

I
株式会社斎藤英次商店柏沼南営業

所
柏市 卸売・小売業

創業71年の実績をもつ古紙問屋として、現在のリサイクル社会を

形成してきました。”再資源化”は特に力を入れており、資源物を

積極的に受け入れることで、地域の皆様のリサイクル活動のお手

伝いをしています。

I ハヤシ家電サービス 旭市 卸売・小売業

町の電気屋さんとしてお客様にeco商品を積極的に進めると共

に、エアコンなどの空調機器のフィルター掃除を定期的に実施し

ております。古い家電などの回収の際は家電リサイクルを実施

し、店舗もLED照明を導入するなど省エネ活動に取り組んでいま

す！



I 京葉ビルサービス株式会社 八千代市
建設業、サー

ビス業

照明器具のLED化、空調機のフィルター清掃や機器更新、節水器

具取付工事などを行っています。主業務の清掃、警備、マンショ

ン管理業務のなかで、お客様にCOOLCHOICEや環境家計簿など

省エネのご提案をしています。

I

花見川第二終末処理場ヴェオリ

ア・ジェネッツ・公営事業・イシ

ガキ・センエー特定委託業務共同

企業体

千葉市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

県民の方々の生活や広域的な水環境の維持・向上に寄与するた

め、花見川第二終末処理場において環境マネジメントシステムを

運用し、安定した維持管理と省エネの両立により環境負荷低減に

日々努めています。

I
生活協同組合コープみらい千葉県

本部
千葉市

その他（生

協）

地球温暖化防止に向けて、普段の暮らしの中でCO2を減らす「エ

コ活！チャレンジ」をはじめ、「エコプログラム」の提供や

「コープみらい八街の森」での里山保全活動、環境保全につなが

る商品の普及、「フードドライブ」など多彩な取組みを進めてい

ます。

I 有限会社山治塗装工業 市原市 建設業

事務所、倉庫の照明器具を蛍光灯型LED電球に交換し、同業他社

やお客様にもお薦めしています。屋根、壁のペンキの塗り替えの

際は、遮熱塗料をお薦めしています。近々、当事務所の屋根、壁

にも遮熱塗料を塗布します。

I 株式会社よしのや電気商会 千葉市 卸売・小売業 あなたに1番近い店、よしのや電気は、省エネの相談所

I 有限会社オオクマデンキ 野田市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

店舗・事務所の照明、冷暖房の使用量削減に取り組んでいます。

I タムラテレビ 銚子市 卸売・小売業

当社では、省エネ家電の提案・販売を手掛けています。特に使用

率が高い冷蔵庫・テレビ・エアコンなどは、省エネ基準達成率の

高い製品をお薦めしています。店舗の照明にLED照明を使用し、

室温の適正管理に取り組んでいます。

I 大塚電気設備株式会社 野田市
建設業、卸

売・小売業

当社は省エネ家電製品、LED照明、太陽光発電設備等の販売を通

してCO2削減に努力しています。また、業務用空調機等の冷媒回

収量を県に報告しています。当社内では、照明のLED化、営業車

のエコドライブ、作業現場での省エネ化の努力、励行に努めてい

ます。

I 有限会社精工堂電器商会 旭市 卸売・小売業
私共は、スマートライフコンシェルジュのメンバーとして、省エ

ネ家電の普及と啓蒙に取り組んでいます。

I 株式会社イタミエコテック 勝浦市

建設業、その

他（産廃処分

業）

当社は、産廃処理と解体工事で資源循環型社会形成に努めていま

す。また、エコアクション21で事業活動に伴う電気・軽油・ガ

ソリン等による二酸化炭素排出量削減や廃棄物の削減、グリーン

購入について全員で取り組んでいます。

I ケイヨーテレビ 千葉市 卸売・小売業
家電製品を買い替えてどれだけ省エネになるか、近くの当店にご

相談ください。

I 株式会社ユニオン 八千代市 卸売・小売業 販売ー照明器具のLED化の促進省エネ商品の斡旋

I
生活協同組合パルシステム千葉パ

ルひろば☆ちば
千葉市 卸売・小売業

安心・安全な食材や生活用品を組合員へお届けしています。組織

全体でCO2排出量の削減を目標にして、「環境配慮機器の導入」

「節電」「エコドライブ」「容器・包装の回収」「うちエコ診

断」などに取り組んでいます。

I 有限会社宮本電気商会 香取市 卸売・小売業
家電販売店として地域のお客様へ省エネ情報を伝えて、知識・意

識の向上と行動を進めていきます。

I
特別養護老人ホーム関宿ナーシン

グビレッジ
野田市

その他（介護

福祉施設）

当施設は、田園風景に囲まれた地域にあり、ご利用される方々が

健やかで穏やかに生活し続けていただくことを目指しています。

取組みとして、ごみの資源化や削減、照明等のこまめな電源オフ

を積極的に行っています。

I 船橋市有価物回収協同組合 船橋市 卸売・小売業

当組合は、ごみの減量と限りある資源の再資源化を目指していま

す。組合活動を青年部員が向上心をもって活動しており、船橋市

内のイベントに参加し、有価物の出し方のPR、禁忌品の展示、

パネル展示、船橋三番瀬・船橋駅周辺のごみ拾いなど啓蒙活動を

行っています。



I 宮川電気通信工業株式会社 千葉市 建設業

当社は、情報通信設備のトータルサポートを手掛けています。オ

フィス内では、LED照明の使用、人感センサーの設置、部分的消

灯を実施し、消費量の削減を図っています。また、廃棄物の削減

において、コピー用紙の使用済裏紙の使用により、紙の使用量削

減を実施しています。

I 団地興業株式会社 千葉市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

当社は、住宅の給排水設備・衛生器具設置の事業を主としており

ます。常日頃CO2排出量の削減に取組んでおり、お客様にも省エ

ネルギー製品の情報提供を積極的に行い、社全体で推進しており

ます。

I ビジネス環境整備株式会社 銚子市
その他（収集

運搬業）

当社は、浄化槽管理及び一般ごみや産廃収集運搬を手掛け、地域

が安全で住み良い生活ができるよう努めております。エコアク

ション21では廃棄物リサイクル量の拡大や電気・ガソリン等の二

酸化炭素排出量制限に取り組んでおります。

I 有限会社髙梨電機 船橋市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

当社は、施設・住宅照明や町内会防犯灯のLED化、古くなった空

調機器の交換を推奨し施工しています。工事廃材は分別しリサイ

クルに努めています。事務所は照明器具の全LED化、節電型のコ

ピー機・節電タップの導入などにより節電に取り組んでいます。

I 株式会社トポスエンタープライズ 千葉市

運輸・通信

業、卸売・小

売業、その他

（倉庫業）

当社は、運送会社として、効率的な配送ルートを設定、ハイブ

リッド車の導入、エコドライブを徹底し、積極的にCO2削減に取

り組んでいます。また、オフィスと倉庫をすべてLED照明にし、

倉庫内の断熱シート及び太陽光発電を導入し、環境に配慮してい

ます。

I 前田運輸株式会社 市原市 運輸・通信業

当社は、環境への取組としてグリーン経営の認証を取得していま

す。ドライバーは日々の燃費を把握してエコドライブを心掛けて

います。事務所では紙の使用量削減・ペーパーレス、照明のこま

めなスイッチオフに取り組んでいます。

I 有限会社リクライム 千葉市
その他（再生

卸売業）

当社は、有価物回収と産廃収集運搬で資源循環型社会形成に努め

ています。また、エコアクション21で事業活動に伴う電気・軽

油・ガソリン等による二酸化炭素排出量削減や廃棄物の削減、グ

リーン購入について全員で取り組んでいます。

I 和泉通信工業株式会社 松戸市 建設業

当社は、情報通信設備全般の設計・施工・保守を手掛けていま

す。オフィスではLED照明を使用し、こまめに消灯を実施。ま

た、コピー用紙の使用済裏紙を再利用やメモ用紙として使用する

などリサイクルに取組んでいます。

I
三井住友海上火災保険株式会社千

葉ビル
千葉市 金融・保険業

独自の環境マネジメントシステム「みんなの地球プロジェクト」

のもと、環境負荷の削減に積極的に取り組んでいます。SDGs

（国連の持続可能な開発目標）を道しるべにし、環境問題への取

組を推進しています。

I
シーデーシー情報システム株式会

社
千葉市

その他（情報

サービス業）

環境マネジメントシステム（ISO14001）を認証取得し、環境に

配慮した事業活動を推進しています。事業所内照明のLED化、

クールビズ・ウォームビズの実施をはじめ、従業員一人ひとりが

省エネの意識を持ち環境負荷低減に努めています。

I
第一生命保険株式会社千葉総合支

社
千葉市 金融・保険業

「第一生命グループ企業行動原則（DSR憲章）」に基づき、社

会・経済の発展と地球環境との調和を目指し、持続可能な社会の

実現に寄与するため、環境負荷低減と環境保護・保全に社員一体

となって取り組んでいます。また、Web会議等の活用による配布

資料の削減、ペーパーレス化を推進し、生産性向上を図っていま

す。

I

SBIグループ環境方針に基づき、地域経済・社会の維持発展に努

めます。印刷時の両面コピーや資料の電子化等により紙の使用量

削減を維持して参ります。

I SBIエステートファイナンス船橋支店

SBIエステートファイナンス株式会

社船橋支店
船橋市 金融・保険業

https://www.sbi-efinance.co.jp/access/funabashi/
https://www.sbi-efinance.co.jp/access/funabashi/


I 有限会社東軌建設 船橋市 建設業

当社は鉄道インフラ整備に関わる土木・軌道工事に携わり、鉄道

は環境に優しい輸送機関。私たちはCO2排出量削減が重要である

との認識のもと、エネルギーの効率利用や消費量低減に取組むほ

か、社員一人一人がCO2削減の観点から日々の業務を見直す取組

に努めます。

I 有限会社石井商店 館山市

その他（ガラ

ス・ビン再

生）

当社はガラス・ビンを再生原料化する資源循環型事業に携わって

います。エコアクション21を取得し事業活動に伴う電気・軽

油・ガソリン等によるCO2排出量削減や廃棄物の削減、グリーン

購入に全員で取り組んでいます。

I 株式会社今井組 銚子市 建設業

当社は10年前に「ISO14001」を取得し、それとともに環境問題

に配慮してきました。海岸の整備等に重きを置き、清掃活動のボ

ランティアに積極的に参加しています。事務所の電気には、LED

電燈を数年前より取り入れていました。これからも地球に貢献で

きるよう少しずつ環境整備したいと思います。

I 有限会社髙山興業 木更津市

その他（産業

廃棄物収集運

搬）

産業廃棄物収集運搬、非鉄金属リサイクル業をしております。社

員全員が環境保全の為に出来ることを考え、エコドライブの推

進、節電、紙の使用量削減・再利用、グリーン購入等の省エネ活

動に取り組んでいます。

I
株式会社大電テクニカ千葉工事セ

ンタ
千葉市 建設業

車異動時は「効果的な移動経路」や「エコドライブ」を実施。ま

た、社員一人一人が紙の使用量削減・照明のこまめなスイッチオ

フを実施。更に働き方改革に向けた時間外労働の制限やワークス

タイルの見直しに取り組んでいます。

I 株式会社大電テクニカ千葉支店 千葉市 建設業

車異動時は「効果的な移動経路」や「エコドライブ」を実施。ま

た、社員一人一人が紙の使用量削減・照明のこまめなスイッチオ

フを実施。更に働き方改革に向けた時間外労働の制限やワークス

タイルの見直しに取り組んでいます。

I
株式会社大電テクニカ佐原工事セ

ンタ
香取市 建設業

車異動時は「効果的な移動経路」や「エコドライブ」を実施。ま

た、社員一人一人が紙の使用量削減・照明のこまめなスイッチオ

フを実施。更に働き方改革に向けた時間外労働の制限やワークス

タイルの見直しに取り組んでいます。

I 株式会社大電テクニカ本社 香取市 建設業

車異動時は「効果的な移動経路」や「エコドライブ」を実施。ま

た、社員一人一人が紙の使用量削減・照明のこまめなスイッチオ

フを実施。更に働き方改革に向けた時間外労働の制限やワークス

タイルの見直しに取り組んでいます。

I 柏市中央体育館 柏市 サービス業

従業員は紙の使用量削減の為、不用な用紙の裏紙印刷やメモ帳と

して活用しています。館内の照明はこまめなスイッチオフに取り

組んでいます。

I 柏市沼南体育館 柏市 サービス業

従業員は紙の使用量削減の為、不用な用紙の裏紙印刷やメモ帳と

して活用しています。館内の照明はこまめなスイッチオフに取り

組んでいます。

I 柏市富勢運動場 柏市 サービス業

従業員は紙の使用量削減の為、不用な用紙の裏紙印刷やメモ帳と

して活用しています。館内の照明はこまめなスイッチオフに取り

組んでいます。

I 柏市塚崎運動場 柏市 サービス業

従業員は紙の使用量削減の為、不用な用紙の裏紙印刷やメモ帳と

して活用しています。館内の照明はこまめなスイッチオフに取り

組んでいます。

I ユニー株式会社アピタ君津店 君津市 卸売・小売業

業界唯一のエコファースト企業として、全店ISO14001を取得

し、SDGsへの対応を中心に環境問題や省エネルギーに取組んで

おります。環境に良い商品の開発・販売や食品リサイクルの実現

により、お客様や地域と共に持続可能な社会を目指して参りま

す。

https://www.sbi-efinance.co.jp/access/funabashi/


I ユニー株式会社アピタ木更津店 木更津市 卸売・小売業

業界唯一のエコファースト企業として、全店ISO14001を取得

し、SDGsへの対応を中心に環境問題や省エネルギーに取組んで

おります。環境に良い商品の開発・販売や食品リサイクルの実現

により、お客様や地域と共に持続可能な社会を目指して参りま

す。

I 理研ビタミン株式会社千葉工場 千葉市 製造業

環境マネジメントシステム（ISO14001）の運用を基に、各種の

環境保全活動に取り組んでいます。具体的には、建屋の照明LED

化、カーボンオフセットとなる副生油による蒸気ボイラの燃料

化、太陽光発電設備など再生可能エネルギーの利用を行っていま

す。

I
エム・エムブリッジ株式会社市原

工場
市原市 製造業

「小さな一歩が未来を変える　みんなで取り組むエコ活動」をス

ローガンとして掲げ、職員一人一人の、省エネ・省資源・環境保

全活動等への積極的な取り組みと、活動に必要な職場環境の整備

を推進しています。

I 株式会社ケーヨー 千葉市 卸売・小売業

当社は、DIY用品、園芸、家庭用品、インテリア、レジャー用

品、ペット用品等、普段の暮らしに役立つ住関連商品を販売する

ホームセンター事業を営んでおります。ケーヨーデイツーでは、

LED照明の採用やエアーカーテンによる省エネ空調設備などを採

用しております。

I 株式会社共栄サービス 野田市 その他

2013年にエコアクション21を取得し、環境保全活動に取り組ん

でいます。室温の適正管理に取り組み、グリーン購入や再生紙使

用マークを優先的に購入しています。また、工場や事務所の照明

をLED化し常時使用しない場所は人感センサーを導入していま

す。

I 荏原実業株式会社 千葉市 建設業

当社は豊かな人間環境の創造を目指して社会に貢献することを企

業理念としています。2015年よりNPO法人「都川の環境を考え

る会」と協定を結び、都川の土堤の草刈りなど、河川環境を保全

する活動に継続して参加しています。

I モデン工業株式会社　本社 千葉市 建設業

社員一人ひとりが「エコ」を意識しております。

1.LED照明を使用し、出勤状況で照明の間引きを実施。昼食休憩

時は消灯を徹底。

2.クールビズ、ウォームビズを実施、冷暖房装置の温度設定も適

正にしております。

I モデン工業株式会社　茂原支店 茂原市 建設業

社員一人ひとりが「エコ」を意識しております。

1.LED照明を使用し、出勤状況で照明の間引きを実施。昼食休憩

時は消灯を徹底。

2.クールビズ、ウォームビズを実施、冷暖房装置の温度設定も適

正にしております。

I 千葉愛の教会 千葉市
その他（教

会）

使用していない部屋やエリアの照明を消灯し、省電力に努めてい

ます。独自にペットボトルキャップの収集を行い、ごみの分別・

リサイクルを推進しています。教会正面に色とりどりの花を植え

て彩を持たせるとともに、CO2削減に寄与します。

I 株式会社エアリー 千葉市 サービス業

CO2排出量削減のためテレワークの推奨、照明、空調の調整や定

期的な清掃によりエネルギー使用量を削減し、事務所内にエコド

ライブ、3Rのポスターを掲示して社員全体にCO2削減の意識を

高めていきます。

I 珈琲所コメダ珈琲店千葉旭店 旭市 サービス業
食品ロスなどの廃棄削減と、リサイクル推進と再生素材の活用を

推進、3Rをコンスタントに追求しています。

I 富士正食品株式会社　本社工場 銚子市 製造業

ピーナッツ味噌の製造工場で、作業場が熱く省エネと作業環境の

改善が課題です。照明は、全ての蛍光灯をLED化しました。作業

場では、エアージャケットの導入と、クールビズやウォームビズ

を進めています。



I 富士正食品株式会社　成田工場 多古町 製造業

ゼリー充填機など生産によって電気使用量が多くなりますが、電

気使用量の掲示や啓発、休憩時の消灯を行い節電に取り組んでお

ります。現在照明は蛍光灯ですが、2022年内を目途に全てLED

化を計画しています。

I 生活クラブ生活協同組合 千葉市

その他（消費

生活協同組

合）

大量生産・大量消費という、環境や未来を奪いとり続ける浪費社

会から、安心と豊かさを感じられる持続可能な社会への転換をめ

ざします。生活クラブは、電気の共同購入やエネルギーの削減、

資源の有効利用などを含めた独自の原則を定め、その原則に沿っ

て活動しています。

I 福井電機株式会社 千葉市 卸売・小売業

太陽光発電、電力監視システム、断熱ガラス、LED照明など、設

備投資による節電施策とあわせて、ノー残業デー、エコドライブ

など、社員の取組施策を実践しております。これからもSDGsへ

の取組を通じて、継続して環境負荷低減に努めてまいります。

I 株式会社フレスコ 千葉市 建設業

太陽光発電、LED照明切替、壁面緑化などの設備投資による節電

施策とあわせて、こまめな照明等の電源オンオフや空調温度調整

による省エネを実践しております。今後もSDGsへの取組を通じ

て環境負荷低減に努めて参ります。

I 株式会社住まいるハウジング 千葉市

農林水産業、

建設業、卸

売・小売業、

不動産業

省エネ住宅取組。通勤・外回りに電車・バス等を活用。資源活用

の為、キャップをワクチン化し福祉にも貢献。省エネの為LED・

部分消灯、室温管理・服装調節を励行。生産・消費に責任、

3R・両面コピー・FSCマーク等の購買。5S改善で残業の光熱抑

制。　「暮らしを笑顔にする会社です。」

I 東都金属印刷株式会社 船橋市 製造業

弊社は「金属製品の印刷」という、リサイクル率の高い環境にや

さしい素材を扱った製品作りを行っております。業務上発生して

しまった金属板をリサイクルするのは勿論のこと、飲料アルミ缶

などのリサイクルも積極的に行っております。

I

社内会議は紙を使わずディスプレイを使用。こまめな照明のオ

フ、ノー残業、徒歩通勤・自転車通勤、エコドライブなど従業員

一人ひとりが温暖化対策に積極的に取り組んでおります。

I 株式会社アトラボ

I
株式会社サンライズ千葉コーポ

レーション
千葉市 不動産業

地球温暖化対策に向けて、事業所の適正な温度設定、また昼休み

等こまめに電気を消灯し、できる限り自動車は使用せず徒歩や自

転車、公共交通機関等を利用します。

I 東京パフ株式会社　千葉工場 野田市 製造業

自然環境を守るため「省エネ」と「廃棄物削減」に取り組んでお

ります。建物内LED化実施、ごみの分別徹底、規格外品や端材の

再利用の他、全てがリサイクル素材でできたパフの開発に注力し

ております。

I オリーブ薬局 富津市 卸売・小売業

こまめな消灯を心がけて室温の適正な管理をしています。資料の

電子化で紙の削減を図っています。ブラインドを活用して室温調

整しています。エコな運転を心掛けています。

I オリーブ薬局　野田店 野田市 卸売・小売業

こまめな消灯を心掛け、室温の適正管理をしています。裏紙の使

用、両面印刷、縮小コピーなどで紙の使用量削減を行っていま

す。店の前には植栽をして温暖化、二酸化炭素の排出を抑えてい

ます。

I
有限会社ファースト企画　本部事

務所
千葉市 卸売・小売業

オフィスでは従業員一人一人が紙の使用量削減のため紙の再利

用、両面印刷、縮小印刷をしています。照明のこまめなスイッチ

オフと空調をなるべくオフにて節電に取り組んでいます。

I 石井修一　（個人事業主） 千葉市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

事務所で消費する電気は、太陽光発電による自給自足を基本とす

ることで消費電力に占める再生可能エネルギーの割合を高めてい

ます。心安らぐ緑化を心がけています。

I 石井建設有限会社 千葉市
製造業、卸

売・小売業

事務所で消費する電気は、太陽光発電による自給自足を基本とす

ることで、 消費電力に占める再生可能エネルギーの割合を高め

ています。

サービス業株式会社アトラボ 東金市

https://attlabo.com/
https://attlabo.com/


I
株式会社バースヴィジョン

本社工場
松戸市 サービス業

当社は市町村により分別収集された資源ゴミを回収し、再生プラ

スチック原料を製造し、循環型社会形成の一翼を担っています。

場内では、照明のこまめなスイッチオフやフォークリフトのこま

めなエンジンストップに取り組んでいます。

I 有限会社石田商会 大網白里市

卸売・小売

業、サービス

業

環境問題に深く関わった自動車業界の会社として、LED照明や太

陽光発電設備の導入を積極的に取り組んできました。展示車両に

も電気自動車を導入するなど、常に環境に配慮した取り組みに努

めています。

I 株式会社 エボン中国 千葉オフィス 千葉市
その他（コン

サルティング）

「環境にやさしい」ことを心掛け、事務所では照明のLED化や

ペーパーレス化、設定温度の適正化を行っていましたが更に一歩

進めバッテリーEVと同時にソーラーパネル＋V2H充放電機器も

導入準備中です。

I 株式会社ショウエイ　野田工場 野田市 製造業

クール/ウォームビズを取り入れ、冷暖房の設定温度を適正管理

しています。また、工場稼働日を集中させ効率化を図り積極的な

節電対策に取り組み中です。コピー用紙の再利用や議事録などの

ペーパーレス化に努めています。

I 株式会社戸倉商店 南房総市

建設業、電

気・ガス・熱

供給・水道業

太陽光発電システム・土木・給排水設備の工事を行っており、節

電・節水・エコで快適な暮らしのご提供に取り組んでいます。自

社事務所にも太陽光発電・LED照明・節水型トイレ・複層ガラス

を設置しており、省エネに努めています。

I 昭和工業株式会社 鎌ケ谷市 製造業

建築用鉄骨加工業として3R活動に取り組んでおります。電気使

用料の見える化により、従業員が節電対策を意識しエネルギー使

用量削減に取り組んでいます。今年度中に工場屋根に太陽光発電

システムを設置し、グリーン電力を活用します。

I
有限会社テクノディーゼル

姉崎事業所
市原市

建設業、電

気・ガス・熱

供給・水道業

自家消費太陽光発電と蓄電池を組合せ、再エネ利用率を高めると

共にBCP対策の一部として利用することにより、地域社会の温暖

化対策に貢献しています。また、社用車はなるべく低燃費車輛を

採用しEV導入も積極的におこなっています。EVは動く蓄電池と

して地域の災害時のエネルギー供給にも活用します。

I 株式会社一心　いちの膳 市原市
その他（飲食

業）

作り置きの量を減らしたり、お客様へ食べ残しの持ち帰りを提案

するなどして食品ロスを減らしています。また、店内の温度調整

や照明のこまめなスイッチオフ、紙の使用量の削減等に取り組ん

でいます。

I 株式会社 大将軍 千葉市 サービス業

建物内LED化、節水コマ設置、ペーパレス化のために様々なアプ

リ導入など、投資を必要とするものから、クールビズをはじめ、

廊下の消灯や裏紙の利用など、社員一人一人の意識・協力が必要

なものまで、会社全体で環境負荷低減に取り組んでいます。

I 焼肉屋くいどん蘇我店 千葉市 サービス業

建物内LED化、節水コマ設置、ペーパレス化のために様々なアプ

リ導入など会社全体での取組みや、営業時間外の客席消灯、各機

器フィルターの定期掃除など、お店独自での取組みも実施してい

ます。

I 焼肉屋くいどん東千葉店 千葉市 サービス業

建物内LED化、節水コマ設置、ペーパレス化のために様々なアプ

リ導入など会社全体での取組みや、営業時間外の客席消灯、各機

器フィルターの定期掃除など、お店独自での取組みも実施してい

ます。

I 株式会社ユーワ 市原市 建設業

地球温暖化対策としては、CO2の排出削減を目的に車両のアイド

リングストップなどの出来る事を積み重ね、環境負荷を減らす事

に取り組んでいます。社員一人一人が未来の子供たちに環境面の

負担を掛けないような行動を取っていく事を推進していきます。



I 富士エムアセット株式会社 松戸市 不動産業

EV自動車の利用促進の為に、所有不動産にすでに普通充電機を

設置しており、地球温暖化対策に貢献しています。今回さらに急

速充電機を設置することで、EV自動車のさらなる利用を促進し

ていきます。

I 富士エムアセット株式会社 松戸市 不動産業

EV自動車の利用促進の為に、所有不動産にすでに普通充電機を

設置しており、地球温暖化対策に貢献しています。今回さらに急

速充電機を設置することで、EV自動車のさらなる利用を促進し

ていきます。

I
佐原三菱自動車販売株式会社

佐原51店
香取市 卸売・小売業

店舗のLED化を進めると共に組織全体でCO2削減計画を策定し、

重点取組として目標を設定した項目への取組結果を毎月管理し、

店舗責任者を中心に店舗員一人一人と確認を行いCO2削減活動に

取組んでいます。

I
佐原三菱自動車販売株式会社

小見川店
香取市 卸売・小売業

店舗のLED化を進めると共に組織全体でCO2削減計画を策定し、

重点取組として目標を設定した項目への取組結果を毎月管理し、

店舗責任者を中心に店舗員一人一人と確認を行いCO2削減活動に

取組んでいます。

I
社会福祉法人まごころ

ビーアンビシャス
成田市

その他（福

祉）

トイレ等に人感センサー付照明を設置したり、不必要な場所のエ

アコンや照明の休止、コピー紙の使用量削減等を行っています。

将来的には太陽光発電や電気自動車の導入を目指しています。

I 株式会社O・N・E CAR SERVICE 佐倉市
その他（運転

代行業）

電気自動車を導入し環境に配慮し飲酒運転ゼロ、CO2排出ゼロに

向け活動してまいります。

I 株式会社フレスコ 成田市
その他（生鮮

加工業）

工場および事務所の照明をすべてLED化するとともに、従業員に

対し、こまめな消灯や節電を呼びかけております。事務所内で

は、備品はエコマーク商品を積極的に選定するようにし、資料の

保管は極力データ化するなどして、ペーパーレス化を意識してお

ります。

I 昭和運送興業株式会社 館山市 運輸・通信業

車両毎のCO2排出量を把握し、エコドライブの励行をドライバー

へ呼び掛け、アイドリングストップ機能付き車両を積極的に導入

しています。

I Beer banks 柏市 卸売・小売業

倉庫内の設置する冷蔵庫は、自然冷媒採用でCO2の排出量を削減

し、温暖化対策に取り組んでいます。配送の際には地球環境にや

さしい梱包資材を使用しています。

I 齋藤太陽光発電所（個人事業主） 南房総市
その他（太陽

光発電）

2014年10月より、太陽光発電事業を行っています。事務所も住

宅用太陽光発電システムを導入しています。将来的には、V2Hを

導入する予定です。

I 水野運輸株式会社 千葉市 運輸・通信業

CO2の排出量の削減に向けて、太陽光発電システムの導入、アイ

ドリングのストップ、低排出ガスの新型車両への代替え、LED電

球の導入、節電を行っています。グリーン経営認証、安全性優良

事業所認定も取得しています。

I
水野運輸株式会社

MU美浜倉庫
千葉市 運輸・通信業

CO2の排出量の削減に向けて、太陽光発電システムの導入、LED

電球の導入、節電、電気式フォークリフトの導入を行っていま

す。グリーン経営認証、安全性優良事業所認定も取得していま

す。

I 日本体育大学柏高等学校 柏市
その他（私立

高校）

オフィスでは室温の適正管理に取り組んだり、事務用機器等の省

エネモードを利用しています。両面コピー、使用済み裏紙使用、

資料の電子化等により紙の使用量の削減を実施しています。業務

に支障のない範囲で照明を消灯しています。

I 有限会社天野実業 船橋市 サービス業 太陽光発電をして、電力の一部をまかなっています。

I 株式会社コーワ電設 市原市 建設業

作業車の「エコドライブ」をこころがけ、事務所内は夏季空調

28度、冬季空調20度に設定を行い照明のこまめなスイッチオフ

を心がけ地球温暖化対策を実施します。



I 植草学園大学附属高等学校 千葉市
その他（私立

高校）

環境配慮の取り組みとして、新設設備には省エネや環境負荷の少

ないものを選択し、教職員一人一人は紙資源の削減、照明のこま

めな消灯、3Rの実施に積極的に取り組んでいます。また、生徒

に対しても環境保全の重要性を授業内で取り入れるとともに、活

動の中で自分たちでできることを常に考えさせ実践できるようア

ドバイスを行っております。

I AUD Cars株式会社　Audi幕張 千葉市 卸売・小売業

自動車販売ディーラーとしてEV車両販売促進に努め、結果として

カーボンニュートラルに繋がるような取り組みを推進する。ま

た、その販売促進には充電インフラ設置場所増が課題である為、

千葉県内の観光スポットや商業施設への充電器提供に注力してい

く。

I AUD Cars株式会社　Audi千葉中央 千葉市 卸売・小売業

自動車販売ディーラーとしてEV車両販売促進に努め、結果として

カーボンニュートラルに繋がるような取り組みを推進する。ま

た、その販売促進には充電インフラ設置場所増が課題である為、

千葉県内の観光スポットや商業施設への充電器提供に注力してい

く。

I
AUD Cars株式会社

Audi幕張サービスセンター
千葉市 卸売・小売業

自動車販売ディーラーとしてEV車両販売促進に努め、結果として

カーボンニュートラルに繋がるような取り組みを推進する。ま

た、その販売促進には充電インフラ設置場所増が課題である為、

千葉県内の観光スポットや商業施設への充電器提供に注力してい

く。

I 医療法人福慈会 上茂原診療所 茂原市
その他（医療

業）

患者様の診療に影響のないよう、出来る限り照明器具の間引きを

行ったり、換気を徹底し、冷暖房温度を適正にしております。

I 株式会社市川自動車教習所 市川市
その他（自動

車教習所）

一人ひとりが省電力を意識し、こまめなスイッチオフに取り組

み、また事業所内の照明のLED化にも取り組んでいます。環境を

考慮しゴミの分別・リサイクルを推進しています。空調は夏は28

度、冬は20度を推奨しています。

I 株式会社CKコンサルティング 千葉市 サービス業
オフィスでは節電の実施やペーパーレス化に積極的に取り組んで

います。

I 有限会社カワカ 旭市 卸売・小売業

店舗屋根への自家消費用の太陽光設置、店舗駐車場へV2Hの設

置、電力見える化の為のデマンド設置など、環境目標も定め、全

社員一丸となりCO2削減、省エネ化に取り組んでおります。

I 株式会社カワカトーヨー住器 旭市 卸売・小売業

当社は次世代省エネ建材の提案をはじめ、THINK HEAT【考えよ

う ヒトと地球にやさしい温度】をテーマに省エネや節電への取

り組みをしております。室内温度に着目し、住まいで出来ること

を考える活動を推進して参ります。

I 一般社団法人 ZEH普及支援協会 印西市 サービス業

環境負荷の少ない住宅の普及を前提としたコンサル事業を行って

います。太陽光発電からの再エネ電源、断熱改修されたオフィス

です。またLCCM住宅に蓄電池やEVと連携した実験住宅から得

た情報を住宅業界へとフィードバックさせる活動も行っていま

す。

I 西村直樹税理士事務所 市原市
その他（税理

士業）

温暖化対策として、一人ひとりが対策の意識をすることが必要か

と思います。先駆けとして、無駄な排出をしないよう、業務に支

障がない範囲で証明の間引きや部分的な消灯を実施して、省エネ

を心がけています。

I 株式会社武井製作所 松戸市 製造業

綿密な生産計画を立て、過剰生産の防止や残業抑制を行ってい

る。最大の使用エネルギーは電気になるが、常に見える化を行っ

ており、使用量が過大な場合、社内のSNSを使って使用抑制を促

している。



I 君津郡市建設業協同組合 木更津市
その他（事業

協同組合）

館内にLED照明を導入し、利用者の皆様や業務に支障の無い範囲

での部分消灯及び空調設備の適温設定を行っております。また、

職員はこまめなスイッチオフ、機器類の節電モード設定及び不要

な紙の再利用などエネルギーの削減に取り組んでおります。

I 有限会社フォー・ナイン 印西市 建設業

エコマークが掲示してある物品を積極的に購入し、図面等使用済

みのコピー用紙を裏紙やメモ用紙として利用することで紙の使用

量を削減しています。日中は自然光を取り入れるとともに、こま

めなスイッチオフや節電タップの使用で省エネに取り組んでいま

す。今年度はEVの導入でさらなる脱炭素化を進めます。

I 角松本店 我孫子市 サービス業

当店では屋根には太陽光発電システムを乗せ 大多数の電気を

賄っております。窓には遮熱フィルムを貼り エアコンの消費電

力を抑えております。照明の多くは LED照明に換えてありま

す。従業員にも 節電を心がけるように指導して 地球環境に優し

い店になるように 頑張っていきます。

I 合資会社寒菊銘醸 山武市 製造業

当社は環境に配慮した事業活動を推進しており、照明のLED化及

びエアコン、冷凍機の熱効率化のため定期的メンテナンスを行

なってます。また、使用済み裏紙を使用するなどのリサイクルに

も取り組んでおります。

I 水戸部製缶株式会社 船橋工場 船橋市 製造業

弊社では3Rに強いスチール缶を製造しています。事業所の照明

LED化・センサーライトの活用、2重屋根・遮熱塗装により冷暖

房電力の適正化を行っています。また電力使用量をデマンドで監

視し、調査・改善を行っています。

I 株式会社新光製作所 野田市 製造業

地球環境に配慮する会社として、温暖化防止や資源の有効活用を

事業方針に掲げています。具体的には、2025年までに温室効果

ガスの排出を2020年比で50％削減、2050年までには排出ゼロを

目指しています。また、ゴミ排出量は、2025年までに2020年比

で3割削減させます。

I 江野澤工業有限会社 上宮田営業所 袖ケ浦市 建設業

【人と地球に優しい住環境づくり】の実現をモットーに、従業員

ひとりひとりが省エネ・エコ活動に積極的に取り組んでいます。

CO2排出の削減を目的とした次世代自動車の導入や従業員にエコ

ドライブの実施を促し、未来の地球に貢献しています。

I 江野澤工業有限会社 横田営業所 袖ケ浦市 建設業

【人と地球に優しい住環境づくり】の実現をモットーに、従業員

ひとりひとりが省エネ・エコ活動に積極的に取り組んでいます。

CO2排出の削減を目的とした次世代自動車の導入や従業員にエコ

ドライブの実施を促し、未来の地球に貢献しています。

I 東光石油株式会社 千葉市

卸売・小売

業、サービス

業

温暖化対策の一助として積極的にハイブリッド車を導入。EV、

普通充電設備もいち早く導入しました。脱炭素社会に向け、更に

EVを増やし急速充電設備も完備して次世代自動車の利用促進に

取り組みます。

I スワン電器株式会社 柏市 製造業

太陽光パネルを設置し蓄電池に貯める事で地産地消での電力循環

の実証実験を進めております。照明をメインに再生可能エネル

ギーのみで生活できるスマートシティの実現に寄与した研究開発

に日々取り組んでおります。

I 友光学院 君津市 サービス業

当社は、廃棄物の削減や、室温の適正管理を心がけ、エネルギー

資源の削減、廃棄物の削減に取り組んでおります。また、通塾さ

れる生徒にも限りある資源を大切にするよう日頃から話しており

ます。

I
mitosaya株式会社

mitosaya薬草園蒸留所
大多喜町

農林水産業、

製造業

mitosayaでは、蒸留器で使う冷却水の循環再利用、雨水を活用

した植物の育成や、また製造工程で発生するもろみなどを利用し

た製品開発など、環境に配慮したものづくりを行っています。



I
株式会社ペーパーハウス社

椎の森パレットファクトリー
袖ケ浦市

製造業、その

他（倉庫業）

建物内LED化を実施、トイレ等に人感センサー付照明を設置して

おります。事務所・工場での休憩中の証明をOFFにするなど削減

に取り組んでおります。会議等もペーパーレス化、紙の使用量削

減のため紙の再利用、両面印刷をしています。

I 株式会社千葉製作所 成田市 製造業

なるべく残材を出さぬよう使用する分だけ材料手配します。削り

カスなどはリサイクルにだします。事務所では紙削減、照明のこ

まめなスイッチオフに取り組んでいます。建物の周りの緑は年に

二度従業員で剪定し、リサイクル業者へ運んでいます。

I 細田歯科医院 柏市
その他（歯科

医療）

当医院は無駄な紙媒体の削減、必要最小限度の照明の使用、エア

コンなどのメンテナンスをしっかり行うことで使用電力を抑える

取組を行っています。また、建物自体環境に配慮した医院になっ

ています。

I 木更津木材株式会社 木更津市
卸売・小売

業、不動産業

当社では再生可能な資源である木材製品の卸売をメインとし、ま

た太陽光発電設備を設置して自然エネルギーの供給を行っており

ます。「出来る事からコツコツと」をモットーに、微力ながらエ

ネルギー不足の緩和とCO2排出削減に向けた企業努力をしており

ます。

I ミニオン化粧品本社 千葉市 卸売・小売業

化粧品の取り扱い事業者として、地球環境の保全と持続可能な社

会の実現に寄与するため、環境負荷低減と環境保護・保全に取り

組んでいます。また、Web会議等の活用による配布資料の削減、

ペーパーレス化を推進し、環境負荷低減と併せた生産性向上にも

取り組んでいます。

I
有限会社谷中建設

スマートランドリー事業所
旭市

建設業、不動

産業

新規事業を始めるにあたり、既存事業の特性を活かして太陽光発

電や蓄電池等を利用した再生可能エネルギーの活用を行い、

SDGsについても取り組んでまいりたいと思います。

I 株式会社高田製作所 袖ケ浦市 製造業
弊社では、常に地球温暖化防止対策を念頭にカーボンニュートラ

ル貢献製品を優先的に購入をしている。

I
ネッツトヨタ千葉株式会社 レクサ

ス船橋
船橋市 卸売・小売業

自動車販売会社として、電気自動車やハイブリッド車の推奨と、

エコドライブの推進を行っております。また、省エネ設備への積

極的な投資を行い、効果的に活用することで「物による省エネ」

と「人が行う省エネ」の両面で取り組んでいます。

I 関玩具店 香取市 卸売・小売業

日当たりや外気温を確認しながら、照明やエアコンの温度設定を

こまめに調節しています。商品の使用用途を顧客に確認し、過剰

包装にならないように努めています。エコドライブを実践し、低

燃費になるよう心掛けて運転しています。

I 株式会社エステートコンサル 君津市 不動産業

オフィスでの節電対策や照明のLED化、ペーパーレス化など、従

業員一人ひとりが省エネ意識を持ち環境負荷低減につとめていま

す。

I 株式会社五常　高根営業所 千葉市 建設業

現在、地域の防災拠点として、サステナブル倉庫・体育館という

モデル展示をしております。太陽光発電・蓄電池を組み合わせ

で、電気・水（井戸水）・空調（ファン）のライフラインを確保

している100％クリーンエネルギー施設として取り組んでいま

す。

I 株式会社レオナルド社 匝瑳市
その他（美術

館）

松山庭園美術館は年間を通して企画展を開催し、地域の文化振興

と青少年の教育につとめております。徐々にLED照明に交換して

おり、入場者不在の部屋は照明休止、エアコン等の節電を実施し

ております。太陽光発電や電気自動車の導入を目指しています。

I 株式会社常盤植物化学研究所 佐倉市 製造業

当社はEA21を取得し、環境問題、SDGsを重視し、二酸化炭素の

削減、廃棄物、食品廃棄物の低減、排水量の低減、地域社会との

共生に取り組んでいます。また、「佐倉市ゼロカーボンシティ宣

言」を支持し、2050年までに二酸化炭素排出量ゼロを目指して

います。



I 株式会社黒澤製作所 佐倉市 製造業

従業員全員が意識し、紙の再利用、休憩時の照明オフなど積極的

な省エネ、エコ活動に取り組んでいます。車の運転時、環境にや

さしい運行を心がけています。

II 東関交通株式会社　本社営業所 成田市

運輸・通信

業、その他

（旅行業）

太陽光発電設備を設置しグリーンエネルギーの普及に向け推進し

ております。事業用自動車の燃料消費量を抑えるためエコドライ

ブの指導、実施を行なっております。オフィス内ではLED照明の

導入、コピー用紙の裏紙を利用し環境に配慮しております。

II 有限会社タック 八街市

建設業、電

気・ガス・熱

供給・水道業

当社は太陽光発電設備など、再生可能エネルギー利用設備や蓄電

池の普及を積極的に取り組んでおります。さらに社内でも脱炭素

化に向けた省エネ活動を推進しております。

II 有限会社グループホーム光 横芝光町 サービス業

既存の施設には太陽光パネルとV2Hを設置し、日中は太陽光発電

を施設内の電気に利用し、夜間はEVに余剰の太陽光を蓄電した

電気を、施設内に給電して利用している。2019年の台風15号の

際にも普段と変わらないような生活が送れました。今回は、新施

設にも同様に、設置し、電気の地産地消を目指す。

II 株式会社キミツ鐵構建設 木更津市 建設業

「エネルギーの自主自立＝環境負荷を少なくする」を目的とし

て、安全で長寿命なリチウム蓄電システムの普及事業を行ってい

ます。工事現場では蓄電池を使い、脱ガソリン・軽油を目指しま

す。事務所内照明のLED化、室温の適正管理等、節電に取り組ん

でいます。

II
木村プログレス工業株式会社　小

見川工場
香取市 製造業

当社は、窯業系外壁材の加工も行っており、加工時に発生する切

粉、端材等のリサイクルに取り組んでいます。事務所では、会議

資料の両面印刷やコピー用紙の裏紙を使用することで紙の使用量

削減に取り組んでいます。

II
木村プログレス工業株式会社　本

社　銚子工場
銚子市 製造業

当社は、窯業系外壁材の加工も行っており、加工時に発生する切

粉、端材等のリサイクルに取り組んでいます。事務所では、会議

資料の両面印刷やコピー用紙の裏紙を使用することで紙の使用量

削減に取り組んでいます。

II 髙木製菓 木更津市 製造業

日頃よりこまめな節電を意識し、ソーラー発電による自家発電し

た電力を店舗で活用しています。また地元の食材を取り入れた商

品づくり、食品ロスの削減など、焼き菓子専門店としてSDGs促

進に取り組んでます。

II 株式会社ジェイ・キャリー 木更津市 運輸・通信業

ペーパーレス推進でPCFAXの導入、裏紙の使用、社用携帯を配

備し運転手に指示書を送る等社員一丸になって省エネに努めてい

ます。運送部門で主に使用するキャリアカーは新車へ入れ替えを

毎年台数を決めて行い燃費向上に努めています。

II 花澤林産興業株式会社 千葉市 不動産業

当社は従業員一人一人がエネルギーの省力化に取り組んでいま

す。具体的にはコピー用紙の再利用化、こまめな電気の消灯、事

務所照明のLED化、移動時のエコドライブの心がけ等を行ってお

り、今後も心掛けてまいります。

II 香取市商工会 香取市
その他（経済

団体）

日当たりや外気温を確認しながら、照明やエアコンの温度設定を

こまめに調節しています。エコドライブを実践し、低燃費になる

よう心掛けて運転しています。

II 香取市商工会 栗源支所 香取市
その他（経済

団体）

日当たりや外気温を確認しながら、照明やエアコンの温度設定を

こまめに調節しています。エコドライブを実践し、低燃費になる

よう心掛けて運転しています。

II
有限会社相馬シャーリング

本社工場
白井市 製造業

従業員全員が省エネ・節電・ペーパーレスを心がけ、環境に配慮

した活動をおこなっています。社内のLED化、空調設備の省エネ

化を進めてCO2の削減に取組み、工場屋根に太陽光発電システム

を設置してクリーンエネルギーの活用を実現します。

II サンエンジニアリング株式会社 富津市 製造業

新規研究所の建築中ですが 屋根全面に太陽光発電を設置し、

V2Hの導入、2台目のPHEV 車も購入予定です。建屋全面に厚さ

100mmの断熱を施工しています。



II 株式会社西川 市場事務所 勝浦市
製造業、卸

売・小売業

事務部門である「市場事務所」では、IT化の推進による紙の削

減、全フロアのLED照明化、照明の細かな消灯及び室温の適正化

に取り組んでおります。

II 株式会社西川 勝浦工場 勝浦市
製造業、卸

売・小売業

製造部門である「勝浦工場」では、水道使用量の削減、工場全て

におけるLED照明の導入、照明の細かな消灯及び加工残さの削減

に取り組んでおります。

II 株式会社西川 大原工場 いすみ市
製造業、卸

売・小売業

製造部門である「いすみ工場」では、水道使用量の削減、工場全

てにおけるLED照明の導入、自動センサーによる不要な点灯の防

止及び加工残さの削減に取り組んでおります。

II カットスタジオカズキ 富津市 サービス業

当店はLED照明や省エネタイプの空調設備などを積極的に採用

し、環境に配慮した店舗の改善に努めています。顧客の予約制導

入により、客待5時間をなくし、待機電力の節電など効率的な作

業ができる店づくりに取り組んでいます。

II 荒井水耕ファーム 旭市 農林水産業

当社はJGAPをいち早く取り入れ、環境配慮型の農業に取り組ん

でおります。オフィスでは従業員一人一人が紙の使用量削減、裏

紙の使用、照明のこまめなスイッチオフに取り組んでおります。

II
株式会社DINING WORKS

29BAL 木更津ニクバル
木更津市 サービス業

植栽を行うことで遮光やお客様に店内温度を確認することで無駄

なエアコン使用を控える取組みをしています。又、退社時間の設

定や営業時間外の不要照明消灯により省エネを実施しています。

II 株式会社セガワ 匝瑳工場 匝瑳市 卸売・小売業

当社では千葉の落花生とお米を取り扱い、工場屋根上にて太陽光

発電を行い、CO2削減に取り組んでおります。自社の落花生畑で

は農薬・化学肥料を使わずに落花生を栽培し、豊かな自然を未来

へ繋いでいきます。

II
株式会社セガワ

落花生フードロス削減対応施設
旭市 卸売・小売業

当社では千葉の落花生とお米を取り扱い、工場屋根上にて太陽光

発電を行い、CO2削減に取り組んでおります。自社の落花生畑で

は農薬・化学肥料を使わずに落花生を栽培し、豊かな自然を未来

へ繋いでいきます。

II スーパー富分 君津店 君津市 卸売・小売業

従業員1人1 人が省エネを心がけ節電に取り組み、ペーパーレス

化を進め環境に配慮した活動を実践しています。店舗のLED化を

進めてCO2の削減に取り組み、今後は更なるCO2削減のために、

冷凍冷蔵設備の更新や店舗屋根に太陽光発電システムを設置して

クリーンエネルギーの活用を実現します。

II 株式会社広池製作所 八千代市 製造業

CO2削減を目指していろいろな取組をしていきます。LED照明を

設置し休み時間など業務に支障ないように電源管理をしていま

す。車両入替にはエコカーを推奨しています・ペーパーレス化を

進めています。

II 有限会社 島屋千葉北 千葉市

運輸・通信

業、卸売・小

売業

自動車販売業ショールーム内及び屋外照明をLEDに交換、高効率

空調設備の導入、工場及びショールーム屋根に太陽光発電設備を

設置し再生可能エネルギーの活用に力を入れています。ペーパー

レス化を推進、エアコンの温度管理も時間帯に分けて設定。省エ

ネに社全体で取り組んでいます。

II 竹内建設株式会社 印西市
建設業、サー

ビス業

当社では印刷用紙の削減、裏紙使用に取り組んでおります。3R

にも積極的に取り組んでおります。以前は事務所で顔を合わせて

行っていた各部署の会議をリモートワークへ変更しました。

II 辻内はり・きゅう 旭市
その他（医

療・福祉）

クールビズやウォームビズを実施し、業務に支障のない範囲で照

明の消灯時間帯を設定している。

II
株式会社オーエックスエンジニア

リング
千葉市 卸売・小売業

社員一人一人が意識し、照明の削減・LED化を実施しています。

また、タスク・プロジェクト管理ツールを導入したペーパーレス

化の実践や、オンライン会議の活用で移動を減らすなど、環境負

荷の低減に取り組んでいます。



II 株式会社M2デザイン研究所 千葉市 製造業

照明の間引きや休憩時の消灯を徹底し、空調機の分散起動やこま

めな清掃、室外機の温度環境改善を実施しています。また、製造

現場で使用されている紙の図面や伝票をタスク・プロジェクト管

理ツールの活用によりペーパーレス化。積極的にオンライン会議

を活用することで移動を減らすなど、環境負荷の低減にも取り組

んでいます。

II 株式会社オランダ家　本社 千葉市

II 株式会社オランダ家　第二工場 千葉市

II 株式会社オランダ家　五井店 市原市

II 株式会社オランダ家　我孫子店 我孫子市

II
株式会社オランダ家

成田中央通り店
成田市

II
株式会社オランダ家

流山東深井店
流山市

II 株式会社オランダ家　袖ヶ浦店 袖ケ浦市

II 株式会社オランダ家　若松店 千葉市

II
株式会社オランダ家

茂原公園前店
茂原市

II 株式会社オランダ家　津田沼店 習志野市

II
株式会社オランダ家

船橋新高根店
船橋市

II 株式会社オランダ家　勝田台店 八千代市

II 株式会社オランダ家　成東店 山武市

II
株式会社オランダ家

あすみが丘店
千葉市

II
株式会社オランダ家

松戸横須賀店
松戸市

II 株式会社オランダ家　桜木町店 千葉市

II 株式会社オランダ家　畑町店 千葉市

II 株式会社オランダ家　咲が丘店 船橋市

II 株式会社オランダ家　旭国道店 旭市

II 株式会社オランダ家　おゆみ野店 千葉市

II
株式会社オランダ家

松戸二十世紀が丘店
松戸市

II
株式会社オランダ家

大和田新田店
八千代市

II 株式会社オランダ家　西八街店 八街市

II 株式会社オランダ家　八街店 八街市

II
株式会社オランダ家

西国分寺台店
市原市

II 株式会社オランダ家　鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市

II 株式会社オランダ家　道場北店 千葉市

II 株式会社オランダ家　くぬぎ山店 鎌ケ谷市

II
株式会社オランダ家

松戸常盤平店
松戸市

II 株式会社オランダ家　新柏店 柏市

II 株式会社オランダ家　蘇我店 千葉市

II 株式会社オランダ家　松戸六実店 松戸市

II 株式会社オランダ家　船橋海神店 船橋市

II 株式会社オランダ家　小見川店 香取市

II
株式会社オランダ家

木更津東太田店
木更津市

II 株式会社オランダ家　佐原店 香取市

店舗照明はLED化を図り節電施策を実施しています。また、再生

可能エネルギー由来の電力供給をしている電気事業者と契約する

ことでグリーンエネルギーの普及拡大に取り組んでいます。

製造業、卸

売・小売業

エネルギー使用量を管理し見える化・分析を行うことで省エネに

努めると共に再生可能エネルギー由来の電力供給をしている電気

製造業、卸

売・小売業



II 藤本エステイト株式会社 柏市 不動産業

オフィスにおいて空調および照明のこまめなスイッチオフに取り

組んでいます。空調および照明の定期的な清掃の実施とLED照明

の導入や人感センサーを導入しております。プラグインハイブ

リッド自動車を導入予定です。

II 株式会社SDテクノサービス 千葉市 建設業

弊社は、再生可能エネルギー関連事業に力を入れております。首

都圏に太陽光発電所を所有しており、自家消費型託送モデルの構

築をしています。また、弊社で使用する電力は、全て再生可能由

来にすることを2025年までに達成目標とさせていただいており

ます。

II フルスク（個人事業主） 東金市 不動産業

再生可能エネルギーである太陽光発電を有効に活用するためV2H

を設置し、複数台のEV車を蓄電池として昼間の余剰電力を夜間

利用し、脱炭素化の推進に努めています。

II 株式会社 八光電気工業 八街市 建設業

II
株式会社 八光電気工業

山武営業所
山武市 建設業

II 野田商工会議所 野田市
その他（経済

団体）

所内夏期空調温度28℃、冬季空調20℃を目安に設定していま

す。所内照明のLED化や小まめなスイッチオフに取り組んでいま

す。所内資料は極力ペーパーレス化を進めています。

II 野田商工会議所別館 野田市
その他（経済

団体）

所内夏期空調温度28℃、冬季空調20℃を目安に設定していま

す。所内照明のLED化や小まめなスイッチオフに取り組んでいま

す。

II 藤恵工業株式会社 柏市 製造業

当社は、従業員一人一人が必要最低限の証明のこまめなスイッチ

オフ、空調設備の温度調整などに取り組んでいます。また、工場

は壁面を断熱化しており、省エネを実現しています。

II YKM 商事株式会社 千葉市 卸売・小売業

高効率空調、複層ガラス等の設備による節電施策とあわせ、照明

の部分的な消灯や空調負荷低減のためブラインドを利用し省エネ

を実施しています。また3Rにも積極的に取組んでいます。今後

もSDGsへの取組を通じて、継続して環境負荷低減に努めてまい

ります。

II 株式会社SS-ISHII 千葉市 不動産業

電力購入を再生可能エネルギー（RE100）利用に切り替え・

EV・ソーラーパネル・蓄電池設置等で環境負荷・経済性等を配

慮した上で、災害時も含め、持続的に事業継続が行えるように転

換を図っている。

II 企業組合千葉県森林整備協会 富津市 農林水産業

森林を守り育てる企業として、照明のLED化とエアコンなどを省

エネ電化製品への取り替えを進め、昼休みや在室状況による消灯

を実施しています。また、FAXのパソコン管理、両面コピーにす

るなど取組んでいます。

II 伊藤自動車工業有限会社 木更津市

金融・保険

業、サービス

業

社員一人一人がエコロジーを心がけ、コピー用紙使用済みの裏紙

使用や資料の電子化、照明のこまめなスイッチOFFを積極的に取

り組んでおります。また工場・事務所内の照明機器のLED化を計

画的に進め、エネルギー消費量の削減に取り組んでおります。

II 合資会社杉山商店 銚子市 製造業

当社では製造の際に出るプラスチックを細かく分別しゴミの削減

に努めています。事務所や工場の使用していない機器のスイッチ

オフなどにも積極的に取り組んでいます

II 村杉整骨院 千葉市 サービス業

当院は、地球温暖化対策として野立て太陽光発電システムの設置

をしています。また院内では、スタッフ一人一人が空調の温度の

適正温度化・紙の使用量削減・照明のこまめなスイッチオフをし

て節電に取り組んでいます。

II 株式会社山崎帝國堂 柏市 製造業

当社は便秘薬・毒掃丸の製造販売をしています。毒掃丸には植物

由来の生薬が使われており、地球環境の大切さを普段から感じて

います。これまでに薬樹計550本を植えることに協力しておりま

す。

LED照明、空調設備、電気自動車充電設備を中心に設計・施工を

行っている会社です。地域社会との調和・協働を通じて、持続可

能なエネルギー社会実現に向けた、再生可能エネルギーや省エネ



II 二和電設株式会社　本社 鎌ケ谷市

建設業、電

気・ガス・熱

供給・水道業

弊社は省エネルギー関連の住宅設備全般（屋根修繕、V2H、太陽

光発電設備、蓄電池、LED照明など）の施行保守販売をさせてい

ただいている法人になります。今後主流となるEV車と再生可能

エネルギーを結び付け、できる限り多くのオフグリッド住宅を増

やし脱炭素社会に向け企業努力を続けていきます。

II 二和電設株式会社　営業所 鎌ケ谷市

建設業、電

気・ガス・熱

供給・水道業

弊社は省エネルギー関連の住宅設備全般（屋根修繕、V2H、太陽

光発電設備、蓄電池、LED照明など）の施行保守販売をさせてい

ただいている法人になります。今後主流となるEV車と再生可能

エネルギーを結び付け、できる限り多くのオフグリッド住宅を増

やし脱炭素社会に向け企業努力を続けていきます。

II 丸昇 松戸市 サービス業

令和2年、3年にわたり照明をLED化し、消費電力の削減に努め

てまいりました。今後、ガス使用時の二酸化炭素排出量にも、事

業を通じて、削減に努めたいと思います。

II 竹村電気工事株式会社 八街市 建設業

社内・倉庫照明のLED化を順次進めており、こまめな消灯を心掛

けています。両面印刷・裏紙の再利用・紙分別等で、紙の使用量

削減に取り組んでいます。会社建物周りに植栽をし、緑化を心掛

けています。

II 株式会社花園サービス 本社 柏市 サービス業

当社は一般廃棄物、医療廃棄物を含む産業廃棄物の収集運搬を事

業としております。資源の循環型システムを取り入れ、リサイク

ルの大切さとゴミの減量化等、次世代・後世に住みよい環境を残

すべく取り組んでおります。

II
株式会社花園サービス

リサイクルセンター
柏市 サービス業

当社は一般廃棄物、医療廃棄物を含む産業廃棄物の収集運搬を事

業としております。高田事業所では、次世代・後世に住みよい環

境を残すべくをモットーに、徹底したゴミの分別によりリサイク

ルとゴミの減量化に取り組んでおります。

II ウヤマ産業株式会社 野田市 運輸・通信業

ISO14001、Gマーク、グリーン経営認証などの認証を受けた物

流事業者です。太陽光発電、電力監視システム、LED照明、ハイ

ブリッド車両導入などの設備投資により、環境負荷低減に努めて

おります。また、環境保全に対する理解と認識を深めるために全

社教育を実施し、産業廃棄物の抑制、節電、エコドライブなどの

活動を中心に環境貢献活動に取り組んでおります。

II 長島セントラルガス株式会社 香取市 卸売・小売業

休憩室及び会議室、倉庫など不在時消灯を徹底しています。今後

3年間に、事務所内へのLED照明及び高効率照明の導入を予定し

ています。

II 富士無線機材株式会社 大多喜町 製造業

当社が扱う工業用プラスチック部品の製造を石油系プラスチック

から動植物系プラスチックのバイオマス材に変更して、土に戻る

プラスチック材、燃やせるプラスチック材、リサイクルプラス

チック材に変更する。

II インテリア専門店 佐原装飾 香取市
建設業、卸

売・小売業

取り扱っているカーテンやブラインドなどの遮熱効果が高い製品

のPRや店舗や事務室照明のLEDへの変更、エアコン温度の適正

管理をしています。また、車移動時にはエコドライブを心がけて

います。

II 我孫子つくし野病院 我孫子市
その他（医療

業）

職員一人ひとりが「エコ」意識した行動をしております。職員の

みのスペースにおいては照明の間引きを実施し自然光を取り入れ

使用電力削減に努め、休診時や休憩時は消灯を徹底。冷暖房装置

の温度設定も適正に行います。

II 株式会社原島電機工業 佐倉市 製造業

従業員一人一人がエコロジーを心がけ、こまめな照明のスイッチ

オフや待機電力削減のためコンセントを抜くなど積極的な省エ

ネ・エコ活動に取り組んでいます。また、CO2排出の少ない電気

自動車を導入しております。

II 一松水産株式会社 銚子市 製造業

照明のLED化をすすめ社員一人ひとりにこまめな消灯や節電を呼

びかけています。また紙の使用量削減のため紙の再利用を行って

います。



II サイクルショップやぐち 香取市 卸売・小売業

店舗ではエアコン温度をこまめに調整して節電に努める・バック

ヤードでは人感センサー付きLED照明を使用して無駄な照明の利

用を減らす・コピー用紙は両面使用し紙の使用量を減らすなど、

小さなことですがコツコツと省エネをしています

II 株式会社福富製作所 旭市 製造業

既存他社製門扉のレール及び基礎をそのまま利用して、扉本体の

みを交換するリニューアル門扉製品を商品化し、コンクリート等

の廃棄物を減らす取組をしています。

II 株式会社福富製作所 鎌数工場 旭市 製造業

既存ドア枠をそのまま利用して、スチールドアの枠扉を交換する

カバー工法製品を直販し、コンクリート等の廃棄物を減らす取組

をしています。

II 株式会社健康塾 柏市 卸売・小売業

環境汚染・最終処分場の限度などごみの減容と環境負荷の軽減が

叫ばれています。事業ごみは自家処理が原則で、弊社では産廃の

自家処理手段として、熱分解装置導入のご提案をさせて頂いてい

ます。産廃の自家処理による減容とCO2削減による環境への貢献

を目指しています。

II 有限会社スズ市水産 南房総市
製造業、卸

売・小売業

当社では、全部門においてLED照明の導入を実施するとともに、

ITを活用したペーパーレス化、鮮魚加工部門においては製造ロス

を減らし、廃棄物削減に取り組んでおります。

II ケージーサービス株式会社 鎌ケ谷市 製造業

当社では、エネルギー消費量の削減のために空調や照明等の高効

率化に取り組んでいます。再生可能エネルギー利用設備を設置し

電気自動車の導入により環境保全にも取り組みます。

II 有限会社水間建設工業 大網白里市

製造業、電

気・ガス・熱

供給・水道業

車両運転時にはエコドライブを徹底し、次世代自動車を導入。事

務所では資料電子化等紙の使用量削減・こまめなスイッチオフに

努めています。

II 鹿島ロジスティックス株式会社 銚子市 運輸・通信業

倉庫内と事務所内の照明をLED電球に取り換え、消費エネルギー

の削減を図っております。将来的には冷凍庫を自然冷媒式に取り

換えCO2排出の削減を図りたいと思います。

II 株式会社榊原　中野木事業所 船橋市 卸売・小売業

エネルギー部門で省エネ製品を積極的に販売するほか、社内では

ペーパーレス会議、エコ運転やEVの導入、クールビズやウォー

ムビズによる冷暖房温度設定の適正化を推進するなど、環境にや

さしい活動を意識的に取り組んでいます。

II 有限会社ヤマカ運輸 銚子市 運輸・通信業

地球温暖化対策として、事務所内夏期空調温度28℃、冬季空調

20℃を目安に設定しています。また、倉庫内照明のLED化を計画

的に進め、外出時、退社時、不在時の不要電源カットを徹底して

います。

II シーサイドインバードランド 南房総市 サービス業

地元食材の活用やフードロス問題に対し、長年取り組んできまし

た。また省エネも従業員一同で取り組んでおり、未使用部屋の電

気チェックなど細かく対応してます。

II 株式会社泰成電気 千葉市 建設業

工事現場までの移動の際、渋滞しない時間に移動を済ませていま

す。事務作業においては無駄な電力を使わないようにこまめなス

イッチオフを心がけています

II
市原興業株式会社

五井自動車教習所
市原市 サービス業

敷地内の緑化、オフィスでの紙の使用量削減・照明のLED化・業

務に支障のない場所での照明のスイッチオフ・クールビズ、

ウォームビズに積極的に取り組んでいます。

II
市原興業株式会社

ビジネスホテル五井温泉
市原市 サービス業

敷地内の緑化、オフィスでの紙の使用量削減・照明のLED化・業

務に支障のない場所での照明のスイッチオフ・クールビズ、

ウォームビズに積極的に取り組んでいます。

II 有限会社笹生塗装店 鋸南町 建設業

作業場に天窓を用いており、自然光を取り入れるなど、省エネ

化、使用電力の軽減を行っています。また、ペーパーレス化を取

り入れ、環境負荷の低減を図るとともに、地域の小学校で回収し

ているアルミ缶の収集活動など、地域密着型企業として社員一同

取り組んでいます。



II
有限会社笹生塗装店

　大帷子作業場
鋸南町 建設業

作業場は、外壁がALC板、屋根は金属屋根の為、夏場は内部が大

変暑くなるので、遮熱塗装工事により温度上昇を低減し、電灯は

LED照明に変え、室内の省エネに努めます。

II 串田商事株式会社 市原市

電気・ガス・

熱供給・水道

業、卸売・小

売業、不動産

業

太陽光発電システム・蓄電池システムの工事を行っています。

「でんきの自給自足」を、お客様にご提案しています。自社事業

所でも、太陽光発電、蓄電池を設置し、自給自足に務めていま

す。

II
キャピトルスポーツ株式会社

茂原スポーツクラブ
茂原市 サービス業

スポーツクラブ運営事業者として、地球環境の保全と持続可能な

社会の実現に寄与するため、環境負荷低減と環境保護・保全に取

り組んでいます。電気およびガスをはじめとした各種資源の管理

体制を構築することで、事業所の省エネルギー化に努めていま

す。

II 東京彫刻工業株式会社 八街市 製造業

工場全体が省エネ適合性判定を受けており、断熱、遮熱化、通風

の確保、高効率空調設備、人感センサー付きLED照明、太陽光発

電設備、植栽、緑化など企業として地球温暖化対策に全力で取り

組んでいる。また、事務職はフレックス、在宅を取り入れ、ノー

残業を実施している。

II
丸善海苔加工販売株式会社

佐倉工場
佐倉市 製造業

当社は国内外産の海苔製品を製造しており、地球温暖化対策の取

り組みは、自然の海で養殖される海苔の生育環境を守る事にもつ

ながります。工場では屋根全面に太陽光発電パネル設置、全照明

のLED化のほか、省エネ対策に取り組んでいます。

II 櫻井建設株式会社 八街市 建設業

当社では、会社の照明をLED照明に変更し、屋外の夜間外灯の点

灯時間を短くしています。 また、オフィスの窓ガラスには、紫

外線や熱を遮断する塗料を塗布し、室内の温度を下げエアコン電

力の省エネを実施しています。他にも紙の再利用、こまめな照明

のOFF等、社員一人一人が取り組んでいます。

II 娯天山ゴルフ練習場 茂原市 サービス業
地球環境保全のため、電気代等の節減および環境にやさしい消耗

品の利用等の省エネルギー化を図っております。

II 白鳥川岸タクシー有限会社 市原市 運輸・通信業

LPGハイブリットを搭載した、japantaxiの導入を順次進めてお

ります。また、アイドリングストップの励行、事務所内の空調設

定など取り組んでいます。

II 焼肉DINING大和 館山市 サービス業

II 焼肉DINING大和　木更津金田店 木更津市 サービス業

II 焼肉DINING大和　市原白金町店 市原市 サービス業

II 日本ダイス本社工場 茂原市 製造業
電気の利用節減や裏紙の活用など、工場およびオフィスの省エネ

ルギー化に取り組んでおります。

II 秋桜ヴィレッジ北柏 柏市 サービス業
環境問題を社内でも問題点と認識し、社員全体で取り組みを進め

られるような体制を作っていきたいと思います。

II 大福商店本社工場 鋸南町 製造業

II 大福商店勝山製氷工場 鋸南町 製造業

II 大福商店第2保田加工工場 鋸南町 製造業

II 大福商店第3勝山冷凍工場 鋸南町 製造業

II 有限会社丸恭 香取市 卸売・小売業

業務に使用する出荷指示書を、一度使用した紙の裏面を使用した

り、請求書の電子化でペーパーレス化を推進しております。倉庫

内では、真夏の従業員の暑さ軽減と、食品が痛まないよう、屋根

の断熱強化しております。

II
有限会社丸恭

干しの屋香取小見川工場
香取市 製造業

通常産業廃棄物で処分される、芋の残飯を、近隣の豚の畜産農家

のエサとして利用を計画しております。

II 介護のアップル 東金求名 東金市 サービス業

当社は、訪問介護事業所・居宅介護支援事業所・住宅型有料老人

ホームの事業所のオフィスでは、スタッフ一人一人が紙の使用量

削減・照明のこまめなスイッチオフ・空調の温度の適正温度化に

取り組んでいます。

焼肉店を多店舗展開するうえで必要な内部資料を電子化し、徹底

的な紙の使用量削減をしております。自社便配送では計画的運行

をすることで、燃料消費量の削減に努めております。また、残業

水産冷凍、製氷、水産加工と、文字通り冷やして製品を作る会社

です。そのために必要なエネルギーである電気使用状況をモニ

ターを設置して見える化し、需要時間帯のピークをずらしたり、

無駄な電力使用がないようにこまめなスイッチオフの呼びかけを



II 介護のアップル 東金上谷 東金市 サービス業

当社は、訪問介護事業所・居宅介護支援事業所のオフィスでは、

スタッフ一人一人が紙の使用量削減・照明のこまめなスイッチオ

フ・空調の温度の適正温度化に取り組んでいます。

II 村杉接骨院 九十九里 九十九里町 サービス業

当院の施術室では電気治療器のこまめな電源オフ節電モードの使

用に取り組んでいます。オフィスでは、スタッフ一人一人が紙の

使用量削減・照明のこまめなスイッチオフ・空調の温度の適正温

度化に取り組んでいます。

II 有限会社石毛鈑金工業 山武市 サービス業

循環型社会の形成に向けリサイクル部品の使用促進、マニフェス

トの適正管理等環境対策に取り組み、「環境にやさしい自動車販

売・整備事業所」として関東運輸局長表彰受賞。今後も環境に配

慮し取り組んでいきます。

II 千葉海浜交通株式会社 千葉市 運輸・通信業

当社ではエコドライブについて運転士に周知しています。ふんわ

りアクセル、急発進、急加速のない運転操作で燃費向上に取り組

んでいます。また、照明にLED照明を使用し、室温の適正管理に

取り組んでいます。

II ビルテック株式会社 千葉市 製造業

製品の生産過程で廃棄物削減、再生、リサイクルを推進するとと

もに、再生可能エネルギーの導入を進め、環境に配慮した経営を

努めます。

II 愛犬の美容室Dank 旭市 サービス業

当店は、窓には遮熱フィルムを貼り、ロールカーテン等を適切に

活用しエアコンの消費電力を抑え、照明は全部LED照明に換えて

おります。また、使用済みの裏紙をメモ用紙にするなど、リサイ

クルに取り組んでおります。

II 株式会社振興商事 習志野市 卸売・小売業

省エネ型の最新水槽の設置や屋上・外壁に断熱塗装を施し会社全

体で省エネに取り組んでおります。また電気自動車やバッテリー

フォークリフトの導入も行っております。

II 株式会社奥山 千葉市 建設業

4週8閉所の徹底及び残業時間の短縮（残業時間1か月／30時間未

満）の徹底をしています。また、持続可能な社会構築を目指し

SDGsを推奨しており、ちばSDGsパートナーにも登録されてお

ります。

II 割烹ぐんじ 神崎町 サービス業

当事業所は「空調・照明・厨房機器等の運用改善とメンテナン

ス」による省エネを実施しています。また、地産池消の食材の活

用による輸送時のCO2排出の削減や、適切な量の提供による食品

ロスの軽減を心掛けCO2の削減に取り組んでいます。

II SPA&HOTEL 舞浜ユーラシア 浦安市 サービス業

当社では従業員に省エネへの意識を持たせて、消灯や空調温度の

調整を積極的に行っており、資源の有効活用のため、裏紙をメモ

用紙にする、ゴミの分別を徹底するように意識させております。

また館内設備の一部にLEDや高効率空調を採用しております。

II 千葉工場（八千代センター） 八千代市 製造業

食品製造工場であり、食品生産による電力使用量が多くなります

が、照明の消灯や空調温度の調整を積極的に行っており節電に取

り組んでおります。また空調設備、照明設備については省エネ性

能の高い機器を積極的に採用しております。

II 株式会社吉野機械製作所 千葉市 製造業

従来の駆動源である油圧方式から、オールサーボモーター駆動に

よる鍛圧工作機械を開発、これまで大量に消費していた油脂類が

一切不要となると共に、油圧並みの加圧力を確保しつつ、消費電

力の大幅な削減を実現しております。直近の取組として、当社工

場の屋根部分に大規模なソーラーパネルとそれらと組み合わせる

蓄電池の導入を計画しております。

II 有限会社コシカワ　丸光亭 香取市 サービス業

こまめな電気の消灯、エアコンなど温度管理やフィルター清掃な

どによる節電、紙の削減のためホワイトボードや伝言板を活用、

個人個人ができる事をコツコツと取り組んでいます。



II
学校法人飯田学園　さくらがおか

幼稚園
四街道市

その他（教

育）

照明を2016年にLED化、空調も2018年～2021年に増設及び更新

し「省エネ」を実現。2022年に設置する太陽電池で従量電灯を

ほぼ賄う計画。また、同時設置の蓄電池とV2Hにより余剰電力も

活用します。

II
社会福祉法人善憐会　救護施設

厚生園
香取市

その他（福祉

事業）

本法人では、持続可能な地球環境を次代に継承することを目標と

しております。本事業所では太陽光発電を整備し、再生可能エネ

ルギーを利用するとともに施設敷地をビオトープし、蛍が飛び交

う小川の再生を実現しております。

II
社会福祉法人善憐会

特別養護老人ホーム「伏姫の郷」
南房総市

その他（介護

保険事業）

本法人では、持続可能な地球環境を次代に継承することを目標と

しております。本事業所では太陽光発電を整備し、再生可能エネ

ルギーを利用するとともに地下水を利用し、CO2排出の抑制に努

めております。

II

社会福祉法人善憐会

小規模多機能型居宅介護施設「木

もれ陽の郷」

千葉市
その他（介護

保険事業）

本法人では、持続可能な地球環境を次代に継承することを目標と

しております。本事業所では太陽光発電を整備し、再生可能エネ

ルギーを利用するとともに施設敷地の半分以上を緑化し、小動物

や昆虫との共存を実現しております。

II 有限会社天狗湯　江戸川湯 流山市 サービス業
千葉県脱炭素化促進に向けて再生可能エネルギーの導入に協力し

ていきたい。

II 平和湯ランド 松戸市 サービス業
10年ほど前に太陽光発電に取り組みました。浴室にLED照明等

を導入して節電に努めます。

II 小金バスランド 松戸市 サービス業 浴室にLED照明を導入して節電しています。

II 有限会社源湯　松戸ヘルスランド 松戸市 サービス業

当社では、銭湯の営業に支障のない範囲で、照明の間引きをして

おります。季節に合わせてお湯の温度を調整して節ガスに努めて

おります。今後は浴室もLED照明に換える予定です。

II 株式会社KHK野田 野田市 製造業

環境マネジメントシステムの運用により目標を定め、社員一人一

人が節電、3R、5S、有益な側面の増進を行い、環境影響を配慮

した企業活動を行っています。ちばSDGsパートナーにも登録し

ています。

II 有限会社鎌田自動車工業 木更津市 サービス業

こまめな消灯や、残業時間の制限などによってエネルギー消費量

の削減に努めています。又、使用済みの裏紙利用や資料の電子化

によって紙の使用量の削減を実施しています。

II ピラティススタジオRelight 旭市 サービス業
地球温暖化対策のため、紙の使用量削減や館内照明のこまめなス

イッチオフ等、省エネルギー化に取り組んでいます。

II 有限会社饗庭　鮨饗庭 白井市 サービス業

作り置きせず、フードロスにつながらないよう心がけています。

店内の温度調整や支障のない範囲で照明オフ、クリーンな店内を

スタッフ全員で心がけこまめにエアコンフィルターなどを清掃し

ています。建物内のLED化を進めています。

II 株式会社菜の花エッグ 君津市
農林水産業卸

売・小売業

採卵養鶏を営み、首都圏に鶏卵を供給するに当たり、包装資材は

リサイクルペット、モウルドを使用し、飼料原料には地元飼料米

の利用に取り組んでいます。鶏舎・工場では照明のLED化、社内

全員で節電に努めています。

II 株式会社オーシマ 営業センター 千葉市 建設業

営業センター内の照明をLED照明に交換しました。また各照明を

個別に消灯出来るようスイッチの増設をして、不在の場合、部分

的な消灯を行っております。空調は年2回のフィルター清掃の実

施、適正な室温管理による使用により、省エネを推進しておりま

す。

II Clarte 君津市 サービス業
室内には植物を置き緑を増している。営業後には電気をすぐに消

す。空調もこまめに調節する。

II 株式会社大永 佐倉市 建設業

当社はお客様の様々なご要望に合わせて、防水・建築・土木工事

を行うことで、災害時に強い会社づくりを目指し地域貢献活動に

も力を入れています。また環境に配慮した太陽光発電を導入し、

さらに省エネに取り組んでいきます。



II 山本建設株式会社 大多喜町 建設業

当社は公共工事を中心に建設業を営んでいく中で、工事現場では

積極的にリサイクル製品を活用しています。また事務所において

は、室温を適正温度とし、照明設備の節電も実施しています。

II 有限会社果實乃甲常 南房総市 卸売・小売業

青果店として営業しており、店内のショーケースや冷蔵庫など温

度に気を配りながら営業しております。こまめな節電はもちろ

ん、効率的な配達ルートの確保にも常々勤めております。

II 株式会社ワタヤ金物 香取市 卸売・小売業

店舗と事務所の照明はLED照明を設置し、使用しない時間は消灯

しています。空調設備も高効率設備に変更し、室温の適正管理に

取り組んでいます。

II 株式会社新平 鋸南町 卸売・小売業

当社は店舗商品の配送が多いので、電気自動車を購入し高騰して

いるガソリンに頼ることなく経費を抑えております。また、従業

員1人ひとりがこまめなスイッチオフに取り組み、店舗全体の消

費電力を抑える努力をしております。

II
株式会社スノー・フィード・サー

ビス
南房総市 農林水産業

空調の適切な温度設定やLED照明への変更および配送車両・作業

車両の燃費向上など省エネルギーに取り組む。 また、牧草地へ

の堆肥施用による土壌炭素貯留量の増加、自給飼料利用により地

球温暖化負荷の低減に取り組みたい。

II
光洋産業株式会社

千葉ヘルス工場
山武市 製造業

生産作業室内照明器具のLED化を進めている。敷地内の水銀灯を

LED照明に変更し電力消費量の削減を目指している。産業廃棄物

と一般廃棄物を分別し、再生資源への返還と発電燃料への返還を

通しCO2削減を目指している。

II
アメリカン電機株式会社

千葉工場
南房総市 製造業

弊社はISO14001を取得しており、継続的に省エネ・省資源化や

環境有害物質削減活動の一環として、RoHS指令（RoHS2）特定

有害物質の排除取り組んでいます。また、SDGsへの取り組みを

新たに開始しております。

II 旅館かわな 君津市 サービス業

当社は、全館LED照明採用、電気の見える化システム導入など節

電に取り組んでいます。社内では、省エネ勉強会を行い、従業員

一人一人が紙の使用料削減、空調・照明のこまめなスイッチオフ

など身近な省エネから取り組んでいます。

II
有限会社宮沢書店

TSUTAYA館山店
館山市 卸売・小売業

当店では店内で使用する照明の9割以上をLEDに切り替えまし

た。定期的な空調機器の清掃を行った上で室温の適正管理に努め

ています。スタッフ一人一人がマメな照明の電源OFFなど心がけ

ています。

II
医療法人社団康葉会

稲毛整形外科クリニック
千葉市

その他（医療

業）

職員一同で、省エネをすることや、環境に配慮した製品を使うこ

と等で微力ながら貢献していくつもりです。

II 山田祥寛（個人事業主） 鎌ケ谷市 不動産業

事務所に太陽光発電システムを導入しており、先日、電気自動車

を導入しました。また、現在、V2Hの導入も進めています。事務

所内では、クラウドを使ってデータ共有し、ペーパーレス化に努

めています。

II 三共建設株式会社 千葉市 建設業

現場への通勤車両にハイブリッドカーを利用、今後は電気自動車

への切替を視野に入れるとともに、燃費の向上を運転手へ意識づ

けています。事務所では紙の使用量削減と照明のこまめなスイッ

チオフに取り組んでいます。

II 三和機材株式会社　千葉工場 千葉市 製造業

当社は創業以来「人と地球にやさしい製品群」をモットーに、土

木・建設工事の安全、無公害、省力化に貢献して参りました。今

後も、製品・サービスの提供を通じて持続可能社会の実現に向

け、様々な取組に貢献して参ります。

II
株式会社ONE　ALPHA　おむすび

薬局
千葉市 サービス業

当社はお薬情報などを紙媒体でお渡しすることが多いですが、紙

の使用量削減のため、電子化に向けてQRコードを患者様に読み

取りいただく方法を推奨しております。薬局内では職員一人ひと

りが紙の使用量削減・照明のこまめなスイッチオフに取り組んで

おります。



II オートセルモ 山武市

金融・保険

業、卸売・小

売業

業務に使用する車両は電気自動車を導入し現在2台使用していま

す。今後もEV車両等の増車を進めていきます。

II 有限会社下田自動車 南房総市 サービス業

当社は、軽電気自動車を導入します。また、工場、事務所、控室

の照明をLED 化しており、こまめなスイッチオフに取り組んでい

ます。

II
ロイアルエンジニアリング株式会

社
我孫子市 製造業

2010年にエコアクション21を取得し、環境に配慮した事業活動

を10年以上行っています。また、プラスチック製造業者として、

プラスチック廃棄物の問題に真剣に取り組み、自社製品を通じて

問題の解決に主体的に取組んでいます。

II 彦山精機株式会社 印西市 製造業

エアコンの温度管理や照明消灯管理をはじめ、ペーパーレスなど

エネルギー使用量削減について社員一人ひとりが意識的に取り組

んでいます。工場屋上には太陽光発電の増設も予定しており、省

エネ推進に努めています。

II
アシザワ・ファインテック株式会

社
習志野市 製造業

2004年にエコアクション21を取得し、地球環境の保全のため

に、小さな行動を積み重ねています。裏紙の再利用やペーパーレ

ス促進、雨水の活用、照明のLED化やこまめな消灯など、社員一

丸となってCO2削減を実践しています。

II 有限会社相川商店 館山市 卸売・小売業

電子データの活用により、徹底的な紙の使用量削減をしておりま

す。自社便配送では計画的運行をすることで、燃料消費量の削減

に努めております。また、残業時間の制限により省エネに取り組

んでおります。

II 株式会社正栄工業 四街道市 製造業

事務所内においてエアコンの設定温度、帰宅時の電気機器電源遮

断などを実施し、太陽光発電設備導入によりさらに省エネ取り組

んでいきます。

II 有限会社ユアーズメディカル 君津市 製造業
地球温暖化対策の為、最大限、消費削減に徹底する。 再利用

に、常に努める。

II 株式会社寿樹工舎 多古町 製造業

グリーン購入を推進しオフィスでの裏紙使用や、休憩時間等の積

極的な消灯活動を実施しています。また、製造現場でゴミとして

処理されていた物も細かな分別を行うことにより、リサイクルす

る活動を始めています。

II 株式会社たからや 木更津市 サービス業

当店は、中庭に植栽を行うことで遮光を行い、店内温度を管理す

ることで無駄なエアコン使用を控える取組をしています。また、

休憩時間には必ず照明を全館スイッチオフにするなど、全従業員

に、こまめな節電の社風が根付いています。

II 株式会社木村食品 印西市 卸売・小売業

弊社では、「第6次エネルギー基本計画」に沿って、食品製造工

場の再生可能エネルギー割合を高める取り組みに注力しておりま

す。今後、太陽光発電設備と蓄電池を導入し、より環境に配慮し

た事業活動を推進して参ります。

II 株式会社スタイル・レゴ 千葉市 不動産業
定時就業終了1時間前より、その日の仕事が終わっていれば帰宅

をしても良い制度に取り組み、ノー残業を心がけています。

II 株式会社菊園 千葉市 卸売・小売業
店舗にて、LED照明の活用、こまめなスイッチオフ、照明器具の

間引きをしております。

II 三共油化工業株式会社 市川市 製造業

ISO14001を取得しエネルギー使用量や廃棄物の削減についてマ

ネジメントを行い、環境に配慮したものづくりを実践していま

す。

II 株式会社雅舎 市原市 サービス業

店外の宣伝用大型モニターにLEDを採用し営業時間外は消灯し、

店舗内照明器具を一部LEDを採用し順次切替て行く予定。また、

使用してない客室や通路の照明器具をこまめに消灯しています。

今後、店舗内製品を省エネ家電製品を採用し省エネ化に務める。



II 株式会社ゼロテック 野田市 建設業

・会社敷地内の緑地の維持整備

・社用車及び社内設備の定期点検を行い適時メンテナンスの励行

・基本的な無駄の削減（1人移動は電車で、裏紙の使用促進等）

・資材配達等はまとめての配送依頼を心掛ける

II 雅プラント設備株式会社 市原市 建設業

2014年の4月から、自社で使用する電力を、クリーンでエコロ

ジーなエネルギーの太陽光発電を採用しております（発電能力

は、49.5kW）。なお、年に1度太陽光パネルの拭き清掃を行い発

電能力を維持しております。また、事務所や工場の電球を全て

LED証明に切り替え、廊下や階段等、常備使用しない箇所の照明

に仁感知センサーも採用し、省エネルギー化を推進しておりま

す。

II 株式会社NISHI-KEN 市原市 建設業

環境汚染・廃棄物削減（塗料＆シンナー使用量の削減）を行い、

環境汚染の予防に取り組んでいます。また、従業員のエコ通勤

（自転車の使用や車両の乗り合い）の推奨や現場へ行く際のエコ

ドライブの実施に取り組んでおります。

II
社会福祉法人ピスティスの会

第二平和保育園
松戸市

その他（医

療・福祉）

II
社会福祉法人ピスティスの会

へいわ野のはな保育園
松戸市

その他（医

療・福祉）

II
社会福祉法人ピスティスの会

第一平和保育園
松戸市

その他（医

療・福祉）

II
社会福祉法人ピスティスの会

第三平和保育園
松戸市

その他（医

療・福祉）

II
社会福祉法人ピスティスの会

中部放課後児童クラブ
松戸市

その他（医

療・福祉）

II 松戸教会 松戸市 サービス業
当事業所は高効率空調設備を設置、省エネルギーを実践していま

す。また、事業所内照明を計画的にLED化します。

II GMM株式会社 木更津市 サービス業

事務所での節電対策、積極的な3Rの取り組み、太陽光発電・EV

による再生可能エネルギーへの移行の取り組みをしています。事

業の一例として、節水設備設置による水道料金経費削減の提案な

どもしています。

II 日東水産株式会社 船橋市 運輸・通信業

事業所内の照明の半数以上をLED照明に交換しており、今後、全

体へ広げていきます。電力使用量の見える化や断熱化も実施済み

です。廃棄物削減、エネルギー消費量削減、CO2排出量削減へも

取り組んでいきます。

II
学校法人鴻ノ巣学園

きたかしわ幼稚園
柏市

その他（幼稚

園）

園庭に樹木を植え、清涼感を求め緑化に取り組んでいる。子ども

達にも緑化への取組を体感してもらっている。

II 韓ビニ 富士見町店 千葉市 卸売・小売業

弊社は「50％以上の省エネルギー化」の一環としてすべての電気

機器を省エネ設備で導入しております。さらに、店舗全体の室温

の適正管理やディスプレイのLED化により省エネ効率向上にも取

り組んでいます。こういった省エネ対策を実現し、地域や社会、

環境に優しく、貢献できる会社を目指しています。

II
株式会社光洋商会

習志野物流センター
習志野市 卸売・小売業

現在、習志野市にある倉庫にソーラーパネルと蓄電池を設置し

て、できるだけ自然エネルギーを使用するようにできないか、計

画を進めております。

II 株式会社コトブキダイニング 千葉市 製造業

弊社は、再生可能エネルギー関連事業に力を入れております。首

都圏に太陽光発電所を所有しており、自家消費型託送モデルの構

築をしています。また、弊社で使用する電力は、全て再生可能由

来にすることを2025年までに達成目標とさせていただいており

ます。

当事業所はICT技術の利用により、ペーパーレス化を実践してい

ます。また事業所内のここちよい環境整備と省エネルギー化を両

立しています。

当事業所はICT技術の利用により、ペーパーレス化を実践してい

ます。また、屋上緑化および事業所内照明のLED化を計画的に進

めます。



II 株式会社日下製作所 船橋市 製造業

消費電力の少ない最新設備の導入により、エネルギー消費量の削

減に努めるとともに、従業員一人一人が照明のこまめなスイッチ

オフに取り組んでいます。

III EV総合研究所 千葉市 サービス業

地球環境保全のため、EV(電気自動車)の可能性についての調査

研究を行い、未来のために地球環境に役立つ情報の発信を行い、

2050年の美しい地球の姿を目指してまいります。

III 株式会社アサショウ 旭市
製造業、卸

売・小売業

工場・事務所、店舗内の、省エネ機器の導入や断熱・遮熱・省エ

ネモードの活用等エネルギー消費量の削減や商品の配送の効率化

による燃料消費量の削減等、環境整備と同時に社員一人一人が

日々の活動を通じ省エネ対策に取り組んでいます。

III 木更津商工会議所 木更津市
その他（経済

団体）

当所では、省エネの一環として照明の間引きや部分的な消灯の実

施、空調管理による室温の適正化等の取組みを行っています。

又、両面コピー、裏紙使用により廃棄物の削減にも努めていま

す。

III 磯山理容店 成田市 サービス業
当店は理容業を営みながら、紙の使用量削減、照明などのこまめ

なスイッチオフに取り組んでいます。

III トップマリン　本社 神崎町 卸売・小売業

プレジャーボートの販売・修理等を手掛ける事業者として、地球

環境の保全および持続可能な社会の実現に寄与するため、環境負

荷低減と環境保護・保全に取り組んでいます。「釣り用プレ

ジャーボート」の取り扱い事業者として、地域における水辺の環

境保全に特に注力しています。

III 有限会社ストアー房店 南房総市 卸売・小売業
当店の照明はLED照明を導入して節電に取り組んでいます。ま

た、空調の適切な温度設定を心掛けています。

III 株式会社友設備　営業所 木更津市 建設業

当社では、業務に支障のない範囲での消灯や、ノー残業デーを設

定しての省エネルギーに努めています。又、運転担当者はエコド

ライブを心がけ、自動車の燃料消費量の削減に向けた取り組みを

行っています。

III 株式会社友設備 本社 木更津市 建設業

当社では、業務に支障のない範囲での消灯や、ノー残業デーを設

定しての省エネルギーに努めています。又、運転担当者はエコド

ライブを心がけ、自動車の燃料消費量の削減に向けた取組みを

行っています。

III 株式会社エステートピア 君津市 不動産業 (-)

III 鴨川令徳高等学校 鴨川市 サービス業

本校は寮のある学校として多くの生徒を受け入れております。寮

も学校生活の一部と捉え、寮生活の中でリサイクル、節水、節電

の意識を育むための指導をしております。指導する教員もまた生

徒以上にエコを意識してこの活動に取り組んでおります。

III 株式会社漬物工房　彩　本社工場 香取市 製造業

事務職員の夏冬のクール・ウォームビズをはじめ、製造工場の全

館空調設備による省エネルギー空調を実現。また、書類のペー

パーレス化を推進し、電子データによる書類の整理を実施してい

ます。

III 流山商工会議所 流山市
その他（経済

団体）

弊所では、順次LED照明への切り替え、照明の間引き、昼食休憩

時は消灯を徹底しています。また、クールビズ、ウォームビズを

実施し、エアコン温度の適正化、コピー用紙の再利用、両面印刷

による削減やリサイクルにも努めております。

III 有限会社成川運送 銚子市 運輸・通信業
太陽光発電や次世代電力の利用、ハイブリッド車の導入を進めて

いきたい。

III 千葉製粉株式会社 千葉市 製造業

当社では工場への高効率モーター導入や機械設備のインバーター

制御、各建屋照明のLED化等を積極的に進めています。物流面で

は配送の効率化や鉄道貨物の利用を推進し、近い将来太陽光発電

システムの設置を検討しています。

III 株式会社イズミテック 市原市
その他（検査

業）

照明器具のLED化を図り省エネにしながらも、不要な部分のこま

めなOFFを呼びかけ、空調についても、夏場28℃、冬場20℃と

節電を心がけ、CO2削減に取り組んでいます。



III 長谷川ドラッグストア（店舗） 銚子市 卸売・小売業

III 長谷川ドラッグストア（倉庫） 銚子市 卸売・小売業

III ナカノ株式会社 鎌ケ谷市

製造業、不動

産業、その他

（金属リサイ

クル業）

工場機材（車両、設備）、事務用品などを省エネ機材に順次入れ

替えを行いCO2削減を行っております。また、工場内の業務につ

きましても動線距離を短くし効率を上げております。

III 三好生コンクリート株式会社 君津市 製造業

生コン製造工場として地域のインフラ・建築・土木構造物に寄与

しているが、工場独自でCO2削減するのは非常に困難である。し

かし、今後の社会情勢を見るに少しでも削減したく、工場内で設

置できる場所を選定して太陽光発電を取り入れていきたいと思い

ます。

III SC中山 松戸市 不動産業

自動車の運転はエコ運転と安全運転を実行しています。照明器具

を一部LED化しており、今後はその割合を増やしていく予定で

す。

III 神代正剛土地家屋調査士事務所 茂原市 サービス業

不動産取引の安全性のため土地建物の表題に関する登記のお手伝

いをさせていただいております、所員一人一人がエネルギーの省

力化に取り組んでおり、屋根上に遮熱シートを設置、コピー用紙

の再利用化、こまめな電気の消灯、事務所照明のLED化、書類保

存の電子化、及びエコドライブの心がけを行っています。

III
合同会社 office Y FIVE

スピリチュアルバープレアデス
千葉市 サービス業

地球環境の保全およびSDGsに配慮した社会の実現をお客さまと

ともに目指したいと考えています。キッチンカーの運営では環境

負荷の低い容器を活用するなど、脱炭素に向けた活動を実施して

います。

III
株式会社ラムラ

ラムラカミサリーI
市川市 製造業

安全で安心できる食材を、品質を守り衛生的に製造を行っている

食品加工工場において、工場窓に遮熱フィルム廃棄紙類のリサイ

クル、バイオマス素材の袋の使用、都度節電、空調温度管理の呼

びかけ及び実施状況の確認を行っています。

III 株式会社塚本ゴム 銚子市 製造業

当社は土木・自動車・医療・介護用品関連のゴム製品を製造して

おり、夏季はプレス作業者がスポットクーラーを使用しておりま

すがファン付きベストや氷などを支給しスポットクーラーの稼働

時間を削減するよう努力しております。検品作業者、事務作業者

はエアコンの設定温度・風量の管理を徹底し省エネを心がけてお

ります。

III
バニーコルアート株式会社　東金

工場
東金市 卸売・小売業

従業員一人ひとりが紙の使用量を削減し、照明のこまめなスイッ

チオフや生産設備の不要時の停止等を行っています。また、移動

については公共交通機関を利用するように努めています。

III 株式会社マサキ工業 市原市 製造業

弊社は、プラスチック中空成型加工業を営んでおり、合成樹脂に

よる容器が主製品となりますが、近年環境に配慮し、原料の一部

に植物由来のバイオマス原料を混合することにより、二酸化炭素

発生の抑制と温暖化防止に繋がる取組をしています。

III
有限会社ヘルスケアサービス　ゆ

いまーる松戸
松戸市

その他（介

護・保育）

III
有限会社ヘルスケアサービス　ゆ

いまーる保育園
松戸市

その他（介

護・保育）

III
有限会社ヘルスケアサービス

明音色「ゆいまーる八ヶ崎」
松戸市

その他（介

護・保育）

III ヘアーサロンなかむら 大網白里市 サービス業

太陽光熱を利用した床暖房設備を設置しております。また、照明

はLED化を進めており、窓のカーテンは遮熱効果のあるものを使

用しております。

III
有限会社東伸商事　館山ゴルフ倶

楽部
館山市 サービス業

当社は環境負荷の少ない持続可能なゴルフ練習場を運営していま

す。天然芝のフィールドやグリーン、敷地内への積極的な植栽を

通して温暖化防止に取り組んでいます。

電気使用量の削減や資源の再利用など省エネ・省資源に積極的に

取り組みます。

従業員一人ひとりが省電力を意識し、こまめなスイッチオフに取

り組んでいます。また、事業所内の照明のLED化、空調設備の省

エネ化を進めてCO2の削減に取り組んでいます。



III 有限会社ベストエンジニアリング 八街市 製造業
トンネル関係の特に公共性の高い仕事を重点的に、環境に配慮し

て行っています。

III 三栄メンテナンス株式会社　本社 芝山町

建設業、その

他（ビルメンテ

ナンス業）

当社では、建築物の快適性を確保しつつ、設備機器などの適切な

運用改善によって、温室効果ガスとエネルギーコストの削減を行

う「エコチューニング」を推進しています。他にも、太陽光発電

設備や地中熱利用設備の設置、ハイブリッド自動車、燃料電池自

動車を導入するなど、脱炭素社会実現に向け積極的に活動してい

ます。

III 株式会社辰巳工業 習志野市
建設業、不動

産業

土木工事の現場にて、廃棄物を廃プラスチック、木材、鉄など分

別処分を徹底しています。事務所建物の大規模修繕工事において

は、屋根面、壁面の断熱化の施行を行った。空調機の交換をして

省エネ化を図った。

III 株式会社海輝 大貫工場 富津市 卸売・小売業

当社では貝類を仕入れた際に出る梱包用発泡スチロール箱を廃棄

せず、綺麗に洗浄し配送用の梱包箱として再利用する取り組みを

実施しています。また従業員一人一人が照明のこまめなスイッチ

オフに取り組んでいます。

III 鈴木建設株式会社 旭市 建設業
2011年にISO14001を取得し、省資源・省エネルギーを推進し、

環境マネジメントシステムの継続的改善に努めています。

III 有限会社別府スリッター 浦安市 製造業

鋼材の加工及び販売業として常に3Rを意識し、電子化による紙

の使用量を削減、照明の間引き、こまめな消灯、自然光の活用、

エアコンの温度調整、エコドライブに努めております。

III 株式会社HeartY 市原市
建設業、不動

産業

当社は節電の為、廊下・トイレ・洗面所の照明スイッチを人感セ

ンサー付に変更し、事務所に太陽光発電システムを設置していま

す。また、コピー済の裏紙使用、FAXの電子化の実施等、紙の使

用量の削減に取り組んでいます。

III
大成ファインケミカル株式会社 本

社・工場
旭市 製造業

当社はアクリル樹脂、ウレタン樹脂の開発・製造・販売において

環境に配慮したバイオマス原料を使用した製品の開発を積極的に

進めています。また、2023年に環境マネジメントシステム

（ISO14001）の取得に向け活動をしています。

III 株式会社ハヤシ造園土木 富津市 建設業

こまめな消灯、室温の適正管理に取り組み電気使用量の削減を

行っています。両面コピー、裏紙を使用するなど紙の使用量削減

に取り組んでいます。

III
社会福祉法人清輝会　カマラード

の里
東金市

その他（障害

福祉）

障害をお持ちの方々の通所施設です。体調の変化を訴えることの

できない方々の健康に注意しながら、換気と冷暖房の適正使用

や、使わない場所の消灯・リサイクル活動などコツコツとですが

環境に配慮した活動に取り組んでいます。

III
社会福祉法人清輝会　いこいの家

東金
東金市

その他（障害

福祉）

障害をお持ちの方々の共同生活援助施設です。体調の変化を訴え

ることのできない方々の健康に注意しながら、換気と冷暖房の適

正使用や、使わない場所の消灯・リサイクル活動などコツコツと

ですが環境に配慮した活動に取り組んでいます。

III 株式会社根岸商店 白井市 卸売・小売業

リサイクル消耗品の積極的利用や店舗屋上の緑化によるCO2削減

のほか、電気使用量を見える化したESシステムの設置など、社

内全体で日々節電に取り組んでいます。太陽光発電の導入も予定

しており、さらなる省エネを目指します。

III オフィースK 柏市
その他（個人

事業）

経営コンサルタントして、契約先法人において、経営効率化を中

心にコンサして行く中で、省エネ、社有車のゼロエミッション

化、物流における環境負荷改善は避けられない課題として、改善

を促す指導を行っています。

III 株式会社双葉アメニティ 袖ケ浦市
建設業、卸

売・小売業

エネルギー高効率・LED照明・断熱材・エコガラス・木材の有効

活用など、資源不足の未来に沿った新しい環境を作ることを心掛

けております。事務所内では、照明のLED化・紙の使用量削減・

こまめなスイッチオフに取り組んでいます。



III 株式会社オバタ 成田市 卸売・小売業

配送など車両を使用する際にはエコ運転に取り組んでいます。ま

た、オフィスでは従業員1人1人が紙の使用量削減・照明のこま

めなスイッチオフに取り組んでいます。

III 株式会社オバタ 成田市 卸売・小売業

当社は米・肥料・農薬・不動産賃貸業を営んでいます。配送など

車両を使用する際にはエコ運転に取り組んでいます。またオフィ

スでは従業員1人1人が紙の使用量削減・照明のこまめなスイッ

チオフに取り組んでいます。

III 株式会社ユウコウ 市原市 建設業

照明器具のLED化、エアコンの適正使用、照明のこまめな消灯を

心掛け節電に取り組んでいます。FAX送受信をパソコンで管理し

ペーパーレス化を導入し、使用済裏紙の使用により紙の使用量削

減を実施しています。

III 株式会社ユウコウ　青柳倉庫 市原市 建設業
照明はLEDを使用し、日中は自然光を取り入れ使用電力の削減を

おこなっています。

III 株式会社斎藤製作所 市川市 製造業

自社ブランドのラジコン飛行機用エンジンを製造する上で、エン

ジンの低燃費化、製造工程短縮、エア配管の見直し、LED化、

個々のスイッチOFF徹底等を積み重ねて省エネ、CO2排出の低減

に努めています。

III 株式会社冨士商会 茂原市 卸売・小売業

電材の卸売業者として、お客様に地球温暖化対策になるエコ商品

や太陽光発電の販売推進を行なうと共に、当社においてもLED照

明の導入やコピー用紙の使用量削減など、従業員一人一人が省エ

ネ活動に取り組んでおります。

III
社会福祉法人常盤会特別養護老人

ホームときわ園
千葉市

その他（介護

保険事業）

利用者様のニーズに答えながら高効率照明へのリフォームを自前

で行ったり、給湯設備に関して季節による設定温度の変更による

節電効果を狙ったりと各設備の整備の過程で節電に努められるよ

うな工夫を行っています。

III 有限会社木内自動車 香取市
その他（自動

車整備販売）

当社は、リサイクル部品をなるべく使うことにより資源の再利用

に貢献しています。工場屋根の遮熱塗装や事務所の遮光、こまめ

な照明のスイッチオフにより人にも環境にも優しくなるように取

り組んでいます。使用済みの裏紙の使用など、紙の使用量の削減

にも取り組んでいます。

III 大成化工株式会社 成田市 製造業

当社は液状分散材、コーティング材の研究、製造、販売を行って

おります。環境にも配慮した循環型社会を目指し3R行動を推進

しております。また、2025年度に環境マネージメントシステム

（ISO14001）の取得に向け活動しております。

III 株式会社千葉ロジスティクス 八千代市 サービス業

弊社は、17年間の経験値を基に梱包資材等必要最小限の無駄の

ない資材をご提案するとともに、倉庫での作業の際にも作業時間

外の消灯などこまめな節電対策にに取り組んでおります。トラッ

ク配送についてもエコドライブを心がけております。

III 一角株式会社 本店 富津市 卸売・小売業

III 一角株式会社 君津店 君津市 卸売・小売業

III 一角株式会社 建材センター 富津市 卸売・小売業

III 一角株式会社 土木資材部 富津市 卸売・小売業

III 一角株式会社　館山営業所 館山市 卸売・小売業

III 一角株式会社　市原営業所 市原市 卸売・小売業

III 株式会社シスコムネット　本社 千葉市 サービス業

住宅会社の新築、リフォームを中心に太陽光発電、蓄電池、V2H

など、ZEHに関する省エネ機器のご提案から設置工事までを行

い、EVコンセントや、エアコンの交換工事、LED化などの省エ

ネに取り組んでいます。

III
株式会社シスコムフーズ　居酒屋

こいち
千葉市 サービス業

千葉県の養豚場、養鶏場から仕入れ、「千産千消」に取り組み、

電気設備の清掃、LED化に加え、お店の屋根には太陽光パネルを

設置して電気の自家消費を行っています。

地元工務店、工事店への遮熱鋼板の販売を通じ、屋根・壁での遮

熱化の促進により環境配慮型の住宅へのアシストができればと社

員一同取り組んでいます。



III 大真精機株式会社 鎌ケ谷市 製造業

当社はプラスチック容器を成形する金型を製造しており、SDGs

としてプラスチックや金属のリサイクルを始め省エネ型空調、自

家消費型太陽光発電の採用などによる省エネルギー対策に取り組

んでおります。

III 株式会社橋本産業 白井市 不動産業

省エネ・エコ活動の取り組みとして、自社オフィス及び所有する

ビル等のLED化の実施を考えております。また、使用済みのコ

ピー用紙の裏紙の再利用などを推進しています。

III 株式会社橋本産業 大生ビル 船橋市 不動産業

省エネ・エコ活動の取り組みとして、自社オフィス及び所有する

ビル等のLED化の実施を考えております。支障のない範囲での節

電を心がけております。

III 有限会社沢田漬物 成田市 製造業

当社は漬物製造業として環境配慮型の機器使用やリサイクルペー

パー活用等により、温暖化対策に努めています。オフィスでは

ウォームビズやクールビスの実施、照明や室温の適正管理など、

組織として省エネルギーに取り組んでいます。

III 株式会社林 本社・工場 香取市 卸売・小売業
電力消費量の削減をはじめ、包装の簡素化等、環境負荷の低減に

も取り組んでおります。

III
多摩川エアロシステムズ株式会社

成田事業所
芝山町

その他（航空

機装備品修理

業）

作業場照明をLED照明に変更し消費電力を削減する。当社では、

世界自然遺産周辺に位置する空港において、エンジン式電源車を

バッテリー式電源車に置き換え、環境負荷を減らし、持続可能な

インフラを整備することを策定中。また、空港に太陽光発電を導

入し、再生可能エネルギーの消費率を促進することを策定してい

る。

III
学校法人川原学園 東京動物専門学

校 八千代キャンパス
八千代市

その他（専門

学校）

本キャンパスでは電力使用量のデマンド管理システムを導入し、

省エネや電気代改善に取り組み、また、事務用品使用料の削減の

為、資料の電子化・両面印刷・裏紙使用を実施し資源の削減に努

めている。照明については、キャンパス施設のLED化が完成し、

飲料水以外は井戸水（トイレ等）を活用し資源の有効活用を行っ

ております。

III DAITRADE 千葉市 卸売・小売業
事務所の照明のLED化や待機電源の確認をして社員一同節電の意

識を高めております。

III
レストランバー MAMMA おゆみ野

店
千葉市 サービス業

当店では、スタッフのクールビズ、休憩時間の消灯、資源の再利

用として、OA機器のリサイクル商品（再生紙、インク）などを

利用しています。また、FAX受信紙も両面使用しています。

III
ゼップエンターテイメント株式会

社
木更津市 サービス業

電気自動車で通勤・配送を推進している。自然エネルギー100％

を目指している。オーガニックな食材の利用を推進している。

III メンズショップ ミラノ 市原市 卸売・小売業

当社は高級紳士・婦人服の小売業をしており、クールビズ・

ウォームビズ対応商品の販売にも力を入れています。店内や事務

所では従業員一人ひとりが照明のこまめなスイッチオフ、エアコ

ンの設定温度の調整、またプリンター用紙の裏面使用などの環境

対策に取り組んでいます。

III
成田三菱自動車販売株式会社

成田本店
成田市 卸売・小売業

社内のLED照明化や急速充電器の設置による電動車両への給電等

によりカーボンニュートラルへの貢献を目指します。また、CO2

削減のため、社員各自が日常業務で、できること（照明器具のオ

ン／オフ 裏紙の使用）を励行します。

III
成田三菱自動車販売株式会社

八街店
八街市 卸売・小売業

社内のLED照明化や急速充電器の設置による電動車両への給電等

によりカーボンニュートラルへの貢献を目指します。また、CO2

削減のため、社員各自が日常業務で、できること（照明器具のオ

ン／オフ 裏紙の使用）を励行します。

III 有限会社梅香堂 市原市 製造業

当社では、工場の照明をLEDに交換し、工場屋根に太陽光発電シ

ステムを設置。発電とソーラーパネルの効果で屋根への直射日光

を避けることにより、室温上昇を抑えてエアコンの節電を実施

し、省エネに取り組んでいます。



III
有限会社ケーアンドケーフーズ

船橋工場
船橋市

製造業、

卸売・小売業

従業員一人一人が温暖化対策、環境問題への取り組みを意識し、

少しでも貢献出来ればと考えております。

III 有限会社ケーアンドケーフーズ 八千代市 製造業

小規模事業者であり、効果は小さいのかもしれませんが、従業員

一人一人が温暖化対策、環境問題への取り組みを意識し、少しで

も貢献出来ればと考えております。

III
千葉テクノサービス株式会社

本社
千葉市 運輸・通信業

当社は産業廃棄物の収集運搬を手掛けており、排出事業者様から

出る廃棄物を可能な限りリサイクルできるよう取り組んでいま

す。事務所では蛍光灯からLED照明に変更し、節電に取り組んで

います。

III 山本印刷株式会社　本社 成田市 製造業

当社は印刷業として環境配慮型の機器使用やリサイクルペーパー

活用等により、温暖化対策に努めています。オフィスではウォー

ムビズやクールビスの実施、照明や室温の適正管理など、省エネ

ルギーに取り組んでいます。

III 有限会社宮本養鶏 館山市 農林水産業

III 有限会社宮本養鶏　神余農場 館山市 農林水産業

III 株式会社主婦の店　大網店 大網白里市 卸売・小売業

従業員一人ひとりがエコロジーに心がけオフィスでは紙の再利

用、こまめなスイッチオフ、各店舗では店舗内照明、空調機器等

の温度管理の徹底に取り組んでいます。また、各店舗に回収BOX

を設置し再資源化に取り組んでいます。

III
学校法人中山学園　ユニバーサル

ビューティーカレッジ
船橋市

その他（教

育・学習支援

業）

校舎にはエネルギー消費量削減のため高効率空調機を導入してい

ます。また、照明や空調のこまめなスイッチオフに取り組んでい

ます。

III フードランドLEO誉田店 千葉市 卸売・小売業

従業員一人ひとりがエコロジーに心がけオフィスでは紙の再利

用、こまめなスイッチオフ、各店舗では店舗内照明、空調機器等

の温度管理の徹底に取り組んでいます。また、各店舗に回収BOX

を設置し再資源化に取り組んでいます。

III VZONE　神々廻店 白井市 サービス業

III VZONE　印西店 印西市 サービス業

III VZONE （湖北店） 我孫子市 サービス業

III VZONE II (柏店） 柏市 サービス業

III VZONE　白井店 白井市 サービス業

III VZONE　我孫子店 我孫子市 サービス業

III VZONE　津田沼店 習志野市 サービス業

III
ブイゾーンユーカリが丘店

パチンコ 館
佐倉市 サービス業

III
ブイゾーンユーカリが丘店

スロット 館
佐倉市 サービス業

III スコープジャパン株式会社 四街道市 製造業

当社では2014年より社内全LED化を行い、電気事業者の省エネ

レポートを参考に省エネと環境に配慮した取り組みを行っていま

す。設備投資は環境に関する各種認定を取得している設備を優先

し積極的に導入しています。

III 神崎町商工会 神崎町 サービス業

神崎町商工会は「SDGs」の達成に向けてエネルギー消費量の削

減等の省エネを実施しています。また、3R活動等による廃棄物

の削減を積極的に実施しCO2の削減に取り組んでいます。

III 合同会社WOULD 南房総市
不動産業、

サービス業

廃校と防災と発電所を組み合わせた国内初の災害時避難場所を兼

ねた宿泊施設を建てました。

III シラハマ校舎 南房総市
不動産業、

サービス業

廃校利活用を行なった【シラハマ校舎】を運営しています。廃校

と防災と発電所を組み合わせた国内初の災害時避難場所を兼ねた

宿泊施設を建てました。世界でも類をみない施設となりました。

III 有限会社渡辺製作所 茂原市 製造業

工場内を全てLED照明にし、人感センサー付き照明も導入するな

ど、省エネ活動に取り組んでおります。また、電気自動車も導入

し、CO2排出量削減にも努めております。

遊休地やアミューズメント店舗内の敷地を活用し、太陽光発電所

を運営しています。大電力を消費する企業の社会的責任として自

社が消費する電力を100％再生可能エネルギーで賄うことを目指

しています。

製造する包装資材はリサイクルペットを利用した資材や再生紙モ

ウルドを使用しています。鶏舎・工場では照明のLED化をはじ



III シーキャビン 南房総市 サービス業

開店当時からフードロス問題や地産地消に取り組んできました。

館内は節電を心がけ、消灯の時間を設けています。クールビズ・

ウォームビズに積極的に取り組んでます。

III 野口クリーニング店 南房総市 サービス業

当店では、プラスチックハンガー回収によるリサイクル、レジ袋

有料化、スチールボイラーの廃熱再利用、店内照明のLED転換、

石油系溶剤の回収・再生による溶剤廃棄量の減少等、省エネに取

り組んでおります。

III 有限会社日乃出 木更津市 卸売・小売業

時間帯により照明の間引きや小まめなスイッチオフを積極的に

行っています。紙の節約の為に両面コピー、紙の再利用などを積

極的かつ継続的に取り組んでいます。また、営業車はエコドライ

ブの心掛け、燃費に対する意識付けを行い環境負荷の低減に取り

組んでいます。

III デイサービス金木犀 木更津市 サービス業

デイサービス金木犀では安全運転・エコドライブを心掛けてお客

様の送迎に取り組んでいます。また、設備では全てLED照明を使

用。使用時以外でのこまめな消灯を心掛けています。

III 株式会社スズキエンジニアリング 佐倉市 製造業

当社は医薬品および化粧品会社向けの自動機の製造・販売を手掛

けており、部品加工の際に発生するステンレスや鉄の端材のリサ

イクルに取り組んでいます。オフィスでは従業員一人一人が紙の

使用量削減・照明のこまめなスイッチオフに取り組んでいます。

III 有限会社金田屋 栄町 サービス業

地球温暖化対策に貢献するために、太陽光発電の導入や電気自動

車、高効率空調設備の導入、高効率な熱調理機器や調理機器への

転換、照明のLED化を進めています。将来は蓄電池の活用も考え

ています。

III 松本自動車株式会社 香取市 サービス業

工場内の照明の部分的な消灯やコピー用紙の裏面の使用等、小さ

な事から取り組んでいます。また、事務所内での観葉植物の設置

や敷地内に花壇を作る等、緑化にも取り組んでいます。

III 有限会社鳥海ファーム 君津市 農林水産業

オフィスでは、空調や照明などの節電を図るとともに、今秋には

養鶏場に太陽光発電設備（49.9kW）の導入を予定して、年間の

CO2排出量削減率56.5％を目指し、より一層の省エネ活動を推進

し温室効果ガスの削減に努めてまいります。

III 株式会社ユニペン 市原市
建設業、卸

売・小売業

当社は地球温暖化防止、環境配慮型塗料商材の販売、塗装工事を

行っております。ちばSDGsパートナー登録制度にも登録し、地

球環境や人々の健康に配慮した事業運営、働き方改革、地産地消

を心掛けております。

III アズマックス株式会社　千葉工場 八千代市 製造業

設備の運転効率化や生産プロセスの合理化等による生産性の向上

を通じ、エネルギーの使用の合理化を推進しています。また、工

場照明のLED化を計画しています。

III 有限会社与助丸商店 南房総市
製造業、卸

売・小売業

当社は水産加工業で、海水いけすの循環装置などエネルギー利用

が大きくなりがちです。そこで、循環の過程で2次的な海水の活

用も行い、効率よく節電対策等を実施しています。また、従業員

や利用者へ節電方法等の情報提供を実施しています。LED照明へ

の切り替え、5S活動にも力を入れています。

III 有限会社与助丸商店 新工場 南房総市 製造業

工場全体でLED照明を設置し、敷地内に自家消費用太陽光発電設

備の取り組みを進めています。また、発電した電気を作業に使う

フォークリフトや営業車両のバッテリーにしていくなど、低炭素

の実現に努めています。空調設備の効率化や人感センサーによる

照明管理など、次世代型の向上運営に取り組んでいます。

III 協友工業株式会社 市原市 建設業

電気自動車の導入、太陽光発電の設置、照明のLED化などの設備

投資をしています。その上で、こまめな消灯、不要用紙の再利用

等個人が身近に行える省エネ行動を実践しています。少しずつで

も削減できるように日々の積み重ねを大切にしています。



III 株式会社ヒラノ　第一工場 旭市 製造業

III 株式会社ヒラノ　第二工場 旭市 製造業

III 株式会社ヒラノ　開発センター 旭市 製造業

III 安房住宅株式会社 本社 南房総市

建設業、電

気・ガス・熱

供給・水道

業、不動産業

III
安房住宅株式会社

リフォームサービスセンター
館山市 建設業

III
安房住宅株式会社

リフォーム相談館　館山店
館山市 建設業

III
安房住宅株式会社

リフォーム相談館　鴨川店
鴨川市 建設業

III
安房住宅株式会社

リフォーム相談館 木更津店
木更津市 建設業

III
オーガニックスーパークランデー

ル新松戸店
松戸市 卸売・小売業

空調の温度設定の緩和、照明の間引き、ケース設備の夜間停止、

作業効率の改善に伴うエネルギーの削減等に取り組んでいます。

III 株式会社パインテック 千葉市

III
株式会社パインテック　大草営業

所
千葉市

III 株式会社坂本 市原市 建設業

当社は、太陽光発電所を運営し、CO2削減へ貢献しています。ま

た、従業員一人一人が紙の使用量削減・照明のこまめなスイッチ

オフ・室温の設定管理等積極的に取り組んでいます。

III 一般社団法人　ゾナカルチョ 佐倉市
その他（教育

事業）

オフィス内の照明や紙の使用量の削減を積極的に実施、スクール

活動の開始と終了のタイミングに合わせた照明の消灯をすること

で使用量の削減に取り組んでおります。

III 土善旅館 東庄町 サービス業
空調および照明の定期的な清掃の実施とLED照明の導入や人感セ

ンサーを導入し、電気使用量の削減に積極的に取り組みます。

III 赤星工業株式会社　本社工場 市原市 製造業

照明、空調機器の定期的な清掃、電力量削減に向けた部分的な消

灯・LED化・人感センサーの活用、及び室温の適正管理を行って

います。また、緑化も推進しています。

III 赤星工業株式会社　富津工場 富津市 製造業

照明、空調機器の定期的な清掃、電力量削減に向けた部分的な消

灯・LED化・人感センサーの活用、及び室温の適正管理を行って

います。また、県の条例に則った緑化も推進しています。

III 有限会社共成建設　本社 市原市
建設業、不動

産業

当社は関東一円の中小企業様を対象に脱炭素を目的とした、自家

消費型太陽光発電設備・蓄電池設備の提案、請負、施工をワンス

トップで行っております。また、当社の本業である建設において

は、高断熱材の塗装をRC造、鉄骨造の屋根・外壁に施していま

す。

III 有限会社共成建設　事務所 市原市
建設業、不動

産業

当社は関東一円の中小企業様を対象に脱炭素を目的とした、自家

消費型太陽光発電設備・蓄電池設備の提案、請負、施工をワンス

トップで行っております。また、当社の本業である建設において

は、高断熱材の塗装をRC造、鉄骨造の屋根・外壁に施していま

す。

III サービス高齢者住宅　椿の丘 市原市 サービス業

対象事業所である椿の丘の建築にあたり、二重サッシ、高気密断

熱材を施し、省エネエアコンを使用して各部屋に設置しました。

また今後においては入居者様の安心と安全を確保できるように蓄

電池を用いて停電時の照明使用が可能な住宅をと考えておりま

す。

太陽光発電設備や蓄電を利用した再生可能エネルギーの活用・普

及に取り組み、設備全般を含む住宅リフォーム事業を行っていま

す。自社事務所では、太陽光発電、LED照明、節水型設備、節電

ガラスを設置し、省エネ化の励行に努めています。

当社は5S（整理、整頓、清掃、清潔、躾）の基本姿勢に取組

み、その中で照明器具や空調機器の清掃も実施しています。オ

フィスでは従業員一人一人が紙の使用量削減・照明のこまめなス

不動産業

社員一人一人が照明の小まめなスイッチオフ、両面コピーや裏紙

の使用等を励行しています。社内では照明の削減をし、またFAX

確認をPC上で行うことでペーパーレス化を導入しています。ち



III 株式会社シェ・ケン 千葉市 製造業

EMSを設置して業務に支障がない範囲でLED照明を使用した照明

管理、室温管理を行い電気使用量削減への取り組みと、オフィス

内のコピー用紙使用量の削減の為ペーパーレス推進、両面印刷

等、積極的な取り組みを行っています。

III 株式会社シェ・ケン　勢田営業所 八街市 サービス業
業務に支障がない範囲で照明管理、室温管理に取り組んでいま

す。

III 特別養護老人ホーム　睦沢園 睦沢町
その他（高齢

者福祉）

「今できることからコツコツと」を掲げ、不要な照明、空調の節

減など省エネ活動を行い、設備更新時はエネルギー効率の良い製

品の導入・検討を行っています。また、電気自動車の導入も目指

しています。

III 特別養護老人ホーム　長柄園 長柄町
その他（高齢

者福祉）

「今できることからコツコツと」を掲げ、不要な照明、空調の節

減など省エネ活動に取り組んでいます。風が通りやすい造りを活

かし、感染対策の換気や季節を感じるケアの一環として空調に頼

り過ぎない室温管理を行っています。

III
株式会社リプラス

本社・袖ケ浦工場
袖ケ浦市 製造業

当社は廃プラスチックを原料とするリサイクルプラスチック製品

の製造・販売を手掛けております。ISO14001 の取組を通して、

従業員一人ひとりが各環境負荷の低減活動に積極的に取り組んで

おります。

III
社会福祉法人　紫雲会

特別養護老人ホーム　けやき園
千葉市

その他（介護

保険事業）

事業所全体で省エネルギーに取り組んでおり、消費電力を削減す

るため、照明設備や空調設備の定期的な清掃や照明の間引き、部

分消灯の実施、高効率な空調設備の導入を図るなど、高齢者施設

として省エネルギーに取り組んでいます。

III
社会福祉法人　紫雲会

デイサービスセンター　けやき園
千葉市

その他（介護

保険事業）

事業所全体で省エネルギーに取り組んでおり、消費電力を削減す

るため、照明設備や空調設備の定期的な清掃や照明の間引き、部

分消灯の実施、高効率な空調設備の導入を図るなど、高齢者施設

として省エネルギーに取り組んでいます。

III
社会福祉法人　紫雲会

ケアハウス　けやき園
千葉市

その他（介護

保険事業）

事業所全体で省エネルギーに取り組んでおり、消費電力を削減す

るため、照明設備や空調設備の定期的な清掃や照明の間引き、部

分消灯の実施、高効率な空調設備の導入を図るなど、高齢者施設

として省エネルギーに取り組んでいます。

III 社会福祉法人 紫雲会 千葉市
その他（介護

保険事業）

事業所全体で省エネルギーに取り組んでおり、消費電力を削減す

るため、照明設備や空調設備の定期的な清掃や照明の間引き、部

分消灯の実施、高効率な空調設備の導入を図るなど、高齢者施設

として省エネルギーに取り組んでいます。

III 米屋株式会社　第二工場 成田市
製造業、卸

売・小売業

「人が喜ぶ姿こそ、自らの喜びである」和菓子を作り続けて、

人々との輪を繋いできました。次の世代へも輪を広げ、喜ぶ姿を

世界へと。未来の喜びのため、 (なごみ)を掲げ、 SDGs活動に取

り組んでいきます。

III 米屋株式会社　お菓子工房 成田市
製造業、卸

売・小売業

「人が喜ぶ姿こそ、自らの喜びである」和菓子を作り続けて、

人々との輪を繋いできました。次の世代へも輪を広げ、喜ぶ姿を

世界へと。未来の喜びのため、 (なごみ)を掲げ、 SDGs活動に取

り組んでいきます。

III
株式会社トヨタレンタリース千葉

本社
千葉市 サービス業

SDGsへの取り組みを通して、地域社会に貢献し、発展すること

を目指し取り組んで参ります。

III 株式会社UGS 柏市 不動産業

事務所建物にLED照明を使用し、昼食休憩時などこまめな消灯を

行っております。また、常に3R ・ごみの分別を意識し、物を大

切に使い切ることや業務効率化を意識し、消費エネルギーの削減

に取り組んでいます。

III
フィールドフォース

ボールパーク　柏の葉
柏市 卸売・小売業

太陽光発電システムを導入して、事業所内の50％の省エネルギー

化を目指しています。災害時には事業所内の野球練習場等を解放

し、太陽光発電の電力をご利用いただけるようしてまいる所存で

す。



III 株式会社クリエすずき建設 柏市 建設業

ちばSDGsパートナー企業です。

・デジタルを活用し、企業活動で使用される大量の紙媒体の削減

・ECOでバリアフリーな住まいづくりの普及

などの温暖化対策に力を入れています。

III 有限会社高麗商店 千葉市 卸売・小売業 緑化に力をいれていきたいと思っております。

III 長島石油株式会社 香取市 卸売・小売業

本社事務所内は全てにおいて不在時消灯を徹底しており定着して

おり、退社時のPC電源OFFにも拘り取組みしております。な

お、2022年度内にはLED証明導入を予定しております。

III
社会福祉法人六高台福祉会　特別

養護老人ホーム松寿園
松戸市

その他（介護

福祉）

・全館のLED化

・デジタル化を進めた、ペーパーレス化

・電気の使用量を見える化した節電

・5S（整理・整頓・清掃・清潔・習慣化）活動の徹底 等に努め

ております。

III 株式会社frenge 松戸市
その他（情報

サービス）

事務所内照明にLED照明を使用し、こまめな消灯や部分消灯の節

電に取り組んでおります。また、コピー用紙の再利用やweb会議

を活用しペーパーレス化を推進し、環境負荷軽減に努めておりま

す。

III 株式会社コネクト　本店 千葉市 不動産業

紙の再利用、エコドライブの心掛け、環境負荷の低減に取り組ん

でいます。社有車のハイブリット化を行い、社員一人一人が意識

し、エコドライブ運転をしています。クール/ウォームビズを取

入れ、冷暖房の設定温度を適正管理しています。

III 株式会社コネクト　鎌ケ谷店 鎌ケ谷市 不動産業

紙の再利用、エコドライブの心掛け、環境負荷の低減に取り組ん

でいます。社有車のハイブリット化を行い、社員一人一人が意識

し、エコドライブ運転をしています。クール/ウォームビズを取

入れ、冷暖房の設定温度を適正管理しています。

III 株式会社コネクト　木更津店 木更津市 不動産業

紙の再利用、エコドライブの心掛け、環境負荷の低減に取り組ん

でいます。社有車のハイブリット化を行い、社員一人一人が意識

し、エコドライブ運転をしています。クール/ウォームビズを取

入れ、冷暖房の設定温度を適正管理しています。

III 株式会社藤田製作所 茂原市 製造業

ISO14001環境マネジメントシステムを運用し、全従業員で温室

効果ガス削減活動に取り組んでいます。また空調設備、事務機器

の導入の際は高効率、環境配慮製品を選択するようしています。

III 有限会社三昭機工 船橋市 製造業

III 有限会社三昭機工　第三工場 船橋市 製造業

III 有限会社南園総合自動車 白井市
その他（自動

車修理）

工場内・事務所照明の部分的な消灯、空調の温度設定を推奨温度

設定にするなどの取り組みを心がけています。リサイクル商品な

どを積極的に取り入れ、資源の再利用を進めています。

III 元気いっぱい四街道本店 四街道市

III 元氣志津店 佐倉市

III きんぷらや四街道本店 四街道市

III みんなの居酒屋ありがとう稲毛店 千葉市

III
みんなの居酒屋ありがとう新検見

川店
千葉市

III
みんなの居酒屋ありがとう本千葉

店
千葉市

III
みんなの居酒屋ありがとう千葉中

央店
千葉市

III みんなの居酒屋ありがとう船橋店 船橋市

III サンキュー船橋本町店 船橋市

III
みんなの居酒屋ありがとう西千葉

店
千葉市

III 海鮮次郎長本千葉店 千葉市

サービス業

サービス業
自転車通勤、オフィス店舗ともに紙の使用削減照明のこまめなス

イッチオフLED照明の導入など取り組んでいます。

自転車通勤、オフィス店舗ともに紙の使用削減照明のこまめなス

イッチオフLED照明の導入など取り組んでいます。

材料端材のリサイクル、勤怠・各種申請・社内連絡ではクラウド

を活用することでのペーパーレス化を進めています。また、照明



III ありがとうっ手羽千葉富士見店 千葉市

III
みんなの居酒屋ありがとう津田沼

店
成田市

III 焼肉遊園地 千葉市

III ありがとう東船橋校 船橋市

III ありがとうの台所稲毛海岸店 千葉市

III ありがとうCK 千葉市

III ありがとうCK2 千葉市

III 美味しい温泉　夢みさき 南房総市 サービス業

当館はお客様に快適に宿泊していただくことと、使用エネルギー

を最小化を心がけて営業しております。壁面緑化やブラインドを

利用することで、エアコンの使用を控える工夫をしており、夏場

は専用ユニフォームでクールビズに取組み、お客様をおもてなし

しております。

III 有限会社　佐原企画 香取市 サービス業

弊社ではリサイクルやリユース部品を推奨し、環境にもお客様に

もメリットのあるサービスを心がけています。また、ハイブリッ

ド車に対応したテスターや、作業スタッフ全員が低電圧取扱資格

を取得しおり新技術への対応にも積極的に取り組んでいます。

III

株式会社村山ツーリストビュー

ロー

mcoup'e&café de Paris

佐倉市

卸売・小売

業、サービス

業

当店はベーカリー＆カフェで、食品ロス削減に力を入れて取り組

んでいます。姉妹店のカフェでは、ソーラーシステムの導入や里

山保全活動でCO2削減をはじめ、環境に配慮した取組を取り入れ

た運営をしています。

III

株式会社村山ツーリストビュー

ロー

みらいの里さくら

佐倉市 サービス業

当施設のカフェでは、ソーラーシステムの導入や、間伐材を利用

した木材ペレットを燃料にする石窯オーブンの利用など、施設内

の里山保全活動をしながら、CO2削減など環境に配慮した施設運

営を行っています。

III
株式会社フレッシュダイナー

船橋工場
船橋市 製造業

私たちは安全で安心な商品・サービスを提供し、環境負荷の低減

にも積極的に取り組んでいます。自然環境や資源の保護に配慮

し、廃棄物の削減・省エネルギー活動の推進等の持続可能な地域

社会への貢献ができる会社を目指します。

III 有限会社門谷製作所 山武市 製造業

当社では効率的な配送ルートを設定、クールビズ・ウォームビズ

の活用、照明の間引き等を取入れます。また、納入事業者には可

能な限り『まとめて納入』を推進し、CO2排出削減に取り組みま

す。

III
株式会社ホリウチ

木更津営業所・ロープセンター
木更津市 卸売・小売業

エコ検定取得済の従業員と共に、段ボールや裏紙の再利用、ゴミ

の分別徹底に日頃から取り組んでいます。また、工場職は空調服

を着用、事務所ではサーキュレーターや扇風機を有効活用し光熱

費の削減に努めています。

III
株式会社ホリウチ　テクノセン

ター
木更津市 卸売・小売業

エコ検定取得済の従業員と共に、段ボールや裏紙の再利用、ゴミ

の分別徹底に日頃から取り組んでいます。また、工場職は空調服

を着用、事務所ではサーキュレーターや扇風機を有効活用し光熱

費の削減に努めています。

III 株式会社三昌 松戸市
その他（事務

用品等組立）

照明の節電、エアコンの温度設定、クールビズなど、従業員一人

ひとりにできることを取り組んでいます。これからも少しずつ、

地球のために。未来のために。

III セイスイ工業株式会社 本社 千葉市
その他（物品

賃貸業）

社内全体において、排出ガス抑制として営業車両のアイドリング

ストップを心がけ、二酸化炭素排出の抑制へ努めております。ま

た、クリーン者導入も中長期的に見据えており、全営業車両エコ

カー化へ取り組んでおります。

III 福鮨 香取市 サービス業

当店は、食品ロスをなくすために細かい仕入れ、電気代と使用量

を減らすため冷蔵庫はすぐ閉める、使わない電器・照明はすぐに

消すなどに取り組んでいます。省エネ製品の買替にも積極的に取

り組んでいます。

サービス業
自転車通勤、オフィス店舗ともに紙の使用削減照明のこまめなス

イッチオフLED照明の導入など取り組んでいます。



III 誠和CS株式会社 千葉市 サービス業

当社は住宅の点検等が中心のサービス業を運営する中で、今まで

紙を使い記録してきたが、ペーパーレス化を推進し、タブレット

を使用することにより、90％の削減を達成した。また、電力消

費量も削減し、使用量も少なくなっている。

III 有限会社山野辺自動車 大網白里市 サービス業

エコドライブはもちろんのこと、近距離移動は徒歩や自転車を活

用。整備によるアイドリングや試乗も無駄のなきよう短時間で情

報収集し的確に整備し無駄なアイドリングを削減しております。

また、空きスペースでは作物を育て緑化対策をしております。

III
有限会社協和デンタル・ラボラト

リー
松戸市 サービス業

身近な部分から排出炭素量の削減に取り組んでいく。現在、資料

の電子化を図り紙の使用量削減に取り組んでいる。また、主業務

である歯科技工のデジタル転換を積極的に推進し、従来の歯科技

工物製造過程で発生する二酸化炭素量の削減に努めている。

III
有限会社協和デンタル・ラボラト

リー（西馬橋営業所）
松戸市 サービス業

身近な部分から排出炭素量の削減に取り組んでいく。現在、資料

の電子化を図り紙の使用量削減に取り組んでいる。また、主業務

である歯科技工のデジタル転換を積極的に推進し、従来の歯科技

工物製造過程で発生する二酸化炭素量の削減に努めている。

III
有限会社協和デンタル・ラボラト

リー（南流山営業所）
流山市 サービス業

身近な部分から排出炭素量の削減に取り組んでいく。現在、資料

の電子化を図り紙の使用量削減に取り組んでいる。また、主業務

である歯科技工のデジタル転換を積極的に推進し、従来の歯科技

工物製造過程で発生する二酸化炭素量の削減に努めている。

III 湖畔の宿つばきもと 君津市 サービス業
お客様にも出来る範囲での協力を仰ぎ、社員共々エネルギー消費

量の50％削減を目標に取り組んでおります。

III 犬山喜輔税理士事務所 横芝光町 サービス業
LED照明や省エネ機器の導入に取り組んでいます。段ボールや

ペットボトルのリサイクルにも積極的に参加しています。

III 株式会社菊池鋼板興業 印西市
製造業、卸

売・小売業

工場内水銀灯のLED化や工場設備の稼働時間帯を日中から夜間に

移すなど、使用電力量の削減とエネルギーの分散化を継続的に取

り組んでいる。また、今年度中に自家消費型の太陽光発電システ

ムを設置し、再生可能エネルギーを利用することによるCO2排出

削減を目指している。

III アイワスチール株式会社八街工場 八街市 製造業

弊社は地球温暖化対策、省エネに関して全て取り組むことを前提

に運営しています。環境保全を大切に考えCO2削減について社員

教育をしています。太陽光発電を導入して事業所電気使用量の

50％以上を賄うことを目標にしています。

III 居酒屋 一休 松戸市 サービス業

店内LED化、トイレ照明センサー、節水コマ設置、などの取り組

み。営業時間外の客席消灯、各機器フィルターの定期清掃など、

脱炭素化に取り組んでおります。

III イノウデンキ 香取市

電気・ガス・

熱供給・水道

業、卸売・小

売業

省エネ家電の販売・修理を手掛け、街のホームドクターとして家

まるごと「省エネ」を取り組んでいます。

III 有限会社平岡興業 本社 成田市 建設業

当社は土木建設業として環境配慮型の機器使用やリサイクルペー

パーの活用等により、温暖化対策に努めています。オフィスでは

ウォームビズやクールビズの実施、照明や室温の適正管理など、

組織として省エネルギーに取り組んでいます。

III 精華園 南房総市 農林水産業

南房総市でカーネーションの生産販売を行うに当たり、冬季の暖

房に関する栽培技術を学び、省エネとCO2削減に努めています。

面積当たりの花の収量を増やすことで、1本あたりのCO2排出量

は過去最低の値に抑えられています。今後もコンサルタント等を

有効活用し、栽培技術を上げていきたと思っています。



III 土地家屋調査士法人　芽生測量 柏市
その他（測量

業）

当社は現場作業が多いため、従業員の負担とエネルギー消費削減

のため始業時間を早く設定しています。出勤を7時30分、退出を

4時30分とし、電気代ガス代の削減と共に仕事と家庭の両立を図

る取り組みを行っております。

III 株式会社渡辺冷食 鴨川市 製造業

工場内のLED化や高効率なボイラーへの切り替えなど、CO2排出

削減に努めています。オフィスでは省エネモードを活用した節電

対策の実施やペーパレス化に積極的に取り組んでいます。

III 株式会社ブレイン 茂原市
建設業、不動

産業

エコロジーを心がけ、こまめな照明のスイッチオフや空調の調

整、定期的な清掃によりエネルギー使用量を削減、不用な用紙の

裏紙印刷やメモ帳として活用し積極的な省エネ・エコ活動に取り

組んでいます。

III 有限会社クレアール 千葉市 サービス業

PHEV自動車導入、太陽光発電・LED照明設置、植栽緑化等の設

備を導入し、エアコンの適正温度を設定管理し省エネを実施して

います。業務では電子データを活用することなど、紙資源削減を

行っています。

IV 株式会社井部製作所　松尾工場 山武市 製造業

工場内のLED化やエネルギー効率の高い工作機械への切り替えな

どを通じて、CO2排出削減に努めています。オフィスでは省エネ

モードを活用した節電対策の実施やペーパレス化に積極的に取り

組んでいます。

IV アートリーガル司法書士事務所 松戸市
その他（司法

書士業）

当事務所は、紙媒体が主流である司法書士業務において、ペー

パーレス化を推進、登記申請業務も極力オンラインによる申請と

し、環境負荷の低減に積極的に取り組んでいます。

IV SCOOBY-DOO 野田市 サービス業

2010年から、太陽光発電を導入し、エネルギーの消費削減に努

め、室内の空調温度管理による地球温暖化対策、また、室内の

LED化や、こまめなスイッチオフ、人感センサー使用による不要

電源カットの徹底にも取り組んでいます。

IV 株式会社三水ホテル 鴨川市 サービス業

ホテルのアメニティ類（歯ブラシ、くし、カミソリ、包装紙）の

プラスチック製品を、バイオマスや竹製にすることで、プラス

チックの使用量を大幅に削減。

IV
ネッツトヨタ千葉株式会社

船橋宮本店
船橋市 卸売・小売業

自動車販売会社として、電気自動車やハイブリッド車の推奨と、

エコドライブの推進を行っております。また、省エネ設備への積

極的な投資を行い、効果的に活用することで「物による省エネ」

と「人が行う省エネ」の両面で取り組んでいます。

IV
特別養護老人ホーム　やわらぎの

郷
市川市

その他（福

祉）

当施設ではデイサービスの送迎の際、運転者は各自効率的な経路

計画をし、ゆるやかに発進するエコドライブの実施を促しており

ます。また、必要のない箇所の消灯や間引き、空調温度管理、

LED証明への交換、節水機器の導入等、エネルギーの消費を抑え

る取り組みを行っております。

IV 株式会社 ナリコー　本社 成田市 建設業

ちばSDGsパートナーへの登録をはじめ、会社全体でCO2削減に

向けた「早生桐植樹事業」や節電協力、電気自動車等のハイブ

リッド車の導入等に力を入れています。今後も環境負荷低減につ

ながる事業・活動に取り組んでいきます。

IV ナリコークリーンセンター 成田市
その他（廃棄

物処理業）

ちばSDGsパートナーへの登録をはじめ、会社全体でCO2削減に

向けた「早生桐植樹事業」や節電協力、電気自動車等のハイブ

リッド車の導入等に力を入れています。今後も環境負荷低減につ

ながる事業・活動に取り組んでいきます。

IV ナリコーセレモニー　寺台ホール 成田市 サービス業

ちばSDGsパートナーへの登録をはじめ、会社全体でCO2削減に

向けた「早生桐植樹事業」や節電協力、電気自動車等のハイブ

リッド車の導入等に力を入れています。今後も環境負荷低減につ

ながる事業・活動に取り組んでいきます。

IV ナリコーセレモニー 香取ホール 香取市 サービス業

ちばSDGsパートナーへの登録をはじめ、会社全体でCO2削減に

向けた「早生桐植樹事業」や節電協力、電気自動車等のハイブ

リッド車の導入等に力を入れています。今後も環境負荷低減につ

ながる事業・活動に取り組んでいきます。



IV ナリコーセレモニー　富里ホール 富里市 サービス業

ちばSDGsパートナーへの登録をはじめ、会社全体でCO2削減に

向けた「早生桐植樹事業」や節電協力、電気自動車等のハイブ

リッド車の導入等に力を入れています。今後も環境負荷低減につ

ながる事業・活動に取り組んでいきます。

IV
ナリコーセレモニー

印西牧の原ホール
印西市 サービス業

ちばSDGsパートナーへの登録をはじめ、会社全体でCO2削減に

向けた「早生桐植樹事業」や節電協力、電気自動車等のハイブ

リッド車の導入等に力を入れています。今後も環境負荷低減につ

ながる事業・活動に取り組んでいきます。

IV 有限会社ユタカ冷飯 鋸南町 卸売・小売業

当社は冷凍食品の卸売業を行うに当たり、社員一人ひとりが取り

組んでいる省エネとして、冷凍項の開閉時間や回数を減らすこ

と、事務所内でも紙の使用量削減、空調の温度管理や照明のこま

めな消灯管理などを行っています。

IV 株式会社行木堂 香取市 卸売・小売業

当社は楽器の販売・音楽教室の運営を行うに当たり、オフィス・

教室ではエアコンのこまめな温度調整・照明のこまめなスイッチ

オフに取り組んでいます。

IV 医療法人社団理正仁会　香取医院 香取市
その他（医療

業）

患者様の診療に影響のないようにこまめな消灯や空調の設定温度

の切り替え、エアコンフィルター清掃を行いクリーンな環境での

診療に努めます。また、創意工夫による紙の使用量の削減に努め

ます。

IV 株式会社アネットハセガワ 千葉市
その他（動物

病院）

現在当院では、地球温暖化対策に積極的に取り組んでおり、社員

一丸となり社内の照明時間の削減やエアコンの温度設定管理、リ

サイクル品の使用等CO2削減に貢献できるよう取組をしておりま

す。さらに、今後、省エネタイプのエアコンを導入するなどCO2

削減により貢献できるよう努めていく。

IV 天伸株式会社 柏市 製造業

事業所内はLED照明を使用しています。毎日13時に室温、湿度

チェックを実施してエアコンの温度を調整しています。電力使用

量は目標値を決めて毎月従業員で共有しています。

IV
医療法人社団　寿光会　エクセル

シオール山武
山武市 サービス業

当施設は、海岸のビーチクリーン運動や介護、看護職員の環境へ

の配慮、削減に対する意識はとても高く、電気代金の高騰に対し

ても節電を心掛けています。

IV
介護老人保健施設エスポワール市

川
市川市

その他（老人

福祉・介護）

ご利用者様の快適な生活環境を維持しながらも不必要な照明の消

灯、エアコンの適切な使用を職員全員が心がけています。資料の

電子化、適切な換気等出来る事から積極的に取り組んでいます。

LED照明、コージェネレーションシステムはすでに導入済みで

す。

IV 関水産有限会社 蓄養場 勝浦市 卸売・小売業

照明のこまめなスイッチオフを徹底し、事務機器は省エネモード

を活用した節電を実施しています。また、紙の再利用やエコドラ

イブを心掛け、環境負荷の低減に取り組んでいます。

IV 有限会社大定 富津市 サービス業

店舗リフォームによる照明器具のLED化と遮熱・断熱工事、節

水・省エネトイレの導入、最新調理器具の導入による業務効率

化、食品ロスの軽減、閑散時間の照明器具の消灯、ガス器具の種

火の消火、空調の温度調節や電源をこまめに消すなど、CO2削減

に取組んでおります。

IV 有限会社岡山製作所　市川工場 市川市 製造業

当社は自動車用のバックミラーステーの生産を通して、平成29年

には優良企業表彰制度審査員特別賞を受賞致しました。環境配慮

型の自動車が台頭する昨今、部品製造の私どもの生産現場に於き

ましても、照明の細目なオフ、適正な空調温度設定などに取り組

んで参ります。

IV
株式会社タカハシプリントサプラ

イ
茂原市

IV
株式会社タカハシプリントサプラ

イ
茂原市

サービス業

エコロジーを心がけ、こまめな照明のスイッチオフや空調の調

整、定期的な清掃によりエネルギー使用量を削減、不用な用紙の

裏紙印刷やメモ帳として活用し積極的な省エネ・エコ活動に取り

組んでいます。



IV
学校法人井上学園

千葉萌陽高等学校
香取市

その他（学校

教育）

学校内のLED化もほぼ完了し、部分的な照明の消灯、間引きも

行っており、高効率空調機への更新にも取り組んでいます。職員

は紙類等の無駄をなくすことに努め、教育の場を通して生徒が地

球温暖化に対して自ら考え、行動していくよう指導していきま

す。本校のボランティア部では、資源の有効活用として、使用し

ない防寒用衣類を集めてアフガニスタンに送る支援活動を行って

います。

IV 堀越農園 芝山町 農林水産業

農作物の出荷等にCO2を排出するガソリン車を使用するのではな

く、エコな電気自動車にすることにより、少しでもCO2排出量の

削減に取り組みます。

IV 有限会社横浜研磨　本社 君津市 製造業

当社は、工作機械などの要の部品であるボールねじの円筒研削を

主に行う中で、照明のこまめなスイッチオフや従業員一人ひとり

がリサイクルに取り組んでいます。

IV キッチンあまみ 市川市 サービス業

当店は食材選びに拘りを持ち、旬の物、千葉産のものを選んでお

客様が食べ残しの無い様に一品一品手作りでおいしい料理を提供

することに力を入れています。また、店内の照明は全てLED照明

を使用し、常時使用しない箇所の照明に人感センサーを導入して

います。

IV 稲花酒造有限会社 一宮町 製造業

「配送日の指定」が習慣化されるよう取引先の理解を得る努力を

している。LED照明に徐々に切り替えている。また、敷地の緑化

を目指し光熱費の削減とO2生成に取り組んでいる。

IV
エンターデイメントMOTHER

LAND君津
君津市 サービス業

FUNGASHグループが運営する「エンターデイメントMOTHER

LAND」はスタッフ一人ひとりが「エコ」、「省エネ」を意識し

ながら、子供たちへの「安心安全」な施設環境を心がけ、未来へ

育ちゆく子供たちへお手本となれるよう取り組んでいます。

IV
エンターデイメントMOTHER

LAND
富津市 サービス業

FUNGASHグループが運営する「エンターデイメントMOTHER

LAND」はスタッフ一人ひとりが「エコ」、「省エネ」を意識し

ながら、子供たちへの「安心安全」な施設環境を心がけ、未来へ

育ちゆく子供たちへお手本となれるよう取り組んでいます。

IV 日栄飼料株式会社　本社工場 九十九里町 製造業

有機質原料から飼肥料製造に取り組む中、未来の海の環境、食の

安全を守るエコロジカルな製品づくりを心がけております。事業

所内LED照明使用、太陽光発電の導入を進め、自然環境を守る努

力を続けてまいります。

IV 日栄飼料株式会社　作田工場 九十九里町 製造業

有機質原料から飼肥料製造に取り組む中、未来の海の環境、食の

安全を守るエコロジカルな製品づくりを心がけております。事業

所内LED照明使用、太陽光発電の導入を進め、自然環境を守る努

力を続けてまいります。

IV 日栄飼料株式会社　鴨川工場 鴨川市 製造業

有機質原料から飼肥料製造に取り組む中、未来の海の環境、食の

安全を守るエコロジカルな製品づくりを心がけております。事業

所内LED照明使用、太陽光発電の導入を進め、自然環境を守る努

力を続けてまいります。

IV 株式会社橘　千葉支店 千葉市 卸売・小売業

当社は、LED照明や節水機器導入、空調温度管理により、省エネ

および節水に取り組んでいます。従業員一人一人が環境保全への

取り組み意識を高め、資源の再利用、分別を行い、環境に配慮し

ながら、事業運営をしていきます。

IV うみねこ 富津市 サービス業

客室のエアコンを最新の省エネタイプのものに交換をし、室温の

設定も推奨値にて実施し、こまめなオンオフをします。また、照

明器具をLED照明に交換し、オンオフをこまめに心がけます。書

類の電子化を進め、紙の使用量を大幅に削減します。今後、常に

省エネに取り組み、必要に応じて、省エネタイプの機材に随時変

更してまいります。



IV うみねこMarine 富津市 サービス業

古い建物を利用した飲食店と民宿の併設したスタイルなので、既

存のエアコン、照明器具、共にとても古いタイプのものでしたの

で、省エネタイプのエアコンに全て変更し、照明器具もLEDの省

エネの物に変更し、スイッチのオンオフをこまめにします。エア

コンの設定温度も、推奨値にし、省エネに努めます。

IV 有限会社ライフサークル 香取工場 香取市 製造業

当社は、干し芋の製造過程で発生したさつまいもの食品残さはす

べて養豚業者に提供して廃棄物の削減に取り組んでいます。また

こまめな電気の消灯、エアコンなどの温度管理や清掃などによる

節電、使用済み紙の裏面をメモなどに活用しリサイクルにも取り

組んでおります。

IV 株式会社ふじや 茂原市 卸売・小売業

当社では照明器具をLEDに交換し、通常営業では半分の照明を消

しております。エアコンも新しい製品を導入して省エネに取り組

もうと考えております。

IV
順天堂大学　浦安・日の出キャン

パス
浦安市

その他（教

育・学習支援

業）

浦安・日の出キャンパスでは、教職員・学生一人ひとりが4R

（Reduce減らす・Reuse再利用・Recycle再生利用・Replace代

える）に対する高い意識を持ち、積極的に「エコ」への取り組み

を推進し、循環型エコキャンパス・ホスピタルの実現をさらに加

速させます。

IV 桶松 香取市 サービス業
当店では、食材のロスや節水に取り組みながら、店内の照明や空

調設備にも気を配り、省エネ活動を実施しています。

IV 株式会社喜八堂 野田市 製造業

こまめな消灯を心掛け、冷暖房の設定温度の適正管理をしていま

す。裏紙の使用、両面印刷、縮小コピーなどで紙の使用量削減を

行っています。敷地内には植栽をして温暖化、二酸化炭素の排出

を抑えています。

IV アイランド株式会社 千葉市
建設業、不動

産業

人に愛を。土地に愛を。自然や地球にも愛を。未来の地球を守る

ために、地球環境保全のために効率的なエネルギー消費を心がけ

ています。

IV 有限会社AVANZARE 千葉市

卸売・小売

業、サービス

業

電気自動車やハイブリット車の推進。省エネ設備への積極的な投

資を行っています。CO2排出削減のため、エコドライブを心がけ

ています。

IV 有限会社AVANZARE　ネット部門 市原市 サービス業

電気自動車やハイブリット車の推進。省エネ設備への積極的な投

資を行っています。CO2排出削減のため、エコドライブを心がけ

ています。リサイクル、エコロジーにも従業員一人ひとりが心が

けています。

IV 有限会社アミス 市原市

サービス業、

その他（鈑

金）

従業員一人ひとりが省エネ・エコ活動に積極的に取り組んでいま

す。CO2排出の削減のためにエコドライブを心がけています。

IV 日本美容化学株式会社　千葉工場 白井市 製造業

エアゾール製品や化粧品の生産で出る段ボールやドラム缶、廃プ

ラスチックなどは、分別してリサイクルに取り組んでいます。蛍

光灯からLED照明への切り替えを進めるなど、できるところから

CO2CO2(コツコツ)環境対策をしていきます！

IV 有限会社加藤瓦 香取市 建設業
当社の事務所では、太陽光発電による電気を利用するなど、普段

から省エネ活動を実施しています。

IV 山甚産業株式会社 白子町 製造業

プレハブ構造パネルの製造において、フェノール樹脂（発泡にフ

ロンガスや代替フロンを一切使用しない高性能断熱材）を使用し

た、環境にやさしい次世代プレハブパネルを製造しています。従

業員全員、こまめに電源をきるなど、節電に努めています。

IV 有限会社清水商事 市原市 不動産業

従業員一人ひとりが効果の小さいものを積み重ねていくうちに、

意識や生活そのものが変わり、それなりに大きな効果が得られる

ようにもなります。この意識が温暖化対策に大幅な温室効果ガス

の削減が可能になる。前向きに、そして積極的に、身近な省エネ

行動から取り組んでいます。



IV 有限会社浅野 神崎町 サービス業

事業所では廃棄物の削減に向けて、再生部品の利用強化、廃油を

使ったストーブなど日常業務の中でSDGsに取り組んでいます。

その他にもEV車用充電設備なども設置し、電気自動車による環

境保護も推進しています。

IV 小泉酒造合資会社 富津市 製造業

配達時のエコドライブ、印刷用紙の削減、使用済み用紙の裏紙使

用、社内の照明、空調をこまめにスイッチオフするなど、省エネ

に取り組んでいます。

IV 株式会社中川ファーム 千葉市 農林水産業

IV 株式会社中川ファーム 千葉市 農林水産業

IV 有限会社山芳水産 富津市 卸売・小売業

社員一人一人が意識をもって、こまめな節電対策や環境負荷の低

減に取り組んでいます。加工により発生する貝殻の廃棄をできる

だけ抑え、別の商品としての再利用、再資源化の提案、計画をす

すめることで環境にやさしい、循環型社会への貢献をめざしてい

ます。

IV ホームファクトリー株式会社 本店 千葉市 不動産業

SDGsへの取り組みを通して、地域社会に貢献し、発展すること

を目指し、取り組んで参ります。クール/ウォームビズを取り入

れ、冷暖房の設定温度を適正管理しています。オフィスでは従業

員全員がエコドライブの心掛け、紙の使用削減、電気使用量の削

減を意識し、取り組んでいます。

IV
ホームファクトリー株式会社

八街支店
八街市 不動産業

SDGsへの取り組みを通して、地域社会に貢献し、発展すること

を目指し、取り組んで参ります。クール/ウォームビズを取り入

れ、冷暖房の設定温度を適正管理しています。オフィスでは従業

員全員がエコドライブの心掛け、紙の使用削減、電気使用量の削

減を意識し、取り組んでいます。

IV 有限会社草刈商事　ステーキ石井 市川市 サービス業
照明のこまめな消灯や空調設定温度の適正管理に取り組んでおり

ます。

IV 株式会社COCO　事務所 市原市 サービス業
電力消費を必要最低限にしております。また設備性能を維持する

よう、こまめな清掃を日々行いCO2削減に取り組んでおります。

IV 株式会社文山自動車 香取市 サービス業

当社では、工場屋根に太陽光発電システムの設置及び事務所内照

明のLED照明化並びに急速充電器を設置しました。また、自動車

修理の提案の際リユースパーツの使用をお勧めし地球温暖化対策

に積極的に取り組みます。

IV 合同会社　LEAP　CREATE 大網白里市 サービス業

エアコンの温度設定は暖房は20℃、冷房は28℃。人のいない部

屋の照明は、こまめに消灯。使わない電気製品はコンセントから

プラグを抜く等従業員一人一人ができることからこまめに取り組

みを行っております。

IV 共進テック株式会社 館山市 製造業

自家消費型の太陽光設備導入計画あり。また、事業用建物の照明

や工作機械においてCO2排出量の少ない製品への更新を進めてい

る。3年以内を目途に事業所のCO2排出量を50%以上削減するこ

とを目標としている。

IV Chippy 睦沢町
製造業、サー

ビス業

敷地内PV設備による再エネ利用かつ、移動はその再エネで充電

したEVを使い環境保全へ効果的にコミットしている。

IV 介護老人保健施設蒼生の杜 柏市
その他（介

護）

業務に支障がない範囲で照明の間引きをし、自然光を取り入れ使

用電力削減を行っています。

IV パティシエール・イシワタ 山武市
製造業、卸

売・小売業

太陽光パネルの発電を利用しています。資源ごみのリサイクルや

照明の使用制限などに取り組んでいます。

IV 有限会社澤地シェルモールド 流山市 製造業

エコアクション21認証を取得し、「環境経営」を最重要課題と

位置づけ、「省エネルギー」、「省資源化」、「廃棄物の削減」

に真摯に取り組み、「持続可能な社会」の実現に向けて全社一丸

となって取り組んでいます。

弊社ではエコフィードを積極的に取り入れ、豚を育てることで

フードロス削減に貢献しています。空調管理、小まめな消灯を行



IV 株式会社コハラエンジニアリング 白子町 製造業

エコロジーを心がけ、こまめな照明のスイッチオフや空調の調

整、定期的な清掃によりエネルギー使用量を削減、不要な用紙の

裏紙印刷やメモ帳として活用により、積極的な省エネ・エコ活動

に取り組んでいます。

IV 宮定 香取市 サービス業

地元の食材を中心に使用して、地産地消に取り組みながら、客室

や宴会場の照明や空調設備についても省エネ活動に取り組んでい

ます。

IV 皐月 香取市 サービス業

店内の照明や空調設備等を省エネにつながるものを積極的に導入

しています。食材についても、地産地消や食品ロスを抑える取組

を実施しています。

IV ビストロ ヒポポタマス 香取市 サービス業

お客様に快適に過ごしていただけるように、日頃からの衛生活動

に加えて、店内の照明や空調設備についての省エネ活動を取り組

んでいます。

IV 佐原ロックサービス 香取市 サービス業

当店では、店内の照明をLEDに交換する等、省エネ活動に取り組

みながら、車での移動の際には、エコドライブを心がけていま

す。

IV 美容室 マイウェイ 香取市 サービス業

当店では、店内の照明や空調設備をきれいに保つことはもちろん

のこと、空調機や給湯器の設定温度にも気を配りながら、省エネ

活動に取り組んでいます。

IV
高齢者複合ケア施設

グリーンヒル八千代台
八千代市

その他（福

祉）

地域資源回収への参加、トイレに人感センサー付照明設置、不必

要な照明やエアコンの休止、全館LED化、ICT技術の活用による

各帳票類のペーパーレス化推進、「整理・整頓」の徹底等による

省エネ・節電などに努めています。

IV 有限会社肉の牛善 野田市 卸売・小売業

CO2排出量の削減に向けて、今年度中に工場屋根に自家消費型太

陽光発電システムを設置し、グリーン電力の活用を予定していま

す。また、事務用品の紙の再利用、こまめな照明スイッチオフ、

常時使用しない箇所でに人感センサー、オフィス内でのLED照明

設置への取組など、積極的に省エネ・エコ活動に取り組んでいま

す。

IV 株式会社ビスト 銚子市 製造業

当社はエネルギー削減に向けて工場内の照明をLED照明にした

り、場所ごとに人感センサーを設置して照明を使用しています。

また、工場内の断熱化に取り組んでおり、空調設備も含め、より

エネルギー消費量の削減を目指す取り組みを行っています。

IV 池田農園 君津市 農林水産業

日々、自然の中で仕事をしていると、気候変動・環境の変化を肌

で感じます。太陽光発電の設置、作業場の照明のLED化など、

CO2排出量を削減し地球温暖化対策に取り組んでいきます。

IV 有限会社香取洋らん園 香取市 農林水産業

当社では、洋蘭の生産販売をしており、従来、ハウスでは重油使

用料温風暖房機を使用しておりましたが、高効率ヒートポンプエ

アコンを併用して、重油使用量とCO2排出量の削減に取り組んで

います。出荷の際も、紙や和紙などの使用量削減に取り組んでい

ます。

IV 鴨川市商工会 鴨川市
その他（経済

団体）

当会ではクールビズ、ウォームビズを活用したエアコンの設定温

度の適正化や機器類の省エネモードの徹底に努めています。ま

た、両面コピー、裏紙使用、データ化による紙の使用量削減にも

取り組んでいます。

IV 株式会社平川工業 茂原市 建設業

一人ひとりが意識をもって、事務所・工場でのこまめなスイッチ

オフを実施しています。紙の再利用、エコドライブの心掛け、環

境負荷の低減に取り組んでいます。地球環境にやさしいものづく

りに努めています。



IV 株式会社宮永産業　市川営業所 市川市
製造業、卸

売・小売業

当社は、海苔の加工、販売の業務を行うに当たり、仕入から、保

管、加工、製品化まで当社内で完結し、自動車による燃料消費量

の削減に社員一同努めております。また計画生産をこまめに見直

し販売者も消費者も食品ロスのないような販売を心掛けておりま

す。

IV
社会福祉法人明光会　地域密着型

特別養護老人ホーム　いこいの郷
長生村 サービス業

地域密着型介護老人福祉施設の経営を、「持続可能社会の実現に

向け脱炭素を事業継続する中で進めていく」ために自家消費型の

太陽光発電パネルの設置を進めていきます。

IV 株式会社フロムナウオン 船橋市

その他（障害

福祉サービ

ス）

(-)

IV 特別養護老人ホーム藤心八幡苑 柏市
その他（福

祉）

入居者様と従業員、そして地域環境にやさしい施設運営を目指し

て、高効率設備の導入やエネルギー使用量の管理・分析を通し

て、快適な施設環境の構築とCO2削減を目指しています。

IV Kファーム（個人事業主） 山武市 農林水産業

CO2排出を削減できることと走りがスムーズだったこともあり、

この度電気自動車を導入させていただきました。これからも自分

たちの仕事にも役に立ち環境保全も協力できることを見つけ、大

いに協力したいと思う所です。

IV 大夢建業（個人事業主） 九十九里町 建設業
燃料代や環境への配慮を考えEV車を導入できたので、今後更に

脱炭素化に取り組み、環境保全に協力できればと思います。

IV 京増ハウジング（個人事業主） 山武市 不動産業

2018年に初めて社用車にEVを導入し、この度はさらに航続可能

距離の長いタイプに乗り換えました。手持ち物件にもLED照明を

設置し、さらに脱炭素化の推進に努めています。

IV 有限会社林熔断 山武市
その他（金属

加工）

弊社は金属加工を主にアセチレンガスを使用し長年務めて参りま

したが、昨今の地球温暖化等の環境問題に少しでも貢献できるよ

う社用車を従来のガソリン車からEVに乗り換えました。今後も

事務所にV2Hを設置しさらに脱炭素化の推進に努めています。

IV 芦川商店（個人事業主） 山武市
農林水産業、

卸売・小売業

長年、スイカを中心とした農業と近隣農家さんの作物育成や出荷

のお手伝いをしてきましたが、小型の運搬物や集金など乗用車も

仕事で使う機会が多いため、環境と燃費に配慮しEV車に乗り換

えました。

IV 神明建設株式会社 茂原市 建設業
従業員一人ひとりの取組により、CO2排出量削減に取り組む努力

を行っております。

IV 冨二商事株式会社 木更津市 サービス業

国や千葉県が公表する環境に関する情報を積極的に入手し、照明

のこまめなスイッチオフや従業員一人ひとりがリサイクルに取り

組んでいます。

IV 四谷学院　千葉校 千葉市

その他（教

育、学習支

援）

従業員は紙の使用量削減の為、不用な用紙の裏紙印刷やメモ帳と

して活用しています。館内の照明はこまめなスイッチオフに取り

組んでいます。クールビズ、ウォームビズを実施、冷暖房装置の

温度設定も適正にしております。

IV 四谷学院　柏校 柏市

その他（教

育、学習支

援）

従業員は紙の使用量削減の為、不用な用紙の裏紙印刷やメモ帳と

して活用しています。館内の照明はこまめなスイッチオフに取り

組んでいます。クールビズ、ウォームビズを実施、冷暖房装置の

温度設定も適正にしております。

IV 有限会社ヤマダデンキ 富津市 卸売・小売業

自店でも屋上に太陽光を設置し蓄電池を取り入れることで電気を

自足自給することができます。また、店舗・事務室・倉庫の照明

を蛍光灯からLED照明器具に交換することで、電気代を大幅に節

約することができます。

IV 有限会社藤崎自動車 成田市 サービス業

事務所及び工場内の照明のLED化及び こまめなスイッチオフを

心掛けている。マニュアル等も印刷せずにタブレット端末等での

確認へ変更。EV車用急速充電設備の導入を予定している



IV 松田紙業有限会社 野田市 製造業

当社は、「3Rで地球環境に配慮した、循環型社会に貢献しま

す」という経営理念から廃材の分別、LED照明、冷房効率を上げ

るための外壁と遮熱塗装、モーターのインバータ化による省エネ

等を行っています。今後は太陽光発電を行い、太陽光発電の電力

の自家消費による生産活動を目指しております。

IV 有限会社林畳店 木更津市 製造業
使用していない機械や部屋の電源はOFFにする。エアコンの設定

温度は28度。エコドライブ、安全運転の実施。

IV 株式会社サンオー 流山市 製造業

事務所・工場棟の蛍光灯は、LEDを採用し、お昼休みの消灯やこ

まめな節電の取組をしています。又、工場棟の冷暖房設備に於い

ては、GHP設備を導入し、（クリーンエネルギーの使用によ

り、CO2の削減かつ省エネ）等、CO2の削減に努めてまいりまし

た。又、流山工業団地の紙資源リサイクル活動にも参加していま

す。

IV
株式会社フォーカルコーポレー

ション
柏市

製造業、その

他（医療機器

製造販売）

社内の温度上昇を抑制する為、ペアガラスの設置やLED照明を率

先して導入して、省エネルギー化を推進しております。

IV プラグインいしい松丘店 君津市 卸売・小売業

当店は太陽光発電や蓄電池など創エネ・省エネ家電の販売を手掛

けています。配達や訪問には電気自動車を使用しカーボンニュー

トラル社会実現に向けて取り組んでいます。店舗内では照明の

LED化や紙の使用量削減に取り組んでいます。

IV プラグインいしい木更津店 木更津市 卸売・小売業

当店は太陽光発電や蓄電池など創エネ・省エネ家電の販売を手掛

けています。配達や訪問には電気自動車を使用しカーボンニュー

トラル社会実現に向けて取り組んでいます。店舗内では照明の

LED化や紙の使用量削減に取り組んでいます。

IV プラグインいしい畑沢店 木更津市 卸売・小売業

当店は太陽光発電や蓄電池など創エネ・省エネ家電の販売を手掛

けています。配達や訪問には電気自動車を使用しカーボンニュー

トラル社会実現に向けて取り組んでいます。店舗内では照明の

LED化や紙の使用量削減に取り組んでいます。

IV 伊丹電気 木更津市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

太陽光発電と電気自動車を活用し、地球温暖化対策に努めます。

IV 有限会社オフィス・パル 流山市 サービス業

弊社は、店舗・事務所の照明、冷暖房及び紙の使用量削減に取り

組んでいます。また、食品ロスなどの廃棄削減、ゴミの分別・リ

サイクルなど、常に環境に配慮した取組に努めています。

IV 鴨川生コン株式会社　鴨川工場 鴨川市
製造業、不動

産業

当社では、平成28年に新工場の建設時に屋根、車庫等設置可能

場所には、太陽光発電をしており、電気製品はLED設置等省エネ

製品使用等努力しております。その他のオフィス・工場において

も環境に配慮していくことを考えています。

IV 鴨川生コン株式会社　大多喜工場 大多喜町
製造業、不動

産業

当社では、平成28年に新工場の建設時に屋根、車庫等設置可能

場所には、太陽光発電をしており、電気製品はLED設置等省エネ

製品使用等努力しております。その他のオフィス・工場において

も環境に配慮していくことを考えています。

IV 鴨川生コン株式会社　千葉支店 千葉市
製造業、不動

産業

当社では、平成28年に新工場の建設時に屋根、車庫等設置可能

場所には、太陽光発電をしており、電気製品はLED設置等省エネ

製品使用等努力しております。その他のオフィス・工場において

も環境に配慮していくことを考えています。

IV 光潮物産株式会社 鴨川市

不動産業、そ

の他（海運業

他）

当社では、遊休地に太陽光発電を設けたり、環境に配慮した経営

を目指しています。オフィスでは、照明のこまめなスイッチオフ

や裏紙使用など、一人ひとりが出来る所から取り組んでいます。



IV
社会福祉法人翡翠会

山武青い鳥工房
大網白里市

その他（ 障害

者福祉事業）

空調の適切な使用や、照明や電子機器のこまめなON/OFFを通し

て、二酸化炭素の削減に向けた取り組みを実施しております。ま

た、紙の両面印刷や裏紙の有効活用なども徹底しております。

IV 株式会社ジョイント 船橋市 建設業

当社は、まず安全を第一に考えお客様のニーズに応え、さらには

地球環境改善や地域社会に貢献させていただきたいと考えており

ます。

IV 有限会社鵜沢園芸 銚子市 農林水産業

ASIAGAP認証を取得し持続可能な農業を目指しています。燃費

向上、CO2削減のためハウス内の暖房機の更新や作業施設内の照

明をLEDに切り替えるなど省エネに取り組んでいます。

IV ナトゥアリーベ明石屋有限会社 君津市
製造業、卸

売・小売業

県産材の木材製品を乾燥するにあたり化石燃料を使用せず、製材

くずを利用することにより、バイオマス資源の利活用に取り組ん

でいます。

IV 流山工業団地協同組合 流山市
その他（事業

協同組合）

工業団地内企業より排出される段ボール、廃コピー用紙、雑紙を

定期回収し、紙資源のリサイクル活動を実施している。

IV
株式会社ありす　児童デイサービ

スピース
松戸市 サービス業

3事業所のLED化を実施している。使用済みコピー用紙の再利用

及びコピー機の節電対策を実施している。業務に支障のない範囲

で照明を間引きし、自然光を取り入れて使用電力の削減を行って

いる。トイレ、玄関等は人感センサーを使用している。

IV
株式会社ありす　デイサービスあ

りす
松戸市 サービス業

3事業所のLED化を実施している。使用済みコピー用紙の再利用

及びコピー機の節電対策を実施している。業務に支障のない範囲

で照明を間引きし、自然光を取り入れて使用電力の削減を行って

いる。トイレ、玄関等は人感センサーを使用している。

IV 株式会社ありす　ありすの家 松戸市 サービス業

3事業所のLED化を実施している。使用済みコピー用紙の再利用

及びコピー機の節電対策を実施している。業務に支障のない範囲

で照明を間引きし、自然光を取り入れて使用電力の削減を行って

いる。トイレ、玄関等は人感センサーを使用している。

IV 守田道路株式会社 茂原市 建設業

一人ひとりが意識をもって、事務所・工場でのこまめなスイッチ

オフを実施しています。紙の再利用、エコドライブの心掛け、環

境負荷の低減に取り組んでいます。地球環境にやさしいものづく

りに努めています。

IV
医療法人社団慈優会　九十九里病

院
九十九里町

その他（医

療）

全事業所において、LED照明を導入。消費電力が50%削減できる

機器を採用し、照明に関わる消費エネルギーの削減を実現。その

ため、電気料金が約12%の削減効果が出ている。そこで、地域医

療の中軸である当院が先駆けとして、周りにも波及効果をもたら

せるよう期待している。「社会的責任」という活動の一環とし

て、地球環境保護のため、今後も微力ながらエネルギーの効率的

な使用量の推進を図っていきたい。

IV
医療法人社団慈優会　グループ

ホーム日の出
九十九里町

その他（介護

事業）

LED照明の採用・トイレ内人感センサーの設置、空調機器の適温

設定・定期メンテナンスを実施し、エネルギー削減を目指す。

また、環境に配慮した事務用品の選択や敷地内緑化にも注力して

いる。

IV
医療法人社団慈優会　住宅型有料

老人ホームシルバーシャドウ
九十九里町

その他（介護

事業）

事業所全館でLED照明を導入。消費電力が50%削減できる機器を

採用し、照明に係る消費エネルギーの削減を実現していく。地球

温暖化をはじめとする環境保護のため、今後も事業所一丸となっ

て無駄のないエネルギー使用の推進を図っていく。

IV 大日商会株式会社　本社 四街道市 サービス業

当社では車両等の減車・小型化・電動化を推進し、事業所おいて

は節電・ペーパーレス化を徹底し廃棄物等の削減にも取り組んで

います。



IV 鍋店株式会社　神崎酒造蔵 神崎町 製造業

近年の日本酒は益々品質が求められております。生酒はもとよ

り、通常の日本酒も適切な温度管理が必要不可欠となっており、

その為に大型の冷蔵施設を保持し、膨大な電気を使って維持して

おります。使用量を少しでも補うために、現在「太陽光パネルに

よる発電システム」の設置を検討しており、試算によると弊社が

使用している約30%ほどを自家発電により補えるとされておりま

す。この様に少しでも通常電力使用を減らせるよう計画・実行し

ていきたいと思います。

IV 興栄燃料株式会社 千葉市 卸売・小売業

照明設備のLED化、空調設備の省エネ化を進めてCO2の削減に取

り組んでいます。また、従業員一人ひとりが省電力を意識し、こ

まめな消灯、室温の適正管理に取り組み、電気使用量の削減を

行っています。

IV 株式会社トーショー 流山市 製造業

弊社は、プラスチック製の包装資材の印刷・加工販売を営んでお

り、合成樹脂による素材が主製品となりますが、原料の一部に植

物由来のバイオマス素材を使用する事により、二酸化炭素発生の

抑制と温暖化防止に繋がればと考え取組をしています。

IV 株式会社トーショー青田工場 流山市 製造業

弊社は、プラスチック製の包装資材の印刷・加工販売を営んでお

り、合成樹脂による素材が主製品となりますが、原料の一部に植

物由来のバイオマス素材を使用する事により、二酸化炭素発生の

抑制と温暖化防止に繋がればと考え取組をしています。

IV 美樹鮨 鴨川市 サービス業

電気やガスなど多く使うことから、環境に配慮して休憩時間の消

灯や従業員のクールビズ・ウォームビズの徹底を実践しておりま

す。

IV 北佐原自動車 香取市 サービス業

当社ではお客様の快適な車の運用の実現を第一としながら、適切

な整備やアドバイスにより車による環境負荷の軽減を目指し、地

球環境への配慮の一助となることを心掛けております。

IV 焼肉居酒屋　りしん 千葉市
その他（飲食

業）

当店では、照明器具をこまめに切り、お客様のいない仕込み時間

はエアコンを使わずに作業を行って節電に取り組んでいます。

IV 製造業、

IV サービス業

IV 有限会社大成機械工業 野田市 製造業
工場の敷地が広いので、緑化を推進しています。又、両面コピー

か使用済みの裏紙使用等使用料の削減を実施しています。

IV 株式会社つばめ農園　本社 市原市 農林水産業

当社では社員1人1人がエネルギー使用量削減を意識して取り組ん

でいます。オフィスにおいては空調の設定温度やペーパーレス化

を実施しています。営業活動においては、エコドライブ運転を意

識しています。

IV 株式会社つばめ農園　倉庫 市原市 農林水産業

当社では社員1人1人がエネルギー使用量削減を意識して取り組ん

でいます。オフィスにおいては空調の設定温度やペーパーレス化

を実施しています。営業活動においては、エコドライブ運転を意

識しています。

IV 株式会社ワイズ 千葉市
建設業、不動

産業

当社は再生可能エネルギーの利用を推進するため、二酸化炭素排

出量を減少させるために家庭用太陽光発電の販売のほか、太陽光

発電の施工請負も行っております。

IV 株式会社佐川 松戸市 製造業

オフィスでは従業員一人一人が無駄な用紙の出力防止、電気使用

量削減のための空調設備の温度の徹底、無駄な照明利用防止のた

めのスイッチオンオフの徹底等を行っております。

IV 株式会社環境技研コンサルタント 千葉市 サービス業

当社は、自治体が行う上下水道事業や廃棄物処理事業の計画や設

計を手掛けており、オフィスワークが主ですが、照明のLED化、

クールビズ、3Rの推進等、CO2の削減を意識しながら全社員で

取り組んでおります。

株式会社高野縫製 旭市
当社では、地域の特産である豚肉の本来破棄する革を無駄なく利

用しバッグに生かすという取組を行っております。社内では、従



IV 京葉工管株式会社 千葉市 建設業

当社では、会社の照明をLED照明に変更し、人感センサーを活用

し点灯時間を短くしています。 また、オフィスの窓ガラスに

は、紫外線や熱を遮断するフィルムを貼付けし、室内の温度を下

げエアコン電力の省エネを実施しています。他にも紙の再利用、

こまめな照明のOFF等、社員一人一人が取り組んでいます。

IV 株式会社エムエスビー 船橋市 製造業

社内の照明はLED、トイレ・社外の照明は人感センサー付きを設

置し、こまめな消灯、ノー残業デー等の節電対策を実施。事務所

内では裏紙使用、両面印刷、縮小集約コピーで紙の使用削減。営

業車はHV車で燃料消費を抑えてます。

IV 有限会社 廣瀬造園 香取市
農林水産業、

建設業

当社は造園業を手掛けるに当たり、現場から持ち帰った資材を、

有効に活用するなどエネルギー削減に取り組んでおります。事務

所内では従業員一人一人が紙の使用枚数を削減する努力、使用し

ていない場所の電気を消すなど、省エネを心がけています。

IV 伸和建設株式会社 船橋市

建設業、電

気・ガス・熱

供給・水道業

オフィスでは従業員一人一人が無駄な用紙の出力防止、電気使用

量削減のための空調設備の温度の徹底、無駄な照明利用防止のた

めのスイッチオンオフの徹底等を行っております。

IV 有限会社由基屋商店 勝浦市 卸売・小売業

当社は、勝浦市の勝浦中央商店街内で精肉や惣菜の小売・卸売業

を営んでおり、店頭での商品受け渡しの際に使用していた「ビ

ニール袋」を削減するため、商店会で統一の買い物袋を作り利用

してもらうことで環境対策に取り組んでいます。

IV 有限会社ジュート 野田市 製造業

当社で製造する機器は電気使用量等を考慮した環境配慮型機器の

製造を心がけています。また、昨年度弊社工場の屋根に遮熱塗料

塗布工事をし、夏季のエアコン消費電力削減等省エネ活動に取り

組んでいます。

IV 株式会社フジタ運輸倉庫 市川市
その他（倉庫

業）

倉庫棟建屋全灯を最新の低消費電力・高出力LEDに交換し、照度

向上を通じて就労環境改善を図りつつ、オフィス照明の削減やこ

まめなスイッチオフなどの地道な活動により省エネ促進に取り組

んでいます。

IV 株式会社ポイント松飛台工場 松戸市 製造業

弊社では、古くなった蛍光灯は順次LEDに交換し、また換気等も

熱交換式の高効率のものを使用している。ボイラーも重油式から

効率の良いガス式に変更しました。現在は工場屋根に太陽光パネ

ルの設置も検討中です。

IV 有限会社和楽 木更津市 サービス業 (―)

IV 有限会社常陽機設 市原市 建設業

当社は熱絶縁工事業で、常にエネルギー対策に関連した仕事をし

ています。当日の仕事内容に合わせ車両の稼働台数を減らす努

力、工場の壁や天井に断熱材を取付け工場内の熱効率を補助、現

場では材料ロスを極力減らし施工を行う等、私たちは省エネやリ

サイクルに対する取り組みを行っています。

IV 株式会社シーエスピー 市川市 建設業

弊社は企業理念の1つである「地域社会への貢献」を掲げていま

す。改修工事により建物を守ることで、環境負荷軽減を図り、資

源の有効活用に向けた啓発活動を行います。

IV 株式会社石川商会住宅機材 旭市

建設業、卸

売・小売業、

不動産業

2014年に太陽光発電を導入、年間約29,000KW発電。商品倉庫内

の5S（整理 整頓 清掃 清潔 躾）の徹底。毎月1日を車両の清掃。

点検日とし走行距離を確認、省エネ運転に繋げてます。電気自動

車を1台導入。事務所内の照明全てLEDを設置。

IV 真舟外科内科クリニック 木更津市
その他（医

療）

従業員一人ひとりが節電対策を意識し、エネルギー使用量削減に

取り組んでいます。院内の照明のLED化にも取り組んでいます。

不要な用紙の裏紙使用やメモ用紙としての活用や、リサイクル品

の使用に取り組んでいます。

IV 島村工業株式会社 佐倉市 製造業
高効率の電気炉コイルへ入れ替え実施や省エネ照明への交換を実

施し、エネルギー使用量の削減、CO2の削減に努めております。



IV 大友工務店 香取市 建設業

当社は、新築・リフォーム・伝統的建築物の修繕を手掛けており

温暖化対策として以下の取組を行います。照明を間引き、日中は

自然光を取り入れ使用電力の削減をする。クール/ウォームビズ

を取入れ、冷暖房の設定温度を適正管理する。全てのパソコン

に、一定時間操作なしで自動電源OFF設定をする。

IV 厚生水産株式会社　富士見営業所 木更津市 卸売・小売業
店舗と事務所の両方で、再生紙の利用や節電、エアコンの温度設

定に取り組んでおります。

IV
有限会社鈴木安太郎商店　本社工

場
旭市 農林水産業

メガソーラー太陽光発電を設置し、一部冷凍倉庫の電気も賄って

ます。電気自動車及び電動フォークリフト導入し、積極的にCO2

削減に取り組んでいます。

IV
有限会社鈴木安太郎商店

三川営業所
旭市 農林水産業

敷地内に2M級のメガソーラーを設置しています。また電動

フォークリフトを使用しておりCO2削減に取り組んでいます。

IV
有限会社鈴木安太郎商店

銚子工場
銚子市 農林水産業

全館LED照明を用いており、空調もロスナイ換気システムを採用

し効率の良い運用を行ってCO2削減に取り組んでいます。また、

スイッチのONOFFもこまめに行い、ペーパーレス化も積極的に

取り組んでいます。

IV
有限会社鈴木安太郎商店

千葉冷蔵センター
袖ケ浦市 サービス業

デマンドコントローラーを設置し、電力を見える化し適宜電力の

コントロールを行っています。オフィスでは節電の実施やペー

パーレス化に積極的に取り組んでいます。

IV 泉中央病院 千葉市
その他（医療

事業）

院内では従業員一人一人が紙の使用量削減・照明のこまめなス

イッチオフに取り組んでいます。又、エアコンを室温適性管理を

行っていきます。

IV 特別養護老人ホームいずみ苑 千葉市
その他（福祉

事業）

オフィスでは従業員一人一人が紙の使用量削減・照明のこまめな

スイッチオフに取り組んでいます。又、エアコンを室温適性管理

を行っていきます。

IV 合同会社クライス 茂原市 建設業

弊社は、クールビス、ウォームビズを活用したエアコンの設定温

度の適正化や機器類の省エネモードの徹底に努めています。ま

た、両面コピー、裏紙使用、データ化による紙の使用量削減にも

取り組んでいます。

IV 有限会社谷中工業 柏市 建設業

CO2排出量削減に向け、太陽光発電システム及び蓄電システムの

導入を積極的に行っております。また、電気使用量に関しても一

人ひとりが積極的に取り組みます。

IV 株式会社HAPPY NUTS DAY 山武市
製造業、サー

ビス業

クール/ウォームビズを取入れ冷暖房の設定温度を適正管理して

います。また、ペーパーレス化にも積極的に取り組んでおりま

す。今後は太陽光発電での自家消費、EV車導入等も予定してお

り更なる地球温暖化対策に取り組んでいきます。

IV 有限会社あきば造花店 山武市 サービス業

空調機器にガスヒートポンプエアコンを導入し、電力需要低減と

低炭素に貢献しています。ホール、事務所内夏期空調温度28℃、

冬季空調20℃を目安に設定しています。

IV 株式会社三協製作所　千葉工場 袖ケ浦市 製造業

弊社は環境改善を目標に掲げ継続して活動を実行しております。

社内活動の一環として電気使用量削減（10％/年）産業廃棄物発

生量削減等の計画実績を掲示し全社員で取り組みを進めていま

す。

IV 有限会社野路工業 富里市 建設業

社員全員で、車両のアイドリングストップなどCO2削減に取り組

んでいます。現場での飲み物を水筒に替え、ペットボトルを減ら

すなど、1人1人が、身近な事から環境問題に取り組んで行く事

を考えて推進して行きます

IV プラス・ショップ ニシザカ 船橋市 卸売・小売業

店舗内の省エネ意識向上はもちろん、お客様への各機器の点検活

動により、既設機器の省エネ化を補助、また、買い替え時にも特

に省エネ製品の推奨提案を実施しています。



IV 有限会社ビルドホームテック 香取市 建設業

地球温暖化にストップをかけるためには、一人一人が問題意識を

持ち、省エネを実行することが大切です。一中小企業から可能な

限り省エネ活動に参加する、意識を高める会社であるために太陽

光発電と蓄電池を導入し、さらなるCO2削減を目標としていま

す。

IV ココ沼南 柏市 サービス業

従業員一人ひとりが取り組みやすく、第一に実施可能な・裏紙の

使用・徹底したごみの分別・照明や空調等、使用電力のこまめな

削減といった取組を行い、社内全体で3Rや節電の意識を高め、

CO2削減に努めています。

IV クボキ水工株式会社 香取市 建設業

LED照明を導入し消費エネルギーの削減を図っており、業務に支

障がない範囲で照明の間引きを行い使用電力削減を行っていま

す。社員一人一人が意識して環境負荷の低減に取り組んでいま

す。

IV 株式会社　大功 松戸市 卸売・小売業

「廃棄するはずの材木をアウトレット商品として販売」「端材を

近隣の皆様方へ無料で提供」の取り組みを通して、二酸化炭素排

出削減を目指しています。他にも、ペットボトルキャップの回

収、ごみの分別、電気使用量の削減に取り組んでいます。

IV 伊藤石油有限会社 銚子市 卸売・小売業 (-)

IV 税理士法人TNA 千葉市 サービス業

オフィスの蛍光灯をLED照明への変更し、また社用車はハイブ

リッド車を使用しております。従業員一人ひとりが紙の使用量削

減を行い、CO2排出量削減の意識を持つように日々の業務に取り

組んでおります。

IV
社会福祉法人クローバー会

障害者支援施設クローバー学園
市原市

その他（障害

者福祉）

クローバー学園では、屋根に太陽光発電用パネルを設置、室内照

明のLED化と共に屋根は遮熱塗料を使用し、居室窓は遮熱フィル

ムを使用しています。デマンドモニターを設置し、電力使用量を

見える化することにより、CO2削減や省エネにつなげています。

IV 有限会社センチュリーオート 松戸市

卸売・小売

業、サービス

業

電気自動車の普及促進を目的に、電気自動車のメンテナンス（鈑

金塗装・点検等）に対応できる設備を導入しています。また、電

気自動車の急速充電器設備も導入予定です。

IV 株式会社一陽 八千代市 建設業

当社では事務所内の照明LED化、各照明を消灯できる様スイッチ

の設置、不在時や不要箇所の消灯・適正室温管理の為エアコン使

用時に付属ファンが自動回転し空調循環を整え、定期的な清掃を

行い全体の月次電力使用量可視化し省エネに努めております。営

業部門では工事現場までの移動の際は渋滞しない時間帯や場所を

共有し円滑な移動を実施しております。

IV 豊原税理士事務所 船橋市 サービス業

資料、帳簿の電子化、コピー用紙の裏紙利用により、紙の使用量

削減に取り組んでいます。同時に、電気使用量削減にも取り組ん

でいます。

IV 株式会社石井電器 四街道市 卸売・小売業
購入機器は省エネ製品、消耗品はリサイクル品使用を基本として

いる

IV 房総鴨川温泉 是空 鴨川市 サービス業

・クールビズ、ウォームビズを実施、冷暖房装置の温度設定も適

正にしております。・デマンド管理システムをみんなが見える位

置に設置し一人一人が常に電気の使用量に気配りできる環境にし

て省エネに取り組んでいます。

IV
株式会社イーストクリエイティブ

（IT千葉みなと支社)
千葉市 サービス業

当社は、事業所内での全ての照明に高効率照明であるLED照明を

採用しております。また、従業員一人一人が照明のこまめなス

イッチオン・オフ、紙の使用量削減を意識して取り組んでおりま

す。

IV 旭産商株式会社　千葉倉庫 千葉市 製造業
製造現場や倉庫・事務所において細目なスイッチオフや冷暖房の

適切な温度設定等に取り組んで参ります。



IV
社会福祉法人あかね福祉会

ふたば保育園
千葉市

その他（社会

福祉事業）

園庭と保育園の玄関の前には国のシンボルツリーのクスノキがあ

ります。木陰で遊べる保育園です。家具と遊具は全て木材を使用

しています。SDGsについて考えられるよう子どもたちにも意識

した保育を実践しています。

IV
社会福祉法人あかね福祉会

ちいさなおうちふたば
千葉市

その他（社会

福祉事業）

保育室の内の家具、パーテーションはすべて木材を使用していま

す。室内の遊具も木製品を多く使用していて子どもたちにとって

安全、安心、地球にも人にもやさしい環境つくりをしています。

IV
社会福祉法人あかね福祉会

よつば保育園
千葉市

その他（社会

福祉事業）

保育室の家具、パーテーションはすべて木材を使用しています。

乳幼児期からSDGsについて意識する保育を実践しています。園

庭には大きなクスノキをはじめ生垣のマサキがあり涼しい風が保

育室に入ってくるように設計してあります。

IV 株式会社Lotus 松戸市 建設業

・3Rに積極的に取り組んでいます。

・オフィスでは従業員一人一人が紙の使用量削減・照明のこまめ

なスイッチオフに取り組んでいます。

IV
株式会社東光オーエーシステム

ソーラーデータセンター
富津市

その他（ソフ

トウェア業）

ソーラーデータセンターは、太陽光発電により、24時間365日、

安定的にサーバーへ電力を供給することを可能とし、無停電・

CO2排出ゼロを目標にしたデータセンターです。事務所内では、

電気製品の節電を常に意識しております。

IV 有限会社小川ガラス店 旭市
建設業、卸

売・小卸売

当社は、ZEHをはじめとする環境配慮型住宅の建築資材の販売を

手掛けており、今年度はソーラーパネル搭載カーポート及びV2H

システムを事務所に設置する計画を立てております。また、オ

フィスでは紙の使用量削減に取り組んでいます。

IV 有限会社小林自動車 香取市 サービス業

社員一人ひとりが節電対策を意識し、照明器具の清掃及び空調機

器の定期的メンテナンス、日中の明るい時間帯等、業務に支障が

ない範囲での部分的な消灯、クールビズや室温の適正管理を実施

しています。

IV 有限会社ベアーズ 木更津市
製造業、卸

売・小売業

店舗の屋根に太陽光発電システムを導入し、自店の電気を太陽光

発電システムで賄います。また、できるだけ量り売りを推奨し、

ゴミを出さない販売を心がけています。

IV 株式会社国際情報ネット 柏市

その他（ソフ

トウェア開

発）

節電とCO2排出量削減に従業員一同で取り組んでおります。

IV
社会福祉法人白井福祉会

白井保育園
白井市

その他（保育

園）

職員一人ひとりが節電対策を意識してエネルギー使用量削減に取

り組んでいる。FAX送受信をパソコン上で管理してペーパーレス

化を導入している。各教室の照明や冷暖房の使用量削減に取り組

んでいる。

IV 株式会社ゼロノンストップ 鎌ケ谷市

IV 株式会社ゼロノンストップ 白井市

IV 株式会社エフケイ　本社・工場 酒々井町 製造業

節電対策の実施や、製品を生産する中でエネルギーや資材のロス

削減といった、環境負荷の低減に取り組んでいます。また、生産

に使用する冷凍設備においては自然冷媒を積極的に採用し、地球

温暖化対策に取り組んでいます。

IV E&E システム株式会社 千葉市 建設業

高効率空調を導入し、エネルギー効率化を進めています。さら

に、休憩室や会議室、倉庫などを使わない時は、消灯を徹底する

ことにより、無駄な電力を使わないよう社員一同で取組を行って

います。今後、周囲のLED化などを含めて更なる省エネルギー化

を推進していきます。

IV 関東酸素工業株式会社 船橋市

製造業、電

気・ガス・熱

供給・水道業

オフィスの蛍光灯をLED照明へと変更し、また、社用車は全てハ

イブリッド車を使用しております。従業員一人ひとりが紙の使用

量削減を行い、こまめに照明電源を落とす等、日々の業務に取り

組んでおります。

卸売・小売

業、サービス
(-)



IV
川原鳥獣貿易株式会社　富里飼育

所
富里市 農林水産業

本飼育所では、省エネや電気代改善に取り組み、また、事務用品

使用料の削減の為、資料の電子化・両面印刷・裏紙使用を実施し

資源の削減に努めている。照明については、飼育場施設のLED化

が完成し、飲料水以外は井戸水（トイレ等）を活用し資源の有効

活用を行っております。

IV ワークス白鳥 香取市 製造業

当工場は金属溶接が主な事業であり、高出力溶接機を使用するた

め、こまめに電源をON・OFFするように気を付けています。工

場天井照明も消し忘れしないよう十分注意しています。また、半

自動溶接機（CO2＝二酸化炭素）の溶接作業は極力しないように

しています。

IV
株式会社ヒロロク

本社（業務用食品部）
旭市 卸売・小売業

弊社は総合食品卸売業を営むに当たり、食品ロスの課題に積極的

に取り組んでいます。営業配送車のエコドライブ徹底やウォーム

ビズ・クールビズの実施等環境に配慮した行動を心掛けていま

す。

IV 株式会社ヒロロク　ギフト部 旭市 卸売・小売業

エコマーク掲示商品を積極的に購入するようにしています。

ショップ内の照明をすべてLED化するとともに、従業員に対し、

こまめな消灯や節電を呼びかけております。

IV かつや千葉富里店 富里市 卸売・小売業

定期的な照明器具清掃・エアコン清掃により店内環境美化に努め

ています。店舗内照明をすべてLED化するとともに、従業員に対

しこまめな消灯や節電を呼びかけています。

IV 満天の湯 柏市 サービス業

コージェネレーション設備の導入により、省エネ・環境対策に取

り組んでおります。また、館内照明のLED化、ブラインドなど利

用によるこまめなエアコン温度管理、消灯による節電を徹底して

おります。

IV 京浜製作所　第二工場 八街市 製造業

当事業所では高効率の照明や空調設備の導入を図りつつ、天井や

壁面の断熱性を高める事で、省エネと高品質製品製造を同時に実

現する取り組みをしています。また、工具や部品のリサイクルに

よる環境対策・CO2削減に取り組んでいます。

IV 有限会社跋渉堂 船橋市

卸売・小売

業、その他

（マンション

管理）

店舗及び事務所内の空気の流れをうまく利用して、少ないエアコ

ンで冷暖房をコントロールしている。マンション管理に関して

は、すべての階の非常灯を含む照明器具をLED対応にする手配を

した。

V 株式会社トータルプロテクト 千葉市 建設業

弊社で使用する電力は、全て再生可能由来にすることを2025年

までに達成目標とさせていただいております。また、社員一人一

人の取り組みを徹底することを目的とした、勉強会を実施してい

ます。

V
特別養護老人ホーム　ホワイト市

川
市川市

その他（介護

福祉施設）

当法人では、照明・空調設備の定期的な清掃、照明の間引きやエ

アコンの温度設定の適正化を行っております。また、事業ゴミ排

出量削減へ、積極的に取り組んでおります。

V 有限会社シティホーム 市原市 不動産業
エアコンは、夏場28℃、冬場20℃を心がけ、また照明もこまめ

に消灯しCO2削減に取り組んでいます。

V 株式会社石田化工 香取市 製造業
照明器具のLED化を実施。空調温度の適正管理、オフィスで使用

する紙の使用量削減・再利用等に取り組んでおります。

V 株式会社石田化工　小見川工場 香取市 製造業
照明器具のLED化を実施。空調温度の適正管理、オフィスで使用

する紙の使用量削減・再利用等に取り組んでおります。

V 有限会社北川鶏園 袖ケ浦市 農林水産業

農場内で使用する機器については、給餌機をはじめとし、エンジ

ン駆動式のものから電動モーター式へ切り替え、クリーンエネル

ギー化を進めています。畜舎の屋根には遮熱加工をし、無駄な冷

却設備の電力を抑えています。

V 葵の森あっとほ～む大網 大網白里市
その他（福

祉、介護）

限りある資源や水を大切にし、地球環境の保全に貢献するととも

に、地域の人々の安全で安心な生活をサポートしていきます



V 成田食料株式会社 成田市
製造業、卸

売・小売業

地球温暖化対策として、電気使用量削減の為、事務所内照明の

LED化を計画的に進め、空調設備の温度の徹底と無駄な照明利用

防止のこまめなスイッチオフを行い節電を取り組んでいます。

V 萬勢庵 多古町 サービス業

仕入れは交通混雑する時間帯を避け、営業では配達の時間帯を設

定し、ガソリン等の省エネを行っています。また、店舗において

は、LED照明、省エネエアコンを設置しています。

V 株式会社アウレオ 君津市 製造業

当社では、持続可能な社会のために出来ることから始めよう！と

敷地の40%を超える植栽での緑化、遮熱フィルム・塗料の活用、

照明のLED化、毎日の消費電力記録による省エネ意識の向上など

に日々努めております。

V
特別養護老人ホーム

ザイクスヒル長南
長南町

その他（医

療・福祉）

介護老人福祉施設として入所者の生活に影響のないように、でき

る限りの照明器具の間引きや、こまめな電源オフの実施、また換

気等を行うことによる冷暖房温度の適正化に努めている。

V 特別養護老人ホーム　豊栄の里 長南町
その他（医

療・福祉）

介護老人福祉施設として入所者の生活に影響のないように、でき

る限りの照明器具の間引きや、こまめな電源オフの実施、また換

気等を行うことによる冷暖房温度の適正化に努めている。

V 株式会社豊慶産商　鴨川支店 鴨川市 サービス業

事務所では、定期的に環境に関する勉強会を開催しており、社員

一人ひとりの意識を高めています。また、コピー用紙の使用量削

減、適切な室内温度、こまめな消灯など、できる範囲で少しづ

つ、地球にやさしい対応をしています。

V 北総タイヤ興業商会 香取市 卸売・小売業

当商会は省エネによる脱炭素化に積極的に取り組んでいます。小

まめな節電努力だけでなく、事業所で使う照明はすべてLED化済

です。また、3Rできるものはすべて徹底して3Rを実行していま

す。

V 有限会社三晃電機商会 神崎町 建設業

当事業所は「空調・照明等の運用改善とメンテナンス」による省

エネを実施しています。また、移動時の省燃費運転の促進による

CO2排出の削減や、段ボール等の使用量の削減によるゴミ排出の

軽減を心がけ、CO2排出の削減に取り組んでいます。

V 有限会社麻生屋 香取市 サービス業

V 有限会社麻生屋　本橋元店 香取市 サービス業

V
合同会社YOROCOBI　Design

Labs
松戸市

建設業、不動

産業、サービ

ス業

弊社で省エネ、節電対策を行うことは元より、これから建設予定

のモデルハウス兼店舗では、ソーラーパネル、太陽熱給湯器を設

置し自然のエネルギーを活用する暮らし方を提案、普及させるこ

とで地球環境への負荷を減らしたいと考えている。

V スナップオン小川 成田市 卸売・小売業

エコドライブを実践し、低燃費走行を常に心掛けて運転をしてい

ます。また事務所内の照明やエアコンの温度設定をこまめに調整

し節電に取り組んでいます。

V
エヌディファクター株式会社

平川カントリークラブ
千葉市 サービス業

ゴルフ場館内の電力をデマンド値で見える化し、日頃より節電を

心がけております。またこまめなスイッチオフ、省エネ効果の高

いエアコン導入など省エネに取り組んでおります。

V 株式会社ホソヤコーポレーション 佐倉市 製造業

CO2の排出を抑制するため、以下の取り組みを進めています。

・工場の屋根を利用してソーラー発電を行なっています。

・高効率冷凍機に更新し、電気使用量を削減します。

・工場の蛍光灯をLED化していきます。

V 鶴岡材木株式会社 いすみ市
製造業、卸

売・小売業

再生可能な木材製品を製造・販売している。使用していない機械

の電源はOFFにする。エコドライブ、安全運転の実施。

V 鶴岡材木株式会社　長南事業所 長南町
製造業、卸

売・小売業

再生可能な木材製品を製造・販売している。使用していない機械

の電源はOFFにする。エコドライブ、安全運転の実施。

V 有限会社栄企画 松戸市 不動産業

当社はグループホームだんらん松戸に建物賃貸しており、敷地に

たくさんの緑があります。施設運営の方に照明のこまめなオン・

オフしていただいております。

当店では、店内の照明や空調設備等をきれいし、無駄な電気を使

わない省エネの活動をしながら、地産地消や食品ロスの活動にも



V 有限会社蛇の目寿し 山武市 サービス業

当社は脱炭素化の取組として、電気自動車、太陽光発電、LED照

明など取り組んでいます。店内では、従業員一人ひとりがごみの

仕分け、照明のこまかなスイッチオフに取り組んでいます。

V 小林歯科クリニック 千葉市
その他（医療

業）

既存の窓の内側に樹脂フレームの窓を増設。ペアガラス×2で窓

4層化。診療室、待合室の照明を全てLED照明へ。カーポート新

設する際に、カーポート上へ太陽光パネルを設置した。

V 野の花庵 香取市 サービス業

地球温暖化対策には常に興味をもっているので、ゴミを減らす、

歩く、節電をこころがけ二酸化炭素排出量を減らす取組を行って

おります。

V 有限会社ナガシマ理化器 船橋市 卸売・小売業 社員全員が出勤だけでなく移動時に自転車を多用しています。

V 有限会社八千代折込広告 八千代市
製造業、サー

ビス業

仕事柄多くの残紙が発生しますが、地域の資源再生会社と提携し

てリサイクルを行なっております。昨年にオフィスの全照明を蛍

光灯からLED照明に切り替えました。今後もできることから環境

問題や温暖化対策に取り組んでいきます。

V
医療法人社団芳英会吉野内科・神

経内科医院
市川市

その他（医療

業）

当院は省エネルギー削減のため太陽光を利用し、日の明るい時間

は照明を落とし、節電に努めています。また西日が当たる熱い時

間などはロールスクリーンを下ろし空調負荷を低減しています。

院内では裏紙の使用やごみの分別、リユースできるものは工夫し

て使用しています。

V 有限会社宮井工業 鴨川市 建設業

当社では、工場現場に向かう際、必要最小限の車両使用を心がけ

ています。オフィスでは、休憩時間の照明消灯やコピー裏紙使用

を行っております。

V 篠塚電気設備株式会社 香取市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

ごみの細かい分別、事務所、作業場での照明のこまめな入り切り

必要のない空調を消すなど一人一人ができることから環境問題に

取り組んでいます。

V 合同会社ユニット 八街市

製造業、その

他（刺繍プリ

ント加工）

照明器具のLED化、照明の消灯管理、定期的な空調設備のフィル

ター掃除、エアコンの温度管理、エコドライブの心掛け、遮熱塗

料の使用など、省エネ、エコ活動に継続的に取り組んでおりま

す。

V 株式会社マルタカ 流山市 製造業

2010年グリーンプリンティング、2013年ISO14001を認証取得

し、毎年環境目標を定め取り組んでおります。社員一人ひとりが

環境問題を理解し、会社、個人ができる事を取り組んでいきま

す。

V 有限会社稲毛リビングサービス 千葉市 建設業

当社は日中の温度調節及び、LEDでエネルギーの消費を抑えるこ

とをルール化して行ってます。また一人一人が裏紙を使用して印

刷するなど、再利用できるものは無駄のないように利用すること

を意識し、徹底して取り組んでいます。

V 株式会社ムラヤマ 佐倉市 卸売・小売業

当社は、エコドライブや、ペーパーレス、節電など、できること

から、コツコツと地球温暖化への対策や持続可能な社会を実現す

るための取組を考え、実行しています。

V

医療法人社団ゆうあい会

介護老人保健施設ユー・アイ久楽

部

市原市
その他（医療

業）

入居者様、利用者様の生活に影響のないよう、照明器具の間引き

や空調設定温度を適正に保っています。今後は、LED照明や再生

可能エネルギーなど電力使用量削減に繋がる取組を行っていきま

す。

V 株式会社須藤本家 君津市 製造業

生産量当たりのエネルギー消費量の削減に向け推進される施策を

講じ地球温暖化対策に取り組むことを宣言します。特に、設備等

をトップランナー基準に適合した高効率型設備の導入を実現する

ことを目指します。

V
千葉精工エンジニアリング株式会

社
館山市 建設業

当社自身の事務所・施設のみならず、お得意先様の設備に関する

更新時の提案やメンテナンスに関し省エネの促進・環境汚染への

対策を念頭に置き取り組んでおります。



V 株式会社伊藤屋国際 印西市 卸売・小売業

小売では完全ペーパーレスを目指し、納品書はもちろんのこと、

取扱説明も極力WEBサイトで完結出来るように取り組んでいま

す。また全従業員が定時で業務を終える事を徹底し、実現してい

ます。

V 有限会社沼田工業所 野田市 製造業

工場内のLED照明の導入、従業員が一人ひとり節電を意識して、

こまめな消灯、エアコンの温度管理を徹底しています。また、業

務改革をして残業を減らして消費エネルギーの削減に取り組んで

います。

V 袴田金属工業株式会社 八千代市 不動産業
敷地内共用部および事務所の省エネ化、また事務作業もエコを常

に意識し努めています。

V ベストビルサービス株式会社 松戸市 サービス業

環境に配慮した事業活動を推進するために、事務所照明のLED導

入や小まめな消灯、DXによるペーパーレス化など、積極的かつ

継続的に取り組んでいます。

V 有限会社 木更津清掃社　本社 木更津市 サービス業

当社では2016年よりエコアクション21を取得し節電や省エネル

ギー化の徹底、廃棄物収集運搬業としてエコドライブや3Rの推

奨を進めCO2削減に取り組んでおり持続可能な明るい未来の実現

を目指しております。

V 有限会社国松工務店 大多喜町 建設業

省エネルギー性能の高い住宅「ZEH」を得意とする工務店です、

社員一人一人が意識して事務所の節電対策の実施や書類等のペー

パーレス化を実践しています、また営業活動での移動エネルギー

使用量削減といった、環境負荷の低減に取り組んでいます。

V
社会福祉法人正愛会

南船橋保育園
船橋市

その他（保育

園）

開園当初より、太陽光パネル設置・屋上緑化を導入。両面コピー

や裏紙の使用、ICT技術の利用により紙の少量の削減を実施して

います。今後は、全照明のLED化を計画的に進めていきます。

V 有限会社サンプラス 千葉市 不動産業
LED化は完了、旧エアコンを新エアコンへ置き換え中。マンショ

ンへの耐熱工事、太陽光パネルの増設を計る予定です。

V
千葉トヨタ自動車株式会社

船橋市場店
船橋市 卸売・小売業

電気使用量に注目し、LED照明化を推進しつつ、事務所のこまめ

な節電を行っています。また、従業員のエコドライブを励行して

おります。

V
千葉トヨタ自動車株式会社

浦安やなぎ通り店
浦安市 卸売・小売業

電気使用量に注目し、LED照明化を推進しつつ、事務所のこまめ

な節電を行っています。また、従業員のエコドライブを励行して

おります。

V
千葉トヨタ自動車株式会社

レクサス松飛台
松戸市 卸売・小売業

電気使用量に注目し、LED照明化を推進しつつ、事務所のこまめ

な節電を行っています。また、従業員のエコドライブを励行して

おります。

V
千葉トヨタ自動車株式会社

レクサス幕張
千葉市 卸売・小売業

電気使用量に注目し、LED照明化を推進しつつ、事務所のこまめ

な節電を行っています。また、従業員のエコドライブを励行して

おります。

V
千葉トヨタ自動車株式会社

レクサス穴川
千葉市 卸売・小売業

電気使用量に注目し、LED照明化を推進しつつ、事務所のこまめ

な節電を行っています。また、従業員のエコドライブを励行して

おります。

V
千葉トヨタ自動車株式会社

レクサス成田
成田市 卸売・小売業

電気使用量に注目し、LED照明化を推進しつつ、事務所のこまめ

な節電を行っています。また、従業員のエコドライブを励行して

おります。

V
千葉トヨタ自動車株式会社

ギャラリー東総
匝瑳市 卸売・小売業

電気使用量削減のため、全てLED照明化。断熱材も増強し、事務

所のこまめな節電を行っています。また、従業員のエコドライブ

を励行しております。

V
インポートカーズ株式会社

Volkswagen成田
成田市 卸売・小売業

電気使用量に注目し、LED照明化を推進しつつ、事務所のこまめ

な節電を行っています。また、従業員のエコドライブを励行して

おります。



V
インポートカーズ株式会社

Volkswagen千葉中央
千葉市 卸売・小売業

電気使用量に注目し、LED照明化を推進しつつ、事務所のこまめ

な節電を行っています。また、従業員のエコドライブを励行して

おります。

V
インポートカーズ株式会社

Volkswagen市川
市川市 卸売・小売業

電気使用量に注目し、LED照明化を推進しつつ、事務所のこまめ

な節電を行っています。また、従業員のエコドライブを励行して

おります。

V 三共矢崎建設株式会社 木更津市 不動産業

紙の再利用、FAX電子化で紙の使用量を削減しています。照明等

の電源オフ、扇風機利用やクールビズ・ウォームビズでエアコン

の適正温度管理、省エネに取り組んでおります。平成28年から

太陽光発電を導入しました。

V 平甚酒店 神崎町
製造業、卸

売・小売業

当事業所は、店内の節電や節水の取組、地産地消の農産物の活用

による輸送時のCO2排出の削減、ワンウェイプラスチック削減と

店頭回収、適切な量を製造販売することで食品ロスの削減を行

い、CO2の削減に努めます。

V 亀屋本店　本社・事務所・工場 鴨川市
製造業、卸

売・小売業

オフィスにおいて従業員一人ひとりが紙の使用量削減、照明のこ

まめなスイッチオフに取り組んでいます。

V 亀屋本店　鴨川店 鴨川市 卸売・小売業
店舗のバックヤードにおいて、従業員一人ひとりが照明のこまめ

なスイッチオフに取り組んでいます。

V 亀屋本店　小湊店 鴨川市 卸売・小売業
店舗のバックヤードにおいて、従業員一人ひとりが照明のこまめ

なスイッチオフに取り組んでいます。

V 亀屋本店　館山店 館山市 卸売・小売業
店舗のバックヤードにおいて、従業員一人ひとりが照明のこまめ

なスイッチオフに取り組んでいます。

V 金城機工株式会社　四街道工場 四街道市 製造業

わが社は産業用ロボットを中心とした機械装置の開発・製造メー

カーとして、モノ造りの立場から持続可能な社会実現を目指して

います。そのために社員一人ひとりがCO2削減の意識を持って取

り組んでゆきます。

V パーラークレスト姉崎店 市原市 サービス業

BEMS(ビルエネエネルギーマネジメントシステム)を導入して空

調機器の適正利用を行っています。また、日々のエネルギー消費

量の削減努力を徹底すると共に、Kintoneによるエネルギー使用

量の見える化を行っています。

V
サウナ・カプセル　インクレスト

松戸店
松戸市 サービス業

日々のエネルギー消費量の削減努力を徹底すると共に、大浴場に

おける節水機器の導入、Kintoneによるエネルギー使用量の見え

る化などを行っています。また、LEDや高効率空調機器の導入を

順次進めています。

V パーラークレスト四街道店 四街道市 サービス業

BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)を導入して空調機

器の適正利用を行っています。また、日々のエネルギー消費量の

削減努力を徹底すると共に、Kintonenによるエネルギー使用量

の見える化を行っています。

V 茂原商工会議所 茂原市
その他（経済

団体）

「エネルギー消費量削減」と「廃棄物の削減」について重点的に

取り組んでいます。具体的には、所内照明のLED化や部分的消

灯、クールビズやウォームビズの実施、使用済みの裏紙使用や両

面コピー、紙使用量削減のための所内電子化等を実施していま

す。

V 寿し美浜 南房総市 サービス業

2020年12月の大規模店舗改装により冷暖房の効率化、エコフラ

イヤーでの油量削減、水道に節水コマ取付、LED照明導入等、全

面的に省エネルギーに成功。さらに今夏の電力不足を受け、空調

機器のこまめな清掃、照明の間引き、部分的な消灯を心がけてお

ります。

V 株式会社ZERO 八千代市

卸売・小売

業、サービス

業

当社は中古自動車販売及び整備事業を営んでおり、当社従業員は

もちろんながら、当社を利用される方々にもエコドライブを中心

に省エネへの意識を少しでも啓蒙していきたいと考えておりま

す。



V 有限会社四葉工房 鴨川市

建設業、製造

業、サービス

業

当社の窓リフォームでは省エネ窓ガラスを推奨し施工していま

す。製造業では廃材をリサイクルセンターにて処分し、事務では

裏紙の使用、資料はデータで確認するなどペーパーレスに努めて

います。店舗では室温の適正管理に取り組んでいます。

V ペンション　インディアンサマー 鴨川市 サービス業

当宿は、営業に支障が出ない範囲で消灯を心掛けています。再生

利用可能な資源ごみの分別回収を心掛けております。プラスチッ

クごみを削減する為に、ハミガキセットを各自ご持参頂けます

様、ホームページ等でお知らせしています。

V 古川建商株式会社 八千代市 建設業

V
古川建商株式会社（八千代営業

所）
八千代市 建設業

V 旬彩の宿　緑水亭 鴨川市 サービス業 (-)

V 緑水亭　勝浦別館・翠海 勝浦市 サービス業 (-)

V 武田電機株式会社 山武市

電気・ガス・

熱供給・水道

業、卸売・小

売業

当社は住宅用太陽光発電システムや、蓄電池の販売工事や、最近

では電気自動車の電源工事の施工資格をとり、V2Hなどの設置工

事もしています。会社ではSDGsの7、エネルギーをみんなに、そ

してクリーンにを目標にし、再生可能エネルギーやCO2削減を意

識して、電気自動車の導入もしています。

V 株式会社フローラ企画　本社 千葉市 卸売・小売業

印刷紙削減の為、本社にてボンメゾン全店舗分の印刷物の一括印

刷を実施し、裏紙の再利用を徹底しております。また、エアコ

ン・照明利用の削減の為、室内に温度計やPOPを設置し、省エ

ネ意識を全社員で意識しております。

V ボンメゾン昭和の森本店 千葉市 卸売・小売業

販売し切れなかった造花を、一旦本社で回収・アレンジメント

し、各店で再販することで廃棄ロス削減に努めています。また、

エアコン・照明利用の削減の為、室内に温度計やPOPを設置

し、省エネ意識を全社員で意識しております。

V RESTAURANT MEGUMI 千葉市 サービス業

千葉県産の野菜、肉などを活用した地産地消メニューに取組み、

廃棄野菜なども利用し廃棄ロスにも注力しております。また、エ

アコン・照明利用の削減の為、室内に温度計やPOPを設置し、

省エネ意識を全社員で意識しております。

V 大里綜合管理株式会社 大網白里市
建設業、不動

産業

次世代の人々に歓迎されるような社会を目指し、地球環境保全を

テーマにエネルギーや資源消費の削減に取り組んでいます。太陽

光発電と電気自動車を活用し、東日本大震災前比で95%の電力削

減を行っています。

V 株式会社東葉建設工業 富里市
建設業、不動

産業

循環型社会に貢献できる建設工事を行っております。工事現場よ

り排出される産業廃棄物を極力少なくなるように柔軟な発想を社

員一人一人が考え実行し、そのうえで排出される産業廃棄物にも

再資源化リサイクルできるよう協力会社と共に取り組んでおりま

す。

V 斉藤自動車 東庄町 サービス業

当社では資源を無駄にしないためFAXはデジタル化し必要最小限

のプリントで済ませ両面使用しそれを資源とし自動車の修理はな

るべく中古品を使用し工場の照明は間引き点灯で小さいながらも

地球温暖化の原因といわれてるCO2排出抑制に努めて参ります。

V 有限会社銀鱗荘ことぶき 南房総市 サービス業

旅館業ですので、海の環境保全には十分な配慮をしています。温

暖化を防ぐための自社努力も惜しみません。また、観光協会長の

立場からマイクロプラスチックゴミの回収やPR活動などにも積

極的に参加し啓蒙活動をしています。

V
あかりの福祉株式会社　グループ

ホームあかりの
船橋市

その他（福

祉）

太陽光発電システムと蓄電池の設置や、空調の設定温度は冷房

28℃、暖房は20℃を徹底、EVコンセントの設置と電気自動車の

活用、クールビズを意識した服装、人感センサーライトやLEDラ

イトの導入に取り組んでいます。

二重サッシ、複層ガラスへの変換の提案・施工を行っており、ま

た、太陽光発電による省エネルギー化と再生可能エネルギー導入

の推奨、提案も行っております。CO2CO2スマート宣言事業所へ



V 株式会社小山田商店 香取市 卸売・小売業

従業員は紙の使用量削減の為、不要な用紙の裏側をメモ帳として

活用しております。管内の照明はこまめなスイッチOFFに取り組

んで電力の使用量削減に取り組んでおります。

V 有限会社伊藤製作所 佐倉市 製造業

照明器具のLED化、最新の工作機械の導入による消費電力量の削

減、GHPエアコンによる電力に頼らない空調機器などの省エネ

を行いながら稼働しています。

V 株式会社オーディオファイル 富里市 卸売・小売業

従業員一人一人が営業活動でのエネルギー使用量削減を意識し、

地球環境の負荷削減に取り組んでいます。こまめなスイッチオフ

を実施、ごみの分別、ペットボトルキャップの収集、など、会社

で行える省エネを率先して行っています。

V 株式会社ヤマナカシャツ　本社 市川市
製造業、卸

売・小売業

弊社はオーダーシャツを消費者直接に製造販売して、運送費や包

装など、中間的なコストやCO2排出量を減らして、最低限に留め

ています。また工場はオール電化で、すべてLED、さらに太陽光

発電で日中は製造電力を全てまかなうことを目標に、夜間は将来

的に蓄電燃料でまかなうことを目標にしています。

V フカダ工業株式会社 習志野市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

脱炭素社会の実現に向けて、まず車をプラグインハイブリッド

に、次に工場の照明をLEDにします。また、太陽光パネルの設置

等を考えています。

V 斉藤整骨院 千葉市
その他（医

療）
日々、節電をして省エネに取り組んでいます。

V ふたつき家 銚子市 サービス業

こまめな照明のスイッチオフや弱めにすることを取り組んでいま

す。また、常に窓やドアを開けて、空気の入れ替えをしていま

す。

V プランドール松戸 松戸市
その他（賃貸

業）
CO2排出量を低減したエコな賃貸住宅を提供しています。

V 有限会社香取美装 香取市

その他（ハウ

スクリーニン

グ）

地球にやさしいエコ洗剤等を使用し、エコ運転等にも努めていま

す。また、従業員一人ひとりが節電対策をし、エネルギー消費量

削減に取り組んでいます。

V 医療法人式場病院 市川市
その他（医療

業）

照明器具のLED化や空調機器の運転などを適性に取り組んでいま

す。生ゴミ処理機を導入して、廃棄物削減によるCO2排出量削減

を実現しております。

V 市川歯科医院 木更津市 サービス業

社員一人ひとりが紙の使用量削減、照明などのこまめなスイッチ

オフ等を日々意識して過ごしていて、照明器具や空調設備の清掃

もこまめに行っています。また、業務に支障のない範囲で照明の

間引きを行い、使用電力削減を行っていて環境負荷の低減に取り

組んでいます。

V 水産業者（個人事業主） 木更津市 農林水産業 (-)

V
有限会社サンリツコーポレーショ

ン　八幡宿第一ホテル
市原市 サービス業

従業員一人ひとりが紙の使用量削減、照明のこまめなスイッチオ

フに取り組んでいます。また、従業員のエコ通勤に取り組んでい

ます。

V 医療法人社団青草会 千葉市
その他（医療

業）

従業員一人ひとりが紙の使用量削減、再生紙使用マークやエコ

マークの事務用品の使用、照明のこまめなスイッチオフに取り組

んでいます。

V 松戸商工会議所 松戸市
その他（経済

団体）

当所では、省エネの実践として、照明の間引き・昼休時の消灯、

空調温度の管理（夏季28℃、冬季20℃の設定）、クールビズ・

ウォームビズの導入の他、定時帰宅の推奨等を通じてCO2削減に

取組んでいます。

V 有限会社鈴木金属工業 旭市 製造業

部品加工の際に発生する鉄やステンレスなど各種金属の切粉、端

材のリサイクルに取り組んでいます。また、紙の再利用、照明の

こまめな消灯、LED照明の導入などに取り組んでいます。

V 高山歯科 習志野市
その他（医

療）

地域の歯科医院として、先代から長くこの地で開業しています

が、時代に合わせて新しい空調や照明など、可能なことから省エ

ネをこころがけて、環境に優しい医院を目指します。



V 有限会社ヤシマ 一宮町 サービス業

事業所内の省エネ化に向け、全面LED照明の設置及びこの度、高

効率空調機への更新と取組を実施。また、効率的な運用して、こ

まめな消灯、設定温度の管理に努めております。利用者さまの送

迎もより効率的なルートや運転に対してもエコドライブの徹底を

努めています。

V ケンネルハウス　オカダ 東金市

その他（生活

関連サービス

業）

蛍光灯のLED化、飼育スペースの適切な温度管理により節電・省

エネに努めています。また、ペットボトルやゴミの分別を徹底

し、より多くの再資源化を目指しております。

V 加藤菜園 南房総市 農林水産業
スタッフ一人ひとりが省エネ・エコに取り組んでいます。太陽光

発電、EV車を導入する予定です。

V えどがわ森の保育園 流山市
その他（社会

福祉事業）

使用電力量の節減に取り組むべく、室温の適正管理、エアコン

フィルターの清掃、カーテンやブラインドを使って窓からの直射

日光を防ぐ等、リモコン操作・お手入れ・ちょっとした工夫によ

り、全職員で節電に取り組んでおります。

V えどがわ南流山保育園 流山市
その他（社会

福祉事業）

使用電力量の節減に取り組むべく、室温の適正管理、エアコン

フィルターの清掃、カーテンやブラインドを使って窓からの直射

日光を防ぐ等、リモコン操作・お手入れ・ちょっとした工夫によ

り、全職員で節電に取り組んでおります。

V 庄司工業所 南房総市 製造業

工場の設備は開業当初から変更していなかったため、排ガスや電

力の消費量が問題視されていました。そこで最新の省エネ設備に

入替えを行い少しでも省エネにつながるよう対応しております。

V
社会福祉法人惠史会　吉野沢保育

園
柏市

その他（社会

福祉事業）

当保育園は、環境負荷の軽減を目的として、ペーパーレス化の推

進、ごみの分別、そして可能な限りの節電に努めるとともに、太

陽光発電設備の設置による再生可能エネルギーの導入を図ってい

ます。また、国が掲げる2050年のカーボンニュートラルの実現

を目指し、未来を担う子供たちへの環境学習に取り組みます。

V 株式会社えるチャンス
千葉市

（稲毛区）
不動産業

V 株式会社えるチャンス
千葉市

（中央区）
不動産業

V 明和輝保育園 千葉市
その他（保育

所）

事業所職員全体で、脱炭素社会に向けての取組を個々人各々意識

しております。残業減少、省エネルギー化等々出来る事から取り

組んでいる。

V 真生保育園 千葉市
その他（保育

所）

開園13年目を迎えましたが、開園当初より、太陽光（ソー

ラー）システム導入致し、再生エネルギー利用を実施。事業所全

体で、省エネルギー化を目指している。

V 美光保育園 千葉市
その他（保育

所）

開園10年目を迎えましたが、開園当初より、LED照明等の高効

率照明を利用致し、事業所全体で、省エネルギー化を目指してい

る。

V 社会福祉法人八越会ちどり保育園 千葉市
その他（保育

園）

園内緑化の推進・維持に努め、ICTツール活用に伴うペーパーレ

ス化、LED照明への切り替えを計画的に進めます。また、職員ひ

とりひとりが省電力化を意識した業務遂行、日々の保育を心がけ

ます。

V 三井温熱株式会社 富里市 卸売・小売業

弊社では、社用車をプラグインハイブリッド車に変更し、またオ

フィスではプラスチック製品の使用を極力抑え、従業員各人が紙

の使用量削減や照明等電化製品のこまめなスイッチオフに取り組

んでいます。

V セキハツオートワークス有限会社 大多喜町 サービス業

国連が提唱する「持続可能な開発目標（SDGs）」に賛同し、取

引企業と連携しながら、お客様のカーライフを支える事業やリー

ス事業を中心とした自動車関連サービスを通じて、持続可能な社

会に貢献してまいります。

太陽光発電で停電のない町づくりを目指します。



V 株式会社信英精工 千葉市 製造業

弊社では、摩擦によりエネルギー損失を低減させる省エネルギー

部品の「ベアリング」の部品を製造している会社です。金属製品

を加工している為、金属廃材は全てリサイクルに取り組んでおり

ます。また、事務所内、工場内全ての照明をLED照明に切り替え

使用してCO2排出量削減に取り組んでおります。

V 株式会社ナカオサ　本社工場 野田市 製造業

当社はFSC®認証材料用紙を使い印刷・紙器製造販売をしてい

る。ISO9001：2015基準に則り21種類に分別排出して3Rを実践

している。電力使用量はデマンド監視装置を利用して管理してい

る。

V Starfish 四街道市 卸売・小売業
オフィスでの節電対策を積極的に行っています。また、空調の適

切な温度設定を心がけています。

V らぁ麺 家康 匝瑳市 サービス業

この地球上で問題に挙がっている温暖化による影響は計り知れま

せん。その中で私でも出来る事を考え、当店では照明を全てLED

化、また、エアコンを省エネ機能付きに交換する等、電気使用量

を極力削減することに取り組んでいます。今後も冷蔵庫の交換

等、店舗内全体としてさらなる省エネ化を図っていきます。

V 旭市商工会 旭市 サービス業

トイレのこまめな消灯や、使っていない相談室のエアコンを消す

などを重点的に実施している。また、事務所内の隙間などを少な

くする取り組みを行い、節電に努めている。

V 株式会社十全社 君津市 サービス業

当社は平成24年から、太陽光発電を設置し環境問題に取り組ん

できました。現在、グループ会社で農業法人を設立し地域の休耕

田を守り、植樹も行うなど、温暖化対策も進めています。

V ビジネスホテル大房 市原市 サービス業

従業員一人ひとりが、お客様が快適に過ごせるように清潔に心が

けています。また、照明のこまめなスイッチオフなど節電にも心

がけています。

V Hair　Design　Feel 茂原市 サービス業

業務に支障のない範囲で節電及び空調設備の適温設定を行ってお

ります。今年度はLED照明、エコエアコンを導入してさらなる脱

炭素化を進めます。

V 一般社団法人千葉市交通安全協会 千葉市 サービス業

使用しない部屋の消灯など節電節約は小さなことでも徹底して実

施。ペーパーレス化では会議資料の両面印刷、不要用紙の裏面使

用、物品の購入はエコマーク商品を優先購入。自動車教習所で

は、安全運転やエコドライブが地球環境に役立つことも指導して

いる。

V 北栄自動車販売株式会社 富里市 卸売・小売業

社内（事務所・展示場）すべてをLED照明にしたと共に、社員1

人1人が節電に努めています。また、整備・鈑金修理にリサイク

ルパーツを推奨したり、日常の紙とプラスチックの分別など再資

源化にも取り組んでいます。

V 有限会社三和 鎌ケ谷市 製造業

オフィスでは従業員一人一人が無駄な用紙の出力防止、電気使用

量削減のための空調設備の温度の徹底、無駄な照明利用防止のた

めのスイッチオンオフの徹底等を行っております。

V
中西産業株式会社

生産本部 鎌ヶ谷工場
鎌ケ谷市 製造業

2021年度に「省エネ最適化診断」を受け、その結果から主に電

力量削減に力を入れ活動しております。活動内容としては、照明

のLED化や廃材のリサイクル、省エネ委員会の開催などを行って

おり、今後は環境負荷の低減に向け、環境に優しい空調設備等の

導入も検討していきます。

V 有限会社塩谷 勝浦市 卸売・小売業
当店は市内でもいち早く、店内の照明をすべてLEDに変更し、レ

ジ袋の削減に取り組むなど環境対策に取り組んでいます。

V 有限会社文明軒 木更津市 製造業

全従業員が省電力を意識し、事務所、工場でのこまめなスイッチ

オフを実施しています。エコドライブ運転を実施し安全運転を徹

底しています。冷暖房の設定温度を徹底管理しています。

V 文明商事株式会社 木更津市 卸売・小売業

全従業員が省電力を意識し、倉庫、事務所の照明、冷暖房の使用

量削減に取り組んでいます。エコドライブ運転を実践し、安全運

転を徹底してます。



V
すまいるリハビリサービス株式会

社
木更津市 サービス業

LED照明の使用やこまめな節電に努めています。御利用者様の送

迎運転時、訪問時の運転など省エネ運転に努めています。

V 株式会社犬吠埼観光ホテル 銚子市 サービス業

消費電力をデマンド装置により把握し、社員間で電力情報を共有

して節電に努めています。新規に導入する設備については省電力

化のものに切り替えています。

V カットスペース アマリージェ 柏市 サービス業

店内照明をLED化や使用しない場所の節電、センサー照明の導入

により省エネへの協力、取り扱い商材も省エネの協力商品の取り

扱っている、従業員も節水やリサイクル品を積極的に使ってい

る。

V 株式会社小林通信 野田市 製造業

会社内のトイレなどの、常時使用しないフロアの照明に人感セン

サーを導入しています。従業員の通りが少ない廊下にも人感セン

サーを設置し、通る時だけライトが付くようにしました。事務所

内は省エネモードにし、クールビズやウオームビスにも取り組ん

でいます。空調設備業者からのアドバイスを受けてより良い設備

への投資も行っています。

V 中村昌弘（個人事業主） 習志野市 金融・保険業

当社の活動はテレワークを主体とし炭素排出削減に努力しており

ます。事務では出来るだけ紙の使用量削減、照明のこまめなス

イッチオフに取り組んでおります。

V 有限会社徳志会医療研究所 茂原市 サービス業

トップライトによしずを巻き、熱の遮断をしたり、日が強く差し

込む窓ガラスには遮熱フィルムを張っています。また、従業員一

人一人が不要な照明をチェックし、節電に取り組んでいます。

V 有限会社　半兵衛石油 旭市 卸売・小売業 (―)

V ホテルウェルコ成田 成田市 サービス業

当社は、従業員のクールビズ、業務に支障のない範囲で照明のス

イッチオフ、また、裏紙の使用等によるオフィスでの紙の使用量

削減に取り組んでおります。また、直営レストランではテイクア

ウトの飲食について、竹箸、バイオプラスチック容器を使用し

て、環境負荷低減を心がけております。

V 株式会社清貴 富里市 卸売・小売業

創業時よりEV充電器品を設置し実際に手を取ってカーボン

ニュートラルをご体感頂けるよう取り組み、少しでも「100年後

の地球と子供たち」の環境保全に寄与できるよう事業推進してま

いります。

V 株式会社明邦 野田市 製造業

事業所内の省エネ化に向け、全面LED照明の設置及びこの度、高

効率空調機への更新へ取組を実施。また、効率的に運用して、こ

まめな消灯、設定温度の管理に努めています。工場内機械も稼働

時以外は止めるようにしております。

V 有限会社泉亭 野田市
製造業、サー

ビス業

事業所内の省エネ化に向け、全面LED照明の設置及びこの度、高

効率空調機への更新へ取組を実施。また、効率的に運用して、こ

まめな消灯、設定温度の管理に努めています。その他厨房機器に

関しても無駄のないように使用しております。

V 株式会社冨田屋商店 木更津市 卸売・小売業

当社では、こまめな消灯やノー残業デーを設定しての省エネル

ギーに努めています。また、運転担当者はエコドライブを心が

け、自動車の燃料消費量の削減に向けた取組を行っています。

V 藤田悦敬税理士事務所 香取市 サービス業

現在、再生可能エネルギー（太陽光発電）を導入し、電力使用削

減に貢献しているところです。今後は、蓄電池等の導入も検討し

ていきますが、まずはLED照明への更新により省エネに取り組ん

で参ります。

V 髪SOUND 香取市 サービス業

当店では、日当たりや外気温を確認しながら、照明や空調の温度

設定をこまめに調節しています。また、こまめに清掃することに

よりエネルギー使用量を削減し、CO2排出量の削減を意識してお

ります。

V 株式会社シンク・ラボラトリー 柏市 製造業 全社で「環境対策」に取り組んでおります。



V 菅谷陶器店 香取市 卸売・小売業

店舗と倉庫の照明のLED化を進め、照明のこまめなスイッチオフ

を徹底し、紙の使用量削減、配達時のエコドライブに心掛け、

CO2排出量削減に取り組みます。

V きのうち整体院 香取市 サービス業

当院は照明を全てLED化にするなど、設備もECOモードでの運用

を心がけ廃棄物もほぼ出しません。今回、高効率空調機を導入す

ることで、大幅なエネルギーの節約に繋げる所存です。

V 飲み処　想絆 千葉市
その他（飲食

業）

当店では、照明器具をこまめに切り、お客様のいない仕込み時間

や営業終了後はエアコンを使わずに作業を行って節電に取り組ん

でいます。また、ゴミの分別も細かく行っています。

V 美容室　J's 香取市 サービス業

当店では、必要でない店内の照明はこまめに消し、空頭設備や給

湯機等の設定温度にも気を配りながら、省エネ活動に取り組んで

います

V 宮本商事株式会社 香取市 卸売・小売業

当所の事務所、工場では、電気や空調設備についての省エネ活

動、配送時には、エコドライブを徹底しています。また、当社は

緑地や公園等の管理に力を入れており、環境保全にも進んで取り

組んでいます。

V 有限会社小澤建設 市川市 建設業
弊社では、材料ロスの削減、既存材料の再利用など、環境に配慮

しております。

V SAKE-FISH SAWASUKE 千葉市 サービス業
節電を心掛け、店舗の照明、冷暖房の使用量削減に取り組んでお

ります。

V 株式会社日虹　本社 松戸市 卸売・小売業
環境配慮型商材の提供や省エネ推進により、持続可能な社会づく

りに貢献して参ります。

V 幕張実業株式会社 千葉市 サービス業

環境へのインパクト軽減と省エネを推進し、客室の二重窓化、照

明のLED化、エントランス内等のトイレは全て人感センサーを導

入しました。社内資料は全て裏紙使用を徹底しています。

V
サービス付き高齢者向け住宅ケア

ハート
八千代市

その他（有料

老人ホーム）

社員一人一人が環境に配慮した生活を意識し、日々の行動に努め

ています。社内では照明のLED化を進め、コピー量を削減した

り、用紙の再利用など気づいた事から取り組んでいます。

V 特別養護老人ホーム かもめの森 木更津市
その他（介

護・福祉）

360度、見渡す限り緑に包まれた、のどかな風景の中にある施設

です。日々節電に努め、館内の照明をLED照明に切り替え使用電

力の削減に取り組んでいます。

V 医療法人社団桃和会　門倉医院 野田市
その他（医療

業）

当院ではEMSを導入しており、電気の見える化を行い職員全員

が電気の使用状況が分かる状況を作っています。使用の多い時期

も職員1人1人がこまめに電気をオン・オフを行うことにより節

電に努めいています。また、冷房は27℃、暖房は20℃に設定し

無駄に電力を使わない様心掛けております。

V 株式会社舟付 海鮮の宿舟付 鴨川市 サービス業

エアコンの適切な温度での使用（夏28℃、冬20℃）。電気の使

用量の管理、見える化と分析。施設利用者の方への節電、節水の

ご協力のお願い。

V
株式会社美濃忠

長沼原物流センター
千葉市 卸売・小売業

物流センターの全照明LED化やトラックのエコ運転・燃費チェッ

クなど全車両運行管理システムを活用したCO2削減を含め省エ

ネ・エコ活動に前向きに取り組み、お客様へより良い安心・安全

な業務用食品を提供しています。

V 有限会社オカダ技研 千葉市 製造業

当社はCNC旋盤を使用した金属加工をしています。作業の自動化

により製造業務の効率を上げ、時間外労働”0”の実施を継続して

います。ワークスタイルを見直すことによりCO2削減に取り組ん

でいます。

V こうざき接骨院 神崎町 サービス業

こうざき接骨院は「SDGs」の達成に向けてエネルギー消費量の

削減等の省エネを実施しています。また、3R活動等による廃棄

物の削減を積極的に実施し、CO2排出量の削減に取り組んでいま

す。



V
白井デイサービスセンター

白井グループホーム
白井市

その他（医

療・福祉）

福祉施設事業のグループホームでは白井市で初めての施設とな

り、地域の方と一体になり業者の方に依頼せず草刈りは除草剤を

使わず、街灯もソーラ電気を使い防犯など防ぎ、屋根の遮熱塗装

（水性）も5年に1度行い、105KWの契約電力ですが、デマンド

値は15KWと電力を抑えております。職員の心掛けでご利用者様

には適温を保ちつつ節電への取り組みもしております。

V 社会福祉法人観行会 船橋市
その他（保育

所）

杉の子保育園では子どもたちの体調管理に十分配慮しつつ、冷暖

房を調節しして子どもたちの保育に臨んでいます。園舎の太陽光

パネルの電力も活用し、節電に貢献しています。今後は電球の

LED化を進め、さらに脱炭素化に貢献できるように進めていきた

いと思っております。

V 株式会社弥右衛門 香取市

建設業、電

気・ガス・熱

供給・水道業

再生可能エネルギー太陽光発電、蓄電池システム設備の設計、施

工、O＆M事業を通し、脱炭素社会実現に向け、CO2削減及び、

災害に強い社会づくりに取り組んでおります。ちばSDGsパート

ナーへの登録をはじめ、環境に良い商品の開発やご提案により、

お客様や地域と共に持続可能な社会を目指して参ります。

V 天進商事株式会社／千葉工場 市原市
その他（非鉄

金属輸出）

オフィスではリサイクル事業を行っている会社なので、従業員一

人一人の無駄な用紙の出力防止、電気使用量削減のための空調設

備の温度の徹底、無駄な照明利用防止のためのスイッチオンオフ

の徹底と、強い意識を持ってもらっております。

V
サービス付き高齢者向け住宅

ゆうかの里
八千代市

その他（有料

老人ホーム）

高齢者向け住宅につき、入居者に支障がない範囲内で照明を間引

きしたり、明るさが確保できている場所は電気を消すようにして

います。また、居室の冷暖房を無理のない範囲で温度調節に協力

していただいております。職場内でも、電気の間引き、遮光カー

テンをひいて、冷暖房の設定温度を調整し適正管理をしていま

す。

V 株式会社第一電建 市原市 建設業

当社では、省エネ家電の利用をしており照明もすべてLED照明を

利用してます。また、紙の再利用やFAXをデータベースで確認保

管をしておりペーパレス化にも取り組んでおります。

V モンテヤマザキ 八千代市 卸売・小売業
今後電化製品入れ替えの際は少しでも省エネな製品に変更し 地

球温暖化対策の取組に協力できればと思っております。

V 学校法人柏学園 柏幼稚園 柏市
その他（幼稚

園）

未来の地球を守るため教職員全員で省エネルギー心がけていま

す。また、子どもたちにもエネルギーの大切さを伝えられるよう

取り組んでいきたいと考えています。

V
社会福祉法人 小金原福祉会 さくら

保育園
松戸市

その他（医

療・福祉）

職員一人ひとりが、照明やエアコンのスイッチオフをこまめに行

い、節電を心がけています。また、裏紙の使用、両面印刷などで

紙の使用量削減を行っています。園庭には樹木を植え、緑を増や

しCO2の削減につながるようにしています。

V 特別養護老人ホーム　輝陽園 柏市
その他（高齢

者福祉施設）

全館照明はLEDとし、廊下や食堂等は感応式照明や消灯時間を設

け節電に心掛けています。事業所間の申し送りは電子機械を使用

し、紙の消費を抑えています。

V 小規模特別養護老人ホーム輝陽園 柏市
その他（高齢

者福祉施設）

全館照明LED化しています。ユニット間や全職員への申し送りは

紙を使用せず、電子機械を使用してしています。消灯時間にはご

入居者様のご負担にならない範囲で、公共スペースの電気を消す

等の節電も行っています。

V 株式会社大樹 松戸市 製造業

弊社の生産に係わる資材・プラスチック製品の排出ロスを削減し

リサイクル化へ全社員一丸となって取り組んでいます。節電・節

水・リサイクルと環境に優しい取り組みを継続します。

V ケーヨークリーニング　本店 富津市 サービス業

私たちは、電気使用量削減を重点的に取り組んでいます。機械か

ら出る熱を利用した衣類の乾燥、冬季の暖房器具の使用時間の短

縮に力を入れています。照明器具もLEDに変えると同時に配置も

考え、必要最低限の照明で済むようにしています。



V ケーヨークリーニング　久保店 君津市 サービス業

私たちは、電気使用量削減を重点的に取り組んでいます。機械か

ら出る熱を利用した衣類の乾燥、冬季の暖房器具の使用時間の短

縮に力を入れています。照明器具もLEDに変えると同時に配置も

考え、必要最低限の照明で済むようにしています。

V ケーヨークリーニング　長浦店 袖ケ浦市 サービス業

私たちは、電気使用量削減を重点的に取り組んでいます。機械か

ら出る熱を利用した衣類の乾燥、冬季の暖房器具の使用時間の短

縮に力を入れています。照明器具もLEDに変えると同時に配置も

考え、必要最低限の照明で済むようにしています。

V ケーヨークリーニング　真舟店 木更津市 サービス業

私たちは、電気使用量削減を重点的に取り組んでいます。機械か

ら出る熱を利用した衣類の乾燥、冬季の暖房器具の使用時間の短

縮に力を入れています。照明器具もLEDに変えると同時に配置も

考え、必要最低限の照明で済むようにしています。

V

V

V ケーヨークリーニング　湊店 富津市 サービス業

私たちは、電気使用量削減を重点的に取り組んでいます。機械か

ら出る熱を利用した衣類の乾燥、冬季の暖房器具の使用時間の短

縮に力を入れています。照明器具もLEDに変えると同時に配置も

考え、必要最低限の照明で済むようにしています。

V
トーヨー住機株式会社　松戸事業

部
松戸市 サービス業

全社員へコスト削減、業務改善項目の公募を行い、取り組む項目

を決定。オフィスでの節電対策、資料のデータ化によるペーパー

レス化、営業活動でのエネルギー使用料の削減等を目標をを決め

て推進しております。また推進項目は、社員に見える化を行い、

全社員が進捗状況を共有し一丸となって取り組みます。

V トーヨー住機株式会社　柏事業部 柏市 サービス業

全社員へコスト削減、業務改善項目の公募を行い、取り組む項目

を決定。オフィスでの節電対策、資料のデータ化によるペーパー

レス化、営業活動でのエネルギー使用料の削減等を目標をを決め

て推進しております。また推進項目は、社員に見える化を行い、

全社員が進捗状況を共有し一丸となって取り組みます。

V
トーヨー住機株式会社　柏事業部

松葉町店
柏市 サービス業

全社員へコスト削減、業務改善項目の公募を行い、取り組む項目

を決定。オフィスでの節電対策、資料のデータ化によるペーパー

レス化、営業活動でのエネルギー使用料の削減等を目標をを決め

て推進しております。また推進項目は、社員に見える化を行い、

全社員が進捗状況を共有し一丸となって取り組みます。

V 有限会社新福スリッター 浦安市 製造業

高効率機器導入による消費電力削減、紙の再利用、自転車通勤の

推進、ブラインド活用や緑化など、環境負荷削減へ向けた取り組

みを実施し、工場のLED化を進めていきます。環境にやさしいも

のづくりに努めています。

V 株式会社やさしい手京葉 市原市 サービス業

事業所内の省エネ化に向け、LED照明の設置及びこの度、高効率

空調機への更新へ取り組みとを実施。また、効率的な運用して、

こまめな消灯、設定温度の管理に努めております。利用者さまの

送迎もより効率的なルートや運転に対してもエコドライブの徹底

を努めています。

V 千葉塩業株式会社 千葉市
卸売・小売

業、不動産業

千葉市内に所有する賃貸ビル・賃貸倉庫のLED化を進めるととも

に、テナントの皆様方に協力を頂き、空調設定温度を夏場

28℃、冬場20℃に保つように努めています。また、業務上発生

する段ボール等の資源ごみのリサイクルにも留意していただいて

おります。

V Restaurant&Bar SAYAN 南房総市 サービス業

当店では常にガスを消費する麺茹で機（ボイラー）を撤去して小

鍋でその都度湯を沸かすシステムに変更しました。その他メイン

の冷凍冷蔵庫をインバーター付きの省エネタイプに買い替えまし

た。

ケーヨークリーニング　畑沢店 木更津市 サービス業
私たちは、電気使用量削減を重点的に取り組んでいます。機械か

ら出る熱を利用した衣類の乾燥、冬季の暖房器具の使用時間の短



V 佐原成型株式会社 香取市 製造業

敷地内の緑化、部分的にLED照明の導入、設備の省エネ機器への

入れ替えに取り組んでいます。太陽光発電の導入を進めていま

す。

V 株式会社ワイビーエー 佐倉市 卸売・小売業

未来の地球環境を守るため、脱炭素社会の実現を目指す。自家消

費型の太陽光発電の導入、敷地全体のLED化済み。電力契約の切

替。省エネの推進、無駄な電気はこまめに消す。

V パウダーテック株式会社 柏市 製造業

製品の歩留改善やトップランナー機器の積極的な導入、照明の

LED化、サーマルロスの削減などに取り組むほか、特高変電所の

更新・高容量化により力率を大幅に改善し電力損失を改善するな

ど、省エネルギー活動の推進に努めております。

V 有限会社服部工務店 八千代市 建設業

エアコンの設定温度は28℃を徹底しており、こまめに照明電源を

落とす等、日々の業務に取り組んでおります。また、廃材等のリ

サイクルを行い、SDGsへの取り組みを意欲的に行っておりま

す。

V リハリハ館山 館山市 サービス業 室内温度設定を夏は28度、冬は20度にして節電している。

V リハリハ千倉 南房総市 サービス業 室内温度設定を夏は28度、冬は20度にして節電している。

V 新リハリハ千倉 南房総市 サービス業 室内温度設定を夏は28度、冬は20度にして節電している。

V 株式会社モックプロ 印西市

電気・ガス・

熱供給・水道

業、卸売・小

売業

環境保全を最優先とするグリーンイノベーション事業を通して、

再生可能エネルギーを無駄なく効率的に利用する事により、地球

環境への影響を最小限にします。

V 松田光朗行政書士事務所 市川市 サービス業
紙の使用を量削減し、照明やOAのこまめなスイッチオフに取り

組んでいます。移動の際の車両は電気自動車を使用しています。

V 三尾商事株式会社 勝浦市 サービス業

地元の食材を活かした「地産地消」による環境負荷の軽減や、電

気自動車の導入によるCO2削減など、環境対策に取り組んでいま

す。

V 株式会社富孝工務店 木更津市
建設業、不動

産業

当社は、照明や空調設備の定期的な清掃と部分的な消灯などで節

電に努めています。また、今後は太陽光パネルの活用によりエネ

ルギーの効率利用に取り組んでまいります。

V ヘアーショップエヌズ 君津市 サービス業 節電、節ガス、節水。

V 株式会社メニーガ 富里市
不動産業、

サービス業

当社は不動産業、訪問介護業を通じて、空き家対策・在宅医療に

貢献するとともに、脱炭素化にも取り組みます。

V 有限会社シンエステート 鎌ケ谷市 不動産業
不動産業を通して二酸化炭素の削減に努めます。又、お客様と共

に協力しながら削減に努めます。

VI きらり歯科クリニック津田沼 船橋市
その他（歯科

医院）

省エネを常に医院全体で意識しており、使用しない電気製品につ

いても電源から抜く、使用していない部屋の電気は消す、紙の使

用は可能な限り減らす、など様々な取り組みを行っております。

VI 株式会社セレクト　本社 四街道市 卸売・小売業

代理店を介さず、メーカーより直接仕入れ直接送ることで、店舗

運営や倉庫保管、流通コストや無駄なエネルギーを排除し、より

良質の商品をよりお安くエコにお客様にお届けしています。オ

フィスでは、紙の使用量削減・照明のこまめなスイッチオフを徹

底してます。

VI
学校法人六高台学園　むつみ幼稚

園
松戸市

その他（幼稚

園）

資料の電子化による紙の使用量削減や、照明や空調の適正管理に

取り組んでいます。園庭には樹木や花を植えることで、子供たち

の自然と触れ合う機会を増やすとともに、緑化を進めています。

VI はんこプレミアム株式会社 船橋市
製造業、卸

売・小売業

従業員事業活動において紙をはじめとした資源を多く使用してい

ます。そのため、社員一人ひとりまでのさまざまなレベルで、紙

使用量の削減・再生紙使用率の向上などのグリーン購入の推進、

省資源に取り組んでいます。また、CO2削減による地球温暖化防

止に貢献するため、照明、エアコンのこまめなスイッチオフに取

り組んでいます。



VI リタ株式会社 八千代市 卸売・小売業

SDGsの観点から、持続可能社会の実現に向けた地域を代表する

会社を目指します。小売り、EC、「やちよ未来チャンネル」・

「やちょ未来ラボ」などを通じて地域のお客様への貢献を果たし

ます。

VI 有限会社　カネヒロ水産 富津市 製造業

当社は水産加工業ですが、太陽光発電事業にも積極的に参加して

おります。地球温暖化対策に理解を深め、CO2削減に取り組んで

います。

VI 林 憲二 税理士・行政書士 事務所 木更津市 サービス業

当事務所では、電子申告（e-tax等）を積極的に行い、紙の使用

料削減や、電気照明の節約に積極的に取り組んでいます。また環

境への配慮として電気自動車の導入も予定しています。

VI 株式会社集賛舎館山本社 館山市 製造業

印刷業という紙を消費する事業ゆえに環境問題への貢献を大切に

したいとの想いから本事業に取り組んでいます。自社ECサイト

にて在庫紙等の販売を実施し用紙材料の有効利用を幅広く呼び掛

ける取組も実行しています。

VI 株式会社集賛舎千葉支社 千葉市 製造業

印刷業という紙を消費する事業ゆえに環境問題への貢献を大切に

したいとの想いから本事業に取り組んでいます。自社ECサイト

にて在庫紙等の販売を実施し用紙材料の有効利用を幅広く呼び掛

ける取組も実行しています。

VI 株式会社木村屋総本店　柏工場 柏市 製造業

地球温暖化対策や省エネルギーを目指して、工場内の照明LED化

や社員一人ひとりの節電意識を高め、安全・安心な製品づくりに

取り組んでいます。

VI
ブルーオーシャン合同会社 相浜営

業所
館山市 不動産業

CO2CO2スマート宣言事業所（相浜営業所）では、太陽光発電設

備を導入するとともに、センサー型LED電球を導入するなどの省

電力化を推進しております。また、同事業所で運営している

Vintage Carshare事業においては、太陽光発電で発電した電力を

使用したEV車（日産サクラ）の貸出を行っております。

VI 株式会社コモテクノス　千葉工場 千葉市 製造業

当社では照明器具のLED化をはじめ、照明の消灯管理、エアコン

の温度管理、敷地内の緑化、クールビズ、ウォームビズに積極的

に取り組んでいます。

VI 愛情果有限会社 袖ケ浦市
製造業、卸

売・小売業

事務所ワークスタイル全体積極的取組、業務照明の消費量省エネ

ルギー化実施など、省エネを実施しています。

VI 江商石油株式会社　GOSYO21SS 成田市 卸売・小売業

事務所内の清掃、室温の管理、屋外の草むしり等、清潔感のある

お店を目指しております。また、運営に支障がない程度に、屋外

のキャノピー照明を時間ごとに、部分的な点灯を実施しておりま

す。

VI
江商石油株式会社　オートピア浦

安SS
浦安市 卸売・小売業

事務所内の清掃、給油スペースの清掃等、清潔感のあるお店を目

指しております。また、毎日行う日報の印刷に使用する紙を使用

済みの裏紙で行い、紙の使用量削減を実施しております。

VI Tribal Arts 香取市 サービス業

ゴミの排出に気を付けています。プラスチック製品を持たない、

買わない、使用しない。持ち帰り用袋の使用削減・容器もプラで

はなく、自然由来の物を使う等。他、ゴミの分別徹底。

VI 特別養護老人ホームすばる 野田市
その他（介護

福祉施設）

当施設では、照明等の清掃やこまめなスイッチオフ、室温の適正

管理に取り組んでおります。また、事務所内では両面コピー、裏

紙の使用等により使用量の削減を行っています。

VI K2ROOF合同会社 南房総市 建設業

当社では、紙の使用量削減のため、裏紙使用しメモ帳として活用

しています。事務所内の照明はこまめなスイッチオフに取り組ん

でいます。車での移動時は、効果的な移動経路やエコドライブを

実施しています。

VI 小倉建設株式会社 柏市
建設業、不動

産業

木材を中心とした自然素材の材料を使用した建築の促進をしてい

きます。また、自社の省エネ意識の向上のための取組みに努めて

いきます。



VI 有限会社斉藤ハウジングサービス 我孫子市 建設業

当社は、2011年から太陽光発電設備を建設し、販売してまいり

ました。当社も計13基所有し、事務所の屋根にも設置していま

す。昨今の異常気象による災害への対応としてライフラインであ

る電気の確保は欠かせませんので、個人住宅や老人ホーム、工場

の屋根設置もお勧めしております。オフィスでは節電の実施や裏

紙の使用によるペーパーレス化に積極的に取り組んでいます。

VI デイサービスセンター上埴生の郷 長南町 サービス業

緑豊かな土地を最大限利用し、敷地内の植栽や緑化に力を入れる

とともに、両面コピーや裏紙の使用など一人一人が紙の使用量削

減・照明のこまめなスイッチオフに取り組んでいます。

VI グループホーム紅ばな 長南町 サービス業

両面コピーや裏紙の使用など、一人一人が紙の使用量削減に積極

的に取り組んでおります。また、部分的な消灯等により照明のこ

まめなスイッチオフに取り組んでいます。

VI グループホーム風鈴花 大多喜町 サービス業

室温の適正管理に取り組み、クールビズやウォームビズを実施し

ています。また、エコドライブ運転を実施し、運転を担当する者

それぞれが燃費を把握できるよう取り組んでいます。

VI 彌榮精機株式会社 印西市 製造業

弊社工場の屋上に太陽光パネル（576枚）を設置しクリーンエネ

ルギー活用を開始しています。また、余計な照明の間引きや事業

所の定期的な見回りなどを通じ、省エネルギーに取り組んでいま

す。

VI
ヒラノ物流サービス株式会社

本社営業所
旭市 運輸・通信業

倉庫屋根には遮熱塗装及び断熱工事を施しております。また、構

内の作業にはバッテリーフォークリフトを使用、事務所照明は

LED化し省エネの推進に努めております。

VI
ヒラノ物流サービス株式会社

旭営業所
旭市 運輸・通信業

2014年から倉庫屋根に太陽光パネルを設置し、年間発電量は約

200,000kW になります。また、構内の作業にはバ ッテ リー

フォークリフトを使用しCO2排出削減に努めております。

VI 総武機械株式会社 東金市 製造業

事業所内の省エネ化に向け、LED照明の設置しております。ま

た、この度高効率空調機への更新も進めさせていただきます。照

明機器の必要ない所の間引きや照明・空調機の定期的な清掃をし

ております。空調温度も適正化(夏場28℃・冬場20℃）に設定す

るよう指導しております。

VI 株式会社小川屋味噌店　工場 東金市 製造業

食品を包装する資材は、脱プラスチックを進めています。オフィ

スでの紙の使用量の削減や、照明を使用しないときは、スイッチ

オフを実施しています。

VI 株式会社やます　新生房の駅 市原市 卸売・小売業

当社は、地元の野菜果物、千葉の食材を使ったお土産の販売を

行っています。いちご、卵の販売は、プラスチック容器から紙の

容器に変更しました。竹林整備に参加し、切った竹からメンマを

作り販売しています。

VI 株式会社やます　草刈房の駅 市原市 卸売・小売業

当社は、地元の野菜果物、千葉の食材を使ったお土産の販売を

行っています。いちご、卵の販売は、プラスチック容器から紙の

容器に変更しました。竹林整備に参加し、切った竹からメンマを

作り販売しています。

VI 株式会社やます　横戸房の駅 千葉市 卸売・小売業

当社は、地元の野菜果物、千葉の食材を使ったお土産の販売を

行っています。いちご、卵の販売は、プラスチック容器から紙の

容器に変更しました。竹林整備に参加し、切った竹からメンマを

作り販売しています。

VI 株式会社やます　鎌ヶ谷房の駅 鎌ケ谷市 卸売・小売業

当社は、地元の野菜果物、千葉の食材を使ったお土産の販売を

行っています。いちご、卵の販売は、プラスチック容器から紙の

容器に変更しました。竹林整備に参加し、切った竹からメンマを

作り販売しています。

VI 株式会社やます　加曽利房の駅 千葉市 卸売・小売業

当社は、地元の野菜果物、千葉の食材を使ったお土産の販売を

行っています。いちご、卵の販売は、プラスチック容器から紙の

容器に変更しました。竹林整備に参加し、切った竹からメンマを

作り販売しています。



VI
株式会社やます　やますファクト

リー
市原市 製造業

食品を包装する資材は、脱プラスチックを進めています。オフィ

スでの紙の使用量の削減や、照明を使用しないときは、スイッチ

オフを実施しています。

VI 伴流農園 南房総市 農林水産業
太陽光発電設備と蓄電池を導入し、環境に配慮した事業活動に努

めます。

VI たてやま北条プラザ 館山市 サービス業

施設内の照明はすべてLEDにしています。屋根は遮熱化してお

り、室内の温度上昇を抑え、エアコンの使用率を低減させまし

た。今後は太陽光パネルによる自家消費システムを導入し、電力

の削減を目指します。

VI 特別養護老人ホーム青柳園 市原市
その他（福

祉）

高齢者福祉施設は、ご利用者様が快適に過ごせることが大切で

す。空調や照明、給湯などのエネルギー使用は止めずに、省エネ

対策を進めなければいけません。施設内にエコに関するポスター

を掲示し、職員のエコへの意識向上を図っています。

VI 株式会社渡辺冷凍機 銚子市
建設業、不動

産業

空調設備・冷凍冷蔵設備の設計・施工・修理を行っております。

空調・冷凍冷蔵機器においては、省エネタイプを推奨していま

す。事務所・倉庫前面に植栽をしています。倉庫屋根上に太陽光

発電装置の設置及びEVの購入を予定しています。また、事務

所・倉庫の照明をすべてLEDにします。

VI かもめ観光バス株式会社 八千代市 運輸・通信業

当社は、旅行や通勤・通学の送迎等の輸送バス会社として八千代

市で事業を営んでおります。当社としてCO2排出削減に努めるこ

とはもちろんながら、関係する方々にも地球温暖化対策の啓蒙活

動に努めていきたいと思います。

VI 日本金属株式会社君津工場 君津市 製造業

当社は1953(昭和28)年の創業以来、『金属のリサイクルを通じ、

人と社会と環境を支える』をモットーに事業展開を行っておりま

す。当工場は従来より重油からLNGへの燃料転換や照明器具の

LED化等を行い省エネ（脱炭素化）に取り組んでおります。

VI 株式会社東京エンタープライズ 千葉市 卸売・小売業
オフィスでは従業員一人ひとりが紙の使用量削減・照明のこまめ

なスイッチオフに取り組んでいます。

VI 株式会社日本クロス圧延 茂原市 製造業

当社は省エネ・エコ活動を行っております。LED照明、センサー

ライトの導入、休み時間中の消灯、等、照明電力削減努力をして

おります。二重屋根の設置、室温の適正管理、クールビズ、等、

空調エネルギー削減努力を行っております。

VI 有限会社高根化工 八街市 製造業

オフィスでは従業員一人ひとりが紙の使用量削減・照明のこまめ

なスイッチオフ・ダンボール等をストックし、リサイクルに取り

組んでおります。

VI 丸万産業株式会社 九十九里町
製造業、卸

売・小売業

当社は、自動車の内装部品に使用されている石油由来樹脂を少し

でも無駄にしないためにリサイクルして地球温暖化や石油資源へ

の対策をしている。さらに、全従業員で、水道光熱費の削減を心

がけている。

VI
有限会社秋山酒造店

酒のあきやま
館山市 卸売・小売業

遮熱2重ガラス、屋根裏に断熱材、日除け幕の採用によりエアコ

ンの電気使用量を4割ほど削減しました。また、配送車両に電気

自動車を採用し、ゼロエミッションを実現しています。

VI 株式会社エアリズム 鎌ケ谷市 建設業

社内で使用している電子機器は定期的に更新し常に省エネ効果の

高いものを使用、社用車にハイブリッド車を採用、会社建物には

ソーラーパネルを設置しています。また、お客様から引き取りを

した室外機に入っているフロンガスの処理を徹底し、CO2削減に

取り組んでいます。

VI パン工房ルチア　市川本店 市川市 卸売・小売業
エネルギー消費量の削減のため、夏はクールビズ、冬はウォーム

ビズを実施し、空調によるエネルギーの削減に努めている。

VI 株式会社 新栄 船橋市 製造業

ISO9001及びISO14001を取得し、生産システムの効率化や不良

率の削減、産業廃棄物や使用エネルギーの削減を月一の会議で共

有しています。ペーパーレス化や業務の効率化を推進するための

新システム導入に取組んでいます



VI 千葉女子専門学校 千葉市
その他（学校

教育）

エネルギーの使用量削減のため、空調設備は適正な温度管理を実

施しており、照明設備はこまめな電源OFFを励行している。コ

ピー用紙は両面印刷やミスコピーの裏紙使用を実施している。環

境負荷の一層の低減を図るため廃棄物の分別収集を実施してい

る。

VI 千葉聖心高等学校 千葉市
その他（学校

教育）

エネルギーの使用量削減のため、空調設備は適正な温度管理を実

施しており、照明設備はこまめな電源OFFを励行している。コ

ピー用紙は両面印刷やミスコピーの裏紙使用を実施している。環

境負荷の一層の低減を図るため廃棄物の分別収集を実施してい

る。

VI 千葉女子専門学校附属聖こども園 千葉市
その他（学校

教育）

エネルギーの使用量削減のため、空調設備は適正な温度管理を実

施しており、照明設備はこまめな電源OFFを励行している。コ

ピー用紙は両面印刷やミスコピーの裏紙使用を実施している。環

境負荷の一層の低減を図るため廃棄物の分別収集を実施してい

る。

VI
特別養護老人ホーム　はまひるが

お
白子町

その他（福

祉）

・事業所内のトイレに人感センサーを設置しています。

・職員への省エネに対する意識の向上を計っています。

・照明をLEDに変更し、社用車を計画的に電気自動車へ移行して

いきます。

VI 特別養護老人ホーム　はなゆう 白子町
その他（福

祉）

・事業所内外での緑化対策をしています。

・事業所内のトイレに人感センサーを設置しています。

・職員への省エネに対する意識の向上を計っています。

・事業所内の照明を計画的にLEDへ切り替えていきます。

VI 東京ポリマー株式会社 流山市
製造業、卸

売・小売業

会社ぐるみで節電・節水・ペーパーレス化・エコドライブ・資源

のリサイクルを常に意識した取り組みを行っております。

VI ジャパンフーズ株式会社 長柄町 製造業

社内環境方針に則り、温室効果ガスとなる二酸化炭素の削減（燃

料：A重油→LNGへの転換）や省水活動などによる水資源の保全

に取組んでいます。また照明や空調の調整を行い事業所内の環境

負荷低減を推進していきます。

VI 大和興業株式会社 松戸市 卸売・小売業

事務所内、倉庫内の照明を部分的に消灯し、不要な電気を使わな

いようにしています。また敷地内における全照明のLED化を進め

ており、消費エネルギーのさらなる削減に努めています。

VI 学校法人神美学園　弥生幼稚園 千葉市
その他（幼稚

園）

創立69年の幼稚園です。 園庭には実のなる木が多く、子どもた

ちと収穫して食べています。畑には野菜を植えて収穫していただ

きます。また、田植えをし、秋には稲刈りをして脱穀した米でお

にぎり作りをします。子どもたちとSDGsのためにリサイクルに

ついて考えながら工作をしています。運動会ではSDGsにちなん

だ曲でダンスや親子競技の発表をしました。

VI スタジオKG 千葉市
その他（ダン

ス教室）
(-)

VI スズキマリン　鈴木　雄生 富津市 卸売・小売業

室内照明など自動点灯により電力を必要最小限に抑えるよう努力

している。エアコインの温度を抑えたりサーキュレーターなどを

うまく活用しています。

VI すしめん処大京　土気店 千葉市 サービス業
空調の温度管理、照明の間引き及び必要最低限の点灯、エコ機器

への入替えなど

VI すしめん処大京　おゆみ野店 千葉市 サービス業
空調の温度管理、照明の間引き及び必要最低限の点灯、エコ機器

への入替えなど

VI すしめん処大京　御成店 千葉市 サービス業
空調の温度管理、照明の間引き及び必要最低限の点灯、エコ機器

への入替えなど

VI すしめん処大京　浜野店 千葉市 サービス業
空調の温度管理、照明の間引き及び必要最低限の点灯、エコ機器

への入替えなど

VI すしめん処大京　酒々井店 酒々井町 サービス業
空調の温度管理、照明の間引き及び必要最低限の点灯、エコ機器

への入替えなど



VI すしめん処大京　佐原水郷橋店 香取市 サービス業
空調の温度管理、照明の間引き及び必要最低限の点灯、エコ機器

への入替えなど

VI すしめん処大京　八日市場店 匝瑳市 サービス業
空調の温度管理、照明の間引き及び必要最低限の点灯、エコ機器

への入替えなど

VI すしめん処大京　湖北台店 我孫子市 サービス業
空調の温度管理、照明の間引き及び必要最低限の点灯、エコ機器

への入替えなど

VI すしめん処大京　そめい野店 佐倉市 サービス業
空調の温度管理、照明の間引き及び必要最低限の点灯、エコ機器

への入替えなど

VI 月のあかり南行徳 市川市

サービス業、

その他（葬祭

業）

当社が運営するセレモニーホールでは照明器具のLED化、空調設

備の省エネ化を進めながら、全スタッフが節電を意識し、不要な

照明の消灯、室温の適正管理の他、定期的な清掃、点検を行って

おります。

VI 月のあかり南柏会館 柏市

サービス業、

その他（葬祭

業）

当社が運営するセレモニーホールでは照明器具のLED化、空調設

備の省エネ化を進めながら、全スタッフが節電を意識し、不要な

照明の消灯、室温の適正管理の他、定期的な清掃、点検を行って

おります。

VI 株式会社ホンダカーズ茂原　岬店 いすみ市 卸売・小売業

店舗の電力をデマンド値で見える化すると共に、小まめなスイッ

チオフを実施し節電に心掛けしています。通年に渡りクールビズ

を実施し、エアコンの最小電力化に努力しています。社員はエコ

ドライブを励行しています。

VI
株式会社ホンダカーズ茂原　茂原

バイパス店
茂原市 卸売・小売業

店舗の電力をデマンド値で見える化すると共に、小まめなスイッ

チオフを実施し節電に心掛けしています。通年に渡りクールビズ

を実施し、エアコンの最小電力化に努力しています。社員はエコ

ドライブを励行しています。

VI
株式会社ホンダカーズ茂原　あす

みが丘店
千葉市 卸売・小売業

店舗の電力をデマンド値で見える化すると共に、小まめなスイッ

チオフを実施し節電に心掛けしています。通年に渡りクールビズ

を実施し、エアコンの最小電力化に努力しています。社員はエコ

ドライブを励行しています。

VI 有限会社みねおかいきいき館 南房総市 サービス業

自然あふれる酪農発祥の地で、里山体験と食事を提供していま

す。環境教育にも力を入れ、持続可能な社会を実際に学ぶことが

できる施設となっています。また、災害発生時には防災拠点とし

ての機能を果たしています。

VI 柏井保育園 市川市
その他（福

祉）

平成30年度建替え時に太陽光発電等を取り入れました。地球温

暖化防止への取組は、未来を担う子どもたちを育てる保育所であ

る私たちの責務です。SDGSについて子どもたちと一緒に学び、

取り組みを考えています。

VI すえひろ保育園 市川市
その他（福

祉）

地球温暖化防止への取組は、未来を担う子どもたちを育てる保育

所である私たちの責務です。SDGSについて子どもたちと一緒に

学び、取り組みを考えています。

VI

弊社は胡蝶蘭の生産・販売を手掛けており、花育活動などSDGs

にも積極的に取り組んでいます。温暖化対策では、地下水熱ヒー

トポンプ設備の導入の他、従業員一人一人が省エネを意識して行

動しています。

VI 有限会社椎名洋ラン園（https://sheena.ranran.co.jp/）

VI 株式会社エコス 木更津市 卸売・小売業

新事務所建替えに当り、高断熱材及び外壁を使用しました。照明

は全てにLEDを使用、人感センサーを使用したり部分消灯をタイ

マーにより実施、室温の管理を行い電力消費量の削減を実施。コ

ピー用紙の裏紙用に寄る削減や、商品梱包緩衝材の再利用を実

施。車両は燃料節約の為、軽自動車を多用し燃料節約を実施して

居ります。

有限会社椎名洋ラン園 旭市 農林水産業

https://sheena.ranran.co.jp/
https://sheena.ranran.co.jp/


VI 有限会社　ママのおうち 市原市
その他（保育

園）

・太陽光発電システムの設置及び電気自動車の導入をして、CO2

排出削減に取り組んでいる。

・法人全体で節電対策を意識し、エネルギー使用量削減に取り組

んでいる。

・事業所で3R活動を推進し、子供たちへの啓発を行っている。

VI 冨士サービス株式会社 松戸市 建設業 (-)

VI 医療法人社団青空会 木更津市
その他（医

療）

歯科医療のため、空調、照明の確保は必要なため、なるべく消費

電力の少ない物への変更を行っています。

VI デリカショップうおとも 長柄町 卸売・小売業

当店では全員でエコ意識をもって仕事に取り組んでいます。具体

的には省エネのための照明の間引きや、温水便座の使用停止、洗

い物の際の水道のこまめな開閉などです。小さな効果かもしれま

せんが、コツコツと地球環境と経費削減のため努力していきま

す。

VI 野天風呂　湯の郷 野田市 サービス業

当社は温浴施設、銭湯を運営しており、従業員一人ひとりが省エ

ネや節電を意識し、外気温や来客状況を確認しながら、空調の温

度設定をこまめに調節しています。また、LED照明や節水機器を

導入し省エネおよび節水に取り組んでいます。

VI 佐倉天然温泉　澄流 佐倉市 サービス業

当社は温浴施設、銭湯を運営しており、従業員一人ひとりが省エ

ネや節電を意識し、外気温や来客状況を確認しながら、空調の温

度設定をこまめに調節しています。また、LED照明や節水機器を

導入し省エネおよび節水に取り組んでいます。

VI 南柏天然温泉　すみれ 流山市 サービス業

当社は温浴施設、銭湯を運営しており、従業員一人ひとりが省エ

ネや節電を意識し、外気温や来客状況を確認しながら、空調の温

度設定をこまめに調節しています。また、LED照明や節水機器を

導入し省エネおよび節水に取り組んでいます。

VI 館山旅館　本館 館山市 サービス業

当事業所では照明、エアコン等を順次更新し省エネに取り組んで

おります。新設事業所においてはペアガラスLED照明を取り入れ

ております。

VI 館山旅館　別館 館山市 サービス業

当事業所では照明、エアコン等を順次更新し省エネに取り組んで

おります。新設事業所においてはペアガラスLED照明を取り入れ

ております。

VI 館山旅館　旧館 館山市 サービス業

当事業所では照明、エアコン等を順次更新し省エネに取り組んで

おります。新設事業所においてはペアガラスLED照明を取り入れ

ております。

VI 有限会社関東検査サービス 市原市
その他（非破

壊検査業）

自然環境を守るために施設内に太陽光発電システムを導入し、

CO2排出量削減に取り組んでいます。事務所施設内の照明を全て

LED化、こまめなスイッチオフ、社員一人一人が次世代につなぐ

環境づくりに努めています。

VI
土谷ゴム化成株式会社　市川大野

工場
市川市 製造業

2019年にISO14001認証を取得、現在も継続した改善活動を実施

し、従業員一人一人が環境について意識した作業・業務をしてお

ります。

VI 君津整体院　H&B 君津市 サービス業

当店では業務に支障のない範囲で照明の消灯を実施、待機電力を

減らす。人感センサーの導入、事務機器の省エネモードを心がけ

ています。今後空調設備の省エネ化、窓の断熱化、遮熱化を実施

したいと思います。

VI 新日本プラザホテル 船橋市
その他（宿泊

業）

弊社では宿泊業を営むに当たり、事務所、バックヤードの照明を

小まめに節電し、空調機器の設定温度を冷房時28℃、暖房時

20℃に設定するなど協力できる取り組みから行っております。

VI 特別養護老人ホームひかり隣保館 柏市
その他（介護

事業）

「気候変動に具体的な対策を」をテーマに一般廃棄物減量計画を

毎年見直ししています。紙ごみを減らす取り組みとして会議資料

などデータ化できるものはデータ化し、社内連絡もビジネス

チャットなどを活用しています。



VI ナイガイ株式会社 テクノセンター 芝山町 製造業

当社は、梱包・包装・流通における省力化、自動化機器を提案・

販売しています。社有車の導入時にはハイブリッド車を積極的に

購入し、ドライバーにはエコ運転を心掛けるよう指導を行ってい

ます。また、オフィスにおいてはコピー時の裏紙使用や使用して

いない場所において照明のこまめな消灯に努めています。

VI 矢那事務所兼ペットフード工場 木更津市
製造業、卸

売・小売業

当事業所では、地元産のジビエを活用してペットフードの製造な

どを行っており、乾燥や冷凍・冷蔵保管など、たくさんの電気を

必要としますが、使うべきところ削減できるところをしっかりと

見極めて省エネに取り組んでまいります。

VI 房総いのかジビエセンター 君津市
製造業、卸

売・小売業

当事業所では、地元産のジビエを製造販売しており、冷凍・冷蔵

保管など、たくさんの電気を必要としますが、使うべきところ削

減できるところをしっかりと見極めて省エネに取り組んでまいり

ます。

VI 有限会社浅海商事 柏市 卸売・小売業

当社は空調設備や照明器具のメンテナンス、ワークスタイルの見

直しなどにより、省エネルギーに努めます。また、輸送の効率化

やエコドライブの実施等によりCO2削減にも力を入れておりま

す。

VI
ビューティーサロン・クオルー

チェ
香取市 サービス業

現在は節電を中心に省エネ活動をしていますが今後は太陽光の設

置と蓄電、PHVの導入などを早期に達成しCO2削減をします。

VI 鎌形自動車 香取市 サービス業

個人として、社員一人ひとり節電やエコドライブ等生活の中でも

環境に意識して取り組んでいます。会社として、事業所すべての

照明器具をLED照明へ変更し、節電します。お客様へリサイクル

パーツやリビルト品での交換をお勧めし3Rにも取り組んでいま

す。

VI 医療法人社団徳志会宮本内科医院 茂原市 サービス業

空調機器の適温設定や定期メンテナンスを行っています。また、

電気をこまめに消し、節電に取り組むことでエネルギーの削減に

努めています。

VI エイゼット企画株式会社 富里市 不動産業

ビル管理における、使用電力量削減を基本に、管内電灯類のLED

化を計画し削減に努めております。また、空調機等の定期的なメ

ンテナンスをはじめ、設備機器の適正管理にも力を入れておりま

す。

VI
モンテ物産株式会社　ｍｂロジス

ティック
八街市 卸売・小売業

首都圏の物流拠点であるｍｂロジスティックでは、太陽光発電・

LED照明の導入、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）な

どを通じて、全社方針であるサステナブル経営に積極的に取り組

んでいます。

VI 特別養護老人ホームさくら苑 佐倉市 サービス業

全館照明器具のLED化や空調機を順次交換することにより省エネ

を実現している。介護施設での業務に支障がない範囲で、使用し

ていない箇所の消灯、エアコンの適正温度の使用、またコピー用

紙の裏紙使用や両面コピー、集約コピーの推奨している。

VI 株式会社ハヤシ工務店 旭市 建設業

ZEHをはじめとす住宅の建築を手掛け、太陽光発電による省エネ

ルギー化と再生可能エネルギー導入の推奨、提案も行っておりま

す。また「家庭エコ診断」実施機関です。ノー残業デーを設定し

ての省エネルギーを努めます。

VI 株式会社ハヤシ工務店　作業場 旭市 建設業

ZEHをはじめとす住宅の建築を手掛け、太陽光発電による省エネ

ルギー化と再生可能エネルギー導入の推奨、提案も行っておりま

す。また「家庭エコ診断」実施機関です。ノー残業デーを設定し

ての省エネルギーを努めます。



VI 株式会社ミヤコシ 習志野市 製造業

当社は環境負荷に配慮した産業用印刷機や特殊加工機を製造して

います。ちばSDGｓパートナーの登録をはじめ、ハイブリット

カーの導入、人感センサーの設置に加え、事業所毎のCO2排出量

を見える化し、全社員がCO2排出量の削減に向け努力していま

す。

VI 株式会社ミヤコシ　八千代事業所 八千代市 製造業

当社は環境負荷に配慮した産業用印刷機や特殊加工機を製造して

います。ちばSDGｓパートナーの登録をはじめ、ハイブリット

カーの導入、人感センサーの設置に加え、事業所毎のCO2排出量

を見える化し、全社員がCO2排出量の削減に向け努力していま

す。

VI 野田鎌田学園高等専修学校 野田市
その他（教

育）

当校は、地球温暖化対策として生徒一人一人に省エネルギーに取

り組む意識づけを推奨しています。具体的には使わない教室の照

明やエアコンのスイッチOFF、調理実習での節水、パソコンの

シャットダウンの励行などできることから実行しています。

VI 株式会社ON壱番館 千葉市 不動産業 太陽光発電で停電の無い町づくりを目指します。

VI 有限会社越後屋酒店 多古町 卸売・小売業

ルート配送を心がけ、ガソリン等の省エネを実行しています。ま

た、店舗においては、LED照明や省エネ冷蔵庫を設置していま

す。

VI 松戸グランドホテル 松戸市 サービス業
既存の一般空調設備を高効率空調設備へ切り替えることにより省

エネ化を推進。

VI 有限会社バースデー 成田市 卸売・小売業

包装紙やプリント用紙などリサイクルに取り組んでいます。お店

では、一人ひとりが紙の使用量削減や照明のこまめなスイッチオ

フに取り組んでいます。

VI フリースタイル 香取市 サービス業

当店では、一部LED照明に換えております。また、夏には日除け

シェードを使い、無駄なエアコン消費量を抑え、省エネ活動を実

施しております。

VI
吉野神経難病治療株式会社有料老

人ホームつばさハウス
市川市

その他（医療

介護）

当施設では、コピー用紙の書き損じ等の裏面を使用する事により

ゴミの量を減らす取り組みを行っています。また、エアコン室外

機周辺の雑草を取り除き風通しをよくし、西日除けに簾の取付け

を行うことで過度なエネルギー対策をおこなっています。

VI 児童デイサービスいちご 山武市 サービス業
照明のLED化・紙の使用量削減・照明等のこまめなスイッチオフ

に取り組んでいます。

VI 多機能型事業所のばな 山武市 サービス業
照明のLED化・紙の使用量削減・照明等のこまめなスイッチオフ

に取り組んでいます。

VI ジョイサポート三和 市原市
その他（障害

者福祉事業）

環境省が推奨する冷房28℃、暖房20℃設定とし、消費電力の削

減に取り組んでおります。また、急発進・急停車禁止とし、エコ

ドライブを実施することで、二酸化炭素の排出削減に取り組んで

おります。

VI 有限会社コーディアル 柏市 不動産業

当社では脱炭素化に向けて、無駄となる照明空調等のこまめな調

整を実施、営業で必要な車両の電力化、ハイブリッド化を推進

し、極力出社を避けたテレワークで業務に取り組んでおります。

VI
株式会社ドゥーイットコーポレー

ション
松戸市 サービス業

微力ではありますが、省エネルギーの取り組みや、エコ通勤の推

進など、脱炭素化に向けて努力し、未来に貢献いたします。

VI 有限会社フルタ 柏市 卸売・小売業

電力の消費量が多く20％の削減目標に取り組んでおります。ま

た、包材は再生紙の紙袋等環境に配慮したものにしてプラスチッ

クの削減にも務めております。



VI 株式会社スノウチ 浦安市 製造業

・照明器具や空調機器の定期的な清掃を実施しています。

・業務に支障のない範囲で照明の間引きや部分的な消灯を実施し

ています。

・事務所内や工場の照明をLED化にしています。

・ペーパレス化する為、ドキュメント管理システム導入していま

す。

VI みつばレジデンス 銚子市
その他（介護

事業）

当社は、従業員一人ひとりに節電意識を持ってもらい、こまめに

必要のない電源のOFFに取り組んでおります。また、それぞれで

積極的な声掛けをすることで消し忘れも少なく、意識が途切れな

いよう心がけております。

VI 株式会社君塚文司商店 千葉市
その他（飲食

店）

当店では、来店されるお客様ために空調を28℃に保ちながら

も、お客様の来店者数に合わせて区画を3つに分け、必要な場所

に絞って空調管理をして無駄な空調機の電気代を抑える事を心が

けています。

VI 理容室　Hair　Crowd 東金市 サービス業
LED照明の導入や室温の適正管理、クールビズ・ウォームビズ等

に取り組んでいます。

VI 有限会社イケダオート 船橋市 卸売・小売業

中古車販売店として電気自動車やハイブリッド車への乗り換え推

奨を行っています。また、修理などを行う際に自動車リサイクル

部品の使用を提案し役目を終えたものに新たな価値を持たせる取

り組みを行っています。LED照明やフロンガス回収機など環境に

優しい設備投資も積極的に行っています。

VI 市原グリーン電力株式会社 市原市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

当社は関東近県の木チップ（建設廃材由来）を主燃料とした、木

質バイオマス発電所です。TREグループの一員として企業理念で

ある『地球の環境保全に貢献する。』活動の一環として脱炭素社

会の実現に向けて取り組んでいます。

VI
WEST DRIVE ビッグホップガーデ

ンモール印西
印西市 サービス業

クールビズ、照明等の基本的な項目を実施するとともに、電気を

大切にする、食べ物を残さない、ごみを減らすといった習慣は幼

少期からの教育が重要と考え、社員に心がけさせております。

VI 有限会社なのはなメイト 君津市 サービス業

事業所内の省エネ化に向けて必要のない蛍光灯の間引きを行って

います。また、この度、照明をLEDに交換及び空調機も高効率空

調機に交換をすることでより一層の省エネ化に努めてまいりま

す。送迎に関してもエコドライブを心がけより効果的な輸送経路

を組んで運行をしております。

VI 中田屋商事株式会社 茂原市 卸売・小売業

店舗内のエアコンの温度設定、ブラインドの使用、コピー用紙の

両面使用、照明器具のLED化と電源のON・OFFに注意しCO2削

減を行っております。

VI つばさ弐番館 市川市
その他（介護

福祉）

当施設は、難病の方を受け入れている高齢者施設であり、24時

間365日の運営になるため、こまめなスイッチオフやエアコン温

度調整等々の省エネ対策を実践しています。また、紙の記録が多

いため裏紙を使用するなど全員で取り組んでいます。

VI まごころ 柏市

その他（障害

福祉サービス

事業）

電気使用量の削減のため、こまめなスイッチのＯＮとＯＦＦを徹

底しています。コピー用紙の再利用（メモ用紙、社内文書等）。

ガソリン使用量の削減の為、利用者の送迎時には効率の良いルー

トで走行するよう心がけています。

VI まごころ「とよふた」 柏市

その他（障害

福祉サービス

事業）

電気使用量の削減のため、こまめなスイッチのＯＮとＯＦＦを徹

底しています。コピー用紙の再利用（メモ用紙、社内文書等）。

ガソリン使用量の削減の為、利用者の送迎時には効率の良いルー

トで走行するよう心がけています。

VI まごころ「スイミング」 柏市

その他（障害

福祉サービス

事業）

電気使用量の削減のため、こまめなスイッチのＯＮとＯＦＦを徹

底しています。コピー用紙の再利用（メモ用紙、社内文書等）。

プール設備については、タイマー設定にて最短のエネルギー消費

に努めている。



VI まごころ「はなのい」 柏市

その他（障害

福祉サービス

事業）

電気使用量の削減のため、こまめなスイッチのＯＮとＯＦＦを徹

底しています。コピー用紙の再利用（メモ用紙、社内文書等）。

ガソリン使用量の削減の為、利用者の送迎時には効率の良いルー

トで走行するよう心がけています。

VI まごころ「しゅくれんじ」 柏市

その他（障害

福祉サービス

事業）

電気使用量の削減のため、こまめなスイッチのＯＮとＯＦＦを徹

底しています。コピー用紙の再利用（メモ用紙、社内文書等）。

ガソリン使用量の削減の為、利用者の送迎時には効率の良いルー

トで走行するよう心がけています。

VI まごころ「きたかしわ」 柏市

その他（障害

福祉サービス

事業）

電気使用量の削減のため、こまめなスイッチのＯＮとＯＦＦを徹

底しています。コピー用紙の再利用（メモ用紙、社内文書等）。

ガソリン使用量の削減の為、利用者の送迎時には効率の良いルー

トで走行するよう心がけています。

VI まごころデイスポーツ 柏市

その他（障害

福祉サービス

事業）

電気使用量の削減のため、こまめなスイッチのＯＮとＯＦＦを徹

底しています。コピー用紙の再利用（メモ用紙、社内文書等）。

ガソリン使用量の削減の為、利用者の送迎時には効率の良いルー

トで走行するよう心がけています。

VI 千葉県土地改良事業団体連合会 千葉市
その他（土地

改良事業）

クールビズ・ウォームビズの実施、空調のきめ細かな調整や一斉

消灯等により省エネ化へ取り組んでおります。また、両面印刷や

裏紙使用、資料の電子化移行を進め紙使用量の削減に努めるほ

か、森林保全活動に参加・協力し、環境負荷軽減への取り組みに

注力しております。

VI
千葉県土地改良事業団体連合会

匝瑳支所
匝瑳市

その他（土地

改良事業）

クールビズ・ウォームビズの実施、空調のきめ細かな調整や一斉

消灯等により省エネ化へ取り組んでおります。また、両面印刷や

裏紙使用、資料の電子化移行を進め紙使用量の削減に努めるほ

か、森林保全活動に参加・協力し、環境負荷軽減への取り組みに

注力しております。

VI
株式会社アドヴァンス　木更津本

店
木更津市

建設業、不動

産業

当社は、既存住宅のリフォーム販売を手掛けており、建築廃材の

削減に努めております。オフィスでは、従業員一人一人が紙の使

用量削減や電気の省力化に取り組んでいます。また、弊社テナン

トビルにおいても、LED照明の導入などを積極的に進めていきま

す。

VI 関東機工株式会社 四街道市
その他（建築

資材リース）

当社は建築資材のリース業を営んでおり、「現場に貸し出した

リース品（敷鉄板）を回収し、自社工場で整備し直し、また新た

な現場に貸し出しをする」まさに本業がリサイクル業そのもので

す。また、本社敷地内の緑化にも励んでおります。

VI 有限会社着道楽京都きもの 香取市 卸売・小売業

当社は呉服全般小売、呉服商品のリサイクル買取・販売をしてお

ります。いらなくなった着物を買取り、小物等を作り着物の生地

を蘇らせています。照明は全てLEDに替え、尚且つ使用しない場

所のスイッチを切るよう全従業員で取り組んでおります。

VI 株式会社　オオツカコンブ 千葉市 農林水産業

当社は省エネ、断熱をはじめとする環境配慮型建物の建築を計画

しています。今後は海産物加工における省エネ等の地球環境に配

慮した設備も導入予定です。オフィスでは従業員一人ひとりが紙

の使用量削減や照明のこまめなスイッチオフにも取り組んでおり

ます。

VI 高橋製粉株式会社 松戸市 製造業

小麦は全て製品化されロスゼロを目指しております。また、生産

時の排水と排煙が無いものを特徴としています。これからも環境

問題に全力で取り組んで参ります。

VI 有限会社イシイデンキ 富津市 卸売・小売業

店内、事務所LED化して、店内の部分的な消灯も実施していま

す。コピー機は省エネモードにし、再生紙を使用して裏面も使っ

ています。省エネ家電も販売しています。



VI
特別養護老人ホームリバーパレス

流山
流山市 サービス業

事業所内の省エネ化に向け、LED照明の設置を検討しておりま

す。照明機器の必要ない所の間引きや照明・空調機の定期的な清

掃をしております。空調温度も適正化(夏場28℃・冬場20℃）に

設定するよう指導しております。

VI ファクトリーギア　柏店 柏市 卸売・小売業

エコマークや再生紙使用マーク対象商品を優先的に購入し、従業

員一人一人が紙の使用量削減、照明のこまめなスイッチオフに取

り組んでおります。また、敷地内の緑化も積極的に進めておりま

す。

VI 有限会社長嶋印房 香取市 卸売・小売業

納品時には効率の良いルートを選定しエコドライブに気を付け配

送しています。店舗の照明・エアコンの設定温度について省エネ

に取り組んでいます。

VI 結び合い農園 佐倉市 農林水産業

トラクターやトラックの燃料にはバイオディーゼルを使用。ま

た、取引のある飲食店への納品のついでにボランティアでバイオ

ディーゼルの原料となる食廃油の回収を行っている。バイオ炭の

生産と、畑への散布も行っている。

VI 多目的ホールレヴェランス 香取市 不動産業

当所では照明を蛍光灯からLED管に交換し省エネを心がけ、太陽

光発電と蓄電池を導入し、蓄電池にはAI（レンタル）を採用し電

気の高効率化を推進しています。

VI 株式会社斉藤設備 成田市 建設業
事務所・倉庫などこまめな照明器具等の消灯し電力削減及びペー

パーレス化に取り組んでおります。

VI 有限会社椿クリーニング　本社 香取市

VI
有限会社椿クリーニング

日吉台工場＆ドライブスルー店
富里市

VI
有限会社椿クリーニング

成田工場
多古町

VI 有限会社マイホームタカハシ 木更津市 不動産業

事務所内照明のLED化を計画的に進め、使用電力の削減に取り組

んでします。パソコンで資料を管理し、資料送付をメールで送受

信など、ペーパーレス化に努めています。地球温暖化対策とし

て、冷暖房の設定温度を適正管理しています。

VI 有限会社シー・エス・メンテ 船橋市 建設業

当社は建築コンクリート補修をはじめとする構造物の長寿命化を

手掛けています。エコ材料の使用と建築廃材のリサイクルに取り

組んでいます。オフィスでは従業員一人一人が紙の使用量削減・

照明のこまめなスイッチオフに取り組んでいます。

VI 有限会社はたや商店 松戸市 卸売・小売業

LEDに全照明を切り替え省電力化を進め、独自の取組みとして酒

類・米穀の容器のリサイクル・食用油のリサイクルなど資源の有

効な利用を促進すると共に、太陽光エネルギーなどを検討し更な

る省エネ・リサイクルに務める。

VI 有限会社ティエスサポート 成田市 サービス業

当社は自社で消費する電力分以上を事務所屋根上の太陽光発電で

まかなっています。事務所の照明器具はLED化し、スイッチを分

割することで消費電力を抑えています。夏季は遮光ロールスク

リーンを使用しエアコンに負荷をかけないようにしています。

VI 株式会社正和物産 鴨川市 卸売・小売業
オフィスでは、従業員一人一人が紙の使用量削減・照明調整など

に取り組んでいます。

VI 網中水産有限会社　本社 銚子市 卸売・小売業

当社は、省エネ化に向けて自家消費型太陽光設置や倉庫・加工場

の外壁や屋根への断熱・遮熱効果の高い塗料の利用を進めており

ます。また、事務所内エアコンの温度管理を徹底し節電に取り組

んでおります。

VI ＢＸ鐵矢株式会社 柏市 製造業

社屋には太陽光パネルを設置し、発電量とCO2削減量を表示して

います。製作工程では認可された接着剤による組立工法を取り入

れ、溶接作業を減らしCO2排出量削減と職場環境の改善に取り組

んでいます。

VI 株式会社花茂 市原市

VI はなも市原店 市原市
オフィス内の観葉植物設置や温暖化対策として有効なグリーン

カーテンのご相談承ります。

当社は従業員一人一人がエネルギーの省力化に取り組んでいま

す。具体的にはコピー用紙の再利用化、こまめな電気の消灯、事

務所照明のLED化、移動時のエコドライブの心がけ等を行ってお

り、今後も心掛けてまいります。

卸売・小売業

サービス業



VI はなも茂原店 茂原市

VI 株式会社新建設　千葉支店 千葉市 建設業

身近でできることから省エネルギー活動を実施しています。エア

コンの温度設定をこまめに変更したり、使っていない電気を消す

ようなことですが、意識して行動することで変化が出てきたと思

われます。

VI 山田木工株式会社 木更津市 建設業

社内において極力ペーパーレス化に取り組んでいます。照明は順

次LED照明への交換を進めており、消費エネルギー削減に努めて

おります。社員一人一人が「節電」「エコドライブ」を心がけ、

環境負荷低減に取り組んでおります。

VI 菅原工業株式会社 君津市 不動産業

コピー用紙は裏紙を再利用しています。また化粧室は人感セン

サー照明を取り付け、建物入口の照明等はタイマーを設定し管理

を行っています。クールビス・ウォームビズを実施し積極的に省

エネに取り組んでいます。

VI 千葉データセンター 千葉市 サービス業

当社は、オフィス内外の照明のLED化、部分的な消灯やこまめな

スイッチオフによる節電などエネルギー消費量の削減や、両面コ

ピー、裏紙の使用や資料の電子化による紙の使用量の削減など廃

棄物の削減に取り組んでいます。

VI 市進学院　ユーカリが丘教室 佐倉市

VI 市進学院　印西牧の原教室 印西市

VI 市進学院　我孫子教室 我孫子市

VI 市進学院　海浜幕張教室 千葉市

VI 市進学院　検見川教室 千葉市

VI 市進学院　検見川浜教室 千葉市

VI 市進学院　都賀教室 千葉市

VI 市進学院　柏教室 柏市

VI 市進学院　北習志野教室 船橋市

VI あさひや 木更津市 卸売・小売業

現在は、照明の削減、スイッチのオンオフに取り組んでいます。

店舗商品に合わせて照明をLEDに変更する予定です。南側のウィ

ンドーに断熱、紫外線カットのフィルムを貼りました。台風15号

の後、補修の際、塗料を断熱効果のある塗料にしていただきまし

た。

VI 良広車体株式会社 佐倉市

卸売・小売

業、サービス

業

●日中は、自然光を取り入れ使用電力の削減●照明をLED化を

し、人感センサーを使用している●事務所の窓に、遮熱フィルム

を貼っている。

VI ソマ車体株式会社 千葉市
その他（自動

車鈑金塗装）

工場内、事務所内の照明機器をLED照明に変更し消費エネルギー

の削減を図っています。 使用していない部屋やエリアの照明を

消灯し、省電力に努めています。

VI 株式会社JRC 千葉市 サービス業

会社の電気をすべて再生可能エネルギーで、賄うよう計画してい

ます。これから、高圧によるノンファーム型接続の計画をしてお

り、関連会社（ペット同伴ホテル）への電気を託送して、できる

限りCO2を削減し温暖化を防ごうと努力しています。現在も会社

の昼間の電気は、テスラの蓄電池（20ｋｗ）を採用し、すべて

再生可能エネルギーで賄っております。

VI 株式会社　スズキ建築設計事務所 柏市 建設業

山の緑と森林資源の有効活用を住まいのあり方を通して見直し、

地球環境、人間に優しい住まいづくりを実践し、国産木材の普及

拡大に努めております。オフィス家具等も国産材を活用し製作し

たものを利用しております。

VI 株式会社大國屋 銚子市 製造業

従業員一人ひとりが５Sを意識しながら業務に支障のない範囲で

工場内の節電をしています。今年度中に事務所、工場の全ての照

明のLED化を計画しており、冷蔵庫で使用する冷媒ガスもフロン

から自然冷媒の採用を計画し、CO2排出削減を目指しています。

VI ヘアーサロン　マキノ 千葉市 サービス業 店内照明を全てLED化するなど節電に努めております。

1965年創業、『めんどうみ合格主義』の市進学院は、環境を守

り、子どもたちの輝く未来に向け、これからも全力で指導してい

きます。

オフィス内の観葉植物設置や温暖化対策として有効なグリーン

カーテンのご相談承ります。
卸売・小売業

サービス業



VI 有限会社神谷運送店 成田市 運輸・通信業

当社の環境への取組といたしましては、グリーン経営認証を取得

し、ドライバーにはエコドライブに推進と燃費の把握、事務所内

には照明のLED化とこまめなスイッチオフを心がけております。

また、営業車にプラグインハイブリッド車を採用しました。

VI 株式会社関屋測量 千葉市 サービス業 従業員一同節電に取り組むよう心がけております。

VI 株式会社花輪 浦安市 サービス業
従業員一人ひとりが紙の使用量削減、照明のこまめなスイッチオ

フに取り組んでいます。

VI 株式会社コモダエンジニアリング 柏市 製造業

2011年にISO14001を取得し、「地球にやさしい環境で、地球に

やさしい活動を」をスローガンに環境保全活動に取り組んでいま

す。全従業員が「環境カード」を持ち、節電や分別などの個人目

標を設定しています。

VI 有限会社丸屋 九十九里町 サービス業

当社では店舗や倉庫内の照明はLEDを使用し、使用電力の削減を

行っています。紙や段ボールの再利用や、再資源化に積極的に取

り組んでいます。また、お客様の来店時間に配慮した冷暖房の設

定温度の適正使用を心がけています。

VI
NTCデリバ　ロジスティックスセ

ンター
松戸市 卸売・小売業

本社屋上に太陽光発電設備を設置、工場・事務所の照明機器を

LEDに変更し消費エネルギーの削減を図ってます。日本テクノの

電気管理モニターを設置して社員一人ひとりが現状認識を図るよ

う周知活動をしています。

VI 有限会社　布施洋蘭園 山武市 農林水産業
施設園芸のため、年間使用する重油使用量、電気使用量の削減に

日々取り組んでいる。

VI Monstera Leaf 浦安市
その他（キル

ト教室）

今年度より、教室のエアコンもCO2削減型のものに付け替えまし

た。続いて照明器具電気設備もLED化していく予定です。

VI 株式会社パシト　パシトケア 千葉市
その他（介

護）

職員、利用者の不用品をリユースできるよう情報を共有し、一定

期間保管するスペースを提供しています。事業所で出る生ごみを

堆肥化しています。オフィスでは従業員一人一人が紙の使用量削

減・照明のこまめなスイッチオフに取り組んでいます。

VI 株式会社パシト　あかり 四街道市
その他（介

護）

職員、利用者の不用品をリユースできるよう情報を共有し、一定

期間保管するスペースを提供しています。オフィスでは従業員一

人一人が紙の使用量削減・照明のこまめなスイッチオフに取り組

んでいます。

VI ホンダスチール株式会社 八街市 建設業

当社では環境に配慮した摩耗部を低減した大判プリンタ部品の製

造を手掛けています。社屋は交換より修理や塗り替えで維持修繕

工事を行いCO2削減に取り組んでいます。

VI 株式会社グリーンワールド 茂原市
建設業、不動

産業

当社は環境と人にやさしい自然素材の内装材「もみの木」を使用

した住宅を建築を手掛けております。調湿効果に優れている為、

家庭でのエアコンの使用頻度が少なくなり、温室効果ガスの排出

が少なくなります。モデルハウスはLED照明になっており節電に

も取り組んでおります。

VI Hati hair 野田市 サービス業

当店は、人と環境に優しい薬剤を使用し、お客様の髪質・ライフ

スタイルに合わせたヘアケア、似合わせカットなどの取り組みを

しております。また、LED照明を多く導入し省エネ対策にも取り

組んでおります。

VI Live in K's dream 千葉市

サービス業、

その他（飲食

業）

建物内LED化、舞台照明のハロゲンからのLED化、外灯の自動消

灯、エアコンの温度調整、紙でのフライヤーを削減し、ネットで

の映像を作成しています。こまめなスイッチオフを従業員一同取

り組んでおります。

VI 株式会社マーナーコスメチックス 市川市 製造業

当社は、化粧品の製造と販売を通じて、社会に美しさと幸福をも

たらすことを信念に活動しており、積極的に省エネ対策を取入れ

るとともに、又SDGs活動も取り組み環境に配慮した活動に取り

組んでいます。



VI 白鳥建設 香取市 建設業

一般住宅の新築・リフォームを営むに当たり、建築廃材をなるべ

く出さないよう心がけております。個人の取組として、照明のこ

まめな消灯や冷暖房の使用削減のための工夫（着衣等）を行って

おります。

VII 鶴橋冷熱工業株式会社 東金市 建設業

CO2削減にあたり空調設備等省エネ化、LED照明化、空調設定温

度管理の徹底、タブレットの活用でペーパーレス化することで地

球環境に優しい事業所として活動しています。

VII
鶴橋冷熱工業株式会社　東金営業

所
東金市

その他（冷

設・空調設

備）

事務所照明をLED化し空調温度管理を夏28℃冬20℃に設定を

し、省エネルギーをして社用車エコ運転でCO2削減に協力しま

す。

VII ヤマサ醤油株式会社　本社工場 銚子市 製造業

当社は、従業員一人ひとりが、使用していない箇所の照明の消灯

を徹底するよう省エネルギーに努めています。また、3R（リ

デュース、リユース、リサイクル）による廃棄物の削減にも取り

組み、地球温暖化防止に貢献します。

VII 京王自動車工業株式会社 千葉市 サービス業

事務所のエアコン温度の管理、工場のこまめな消灯を行い、また

全ての照明器具のLED化に取り組んでおり、エネルギー消費量の

削減に努めています。

VII 株式会社花葬 柏市 サービス業

当社は未使用室の照明は必ず消灯、空調のこまめな調整、節水に

も取り組んでおり、少しでも無駄がないように徹底しておりま

す。また、エコ製品を優先して購入し、ゴミ選別を徹底、リサイ

クルに努め、ゴミ減量に取り組んでいます。

VII 株式会社砂原電気工業所 香取市 建設業

環境配慮型の事務用品を優先購入し、社員一人ひとりが事務用品

使用量の削減及び空調機等のこまめなスイッチオフ・温度調整等

に取り組んでいます。車移動の際は、エコドライブを実践し、低

燃費になる様心がけて運転しています。

VII トラックアクセサリーヤマダ 香取市 卸売・小売業
工場内の照明をLED化し、店舗内は間引き消灯にし、省エネCO2

排出量削減に取り組んでいます。

VII
日本カイロプラクティックセン

ター　チバリヘルス
千葉市 サービス業

地球温暖化対策に事業所での取組を行っており、業務には関係の

ない部分は少しでも消灯したり空調を無駄に使わないなど省エネ

ルギー、エネルギー使用量の削減に取り組んでいます。

VII
社会福祉法人　七和福祉会

百合台保育園
市川市

その他（福祉

サービス）

自園は以前から太陽光を活用して施設の電灯類に使用している。

最近では不必要な印刷を減らし、裏紙印刷にも取り組んでいる。

新たな取り組み目標は食材ゴミを肥沃土にした農作物を販売し

て、売上げを畑の維持に充て、そのサイクルを循環させることで

ある。

VII 合資会社羽生惣吾商店 香取市 卸売・小売業

ロジスティック部門において効率的な運送計画を実施しCO2削減

を心がけており、本社屋に太陽光パネルを設置し事務部門の電気

は再生可能エネルギーを使用しています。

VII 株式会社アクロ技研 成田市 卸売・小売業

当社は太陽光発電システム・オール電化機器・蓄電池システム・

省エネ給湯設備機器等の販売・施工を手がけております。お客様

に環境にも家計にも「安心・安全・快適」な生活をご提案してい

ます。

VII
ディップソール株式会社

市原第２工場
市原市 製造業

当社では地球環境との調和を大切にし、環境保全に取り組む活動

を行っています。例えば、容器のリユース化、地下水を利用した

冷暖房エアコンの使用、そしてLED照明の設置、太陽光発電の利

用計画を推し進めています。

VII
ディップソール株式会社

おおたかの森テクニカルセンター
流山市 製造業

当社では地球環境との調和を大切にし、環境保全に取り組む活動

を行っています。CO2削減に寄与する高電流効率のめっき薬品開

発、デマンドによる電気使用量の削減、そして、LED照明の設置

計画を推し進めています。

VII 小湊鐵道株式会社　本社 市原市
運輸・通信

業、不動産業

照明にLEDを随時採用しております。また、弊社では人と自然と

が共生できる環境を目指す『逆開発』を推進しており、その一環

として、養老渓谷駅前のアスファルトを剥がし樹木を植え、駅舎

と一体となるような取り組みを行っています。



VII
小湊鐵道株式会社　こみなと稲毛

ビル
千葉市

運輸・通信

業、不動産業

2019年に、空調機のリニューアル工事を全館行い、省エネ化を

図っております。また、現在、蛍光灯からLED照明への切替工事

を随時行っており、消費電力を抑える取り組みを行っておりま

す。

VII
学校法人神栄学園　あやめ台幼稚

園
千葉市

その他（幼稚

園）

自然との触れ合いを大切にしています。広い園庭には竹林、梅

林、畑、田などがあり、子どもたちは収穫して食べています。子

どもたちはさまざまな食育体験もします。味噌やコンニャクを作

ることもあります。これらの体験を通してSDGｓについて考える

ことのできる子どもたちが育ってくれればと願っています。昨年

度は生き物への興味が広がればと、ビオトープを設置しました。

VII 中央ばね工業株式会社 柏市 製造業

環境方針の策定、環境目標の設定によりCO2排出量など見える化

して管理しています。また、製造業であるため、不良品を生産し

ないことがなにより環境負荷を抑えることと捉え、品質向上活動

にも力を入れて取り組んでいます。

VII 上総富士ゴルフクラブ 君津市 サービス業 事務所内外の照明のLED化に取り組んでいます。

VII キュア・ラビル 柏市 不動産業

キュア・ラビル（ビル名称）は各テナント店舗で照明器具のLED

化を行っております。また、館内駐車場の照明は部分的な消灯を

実施し、ビル共用部分で空調・エアコン室外機の通風を確保し、

エネルギー消費量の削減に努めています。

VII 有限会社加満家支店 銚子市
その他（飲食

業）

当社は、従業員一人ひとりが省エネルギーを意識し節電、室温の

適正管理に取り組んでおります。また、LED照明の使用、省エネ

設備の導入、食品ロスなどの廃棄削減、エコドライブの励行と

いった環境に配慮した活動に取り組んでおります。

VII
医療法人社団爽晴会　あおぞら歯

科クリニック
鎌ケ谷市 サービス業

照明、空調設備を定期的に点検し、専門業者に掃除を依頼しま

す。LED照明で地球に優しく、また明るい環境で患者様を迎えま

す。訪問診療に使用する車は環境負荷の軽減に配慮した車種を使

います。

VII 南木商店 船橋市
その他（ラーメ

ン屋）

当社は清潔感を大事にエアコンの清掃や照明にLED照明を使うな

どします。照明も時間帯によりスイッチオフに取り組みます。

VII 八千代市村上中央商店街振興組合 八千代市
その他（振興

組合）

当商店街は八千代市村上団地内の商店街として、地域住民の方を

中心に、季節に応じたイベントの開催等幅広く交流しております

ので、個人でもできる地球温暖化対策の啓蒙に努めていきます。

VII 成田保育園 成田市

VII なりほdeれみそらし 成田市

VII 習志野調理師専門学校 習志野市
その他（専門

学校）

調理師養成施設として、実習食材の在庫管理を徹底し、食品ロス

の削減に取り組んでいる。太陽光発電によりCO2の削減に取り組

んでいる。また学生教育に支障のない範囲で照明の間引きや冷暖

房管理を徹底し、無駄を削減している。

VII 株式会社　山和 鎌ケ谷市 製造業

建物内の照明のLED照明導入・業務に支障の内範囲で照明設備・

空調設備を適切に管理することでエネルギー消費量の削減に取り

組んでおります。また、エコドライブを推進し、環境負荷を減ら

せるよう社員教育に努めています。

VII
株式会社Ｔ・Ａ　ＴＲＵＳＴ

本社
九十九里町 製造業

環境に配慮した事業活動を推進するため使用後の食用油のリサイ

クルやオフィス・工場の節電に取り組んでおります。

VII 有限会社市原自動車 君津市 サービス業

照明、冷暖房をこまめに管理し省電力化に努めています。両面コ

ピー、裏紙使用などに取り組み使用量の削減を実施しています。

3Rにも取り組み、環境、お客様にも優しい会社を目指していま

す。

CO2削減に向け、できることの再確認と新たな取り組みへの想像

工夫、法人および個人の意識を高めていきます。子どもたちへの

環境教育にも積極的に取り組み、地球を守る日常生活を根付かせ

ていきたいと考えます。

その他（社会

福祉事業）



VII ビジネスホテル近江屋 銚子市 サービス業

廊下など共用部分の間照明の間引き点灯に取り組んでいます。

チェックアウト後の照明・空調の消し忘れがないか速やかに確認

しています。連泊のお客様にシーツ交換、客室清掃を3日ごとに

行わせて頂き、CO2削減にご協力頂いております。

VII ウォームキッチンスダ株式会社 千葉市 製造業

当社は製パン製菓製造販売業を営むに当たり、日ごろ時短に努め

無駄な業務を抑え効率化を図っており従業員一人一人が電気使用

量削減・照明や製パン機材のこまめなスイッチオフに取り組んで

います。

VII 新木戸保育園 八千代市
その他（保育

園）

当園は園庭を芝生にして気温上昇を抑えるなどの効果を期待しな

がら、子供たちの保育環境に配慮しています。保育園では、一人

ひとりの紙の使用量削減・照明のこまめなスイッチオフに取り組

んでいます。

VII
株式会社デンソーソリューション

関東支社　千葉支店
千葉市

製造業、卸

売・小売業

当社はトヨタグループの一員としてカーボンニュートラルへの取

組をしております。車から広がる領域での社会貢献を目指し、

V2H・充電器を始め、LED照明等の販売～設置まで事業として取

り組んでおります。

VII 有限会社山田屋商店 流山市
その他（不動

産管理）

マンションの屋上に太陽光発電を設置し、電灯のこまめなスイッ

チオフをして、消費エネルギーを削減している。敷地内に植栽を

して、温暖化を抑えています。

VII 第一薬品産業株式会社　塩浜工場 市川市 製造業

照明器具はLED照明に変更しております。空調設備は、導入より

10年経過履歴計画書をもとに、更新を行っております。事務に

ついては、紙媒体から電子化に、紙の使用量削減、コピー紙裏面

再使用に取り組んでいます。

VII 梅の湯 千葉市 サービス業
CO2削減をはかりながら、地域住民の生活衛生に寄与すべく努力

して参ります。

VII 西兼ビル 市川市 製造業

弊社は創業１１８年になるが、永きに渡って省エネ・環境問題

は、解決せねばならない課題で、これを機会にCO2削減、再生可

能エネルギーの見える化に取り組んでいきたい。

VII 西兼　ICHIKAWA COMPOUND 市川市 不動産業

今回の遮熱塗装によりCO2排出量削減が計れる。これをきっかけ

に、LED照明や省エネタイプ給湯器などでさらなる環境対応をし

ていきたい。

VII 本陣書店有限会社 船橋市 卸売・小売業

事務所の照明は全部LEDで、大量に使用する段ボールはできるだ

け再利用しています。従業員も自転車通勤や公共交通機関を利用

しています。

VII ユーカリデイサービス小金原 松戸市 サービス業
地球環境保全のため、こまめな消灯や空調の温度調整で電気代の

節減、送迎時のエコドライブを心がけています。

VII 第二山崎ビル 千葉市 不動産業

所有するビル内の照明についてLED化の工事を実施予定。自社執

務室内の空調温度は冬場２１度、夏場２７度に設定し残業の原則

禁止や在宅ワークを取り入れる等により執務室内での消費エネル

ギーの削減に努めている。

VII 株式会社アイエスイナモト 柏市 サービス業

運行経路図を常に作成・所持し、運行距離やガソリン使用量の目

に見える化を図り、運行距離と運行時間を最短化、排気ガスCO2

等の削減を意識し営業している。また今後は電気自動車を取り入

れ、環境重視の営業をする。

VII 株式会社　みやび工芸 松戸市 製造業

電力使用量を計測し、上限を超えたら警告するなど設備の適正利

用を図っています。照明の削減や小まめなスイッチオフ、使用済

みコピー用紙の再利用など、従業員一人一人がエコ意識を持ち、

データの電子保存などペーパーレス化も進めています。

VII 有限会社燈台 習志野市 サービス業

当社は温浴施設内にてあかすりやエステサロンの運営を行ってお

り、また、新規事業として省エネ設備の導入やエネルギー使用量

の削減に取り組んだ飲食店事業を展開する予定です。各現場や本

社オフィスでは、従業員一人一人が紙の使用量削減、照明のこま

めなスイッチオフに取り組んでいます。



VII 有限会社佐倉第一ホテル 佐倉市 サービス業

電力をデマンド値で確認し、従業員一人ひとりが省エネ、節電の

意識を持ち、空調温度の調節、照明の間引き、ＯＮ、ＯＦＦ等取

り組んでおります。照明は計画的に順次LEDへの変更を行ってお

ります。

VII マザーズガーデン 柏市
その他（介護

保険施設）

空調システム、節水機器の設置等を行い、エネルギー消費量の削

減に取り組んでいます。また職員皆で意識を高め室温の適正管理

や照明の部分的な消灯を実施し省エネルギーに努めています。

VII 株式会社マツヤ　ましや呉服店 流山市 卸売・小売業
現在の取り組みとしては節電、ペーパレス、ファックスレス等無

駄の出ないように取り組みをしております。

VII パテスリーITARIA 1981 君津市
製造業、卸

売・小売業

当店は洋菓子製造を生業としており、食品ロスを無くすため注文

の多くを予約制で承っている。また、照明器具や空調機器の定期

的な清掃を実施し、来店するお客様に支障のない範囲で照明の間

引きや部分的な消灯を実施している。

VII 鹿野山ゴルフ倶楽部 君津市 サービス業

私たちは、自然と共存する事業を営んでおります。地球温暖化対

策として、事務所や施設内のLED照明化及び、照明のこまめなス

イッチオフ、通勤時や車両使用時はエコドライブの実施を心が

け、従業員全員で省エネ化に尽力しております。

VII 有限会社アクティヴ 香取市 運輸・通信業

当社では、照明のLED化やこまめなスイッチオフ、ウォームビ

ズ・クールビズ、室温の温度管理、裏紙使用等社員一人ひとり

が、積極的に省エネ・エコ活動に努めています。

VII 株式会社 友部電機工業所 四街道市 サービス業

当社では重機・建機の車両整備により、CO2及び温室効果ガスの

削減に取り組んでいます。また節電やエコ製品の使用、使用済用

紙の裏面利用など紙の使用量削減に取り組んでいます。社用車に

太陽光パネルを搭載しています。

VII ST-R株式会社 成田市

運輸・通信

業、卸売・小

売業、サービ

ス業

環境保全を考え電気自動車やハイブリット車を導入し、運行の際

の最短ルートでの燃料使用量の最小化の徹底、事務内では再生紙

と両面印刷を実施、空調の設定・社内全ての照明のLED化・使用

しない場所の照明の消灯の徹底、使用していないパソコン等の電

源の遮断などを取り組みを社内全体で行っている。

VII 馬橋ケアハウスなでしこ 松戸市 サービス業

VII 特別養護老人ホームなでしこ 松戸市 サービス業

VII
学校法人薄永学園　すずらん幼稚

園
船橋市

その他（幼稚

園）

幼稚園の園児たちが、友達や家族を大切にし、動物、植物、生物

を大切にしながら、環境を大切にできる子どもたちに成長してほ

しいとの考えから参加しています。園児たちでも出来る取組と、

大人が中心となって行う取組をそれぞれ掲げて実践します。

VII ヴィーナス東金店 東金市 サービス業

遊休地やアミューズメント店舗内の敷地を活用し、太陽光発電所

を運営しています。大電力を消費する企業の社会的責任として自

社が消費する電力を100％再生可能エネルギーで賄うことを目指

しています。

VII 石塚理容館 野田市 サービス業

店舗の照明はLED、人感センサーを設置しております。また複層

ガラスやブラインドを活用して、エアコンの適正な温度管理を心

がけております。

VII 江東運送株式会社 船橋市
建設業、運

輸・通信業

環境に配慮した事業活動を全社員一丸となって推進しておりま

す。オフィスなどの電気消費抑制やペーパーレス化の推進、CO2

削減や物流システムの効率化の顧客への提供を行っております。

職員一人一人が適切なエネルギーの使用を心がけています。特に

冷暖房は、使わないところは必ず切る、使う場合は適切な室温設

定を徹底しています。



VII 学校法人清見台学園清見台幼稚園 木更津市
その他（幼稚

園）

園内にLED照明を導入し、日頃よりこまめなスイッチオフや裏紙

の再利用などエネルギーの削減に取り組んでいます。事務ではパ

ソコンで資料を管理し、資料送付をメールで送受信など、ペー

パーレス化に努めています。広い園庭には樹木や花を植え、緑化

を進めています。

VII
介護付有料老人ホーム

ユーカリ小金原
松戸市 サービス業

VII グループホームさざんか 松戸市 サービス業

VII グループホームさくら草 松戸市 サービス業

VII グループホームユーカリ新松戸 松戸市 サービス業

VII
グループホームユーカリ

新松戸弐番館
松戸市 サービス業

VII グループホームひまわり新高根 船橋市 サービス業

VII グループホームひまわり山手 船橋市 サービス業

VII グループホームけやきの杜 野田市 サービス業

VII デイハウスけやきの杜 野田市 サービス業

VII グループホーム菜の花 野田市 サービス業

VII けやき居宅支援事業所 野田市 サービス業

VII けやきヘルパーステーション 野田市 サービス業

VII デイサービスけやき 野田市 サービス業

VII
丸朝園芸農業協同組合

人参・トマト選果場
芝山町

その他（協同

組合）

生産者の負担軽減を図るために建設した大型選果場は電力を多く

使用するため、全照明をLED化するなど常に節電を心掛けていま

す。

VII 株式会社リ・デンタルネット 松戸市

その他（コン

サルタント

業）

当社は、地球に優しいをモットーに事業活動を行っています。特

に節電やペーパーレスに力を入れています。

VII 有限会社かし熊 船橋市 不動産業

弊社所有ビルでは利用者にとっての利便性を確保しつつ、照明を

LEDに切り替えることやトイレの照明を人感センサーにするなど

省エネにつながる取り組みを行っております。

VII 株式会社機材センター小川屋 東金市 卸売・小売業

当社はLED照明の導入や、こまめなスイッチオフを心掛けていま

す。冷暖房使用時も室温の適正管理を目標に取り組んでいます。

また、紙の使用量を削減する為、FAX受信用紙の裏紙を利用した

印刷やオンデマンド印刷などで印刷ロスを防ぎ、商品資料や会議

資料等はデータで共有保存し、ペーパーレス化を促進していま

す。

VII 株式会社柏﨑写真 鎌ケ谷市 サービス業 節電などに努めています。

VII 山田電器工業株式会社 松戸市 製造業

当社は夏場に冷房設備設定温度を28℃、冬場には暖房設備設定

温度を20℃にし、全社的に節電に対する意識を高めておりま

す。また昼休み等、オフィスが空室な箇所は必ず照明の電源を切

る等、徹底した取組みをしております。

VII 東陽オート 横芝光町 運輸・通信業
紙の再利用、休憩時間の照明のオフなど積極的な省エネ、エコ活

動に取り組んでいます。

VII 株式会社羽衣 千葉市 サービス業

全ての蛍光灯をLEDに変更し、使っていない部屋の消灯をこまめ

に実施しています。今後は太陽光パネルや蓄電池の設置を検討し

ています。

VII Autoterminal Japan株式会社 木更津市
その他（車両

検査業）

当社は環境に配慮し安全な日本の輸出中古自動車を検査する事業

を行っております。今後ますます世界から求められる電気自動車

やハイブリット車を輸出前に検査し安全安心な世界の脱炭素化に

貢献したいと考えております。

VII 時田コンクリート工業株式会社 市川市 製造業

弊社ではSDGｓ活動に取り組み、こまめな消灯・裏紙の使用・

エコドライブ走行など、小さな積み重ね行動を従業員一同心がけ

て仕事をしています。 電気式ﾌｫｰｸﾘﾌﾄや電子システムの導入、

更に照明のLED化により電気使用量の3～5割減を目標にCO2削

減に力を入れ取り組んでいます。

従業員一人ひとりが省電力を意識し、こまめなスイッチオフに取

り組んでいます。また、事業所内LED照明を取り入れることと記

録の電子化を行い紙の消費を削減しています。今後は省エネ空調

設備の採用を進めます。



VII
時田コンクリート工業株式会社

成田工場
成田市 製造業

弊社では勤怠管理システムを導入し、申請用紙やﾀｲﾑｶｰﾄﾞの廃止

によるﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化と、裏紙使用による紙の使用量削減を推進して

います。また、照明のLED化、空調設備の省エネ化により電気使

用量３～５割削減を目標にCO2の削減にも取り組んでいます。

VII しんろく興産株式会社 船橋市
卸売・小売

業、不動産業

当社は不動産業を通して地球に優しい環境づくりを目指していま

す。LED照明の設置やこまめな消灯により省エネルギーに努めま

す。また、ペーパーレス化や両面コピー等により、使用する紙を

減らし廃棄物を削減しています。

VII 株式会社かずみビジョン 白子町 卸売・小売業

現在所有している社用車３台を順次、電気自動車に変更する計画

（２０２５年までに）事務所社屋屋根に太陽光発電・V2Hを設置

予定、５０％の使用電力を賄う（2023年度計画）

VII 医療法人社団宏和会 成田市 サービス業
空調など院内をいつも清潔に保ち、照明に人感センサーなど活用

して、電力削減に取り組んでます。

VII 有限会社長浦製作所 流山市 製造業

待機電力削減やこまめな消灯の徹底、職場の断熱施工など全社的

に省エネ活動に取組む。紙、アルミ缶、ペットボトルのリユー

ス・リサイクル活動や、次代を見据え、環境配慮型プラスチック

材に合せた金型・成形の研究等、意識改革も重要視しています。

VII
特別養護老人ホーム鶴寿園

ユニット型
野田市

VII
特別養護老人ホーム鶴寿園

従来型
野田市

VII 株式会社エノモト防災工業 木更津市

卸売・小売

業、サービス

業

当社は営業車両のエコドライブの実施や事務所内で使用する紙の

使用削減、エアコン、照明の適切な使用を図っています。又、

OA機器等は省エネルギー性能の優れた機器を選んで購入してお

り、環境保全に取り組んでおります。

VII
学校法人マリア学院

市原マリア・インマクラダ幼稚園
市原市

その他（幼稚

園）

お知らせやおたよりのペーパーレス化、紙の裏面使用、子ども達

の生活に支障がない範囲での節電、空調設備の温度設定をしてい

ます。また、物を捨てる前に、他の場所で利用できないかを考え

たり、工夫しています。園庭にも沢山の緑を植えています。

VII
社会福祉法人習志野

菊田みのり保育園
習志野市 サービス業

多くの園児が登園してほぼすべての部屋を使っている時間帯とそ

うでない時間帯、園児が活発に活動していて室温が上がる状態と

そうでないときなど、空調ニーズの変化に応じてこまめな温度設

定を行うことで省エネに努めています。

VII 有限会社岡戸金属製作所 習志野市 製造業

従業員一人ひとりが省エネを心がけ、照明の間引きや休憩時の消

灯を徹底し、空調機の分散軌道やこまめな清掃を行っておりま

す。事務所では会議資料の両面印刷やコピー用紙の裏紙を使用す

ることで、紙の使用量削減に取り組んでいます。

VII 有限会社池田工務店 鋸南町 建設業

省エネ・エコ住宅を推奨、施工。事務所内では、照明のLED化、

こまめな消灯、エアコンの温度調整、裏紙を使用し紙の使用量削

減に取り組んでいます。また、電気自動車を導入し環境への貢献

を目指しています。

VII 小松板金 木更津市 建設業
当社では、こまめな消灯やノー残業デーを設定しての省エネル

ギーに努めています。

VII 株式会社TRC 館山市 建設業
設立当初より、太陽光発電を導入し、社員一丸となって、エネル

ギー資源の過剰消費ゼロに取り組んでいます。

VII 有限会社誠企画 佐倉市 サービス業

当社は自動車修理販売業を営むに当たり、修理等による交換後の

部品分別、リサイクルに取り組んでいます。オフィスでは省エネ

型のコピー機を利用し、紙のリサイクルや照明のこまめなスイッ

チオンオフに取り組んでいます。

ご入居者様の生活に影響のない範囲の節電活動（照明の間引きや

照明機器のLED化等）を実施し、CO2排出の低減に努めていま

す。その他、福祉サービス事業者として、ケアの質向上と省エネ

の両方を目指してエコ活動に取組んでおります。

その他（介護

保険事業）



VII 株式会社柿沼板金所 野田市 建設業

屋根外壁工事ではカバー工法にすることで廃棄物削減・環境汚染

予防に繋がっています。運転の際はエコドライブを心がけ、事務

所では書類の電子化・省エネOA機器、社内全体ではLED照明の

使用、缶や段ボール等のリサイクルを積極的に行っております。

VII
株式会社オアシスグループ

日の丸本店
君津市 サービス業

VII
株式会社オアシスグループ

イスカンダル木更津店
木更津市 サービス業

VII YFデザインファクトリー 四街道市
その他（塗装

業）

工場内の照明機器をLED照明に変更し消費エネルギーの削 減を

図っています。照明の削減、使用していない部屋やエリアの照明

を消灯し、省電力に努めています。コピー用紙の使用量削減、適

切 な室内温度を心がけております。

VII
株式会社ホンダカーズ東総

銚子松岸店
銚子市 卸売・小売業

VII
株式会社ホンダカーズ東総

香取51号店
香取市 卸売・小売業

VII
株式会社ホンダカーズ東総

旭126号店
旭市 卸売・小売業

VII
株式会社ホンダカーズ東総

匝瑳店
匝瑳市 卸売・小売業

VII
株式会社ホンダカーズ東総

成田空港通り店
成田市 卸売・小売業

VII
株式会社ホンダカーズ東総

佐倉王子台店
佐倉市 卸売・小売業

VII
株式会社ホンダカーズ東総

富里店
富里市 卸売・小売業

VII
株式会社ホンダカーズ東総

U-Select旭
旭市 卸売・小売業

VII
株式会社ホンダカーズ東総

ホンダグロス千葉旭センター
旭市 卸売・小売業

VII 株式会社エコ・フード 匝瑳市 製造業
これまで廃棄されていた食品を厳選して飼料に使用し、養豚を営

んでおります。2006年よりISO14001の認証を取得しています。

VII 藤川株式会社　船橋研究所 船橋市
製造業、卸

売・小売業

窓の二重化（内窓）による断熱化工事を計画している。弊社では

試験室の常温（日本薬局方15～25℃）を保つため常時空調を稼

働しており、これまでも壁面の断熱化工事を実施してきたが、窓

の断熱化によりさらに使用電力の大幅削減を見込んでいる。

VII エヌエス工業株式会社 香取市 建設業

事務所内の照明をLEDに駐車場は消し忘れの無いよう人感セン

サーに変更、休憩時間の消灯等、節電に努めております。社員各

自がそれぞれ省エネを意識しエコ運転やコピー用紙の再利用等に

取組んでおります。

VII 社会福祉法人希望会 匝瑳市
その他（福祉

施設）

事業所内の省エネ化に向け、LED照明の設置及びこの度、高効率

空調機への更新へ取り組みとを実施。また、効率的な運用して、

こまめな消灯、設定温度の管理に努めております。施設利用者

様、従業員に関してもアナウンスを怠らず無駄のないようにして

おります。

Hondaは2040年に販売するすべての車をEV・FCVにしてカーボ

ンフリーを達成します。事業活動でもCO2削減に向けて取り組ん

でいます。また資源再利用の取り組みとして使用済みのランドセ

ルをアフガニスタンに送る活動を行っています。

事務所や店舗の照明のLED化、空調設備の定期メンテナンスを行

い省エネに取り組んでいます。電気使用量の見える化を行い全ス

タッフで省エネ意識を共有しています。



VII 東洋自動車教習所 旭市 サービス業

自動車教習所という立場から、『環境保全の必要性とエコドライ

ブについて』を教習生・企業研修生等に伝えるとともに、職員に

よる清掃時に照明や空調フィルターを清掃することで、職員やお

客様へエコについての意識を高めてもらいます。また、事業所と

しては、社内全館LED化（人感センサー付き）、コース照明LED

化による使用電力の削減を図るとともに、屋外駐車場へ太陽光発

電パネルを設置することで、交通安全センターとして、脱炭素化

事業所の模範となれるよう取り組んでおります。

VII 株式会社光榮創建 君津市
その他（機械

整備業）

今一度、従業員一丸となり環境保護に力を入れ取り組みたいと思

います。

VII 有限会社カメラ太陽堂 香取市 サービス業

店内の照明は、間引きやこまめに消灯する等して、また、現像機

や印刷機、事務機等についても、省エネモードとし、使用しない

時は電源を切るようにしています。

VII 成京工業株式会社 習志野市 製造業

節電、書類のペーパーレス化といった身近な取り組みを始めとし

て、製鉄所の環境に優しい電気炉の製造に注力し、脱炭素社会に

むけて貢献していきます。

VII 株式会社原野精機 山武市 製造業 (―)

VII 鎌形建材株式会社 香取市
製造業、卸

売・小売業

当社は、配送がメインの業務となるため、エコドライブ及び安全

運転を実施しています。また、書類の電子化や裏紙の使用等に努

め、紙の使用量の削減に取り組んでいます。

VII マークガーデン犬吠埼 銚子市
不動産業、

サービス業

当高齢者住宅では、入居者様の生活に支障のない範囲で、照明の

消灯時間帯の設定や間引きを行っています。共用トイレは人感セ

ンサー付き照明を使用し、他もLED照明を使用しています。空調

は設定温度を抑え、サーキュレーターで空気循環させています。

VII 有限会社斉藤プレス 鎌ケ谷市 製造業

全社員と照明のこまめな消灯、室温の適正管理等による電力消費

量の削減、資料の電子ファイルでの配布等による紙の使用量の削

減に取り組んでいます。

VII 有限会社アガサ 船橋市 サービス業

社員全員で事務所での電灯のこまめなスイッチオフ、エアコンの

適正温度管理等を実施しています。紙の再利用等環境負荷の低減

に取り組んでいます。事務所の照明のLED化とともに、事務所屋

上に太陽光発電を導入し、電気使用量をさらに削減して社員一人

ひとりが省エネの意識を持ち、環境負荷低減に努めます。

VII ハイム化粧品株式会社 松戸市 製造業

植物由来原料の使用など安心・安全な化粧品の提供を目指してい

ます。製品カタログには早くからFSC用紙やベジタブルインクを

採用しています。製品外包装材はプラスチック材料から紙へ切り

替えしています。全社でLED照明への切り替えを推進し、工場で

は省エネ生産設備、空調設備の採用を進め、事務部門では全熱交

換機を採用しています。電力デマンド監視システムによる管理を

行い、継続した省エネ活動を行っています。

VII 有限会社渡邉興業 富津市 建設業

使用済みのコピー用紙の再利用やメモ用紙として使用、両面印刷

などで紙の使用量削減を実施、ペーパーレス化、事務用機器等は

省エネモードを利用しています。LED照明を使用するなど少しず

つ計画し、エネルギー消費量の削減に取り組んでいます。

VII 株式会社　篠崎建運 野田市 運輸・通信業

弊社は運送業の為燃料消費に関して重点的に取り組んでおりま

す。自動アイドリングストップの車両も増車、燃費向上の為、

日々の運行に対しての走行データを取り、エンジンの空ぶかし等

がみられる社員に対して指導、注意喚起を行っております。



VII 有限会社雄美　壽の勇介 千葉市 サービス業

従業員一人ひとりがエコロジーを心がけ紙の再利用やこまめなス

イッチオフ、エアコンの温度管理（夏場28℃、冬場20℃）など

積極的な省エネ・エコ活動に取り組んでいます。また、建物内

LED化、節水コマ設置など投資を必要とするものから、クールビ

ズなど店内全体で可能な限りで環境負荷低減に取り組んでいま

す。

VII 東海建設株式会社　鋸南支店 鋸南町 建設業

28年前より高断熱、高気密住宅の省エネルギー住宅を提供してい

ます。近年ではZEH住宅を推奨し、発生材の処分は分別やリサイ

クルに取り組んでいます。照明はLED照明を採用、ハイブリット

やアイドリングストップ車を登用し燃料削減を実施。

VII フロンティア勝田台店 佐倉市 卸売・小売業

当社は書籍やDVDの新品や中古を販売するに当たり、中古商品

を販売することでリサイクルに取り組んでいます。従業員各自が

業務上使用する紙の使用量を削減すること、室温を管理して節電

すること、照明や使っていない機械類は都度オフすることを通し

てエネルギーの削減に取り組んでいます。

VII フロンティア富里店 富里市 卸売・小売業

当社は書籍やDVDの新品や中古を販売するに当たり、中古商品

を販売することでリサイクルに取り組んでいます。従業員各自が

業務上使用する紙の使用量を削減すること、室温を管理して節電

すること、照明や使っていない機械類は都度オフすることを通し

てエネルギーの削減に取り組んでいます。

VII Ryodaphone Group 白子町

電気・ガス・

熱供給・水道

業

太陽光発電設備やEV自動車の導入により温暖化対策に注力して

います。今後も蓄電池やV2Hの導入など、更なるCO2削減に取り

組んでまいります。

VII
日本フォームサービス株式会社

千葉工場
横芝光町 製造業

工場内、オフィス棟のLED照明化を実施するとともに、屋上太陽

光パネル設置による発電導入など環境保全に注力しており、

ISO14001認証取得による環境負荷低減の継続的改善に努めてお

ります。

VII 日東造機株式会社 茂原市 製造業

照明は以前は水銀灯を使用していましたがLED化を進めていま

す。エアコンも省エネタイプに順次取り換えています。また、人

のいないところの照明は消灯するように従業員に徹底していま

す。

VII ALTERNA DINER 流山市 サービス業

当社は飲食店経営を通じて食品廃棄ゼロの取り組みから始まり、

業務全般の省エネ化を実践しております。無駄のない経営を目指

しペーパーレス化や再生可能エネルギーを使い、消費電力の少な

い設備の導入を進めています。

VII 髙橋輪業株式会社 大多喜町 サービス業

空調の吸込口やエアコン室外機の通風を確保し、空調負荷の低減

を図っている。エコドライブを実践し、低燃費になるよう心がけ

て運転している。照明の間引きや部分的な消灯を実施するなど電

力消費量の削減を図っている。

VII 齋藤　正雄 九十九里町 農林水産業

コピー用紙のリサイクル及び裏面使用により限りある資源の消費

抑制を図っています。ごみの徹底分別を実践し、より多くの再資

源化に努めています。見回りなどに向かう車両を電気自動車にし

て、CO2排出抑制に努めていきます。

VII
有限会社ニュータウンコーポレー

ション
白井市 不動産業

既設建物に省エネ設備（高効率空調、高効率照明）を順次導入し

ていきます。

VII 株式会社橘花会 八千代市
その他（福祉

業：保育園）

クラウドサービスの利用による紙の使用削減、照明の小まめのス

イッチオフに取り組んでおります。

VII
協友工業株式会社

東レ出張所
市原市 建設業

電気自動車の導入、太陽光発電設置、照明のLED化などの設備投

資をしています。その上で、こまめな消灯、不要用紙の再利用等

個人が身近に行える省エネ行動を実践しています。少しずつでも

削減できるように日々の積み重ねを大切にしています。



VII
協友工業株式会社

ダウ・東レ出張所
市原市 建設業

電気自動車の導入、太陽光発電設置、照明のLED化などの設備投

資をしています。その上で、こまめな消灯、不要用紙の再利用等

個人が身近に行える省エネ行動を実践しています。少しずつでも

削減できるように日々の積み重ねを大切にしています。

VII cafe LATTE 富津市 サービス業

当店では空調設備や冷蔵庫、製氷機などの清掃、フィルターの定

期清掃を実施。支障のない範囲で照明の間引きや消灯にも心がけ

ております。また、水道にも節水用の蛇口を取付るなどエネル

ギー消費量の削減に取り組んでいます。

VII Hair I・N・G 千葉市 サービス業

CO2削減の取り組みに伴い高効率空調設備の設置の計画をしてい

ます。その他日常的に必要のない箇所の照明の消灯、タイマーに

より看板等は昼間や深夜には消灯するようにしています。また店

舗周辺に木を植え緑化活動にも取り組んでいます。

VII
三友エンジニヤリング株式会社

本社
市川市

その他（技術

サービス業）

VII
三友エンジニヤリング株式会社

試験体製作センター
千葉市

その他の製造

業

VII
三友エンジニヤリング株式会社

浦安事務所
浦安市

その他（技術

サービス業）

VII
株式会社弘洋　かずさアカデミア

工場
君津市 製造業

従業員一人一人が日々の省エネを心掛け、地球温暖化対策に取り

組んでいます。照明のLED化、社用車のEV導入を推進してお

り、また取り扱い資料の電子データ化により、紙の使用量削減に

努めています。

VII 社会福祉法人フラット 白井市
その他（障害

者福祉事業）

VII 社会福祉法人フラット　手塩宿 白井市
その他（障害

者福祉事業）

VII
社会福祉法人フラット

ホームしろい　和・華
白井市

その他（障害

者福祉事業）

VII
医療法人社団知己会　介護老人保

健施設　龍岡ケアセンター
富里市

その他（社会

福祉業）

当施設は数年前より全館高効率空調システム、LED照明への更新

を完了し、職員全員で節電に取組んでおります。今年度において

は自家消費型の太陽光発電システムの導入を予定し、更なる省エ

ネに取組んでまいります。

VII デイケア北条 館山市
その他（医療

法人）

感染対策のため換気をしながらも電気が無駄にならないよう時間

と担当を決めて室温の適正管理をしております。照明なども不必

要なところをこまめに消すように取り組んでいます。

VII 下町丸竹都寿司 勝浦市 サービス業

店内の照明はすべてLEDに入替えました。節水機器の設置や給湯

設備・空調設備の配管を断熱化するなど省エネ対策に取り組んで

います。また、仕入れの見直し等により食品ロスの削減にも積極

的に取り組んでおります。

VII 株式会社クラフトワーク　本社 千葉市 製造業

VII
株式会社クラフトワーク

四街道工場
四街道市 製造業

VII 株式会社ウイングワン 旭市 卸売・小売業

事業所内に太陽光発電を設置し、全ての照明にLEDを使用。こま

めな消灯を心がける。紙使用量の削減、再生紙の使用、両面印刷

を積極的に取り組んでいる。

VII 旅館白砂体育館 白子町 サービス業

宿泊施設運営事業者として、地球環境の保全と持続可能な社会の

実現に寄与するため、環境負荷低減と環境保護・保全に取り組ん

でいます。運営に際してペーパーレス化を推進するなど、環境負

荷低減と合わせた生産性向上にも取り組んでいます。

当社では、環境に配慮した事業活動を推進すべく、消灯時間の設

定、クールビズの実施、資料の電子化・両面印刷・裏紙の使用に

よるペーパーレス化、事業所内の植栽など、環境負荷低減に取り

組んでおります。

弊社は自然光を有効活用し必要のない照明の節電と、換気のコン

トロールにより製造機械から出る排熱によって冬場は工場内の暖

房効果効率化と、夏場には空気の排気を強めて冷房効果効率化に

努めています。

当法人ではヒト・モノの観点から温暖化対策に取り組んでいま

す。ヒト面では省エネの徹底を行っており、不要な照明の消灯や

節水を実施しています。モノ面ではデジタル化推進によるペー

パーレス化、緑化等を行っています。



VII 株式会社　アヲザ水産器 銚子市 卸売・小売業

事業所内の照明を半数以上LED照明に交換しており、今後全体に

広めていきたいと思います、また、照明等のこまめなスイッチオ

フに取り組み、エアコン温度の適正化にも努めております。

VII ケミカルトランスポート株式会社 市川市 運輸・通信業
クラウドサービスの利用による紙の使用削減、照明の小まめのス

イッチオフに取り組んでおります。

VII ケミカルトランスポート株式会社 東庄町 運輸・通信業
クラウドサービスの利用による紙の使用削減、照明の小まめのス

イッチオフに取り組んでおります。

VII
株式会社ジン

アジオカファクトリー
市川市 不動産業

当社はCO2削減のために、日頃から省エネルギー、効率的な事業

を心がけております。使用していない部屋の消灯や、空調設備の

点検清掃などに努めています。また、今後は事業所の照明のLED

化を計画しています。

VII
千倉水産加工販売株式会社

九十九里工場
大網白里市 卸売・小売業

会社全体で省エネルギー、環境保全活動に取り組んでいます。太

陽光発電など再エネの利用に取組み、従業員一人一人が節電を意

識しエネルギー使用量削減に取り組んでいます。

VII 株式会社　第一タイムリー 八千代市 サービス業

八千代市においてレンタルおしぼり業を営んでおり県内の企業・

店舗様にご利用頂いており、2022年1月に千葉県より経営革新計

画の承認も頂きました。輸送時の燃料削減や省エネルギーを実践

するとともに取引先企業様にも啓蒙が出来ればと考えておりま

す。

VII 株式会社第一タイムリー成田 富里市 サービス業

当社は、平成30年に環境省が実施するCO2削減ポテンシャル診

断事業を活用し省エネ診断を実施致しました。設備投資まで踏み

込んで進むことが出来ておりませんが、より省エネを意識した活

動を実施していきたいと思います。

VII 株式会社吉田屋　鴨川館 鴨川市
その他（宿泊

業）

事業所内の省エネ化に向け、LED照明の設置を検討しておりま

す。照明機器の必要ない所の間引きや照明・空調機の定期的な清

掃をしております。空調温度も適正化(夏場28℃・冬場20℃）に

設定するよう指導しております。

VII 中華料理文菜華 柏市 サービス業

飲食業として食材調達及び廃棄率の低減とゴミ排出量の削減目標

をたて仕入れを行う。さらに厨房消費熱量を意識し適正使用を心

がけ省エネ率効果の高い機材を積極的に導入し、店内は全灯LED

照明、タイマー機能、人感センサーなど電力消費も同時に行いま

す。

VII 株式会社エスシー　船橋支社 船橋市 卸売・小売業

当社では、事業所内の照明のこまめな消灯や資料の電子化等、省

エネルギーに対して社員一人ひとりが常に心掛けています。ま

た、燃料消費削減のため、積極的な公共交通機関の利用や集荷・

集配の効率化に取り組んでいます。

VII 周郷建設株式会社 八千代市 建設業

当社では本社屋が環境に配慮した建物として平成１４年に建築文

化賞を受賞して以来、常に環境に留意しております。現場におい

ては建設副産物リサイクルの促進やペーパーレスを目指しタブ

レット化を進め、また節電にも留意しております。

VII 丸宮物産株式会社 君津市
建設業、卸

売・小売業

工事で発生した建築廃材や梱包材のリサイクルに取り組んでいま

す。事務所内では従業員各々が紙の使用量削減・照明のこまめな

消灯に取り組んでいます。

VII 株式会社カ―トリップ 船橋市 卸売・小売業
昨年会社にLED照明を導入し、今後は太陽光発電も設置してCO2

排出量削減に貢献したいと思います。

VII 株式会社三光自動車工業 横芝光町 サービス業

2021年2月にCO2排出量の少ない焼却炉を設置しました。また、

2022年9月にはエコロジーとエコノミーに優れた水量の少ない洗

車機を購入し、使用しております。工場敷地内の緑化が多いで

す。

VII 株式会社アルファシナジー 市川市 サービス業

従業員一人ひとりが紙の使用量削減や照明のこまめなスイッチオ

フに取り組んでおります。地道にコツコツと継続して取り組んで

いきます。



VII 有限会社河太郎 白井市 サービス業

店内では従業員一人ひとりが照明のこまめなスイッチオフ、エア

コンの調整、清掃に取り組んでいます。また効率的な業務遂行の

ため、計画をたてて行動するよう呼びかけています。

VII 株式会社シラコ 白子町 製造業

日々の鉄筋加工には大量の電気を必要とし、また、配送では関東

一円が範囲のため、多くの燃料を必要とします。従いまして、オ

フィス、工場内の節電、配送時のエコドライブに重点的に取り組

んでいます。

VII
岡田電気産業株式会社

住設建材成田営業所
富里市 卸売・小売業

4,500件を超える太陽光発電の納入実績と省エネ・シミュレー

ションからトータルで提案し、LED照明、高機能エアコンといっ

た電気代を大きく下げる商材を積極的に取り扱っております。

VII
岡田電気産業株式会社

千葉中央営業所
千葉市 卸売・小売業

4,500件を超える太陽光発電の納入実績と省エネ・シミュレー

ションからトータルで提案し、LED照明、高機能エアコンといっ

た電気代を大きく下げる商材を積極的に取り扱っております。

VII 株式会社優ケア　本社 千葉市

卸売・小売

業、サービス

業

地球温暖化対策として、電気使用量削減のため事務所照明の計画

的LED化、空調設定温度の徹底と無駄な照明のこまめな消灯、Ｏ

Ａ用紙削減のペーパーレス化・両面出力・縮小集約出力・裏面利

用等に取り組んでいます。

VII 株式会社優ケア　大網支店 大網白里市

卸売・小売

業、サービス

業

地球温暖化対策として、電気使用量削減のため事務所照明の計画

的LED化、空調設定温度の徹底と無駄な照明のこまめな消灯、Ｏ

Ａ用紙削減のペーパーレス化・両面出力・縮小集約出力・裏面利

用等に取り組んでいます。

VII 医療法人社団調和会 市川市
その他（医療

業）

従業員一人一人が紙の使用量削減を意識し、再生紙使用マークや

エコマークの事務用品の使用を心がけております｡併せて､照明

の小まめなスイッチオフに取り組んでいます。

VII
株式会社STUDIO NEMOTO一級建

築士事務所
香取市 建設業

社は設計施工およびリフォーム業として3Rを実践することで環境

負荷低減に努めています。また事務所においては照明器具にLED

を使用したり、空調温度の適正な管理を行うことで省エネに取り

組んでおります。

VII
株式会社セガ・ロジスティクス

サービス　佐倉事業所
佐倉市

運輸・通信

業、卸売・小

売業

セガサミーグループの一員としてサステナビリティを継続的に行

う中で、環境（気候変動）への対応を積極果敢に推進し、グルー

プ全体ではGHG排出量約50％の削減を見込んでおり、2050年に

向けてカーボンニュートラルを達成することを目指しています。

VII あづま庵 横芝光町 サービス業
空調の温度管理、照明の間引き及び必要最低限の点灯、エコ機器

への入替えなど

VII
社会福祉法人佐原めぐみ会

佐原めぐみこども園
香取市

その他（認定

こども園）

2019年9月に発生した台風15号は私どもの防災意識を180度変え

た。認定こども園として自然災害時にも安心してお子様を預けて

いただける園を目指して、また温暖化対策に取り組む園として

も、太陽光発電・蓄電池・V2Hなどの設置を積極的に推進してい

る。

VII
アクアコーポレーション株式会社

本社
木更津市 建設業

当社は建設業として環境配慮型の機器使用やリサイクルペーパー

活用等により、温暖化対策に努めています。オフィスではウォー

ムビズやクールビスの実施、照明や室温の適正管理など、組織と

して省エネルギーに取り組んでいます。

VII
アクアコーポレーション株式会社

君津店
君津市

建設業、その

他（保育園）

君津支店は自社に畑がありジャガイモなどを植えていて代表が保

育所を経営しており子供たちのために開放しております。

SDGS15陸の豊かさに貢献しています。オフィスではウォームビ

ズやクールビスの実施、照明や室温の適正管理など、組織として

省エネルギーに取り組んでいます。



VII 株式会社SBT　本社 鎌ケ谷市 製造業

当社は製造業として環境配慮型の機器使用やリサイクルペーパー

活用等により、温暖化対策に努めています。オフィスではウォー

ムビズやクールビスの実施、照明や室温の適正管理など、組織と

して省エネルギーに取り組んでいます。

VII こころの風　元気村 千葉市
その他（医

療・福祉業）

職員、利用者へ節電方法の情報交換を行い、施設の特有性に合わ

せた節電方法実施に尽力しています。また高効率空調設備導入の

設備投資による節電対策を取り入れる予定です。

VII からは～い 千葉市
その他（医

療・福祉業）

職員、利用者へ節電方法の情報交換を行い、施設の特有性に合わ

せた節電方法実施に尽力しています。また高効率空調設備導入の

設備投資による節電対策を取り入れる予定です。

VII 稲毛グループホーム 千葉市
その他（医

療・福祉業）

職員、利用者へ節電方法の情報交換を行い、施設の特有性に合わ

せた節電方法実施に尽力しています。また高効率空調設備導入の

設備投資による節電対策を取り入れる予定です。

VII ケアハウス誉田園 千葉市
その他（医

療・福祉業）

職員、利用者へ節電方法の情報交換を行い、施設の特有性に合わ

せた節電方法実施に尽力しています。また高効率空調設備導入の

設備投資による節電対策を取り入れる予定です。

VII 特別養護老人ホーム誉田園 千葉市
その他（医

療・福祉業）

職員へ節電方法の情報交換を行い、施設の特有性に合わせた節電

方法実施に尽力しています。また高効率空調設備導入の設備投資

による節電対策を取り入れる予定です。

VII レストラン　ナチュール 鴨川市 サービス業 太陽光発電の電力を利用した営業をしています。

VII
地域密着型特別養護老人ホーム

さざなみ苑
木更津市

その他（介護

保険事業）

事業所全体で、消費電力を削減するため、照明器具の適所間引き

や点灯消灯時間の設定、照明・空調設備の定期的な清掃、LED照

明、高効率空調設備の導入を図るなど、高齢者の介護施設として

省エネルギー化に取り組んでいます。

VII 株式会社天馬　EC事業所 松戸市 卸売・小売業

直ぐにできる蛍光灯等をLEDに変更したり、エアコンの温度設定

の調整、冷蔵庫などの開け閉めの回数の意識等簡単にできること

から取り組んでいます。従業員一人一人の意識が大事なため、意

識づくりからしっかり行っています。

VII 株式会社　百万弗　本社 船橋市 サービス業

エネルギー消費量を削除するために、照明及び空調の使用量削減

に取り組んでおります。それに伴いエネルギー消費量の５０%の

省エネルギー化を目指し取組んでおります。

VII 株式会社安宅 八千代市 サービス業 社員一同、地球温暖化対策にも貢献していきます。

VII 道順庵 八千代市 サービス業 社員一同、地球温暖化対策にも貢献していきます。

VII 有限会社飯田グリーン 東庄町 農林水産業

弊社では植木の生産を手掛けており、日本全国に植木の供給をし

ております。照明のLED化、使用していない施設の照明の消灯、

電源と室温の自動管理付きエアコンの導入し、省エネ化に取り組

んでおります。

VII 有限会社バーデン 匝瑳市 卸売・小売業

資料のデジタル化および資料配布をクラウド上で行うなど、紙の

使用を最低限に抑えることに力を入れています。古くなった電化

製品を順次省エネ性能が高いものに変えるなど、環境に配慮した

行動を推進しています。

VII マリーナ紀銚 銚子市 サービス業

事業所内の省エネ化に向け、照明のこまめな消灯や、エアコンの

設定温度管理、高効率空調機の導入などを実施しています。食材

の調理ではガス、電気、水道を使用するため、全社員で省エネを

意識し、使用量の削減に努めています。

VII 鈴木内装（個人事業主） 山武市 建設業

一般住宅を中心に内装業を営み３３年経ちますが、近頃は大型の

工具や材料を積まずに現場入りする事も増えてきた為経済的にも

環境的にも優しい電気自動車で移動し脱炭素に貢献させて頂きま

す。

VII 有限会社斉藤企業 市原市 不動産業

当社では、自社ビルの賃貸業を営んでおり、共用部の照明点灯時

間を季節ごとに最短設定すると共に、事務所内では自然の通気・

採光を活かしての節電や再生紙の利用、再資源化に取り組んでお

ります。



VII タキザワテニスクラブ 四街道市 サービス業

電気使用量の削減のため、太陽光発電の設置を行い、クラブハウ

ス等の照明も段階的にLEDに変更しております。現在蓄電池シス

テムの導入、テニスコートのLED化を検討しています。

VII 有限会社マルハチ 旭市 運輸・通信業

当社は米や畜産物をはじめとする地域密着型の運送に取り組んで

います。社内では、従業員対してエコドライブやアイドリングス

トップを徹底するよう指導しています。

VII スカイプレジャー株式会社 船橋市
その他（広告

代理業）

社用車のECO化、残業時間を減らし光熱費を極力抑える、テレ

ワークの実施

VII 株式会社　大木無線電気 船橋市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

太陽光発電システムの施工から管理を一貫して行い、LEDやエコ

ウィンを導入するなど、地球温暖化の対策と、環境配慮に一層取

り組んでおります。今後は電気自動車の導入も視野に入れてお

り、CO2排出削減の取組に推進を図っております。

VII メトロ市原店 市原市

VII メトロ清見台店 木更津市

VII メトロ潮見通り店 市原市

VIII 株式会社ポピー 君津物流センター 君津市 卸売・小売業

VIII 株式会社ポピー 市原物流センター 市原市 卸売・小売業

VIII
医療法人社団クレド

さとうクリニック
千葉市

その他（医療

業）

先進機器による効率のよい電力消費、職員一人ひとりが省エネの

心構えをもち照明や空調の点検、人感センサーによる照明の自動

ONOFF等に取組んでいます。

VIII 有限会社エムコ食品 袖ケ浦市
製造業、サー

ビス業

こまめな照明のスイッチオフや空調の調整、また定期的な清掃を

行う等の省エネ・エコ活動に取り組んでいます。今後は太陽光発

電での自家消費を導入し、脱炭素化に向けた省エネ活動の推進し

ていきます。

VIII
株式会社サンアイク

カインズ店・車検の速太郎茂原店
茂原市

金融・保険

業、卸売・小

売業、その他

（自動車整

備）

CO2排出量の削減に貢献すべく低燃費の軽自動車及びハイブリッ

ド車の販売に特化し、車検については陸運局（車検場）までの余

計な陸送を省略するため、検査員資格者を有することにより自社

完結している。

VIII
株式会社サンアイク

プリウス店
茂原市

金融・保険

業、卸売・小

売業、その他

（自動車整

備）

CO2排出量の削減に貢献すべく低燃費の軽自動車及びハイブリッ

ド車の販売に特化し、車検については陸運局（車検場）までの余

計な陸送を省略するため、検査員資格者を有することにより自社

完結している。

VIII
株式会社サンアイク

旧速太郎店
茂原市

金融・保険

業、卸売・小

売業、その他

（自動車整

備）

CO2排出量の削減に貢献すべく低燃費の軽自動車の販売に特化

し、車検については陸運局（車検場）までの余計な陸送を省略す

るため、検査員資格者を有することにより自社完結している。

VIII
株式会社サンアイク

旧本社事業所
茂原市

その他（自動

車整備）

CO2排出量の削減に貢献すべく不要な照明の消灯とペーパーレス

を積極的に推進している。

VIII トータルビューティサロンGentil 千葉市 サービス業

地域貢献を目指した施設とし、事業計画を遂行している。環境社

会における一貫とし、カーボンニュートラルを宣言し再生由来の

太陽光エネルギーシステムを新たに設置する予定である。

VIII 有限会社　倉持米菓 野田市 製造業
製造ラインにおける電気・ガスに関しては、必要以上の使用を避

けるよう指導し、社内全体で節約を心掛けております。

当社で温暖化対策として行っている事としては、とにかく節電を

重点項目として従業員が同じ意識で取り組んでいます。毎月の電

気使用量のチェックを行い目標設定の達成度を確認しています。

所有する3棟のビルのLED化と共に高効率空調機の導入を積極的

に行い、環境に配慮したテナントビルの提供に努めています。

CO2削減に向け、使用者様と連携を取りながら、必要に応じて高

効率設備の導入を実施して参ります。

不動産業



VIII スカイ総合ペット専門学校 我孫子市
その他（教育

業）

教職員だけでなく学生にも脱炭素や環境についての意識に目を向

けるように、小さなことからですがエアコンの適正温度での使用

や照明やエアコンの定期清掃を実施していき、環境に優しい学校

運営に望みます。

VIII 麺屋時茂 京成大久保店 習志野市 卸売・小売業

当社はお店の照明を全てLEDに、冷蔵庫をフロンガス不使用の物

に交換しています。また日中は一部の照明を使用せず、見た目が

悪いが食べられる野菜の形を変えて、使用することで廃棄削減に

取り組んでいます。

VIII 株式会社　謙勇 館山市 建設業

小規模産業用太陽光発電システム/住宅用太陽光発電システム/蓄

電池システム/V2H/HEMS/LEDなどを専門とし、自社設備は自

家消費型太陽光発電蓄電システム/V2H/LED/営農型太陽光発電

となっております。

VIII
株式会社ナチュラル・ハーモニー

本社/成田センター
八街市 卸売・小売業

当社は、無肥料無農薬の自然栽培の青果や天然菌醗酵食品など自

然のルールに沿って大切に育てられた食品を中心に、衣食住に渡

り自然に寄り添った生き方（ハーモニックライフ）を提唱してお

り、その理念のもと、エコ資材を使っての簡易包装や節電などに

積極的に取り組んでいます。

VIII LA SALETTA 白子町 サービス業
地元食材の魅力を伝えるために日々営業しています。LED照明の

設置、節電　庭には、沢山の木々や緑で囲まれています。

VIII 株式会社　シバタ 野田市 サービス業

オフィスや稽古場・研修会場での照明やエアコン等での節電、テ

キスト等もペーパーレスを標榜し、可能な限り受講生様に呼びか

け温暖化防止の草の根活動を実践しています。

VIII
社会福祉法人　龍心会　エンヂェ

ルハート
印西市

その他（認可

保育所）

当園では、子どもたちに物を大切にする心「もったいない」とい

う価値観を育み、職員も改めて再認識していきます。保育の中で

「もったいない」を探さがし、３Rで自分たちができることを考

えていきます。

VIII ビッグボスシバザキ株式会社 鎌ケ谷市 卸売・小売業

VIII
ビッグボスシバザキ株式会社／

外商部
柏市 卸売・小売業

VIII
三友プラントサービス株式会社

千葉工場
東金市 サービス業

当社は産業廃棄物の処理を行っており、千葉工場は、温室効果ガ

スであるフロン類の破壊処理を行うことで、地球温暖化対策の一

役を担っています。また廃棄物のリサイクルなど環境負荷低減に

取り組んでいます。

VIII 株式会社ナガノ　第一工場 野田市 製造業

VIII 株式会社ナガノ　第二工場 野田市 製造業

VIII 株式会社ナガノ　第三工場 野田市 製造業

VIII 株式会社アビー 流山市

VIII 株式会社　アビー　柏工場 柏市

VIII 株式会社坂﨑工務店 千葉市 建設業

当社では環境活動において、事務業務ではﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽに努め、現

場では使わなくなった木材・材料などは再利用するようにし、廃

棄物削減にも日々取り込んでいます。

VIII 有限会社新田防災 千葉市 建設業

当社では消防設備の点検や工事をおこなっており、その際の申請

が必要な届出の際に電子申請を行うなどして余分な紙を出さない

ように心掛けています。また、照明はこまめに消したり、LED照

明を使用したりして節電を心掛けてます。

VIII 向後スターチ株式会社 旭市 製造業

当社は、バイオマスボイラー、太陽光発電設備の設置等CO2削減

に取組んで来ました。さらなる省エネに向け、化石燃料使用の削

減や節電に努めCO2排出量削減に取組んでまいります。

VIII
エル、シー、エル株式会社八街工

場
八街市 製造業

弊社は創業時より密封容器用部品を製造してまいりましたが、２

０１０年より化石燃料を使用しないバイオマスボイラーを第２の

事業として農業、温浴施設向けに製造販売しており、今後はエネ

ルギー高騰を受け工場向けのバイオマスボイラーの販売及び自社

工場の熱源として導入したいと思っています。

小まめな照明のスイッチオフや空調の調整、定期的な清掃によ

り､エネルギー使用量の削減を心がけています｡また､不要な用紙

の裏紙への印刷やメモ帳として利用する等､積極的にエコ活動に

地球温暖化対策としてのCO2排出の削減に向けて今後も取り組ん

でまいります。

社内照明のLED化、時間外・不要時の消灯による節電、エアコン

温度の適正化、社屋窓に紫外線低減フィルムを施し室内温度低下
製造業



VIII 宮崎畜産株式会社　本社 成田市 卸売・小売業

温暖化対策の為、事業所内の蛍光灯の９０％以上はLEDに変更し

ております。業種上、冷凍庫、冷蔵庫を使用していますが、その

電力を太陽光発電で賄うことを検討に入れております。

VIII グレースパピヨン 神崎町 農林水産業

当店は省エネによる脱炭素化に積極的に取り組んでいます。小ま

めな節電努力だけでなく、3Rできるものはすべて徹底して3Ｒを

実行しています。

VIII 海土里 南房総市
その他（簡易

宿泊業）

当キャンプ場は自給自足の暮らし方を体験できる宿泊施設となっ

ており、建築端材の再利用、井戸の活用、薪ストーブ、かまどな

ど自然に優しい循環型の建物となっており環境に配慮した活動を

積極的に取り組んでいます。

VIII 庄や西船橋北口店 船橋市 サービス業 ガスや照明などこまめに切り、省エネしています。

VIII 有限会社マニワ綜合企画 千葉市 製造業

当方では廃材を出さぬよう使用する分だけ材料手配し廃棄物等出

さぬよう心がけております。社屋屋上に太陽光発電を設置し電力

の一部をまかない照明のこまめなスイッチオフに取り組んでいま

す。そして、紙の使用削減のため、裏紙印刷なども利用していま

す。

VIII 有限会社山忠建物 君津市 不動産業

弊社では電気使用量の見える化を実施したり、LEDライトやセン

サーライトを利用したりすることにより電力の省エネ化を図って

います。また、ゴミの分別を徹底し資源を無駄なく使うことを意

識しています。

VIII 有限会社坂上ハウジング 君津市 不動産業

弊社ではLEDセンサーライトを利用し、常に必要最低限の電力利

用を心がけています。また、電子化を進めることにより、無駄な

資源の利用を控えています。

VIII 井関産業株式会社 浦安市 卸売・小売業

【CO2排出量削減を目指しコツコツ取り組んでいます！】

・社内の環境負荷項目、CO2排出量数値見える化による意識付け

・再生可能エネルギー由来の電力使用

・屋上苔緑地化

・その他ペーパーレス化の推進等

VIII カオリ企画 野田市 不動産業

当社は、環境に配慮し省エネやリサイクルなどにも積極的に取り

組む姿勢のテナントをつくり、賃貸をしています。また、オフィ

スでもこまめに照明のスイッチオフをし、ペットボトル飲料の削

減や、紙の使用を削減するよう心がけております。

VIII 萬味商事株式会社 柏市 卸売・小売業

弊社ではグループ全体で省資源、省エネルギー、環境保全活動に

取り組んでいます。社内のLED化、フードロスにも取組み、従業

員一人一人が節電対策を意識し、エネルギー使用量削減に取り組

んでいます。

VIII 有限会社名戸ヶ谷ゴルフ練習場 柏市 サービス業

名戸ヶ谷ゴルフ練習場は緑豊かな環境に位置しており、従業員一

人一人が照明のこまめな消灯やLED照明の導入、室温の管理、紙

の使用量の削減等この豊かな環境をこのまま守れるよう取り組ん

でおります。

VIII 株式会社吉野製作所 勝浦市
建設業、製造

業

私たちは、廃棄物の削減に積極的に取り組んでいます。毎日大量

に出る梱包資材（段ボールや木製パレット）を再生業者へ委託す

ることによりリサイクルに努めています。また、コピー用紙の裏

面使用や図面の受け渡しを電子化にすることなど、小さなことか

らCO2CO2と一人一人が意識を持って取り組んでいます。

VIII ＣＯＯ本大久保保育園 習志野市
その他（認可

保育所）

省エネとCO2削減にむけ、適切なカーテンやサーキュレーション

で熱効率を行えるように取り組んでいます。また保育園での安全

を保持しながら、職員の服装も見直しながら働く人にも地域にも

優しい園作りを取り組んでいます。

VIII
株式会社 Zero Point Field

Samsara飯山満店
船橋市 サービス業

省エネ化に向けて、事業所内で照明の消灯時間を設定し必要のな

い部分に関しては消灯を実施しております。また、室内の温度を

適正に管理しクールビズやウォームビズを実施しております。紙

の使用料の削減にも努め、コピー用紙の裏紙の使用や資料等の電



VIII
株式会社 Zero Point Field

Samsara 原木中山店
船橋市 サービス業

VIII 株式会社シューベルト 東金市 サービス業

こまめに店内温度を確認することで無駄なエアコン使用を控え、

過剰な包装を見直す等紙の使用量の削減にも取組んでいます。

又、労働時間の削減に力を入れ、営業時間外の不要照明消灯によ

り省エネを実施しています。

VIII カワノバッグ 松戸市 卸売・小売業

当社カワノバッグは、営業時間中の照明器具の一部利用制限（消

灯）、エアコンの稼働時間の短縮化を行い、節電を積極的に行

なっています。他には段ボールの再利用、コピー用紙の裏紙利

用、書類の電子化を進めています。

VIII
有限会社メディカルマーチン

有料老人ホーム葵
東金市 サービス業

VIII
有限会社メディカルマーチン

サービス付き高齢者向け住宅
東金市 サービス業

VIII ベストホームズ 佐倉市 不動産業

当店では車の移動を多く行うことから、エコドライブに心がける

よう徹底いたしております。また、事務照明のこまめな消灯やエ

アコンの適正温度管理を行っており、今後も継続してまいりま

す。

VIII
医療法人社団上総会　介護老人保

健施設ケアセンターかずさ
茂原市

その他（医

療、福祉）

施設の照明は、LED化を図り節電施策を実施しています。また施

設の「節電・節水計画」を作成し、省エネ活動に取り組んでおり

ます。

VIII 医療法人社団上総会　山之内病院 茂原市
その他（医

療）

２４時間３６５日稼働の施設なので照明、エアコンについては、

特に環境に配慮した製品を厳選しております。また、関連企業も

交え、各部署で検討し、『山之内病院 節電・節水計画』を策

定・周知いたしました。職員全員が節電について意識を高め、各

責任者が管理しております。

VIII スーパーうい 香取市 卸売・小売業

当社では従業員一人ひとりが節電に心がけるとともに、売り場の

照明の間引きや部分的な消灯を実施しております。また、エネル

ギー使用量を管理・見える化・分析を行い、デマンド値や使用量

の低減にも取り組んでおります。

VIII 株式会社カネハチフーズ 匝瑳市 製造業

工場での電気使用量のモニターを事務所に設置して見える化を

行っています。従業員一人ひとりが節電対策を意識し、空調設備

や照明などの清掃を定期的に行っています。普段は照明のこまめ

なスイッチオフや適切な空調の温度管理を行うなどエコ活動に取

り組んでいます。

VIII ＲＵＢＹ　ＨＡＩＲ 栄町 サービス業

店内照明をLED化することから始めました。地域柄もありますが

通常より明るい早朝からの営業開始、夜は早めに閉店していま

す。また、エアコンの温度設定を季節や入店人数に合わせてこま

めに設定しています。

VIII
特定非営利活動法人　武道振興会

国際勝正館　空手道
匝瑳市 サービス業

道場内の省エネ化に向け、8年前からLED照明の変更に取り組

み、このたび高効率空調機への更新を実施しております。また、

効率的な運用して、こまめな消灯、エアコンの設定温度の管理に

努め、無駄な電気の消費を抑えて環境改善に努めております。

VIII 有限会社大野商店 栄町 卸売・小売業

照明のこまめな消灯や冷暖房の使用量削減に取り組んでいます。

不要な用紙は裏紙印刷やメモ用紙に活用し、紙の使用量削減にも

取り組んでいます。今後は全ての照明をLED化する予定です。

VIII 有限会社北詰商店 佐倉市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

店舗の照明の削減やこまめなスイッチオフ、エアコンの温度管

理、ＦＡＸ受信をパソコンで取り込み、ペーパーレスの導入、要

らなくなったコピー用紙の裏面再利用など積極的に取り組んでい

ます。

省エネ化に向けて、事業所内で照明の消灯時間を設定し必要のな

い部分に関しては消灯を実施しております。また、室内の温度を

適正に管理しクールビズやウォームビズを実施しております。紙

の使用料の削減にも努め、コピー用紙の裏紙の使用や資料等の電



VIII 有限会社荻原商店 八千代市 卸売・小売業

店舗・事務所の照明をLED照明に交換しました。また、節電機器

や省エネ基準達成の高い製品を設置するように努めています。ま

た、リサイクル品の高回収に努めています。

VIII お米のおぎはら 八千代市 卸売・小売業

店舗・事務所の照明をLED照明に交換しました。また、省エネ製

品を積極的に導入致します。ゴミの削減のため、不用な用紙の裏

面印刷やメモ帳として活用しています。

VIII ホテルニューオーツカ 白子町 サービス業

VIII 白子-サンライズオーツカ 白子町 サービス業

VIII 吉田屋　湊店 富津市 卸売・小売業

VIII 吉田屋　久留里店 君津市 卸売・小売業

VIII
有限会社ヘルスガーデン・カモン

（柳湯）
市川市 サービス業

照明器具のLED化や空調設備の交換をして、地球温暖化対策に賛

同して、エネルギー消費削減に努めます。

VIII ビジネスホテル　ダイアナ 八千代市 サービス業

当事業所は、ビジネスホテルとして利用者様の快適な空間を提供

する中で、館内の照明設備、空調設備の他、事務部門の省エネ化

を図り、従業員のエコ通勤を推奨し省エネ意識の向上、エコ活動

に取り組んでおります。

VIII
有限会社富澤自動車サービスセン

ター
我孫子市

その他（自動

車整備）

エアコンは常に一定に設定しているが、必要に応じて気が付いた

人が温度設定を変更や電源を切ることを意識がけ、季節によって

退室1時間から30分前のエアコンの電源オフを社員全員で気にし

指摘しあうことで節電意識を高めております。

VIII 有限会社金峰 千葉市 サービス業

CO2削減に当たり、空調設備等省エネ化、LED電気照明化、空調

設定温度管理の徹底でクリーンな店舗運営をすることで、地球に

やさしい運営を目指します。

VIII 有限会社小野寺住宅 千葉市
建設業、不動

産業

当社はリフォームや住宅販売を行う際には環境に配慮しており、

断熱性や省エネ性を考慮した仕様をお客様にご案内を心がけてお

ります。事務所内では紙の使用量削減のため、両面使用や再使用

とし、照明のこまめな入り切りやエアコンの温度設定を夏場は

28度、冬場は20度と決めて無駄なエネルギーを消費しないよう

取り組んでおります。

VIII 楽飲舞館 松戸市 サービス業

店舗内のエネルギー消費量を削減するために、意識して照明や空

調を業務に支障のない範囲で使わないように取り組んでおりま

す。ダンススクールということで、特に書類等を使うこともない

ので、無駄な紙を使わずに廃棄物の削減にも取り組んでおりま

す。

VIII 有限会社高橋板金工業 東庄町 建設業

地域に密着した営業を行っており、環境面にも十分に配慮してお

ります。子供たちの未来のためにも、温暖化対策には積極的に取

り組んでいく方針です。

VIII 理容つちや 東金市 サービス業
LED照明の導入や室温の適正管理、クールビズ・ウォームビズ等

に取り組んでいます。

VIII 株式会社安達屋百貨店 市川市 卸売・小売業

環境保全を考え、省エネルギーを実施するために、5年程前から

店舗内の蛍光灯をLED照明に変更し、店内外の照明を間引いて点

灯、また、必要に応じて電気をつけるなどスタッフ全員が細かな

節電を心がけています。

VIII 株式会社 CIMAX 印西市 サービス業

地域貢献できるよう、SDGsの活動や脱炭素化やに向けLED照明

の導入や空調機器の導入など、環境整備を進めていくことによっ

て、お客様により快適な空間を提供できるよう、取り組んでいき

たいと考えております。

VIII 有限会社サード　ホテル　SA 市川市 サービス業

当社は、ドリンクバーにおいて紙コップを使用し脱プラごみ、施

設内照明をLED照明に取り換えCO2削減に取り組んでいます。ま

た、スタッフ1人1人が照明のこまめなスイッチオフ、エアコン

の温度調整、及びスイッチオフに取り組んでいます。

VIII
医療法人社団魁芙会千葉ポートメ

ディカルクリニック
千葉市

その他（医療

法人）

医療機関として職員、患者さんの安全、衛生環境に配慮しなが

ら、作業の効率化、IT化に取り組み、残業を減らすなど働きやす

い環境を整えて使用エネルギーの削減に努めてまいります。

スタッフ一人ひとりが省エネルギーに取り組んでおり、お客様に

も協力を呼びかけています。クールビズやエアコンの設定温度な

店舗温度を管理して、食品冷蔵ケースの冷気を活かして空調設備

の使用は必要最低限の利用に抑えています。また、必要のない部



VIII 株式会社ユタカコーポレーション 野田市 運輸・通信業

身の回りでできる省エネ対策に努めています。事業用の車両のデ

ジタル管理でエコ運転を採点。また市内公園等の桜の木の植樹活

動に協力しています。

VIII 合同会社つくね 習志野市
その他（調

査・測量）

当社は建築用の役所調査及び現況測量を行っており、現況測量時

は遠方にも赴くため、いまだにガソリン車を使用しております

が、近隣の役所調査や家屋調査に伺う際は、ＥＶ車を使用し、ま

た充電もソーラーパネルを設置済みの社内敷地で行うため、CO2

削減に貢献できると確信してます。

VIII 株式会社 つかさホークス　東金店 東金市 サービス業

電力を見える化し、節電を従業員全員で心がけるようにしており

ます。また使用頻度が低い部屋に関してはセンサーライトを取付

け必要最低限の照明を意識しています。

VIII
株式会社 つかさホークス　銚子三

崎店
銚子市 サービス業

空調機を高効率な物に入れ替えており、送風部分に関しては定期

的に掃除を行い、効率よく、継続的に店舗内に空調機の風がいき

わたるようにしております。

VIII
株式会社 つかさホークス　八日市

場店
匝瑳市 サービス業

照明設備をLED化し、かつ、必要のない照明を間引いて使用する

ことや、コピー機などは常に省電力モードにすることなどを実施

し、積極的に節電に取り組んでいます。

VIII
株式会社 つかさホークス 香取佐原

店
香取市 サービス業

空調機を高効率な物に入れ替えており、送風部分に関しては定期

的に掃除を行い、効率よく、継続的に店舗内に空調機の風がいき

わたるようにしております。

VIII
株式会社 十全社 メモリアルホール

君津店
君津市 サービス業

返礼品として「お米」を採用しているのですが、当社では農業も

手掛けており、通常だとゴミになってしまう「もみがら」「米か

す」を甘酒、鳥の餌、コスメ、薪、ライスソフトクリームなど

様々な物に活用し、１つの田んぼからの恵みをむだなく商品化し

還元します。

VIII 有限会社門屋 松戸市 不動産業

当社は老朽化管理物件を環境配慮型物件への管理を取り組んでい

ます。オフィスでは従業員が紙の使用量削減、照明や電化製品の

こまめなスイッチオフに取り組んでいます。

VIII 株式会社東京ロイド 船橋市 卸売・小売業

VIII メガネのセイコー北習志野店 船橋市 卸売・小売業

VIII メガネのセイコー常盤平店 松戸市 卸売・小売業

VIII メガネのスリーエー 習志野市 卸売・小売業

VIII 有限会社アクアホーム 柏市 建設業

現場確認をZOOMで行ったり社用車をハイブリッド車にして環境

保護に取り組んでいます。事務所内では再生紙を使用したり、書

類をクラウド管理するなどしています。

VIII Fleur 四街道市 サービス業

美容室を経営しており、脱炭素で熱を使わないオリジナルシャン

プーを製作し使用しております。また節水のシャワーヘッドなど

で節水し、業務用エアコンのハイブリッドファンなどで節電の工

夫をしています。さらにスタッフ一人ひとりが、日常生活におい

てエコを心がけております。

VIII 美里ゴルフ株式会社 柏市 サービス業

弊社は、ゴルフ練習場として、夜間照明設備は全てLED化しまし

た。また、冷暖房設備も小まめにONOFFを行うように、従業員

一同取り組んでおります。

VIII 有限会社長命庵 野田市 サービス業

当店は飲食店営業をしており、店内の照明はすべてLED電球に交

換しこまめに照明のスイッチを切るようにしております。排出さ

れる生ゴミの99％は生ゴミ処理機で処理し、できるだけゴミの

量を減らすよう努めております。

VIII 有限会社ほかけ寿司 船橋市 サービス業

こまめな電気の消灯、エアコンなどの温度管理やフィルター清掃

などによる節電、個人個人ができることをコツコツと取り組んで

います。

照明器具や空調機器の定期的な清掃、クールビズ、ウォームビズ

の実施に空調の室温適正管理に取り組んでおります。LED照明、

高効率空調設備を導入し電力削減の積極的な取り組み、使用済み

裏紙使用等、紙の使用量削減も実施しております。



VIII 株式会社黒田電気商会 千葉市 建設業

電気は重要インフラですが、災害時にも安定して電気が使える環

境整備に積極的に携わっております。オフィスにも太陽光発電設

備と蓄電設備の導入と従業員一人ひとりが紙の使用削減・照明、

エアコンのこまめなスイッチオフに取り組んでおります。

VIII ドッグサロン One-to-Wan 流山市 サービス業

当サロンではLEDを使用し、照明のこまめなスイッチオフに取り

組んでいます。また、省エネ性能のエアコンに更新し、室外機の

通風を確保・遮熱し、ロールカーテン・シャッターを併用するこ

とで省電力に努めています。

VIII 鴻福居 千葉市 サービス業

店舗内のエネルギー消費量を削減するために一番わかりやすいこ

ととして、お客様がいない時間帯は照明や空調をつけず業務に取

り組んでおります。それに伴いエネルギー消費量の50％以上の省

エネルギーを目指しております。

VIII 医療法人川崎病院 大多喜町 サービス業

既に取り組んでいる、照明や事務機器の省エネ使用や室温の適正

管理に加え、今後はLED照明に切り替えて消費量を削減していき

たい。

VIII 有限会社土屋　がんこ屋 八街市 サービス業

店舗屋根にソーラーパネルを設置。自然エネルギーを活用し冷蔵

庫等省エネ機種を使用することにより、電気の使用を削減するこ

とでCO2削減を目指しています。

VIII ラーメン　德とく 八街市 サービス業
店舗照明をLED化、空調温度管理を夏28℃冬20℃に設定により

省エネルギをしCO2削減に協力しています。

VIII 合同会社のざと菓子屋 袖ケ浦市 卸売・小売業

7年前から太陽光発電設備（３２２ｋＷ）を設置しております。

また、店舗・工場内の空調、照明などの節電を図り、より一層の

省エネ活動を推進し、温室効果ガスの削減に努めてまいります。

VIII 株式会社金親商店 香取市 卸売・小売業

・日当たりや外気温を確認しながら、照明やエアコンの温度設定

をこまめに調節しています。

・エコドライブを実践し、低燃費になるよう心がけて運転してい

ます。

VIII 株式会社やまとダイニング 船橋市 サービス業

CO2削減を目指し高効率の空調設備を導入し空調の温度管理の徹

底、従業員に対してエコな通勤を推奨し、できることから

CO2CO2と削減をしていきます。

VIII 有限会社サクマ工業 山武市 製造業

弊社では高効率空調設備を導入し、更に適切な温度設定を心掛け

ることで省エネに取り組んでおります。また、LED照明を導入し

て節電に取り組んでいます。

VIII 株式会社 吉田 鴨川市 サービス業 これからも環境改善に取り組んでまいります。

VIII NPO法人　希望の虹 習志野市 サービス業

現施設は、エネルギー消費量の削減を目指して、設計施工した建

物ですが、日常の運用面でより効果が出るように職員への周知を

徹底し、全職員協力して削減に努めます。

VIII 有限会社のわるコーポレーション 鎌ケ谷市 サービス業

事業所内の省エネ化に向けて必要のない蛍光灯の間引きを行って

います。また、この度、空調機も高効率空調機に交換をすること

でより一層の省エネ化に努めてまいります。クールビズやウォー

ムビズに取り組み、空調も最低限の使用に努めております。ま

た、コピー用紙の裏紙使用や早急に必要な書面以外はスキャナー

等による記録の保管に努めております。

VIII 堀内龍文税理士事務所 流山市 サービス業

所員一人一人が「エコ活動」の意識をもち業務に従事しておりま

す。

・クールビズを導入。冷暖房の設定温度の適正管理

・不要な用紙を裏紙印刷　　・メモ帳として活用

VIII ルームデコレ株式会社 市川市 卸売・小売業

当社は一人ひとりが照明の節電対策、紙の再利用を実施。自転車

通勤、温暖化対策に積極的に取り組んでおります。屋外の照明や

看板、店内の照明機器をLED照明に変更し消費エネルギーの削減

を図っています。



VIII 安全自動車工業株式会社 千葉市 サービス業

事務所、整備工場内のLED化、小まめな消灯、コピー機等の省電

力モード設定をし消費電力の削減をしている。使用済み紙の裏紙

を再利用し廃棄物の減少を行い、廃棄物の分別をしリサイクル資

源の再生化に努めている。普段からエコ運転、アイドリングス

トップを実施し二酸化炭素排出の削減を行っている。

VIII
JpnTECHイノベーション株式会社

本社
市原市 建設業

VIII
JpnTECHイノベーション株式会社

千葉工場
市原市 建設業

VIII
JpnTECHイノベーション株式会社

千葉機材センター
市原市 建設業

VIII 京葉住宅サービス工業株式会社 市川市 建設業

お客様と打合せを密に行い、省エネルギー住宅を造ってまいりま

す。高断熱、高遮熱材の活用、高効率・高性能の住宅設備の利用

等で、快適で、健康的で、経済的な環境にやさしい住居を造って

まいります。

VIII
社会福祉法人李白会

特別養護老人ホーム白寿園
旭市

その他（福

祉）

当施設は地球温暖化対策として、施設内の照明等のこまめな消灯

及び冷暖房機の温度設定を適正管理しています。また、紙の使用

量を削減するため、裏紙を使用し印刷する、メモ帳に利用するな

どの取組を行っています。

VIII 有限会社シーエーシー勝田台 八千代市 サービス業

当者は屋内/屋外調光対応のLED照明にし、空調設備も高効率空

調設備に更新しています。そして、室温の適正管理・照明のこま

めなスイッチオフに取り組んでいます。窓ガラスに遮熱フィルム

を貼り、断熱効果を高めています。

VIII 株式会社BRC千葉 千葉市 サービス業

社内のLED照明化や人感センサーの導入をいたしました。また、

CO2削減のため、印刷に裏紙を使用したり、メールでのやりとり

を推進しペーパーレス化に努めています。鈑金修理ではリサイク

ル部品の使用を提案したり、使用する溶剤を地球環境にもやさし

い塗料を使用しています。

VIII 有限会社太田造花店　アイホール 旭市 サービス業 節電に努めています。

VIII
リハビリ型デイサービス

レコードブック茂原駅前
茂原市 サービス業

弊社では、地球温暖化を防ぐために、社員一人一人が省エネル

ギーを意識して行動することを心掛けております。小さなことで

も積み重なれば大きな力になる。そのために、事業所内で使用し

ている電気・水・ガソリンや、消耗品の使用を最小限にしつつ、

ご利用様には最大限心を込めてサービス提供いたします。

VIII 有限会社 大塚企業 八街市 不動産業

事務所、倉庫内の照明及び非常用誘導灯をLED化致しました。屋

根についても遮熱性の高いものにしております。また、照明のこ

まめな消灯や両面コピー、裏紙の使用など小さな取組についても

実施しております。

VIII 南房総市内房商工会 南房総市
その他（経済

団体）

本会では、LED照明への順次切り替え、クールビズの実施、エア

コン温度の適正化により省エネに努めています。また、紙の使用

量を削減するため、両面コピーや裏紙の使用、各種資料のデータ

化に努めています。今後も地球温暖化防止に資する取り組みを実

践して行きます。

VIII 株式会社地球のしごと農園 佐倉市

農林水産業、

その他（宿泊

業）

農薬や化学肥料を使わない農法により、環境負荷軽減、脱炭素へ

の取り組みをしています。大切な資源のリユース・リサイクルと

して、古民家と再生エネルギーを組み合わせた、環境にやさしい

新しい田舎暮らしを提案しています。

VIII
ローヴァーズ株式会社

木更津スポーツヴィレッジ
木更津市 サービス業

当社が運営する千葉県内4箇所の人工芝サッカー場の照明は全て

LED照明を使用しています。さらに、トイレに人感センサー付照

明を設置したり、エアコンや照明の使用量削減を行っています。

VIII 株式会社プログレス　八千代本店 八千代市
その他（自動

車整備業）

当社では環境に配慮した最新鋭の次世代自動車の整備はもちろん

のこと、お客様が長年大事にされている車両の修理にも、環境に

やさしいリサイクル部品の提案やエコドライブの推進等、従業員

をはじめお客様とともに環境に配慮した活動に努めております。

社員一人ひとりが「ムダ無く」を意識し、５R活動【リデュース

（発生抑制）・リユース（再利用）・リサイクル（再資源化）・

リフューズ（不用物物受取拒否）・リペア（修理）】を推進して

おります。一歩一歩コツコツ取り組んで参ります。



VIII 株式会社プログレス　白井営業所 白井市
その他（自動

車整備業）

VIII 株式会社髙橋興業 富津市 建設業

当社は環境に配慮し塗装・内装工事を手掛けており、廃材等のリ

サイクルにも取り組んでいます。事務所ではエアコンの温度設定

に配慮し、こまめに温度チェックし、照明のスイッチオフを心が

けています。

VIII
有限会社ヤタガイ

フラワー会館はぬき
野田市 サービス業

温室効果ガス削減の為に社員一丸となり地球環境を考え小さな事

から小まめにコツコツと取組み。特に一人一人が意識して出来る

事としてエアコンの設定温度や室内の照明などは特に注意をして

います。

VIII 農事組合法人　栄営農組合 匝瑳市 農林水産業 （－）

VIII 株式会社　プリンセス物流 柏市 卸売・小売業

業務へ支障ない程度に照明間引きや空調の温度管理行っており二

酸化炭素の排出を更に抑えるようLED化の推奨やエアコンの取替

を順次行っていっております。今後は更に強化し担当を今以上に

決めさらなる向上を図る従業員の育成を並行して行っていきます

VIII 秀和産業株式会社 浦安市 卸売・小売業

脱炭素に向けて出来ることから着手していきたいと思っておりま

す。何事にもCO2の排出量や「エコ」という事に着目しながら、

様々な取り組みを行き、「脱炭素」社会を息抜く企業を目指しま

す。

VIII マスタ手仕事 旭市 建設業

ソーラーシェアリングの設置事業、ソーラーパネルの設置事業が

強みの小規模建設業をしております。事業所の電力をほぼ再エネ

化する予定です。

VIII 株式会社クオリティー 柏市

建設業、卸

売・小売業、

その他（介

護）

VIII
株式会社クオリティー　南流山ビ

ル
流山市

建設業、卸

売・小売業、

不動産業、そ

の他（介護）

VIII 株式会社シロガネ　流山工場 流山市 製造業

工場内の地球温暖化や省エネルギーに積極的に実施するだけでな

く、バイオマスプラスチックを使用した高機能性商品などの開発

で地球環境を考えた事業展開を行っています。

VIII 株式会社味泉　八千代工場 八千代市 製造業

事業所内の省エネ対策として、全面LED照明化及び高効率空調機

への更新について取組を実施。省エネ対策組織の立ち上げや、こ

まめな消灯、クールビズやウォームビズを進め空調機設定温度の

管理に努めています。

VIII 株式会社One　Bit　GARUDA 船橋市 サービス業

省エネ化に向けて、店舗の照明の消灯時間を設定し営業時間外や

営業時間中も必要のない部分に関しては消灯を実施しておりま

す。また、室内の温度を適正に管理しクールビズやウォームビズ

を実施しております。また、この度、空調機も高効率空調機に交

換をすることでより一層の省エネ化に努めてまいります。

VIII 暖家 君津市 サービス業

エアコンを夏は28℃冬は20℃に設定したり、水の出しっぱなし

や、お客様がいない個室等の電気のつけっぱなしがないように一

人ひとりができることから始めていきます。

VIII 株式会社鳥幸商店 茂原市 製造業

当社は、太陽光発電を工場に設置し、CO2削減に努めています。

また社員一人一人がこまめなスイッチオフやコピー用紙の再利

用、LED化など環境に配慮した活動に取り組んでいます。

VIII 株式会社鳥幸商店第三工場 茂原市 卸売・小売業

当事業所は、地球温暖化対策として社員一人一人がこまめなス

イッチオフやコピー用紙の再利用、空調機器の温度管理など環境

に配慮した活動に取り組んでいます。

当社では環境に配慮した最新鋭の次世代自動車の整備はもちろん

のこと、お客様が長年大事にされている車両の修理にも、環境に

やさしいリサイクル部品の提案やエコドライブの推進等、従業員

をはじめお客様とともに環境に配慮した活動に努めております。

地球環境に配慮して再生可能エネルギーの導入、誰もが働きやす

い社会と、障がい者が活躍出来る社会の支援活動を実施します。



VIII
有限会社アーバンファーム

柏工場
柏市 農林水産業

VIII
有限会社アーバンファーム

野田工場
野田市 農林水産業

VIII ガーデン藤ヶ谷ゴルフレンジ 柏市 サービス業

当社は、環境面への配慮も踏まえた上で、地域に根差したおもて

なしの心たっぷりの場内に植えた花々が季節ごとに咲き乱れるゴ

ルフ練習場を運営しております。当練習場で特に力を入れるコ

ミュニケーションスペースへのこだわりを大事にしながらも、ど

うしても必要な電気や空調面でCO2排出抑制にも配慮した運営を

心がけております。

VIII 中華料理広東亭 富里市 サービス業

水道光熱費の割合が大きく、節約もかね積極的に脱炭素を目指し

ています。必要な部分以外の消灯、ガスを効率よく使う。ゴミの

廃棄もリサイクルなどを意識し環境問題に小さな力ではあります

が取り組んでおります。

VIII
学校法人朝日学園

船橋日本語学院
船橋市

その他（学校

教育）

VIII
学校法人朝日学園

船橋国際福祉専門学校
船橋市

その他（学校

教育）

VIII
学校法人朝日学園

日本国際工科専門学校１号館
松戸市

その他（学校

教育）

VIII
学校法人朝日学園

日本国際工科専門学校３号館
松戸市

その他（学校

教育）

VIII 株式会社伊能　本社配送センター 香取市 卸売・小売業

主に流通で出る資源ごみ（紙、プラ、梱包材等）のリサイクルに

取り組んでおります。ダンボール紙類、プラ類、梱包材類は、す

べてリサイクル業者に回収リサイクルを依頼してます。照明器具

等もすべてLEDに交換済みで省エネ対策にも取り組んでおりま

す。今後営業車等のPHV化も予定してます。

VIII
情報システムコンサルティング株

式会社
旭市

卸売・小売

業、その他

（情報サービ

ス業）

社用車はエコカーを導入し、オフィスでは省エネルギータイプの

OA機器を利用し、書類電子化による印刷物の削減、照明のス

イッチオフ、空調の効率化、回収した機器や包材のリサイクルな

どに取り組んでおります

VIII
ＣＫＤ日機電装株式会社

佐倉事業所
佐倉市 製造業

当社は省エネや環境性能に優れた動力源である産業用サーボモー

ターを生産しております。事業所においては高効率空調やLED

照明の導入を積極的に進めて、CO2排出量の削減に取り組んでい

ます。

VIII 株式会社スカイランド 千葉市 サービス業

従業員一人一人が紙の使用量削減を意識し、再生紙使用マークや

エコマークの事務用品の使用を心がけております｡さらに､徐々

にLED照明への変更を取り組んでおり､照明の小まめなスイッチ

オフに取り組んでいます。

VIII 株式会社大門商店本店 旭市 卸売・小売業

コピー用紙は両面使用し、使用後は余白があれば切ってメモ用紙

として使い切ります。段ボール等、梱包で使用した資材及び雑紙

はリサイクルしています。商品が入って来たポリ袋は再利用。店

内の照明はすべてLEDに。１km以内の用件は徒歩、または自転

車にて済ませます。

VIII 株式会社大門商店営業所 旭市 卸売・小売業

配送は曜日で方面を決め、効率的に行っています。段ボール等、

梱包で使用した資材及び雑紙はリサイクルしています。事務所の

照明はすべてLEDにし、灯体一つずつにスイッチを付け、使用者

がその都度オンオフしています。ブラインドや植栽で夏場の省エ

ネをしています。

VIII 株式会社Ｅ・Ｄ・Ｋ　事務所 木更津市 建設業
当社は、業務に支障のない範囲での照明消灯、ノー残業デー設定

等を積極的に実施し、社内全体で省エネの推奨を行っています。

人工照明を使って作物を生産する為、照明及び空調に電力を多く

消費している。これを改善する為、照明を蛍光灯からLEDへ切り

替えている最中です。その他、栽培方法や栽培工程の見直し等、

環境、コスト両面で改善の努力をしております。

ペーパーレスの促進、照明のこまめなスイッチオフやエアコンの

適切な温度設定による節電に取り組んでおります。



VIII 有限会社今井商店 市川市 卸売・小売業

当社は大気環境配慮型SSとして資源エネルギー庁から認定を受

けたガソリンスタンドです。その他に住民拠点サービスステー

ションとして自家発電設備を備え災害時にも継続して地域の方々

に給油のできる設備を備えています。

VIII
社会福祉法人宗吾福祉会／宗吾保

育園
成田市

その他（社会

福祉業）

VIII
社会福祉法人宗吾福祉会／公津の

杜保育園
成田市

その他（社会

福祉業）

VIII 医療法人社団吉祥会　加藤病院 木更津市
その他（医療

業）

当院では電子カルテ導入による紙資源消費の低減、エアコンの適

切な温度設定による省エネ等に取り組んでいます。また職員のみ

が使用する場所においては照明の間引きや不在時の消灯の徹底を

行なっています。

VIII 株式会社キャメルゴルフリゾート 御宿町 サービス業

空調設備を順次入れ替え、館内の空調システムの効率化を進めて

おります。また館内風通しも良いため、ロビーの冷気が広がりや

すく、空調が必要ない場所もありますので、従業員全員が意識し

て空調機の必要以上の稼働を抑えることができています。

VIII 株式会社ヒューマンモビリティ 香取市 サービス業

当社では、作業照明をLED照明に変更し、省エネに取り組みま

す。その他にも、作業のムダを無くし、作業効率を良くしていく

ことで残業時間を減らし、電気のムダ使いを無くします。

VIII 有限会社アプリコット 香取市 卸売・小売業
エコバック推奨、梱包材の再利用、紙の使用量削減、省エネ節電

対策をスタッフ一同で取り組んでいます。

VIII 初富スマイルキッズ 鎌ケ谷市 サービス業
環境配慮を心がけており、従業員一人ひとりの照明消灯、印刷枚

数の削減などに取り組んでおります。

VIII
医療法人社団慈風会　介護老人保

健施設慈風苑
銚子市

その他（介護

老人ホーム）

現在利用者様が活動する上で、最低限の範囲で照明の消灯・空調

のＯＮＯＦＦの徹底をしている。新型コロナ感染も大きく関わる

内容だが、光熱費を抑えながら、利用者様が快適に過ごせるよう

取り組んでいる。

VIII
医療法人社団愛弘会　みらいウィ

メンズクリニック
印西市

その他（医療

）

VIII
医療法人社団愛弘会　みらい助産

院
印西市

その他（医療

）

VIII 有限会社 橋本商店 いすみ市 卸売・小売業

弊社は太陽光発電事業に取り組み、現在４基の発電所を所有。年

間26万kwhを発電しており、一般家庭消費量60軒分に相当。営業

車両もPHVに変更し、従来のHV車と比べ燃費が3倍になり、燃料

代の削減を達成。

VIII 株式会社ビッグモータース 千葉市 サービス業

御希望される方には、リサイクル部品を御提案しCO2削減を意識

しています。また、社員も休憩時は工場を消灯したり、エコドラ

イブ、エンジンストップに取り組んでいます。

VIII 株式会社ビッグモータース 千葉市 サービス業

知識経験を活かし、安全を考慮した上で、リサイクル部品、リビ

ルト品を御希望のお客様に提案しています。また、店舗前や駐車

場等植栽をしてCO2削減を意識しています。

VIII 髙橋土地家屋調査士事務所 習志野市
その他（調

査・測量）

現場は遠方にも赴くため、いまだにガソリン車を使用しておりま

すが、近隣の役所調査や家屋調査に伺う際は、ＥＶ車を使用し、

また充電もソーラーパネルを設置済みの自宅内で行うため、CO2

削減に貢献できると確信してます。

VIII 株式会社　HIRO AUTO 長柄町 サービス業

照明器具のLED化、小まめな電源オフ等社員全体で節電に取り組

む。 コピー用紙の裏面の再利用、廃棄物の分別、リサイクル等

を積極的に行っています。社員全体でクールビズ、ウォームビス

の実施を心がけております。

VIII
医療法人社団　聖秀会

聖光ケ丘病院
柏市

その他（医療

）

事業所内で常時使用していない箇所の照明に人感センサーを導入

し、照明の間引きや消灯をしています。またコピー用紙について

は、個人情報に配慮しながら使用済みの裏紙使用するようにして

います。

従業員だけではなく施設を利用する全ての人が省エネやエコ活

動、環境の配慮を心掛けており、節水・節電・ゴミの分別や

3R、空調温度管理など積極的に取り組んでいます。更に太陽光

発電、蓄電池の導入によりCO2排出量削減を通じ持続可能な社会

廊下や職員休憩室の照明の間引き点灯、空調温度の設定温度の見

直しを行うとともに、照明・空調機器の清掃を定期的に行ってい

ます。また、生ゴミの堆肥利用とエネルギーを消費しないごみの

出し方を工夫しています。



VIII 株式会社クオーレ 佐倉市 サービス業 太陽光発電を設置してCO2削減に貢献したいと考えております。

VIII 合同会社　アスコティ 市川市 不動産業
千葉県内に所有するアパート、戸建のLED化を進めると共に電気

使用量の削減に積極的に取り組みます。

VIII 学校法人 芦童学園 千葉市 サービス業

本園は「子どもたちに楽しい人生を送ってほしい」と願い、どの

ような環境を与えたら子どもたちが幸せな一生を送ることができ

るのか考え、今後の子どもたちの為にもSDGsへの取り組みを通

して、地域社会に貢献し、発展することを目指し取り組んで参り

ます。

VIII
株式会社ネクサス・イノベーショ

ン
市川市 建設業

LEDをはじめとする環境に配慮した機器を導入し、廃材の分別

等、従業員一人ひとりがエコ活動を意識しております。また、紙

の使用量削減やこまめな消灯、エアコンの温度調整を徹底してお

ります。

VIII ホテル　サンライズ銚子 銚子市 サービス業

当館は全館LED照明を用いており、こまめに照明の間引きを行い

節電に取り組んでいます。また紙の使用量を減らすため両面コ

ピーや裏紙使用を推奨しています。

VIII
社会福法人そのえだ　村上南保育

園
八千代市

その他（保育

所）

両面コピーや裏紙の使用、ICT技術の利用によりペーパーレス化

を実践しています。施設内の全照明のLED化を計画的に進めてい

ます。使用電力の節減に取り組むべく室温の適正管理、エアコン

フィルターの定期的な清掃、カーテンや日よけを使用して直射日

光を防ぐ等全職員で節電に取組んでいます。

VIII 株式会社せんどう　茂原店 茂原市 卸売・小売業

会社全体では再生可能エネルギーの導入を進めております。また

事業所単位では、電気をこまめに消したり、LED照明を積極的に

導入したりと節電・節水を従業員1人1人が心がけて環境負荷の

削減に取り組んでおります。

VIII 有限会社西川塗装店 千葉市 建設業

事務所内、照明やパソコンモニターのこまめなスイッチオフや、

複合機の省エネモードの設定、使用済みの裏紙利用や資源ごみの

分類を徹底し、従業員一人一人が地球温暖化対策に意識を向ける

ように努めています。

VIII 株式会社浅野工務店 流山営業所 流山市 建設業

弊社はオフィス内で事務用機器等の省エネモードの利用やコピー

用紙の使用量削減等を実施しております。また、照明は会議室、

応接室等はこまめにスイッチオン、オフを行い、昼休みは一斉消

灯等を実施し省エネ活動を推進しております。

VIII リジェネ株式会社 成田市 卸売・小売業

お弁当販売を行う上で、当日注文ではなく事前注文をお客様に働

きかける事で、事前に予約済みの数だけお弁当を作る事により、

フードロスを減らす取り組みを行っています。また、お弁当の配

達を行う上でもエコ運転を行っています。

VIII 末松　潤一朗（個人事業主） 八街市 卸売・小売業

物を「捨てる」より「生かす」をモットーにしています。処分さ

れてしまう物を再び生かすことにより、ゴミ削減にも繋がりま

す。こうしたことを通してCO2削減の取り組んでいます。

VIII
特別養護老人ホームあおいの里・

我孫子
我孫子市

その他（社会

福祉）

従業員一人一人が意識し、こまめな照明のスイッチオフなどの節

電対策を実施し、エネルギー使用量削減といった、環境負荷の低

減に取り組んでいます。

VIII 株式会社堤 八千代市 製造業

当社は温室効果ガスの削減に際し、各自で可能な範囲でのエコ活

動により、ゴミの削減や無駄のない資源の再利用をするなど社内

意識の向上に努め、製造計画時には残材の低減や機械稼働の分散

を推進しています。

VIII
医療法人社団ひだまり会

ひだまりファミリー歯科医院
八千代市

その他（医療

業）

VIII

医療法人社団ひだまり会

ひだまりファミリー歯科医院

ユーカリが丘分院

佐倉市
その他（医療

業）

全スタッフがエコロジーを心がけ、コピー用紙の裏紙使用、こま

めなスイッチオフ等に取り組んでおります。計画的に照明機器の

LED化に取り組みエネルギー消費量削減を目指します。空調温度

は夏季28℃、冬季20℃に設定しています。



VIII

医療法人社団ひだまり会

ひだまりファミリー歯科医院

健康タワー分院

八千代市
その他（医療

業）

VIII 東京鉄製株式会社 浦安市 製造業

VIII 東京鉄製株式会社 浦安市 製造業

VIII 有限会社越川鋼業物産 横芝光町 建設業 （－）

VIII BOTAN木更津店 木更津市 サービス業

店舗照明を必要な場所以外の消灯と空調設備の設定温度の管理と

こまめなスイッチオフなどを行い、省エネルギーを心がけ、エネ

ルギー消費量の削減に取り組んでおります。

VIII トータルカーショップリバイバル 香取市 サービス業
当事業所はリサイクルパーツを大いに活用し少しでも地球環境保

護に役立てることに取り組んでおります。

VIII
特別非営利活動法人植物工場研究

会
柏市

その他（NPO

）

当研究会は、環境ISO14000の観点から省エネ活動を実践してい

ます。職員が離席したときは必ず電灯を消灯することや昼休みの

消灯、トイレの温水便座は省エネモードに設定や夏場ではグリー

ンカーテンで居室温度を抑制する活動を行っています。また、

2022年9月には主に使用する事務所の蛍光灯をLED照明に変更し

ています。

VIII 有限会社かぢや旅館 富津市 サービス業

当社は普段より省エネに取り組んでおります。従業員一人ひとり

が電気の使用量削減のため、照明等のこまめなON OFFに取り組

んでいます。

VIII 有限会社江戸屋総業 香取市 製造業

環境保全の一環として敷地内にキャンプ場「大根の森」を併設

し、自然と触れ合うきっかけをつくるとともに、製材業を通して

木材（県産材）の魅力をアピールすることで地域の方々と一緒に

持続可能な経済の発展と環境問題の改善

VIII 有限会社竹ノ内米店 富津市 卸売・小売業

CO2削減を目指して従業員一人一人が室内温度を適正に設定し、

照明器具・事務機器の節電を行っています。又配送計画を立て環

境に配慮した運転を心掛けています。

VIII 千葉横井醸造株式会社 柏市 製造業

工場内の省エネルギー化実現のため、LED照明の設置を検討して

おります。照明機器について必要ない箇所の間引きや時間帯での

こまめな消灯の指導・空調機の設定温度を見直すとともに、設備

運転のこまめな調整を継続的に行います。

VIII 有限会社スズキ 市原市 サービス業

空調機器の設定温度に気を配るとともに定期的な清掃を実施する

など、従業員のエコ意識への向上を日々図っております。また、

お客様に支障がない範囲内での節電対策を実施しております。

VIII 有限会社ルートワン館山工場 館山市
製造業、卸

売・小売業

室温は自然換気で可能な限り行い、照明は縫製ミシンの個々に小

型ライトを利用すること。工場壁面の一部に断熱材不使用部があ

り、現在業者と打合せ中。

VIII 塩田工業所 市川市 建設業

私共は、熔接作業を主としているため、電気のスイッチをこまめ

に入・切しています。事務作業はペーパーレス化に心がけていま

す。コピー・印刷等は両面を使用しています。

VIII 京葉ロジコ株式会社　本社 茂原市 運輸・通信業

VIII 京葉ロジコ株式会社　茂原営業所 茂原市 運輸・通信業

VIII
京葉ロジコ株式会社

茂原路線営業所
茂原市 運輸・通信業

VIII 京葉ロジコ株式会社　市原営業所 市原市 運輸・通信業

IX 明和輸送株式会社　本社営業所 千葉市 運輸・通信業

当社は永年、地球環境保全を目的とするグリーン経営の認定を維

持しており、全社をあげてCO2の削減に協力する企業でありま

す。

IX 安食の広場 栄町 卸売・小売業

営業敷地内にグリーンエナジーと省エネなどの設備を全力で取り

入れたく、地域の一つグリーン営業場所の見本を作り出して、地

域における住民の脱炭素意識を向上させるのは弊社事業の重要な

目標となります。

全スタッフがエコロジーを心がけ、コピー用紙の裏紙使用、こま

めなスイッチオフ等に取り組んでおります。計画的に照明機器の

LED化に取り組みエネルギー消費量削減を目指します。空調温度

は夏季28℃、冬季20℃に設定しています。

当社は運輸業を手掛け、全車両にデジタコを導入し、アイドリン

グストップやエコドライブの実施を積極的に行っております。事

務所内においては従業員一人一人が紙の使用量削減、照明のこま

めなスイッチオフ、エアコンの設定温度を管理するなどに取り組

んでいます。

オフィスではペーパーレスに取り組んでおり、工場での電気の消

費デマンドを確認し、電気事業者と定期的に打合せを行っており



IX
アルファロメオ柏の葉

・フィアットアバルト柏の葉
柏市 卸売・小売業

私たちが扱っている車はCO2削減の世界的取組で、ガソリンから

電気に変わってきています。我々も、その取組に賛同し遅れをと

らないよう、施設設備の省エネ化や、いかに個々が省エネに意識

を変えられるか社内一丸になって取り組んでいます。

IX 有限会社佐瀬酒店（させ酒店） 千葉市 卸売・小売業

照明器具や空調機器の定期的な清掃を実施し、省エネルギー対策

をしながらお客様に快適な空間をご提供すべく、店舗美化に努め

ております。

IX 合同会社フォレストゴルフ 白井市 サービス業

夜間照明、打席の照明、クラブハウス内の照明、駐車場の照明等

はLED照明に変更し節電に取り組んでおり、空調は定期的に清掃

し扇風機と併用することによる省エネに取り組んでおります。練

習場の周囲約4割を森林と植樹をし緑豊かな環境を保っていま

す。

IX 医療法人社団マグノリア会 木更津市
その他（医療

）

早期に、LED、人感センサー等を導入してきましたが、かかりつ

け医として５０年以上、地域に親しまれてきた医療機関ですの

で、患者様に居心地の良い環境と省エネルギーの両立を目指して

います。院内で使用する機器は省電力の機種を導入する、昼休み

は電気を落とすなど日々少しずつでも温暖化防止に貢献できるよ

うに取り組んでおります。待合室の患者様に「お部屋の温度はい

かがですか？」とお聞きして適正な空調温度をこまめに調節する

ようにしております。

IX 有限会社さんきゅう 銚子市
その他（介護

保険事業）

弊社では送迎時におけるアイドリングストップの徹底、送迎ルー

トの見直しを行い、効率よくCO2削減ができるように日々取り組

んでいます。厨房では、残食ゼロを目指し、業務改善、メニュー

製作をしています。

IX 有限会社宮内鉄工 銚子市 製造業

水産食品ライン・食品機械・ステンレス製品・鋼構造物・鉄骨・

手摺・階段など幅広いニーズに応えすべく日々技術向上を目指し

ております。

IX 株式会社　北原防災 千葉市 建設業

社内では不必要な照明はこまめに消灯し、空調設備の適切な温度

管理を行っています。印刷物も裏紙を使用したり、ゴミの分別を

細かく行い、ゴミ削減を行っています。社屋の照明のLED化も実

施予定です。

IX
株式会社　山商

いっきゅう船橋店
船橋市 卸売・小売業

IX 株式会社　山商　居酒屋　一九 船橋市 卸売・小売業

IX 株式会社　山商　一九　庵 船橋市 卸売・小売業

IX
株式会社　山商

本八幡いっきゅう
市川市 卸売・小売業

IX 株式会社　山商　浜寅 船橋市 卸売・小売業

IX 株式会社　山商　いっきゅう離れ 船橋市 卸売・小売業

IX 株式会社　山商　おどる魚 船橋市 卸売・小売業

IX 株式会社　山商　じゅう屋 船橋市 卸売・小売業

IX 株式会社山商 船橋市 卸売・小売業

IX 株式会社山商　北川ビル 船橋市 不動産業

IX 株式会社山商　いわき西船橋店 船橋市 卸売・小売業

IX 株式会社山商　すみれ 船橋市 卸売・小売業

IX
株式会社プロフード

ジンギスカン佐藤
船橋市 卸売・小売業

IX
株式会社プロフード

立ち呑み　いわき
習志野市 卸売・小売業

IX
株式会社プロフード

船橋ビール醸造所
船橋市 卸売・小売業

照明の間引き、消灯、LED照明の設置、節水、営業時間以外での

エアコンを使用しない、コピーには再生紙を使用し、使用済み用

紙の裏面をメモ紙やFAX受信時に使用するなどの取り組みをして

います。

照明の間引き、消灯、LED照明の設置、節水、営業時間以外での

エアコンを使用しない、コピーには再生紙を使用し、使用済み用

紙の裏面をメモ紙やFAX受信時に使用するなどの取り組みをして

います。



IX
株式会社プロフード

ラーメン　嘉祥
船橋市 卸売・小売業

IX
株式会社プロフード

酒場　フナバシ屋
船橋市 卸売・小売業

IX エイチ・アンド・エス合同会社 市原市 卸売・小売業

弊社は地球温暖化防止対策・持続可能な社会の実現のため、既存

太陽光発電の設備をフル稼働して新規導入予定の蓄電池を利用

し、できる限り再生可能エネルギーを活用し買電量を減らして、

環境負荷を低減してまいります。

IX 株式会社船橋中央自動車学校 船橋市
その他（学校

・医療関係）

照明のLED化、紙の使用量削減、照明などのこまめな電力機器の

スイッチ電源のオフに取り組んでいます。

IX 株式会社湯浅 松戸市 卸売・小売業

環境負荷の高い商品を取り扱うガソリンスタンド運営業者だから

こそ、CO2削減に取り組む必要があると考えております。事務所

ではLED照明の導入、こまめな消灯、節電を行っています。廃棄

物削減の面からも両面コピーの推奨、裏紙のメモ帳利用、ごみ分

別によるリサイクルに取り組んでいます。レンタカー・社用車と

してEV車両の導入も行い、引き続きCO2削減に取り組んでいき

ます。

IX 株式会社湯浅　ニュー松戸SS 松戸市 卸売・小売業

環境負荷の高い商品を取り扱うガソリンスタンド運営業者だから

こそ、CO2削減に取り組む必要があると考えております。事務所

ではLED照明の導入、こまめな消灯、節電を行っています。廃棄

物削減の面からも両面コピーの推奨、ごみ分別によるリサイクル

に取り組んでいます。

IX 有限会社アンドウカンパニー 習志野市 製造業

節電効果の高い最新機械設備を導入し持続可能な環境と社会を目

指します！ 会社としてそこで働く個人として協力し、この活動

に取り組んでいきます！！

IX 社会福祉法人　三愛 市川市
その他（介護

福祉事業）

福）三愛ではCO2削減の為にまず身近でできる点に取り組んでお

り、例えば必要のない時のエアコンを切る、エアコンの定期清

掃、消灯の徹底、建物周辺の緑化、照明のLED化などですが、最

近では高効率のエアコンを導入しました。今後は一層のエコ化を

図る為電気自動車の導入、二重窓・複層ガラス等の投資項目の導

入を検討し、一層のエネルギーの削減に取り組みます。

IX
社会福祉法人花の子福祉会

花の子保育園
市川市

その他（福祉

サービス業）

2013年に太陽光発電、2017年にLED照明の設置をしました。ま

た、職員一人一人が3Rの意識を常に持ち、環境に配慮する取組

みを行っています。

IX レモン株式会社 流通センター 流山市 卸売・小売業

照明の間引きや部分的な消灯を実施し、節電に取り組んでおりま

す。５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）活動の推進に努め

ております。

IX 合同会社　もちのき 茂原市 サービス業

弊社は福祉を通して地域活性化のお手伝いをしていきたいと考え

ております。今後、更に施設の緑化、コピー用紙の再利用、こま

めな電気消灯、移動時のエコドライブを意識し、エネルギーの省

力化を推進してまいります。

IX 素泊り民宿　喜らく 九十九里町

IX 海食堂　九十九里倉庫 九十九里町

IX 中華　喜らく 九十九里町

IX 古保利 香取市 サービス業

店内の省エネ化に向け、空調機の更新と取組を実施しておりま

す。こまめな消灯やエアコンの設定温度の管理に努めており、定

期的な清掃を行い省エネが効果的になるよう取組を行っておりま

す。

IX
カワグチ株式会社

花見川スイミングスクール
千葉市 サービス業

施設内の省エネ化に向け、7年ほど前からLED照明の買い換えを

行い、10年以上使用している空調機の更新と取組を実施しており

ます。また、効率的な運用をして、こまめな消灯、エアコンの設

定温度の管理に努めております。

各店内の省エネ化に向け、LED照明の導入と空調機の更新と取組

を実施しております。こまめな照明の消灯やエアコンの設定温度

の管理に努めており、定期的な清掃を行い省エネが効果的になる

照明の間引き、消灯、LED照明の設置、節水、営業時間以外での

エアコンを使用しない、コピーには再生紙を使用し、使用済み用

紙の裏面をメモ紙やFAX受信時に使用するなどの取り組みをして

います。

サービス業



IX 大衆焼肉　わだい家　北習志野店 船橋市 サービス業

店内の省エネ化に向け、LED照明の買い換えや空調機の更新と取

組を実施しております。また、効率的な運用をして、こまめな消

灯、エアコンの設定温度の管理に努め、環境改善に努めておりま

す。

IX 有限会社和歌電機工業所 木更津市 サービス業

お客様商売なのでエアコンや照明は切ることができませんが、空

調の温度設定は常に一定に設定し、季節に応じて2台稼働しなく

ても調整できる場合には、積極的に電源を切り、従業員全員で省

エネに努めています。

IX 美・ふぁいん 木更津市 サービス業

照明やエアコンなど使用していない家電をこまめに消し消費電力

を抑えています。また今後の目標として、店舗全ての照明をLED

照明に変え、エアコンやその他の家電は消費電力が低い最新の物

に交換していくつもりです。

IX 株式会社タイセー 鎌ケ谷市 卸売・小売業

一人一人が意識をもって、事務所での照明の節電、エアコンの温

度設定、クールビズ、ペーパレス化などを実施しています。ま

た、CO2排出の少ない電気自動車の導入を予定しております。

IX 株式会社アイレット 富津市
農林水産業、

卸売・小売業

当社は富津市で農業を営む法人ですが、残渣を燃やして処分せ

ず、動物園に寄付してCO2削減に努めています。また、オフィス

では紙の使用量の削減、照明のこまめなスイッチオフ、エアコン

の温度管理、クールビズ・ウォームビズに取り組んでいます。

IX
社会福祉法人徳栄会

特別養護老人ホーム成田苑
成田市

その他（福祉

事業）

地球温暖化対策としてCO2削減が求められていますが、高齢者福

祉施設では利用者のケアと省エネを同時に行う必要があります。

LED照明、人感センサー付照明、EHPエアコン等の効率の良い省

エネ設備の導入と適切な運用により、利用者にとって快適な空間

を実現すると共に、省エネルギー対策に取り組んでいます。

IX
社会福祉法人徳栄会　特別養護老

人ホーム芝山苑
芝山町

その他（福祉

事業）

高齢者福祉施設で利用者の介護と省エネを同時に行っています。

LED照明に変更し苑内を明るく、エアコンを効率的に使用し利用

者様の快適な環境作りと省エネによる環境保全に取り組んでいま

す。3年前の台風15号で施設が被災し、エネルギーの大切さも実

感しています。また、近年のエネルギー費用高騰で、経営面でも

影響があり、省エネルギーの必要性とともに環境保護も次世代へ

の課題と思い、対策に取り組んでいます。

IX 京葉石油株式会社 市原市 卸売・小売業

弊社は化石燃料等の小売販売を主な事業としていますが、１０年

ほど前から低圧５０ＫＷ以下の太陽光発電設備の所有を増やし、

現在4カ所稼働し再生可能エネルギーとして電力会社への売電を

行っています。また、LED証明への変更や、設備交換時には、最

新の効率機器への変更を心掛けております。

IX しらい自動車工業 茂原市 サービス業

工場内の照明にLEDを使用、出入口にセンサーライトを設置し省

電力化に取り組んでいます。また事務所内のエアコン温度の調

整、こまめなスイッチオフを行っています。

IX 丸高ライフエナジー株式会社 館山市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

営業車に電気自動車を導入、また小型EV自動車のカーシェア事

業を設立しCO2削減に取り組んでいます。事務所内では人感セン

サーを導入し無駄な電力の削減などにも取り組んでいます。

IX
有限会社ファーストエクスプレス

ふなから（飲食事業）
船橋市

運輸・通信業

、サービス業

IX
有限会社ファーストエクスプレス

花見川営業所
千葉市 運輸・通信業

IX
有限会社ファーストエクスプレス

夏見台営業所
船橋市 運輸・通信業

2022年度に対して、運送業でのCO2を全体で50％2030年度に向

け削減を目指していきます。太陽光発電等で自社事務所店舗電力

を賄い電気軽自動車も導入しクリーンエネルギーを中心とした運

営に切り替えていきます。



IX 株式会社Qreast 成田市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

私たちは富里の近郊のお客様を優先し対応することで移動距離を

なくし排気ガスによるCO2削減を目指しております。また、移動

中の節電は当たり前のこと、販売するエアコンも安さよりも環境

に配慮したエコ設計のものをお薦めし環境配慮の徹底をおこなっ

ています。

IX CLUB Joker 成田市 サービス業

私たちは店内の消灯など節電を心がけ、CO2削減のため、従業員

のエコカーへの乗り換えを推奨しています。エコの概念を従業員

全員に持ってもらうために店内ででたペットボトルなどはリサイ

クル場所へ持って行っています。

IX 完全無人美容脱毛サロンUniRala 富里市 サービス業

この会社ではエコを目指しまず、店舗立ち上げの際に店内の照明

をほぼLEDにし、かつ、人間センサー付きにしました。外の照明

も自動点灯のものをつかっており、できる限り電気を使わないよ

う、出勤時間を早くし、日が出ている間での業務を推進していま

す。また、店舗には車両の充電スペースを作り、環境に配慮した

車両などへの優遇を行い、環境配慮をおこなっております。

IX Cinderella 成田市 サービス業

私たちは店内では開店直前までできる限りエアコンや電気をつけ

ないようにし、節電を心がけています。店内の電気もできるとこ

ろはLEDにすることで環境配慮への取り組みを実施しておりま

す。

IX エイチ・ジー・サービス株式会社 千葉市 建設業

太陽光発電システム・LED化実施・断熱ガラスフィルムなどの設

備投資による節電施策とあわせて、ノー残業Dａｙ・紙の再利用

による使用量削減・こまめな電気消灯への社員の取組で環境負荷

低減に努めてまいります。

IX
株式会社ピットライン・インター

ナショナル
市原市 サービス業

自動車整備工場の為、廃棄物の分別をしリサイクル資源の再生化

に努めている。事務所や工場内のLED化、小まめな消灯を社員全

体で取り組む。コピー機等の省電力モード設定をし消費電力の削

減をしている。 使用済み紙の再利用し廃棄物の減少を行う。営

業車や積載車のエコ運転を実施し二酸化炭素排出の削減を行って

いる。

IX 株式会社國枝マーク製作所 市川市 製造業

小規模企業ながらISO14001を取得しており、環境システムマネ

ジメントを20年以上継続して運用しております。社内照明はすべ

てLED照明に切り替えております。製造に係るライフラインの使

用量を抑えるため効率的な計画を実施しております。

IX スミレ卸小売センター 有限会社 横芝光町 卸売・小売業

弊社では地域に根差したサービスを提供することに尽力して参り

ました。今後も末永く地域の皆様と共にある企業であるべく、環

境設備にも力を入れていく所存です。空調設備やLED照明を導入

することをはじめ、SDGsの活動にも積極的に取り組んで行きま

す。

IX 株式会社ネオテック 船橋市 建設業

当社はヒートポンプ技術を利用したエコキュートや高効率空調機

など、省エネ製品の販売・設置を手掛けています。事務所では太

陽光発電やPHEVを導入しています。また社員一人ひとりが節電

に努めています。

IX 有限会社サニーむかい 白子町 サービス業

事務所内の省エネ化に向けてLED照明に交換しており、また、必

要のない蛍光灯の間引きやこまめな消灯を行っております。ま

た、この度、空調機も高効率空調機に交換することでより一層の

省エネ化に努めてまいります。事務機器も省エネモードを活用

し、未使用時の省エネ化に努めております。

IX 飯髙酒店 九十九里町 卸売・小売業

当社はリターナル瓶の回収をはじめ、省エネ機器の導入を積極的

に行い、CO2排出量を意識して取り組んでいます。従業員一人ひ

とりが空調の使用量削減、照明のこまめなスイッチオフに取り組

んでいます。



IX シーサイドホテル九十九里 山武市 サービス業

事業所内のCO2排出量削減に向け、現在使っている古いエアコン

の更新を考えております。現在は省エネのため、必要のない照明

の間引き、空調もホテル全体で適正温度（夏場28℃・冬場

20℃）に設定して運転しております。

IX 有限会社トレド 成田市 卸売・小売業

当社では省エネの一環として、照明の部分的消灯の実施、空調管

理による室温の適正化の取組、両面コピー・裏紙使用により廃棄

物の削減に努めております。

IX 鳥仙 千葉市 サービス業

当店は店内照明のLED化と不要な照明をこまめに切ること。仕込

み時間や営業終了後はエアコン使用を控え、節電に取り組んでい

ます。また、裏紙使用やホワイトボードメニューの繰り返し使用

で、紙の使用量削減をしています。

IX 有限会社エドヤ 匝瑳市 卸売・小売業
店内の照明をLED化するとともに、節電を意識し、こまめな消灯

を心がけ、必要最低限の照明にして、省エネを実践しています。

IX feel the mma fitness 香取市 サービス業

当ジムでは、業務に支障がない範囲で照明の間引きを行い、使用

電力削減を行っています。また、こまめに電源をON/OFFするよ

う気を付けています。普段からエコ製品の購入を心がけていま

す。

IX 市民エネルギーちば株式会社 匝瑳市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

弊社はソーラーシェアリング事業を展開し、他事業者の脱炭素化

に貢献しています。従来畑での設置だったところから、今後は水

田・家庭の庭先など新領域への展開により、脱炭素化を促進して

いきます。

IX 株式会社Re 匝瑳市 サービス業

IX 古民家農泊Re 多古町 サービス業

IX 民泊Lazy Farmer's Inn月 匝瑳市 サービス業

IX 株式会社TERRA 匝瑳市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

弊社は現在ビルの屋上や公園へのソーラーシェアリング型太陽光

発電設置に関するプロデュース事業を展開しております。顧客事

業者を巻き込む形で、事業の形で脱炭素化の促進に貢献していき

ます。

IX 株式会社　ツバキ自動車 松戸市 サービス業

当社は,コピー用紙使用済みの裏紙使用や照明のこまめなスイッ

チOFFを積極的に取り組んでおります。また、工場・事務所内の

照明機器のLED化を進め、車両運転時はエコドライブを心がけ、

エネルギー消費量の削減に取り組んでおります。

IX 株式会社ヤマシナ商事 鎌ケ谷市 建設業
イベントやボランティアなど地域に貢献した活動、そして、社会

貢献の一環として、環境・安全に関する活動も行っています。

IX 炭火焼肉　花備 千葉市 サービス業

ゴミの分別により段ボール、ペットボトルなどのリサイクル、ま

た、食べ残しゼロを目指しメニュー、付け合わせの見直し、節電

の取り組みとして冷暖房温度の温度設定、最低限の照明早めの消

灯、スタッフへの節水のアドバイスに取り組んでいます。

IX 株式会社グラフトワークス 横芝光町 農林水産業

弊社は野菜の接木苗を生産しており、生産設備の断熱（遮熱）工

事やLED化に取り組み、脱炭素化に貢献し、低コストの苗を供給

してまいります。

IX 有限会社丸原自動車 市原市 サービス業
リサイクル部品の積極活用 毎朝の地域の道路等の清掃など 地

域密着での行動をしています。

IX 有限会社　忠勇不動産 習志野市 不動産業

当社では、事務所のこまめな消灯や、機器をエコモードで使用す

るなどの省エネ活動取り組んでいます。また、残業時間を減らし

たり、エコ通勤を心がけるなど、社員一人一人が意識すること

で、地球環境の保全に努めています。

IX アステシオ　メンバーズ 松戸市 サービス業
こまめなエアコンのフィルターなどにも気を使って実施し、省エ

ネに取り組んでいます。

現在営んでいる古民家農泊・民泊事業に加え、太陽光発電設備や

太陽熱温水器、二重窓等を導入することで、更に地球に優しい事

業を営んでいきます。



IX 株式会社エスペラントシステム 流山市 運輸・通信業
一人ひとりが省電力を意識し、こまめなスイッチオフに取り組

み、節電の実施やペーパーレス化に積極的に取り組んでいます。

IX エアーズ 津田沼店 船橋市
その他（美容

室）

当社はターミナル駅の店舗、県道沿いに位置すること、お客様へ

の視認性も良いことから社会的な環境に配慮した活動を目標とし

て掲げています。

IX 株式会社idu　自動車整備工場 茂原市
その他（自動

車整備業）

弊社は自動車整備工場でして、工場内は一切エアコンの使用をし

ないようにしております。アナログでは御座いますが夏場は扇風

機、冬場は厚着することで極力省エネに努めております。

IX
社会福祉法人千葉県聴覚障害者協

会 千葉聴覚障害者センター
千葉市

その他（社会

福祉・介護）

事務所照明完全LED化および聴覚障害者情報提供施設映像舞台照

明のLED化を実施。高効率空調設備に更新予定などハード面と合

わせ、職員および施設利用者に対して省エネ取組の丁寧な説明を

心がけます。

IX
有限会社クスリ佑華　薬局キリン

堂
船橋市 卸売・小売業

過度の照明演出はしない、照明の必要のない所は小まめに消す、

自動ドアを手動へ変更、クーラーの適正温度使用、再生紙利用、

エコ事務用品使用、店頭スペースには緑を植えるなど細かい心が

けがより良い環境への一歩と考え取り組んでいます。

IX
株式会社太陽重工製作所　千葉工

場
芝山町 製造業 （－）

IX 有限会社松尾タクシー 山武市 運輸・通信業
オフィスでは従業員一人一人が紙の使用量削減・照明もできるか

ぎり消すなどに取り組んでおります。

IX
株式会社イガリアルミトーヨー住

器
茂原市

建設業、卸

売・小売業

日本のCO2排出量の１６％を占める″住まい″に関わる会社とし

て省エネ・環境配慮商品の提案を通じ家族が快適・健康・経済的

に暮らせる″住まい″作りへの貢献を従業員一丸で取り組んでお

ります。

IX 三信工業株式会社 千葉工場 千葉市 製造業

工場内・事務所内の照明のLED化、こまめな照明・空調機の

ON/OFFの実施や空調設備の高効率型への更新の計画等、エネル

ギー消費量の削減に積極的に取り組んでいます。また、裏紙の再

利用などの活動にも継続して取り組んでおります。

IX 成田メタル株式会社 成田市 製造業

成田メタル株式会社は、再エネ100%利用を促進する新たな枠組

みである「再エネ100宣言RE Action」へ参画し、使用電力の

100％を再生可能エネルギーに転換する目標を達成しています。

これからも「鉄・非鉄スクラップのリサイクラー」として、さら

なる循環型社会の実現へと貢献してまいります。

IX アイスコ株式会社 八千代市
その他（倉庫

業）

当社は首都圏に立地する流通型冷凍倉庫で、冷凍倉庫は電力消費

量が多い業種ですがデマンドコントロールや冷凍機への散水設備

を設け冷媒の圧力上昇に伴う電力の消費を抑えています。オフィ

スでは従業員一人一人が照明やエアコンのこまめな節電に取り組

んでいます。事業所内照明の半数以上をLED照明に変更してお

り、更なるCO2削減に取り組んで行きます。

IX
社会福祉法人創成会

ワイズホーム
旭市

その他（福祉

）

東日本大震災で被災地域となって以降、事業所全体で節電等を含

めた環境にやさしい取り組みを促進しています。

IX みなみながれやま矯正歯科 流山市 サービス業

衛生管理に十二分に配慮した上で、廃棄物削減可能なIT機器の導

入と共に、従業員一同、紙の再利用・リサイクル・使用量削減、

電気機器の節電・待機電力削減、患者様にもご理解いただき待合

室電力削減に組んでいます。

IX 有限会社高木自動車商会 香取市

卸売・小売

業、サービス

業

社員一人一人が積極的にコピー用紙の裏紙を使用したり、照明を

こまめにスイッチOFFにしたりと意識的に行っております。ま

た、展示車両に電気自動車を導入したりと環境に配慮した取組み

を行っております。

IX 日本ライズ株式会社 鎌ケ谷市 卸売・小売業

店舗、事務所、工場内の照明のLED化を計画的に進め、従業員は

昼休みの部分消灯をはじめ節電を意識しエネルギー使用量削減に

取り組んでいます。高効率空調設備に順次更新し省エネルギー化

に努めています。



IX 株式会社原伸梱包物流 芝山町
その他（梱

包）

株式会社原伸梱包物流は昨今の温暖化対策に向け倉庫のLED照明

化による省エネや社内教育によるCO2削減の取組により、オフィ

スや休憩室、倉庫内の節電・省エネ行動の意識化をすることで社

員の省エネ意識の向上や定着に取り組んでおります。さらに今期

はエアコン設備を整えることによりさらなる省エネ活動に努めて

まいります。

IX キッズクラブおてんとさん 千葉市
その他（学童

）

事業所においてLED照明等の高効率照明を使用しております。社

用車においてはエコドライブの推奨と燃費の把握に基づいて効率

的な利用を実施しています。児童とともに3Rに取り組んでいま

す。

IX デイサービスおてんとさん 千葉市
その他（介護

事業）

現在、事業所においてLED照明等の高効率照明を使用しておりま

す。社用車においてはエコドライブの推奨と燃費の把握に基づい

て効率的な利用を実施しています。遮熱フィルムを使用し省エネ

に取り組んでいます。

IX デイサービストライおてんとさん 千葉市
その他（介護

事業）

現在、事業所においてLED照明等の高効率照明を使用しておりま

す。社用車においてはエコドライブの推奨と燃費の把握に基づい

て効率的な利用を実施しています。遮熱フィルムを使用し省エネ

に取り組んでいます。

IX 有料老人ホームおてんとさん 千葉市
その他（介護

事業）

現在、事業所ではLED照明等の高効率照明を使用しております。

リデュース・リユース・リサイクルに取り組み、ごみの削減を推

進しています。

IX ぽかぽか介護おてんとさん 千葉市
その他（介護

事業）

事業所においてLED照明等の高効率照明を使用しております。社

用車においてはエコドライブの推奨と燃費の把握に基づいて効率

的な利用を実施しています。エコ商品を積極的に取り入れていま

す。

IX ぽかぽか保育園おてんとさん 千葉市
その他（保育

）

事業所においてLED照明等の高効率照明を使用しております。遮

熱フィルムを使用し省エネに取り組み、消耗品類はエコ商品を積

極的に取り入れています。子ども達とともに3R活動に取り組ん

でいます。

IX 株式会社山半 千葉市 卸売・小売業
社屋のLED化を実施し省エネを計っている。従業員にエコドライ

ブの実施を促進し化石燃料の削減をめざしている。

IX 株式会社　A-one 市原市 卸売・小売業

当社はレンタカーにハイブリッド車や低燃費自動車をできるだけ

多く導入しております。廃オイルなども、リサイクル業者に引き

取りにきてもらい再利用出来るものは再利用を心がけておりま

す。従業員が使用する社用車は、低燃費を維持するため、アイド

リングストップ、効率の良い運行状況を各自心がけさせておりま

す。また、事務所ではこまめな節電を心がげております。

IX 株式会社田久保造園土木 印西市 建設業

IX
株式会社田久保造園土木

　事務所/工場
印西市 建設業

IX
モリシア津田沼店フードコート内

「韓国屋台村」
習志野市

その他（飲食

業）

節電による二酸化炭素排出量の削減や、オフィスでは従業員一人

一人が紙の使用量削減・照明のこまめなスイッチオフに取り組ん

でいます。

IX 医療法人社団清栄会　古谷内科 佐倉市
その他（医療

）

地域全体の健康増進を目指し、地域の皆様のホームドクターとし

て患者様と真摯に向き合い続けます。その一環として省エネや地

球温暖化対策にも力を入れていき、気候変動等の一助になれば幸

いです。

業務における廃棄物の分別を徹底してます。また徹底した空調管

理、事務所や資材置き場の照明のLED化など、節電に取り組んで

います。さらに太陽光発電の導入により再生可能エネルギーの活

用・普及への取組、デジタル化・ペーパーレス化など持続可能な

社会に向けての活動に努めてまいります。



IX
株式会社 フリー・コンストラク

ション
白子町

電気・ガス・

熱供給・水道

業

当社は地球温暖化対策に取り組むため、資材等のリサイクルに取

り組んでいます。また電気自動車の導入や従業員一人一人が紙の

使用量を削減し裏紙使用したりゴミを出さないようにしており、

照明や空調温度についても適正管理に取り組んでいます。

IX 有限会社ミツル建興 佐倉市 建設業

当社は電気自動車を取り入れることでCO2の削減や、エアコンの

温度設定・LED照明器具等で省エネ化に取り組んでいます。自動

車運転では無駄なアイドリングはせず、急な加速、減速を少なく

しエコドライブを心がけています。

IX ZX WEST CHIBA 千葉市
その他（ライ

ブハウス）
店内の照明のLED化、ステージ照明のLED化（現在進行中）

IX Belle Amie 船橋市
その他（飲食

業）

店内の照明のLED化、省エネタイプのエアコンへの切り替え

（2021年11月完了）、省エネタイプの冷蔵庫、冷凍庫への切り

替え（2023年切り替え進めています）、残業しない（閉店後す

ぐに帰る）

IX EHMカフェバー 船橋市
その他（飲食

業）

店内の照明のLED化、省エネタイプのエアコンへの切り替え

（2021年11月完了）、省エネタイプの冷蔵庫、冷凍庫への切

替、スタジオを併用していますので、使用していないときは消灯

をする。

IX 安心ハウス絆・木更津壱号館 木更津市 サービス業

IX 安心ハウス絆・木更津弐号館 木更津市 サービス業

IX サンウィズ株式会社 船橋市 製造業

持続可能な地球環境を目指して、会社全面LED化を推進し、ＥＶ

自動車導入、室温の管理、節電、空調負荷低減を行っています。

製造メーカーとして、エネルギー使用量を見える化して管理し、

省エネルギー化に取り組み、製造ロスの３Ｒを実行しています。

また会社全体で敷地の緑化活動に努めています。

IX 熊井倉庫株式会社 船橋市 運輸・通信業

CO2削減への取組として、倉庫内照明設備のLED化を順次進めて

おります。社員一人ひとりが問題を意識しながら日々取り組んで

います。

IX 株式会社シマダエッグ　本社工場 千葉市 卸売・小売業

工場の屋根に太陽光発電システムの導入や工場や事務所の照明の

LED化に努めております。事務所では夏場28℃冬場20℃の空調

設定温度を実施し、工場全体は、デマンドによる節電を実施して

おります。

IX
特定非営利活動法人

ちば地域再生リサーチ
千葉市

その他（地域

活動）

地域再生、まちづくりに取り組むNPO法人です。住み続けるこ

とができる千葉を目指して、地域の暮らしやに取組む大前提とし

て、地球環境を大切にする行動を、スタッフひとりひとりが大切

にしながら行動します。

IX 斎藤工業株式会社 香取市 建設業

地球温暖化対策として事務所内の冷暖房の設定温度を適正管理し

ています。照明の削減やこまめなスイッチオフなどの地道な活動

にも積極的に取り組んでいます。

IX 株式会社　伊藤土建 君津市 建設業
照明器具や空調機器の定期的な清掃を実施し、節電の為、照明の

こまめな消灯を実施している。

IX 株式会社アキテック　本社工場 千葉市 製造業

当社は、「いいモノづくりをしよう！」をモットーに変圧器や

モータ等の製造･販売の事業活動を通して地球温暖化防止や資源

の有効利用等の環境活動を全員参加で展開し環境経営の継続的改

善に取り組んでいます。

IX スポーツオート 株式会社 市川市 サービス業

作業場、店舗内の省エネ化に向け、LED照明の変更や空調機の更

新と取組を実施しております。人感センサーの導入やエアコンの

設定温度の管理に努めており、定期的なエアコンの清掃を行い省

エネが効果的になるよう取組を行っております。

IX
東京フェライト製造株式会社

　千葉第一工場
千葉市 製造業

ISO14001を取得しており、使用電力量や産業廃棄物発生量の削

減に取り組んでいます。事業所内のLED照明化が完了しており、

生産設備についても省電力のものに順次更新を行うことで、環境

負荷の低減に努めています。

当事業所ではICTを活用し、可能な限り用紙による回覧や連絡等

を行い紙の使用量削減や使用した紙の裏紙としての再利用、不要



IX レオ産業株式会社 幕張本社 千葉市 卸売・小売業

IX レオ産業株式会社 誉田営業所 千葉市 卸売・小売業

IX
長谷川化学工業株式会社

　本社・工場
八千代市 製造業

「ポリエチレンまな板」で初の「バイオマス度３０」の認定や、

再生可能エネルギーによる電力への切り替えを行いました。プラ

スチック製品メーカーとして、プラスチックの減量化・バイオマ

ス化を促進して行きます。

IX 株式会社Sloe Vivid 千葉市 サービス業

当社ではCO2排出量を減らすために、冷房の温度を１℃高く暖房

の温度を１℃低く設定しています。使用していない照明は消して

営業しています。

IX 株式会社ベストサポート 千葉市
その他（福祉

）

「人が人を想う心が、豊かさのサスティナビリティを作る！」ま

ずは、排気ガスを出さない車の導入をいたします。

IX 村瀬自動車整備工場 香取市 サービス業

当店は、普段から環境に配慮した商品ほ購入や店内の照明をLED

に交換する等して省エネ活動を推進しています。また、車の移動

の際にも、エコドライブを心がけています。

IX 有限会社ティーケイシー 千葉市 卸売・小売業

店舗の空調管理には、最大限に無駄が出ないようにお客様の滞在

が長い1階部分に関しては連続して空調をつけていますが、2階は

冬場など1階の空調である程度温まるようサーキュレーターなど

を活用し必要以上の空調は抑えるようにしています。

IX ホテルギャラクシー いすみ市 サービス業

房総の豊かな自然を守ろうと地球環境にやさしい施設を運営して

います。空調・照明は省エネルギー機器を積極的に導入し、定期

的な清掃を実施しています。

IX ホテル・ザ・ベル 八千代市 サービス業

社員一人ひとりが、「できるところから省エネ実践」を心がけて

います。電気使用量の割合が大きい空調と照明については高効率

の機器を採用するとともに使っていない部屋の照明、空調は必ず

消しています。

IX
株式会社Advance Next

LIFE IS. . .
成田市 サービス業

IX
株式会社Advance Next　Bistro310

成田店
成田市 サービス業

IX チャイニーズレストラン　あじど 旭市 サービス業

飲食業として、食品ロスをできる限り減らすことや、節水などに

努めています。また、エアコンの清掃を定期的に行い、店内の適

正温度に気を配るなど、日頃から温暖化対策を意識して取り組ん

でおります。

IX カラッシオ　ピザ家 千葉市 サービス業

常時、空調の設定温度に気を付け、こまめに空調の清掃も行って

おります。また、営業時間外には使用していない部分の電気を消

灯するなどをメインに取り組んでおります。

IX 炭火焼とおばんざい　朴の木 千葉市 サービス業

温暖化対策として、食品ロスを心がけ、できる限り無駄にしない

よう努めております。また、クールビズや営業時間外の消灯、エ

アコンフィルターの清掃を定期的に行い、室温も適正になるよう

設定温度の管理をしております。

IX
株式会社エンドレス

H eitch by mshouse
印西市 サービス業

営業時間外の節電、フィルターの定期的な清掃等を心がけていま

す。また、従業員全員クールビズやウォームビズなどを意識して

行い、エアコンの温度設定に気を付けています。

IX 株式会社Yfit 木更津市 サービス業

店舗の地球温暖化対策としては、営業中以外の節電や、空調の清

掃を定期的に行い室温を適正な温度になるよう管理しています。

また、スタッフ一人ひとりが通勤時、公共交通機関や自転車など

を使うようにしています。

IX ピットインサンキュウ 印西市 卸売・小売業
段ボールの再利用、店舗での照明の節電、レジ袋の再利用、ゴミ

を減らす

IX 株式会社惠創業 千葉市 建設業

省エネを常に意識しており、工具等も手でできる場所に関しては

手で行い、常に無駄な電力を使わないように努力をしておりま

す。また、職人には、暑い日は空調付き上着を支給してエアコン

を使わずに作業を行ってもらっております。

弊社では工事現場に欠かせない安全保安用品のリース事業を20

年前から行っており、短期間だけ利用されて廃棄される商品を弊

店舗が行える対策として、エアコンや照明の定期的な清掃、営業

時間外は不必要な電気の消灯などをメインに取り組んでおりま

す。また、従業員一人ひとりが意識的にクールビズやウォームビ

ズにも取り組んでおり、室温の適正管理も行っています。



IX エイティーワン ゴルフ倶楽部 松戸市 サービス業
エアコンの適正使用、照明のこまめな消灯を心がけるとともに照

明のLED化など省エネに取り組んでいます。

IX
 株式会社本久

　Spa Resort　菜々の湯
習志野市 サービス業

当店は温浴施設を運営しており、地域のお客様に癒しと安らぎを

提供しております。館内、浴槽温度の適正管理、電気のLED化、

こまめなON・OFFなど、スタッフ全員で削減意識を高め取組ん

でおります。温回収システム装置の設置。自家消費太陽光発電シ

ステムを導入させていただき、CO2排出量の削減にもと組んで参

ります。

IX
 株式会社本久

　Spa Resort　蘭々の湯
千葉市 サービス業

当店は温浴施設を運営しており、地域のお客様に癒しと安らぎを

提供しております。館内、浴槽温度の適正管理、電気のLED化、

こまめなON・OFFなど、スタッフ全員で削減意識を高め取組ん

でおります。コージェネレーション設備の設置。自家消費太陽光

発電システムを導入させていただき、CO2排出量の削減にもと組

んで参ります。

IX ヘアーサロンカワイ 市川市 サービス業

事業所全体で省エネルギーに取り組んでおり、消費電力を削減す

るため、照明設備や空調設備の定期的な清掃や、部分消灯の実

施、高効率な空調設備の導入を図るなど、LED証明をはじめ、ス

タッフ一同節電や適切な空調管理を徹底して行って、エネルギー

使用量の削減に積極的に取り組みます。

IX 有限会社石井商店 君津市 建設業

IX 有限会社石井商店 君津市 建設業

IX 青柳自動車整備工場 香取市
その他（自動

車整備業　）

工場の屋根部に太陽光設備の敷設を計画中でエネルギーの自給自

足を目指しています。些細な事ですが、エアーコンプレッサーの

配管の端末に開閉コックを取り付けた結果、エアーホースからの

空気漏れが減りコンプレッサーの稼働時間が減少しています。

IX ナガミネゴルフセンター 成田市 サービス業

照明にLEDを使用したり、業務に支障のない範囲内で空調の温度

調整を行うなど省エネに取り組んでおります。また。従業員に

は、3Rを徹底することで廃棄物の削減にも力を入れておりま

す。

IX スクールIEみつわ台校 千葉市
その他（学習

塾）

省エネ化に向けて、生徒がいない時間帯は照明のこまめな消灯や

空調もなるべくオフにして節電に取り組んでいます。また、紙の

使用量削減の為に紙の再利用や両面印刷を積極的に実施していま

す。今後もより一層省エネに努めてまいります。

IX 有限会社　小島自動車整備工場 旭市 卸売・小売業

当店では、事務所内並びに展示場外灯照明をLED化して、且つ事

務所屋根には、太陽光発電パネルを設置して、消費エネルギーの

削減を図っております。又、FAX送受信をパソコンで管理し裏紙

使用を兼ねたペーパーレス化を実現しています。

IX 合同会社Original Happiness 佐倉市

その他（ソフ

トウェア開発

）

こまめな照明off、不必要なエアコンの停止を徹底しています。

また、太陽光パネルで発電した電気も利用しています。

IX いすみ市商工会 いすみ市 サービス業

トイレへの節水型機器・センサー付照明の設置、不使用箇所の小

まめな消灯等により節水・節電に努めています。紙の３Rに積極

的に取り組み、両面コピー・裏紙使用・廃棄時分別徹底・相談対

応時の資料電子化等を実践しています。

IX 有限会社栗田機械工業 八街市 建設業

当社は発電機の保守点検を行っておりますので、特に節電を心掛

け、照明をこまめに切る、冷暖房機器の適切な温度設定を行う様

取り組んでいます。再利用可能な資源はリサイクルできる様、梱

包用木材や廃材金属のリサイクルを行っています。

IX らあめん花月　嵐　馬橋店 松戸市 サービス業
フードロスはもとより、エネルギー使用量の削減を意識し、取り

組んでいます。

IX 有限会社歯成会 浦安市 サービス業
仕事時間の効率化を図り、専門機器及び照明空調の使用時間の短

縮を実践。

こまめな消灯を心がけ、室温の適正管理をしています。裏紙の使

用等で紙の使用量削減を行っています。



IX 有限会社武藤自動車 市川市 運輸・通信業

タクシー車両は従来からCO2排出量の少ないLPG車を使用してい

たが、さらに環境に良いLPGハイブリッド車両への入れ替えを順

次進めております。社屋内ではLED照明を使用し、室温の適切な

管理に取り組んでいます。

IX サンリバー小川屋　横芝店 横芝光町 卸売・小売業

IX サンリバー小川屋　多古店 多古町 卸売・小売業

IX ひだまりINN 鴨川市 サービス業

設備をエコ製品への切り替えや節電、敷地内の緑化など環境にや

さしい施設を目指しております。今後プラスティック製品の削減

にも努めていきたいと思っております。

IX 第一電設株式会社 船橋市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

社用車にも電気自動車を導入するなど、常に環境に配慮した取り

組みに努めています。小まめなスイッチオフによる電力の削減、

両面コピーなどの活動にも積極的かつ継続的に取り組んでいま

す。

IX ヤナセ歯科クリニック 佐倉市
その他（医療

業）

歯科診療室のエネルギー消費量の削減を図るため、高効率の空調

設備の導入に取り組んでいます。また、日商の影響を避け、空調

負荷の低減を図るためブラインド等を適切に活用しています。

IX 株式会社加瀬製作所　銚子工場 銚子市 製造業
小規模な事業所ですが、省エネルギーと脱炭素化に向けて、小さ

なことからコツコツと日々取り組んでおります。

IX 東原産業株式会社 八千代市 製造業

脱炭素化社会への取組として、工場では消費電力が3分の1のレー

ザー加工機を導入。オフィスでは従業員一人ひとりが紙の使用量

削減、パソコンモニターのこまめなスイッチオフに取り組んでい

ます。

IX カットプラス 千葉市 サービス業

事業に必要な電気、水道等の資源を無駄にしないよう節電、節水

に努める。店舗内はもとより、店舗外の清掃も欠かさず行い、周

辺環境の美化に取り組む。従業員一人ひとりが、常に環境意識を

高めるための工夫・アイデアを出し合う。

IX 株式会社森田エステート 浦安市 不動産業

当社は所有物件の賃貸管理等を行っており、共用部の照明をLED

化や、設備をなるエアコンを随時省エネタイプへと交換しており

ます。また、業者とのやりとりをメールやLINEにし、不要とな

る紙削減に取り組んでいます。

IX シャインビルⅡ 千葉市 不動産業

IX シャインビルⅢ 千葉市 不動産業

IX セブンスイミングクラブ牧の里 印西市 サービス業

クラブ館内の照明をLEDへの切り替えを行っており、水道・重油

などの使用量をこまめにチェックして使用量の削減に取り組んで

いる他、従業員の一人一人が照明やエアコンなどのこまめなス

イッチオフに取り組んでいます。

IX プラグイン　ニシムラ 木更津市 卸売・小売業
当社では、省エネ家電を中心にお客様にお勧めし、従業員一人一

人がゴミの分別などにも気を配っています。

IX 株式会社下総運輸 本社営業所 野田市 運輸・通信業

当社はトラック運送業として、アイドリングストップやエコ運転

の推進を行っております。事務所に於ける環境保全の推進を行っ

ており、エコマーク製品等を優先的に購入、不要な照明の消灯、

空調機器の適正温度の設定、コピー用紙などの紙使用量の削減、

分別回収箱を設置し分別回収に勤めています。

IX 岡田工業株式会社千葉工場 長柄町 製造業

当社は住宅基礎鉄筋ユニットの製造販売を行うに当たり、原材料

鉄筋の廃材完全リサイクル、工場やオフィス照明の全LED化を達

成しました。クールビスやウォームビズの実施、配送車燃費を把

握し効率的な輸送経路の運行に取り組んでいます。

IX
菱和エンタープライズ株式会社

立野給油所
市原市 サービス業

従業員は紙の使用量削減の為、不要な用紙の裏紙印刷やメモ帳と

して活用しています。店内の照明はこまめなスイッチオフに取り

組んでいます。

各従業員が省エネを意識しエアコンの温度管理や照明の調整など

を行い、照明のLED化と空調機の入替による電力消費の削減をし

当社は飲食店等が入居するテナントビルの賃貸業を営んでおりま

す。各テナントには省エネ・リサイクル等の協力を要請し、当社



IX 網元の宿　甚五郎 南房総市 サービス業

日々のエネルギー、節電、節水は経費の削減にもなることなの

で、日頃より身近なことから取り組もうと社員一人ひとりが出来

ることから実行しています。今期弊社としては、高効率空調設備

の導入を計画して検討をしているところです。

IX 湯浅食品株式会社 船橋市
その他（食品

加工）

当社は空調管理を一定にし、不必要な照明のスイッチオフと従業

員全員で取り組んでおり、個人個人が節電の意識をもって省エネ

に取り組んでおります。

IX
リサイクル＆ディスカウント

マルタカ君津本店
君津市 卸売・小売業

IX
リサイクル＆ディスカウント

マルタカ袖ケ浦店
袖ケ浦市 卸売・小売業

IX 買取センターＧ・Ｐ請西店 木更津市 卸売・小売業

IX 学校法人八千代松陰学園 八千代市
その他（教育

業）

冷暖房効率が良く地球温暖化防止活動の環境大臣表彰を受賞した

輻射式空調を体育館に採用し、省エネに努めています。太陽光発

電など再生可能エネルギーの導入や照明のLED化を積極的に進

め、環境に配慮した施設整備を進めています。

IX 有限会社宮崎住建　作業所 市原市 建設業

作業所内に設置してある木工機械は、エネルギー消費効率の高い

設備へ切り替えなどを通じて、CO2排出削減に努めています。併

設する事務所では省エネモードを活用した節電対策の実施やエア

コンの適正使用、照明のこまめな消灯を心がけています。

IX
医療法人社団航星会　わたなべ皮

フ科形成外科クリニック
袖ケ浦市

その他（医療

）

「ムリ・ムラ・ムダ」をなくすことを常に心がけておりますが、

その一環としての空調設備の導入や節電等再認識を図りながら、

少しでもCO2削減に貢献できるよう努めます。

IX 株式会社オートスタイル 成田市 サービス業

CO2削減に繋がる節電、省エネ行動や働き方の見直しなどを継続

的に実施するために、社員の省エネ意識の向上や定着に取り組ん

でいます。

IX 新都（しんみやこ） 南房総市 サービス業

店舗の屋根部分に太陽光パネルを設置しています。また、空調の

設定温度は控えめにして、サーキュレーターを併用することで、

効率よく快適な温度を保つ工夫をしています。

IX 宮内電器株式会社 銚子市 卸売・小売業

当社は、省エネ家電製品・LED照明等の販売を通してCO2削減の

努力をしています。又、店舗では不要な電気を消す等の、省エネ

化の努力励行に取り組んでいます。クールビズ・ウォームビズに

取り組み、冷暖房の適正な温度管理をしています。

IX 学校法人鈴木学園　さかえ幼稚園 松戸市
その他（教育

機関）

当園では、早くから太陽光発電システムや全教室のLED照明化を

導入。冷暖房の適切な温度設定など教職員一人一人が意識し取り

組んでいます。また、子ども達の制作には、廃材を利用するなど

リサイクル活動にも取り組んでいます。

IX
社会福祉法人あけぼの福祉会　行

徳あけぼの保育園
市川市

その他（教育

）

事業所において省エネ製品を積極的に導入し、エアコンの温度管

理、照明のコントロールなど環境に配慮した取り組みを事業所と

して行っています。

IX
社会福祉法人あけぼの会

　中山あけぼの保育園
船橋市

その他（教育

）

IX
社会福祉法人あけぼの会

　弥生保育園
船橋市

その他（教育

）

IX
社会福祉法人あけぼの会

　さくら保育園
船橋市

その他（教育

）

IX 株式会社　クレエ 八街市 製造業

当社は駅弁やお節などに使用する折箱を製造しており、FSC認証

の協力会社として、地球に優しい製品の企画生産にも取組んでい

ます。オフィスでの紙使用量の削減、管理業務のリモートワーク

化推進などを進めています。

リサイクルショップの強みを活かし、空調設備に関わらず全ての

電子機器の清掃は自社で出来るので、こまめに行うことで電機製

品に無駄な負荷をかけないよう常に綺麗な状態を保ちながら使用

することを心がけています。

事業所において省エネ製品を積極的に導入し、エアコンの温度管

理、照明のコントロールなど環境に配慮した取り組みを事業所と

して行っています。



IX 三平産業株式会社 南房総市

電気・ガス・

熱供給・水道

業

当社は２０２３年度、事業活動で消費する電力を100%再生可能

エネルギーにするという目標を掲げています。２０１２年より再

生可能エネルギー事業に参入しており、地元である南房総の豊か

な自然を守る事を使命として取組んでまいりました。全従業員の

環境意識をより高め、地域貢献、地球温暖化対策の波及活動をよ

り一層努めて参りたい所存です。

IX 株式会社ダイヤアグリシステム 成田市 製造業

当社は、惣菜・冷凍野菜を中心に食品の製造、販売を手掛ける中

で、我々が取り扱う食物の生育環境を守るためには地球規模での

環境への配慮は欠かせないと考えております。

IX 有限会社　山口自動車工業 いすみ市 卸売・小売業

店舗と工場や事業所内の照明器具のLED化を進め節電を行う。空

調設備も省エネ効果が高い物に更新する。自動車販売会社として

電気自動車やハイブリッド車を推奨する。

IX エルバ馬込沢 船橋市
その他（介護

）

現場の従業員それぞれが省エネと脱炭素の意識をもって業務にあ

たり、日々、照明器具や空調設備の無駄遣いを減らすよう努力し

ています。また、従業員各々だけでなく組織として脱炭素宣言の

リーダーを中心に取り組みを継続し、情報発信や周知を徹底して

いきます。

IX 天賀四街道 四街道市
その他（介

護）

現場の従業員それぞれが省エネと脱炭素の意識をもって業務にあ

たり、日々、照明器具や空調設備の無駄遣いを減らすよう努力し

ています。また、従業員各々だけでなく組織として脱炭素宣言の

リーダーを中心に取り組みを継続し、情報発信や周知を徹底して

いきます。

IX 龍宮城スパホテル三日月 木更津市 サービス業

エネルギー使用量を週報としてまとめ、毎週社内で情報共有を行

いエネルギー使用削減意識を高めている。各所エアコン適正温度

を中央にて管理し、電力使用量削減に努めている。

IX カーサシンフォニア 船橋市 不動産業

共同住宅を所有する者として、温室効果ガス排出量の削減に寄与

したく、給水処理装置(洗剤軽減・節水効果)を設置したり、敷地

内の緑化、共用灯の点灯時間の制限、廃棄物のリサイクルに努

め、個人事業主としてでも出来る温暖化対策に取り組んでます。

IX 有限会社さくら運輸 旭市 運輸・通信業

当社で重点的に取り組んでいることは紙媒体の資料を電子化し、

用紙の削減を実施している。また、使用していない休憩室などの

消灯をこまめに行い、節電に努めている。

IX こうぜん保育園 松戸市
その他（児童

福祉事業）

「子どもと地球にやさしい、こうぜん保育園」をキャッチフレー

ズに子どもと自然に寄り添う児童福祉施設として屋上菜園、環境

配慮型の機器使用、リサイクルペーパー活用、ICT化等により、

温暖化対策に努め、照明や室温の適正管理など、組織として省エ

ネに取り組んでいます。また、太陽光パネル、蓄電池の導入を進

めております。

IX こうぜん保育園市川 市川市
その他（児童

福祉事業）

子どもと自然に寄り添う児童福祉施設として、環境配慮型の機器

使用やリサイクルペーパー活用等により、温暖化対策に努めてい

ます。照明や室温の適正管理など、組織として省エネルギーに取

り組んでいます。また、太陽光パネルを導入し地球温暖化対策に

貢献しています。

IX こうぜん保育園いずみ 松戸市
その他（児童

福祉事業）

小規模児童福祉施設のいずみは、環境配慮型の省エネ機器使用、

待機電力の削減やリサイクルペーパー活用やICT化等により、温

暖化対策に努めています。照明や室温の適正管理など、組織とし

て省エネルギーに取り組んでいます。

X 有限会社サウンドワークス 一宮町 サービス業

カーエアコンに使われる温室効果ガスの排出削減に取り組んでお

ります。従来だと大気解放されていたガスを回収し再生装置に掛

ける事で高純度ガスとして再精製し利用しています。



X 有限会社　オートボデー佐久間 八街市 サービス業

工場、事務所、必要機器にLED照明を導入し作業中も無駄なアイ

ドリング、試乗テストも短時間で行うように改善している。ま

た、空調設備は極力使用制限をしていきCO2排出量削減を心がけ

ております。

X 三咲運送有限会社　本社 船橋市 運輸・通信業
従業員一人ひとりの取組により、CO2排出量削減に取り組む努力

を行っております。

X 株式会社川武　本店 千葉市 卸売・小売業

エネルギー消費量の削減や廃棄物の削減を通し環境を意識した持

続可能な社会の実現に向けて節水・節電・ゴミの分別など、基本

的な取組を従業員一人ひとりが積極的に取り組んでいます。省エ

ネ対策やエコ活動として空調温度管理、クールビズの導入などに

も取り組んでいます。

X 株式会社マインズ 茂原市 卸売・小売業

リサイクル販売に携わる企業として、全ての物に対して極力無駄

なゴミにはならないよう再利用できる物かどうかを考えて常に最

善の使い方を、水や電気等のエネルギーも同様にいかに無駄を省

くかを、社員全員が心がけています。

X 株式会社東和 東金市
その他（飲食

業）

ゆで麺機のガスはつけっぱなしにせず、お客様の入店退店に合わ

せこまめにスイッチをオン・オフにするよう常日頃心がけていま

す。

X

学校法人杉田学園

幼稚園型認定こども園はくと幼稚

園

成田市
その他（幼稚

園）

はくと幼稚園では、園内LED照明の導入、ICT技術を活用しお知

らせやお便りのペーパーレス化、子どもたちの生活に支障がない

範囲での空調設備の適正な温度管理、節電等に取り組んでいま

す。園庭にも樹木や花を植え緑化を進めています。

X 株式会社村田屋本店 横芝光町 卸売・小売業 （－）

X 社会福祉法人彩会　ホームきらく 松戸市
その他（障が

い者福祉）

地域に開かれた施設として停電時に地域の方々の充電ステーショ

ンとなるように太陽光を設置したいと考えています。食料の買い

出しには自転車を使い、また、必要以外の電気を消すなど節電に

も取り組んでいます。

X 社会福祉法人彩会　第2喜楽家 松戸市
その他（障が

い者福祉）

節電隊というチームをつくり、利用者職員一丸となって節電に取

り組んでいます。太陽光設置の際には地域に開かれた施設とし

て、停電時に地域のステーションとなるようにしたいと考えてい

ます。

X
社会福祉法人彩会　ザザビー・

ドゥ
柏市

その他（障が

い者福祉）

本年6月の開所に際して、多くの市民の方々の協力を得て、環境

保全団体とともに「柏そらぴか発電所第1号」を設置しました。

停電時は近隣のみなさんの充電ステーションとして開く予定で

す。今後は蓄電池の設置も検討しています。

X 日本競馬飼糧株式会社 千葉市 卸売・小売業

主な取組として、事務所や倉庫にLED照明を設置し、こまめに消

灯しています。さらに紙の使用量削減など、従業員一丸となって

環境に配慮した取組をしています。

X 社会福祉法人八幡会恵愛こども園 我孫子市
その他（教

育・福祉）

現在在園している園児等が活動する上で、年齢に応じた適切な照

明や空調の調整を徹底をし光熱費を抑えるようにしている。印刷

物は両面印刷や裏紙を利用するなど、紙の使用量の削減に取り組

んでいる。

X  昌信電機工事株式会社 千葉市 建設業

電気・電気通信工事業の特性を活かし、LED・センサー・太陽光

発電や電気自動車導入などを行うと共に、日々の活動で継続的に

エネルギー消費削減に努めています。また、敷地内の緑化に力を

入れています。

X 株式会社門田商店 船橋市 製造業

当社は製麺製造工場であり、工場における電力使用量が高いた

め、照明の消灯や空調温度の調整を積極的に行い節電に取り組ん

でおります。また設備更新する際には省エネ性能の高い機器を積

極的に採用しております。

X 株式会社　遠藤製作所 柏市 製造業

当社では、工場屋根に太陽光発電システムを 設置。発電とソー

ラーパネルの効果で屋根への直射日光を避けることによ り、室

温上昇を抑えてエアコンの節電を実施し、省エネに取り組んでい

ま す。



X
カワハラメタル株式会社

　千葉支店
八街市

その他（リサ

イクル等）

当社は昭和３６年の創業より金属資源の回収・リサイクル事業を

展開しており、重金属含有スラッジ廃液燃え殻などを回収、有価

物へ加工し非鉄鉱山へ納入し１００％再資源化しております。エ

コアクション21に登録し環境への取り組みをしております。

X 医療法人社団 蔵和会 袖ケ浦市 サービス業

当院は、患者さんのQOL（クオリティ・オブ・ライフ＝生活の

質）の向上を第一に考えた治療とケアを目指すとともに、院内の

環境を整え地域の皆様に貢献できるよう心がけ、温暖化対策の一

助になれるよう全力で活動をしていきます。

X 有限会社天祥 市川市
卸売・小売業

、不動産業

地球温暖化対策として、エアコンや照明・事務機器の節電や再生

紙・エコマーク商品を購入しています。管理物件のLED化を促進

しています。自動車使用については必要最小限にし、エコドライ

ブを実践し、低燃費になる様に運転しています。

X 株式会社千葉自動車検査場 松戸市 サービス業

環境ラベル商品の購入や省エネモードの設定など、省エネルギー

の取組を実行しています。脱炭素化に向けて努力し、未来に貢献

いたします。

X 有限会社コウシュン 匝瑳市

建設業、製造

業、運輸・通

信業

職員一人ひとりが限りある資源を大切に活動しています。事務所

及び工場の照明のLED化、使用済みコピー用紙の再利用及び資源

化などに取り組んでいます。

X 有限会社アイカムエクスプレス 匝瑳市

建設業、製造

業、運輸・通

信業

従業員一人ひとりがエコロジーを心がけ、紙の再利用、照明のこ

まめなスイッチオフやエコキャップへの取組などに取り組んでい

ます。

X 株式会社シュガー　新検見川理容 千葉市 サービス業

X 株式会社シュガー　船橋理容 船橋市 サービス業

X 株式会社シュガー　津田沼理容 習志野市 サービス業

X カットハウスベスト 茂原市 サービス業
当社は照明のこまめなスイッチオフやエアコンの温度設定に取り

組んでいます。

X 三楽食堂 神崎町 サービス業

当店は省エネによる脱炭素化に積極的に取り組んでいます。小ま

めな節電努力だけでなく、食品の廃棄ロス削減にも取り組んでい

ます。また、3Rできるものはすべて徹底して3Ｒを実行していま

す。

X 有限会社エム・ケー・ホース 佐倉市 卸売・小売業

X 有限会社エム・ケー・ホース 千葉市 卸売・小売業

X 栄整骨院 佐倉市 サービス業

当院は、照明を全てLED化にするなど、設備もＥＣＯモードでの

運用を心がけ廃棄物もほとんど出ることがありません。今回、高

効率空調機を導入することで、大幅なエネルギーの節約に繋げる

所存です。

X BeQL松戸6号店 松戸市 サービス業

二酸化炭素排出量の削減に効果の高い電気自動車を専門に販売・

メンテナンスを行っています。充電設備のご相談や、買い替えの

アドバイス・コンサルティングも行っております。

X
キュービックプランニング株式会

社
旭市

その他（保育

所）

当社では、駅近くという立地を有効活用し通勤こ公共交通機関の

利用を推奨しております。また、不必要な残業の撤廃、照明・空

調のこまめなON・OFFで営業時間内も必要最低限の電力利用に

よって省エネ化に取り組んでおります。

X

公益財団法人ニッセイ聖隷　健康

福祉財団　有料老人ホーム　松戸

ニッセイエデンの園

松戸市 サービス業

当園では、「エコプロジェクト」にて、ペットボトルキャップ回

収、夏場には大食堂の窓にグリーンカーテン設置、クールビズや

ウォームビズの推進、地域清掃活動を行っています。また、「聖

隷福祉事業団SDGs」宣言のもとにSDGｓ活動にも力を入れてい

ます。

X かしわい苑 市川市
その他（医療

、福祉）

X からりす 市川市
その他（医療

、福祉）

主な取組として、事務所・倉庫の照明をこまめに消灯していま

す。さらに紙の使用量削減など、環境に配慮した取組をしていま

す。

わたしたちは、関わる全ての人が笑顔で幸せを感じ、また環境に

配慮した住みよい街づくりに貢献してまいります。電気、水道、

ガスの効率的な使用に心がけ無駄な資源利用を控えるよう従業員

使用していない部屋の冷暖房の使用を控え、LED 電球や省エネ

タイプの環境に配慮した電化製品への取り替えを進めておりま

す。



X 株式会社チェリー 柏市 サービス業

全ての照明器具をLED化するとともに、トイレ・階段・廊下を人

感センサータイプとしています。エアコン稼働については稼働時

間を短くする、設定温度を低くする事を行い、クールビズ・

ウォームビズなど空間ではなく個々温度調節できる様にしていま

す。また、印刷は複数枚あるものは両面印刷し、使用後の用紙は

シュレッダー・廃棄・再利用のボックスを作りゴミ軽減を図って

います。

X 仁戸名心和整骨院 千葉市 サービス業

整骨院の照明は法的に必要な照度が決まっており、減数出来ない

ため１０年前から段階的にLEDに換えてきました。電気機器が多

いため、今後は現在よりどう電気消費量を減らしてCO2を削減で

きるか考えています。

X 株式会社 若葉商事 千葉市 卸売・小売業

社有車のハイブリッド化を行い、社員一人一人が意識し、エコド

ライブ運転をしています。事務所ではFAX送受信をパソコン上で

管理し、ペーパーレス化を導入しました。また、全てのパソコン

に一定時間操作なしで自動電源OFF設定をしています。廃棄物の

削減のため、コピー用紙は使用済裏紙を活用し、紙の使用量削減

を実施しています。

X 株式会社コバソウ市川本社 市川市 卸売・小売業

内装材料卸売業として身近な商材であるブラインドによる遮光効

果やガラスフィルムによる遮熱効果などを積極的に活用し、従業

員の働きやすさの確保と地球環境保護の両立を目指し、取り組ん

でいます。

X 株式会社ユースワーク 白井市 製造業

工場・事務所共にエネルギー消費量の削減に向け、LED照明の導

入やこまめな電源のオンオフなど取り組んでいます。空調管理も

徹底しており、温度管理だけではなく通風口の確保などより最適

に働ける環境を構築しています。

X 金島建設株式会社 銚子市 建設業

弊社では、敷地内の緑化や、社屋内の適正温度管理によって、

CO2削減を意識しています。また、これから太陽光発電設備を導

入し、自社で使う電力の一部を再生可能エネルギーに換えること

で、さらに地球温暖化対策に寄与したいと考えています。

X 有限会社 匠製作所 山武市 製造業

当社では印刷時の両面コピー、FAX送受信をパソコン上で管理す

るペーパーレス化により紙の使用量削減に努めています。また照

明の削減や小まめなスイッチオフ、ごみの分別徹底・資源化や削

減にも積極的に取り組んでいます。

X 有限会社ハーズ 山武市 製造業

当社では印刷時の両面コピー、FAX送受信をパソコン上で管理す

るペーパーレス化により紙の使用量削減に努めています。また照

明の削減や小まめなスイッチオフ、ごみの分別徹底・資源化や削

減にも積極的に取り組んでいます。

X 有限会社白子ホワイトパレス 白子町 サービス業

敷地内の緑化に積極的に取り組み、植栽を行う事で遮光し、館内

のダイニングルームの温度を管理することで、無駄なエアコン使

用を控える取り組みをしています。スタッフ一人一人が空調の温

度管理、証明のこまめなスイッチオフをして節電に取り組んでい

ます。

X 千葉共同印刷株式会社 千葉市 製造業

わが社は2015年に環境事業部を設立し、脱二酸化炭素実現のた

めの事業を展開してまいりました。永続可能な社会の実現、働く

人々の労働環境改善、多くの人の幸せを創造できるように、創業

者の掲げた「正直・親切・勉強」の気持ちを大切に社員一同取り

組んでまいります。

X 有限会社月芝 鴨川市 サービス業

「これからも美味しいものを作り続ける企業として今できる事」

を目標にまずは、工場内・事業所内のこまめなスイッチオフに取

り組んで事でいます。また、季節に応じてユニフォーム等を工夫

しています。そして新しく導入する機材や設備は、本当にその大

きさ・容量・そのもの自体が必要なのかを再度検討した上で省エ

ネルギー商品を積極的に検討し　できる限り取り入れています。



X エアマル株式会社 船橋市 サービス業
夏場の緑化として、ゴーヤを植えて、日陰を形成、遮熱してい

る。

X 株式会社 Core　荒磯 成田市 サービス業

事業所内の省エネ化に向け、高効率空調機への更新へ取り組みを

実施し、設定温度の管理に努めております。また、店内の照明を

LED照明に変えることで電気代を削減。必要最低限の点灯に抑

え、こまめに消灯することに努めております。

X 三基商事株式会社 千葉市 不動産業

X 三基商事株式会社　三基ビル 千葉市 不動産業

X 三基商事株式会社　幸町ビル 千葉市 不動産業

X 株式会社 桑田建築設計事務所 千葉市 サービス業

当社は官庁及び民間施設の建築設計・監理を手掛けており、環境

負荷軽減につながる仕様に配慮した建築設計に取り組んでいま

す。社内では、こまめな消灯、室内温度の適正管理、コピー紙の

再利用などを行っています。

X バード株式会社 千葉市 サービス業

当社では、水性塗料導入によりVOC問題に取り組んでいます。ま

た、渋滞の少ない経路や時間帯の選択・エコドライブの実施を促

すだけでなく、取引先とも連携し引取・納車をセットにして積載

率の向上を図っています。

X 下谷金属　加工センター 柏市 卸売・小売業

事務所内の照明のLED化や商品センター内のフォークリフト電動

化への取組、配送業務の集約化など、わが社でできるところか

ら、着実に環境負荷軽減に貢献してゆきます。

X 株式会社桑田ビル 千葉市 卸売・小売業

ビル全体で、ゴミの分別化、古紙のリサイクルの徹底、蛍光灯の

間引き、トイレなど使用後の電気の消し忘れ防止をポスター掲示

等で強化し、省エネ化に取り組んでいます。

X 株式会社 東晋 本社 船橋市 運輸・通信業

使用しない時間帯や場所での積極的な照明の消灯を心掛けてお

り、各時間帯全体の5割の使用率での稼働を目指す事で省エネ対

策に取り組んでおります。また、従業員のエコドライブを促進す

る事でも省エネ対策に取り組んでおります。

X 居酒屋りある 市原市 サービス業

照明はLEDに変え、使用しない照明は消灯し、電力消費を必要最

低限にしております。また空調機器についてもフィルターをこま

めな清掃し、CO2削減に取り組んでおります。

X 株式会社ジオテクノ・ジャパン 匝瑳市
建設業、不動

産業

CO2排出量削減のため，社員のテレワークを推進しています。自

動配車システムを取り入れ，社員の移動経路を効率的にしていま

す。クール/ウォームビズを取り入れ、冷暖房の設定温度を適正

管理しています。

X 大和クリニック 木更津市
その他（医療

）

木更津市は東日本大震災の影響で計画停電が実施され、暗い夜を

過ごしました。それ以来、使用しない照明を増やし、こまめに、

照明を消してきました。今後も地道にこのような取組を続けてい

きます。

X 佐原商工会議所 香取市
その他（経済

団体）

ペーパーレスの取組（電子化）やチラシ等のリサイクルを重点的

に取り組んでおります。

X ほそ川 神崎町 サービス業

当店は「空調・照明・厨房機器等の運用改善」による省エネを実

施しています。また、地産地消の食材の活用による輸送時のCO2

排出の削減や、適切な量の提供による食品ロスの軽減を心がけ

CO2の削減に取り組んでいます。

X アレス 成田市 サービス業

当店では省エネアドバイスを活用し、前年同月と比べて照明の間

引きや部分的な消灯を実施して節電に取り組んでいます。電気自

動車を導入してCO2削減に取り組んでいます。

X 株式会社やまか 松戸市
その他（食品

加工）

適正な温度管理のために、空調設備を入替えと新設での導入をす

ることで、従業員の作業環境の改善とより電気効率を良くし電気

代の削減を目指していきます。

X
おあしすトレーニング・センター

船橋
船橋市 サービス業

電灯・エアコンのスイッチオフや、残業時間の制限等による省エ

ネを心がけております。全灯LED導入や何事にも節約を意識し削

減を目指しています。

環境問題に取り組んでおり、オフィスでは従業員一人ひとりが節

電意識を持ち、進んで照明のこまめなスイッチオフや空調管理を

実施しております。



X 株式会社喜多山製作所 白子町 製造業

製造ラインの室温管理適正を取組中。製造ラインの空調機フィル

ター定期清掃・点検実施（各機器ごとに点検員記載）。2階会議

室の不在時は空調・電気のOFF実施。事務所蛍光灯と空調機の不

在時のOFF実施。

X H2O株式会社　千葉香取支社 香取市 建設業

弊社では、再生可能エネルギー発電設備や、ZEH（ゼロエネル

ギーハウス）、ZEB（ゼロエネルギービル）など、温暖化対策に

貢献できる事業に積極的に取り組んで参ります。

X 有限会社寿板金塗装工業 袖ケ浦市
その他（自動

車板金）

空調の温度管理は徹底して無駄をなくすようにしています。事務

所にあるエアコンは常には付けず洋服で調整し外と同じ温度でも

なるべくつけず、1年のうち半分はＮＯ檀暖冷房で過ごすように

しています。

X 株式会社鹿間製作所 白子町 製造業

弊社は製造業にて複数台の空調機を使用しており、出社・退社時

のスイッチＯＮ・ＯＦＦを徹底しております。また、電気・水道

全般に対し削減を心がけています。

X 妙典みやけ歯科 市川市
その他（医療

）

院内で使用する照明器具の削減やこまめなスイッチオフで使用頻

度を抑えながら順次LED化を進めています。エアコン温度の適正

管理、コピー用紙は裏紙を使用するなど職員全員がCO2削減に積

極的に取り組んでいます。

X 株式会社昭和製作所 白子町 製造業

全社員一丸となり節電・節水・ペーパーレス化の実践と3Rに取

組、資源を大切にして参ります。また、中長期的な事業計画とし

て照明のLED化、太陽光発電システム導入によりCO2排出量の削

減を推進して参ります。

X 一幸　千葉ニュータウン店 印西市 サービス業

X 一幸　本店 木更津市 サービス業

X 一幸　ほたる野店 木更津市 サービス業

X 一幸　佐倉ユーカリが丘店 佐倉市 サービス業

X 一幸　茂原店 茂原市 サービス業

X 一幸　松戸根木内店 松戸市 サービス業

X 一幸　四街道店 四街道市 サービス業

X 一幸　鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市 サービス業

X 一幸　おゆみ野店 千葉市 サービス業

X 一幸　野田店 野田市 サービス業

X 一幸　千葉末広店 千葉市 サービス業

X 竹岡屋 木更津市 サービス業

X 一幸　市原五井店 市原市 サービス業

X 一幸　成田店 成田市 サービス業

X 一幸　都賀店 千葉市 サービス業

X
介護老人保健施設

　八千代ケアセンター
八千代市

その他（老人

介護事業）

事務所ではコピー用紙の再利用により紙資源の削減、全体では空

調の適正温度の設定や照明器具のLED化を進めCO2削減・温暖化

対策に取り組んでいます。

X 平成通り歯科クリニック 袖ケ浦市 サービス業

当院では資源を無駄にしないようにし、環境保全に取り組んでい

ます。LED化を行い、節電に努めております。電子化を行い、

ペーパーレスを進めております。医療機器以外は修理し使用する

ことに努めております。

X 酒房仁 船橋市 サービス業

当店は営業時間以外は仕込み中を含めできる限る消灯をし仕込み

中・営業中に関わらず冷蔵庫・冷凍庫の開け閉めを極力減らし、

開ける際は速やかに開閉することに心がけて省エネに取り組んで

います。

X 有限会社ジェットストローク 鎌ケ谷市 サービス業

社内必要のない電源設備・照明はこまめに切り、ゴミを減らすた

め材料・資材の最適使用に取り組んでおります。また空調の使用

過多を防ぐ為にも各自のクールビズ・ウォームビズを実施してお

ります。

一幸はSDGsの達成に向けた活動の一環として食品ロス削減のた

めに、食べきれないお食事をお持ち帰り可能なようにしておりま

す。また、営業時間外のこまめな消灯により節電に取り組んでお

ります。



X 合同会社えすぺらんさ 八千代市

サービス業、

その他（鍼灸

整体など）

当社は美容鍼灸整体院として環境配慮型の機器使用やリサイクル

ペーパー活用等により、温暖化対策に努めています。オフィスで

はウォームビズやクールビスの実施、照明や室温の適正管理な

ど、組織として省エネルギーに取り組んでいます。

X 株式会社　伊藤楽器 船橋市 卸売・小売業

無人空間のこまめな消灯や適切な空調温度設定による節電を継続

して行います。書類物のオンライン化を推し進め、ペーパーレス

化に向けた取組を加速させます。社用車はもちろんのこと通勤時

やプライベートでもエコドライブを心がける社内教育を行いま

す。

X 株式会社　スズヤス 御宿町 農林水産業
地球環境保全のため、建物内すべてLED照明にし、人感センサー

付き照明も導入するなど省エネ活動に取り組んでいます。

X
株式会社ホンダカーズ北千葉

　新松戸店
松戸市 卸売・小売業

X
株式会社ホンダカーズ北千葉

　流山おおたかの森店
流山市 卸売・小売業

X 太陽館・北柏 柏市 サービス業

日本テクノ（株）のES SYSTEMを活用し、リアルタイムの消

費電力を確認しながら、こまめな電気製品のオンオフを行ってい

ます。また、事業の特性として24時間営業しているため、全館の

照明をLEDに交換しました。（2020年12月）

X 椿農園 匝瑳市 農林水産業

農薬の使用を最小限にとどめ、化成肥料も出来るだけ有機肥料に

転換する等、環境に配慮した農業を進めています。作業場を兼ね

る自宅にも太陽光発電設備を入れて、農業機械等の電力としても

活用しています。

X ヘアーサロンパリ― 松戸市 サービス業
環境に配慮した事業活動を推進するため、店舗の照明、冷暖房の

使用量削減に取り組んでいます。

X 株式会社ライフワークス 船橋市 サービス業
電気使用量の削減に取り組み、しっかりと地域に貢献する整骨院

を目指します。

X 有限会社ガレージ・ジツカワ 千葉市 サービス業

工場や事務所内の定期的な清掃により、照明や冷暖房の効率的な

利用を行うとともに、両面コピーや裏紙の利用を行うことによ

り、紙の使用量の削減にも取り組んでおります。納車や引き取り

の際に使用する車両についても、エコドライブを徹底するととも

に、効率的な運行により使用燃料の削減を行っております。

X 株式会社森三商店 船橋市 卸売・小売業

当社は船橋地方卸売市場において配送業務を行っており、各自法

定速度を守り、燃料の削減しております。オフィスでは各自が電

気の使用量の削減及びペーパーレスに取り組んでいます。

X 一条会病院 市川市
その他（医療

業）

施設屋上に太陽光発電システムを設置しモニターで発電量を把

握、照明も半数以上LED化され高効率照明で省エネルギー化。敷

地内は桜や草花等で緑化されており、地球温暖化対策に今後も取

り組んでいきます。

X 玉庄 我孫子市 卸売・小売業

店舗の節電対策として、営業中の照明器具の点灯を間引きし太陽

の光を取入れ、空調設備については、設定温度を夏期28℃、冬

期20℃として使用電力量を少なくする努力を行っています。業務

で使用する書類について、内部で使用するコピー用紙は使用済み

用紙の裏側を使用したり、両面コピーを行ったり、用紙の使用削

減に取り組んでいます。

X 山武米油合名会社 東金市 卸売・小売業

X 山武米油合名会社　油槽所 東金市 卸売・小売業

当社は石油卸売販売を通じて、油槽所の環境を配慮しつつ、省エ

ネ意識を徹底しております。事務所内では紙の使用量削減のた

め、両面使用や再使用とし、照明のこまめな入り切りやエアコン

の温度設定を夏場は28℃、冬場は20℃と決めて無駄なエネル

ギーを消費しないよう取り組んでおります。

弊社は、地球温暖化対策として、全店舗LED化、電気料金の見え

る化による節電対策を行っております。



X 有限会社松坂屋油店　東金給油所 東金市 卸売・小売業

X 有限会社松坂屋油店　台方給油所 東金市 卸売・小売業

X 株式会社宇田工業 長南町 建設業

当社は交通信号設備工事などを行っていますが、工事に付随して

発生する産業廃棄物の削減に取り組んでいます。また、オフィス

では、従業員一人ひとりが支障のない範囲で照明の消灯・エアコ

ンの設定温度を控えめにすることに取り組んでいます。

X 日成建装株式会社 市原市 建設業

企業理念に「日成建装は、省エネ塗装を通じて地域の住まいを守

り最高のサービスを提供し揺るぎない信頼を築き、お客様の生活

と幸せの向上に貢献する。」を掲げ、遮熱塗料や断熱塗料により

室内温度の上昇を防ぐ塗装など持続可能な社会の実現に向け取組

をしている。ショールームは光が入りやすい構造にし、こまめな

節電に取り組んでいる。

X
社会福祉法人融合会　あすなろ保

育園
船橋市 サービス業

「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」へ参画。「７．エ

ネルギーをみんなに そしてクリーンに」を意識した取組で、

「生ゴミ削減を目的としたボカシ作成」「惣菜ゼロのための食

育」「リサイクル活動を実践。

X 株式会社 キャラットエドヤ 旭市 サービス業

照明、空調の無駄遣いが無いようにこまめなオン、オフと設定温

度などにも気を付けて日々の業務に取り組んでおります。環境に

配慮してクリーンディーゼル車に変えて日々環境に配慮して業務

に取り組んでいます。

X 株式会社小池海苔店 市原市
製造業、卸

売・小売業

当社は海苔製品の製造をしております。電力を使用しての加工が

多い為、照明の消灯、空調温度の調整などを積極的に取り組むこ

とを社員全員で共有しています。又、食品ロス削減に向けての販

売にも積極的に取り組んでいきます。

X
株式会社小池海苔店　小売部駅前

店
市原市 卸売・小売業

当店は地元千葉県産の海苔を中心に販売し、地元食材の食品ロス

削減に取り組んでいます。営業時間内の照明などは、日照時間を

見ながら一部を消灯するなど節電に努めています。

X 株式会社国際情報ネット 柏市 運輸・通信業

近年、気候変動が一因と考えられる異常気象が世界各地で発生

し、我が国においても甚大な豪雨・台風災害や猛暑が頻発するよ

うになり、地球温暖化によるリスクが高まっています。このよう

な 中 、 会 社 の 社 長 と し て SDGs(Sustainable Development

Goals)に取り組むことを決め、持続可能な目標とし、2050年ま

でにCO2排出量を実質ゼロにする都市の実現に、市民や事業者と

して再生エネルギーの導入を決めました。

X 株式会社　銚子杉野 銚子市 卸売・小売業

X
株式会社　銚子杉野　はっぴいぷ

らざ飯沼ＳＳ
銚子市 卸売・小売業

X
株式会社　銚子杉野　はっぴいぷ

らざ清川ＳＳ
銚子市 卸売・小売業

X セイホクパッケージ株式会社 野田市 製造業

会社内のエネルギー消費量を削除するために社内のLED化や照明

を業務に支障ない範囲での消灯に取り組んでおり、電力と照明の

省エネルギー化に会社全体として取り組んでおります。

当社はガソリンスタンドの経営を通じて、店舗の環境を配慮しつ

つ、省エネ意識を徹底しております。事務所内では紙の使用量削

減のため、両面使用や再使用とし、照明のこまめな入り切りやエ

アコンの温度設定を夏場は28℃、冬場は21℃と決めて無駄なエ

ネルギーを消費しないよう取り組んでおります。

当社はガソリンスタンドの運営、石油卸売販売を通じて店舗の環

境を配慮しつつ、省エネ意識を徹底しております。事務所内では

紙の使用量削減の為、両面使用や再使用とし、照明のこまめな入

り切りやエアコンの温度設定を夏場は28度、冬場は20度と決め

て無駄なエネルギーを消費しないよう取り組んでおります。



X 株式会社中央フーズ　本社工場 佐倉市 製造業

照明のLEDへの交換を順次順次進めております。また事務所の天

井の照明には、個別にひものスイッチをつけてこまめにオフにす

るよう従業員に呼びかけてます。裏紙の使用、ペーパーレス化も

推進しております。

X
株式会社中央フーズ　原料生産部

冷蔵倉庫
佐倉市 製造業

照明のLEDへの交換を順次順次進めております。また事務所の天

井の照明には、個別にひものスイッチをつけてこまめにオフにす

るよう従業員に呼びかけてます。裏紙の使用、ペーパーレス化も

推進しております。

X 株式会社広屋 旭市 卸売・小売業

店舗内の照明をLEDに変更しています。また、コピー用紙の裏紙

利用や、使用していない部屋の電気を消すなど、日々の中で、で

きる事から省エネに取り組んでいます。

X ホームズ不動産販売株式会社 千葉市 不動産業

従業員全員が紙の使用量削減・照明の消灯管理に取り組んでおり

ます。会社では照明のLED化・エアコンの温度管理・事務所屋上

に太陽光発電を設置しております。

X 古塩　勝彦 千葉市 不動産業

紙の使用量削減・照明の消灯管理に取り組んでおります。照明の

LED化・エアコンの温度管理・事務所屋上に太陽光発電を設置し

ております。

X 株式会社　アガ 八街市 製造業

当社は、化粧品の製造と販売を通じて、社会に美しさと幸福をも

たらす事を信念に活動しており、積極的に省エネ対策を取入れる

とともに、環境に配慮した活動に取り組んでいます。

X 株式会社 ナショナル・アート 松戸市 建設業

社内照明をLEDに順次変更し、冷暖房を控えめにし照明や看板は

タイマー制御し無駄な電力を削減しています。製作時に出るゴミ

の分別を徹底し、鉄や非鉄金属に加えプラスチックも種類毎にリ

サイクルを徹底しています。

X 株式会社　日警保安 千葉市 サービス業

私たち日警保安グループの基本理念は「住みよい、安全な社会」

創りに貢献していくこと。制服、装備品のリサイクル、再生可能

エネルギーの導入等、CO2の排出量の削減に取り組み、地域と社

会の発展に貢献します。

X ケアフルクラブ ・ジム　フローラ 市川市 サービス業

X ジョブズクラブ・フローラ 市川市 サービス業

X 株式会社初石鈑金　本社 流山市 サービス業

X 株式会社初石鈑金　工場 流山市 サービス業

X 株式会社初石鈑金　ﾛｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 流山市 サービス業

X 株式会社 創建　小間子工場 千葉市 建設業

弊社は地球温暖化対策推進のため、日常活動でCO2削減（省エ

ネ）に取り組んでいます。更に省エネ活動を推進するため、再生

可能エネルギー（太陽光発電の自社消費）を活用し、脱炭素化に

貢献する所存です。

X 有限会社村松自動車 香取市 サービス業

X
有限会社村松自動車

G1ショップ
香取市 サービス業

X 株式会社鈴木石産 茂原市 建設業

他社に先駆けて太陽光発電システムや社用車のEV化など積極的

に投資しています。また事務所の照明をすべてLED化と必要最低

限の照明を推進しています。事務用紙の使用量削減化や裏紙を活

用し、資源の有効活用しています。

X ハートケアライフ誉田 千葉市 サービス業

X ハートケアフレンド誉田 千葉市 サービス業

施設の省エネ化に向け、蛍光灯から高効率LED照明の変更を取り

組み実施しております。また、効率的な運用して、こまめな消

灯、エアコンの設定温度の管理に努め、環境改善に努めておりま

す。

当社は電気自動車をはじめとする次世代自動車の修理をいち早く

取り組んでおります。また、リサイクルパーツの積極活用により

CO2削減に貢献しています。照明もLED化し、消費電力の低減さ

せております。

こまめな消灯やタイマー等を活用することにより、節電を心がけ

ております。紙の使用量を削減するため、電子化を進めておりま

す。

福祉事業を展開する上で、介護システム及びタブレット端末の導

入によりペーパーレス化の実現をするとともに太陽光発電システ

ムの活用において再生可能エネルギーの取組にも寄与している。

また、電気自動車の利用、促進にも意欲的で持続可能な社会の形

成を推進していくことを宣言します。



X ハートフレンド 千葉市 サービス業

X ゲームプラザセントラル浦安店 浦安市 サービス業

「SDGs」の意識の高まりや「電気代の値上げ」から、できる範

囲での省エネモード・節電モードを心がけています。またエアコ

ンフィルターのこまめな掃除等できることから取り組んでいきた

い。

X 高橋食品株式会社 銚子市 製造業

当社では、建物内LED化を実施し、省エネに努めています。ま

た、社員一人ひとりが意識し、紙の再利用・空調設備の温度調整

などに取り組んでいます。

X 総武米穀卸株式会社 銚子市 卸売・小売業

当社では、社員一人ひとりがエコロジーを心がけ、空調の温度の

適正温度化、紙の使用量削減、電気をこまめに消す・コンセント

を抜く、環境に配慮した製品を使うなどに取り組んでいます。

X うなぎ・天ぷら　弥七 君津市 サービス業

当店では、フードロス削減のために日々必要な分のうなぎを裂い

ています。裂いた後のうなぎの骨も処理機を使用し肥料としてい

ます。店内の照明や空調もこまめに調節しています。

X 株式会社グルーヴ 木更津市
その他（飲食

業）

X 株式会社グルーヴ　串よし 木更津市
その他（飲食

業）

X 株式会社グルーヴ　なかなか 木更津市
その他（飲食

業）

X
株式会社グルーヴ　どでかっちゃ

ん
木更津市

その他（飲食

業）

X 株式会社グルーヴ　開花屋 木更津市
その他（飲食

業）

X 株式会社グルーヴ　房総魚男 木更津市
その他（飲食

業）

X 株式会社美医斗瑠 松戸市 卸売・小売業

X 医療法人社団メディアクア 富津市
その他（医

療）

当院ではエアコンの温度管理、照明のLED化、照明の消灯管理に

より節電に務め、また電気自動車やハイブリッド車により環境に

配慮した取組を行っています。今後もさらにCO2削減を目標に節

電対策を強化すると同時に患者様が快適に過ごせるような対策を

設ける所存です。

X 勘久狼 松戸市 サービス業 電気代削減に向けて積極的に取り組んでいます。

X 株式会社シーティージャパン 市原市 製造業

当社は廃プラスチックを回収し再生ペレットを生産しておりま

す。本来廃棄され焼却されてしまうプラスチック製品を原料とし

てリサイクルすることで、CO2削減に努めています。今年省エネ

診断を行い、いただいたアドバイスに従って、従業員一人一人が

こまめな照明の電源オフ、運転する際の燃費把握に取り組んでい

ます。

X
株式会社シーティージャパン　能

満工場
市原市 製造業

当社の工場では廃プラスチックから再生ペレットを生産しており

ます。本来廃棄され焼却されてしまうプラスチック製品を原料と

してリサイクルすることで、CO2削減に努めています。今年省エ

ネ診断を行い、いただいたアドバイスに従って、従業員一人一人

がこまめな照明の電源オフ、３Ｒ、環境ラベルの表示がある製品

の活用に取り組んでいます。

X 株式会社 花商 千葉市
その他（葬儀

業）

事業所内を省エネ化する為、最新の空調機を導入し、設定温度の

管理に努めます。また、事業所内の照明をLED照明に変更。必要

最低限の点灯、こまめに消灯することにより電気代の削減に努め

ております。また、通勤の際には従業員一同、エコドライブを徹

底しております。

福祉事業を展開する上で、介護システム及びタブレット端末の導

入によりペーパーレス化の実現をするとともに太陽光発電システ

ムの活用において再生可能エネルギーの取組にも寄与している。

また、電気自動車の利用、促進にも意欲的で持続可能な社会の形

成を推進していくことを宣言します。

弊社では、水道光熱費等の使用量を可視化して、常に前年度比し

全従業員に公開し、節約意識の向上を図っております。また、中

小企業でもできる脱炭素・CO2削減方法を社内公募し、各事業所

と情報共有して取り組んでおります。



X 有限会社 千葉シマダ運輸 八街市 運輸・通信業

社内では、照明はすべてLED化や高効率空調機の変更する事で省

エネ化を努めております。クールビズやウォームビズを始め、こ

まめな消灯やエアコンの設定温度に気を使い、電気消費量を抑え

る取り組みをおこなっております。

X 株式会社三喜 浦安市 建設業

建築設備業として、お客様へのＥＣＯプロジェクトのお手伝いを

行い、環境エネルギーを最大限利用し、提案を行いお客様の社会

貢献と地球環境の温暖化防止に取り組んでいます。

X 有限会社光和化成 香取市 製造業

デマンドコントローラーで全体的な電力使用状況の監視をし、必

要に応じて機械の制御を行っています。また、CO2削減に向け、

古い機械を省エネ仕様の物に買い替えたり、照明器具をLEDに取

り替えたりしています。

X
焼肉酒家牛角イオンタウン野田七

光台店
野田市 サービス業

余分な電力を使用しないよう、スタッフ全員がわかりやすく操作

ができるよう照明スイッチ周りを仕組み化しております。また、

節水に関しては10年前より装置を導入しムダを削減できるよう取

り組んでおります。

X 有限会社 桑田種苗店 富里営業所 富里市 卸売・小売業

X 有限会社 桑田種苗店 七渡事務所 茂原市 卸売・小売業

X
ファクトリーギア　ロジスティッ

クセンター
我孫子市 卸売・小売業

エコマークや再生紙使用マーク対象商品を優先的に購入し、従業

員一人一人が紙の使用量削減、照明のこまめなスイッチオフに取

り組んでおります。また、敷地内の緑化も積極的に進めておりま

す。

X 株式会社　ユウマペイント 柏市 建設業

自社屋根部に遮熱塗装をしLED化、窓フィルムなどの対策をとっ

ています。従業員も裏紙使用やペーパーレス化、節電等心がけて

います。

X 有限会社テクノディーゼル　本社 市原市

建設業、電気

・ガス・熱供

給・水道業

弊社は自家消費太陽光発電と蓄電池を組合せ、再エネ利用率を高

めると共にBCP対策の一部として利用することにより、地域社会

の温暖化対策に貢献しています。また、社用車はなるべく低燃費

車輛を採用しEV導入も積極的におこなっています。EVは動く蓄

電池として地域の災害時のエネルギー供給にも活用します。

X いとや旅館 富津市
その他（旅館

業）

こまめな消灯。空調のフィルター清掃や照明器具のLED化。コ

ピー用紙の裏面の再利用。なるべくごみを増やさないよう割りば

しではなくお箸の利用。

X 株式会社サマヨ 浦安市 サービス業

当社は昭和63年創業から一貫して環境への配慮に取り組む①無駄

な食材ロスを増やさず食品管理を行う②社員自ら紙使用量削減、

照明のこまめなスイッチオフ③様々な環境保全活動に参加できる

機会提供。一人ひとりがエコ意識を高め企業環境づくり、当社2

人が自治会役員（理事）で毎月資源（段ボール、新聞雑誌）の回

収作業や廃油再利用等浦安市に全面協力している。

X 三和商事株式会社　本社 市川市 卸売・小売業

従業員一人ひとりがメモ用にコピー用紙の裏紙を使う等使用量を

減らしたり、使用していない照明のオフやエアコンの節約に取り

組んでいます。販売用の期限間近の防災食は廃棄にならないよう

にイベントでサンプル活用するなど工夫しています。

X
医療法人社団　幸葉会　西千葉整

形外科
千葉市

その他（医療

業）

X
医療法人社団　幸葉会　西千葉整

形外科訪問看護ステーション
千葉市

その他（介護

保険事業所）

弊社は太陽光発電設備を設置し、再生可能エネルギーを積極的に

使用しています。また事業所の照明の多くをLEDに変更し、また

屋根面、壁面に遮熱剤を設置してCO2削減に努めています。営業

運転はエコドライブを推奨しています。

従業員一人ひとりが省エネ意識を持ちエコ活動に努めています。

紙の利用量・エアコン使用量削減のため、コピー用紙の再利用

や、クールビズ・ウォームビズに取り組んでいます。



X
医療法人社団　幸葉会　西千葉整

形外科居宅介護支援事業所
千葉市

その他（介護

支援事業所）

X 医療法人社団睦会　いけだ病院 船橋市
その他（医療

業）

我々は建物周りの緑化及び植栽に取り組んでおり、患者の方のみ

ならず環境にも優しい病院を目指しております。また、クールビ

ズ等の服装規定やノー残業デーを導入し、従業員一人一人が自ず

と環境に配慮できる職場作りを行っております。

X 株式会社花菱 八千代市 建設業

当社はユニットバス・システムキッチンといった住宅設備の販売

施工を手掛けております。小規模な会社ではありますが、地球温

暖化対策に貢献出来るよう、当社のみならず施工先等にも情報を

伝えていければ幸いです。

X ＪＲＢ車検センター 千葉市 サービス業

X ＪＲＢ第二工場 千葉市 サービス業

X
株式会社アイ・ネット　八坂台事

業所
東金市 運輸・通信業

目標達成に向けて太陽光発電・蓄電池・V2Hの導入やEV車・

PHEV車の導入検討(発注)など今後の脱炭素に向けての取り組み

を徐々に推進させ脱炭素社会に企業として貢献していきたいと思

います。

X 飛島建設株式会社技術研究所 野田市 建設業

飛島建設技術研究所は、環境・防災・都市再生と社会のニーズに

応えるべく研究開発のコアセンターとして各分野の研究員が様々

な研究と開発に取り組んでいます。

X
株式会社大三商行　千葉支店　市

原工場
市原市 製造業

太陽光発電システムは設置済みです。照明をLED化し、さらなる

脱炭素へ取り組みします。

X 中澤電気管理事務所 野田市
その他（電気

管理）

目標達成に向けて、エコマ－クや、「再生紙使用マ-ク」等の環

境ラベルの表示がある事務用品の使用および、室温の適正管理を

徹底している。

X 社会福祉法人愛育の森 市原市
その他（保育

所）

スウェディッシュな保育を行っており、SDGSにも関心がある為

CO2削減等にも取り組んでいきたいと考えております。

X 株式会社 セレモ　ハート柏迎賓館 柏市 サービス業

各式場内の省エネ化に向けて、LED照明への変更や高効率空調機

への更新取り組みを実施しております。また電気の効率的な運用

して、部屋毎のこまめな消灯、エアコンの設定温度の管理を通し

て、環境改善に努めております。

X 株式会社オアシス 市原市 サービス業

事業所内の省エネ化に向け、この度、高効率空調機への更新へ取

り組みを実施。また、効率的な運用して、こまめな設定温度の管

理に努めております。利用者さまの送迎もより効率的なルートや

運転に対してもエコドライブの徹底を努めています。

X
社会福祉法人若葉福祉会　若竹保

育園
千葉市

その他（児童

福祉事業）

当園は人との豊かなかかわりや自然体験を大切にする児童福祉施

設として環境配慮型の機器使用やリサイクルペーパー活用等によ

り、温暖化対策に努めています。照明や室温の適正管理など、省

エネルギーに取り組んでいます。また、太陽光パネル、蓄電池の

導入を進めております。

X 松川石材店 香取市 製造業

当社は環境に配慮した事業活動を推進しており、照明のLED化及

びエアコン、機器の熱効率化のため定期的にメンテナンスを行っ

ております。また、使用済みの裏紙を利用するなどのリサイクル

にも取り組んでおります。省エネの取組として、作業場の細めな

消灯等節電に取り組んでおります。

X
有限会社ダイハツ勝浦センター

茂原店
茂原市 サービス業

当社は、勝浦市と茂原市にて車の販売、修理、車検など車に関係

するサービス全般を提供する中で、事務所や工場では、照明器具

や空調設備の定期的な清掃、部分的な消灯、室温の適正管理等エ

ネルギーの消費量削減に取り組んでおります。

従業員一人ひとりが省エネ意識を持ちエコ活動に努めています。

紙の利用量・エアコン使用量削減のため、コピー用紙の再利用

や、クールビズ・ウォームビズに取り組んでいます。

当社は、自動車の点検、整備及び車検を行っており、自動車は、

環境負荷に与える影響が大きい乗り物ですので、自動車部品等の

リサイクルに取り組んでいます。また、工場では照明やエアコン

の小まめなスイッチオフを心掛けています。



X 株式会社ライブアスリート 市原市 サービス業

X FUSION 市原市 サービス業

X ZEAL 木更津店 木更津市 サービス業

X ZEAL 茂原店 茂原市 サービス業

X ZEAL 君津店 君津市 サービス業

X 株式会社東秀開発 千葉市 建設業

環境配慮型の機器使用やリサイクルペーパー活用等により、温暖

化対策に努めています。オフィスではウォームビズやクールビス

の実施、照明や室温の適正管理など、組織として省エネルギーに

取り組んでいます。また、本社では太陽光パネル、蓄電池の導入

をしております。

X 株式会社 東秀開発　生実営業所 千葉市 建設業

当社は建設業として環境配慮型の機器使用やリサイクルペーパー

活用等により、温暖化対策に努めています。オフィスではウォー

ムビズやクールビスの実施、照明や室温の適正管理など、組織と

して省エネルギーに取り組んでいます。

X 株式会社ジェームス千葉 千葉市 卸売・小売業

ジェームス千葉は、カー用品、車検及び一般整備等、カーメンテ

ナンス全般のお店で、店内LED照明の採用や窓の断熱、遮熱化、

ガスヒーポン式の高効率空調設備の導入等、省エネを意識した事

業展開を行っています。

X 遊や 千葉市 サービス業

建物の省エネ化に向け、LED照明の変更おこない、空調機への更

新へ取り組みとを実施しております。省エネの効率的な運用おこ

なう為、こまめな消灯、エアコンの設定温度の管理に努めており

ます。

X
株式会社トータルサポート・ノダ

（本社）
野田市

その他（介護

保険事業）

X
サービス付き高齢者向け住宅

　森田さんち
野田市

その他（介護

保険事業）

X
サービス付き高齢者向け住宅

　森田さんちの青楽
野田市

その他（介護

保険事業）

X 有限会社若葉設計企画 柏市 サービス業

当社は従業員一人一人が意識を持ち日々の小さなことから照明の

こまめな消灯・照明のLED化・両面コピー使用済みの裏紙使用、

ペーパレス化で紙の使用量の削減、EV車、充電設備も導入し

CO2削減に取り組んでいます。

X MAオート 東金市 サービス業

自動車整備業として排出オイルや資源ゴミのリサイクルや正しい

処分を徹底しております。新規事業としてエアコンガスの大気開

放をしないための新設備を導入予定です。

X 株式会社浩栄　第一工場 佐倉市
建設業、製造

業

各事業所にて、エネルギー使用の見える化、こまめなスイッチオ

フなど、省エネに取り組んで参りました。引き続き再生可能エネ

ルギー導入なども含め、省エネに取り組んで参ります。

X 株式会社浩栄　第ニ工場 佐倉市
建設業、製造

業

各事業所にて、エネルギー使用の見える化、こまめなスイッチオ

フなど、省エネに取り組んで参りました。引き続き再生可能エネ

ルギー導入なども含め、省エネに取り組んで参ります。

X 株式会社浩栄　第三工場 佐倉市
建設業、製造

業

各事業所にて、エネルギー使用の見える化、こまめなスイッチオ

フなど、省エネに取り組んで参りました。引き続き再生可能エネ

ルギー導入なども含め、省エネに取り組んで参ります。

紙の使用量削減や照明・空調機器のこまめなスイッチオフに取り

組んでおります。

当社は美容室を運営しており、社員一丸となって日頃からもった

いない精神を心がけております。業務上不可欠な水やお湯も節水

ヘッドを使っております。電気も営業時間外はギリギリまで最低

の照明にしてます。又、照明器具も一体型のLED照明をどんどん

導入し、間引きしたり消したりを積極的に行っております。



X 株式会社きうち印刷 香取市 製造業

紙の断ち落とし等は、種類別に分け(分別し)リサイクルの促進を

図っております。コピー、FAX紙等の節約、裏紙の再利用に取り

組んでおります。空調(エアコン）の温度は27℃に設定、休憩時

間の照明は消灯する等、節電に取り組んでおります。

X 株式会社マルヨシ商事 浦安市 卸売・小売業

青果・惣菜卸業者と連携した共同配達や、社員一人一人が意識し

たオフィス内での節電対策やペーパーレスに取り組んでおりま

す。

X
株式会社セレモニーきうち　北口

ホール　本館
香取市 サービス業

脱炭素化の取り組みとして、ペーパーレス会議をはじめとして、

全社員にipadを渡して紙を使わない業務を進めております。

X 有限会社　大久保園 習志野市 卸売・小売業

店舗において、倉庫等の電気をなるべく落とし、全ての電気を

LED化して省電力に努めており、ハイブリット車の買換えや、省

電力エアコンの変更を行ってきました。これからもエアコンの温

度調整で省電力に努めていきます。

X 炙り家しんいち 習志野市 サービス業

二酸化炭素削減のためにエアコンの温度設定管理や新型省エネエ

アコンの設置。従業員の出勤を車通勤から自転車通勤に切り替

え。発注書などの書類の両面使用。など

X 株式会社ESPRIM 千葉市 卸売・小売業 節電実行計画を策定し、使用電力を抑制し節電を取り組みます。

X 石川306 市原市 卸売・小売業 節電実行計画を策定し、使用電力を抑制し節電を取り組みます。

X 株式会社ガレージSEKI 茂原市 サービス業

温室効果ガス排出防止のためのフロンガス回収＆再生マシンを導

入します。事業用ごみや廃オイルの適切な処理を行います。再生

可能エネルギーを活用し事業に取り組んでいます。

X 株式会社EMC商事 千葉市 建設業

私たちは今後も『人と暮らし』を底辺から支える社会づくりに努

めてまいります。オフィスでは従業員一人一人が紙の使用量削

減・照明のこまめな スイッチオフに取り組んでいます。

XI Honda Cars東葛　北小金店 松戸市 卸売・小売業

店舗ではLED照明や省エネタイプの空調設備などを採用し、また

業務車両等においてもハイブリッドカーの導入やエコドライブの

指導、実施をしてCO2削減など環境負荷の低減に努めてまいりま

す。

XI Honda Cars東葛　柏16号店 柏市 卸売・小売業

店舗ではLED照明や省エネタイプの空調設備などを採用し、また

業務車両等においてもハイブリッドカーの導入やエコドライブの

指導、実施をしてCO2削減など環境負荷の低減に努めてまいりま

す。

XI Honda Cars東葛　五香店 松戸市 卸売・小売業

店舗ではLED照明や省エネタイプの空調設備などを採用し、また

業務車両等においてもハイブリッドカーの導入やエコドライブの

指導、実施をしてCO2削減など環境負荷の低減に努めてまいりま

す。

XI
Honda Cars東葛　千葉ニュータウ

ン西店
白井市 卸売・小売業

店舗ではLED照明や省エネタイプの空調設備などを採用し、また

業務車両等においてもハイブリッドカーの導入やエコドライブの

指導、実施をしてCO2削減など環境負荷の低減に努めてまいりま

す。

XI Honda Cars東葛　鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市 卸売・小売業

店舗ではLED照明や省エネタイプの空調設備などを採用し、また

業務車両等においてもハイブリッドカーの導入やエコドライブの

指導、実施をしてCO2削減など環境負荷の低減に努めてまいりま

す。

XI Honda Cars東葛　南柏店 柏市 卸売・小売業

店舗ではLED照明や省エネタイプの空調設備などを採用し、また

業務車両等においてもハイブリッドカーの導入やエコドライブの

指導、実施をしてCO2削減など環境負荷の低減に努めてまいりま

す。



XI Honda Cars東葛　流山店 流山市 卸売・小売業

店舗ではLED照明や省エネタイプの空調設備などを採用し、また

業務車両等においてもハイブリッドカーの導入やエコドライブの

指導、実施をしてCO2削減など環境負荷の低減に努めてまいりま

す。

XI Honda Cars東葛　松戸東店 松戸市 卸売・小売業

店舗ではLED照明や省エネタイプの空調設備などを採用し、また

業務車両等においてもハイブリッドカーの導入やエコドライブの

指導、実施をしてCO2削減など環境負荷の低減に努めてまいりま

す。

XI Honda Cars東葛　我孫子6号店 我孫子市 卸売・小売業

店舗ではLED照明や省エネタイプの空調設備などを採用し、また

業務車両等においてもハイブリッドカーの導入やエコドライブの

指導、実施をしてCO2削減など環境負荷の低減に努めてまいりま

す。

XI Honda Cars東葛　U-Select松戸 松戸市 卸売・小売業

店舗ではLED照明や省エネタイプの空調設備などを採用し、また

業務車両等においてもハイブリッドカーの導入やエコドライブの

指導、実施をしてCO2削減など環境負荷の低減に努めてまいりま

す。

XI Honda Cars東葛　U-Select我孫子 我孫子市 卸売・小売業

店舗ではLED照明や省エネタイプの空調設備などを採用し、また

業務車両等においてもハイブリッドカーの導入やエコドライブの

指導、実施をしてCO2削減など環境負荷の低減に努めてまいりま

す。

XI
Honda Cars東葛　U-Select千葉流

山インター
流山市 卸売・小売業

店舗ではLED照明や省エネタイプの空調設備などを採用し、また

業務車両等においてもハイブリッドカーの導入やエコドライブの

指導、実施をしてCO2削減など環境負荷の低減に努めてまいりま

す。

XI Honda Cars東葛　デポックス柏 柏市 卸売・小売業

店舗ではLED照明や省エネタイプの空調設備などを採用し、また

業務車両等においてもハイブリッドカーの導入やエコドライブの

指導、実施をしてCO2削減など環境負荷の低減に努めてまいりま

す。

XI 株式会社森本防水 君津市 建設業

照明を間引いて日中は、自然光を取り入れて使用電力の削減を

行っております。冷房の設定温度を適正管理しております。FAX

送受信をパソコン上で管理し、ペーパーレス化を導入していま

す。

XI 有限会社　佐瀬鈑金 山武市 サービス業

当社ではリサイクル分品の活用による資源の再利用を進めていま

す。また、LED電球などの省エネルギー化、社用車もハイブリッ

ド車やアイドリングストップ車などの導入によりCO2の削減を目

指しています。

XI 有限会社幸田旅館 館山市 サービス業

当館は館内の約90％が高効率照明であるLED照明を採用しており

ます。また従業員一人ひとりが照明やエアコンのこまめなスイッ

チオン・オフに心がけております。

XI 高橋金属株式会社 松戸市 製造業

多様な機械を持つ事を活かし、同じ切板でも電力を多く消費する

レーザー加工とあまり消費しないシャーリング加工をお客様の

ニーズに対して的確な提案に努める等、環境に配慮した工場運用

と販売をしています。また、冷暖房に関して温度設定を強くする

代わりにサーキュレーターによる循環や加湿器による体感温度の

調整を意識し、感染症対策等で必要な換気はCO2モニタに基づい

て行うなど、省エネと快適さの両立に努めています。

XI
医療法人社団祐和会皮膚科東武川

間
野田市

その他（医療

）

当方人では御利用される患者様にも配慮し、空調機は必要最低限

の使用。照明に関しては季節ごとに節電を行い環境や省エネに配

慮した利用制限で心がけている。

XI 香取プロセスセンター株式会社 香取市 製造業

電力の見える化を施し消費電力の動向を監視し対策に生かしてお

ります。また冷蔵室の扉にカーテンを設置して冷気が外に漏れる

ことのない様に対策をしております。



XI 株式会社ローソンファーム千葉 香取市 農林水産業

弊社では環境に配慮した運営を目指し、農業生産で使用される資

材にリサイクルマルチフィルムを活用したり、ペットボトル

キャップをリサイクルしたコンテナを導入したりと環境に対し出

来ることから取り組んでます。

XI 成田れんこん　久米農場 成田市 農林水産業

当社はれんこんを栽培販売している農家です。照明の間引き、室

温の温度調整を行うことで省エネに取り組んでおります。また、

栽培したれんこんを販売先に運ぶ際には効率的な輸送経路の運行

を実践することで自動車燃費の削減しています。

XI 株式会社 三貴 千葉市 建設業

当社は建物やその敷地内の生活環境を衛生的に保持し、快適で健

康的な生活を確保するため、適切な設計・施行・管理を行いま

す。オフィスでは従業員一人一人が紙の使用量削減・照明のこま

めなスイッチオフに取り組んでいます。

XI 株式会社　日能　佐倉工場 佐倉市
その他（リサ

イクル業）

弊社は、脱炭素化に向けて様々な取り組みをしています。持続可

能型循環社会に向けて、まずはCO2削減、社員一人一人の意識改

革に取り組みます。弊社で使用する電力は、全て再生可能由来に

することを2025年までに達成目標とさせていただいておりま

す。

XI 株式会社　日能　四街道工場 千葉市
その他（リサ

イクル業）

弊社は、脱炭素化に向けて様々な取り組みをしています。持続可

能型循環社会に向けて、まずはCO2削減、社員一人一人の意識改

革に取り組みます。弊社で使用する電力は、全て再生可能由来に

することを2026年までに達成目標とさせていただいておりま

す。

XI 株式会社　楓 船橋市 不動産業

照明の消灯管理・照明のLED化・エアコンの温度管理・・電動ハ

イブリッド車や水素エンジン車の導入等事業者として積極的に取

り組んでいきます。

XI 株式会社IIZASA牧場 成田市 農林水産業

再生可能エネルギー（太陽光）を活用し、電力不足への懸念を少

しでも解消するとともに、光熱水費を抑え、今後も安定した牧場

経営を行ってまいります。

XI 株式会社IIZASA牧場　第二牛舎 成田市 農林水産業

再生可能エネルギー（太陽光）を活用し、電力不足への懸念を少

しでも解消するとともに、光熱水費を抑え、今後も安定した牧場

経営を行ってまいります。

XI 株式会社ありがとう 柏市 製造業

株式会社ありがとうはSDGsの精神にのっとり、廃棄物削減、廃

棄物の有効活用（UPサイクル）、使用するエネルギーの削減を

積極的に取り組んでいます。今後は現状の対策に加えて更なる省

エネに向けた対策を取っていこうと考えております。

XI マンチーズファクトリー 千葉市
その他（飲食

店）

ＳＤＧｓの実現に向けての取り組みを弊社では取り入れていま

す。現時点では、フードロスを出さないようにする、空調使用時

の省エネ等ですが、社員一人一人の意識の改革も含めて、次世代

につなげる責任を感じ、色んなことで貢献していきたいと思って

います。

XI 株式会社メカ 白井市 製造業

当社の製品は食用油の3Rに貢献しています。事業所ではLED照

明、高効率空調設備等へ積極的に更新をしています。受発注管理

システムのweb移行やペーパーレス活動、節電にも積極的に取り

組み、地球にやさしい活動を意識的に取り組んでいます。

XI 有限会社新生社 八街市 卸売・小売業

わが社は創業２２年、現在は八街市内において２店舗リサイクル

ショップを経営しており、商品再生能力に長けたスタッフが汚れ

がある物、壊れた物を見事に再生させ商品化する、リサイクル・

リユースに特化した会社です。また、八街市クリーンセンターと

提携し、ゴミとして持ち込まれた物の中からリユース可能な物を

買い取り、商品を再生し、ゴミ削減に協力しています。



XI 株式会社藤川商運　本社営業所 印西市 運輸・通信業

私達は、環境対策に取り組むことを社会的な義務と考え、低公害

車の導入、省燃費運転の励行等、無駄をなくす行動を実践して行

きます。2010年にグリーン経営認証を取得し、自主的で継続的

な環境保全活動を行っております。また物流センターに太陽光パ

ネルを設置し、自社消費を行うことで、温室効果ガスの排出を減

らす取り組みを行っております。

XI
株式会社インテリアクリーニング

支店
佐倉市 サービス業

省エネ対策やエコ活動を意識し、空調温度管理やクールビズなど

働きやすい環境を作ると共に環境の配慮を心掛けています。それ

以外にも節水・節電・ゴミの分別など、エネルギー消費量の削減

や廃棄物の削減を通し環境を意識した持続可能な社会の実現に向

けて従業員一人一人が積極的に取り組んでいます。

XI
社会福祉法人鳳雄会　特別養護老

人ホーム　ゆうゆう苑
千葉市

社会福祉・介

護事業

施設の省エネ化、創エネ化に積極的に取り組み、地域住民に愛さ

れる『ケア拠点』を目指します。

XI
有限会社エスケイエンジニアリン

グ
千葉市 建設業

環境貢献意識の高い企業を目指しています。弊社の取組が微力な

がらでも、未来に繋がればと思い、参加させていただきます。

2025年までに再エネ由来のエネルギーを70％以上使うことを目

標にしています。

XI 社会福祉法人松峰会 松戸市 サービス業

定期的な職員に対して節電への啓蒙啓発研修を実施し、園内での

節電への取り組みを実施。また、節電への取組を推進するために

園内に担当者を配置し、設備面でもLED照明化並びに人感セン

サー付照明を設置し節電に取り組んでいます。その他、ICT化を

推進することによりペーパーレス化も推進している。今後は、更

なる省電力化へ向けての取組を推進をしていきます。

XI 梨の花保育園 松戸市 サービス業

定期的な職員に対して節電への啓蒙啓発研修を実施し、園内での

節電への取り組みを実施。また、節電への取組を推進するために

園内に担当者を配置し、設備面でもLED照明化並びに人感セン

サー付照明を設置し節電に取り組んでいます。その他、ICT化を

推進することによりペーパーレス化も推進している。今後は、更

なる省電力化へ向けての取組を推進をしていきます。

XI 梨の花レインボールーム 松戸市 サービス業

定期的な職員に対して節電への啓蒙啓発研修を実施し、園内での

節電への取り組みを実施。また、節電への取組を推進するために

園内に担当者を配置し、設備面でもLED照明化並びに人感セン

サー付照明を設置し節電に取り組んでいます。その他、ICT化を

推進することによりペーパーレス化も推進している。今後は、更

なる省電力化へ向けての取組を推進をしていきます。

XI 市川梨の花保育園 市川市 サービス業

定期的な職員に対して節電への啓蒙啓発研修を実施し、園内での

節電への取り組みを実施。また、節電への取組を推進するために

園内に担当者を配置し、設備面でもLED照明化並びに人感セン

サー付照明を設置し節電に取り組んでいます。その他、ICT化を

推進することによりペーパーレス化も推進している。今後は、更

なる省電力化へ向けての取組を推進をしていきます。

XI 総武建設株式会社 八街市 建設業

環境推進計画に基づいて省エネ目標を設定しペーパーレス化、及

びオフィス照明の削減。空調は設定温度を管理等、電力の消費を

モニターにて管理、把握チェックをし推進に努めております。

XI 有限会社南武興業 柏市 建設業

太陽光発電の導入、LED照明の使用など、省エネ活動に取り組ん

でおります。また、井戸を引いており、一部の水は地下水を利用

し、節水も心がけております。



XI 大曽根海藻工業株式会社 いすみ市 製造業

当社は健康、環境、安全な漆喰壁用の天然海草糊材（漆喰協会無

害認定品）を製造しており、加工工程乾燥は乾燥機をなるべく使

用せず、天日乾燥にて実施。工場内の照明は必要時のみ点灯し、

節電に努めております。

XI カーエステK&M 白井市

サービス業、

その他（カー

ディテーリン

グ）

当社ではカーエアコンの効きを良くするためにウィンドーガラス

にフィルムを施工する仕事をしております。それをいかして工場

の窓ガラスにも熱遮断のためにフィルムを施工して工場内の温度

を少しでも下げられるよう努力をしております。

XI 株式会社　加藤和裁　本社 松戸市 サービス業

当社は和服の仕立てや仕立直し等のサービスを提供しています。

大切な着物地が孫子の代まで大事に伝えられるよう願っていま

す。作業場ではアイロンや鏝あるいは照明、空調など電気の無駄

を省くよう、電力の監視装置を導入するなどして節電に努めてい

ます。

XI 仕立の店　藤工房千葉店 千葉市 サービス業

当社は和服の仕立てや仕立直し等のサービスを提供しています。

大切な着物地が孫子の代まで大事に伝えられるよう願っていま

す。作業場ではアイロンや鏝あるいは照明、空調など電気の無駄

を省くよう、電力の監視装置を導入するなどして節電に努めてい

ます。

XI 合同会社狼煙 茂原市 サービス業

支障のない範囲での照明の間引きや部分的な消灯、空調負荷低減

のためのすだれ等の使用、エコマークや再生紙の優先購入、冷暖

房の適正使用の呼掛けに取り組んでいます。

XI 海華我孫子店 我孫子市 サービス業

3Rに積極的に取組んでおり、定期的に3Rに関する情報交換の会

を開催しており、また通常の業務に支障がない範囲で、できる限

り両面コピー、使用済みの裏紙使用、資料の電子化により紙の使

用量の削減などの紙の節約も積極的に取り組んでおります。

XI ドライブイン一宮 一宮町 サービス業

事業所では従業員一人一人が照明の細かなスイッチオフなどに取

組んでいます。今後は太陽光発電を導入し、自然エネルギーの活

用に取り組む予定です。

XI 中国料理　海華 松戸市 サービス業

会社全体が常にエコロジーを意識しながら、業務を行っており、

例えば、業務に支障がない範囲での照明利用の減少、紙の使用量

の削減、3Rの実施など。従業員たちに定期的に報告を提出さ

せ、エコロジー意識の高めに関する意見を募集しております。

XI 海華 松戸市 サービス業

お薦めできる節電方法に関する従業員向けの勉強会を定期的な開

催をしており、業務に支障がない範囲で照明の間引きしや部分的

な消灯、事務用機器の省エネルギーモードへの切替などの節電行

為を従業員たちが意識できるための社内指導も常に行っていま

す。

XI 医療法人社団　瞳治会 成田市 サービス業

脱炭素化に向けLED照明の導入や空調機器の導入をすることによ

り、地域の皆様により良い環境で治療にあたってもらえるよう、

院内の環境整備にも力入れていきたいと考えております。

XI 株式会社カーライフナビ　本社 八街市 サービス業

本社では、照明器具にLEDを導入しており、エネルギーの消費量

削減に取り組んでおります。また、3Rにも取組み廃棄物を削減

しています。

XI 株式会社カーライフナビ　事務所 八街市 サービス業

事務所では、照明器具にLEDを導入しており、エネルギーの消費

量削減に取り組んでおります。また、3Rにも取組み廃棄物を削

減しています。

XI 株式会社ケーアイピー 成田市 製造業
小さな会社ではありますが、生産環境に関わる細かな節電・省エ

ネ活動を積上げてCO2削減に取り組んでまいります。

XI 株式会社魚助　本店 茂原市 卸売・小売業

各店舗、販売先への配送集荷の効率向上に努めており、その他エ

コマークや再生紙の優先購入、及び不要場所の消灯、冷暖房の適

正使用の呼びかけに取り組んでいます。



XI 株式会社魚助　アスモ店 茂原市 卸売・小売業

各店舗、販売先への配送集荷の効率向上に努めており、その他エ

コマークや再生紙の優先購入、及び不要場所の消灯、冷暖房の適

正使用の呼びかけに取り組んでいます。

XI カーザ・アルベラータ 香取市 サービス業

当店はイタリアンレストランを営んでおり、イタリアで学んだ地

産地消の取り組みを活かし、地元の農産物を使用することにより

運送の排ガスやエネルギーなどを削減しています。また、コピー

用紙の再利用やこまめに消灯するなどスタッフ一同取り組んでい

ます。

XI ANTIQUE ANTIQUE 香取市 サービス業

当店はイタリアンレストランを営んでおり、イタリアで学んだ地

産地消の取り組みを活かし、地元の農産物を使用することにより

運送の排ガスやエネルギーなどを削減しています。また、コピー

用紙の再利用やこまめに消灯するなどスタッフ一同取り組んでい

ます。

XI 株式会社南総ヤンマー 市原市 卸売・小売業

事務所、工場、倉庫の照明をLEDに変え、電力の省エネ化に努め

ています。エコドライブの実践、照明やエアコンの調節をし、省

エネに社全体で取り組んでいます。

XI 坂下製菓 香取市
製造業、卸

売・小売業

当社は和菓子の製造販売をしており、工場の電力については新電

力制度の変更にともない早期から再生可能エネルギーを優先的に

選択できる事業者を選定し、配送車両についても電気自動車を導

入する事でCO2削減を実現しております。

XI 株式会社UPGホールディングス 野田市 製造業

私共は、東日本大震災を契機に、太陽光発電パネルの導入や電力

のデマント監視等で日々省電力化に取り組んでおります。今後も

さらにそれらを進めていきたいと心がけております。

XI 株式会社アイベック　千葉営業所 千葉市 卸売・小売業

遮熱塗料や、アルミ遮熱シートをはじめ、建材からエコへの取組

を推進しております。当千葉営業所では、実際の観測データも計

測しており、その効果を検証しながら世の中へPRしています。

XI 医療法人社団　柏愛耳鼻咽喉科 柏市
その他（医療

業）

当院は発熱外来を行っており、細菌感染対策として高性能な空気

清浄機を取り入れ、医療機等にもエコを取り入れ、また換気も出

来る高効率空調設備を取り入れたいと考えており、感染予防に努

めております。

XI グループホームスマイル 香取市
その他（介護

事業）

入居者に快適に日常を過ごして頂きつつ、従業員一人一人が電

気・資源の削減を意識し、空室・不在時等のこまめな消灯、空

調・換気設備の定期的な清掃・点検を実施しております。

XI
株式会社フォーチュン　まんがラ

ンド本八幡店
市川市 サービス業

当社は店舗で使用するエアコンを始めとした空調設備を省エネモ

デルに交換するなどの対策を行っております。オフィスでは紙の

使用量削減及び、照明のこまめなスイッチオフに取り組んでいま

す。

XI
株式会社フォーチュン　まんがラ

ンド柏店
柏市 サービス業

当社は店舗で使用するエアコンを始めとした空調設備を省エネモ

デルに交換するなどの対策を行っております。オフィスでは紙の

使用量削減及び、照明のこまめなスイッチオフに取り組んでいま

す。

XI
株式会社フォーチュン　まんがラ

ンド行徳店
市川市 サービス業

当社は店舗で使用するエアコンを始めとした空調設備を省エネモ

デルに交換するなどの対策を行っております。オフィスでは紙の

使用量削減及び、照明のこまめなスイッチオフに取り組んでいま

す。

XI
株式会社フォーチュン　まんがラ

ンド浦安店
浦安市 サービス業

当社は店舗で使用するエアコンを始めとした空調設備を省エネモ

デルに交換するなどの対策を行っております。オフィスでは紙の

使用量削減及び、照明のこまめなスイッチオフに取り組んでいま

す。

XI マツザキ理容店 木更津市 サービス業
当店では、お客様に支障のない範囲で、店内のエアコンの温度を

削減し、照明をLED化して使用電力を軽減していきます。



XI グリーンカ―デザイン 千葉市 卸売・小売業

CO2削減・節電のため社内のLED照明化や工場内の遮熱シートの

設置等を実施しております。エコカー・ハイブリッド車等の販売

促進に取り組んでいます。

XI 有限会社ヨシダ商事 匝瑳市 卸売・小売業

当社は鉄スクラップの回収を手掛けており、また、鉄スクラップ

として廃棄された鉄を再利用できる形で販売し、鉄資源のリサイ

クルに取り組んでいます。事業所では空調の適切な温度設定や照

明のこまめなスイッチオフに取り組んでいます。

XI ユナイテッドファンクションズ 八千代市
その他（情報

通信）

省エネルギー機器、EVの導入などを通じ、脱炭素化へ向けて

日々取り組んでおります。

XI 有限会社　青木屋商店 南房総市 卸売・小売業

弊社は自然な造りのワインを中心に取り扱う酒販店であり、ナ

チュラルなワインを扱う一員としての自覚を常に意識し、無駄な

照明や電気機器の使用を控えたり、配送先をルートで集約しエネ

ルギーの削減、店頭ガラス面に紫外線カット及び断熱フィルムを

貼っています。

XI IKコンクリート工業株式会社 横芝光町 製造業

当社はコンクリート2次製品の製造・販売をしていますが、コン

クリート製品製造時に必要とする常圧蒸気養生で使用する重油ボ

イラーの稼働時間を可能な限り短縮し、CO2削減に取り組んでお

ります。

XI 鮨しばかつ 船橋市 サービス業

当社は飲食業を営んでおり、店舗ではエアコンの温度を適切に設

定することでCO2排出削減に貢献しております。またバックオ

フィスの取り組みとして書類や資料の電子化を推進し、ペーパー

レスによる環境負荷低減を実施しております。

XI 株式会社飯塚海苔店　本店 船橋市
製造業、卸

売・小売業

海苔は、海の自浄作用を持っており、環境に配慮された商材で

す。地元の原料の利用はもちろん、食品ロス対策として新商品開

発等も行っております。事務所におきましても消耗品の使用量削

減、使用電力の効率化を現在も取り組んでおります。

XI 介護老人保健施設　総和苑 千葉市
その他（社会

福祉事業）

当苑は従業員1人1人が空室・不在時等のこまめなスイッチオフ

に取り組んでいます。また、空調フィルターの清掃・点検を行っ

ております。

XI グループホームハーモニーそが 千葉市
その他（介

護・福祉）

太陽光発電システムを導入して施設内の必要電力を再生可能エネ

ルギーで全てまかなうよう計画している。日常使用している消耗

品も環境ラベル表示のある商品を優先的に使用している。

XI
トレンディインフォメーション株

式会社
浦安市 卸売・小売業

当社は、小まめな照明の消灯や、上げすぎ下げすぎのない空調温

度の省エネルギーに努めています。印刷は積極的に裏紙の使用を

推進しており、3Dによる廃棄物の削減にも取り組んでおりま

す。STOP地球温暖化!!!

XI リトルチャンチャン 四街道市 サービス業

当店では食材ロスをださないために、その日使う分だけを仕入れ

る努力しており、アイドルタイム等には使わない電気等切る努力

をしています。今回、エアコン等少しでもCO2減らせればと考え

ております。

XI ヘアーサロンプラーナ 習志野市 サービス業
町の小さな美容室ですが全員で材料の削減、ガス・水道・電気の

こまめな削減にも取り組んでいます。

XI 冨士サービス株式会社 松戸市 建設業

XI エム・エー・シー有限会社 船橋市
建設業、

サービス業

設計ではPC・コピー機、照明等などLEDを使用し、こまめに電

気等スイッチOFFにしています。店舗では全ての照明をLEDと

し、節電しています。

XI 株式会社タニ 成田市
その他（漁業

）

当法人では、生物養殖等で多くの照明や空調を利用しておりま

す。環境に密接に関わるものなので最低限の環境は維持したま

ま、照明・空調の電源ON・OFFをこまめにしております。



XI 東産業株式会社 旭市
不動産業、

サービス業

敷地内に太陽光発電設備を設置、事務所並びに併設するゴルフ練

習場内全照明・屋外投光器のLED化を実施。今後も省エネタイプ

の空調・OA機器への入替、紙の使用量削減、節電など社員一丸

となり地球温暖化対策となるCO2削減に取り組んでまいります。

XI イトー鍼灸整骨院 袖ケ浦市
その他（療術

業）

当社は鍼灸院・整骨院の経営をしています。院全体でLED照明を

使用し、使用しない施術室及び治療機器等のこまめなスイッチオ

フに取り組んでいます。また、裏紙の積極的利用により紙の利用

量の削減に取り組んでいます。

XI 河政商事株式会社 鎌ケ谷市 卸売・小売業

資源が少ないと言われる日本で、近年世界情勢が緊迫している

中、一喜一憂しないよう、まず社内でできる電気の適宜な使用、

残業をしない環境に取り組んでおります。

XI 株式会社　長谷川商事 松戸市 卸売・小売業

地球温暖化対策として、2021年5月より太陽光発電システムを導

入し、事務所内夏期空調温度28℃、冬季空調20℃を目安に設定

しています。また、事務所内照明のLED化を進め、外出時、退社

時、不在時の不要電源カットを励行しています。

XI Buzzll Hair 松戸市 サービス業
店内の電球をLEDランプに替え、日昼の明るい時間帯には必要の

ない照明は消しています。

XI 時代おくれ 成田市 サービス業

営業時間外の客席消灯や、空調機器の設定温度にこまめに気を配

るなどの温度管理、エアコンのフィルター清掃などによる節電等

を通じ、ひとつひとつ小さなことからコツコツと取り組んでいま

す。

XI
センコー物流倉庫株式会社　本社

物流センター
匝瑳市

運輸・通信業

、倉庫業

施設内設備はエネルギー消費効率の高い機械へ切り替えなどを通

じて、ＣＯ２排出削減に努めています。事務所内では省エネモー

ドを活用した節電対策の実施やエアコンの適正使用、照明のこま

めな消灯を心掛けています。

XI 株式会社MONTEO 市原市 サービス業

当社は限りあるエネルギーとより良い環境の未来、将来の社会、

子供たちのためにCO2削減に取り組んでいます。従業員のウォー

ムビズ、クールビズ、エアコンのエコ運転、照明はLEDに交換し

ました。今後もできる限りCO2削減に努めております。

XI 有限会社ラ・プラス 四街道市 サービス業

全教室・廊下にLED照明を使用し、空き教室では消灯を徹底。冷

暖房の温度設定を適切にしている。各教室にブラインドを設置

し、冷暖房の効率を上げている。

XI みつわ台小売市場協同組合 千葉市 卸売・小売業

当組合では、資源ごみはリサイクル業者が回収しています。近

年、屋外駐車場と屋外店との照明をLED化し、建物内は従業員全

員で節電を心がけています。組合全体で環境に配慮した取組を

行っています。

XI アイティオー干潟薬局 旭市 卸売・小売業

地球温暖化対策として、事務所内夏季空調温度28℃、冬季空調

20℃を目安に設定しています。また、従業員一人ひとりがエコロ

ジーを心がけ、紙の再利用、こまめな照明のスイッチオフやエコ

キャップへの取組など、ゼロ・エミッションを目指し積極的な省

エネ・エコ活動に取り組んでいます。

XI ひらい整骨院形成大久保院 習志野市
その他（医療

業）

地球温暖化対策として、事務所内夏季空調温度28℃、冬季空調

21℃を目安に設定しています。また、事務所内の照明はLED化を

進めるとともに、従業員一人ひとりがエコロジーを心がけ、紙の

再利用、こまめな照明のスイッチオフやエコキャップへの取組な

ど、ゼロ・エミッションを目指し積極的な省エネ・エコ活動に取

り組んでいます。

XI ハップス東寺山店 千葉市 サービス業

地球温暖化や省エネルギーについて日ごろから常に関心をもち、

照明のこまめなスイッチオフやコピー用紙の裏紙利用、エコドラ

イブ、廃棄物の削減に取り組んでいます。



XI ハップス千城台店 千葉市 サービス業

地球温暖化や省エネルギーについて日ごろから常に関心をもち、

照明のこまめなスイッチオフやコピー用紙の裏紙利用、エコドラ

イブ、廃棄物の削減に取り組んでいます。

XI ハップス鎌ヶ谷店 白井市 サービス業

地球温暖化や省エネルギーについて日ごろから常に関心をもち、

照明のこまめなスイッチオフやコピー用紙の裏紙利用、エコドラ

イブ、廃棄物の削減に取り組んでいます。

XI ハップス鎌ヶ谷南店 鎌ケ谷市 サービス業

地球温暖化や省エネルギーについて日ごろから常に関心をもち、

照明のこまめなスイッチオフやコピー用紙の裏紙利用、エコドラ

イブ、廃棄物の削減に取り組んでいます。

XI ハップス市川駅前店 市川市 サービス業

地球温暖化や省エネルギーについて日ごろから常に関心をもち、

照明のこまめなスイッチオフやコピー用紙の裏紙利用、エコドラ

イブ、廃棄物の削減に取り組んでいます。

XI ハップス三咲店 船橋市 サービス業

地球温暖化や省エネルギーについて日ごろから常に関心をもち、

照明のこまめなスイッチオフやコピー用紙の裏紙利用、エコドラ

イブ、廃棄物の削減に取り組んでいます。

XI 有限会社佐藤保険事務所 鴨川市 金融・保険業

事務所にLED照明を導入し顧客様と業務に支障の無い範囲で（昼

休みや休憩時間等）消灯管理を徹底しています。また、コピー用

紙の使用削減、再利用を図っています。

XI テクノサイエンス株式会社 柏市

卸売・小売業

、その他（研

究開発）

弊社は優れた製品・サービスの提供を化学で国際社会や未来に貢

献する事を理念とし、商品開発に取り組んでおります。2017年

から東大との共同研究で省エネ対策としてCO2の削減でボイラー

トラップ（SP-CRD：凝縮水除去装置）の交換で蒸気の燃料費が

10～20％の削減が可能となる製品のご紹介をしております。

XI ミレー株式会社 多古町 卸売・小売業

現在、照明はLEDに全て交換しております。今後、さらなるエコ

活動に取り組むべく、高効率空調機などを入れて、より一層の省

エネ化に努めてまいります。商品の集荷や配達時にも、エコドラ

イブを実施すべく社員教育も徹底します。

XI 千葉県木材市場協同組合 東金市
その他（複合

サービス業）

当組合では森林・林業・木材産業の持続性を高める流通に努めて

います。事業所内では、こまめなスイッチオフ、室温の適正管

理、再利用など、環境負荷の低減に取り組んでいます。

XI 株式会社AJワークス 東金市 卸売・小売業

当社は自動車販売、買取、修理、車検、板金等総合的に手掛けて

おり、乗れる車はなるべく修理をして大切に乗っていただけるよ

う精一杯自動車と向き合って仕事をしています。修理の際にはリ

サイクル部品を積極的に使用して、エコを意識しております。無

駄な電力を使用しないよう効率を考えて作業し、安全かつ丁寧な

仕事を意識して無駄をなるべくないよう全員で努力しておりま

す。

XI 成田空港給油施設株式会社　本社 成田市

建設業、その

他（その他

サービス業）

業務用車両の低公害車化や作業服リサイクルなどの全社的な方針

に係わる取り組みを推進しています。また、オフィスにおいて

は、遮熱スクリーンの設置や不要照明の消灯などにより省エネを

図っています。

XI
成田空港給油施設株式会社　成田

事業所
成田市

建設業、その

他（その他

サービス業）

空港内特殊車両を含め業務車両を多く所有していることから、エ

コドライブに関する最新情報を適宜配信するほか、ドライブレ

コーダーの運転状況を教材としたエコドライブの推進などにより

省エネに取り組んでいます。

XI
成田空港給油施設株式会社　千葉

事業所
千葉市

建設業、その

他（その他

サービス業）

電気自動車については、再エネ100%電力によるグリーン充電を

行っています。また、オフィスにおいては、ブラインドや遮光

フィルムの利用、照明への人感センサー設置などにより省エネに

取り組んでいます。

XI
成田空港給油施設株式会社　四街

道事業所
四街道市

その他（その

他サービス

業）

現場移動手段として業務車両の使用が多いことから、従業員一人

ひとりがエコドライブを心掛けています。また、オフィスでは再

生紙の使用や室内温度を適正に管理する等、省エネを意識した取

り組みを行っております。



XI 株式会社ソニックデザイン 千葉市 製造業

脱炭素化、CO2削減の為に電気自動車を発売当初から、複数台所

有している。事業所においては節電、リサイクルに対して積極的

に取組んでいる。

XI 株式会社ラフィーグ 匝瑳市 製造業
分類4エネルギー消費量の削減 34、35番を弊社社員全員で積極的

に取り組んで行きます。

XI 株式会社ＮＹＳコーポレーション 船橋市
その他（専門

サービス業）

当社は太陽光発電設備の販売、設置、及び、それらに関するコン

サルティングを行っております。また、稼働した太陽光発電設備

の保守、管理を行っております。省エネ・省コスト・省CO2を

モットーに、日々の節約、業務、事業策定を行っております。

XI 塚本建材株式会社 市川市 卸売・小売業

ペーパーレス化をはじめ、適正な温度管理、照明やディスプレイ

のこまめなオフなど、社員一人一人が環境を意識して省エネ活動

に取り組んでいます。また、順次、次世代自動車を導入するとと

もに、エコドライブとアイドリングストップを徹底しています。

XI
社会福祉法人　透友会　特別養護

老人ホーム　有楽苑
成田市

その他（福

祉）

２年前に既存の設備を高効率空調設備に切り替えて大幅な電気使

用量削減を達成しました。使用しない電気を消したり細かい気づ

きで無駄を削ることも大切ですが、築２０年を過ぎて開設時から

の古くなった設備を入れ替えることで更に電気使用量を下げてい

けるように長中期で計画しています。

XI
特別養護老人ホーム　有楽苑（ユ

ニット）
成田市

その他（福

祉）

入所者様に過ごしやすい環境を提供しつつ、職員が使用する部屋

のエアコンの温度は過度な設定にしないことにしています。ま

た、共用部分の消灯時間を早めに定めて常夜灯に切り替えたり、

人感センサーライトを使用して電気使用量の削減に努めていま

す。

XI 株式会社フジコー 白井市
その他（廃棄

物処理業）

当社は建築系廃棄物の再生利用に取り組んでおります。また再利

用出来なかった木くず・紙くず・繊維くずを用いて再生可能エネ

ルギーであるバイオマス発電を行っていることもあり各従業員の

省エネルギーへの関心が非常に高いです。

XI 株式会社エス・エス・エス 富津市

電気・ガス・

熱供給・水道

業、サービス

業

弊社では少しでも温暖化対策に貢献できるよう、エアコンの温度

設定に気をつけることや、照明をこまめに切ること等、できるこ

とから行っております。これからも日々新しい情報を取り入れ、

更に脱炭素化をはじめとしたSDGsの取り組みにも力を入れてい

きたいと考えております。

XI
GOEN ENTERTAINMENT株式会社

Amphi hair
柏市 サービス業

省エネモード、LED電球、エコ通勤、エコマーク商品、再生紙の

使用等を徹底している。

XI ナノテック株式会社　本社 柏市 製造業

ナノテック株式会社は、環境と医療へ貢献することを軸に事業展

開を行っています。弊社は、平成元年8月に、プラズマと真空に

夢を追う会社として創業し、PV、薄膜に関する製品とサービス

を提供できる国内唯一の総合エンジニアリングメーカーとして事

業を行っております。

XI 株式会社　　リード 千葉市 金融・保険業
営業時の移動はエコカー又は電車を利用、自転車通勤、オフィス

では紙の使用量削減に取り組んでおります。

XI
ケアハウス　リバーサイド・ヴィ

ラ
松戸市 サービス業 エネルギー使用量を管理し、見える化・分析を行っています。

XI 株式会社丸協 松戸市 サービス業

事務所内の省エネ化に無ぇ、エアコンの設定温度調整、清掃、消

灯箇所・時間の設定、クールビズの実施、請求書資料の電子化・

両面印刷や裏紙の使用によるペーパーレス化、事務所内の植栽な

ど、環境負荷低減に取り組んでいます。

XI 渡辺商店 神崎町 卸売・小売業

店舗の照明など電機はこまめに切る、電気設備を省エネの物に交

換するなどの身近な取組を行います。将来的には太陽光発電の導

入、EVの充電設備の設置も検討し、地震・台風・大雨等の災害

時に地域生活と安全を守る役割を果たします。



XI 株式会社ビギン 船橋市

卸売・小売

業、不動産

業、サービス

業

オフィスでは電気の使用量削減、照明のこまめなスイッチオフに

取り組んでいます。

XI
ケイアイスティールサービス株式

会社
君津市 製造業

社員一同節電を心がけ、工場や事務所内では人がいない時間の消

灯をして無駄な電力を使わないようにしている。社外ではエコド

ライブを実施し二酸化炭素排出を抑えるよう努めている。設備も

順次最新の機器に交換することにより、電力を抑えた営業を行っ

ていく予定。

XI
医療社団法人武田会　かまとり武

田肛門科
千葉市

その他（医

業）

当院では使用済みの紙の再利用や業務の見直しを行いながら残業

制限などに取り組み、また、院内では使用していない部屋など不

要な照明のこまめなスイッチオフに職員一同取り組んでいます。

XI 有限会社北川材木店 香取市 卸売・小売業

弊社では紙の使用量削減・照明の消灯管理・クールビズ、ウォー

ムビズに取り組んでおります。また照明のLED化および外壁塗装

を遮熱効果の高いものに順次変更を進めております。

XI
打撃屋　市原辰巳台バッティング

ドーム
市原市 サービス業

各店舗内の脱炭素化に向けて、既存設備照明のLED照明への変更

や高効率空調機への更新など取組を実施しております。クールビ

ズやウォームビズにも心がけており、室内温度維持を行うことで

環境改善に努めております。

XI each hair&tatal beauty 習志野市 サービス業
オフィスでは従業員一人ひとりが電気の使用量削減・照明のこま

めなスイッチオフに取り組んでいます。

XI 川辺スタジオ株式会社 市川市 卸売・小売業

弊社は省エネ・エコ活動を行っております。LED照明の導入、不

用な照明の消灯の徹底、室温の適正管理を中心に日々行っており

ます。

XI 合資会社藤間シート装飾 千葉市 製造業

事業の中では従業員一人ひとりが紙の使用量削減・照明のこまめ

なスイッチオフに取り組むとともに従業員の意識改革にも取り組

んでいます。

XI
合資会社藤間シート装飾　千葉工

場
千葉市 製造業

事業の中では従業員一人ひとりが紙の使用量削減・照明のこまめ

なスイッチオフに取り組むとともに従業員の意識改革にも取り組

んでいます。

XI 医療法人社団晴心会　平野眼科 館山市
その他（医

療）

院内で使用する照明の削減や不要フロアでの使用頻度を抑えなが

ら順次LED化を進めています。エアコン温度の適正管理を徹底。

古いエアコンを使っているので、新しく変更することでより地球

温暖化により一層役立てるよう、従業員一同協力して取り組んで

いきます。

XI 陶芸工房「間」 香取市
その他（陶芸

教室）

当工房では粘土・釉薬その他再生できるものはすべて再利用する

よう心がけております。また焼成については、炉内の空間を無駄

なく使用するため窯詰めに努力し、従業員や生徒一人ひとりが

CO2削減に取り組んでおります。

XI 宮﨑惠子バレエ研究所 木更津市 サービス業

使用していない部屋のエアコンや照明などはこまめに消し、無駄

なエネルギーを使わないように努めている。設備についても古い

ものを使い続けるのではなく、最新のものに替えることにより省

エネ対策を行っている。

XI 弥六商店株式会社 神崎町 卸売・小売業

弥六商店株式会社は地域社会への貢献と「SDGs」の達成に向け

てエネルギー消費量の削減等の省エネを実施しています。また、

3R活動等による廃棄物の削減を積極的に実施しCO2の削減に取

り組んでいます。

XI おか乃 神崎町 サービス業

当店は店舗の照明など電気はこまめに切る、電気設備を省エネの

ものに交換するなどの身近な取組を行っています。また、地産地

消を促進し、輸送の削減を図ること、フードロス削減のため、食

べきれる量を注文してもらうなどのメニューの工夫を行っていま

す。



XI 五代目森山清次兵衛 神崎町 製造業

地元食材であるコメの六次産業化等を通じ、食材廃棄の減少に取

り組んでいます。「おかき」の製造現場でも包装資材や紙の使用

量削減、照明・冷暖房設備のこまめなスイッチオフに取り組んで

います。

XI 奥養老ヴィレッジ 市原市 サービス業

キャンプ場の場内施設、炊事場やトイレ、シャワー室、管理棟な

どの電灯をLED化し低消費電力にして環境負荷の低減に努めま

す。古木も毎年伐倒して新しく植材を行い美しく環境に優しい

キャンプ場を目指します。

XI
社会福祉法人児童愛護会　長生厚

生園
茂原市 サービス業

事業所内の省エネ化に向け、LED照明の設置及びこの度、高効率

空調機への更新へ取り組みを実施。また、デマンド監視システム

も導入しており、必要ない箇所の照明をこまめ消灯しておりま

す。空調機も設定温度の管理に努めております。利用者さまの送

迎もより効率的なルートや運転に対してもエコドライブの徹底を

努めています。

XI 中華レストラン太郎 八街市
その他（飲食

業）

店内照明器具を全部LEDにすることでより電気を節約できる。窓

などを二重にする或いは断熱シートを張ることでエアコンをつけ

る回数も少なくなる。プラスチックゴミをできるだけ出さないこ

と。無駄のない消費を常に心がけること。

XI 株式会社堀内製作所 松戸市 製造業
省エネの主な取組は、工場の窓を二重サッシにし、またブライン

ド併用で断熱しています。

XI 株式会社ソフケン 白井市 製造業

弊社は、製造業にて複数台の空調機を使用しており、出社、退勤

時のスイッチON・OFFを徹底しております。また、電気・水道

全般に対し削減を心がけております。

XI
エプソン販売株式会社　千葉営業

所
千葉市 製造業

プリンターはインクジェット方式を採用し、CO2排出量をレー

ザー方式と比べて約47％以上を削減しています。また自社内で紙

の再生を実現する乾式オフィス製紙機「PaperLab」を活用し、

用紙の再生に必要な水と、輸送で発生するCO2を大幅に削減して

います。

XI 有限会社一蘭荘 香取市 サービス業

環境に配慮した木造建築です。人感センサー付き照明等を使用

し、一人ひとりが空調・照明などこまめなスイッチオフに取り組

んでいます。

XI 株式会社TWO塗装企画 木更津市 建設業

XI 島崎熱処理　株式会社 習志野市 製造業

2010年のISO14001認証取得を契機とし、省エネやフォークリフ

トの電動化など、環境に配慮した活動に鋭意取り組んで参りまし

た。今後も更なるCO2排出削減を目指し、持続的な目標管理に努

めて行きます。

XI 株式会社みのわ寿司 野田市 サービス業

店舗内の省エネ化に向け、全面LED照明の設置及びこの度、高効

率空調機への更新へ取組を実施しております。また、照明やエア

コンを効率的に運用して、こまめな消灯、設定温度の管理に努め

ております。

XI
株式会社　扇港電機　千葉中央営

業所
千葉市 卸売・小売業

全従業員が環境問題の必要性を理解し、地球温暖化防止のため、

身近なところから出来ることをコツコツと実行していきます。ま

た、環境配慮型の商品を提案・販売し、トータル的な環境整備に

つとめています。

XI 株式会社　扇港電機　東都営業所 船橋市 卸売・小売業

全従業員が環境問題の必要性を理解し、地球温暖化防止のため、

身近なところから出来ることをコツコツと実行していきます。ま

た、環境配慮型の商品を提案・販売し、トータル的な環境整備に

つとめています。

XI
株式会社　扇港電機　千葉西営業

所
千葉市 卸売・小売業

全従業員が環境問題の必要性を理解し、地球温暖化防止のため、

身近なところから出来ることをコツコツと実行していきます。ま

た、環境配慮型の商品を提案・販売し、トータル的な環境整備に

つとめています。



XI 株式会社　扇港電機　北総営業所 酒々井町 卸売・小売業

全従業員が環境問題の必要性を理解し、地球温暖化防止のため、

身近なところから出来ることをコツコツと実行していきます。ま

た、環境配慮型の商品を提案・販売し、トータル的な環境整備に

つとめています。

XI 株式会社　扇港電機　旭営業所 旭市 卸売・小売業

全従業員が環境問題の必要性を理解し、地球温暖化防止のため、

身近なところから出来ることをコツコツと実行していきます。ま

た、環境配慮型の商品を提案・販売し、トータル的な環境整備に

つとめています。

XI 有限会社北柏交通 柏市 運輸・通信業

当社では、平成27年からタクシーに使用する車両を電気自動車

に変更し、脱炭素社会に向けた取り組みに寄与している。現在、

所有車両33台の内19台が電気自動車である。

XI アタックゴルフ練習場　市原 市原市 サービス業

当社では、照明器具のLED化、空調機の清掃や機器更新、節水危

惧の取り換えなどを行っています。従業員全員で節電対策の意識

を高めて、エネルギー消費の削減に取り組んでおります。

XI 新基測量株式会社 市川市 建設業

照明・電気設備の省エネ化、点灯時間・使用時間の最小化を社員

全員で意識的に取り組み、省電力化・脱炭素化へ継続的に貢献い

たします。

XI インド・ネパール料理RAIGARH 松戸市
その他（飲食

店）

当店はCO2削減に向けて、敷地の緑地化、LED照明の導入、御利

用いただくお客様が快適な環境かつ設定温度の最適化を進めてお

ります。

XI きたはら有限会社 成田市
不動産業、

サービス業

介護と不動産事業を行っており、高齢の利用者様が安全・快適に

ご利用できるよう心がけておりますが、加えて、自然環境に配慮

した持続可能な社会の発展に努めております。

XI すし波奈 千葉市 サービス業

エネルギー消費量を削除するために一番わかりやすいこととし

て、照明と空調に関しては業務に支障ない範囲でのこまめなス

イッチオフと、さらに照明に関してはLED照明の導入。それに伴

いエネルギー消費量の50％以上の省エネルギー化を目指し取り

組んでいます。

XI 有限会社飯田紙業 市川市 サービス業

当社は古紙や段ボールを回収し、リサイクルへ繋げる事業を行っ

ています。オフィスでは、紙の使用量削減や室温の適正管理に従

業員みんなで取り組んでおります。

XI 株式会社エコック 市川市
不動産業、

サービス業

当社は古紙や段ボールを回収し、リサイクルへ繋げる事業を行っ

ています。オフィスでは、紙の使用量削減や室温の適正管理に従

業員みんなで取り組んでおります。

XI アート株式会社 千葉市 サービス業

当社では、紙の使用量削減のためデータ化等で不要な印刷を減ら

しています。また営業時間外の一部の照明消灯、空調の設定温度

管理などにより、省エネを実施しています。

XI 黒川工務店 匝瑳市 建設業

太陽光パネルの発電を利用し、人感センサー、LED照明を取り入

れてCO2削減に取り組んでいます。また、ハイブリッドカーの導

入やエコドライブの実施にも取り組んでおります。

XI 株式会社大創 東金市 建設業

現場への効率的な移動手段や環境に配慮した建設機械への買い替

えにより、CO2排出量の削減に取り組んでいます。オフィスで

は、LED照明を使用し紙の使用量削減にも皆で取り組んでいま

す。

XI エイトイグジット株式会社 旭市

サービス業、

その他（賃貸

管理業）

当社は環境配慮型住宅の賃貸管理やリフォームを手掛けていま

す。廃材の分別リサイクルに取り組み、事務所では紙の使用量削

減や照明のこまめなスイッチオフに取り組んでいます。

XI ラーメン天一 市原市
その他（飲食

店）

飲食店として、無駄なものを出さずゴミを少なくさせ、清潔な環

境を維持できるよう常に心がけて無駄を省くことを全従業員が心

がけています。

XI 船橋健恒会ケアセンター 船橋市 サービス業

当施設では日中は屋外からの光を取り入れ、照明の使用は最小限

に抑えています。また、エアコンの設定温度も施設全体で統一さ

せ、不要なスイッチ操作を減らし電力消費の削減、省エネに努め

ています。



XI
飯島設備工業株式会社　いすみ営

業所
いすみ市 建設業

お客様へ、環境に配慮した製品の提案を心掛けています。また、

オフィスでは、紙の使用量削減やノー残業デー実施による電力使

用量削減など温暖化対策に取組んでいます。

XI 株式会社椎名畜産 横芝光町 卸売・小売業

電力の利用量が多い時には連絡が入るシステムを取り入れ、電力

消費量の削減に取り組んでいます。また、従業員一人ひとりが紙

の使用量削減、照明や電子機器等のこまめなスイッチオフに取り

組んでいます。

XI 株式会社　東研 山武市 不動産業
オフィスでは従業員一人一人が紙の使用量削減・照明のこまめな

スイッチオフに取り組んでいます。

XI 有限会社　拓研 山武市 不動産業
一人一人が紙の使用量削減・照明のこまめなスイッチオフに取り

組み、エコな運転を心がけています。

XI HARELU　hair＆spa 市原市 サービス業

太陽光発電システムを導入してCO2の削減、看板や室外の照明は

タイマーを使用。エアコンの温度管理等節電に取り組んでいま

す。

XI フラワーねもと 香取市 卸売・小売業

省エネルギー化の取り組みとして、細めな消灯や紙のリサイクル

に取り組んでおります。また、商品配送のルートや積載量を工夫

することによって、省燃料化に取り組んでおります。

XI 樹里 香取市 サービス業
日当たりや外気温を確認しながら、照明やエアコンの設定をこま

めに調整しています。

XI 有限会社帝建工業 市原市 建設業

当社では現場に向かう車両エコドライブ実施や低燃費走行の心掛

けをしています。日中の事務所内温度調整及びこまめなスイッチ

OFF、コピー用紙など使用量を電子化への切替により減量に成

功。

XI クロワッサンファクトリー五井店 市原市 卸売・小売業

太陽光発電システムを取り入れる事と、空調設備を入れ替えする

事で、大きな省エネ化ができると期待している。また日常より余

分な電力を使わない様に冷凍庫や冷蔵庫のファンの清掃や庫内の

整理整頓に取り組んでいる。

XI 有限会社丸庄商事 船橋市 不動産業

当社はCO2排出量削減を心掛けており、高効率空調機の導入や照

明設備のLED化取り組んでおります。 電気使用量の削減や照明

等の使用頻度を減らしリサイクル素材の使用やペーパーレス化へ

の取り組みを心掛けております。

XI 株式会社 德倉　東金工場 東金市 製造業

当社はこれまでISO14001、エコアクション21の取得等、環境課

題に対し積極的・継続的に取り組んできました。来年にはSBTを

設定し、砂糖粉砕特殊加工のトップメーカーとして、業界を牽引

してCO2削減に取り組みます。

XI 石井 早苗 船橋市 不動産業

CO2排出量削減を心掛けており、高効率空調機の導入や照明設備

のLED化に取り組んでおります。ペーパレス化への取り組みや空

調フィルターの定期清掃を行い省エネ活動の推進を行っていきま

す。

XI 有限会社大佐和産商 富津市 卸売・小売業

日頃、CO2削減とは縁遠い石油製品を取り扱っている弊社ではご

ざいますが、これからもCO2削減に向け、少しでも努力してまい

ります所存であります。

XI カーショップフレンド成田店 成田市 卸売・小売業

当社は自動車用品・自動車部品等の販売、又、自動車リサイクル

業との連携を行い、新品部品問わず、近郊の自動車修理工場さん

へ中古部品販売党も行っています。従業員たちはペーパーの無駄

を省き使用済ペーパー（裏面）をメモ書き用に使用するなどを

行っている。

XI 石井賢伸 船橋市 不動産業

CO2排出量削減を心掛けており、高効率空調機の導入や照明設備

のLED化に取り組んでおります。ペーパレス化への取り組みや空

調フィルターの定期清掃を行い省エネ活動の推進を行っていきま

す。



XI 車検のコバック　印西小林店 印西市 サービス業

自動車事故車修理に於いて他社では部品交換作業になってしまう

損傷修理でも、当社では部品修理率及びリサイクル部品使用率を

向上させる事によって、部品交換で生じるCO2の排出量削減に努

めています。

XI 共同リサイクル株式会社　本社 成田市
その他（廃棄

物処理業）

会社全体でCO2削減に向け、エコドライブの推進・照明設備の

LED化等の節電対策・電気自動車や電気フォークの導入等に力を

入れております。今後も環境負荷低減につながる活動に取り組ん

でいきます。

XI
共同リサイクル株式会社　多古リ

サイクルセンター
多古町

その他（廃棄

物処理業）

会社全体でCO2削減に向け、エコドライブの推進・照明設備の

LED化等の節電対策・電気自動車や電気フォークの導入等に力を

入れております。今後も環境負荷低減につながる活動に取り組ん

でいきます。

XI 農園リゾートTHE FARM 香取市
農林水産業、

サービス業

当社は2016年に貸農園としては日本で初めてJGAP認証農場とし

て登録され、環境に配慮した農業に取り組んでおります。社用車

にはEVの導入を積極的に行い、グランピング施設では全国最多

となるEV充電設備も導入いたしました。今後も豊かな自然がい

つまでも続くように環境に配慮した活動に努めてまいります。

XI 特別養護老人ホーム　トータス 市原市
その他（老人

福祉）

職員一人ひとりが省エネルギーを意識し、空調の適切な使用、照

明の間引き及び不要な電気設備のこまめなスイッチオフを行い節

電を心がけています。また空調設備の定期的な清掃を実施し効率

的かつ長期的な使用ができるよう取組んでいます。その他には裏

紙の使用、両面印刷などで紙の使用量削減を行っています。

XI
リソースガイア株式会社　本社工

場
松戸市

卸売・小売

業、その他

（一般廃棄物

処理）

弊社グループは経営方針として「社会との調和」を掲げており、

家庭や企業から排出される古紙やペットボトル、ビン缶など様々

な資源物や廃棄物のリサイクルを行い地域の環境リサイクルに貢

献しています。当工場では松戸市から出る古紙や古着、ペットボ

トルやビン缶などを資源化しており、地域に根付いた活動を行っ

ております。また、（公）日本容器包装リサイクル協会へペット

ボトルの再生処理事業者として登録しており、廃ペットボトルを

様々な製品に生まれ変わらせる役目を担い、脱炭素社会へ向けた

活動に力を入れております。

XI
リソースガイア株式会社　浜野工

場
千葉市

卸売・小売

業、その他

（ペットボト

ル処理）

弊社グループは経営方針として「社会との調和」を掲げており、

家庭や企業から排出される古紙やペットボトル、ビン缶など様々

な資源物や廃棄物のリサイクルを行い地域の環境リサイクルに貢

献しています。当工場は長年に渡り、（公）日本容器包装リサイ

クル協会 ペットボトルの再生処理事業者として登録しており、

廃ペットボトルを様々な製品に生まれ変わらせる役目を担ってき

ました。近年、海洋プラスチックが問題視されている中、海岸ご

み清掃のボランティア活動へも参加し、そこで集めた海洋ゴミか

らリサイクル製品へ生まれ変わらせるための取組みも行っており

ます。

XI
リソースガイア株式会社　市川塩

浜営業所
市川市

卸売・小売

業、その他

（再資源化）

弊社グループは経営方針として「社会との調和」を掲げており、

家庭や企業から排出される古紙やペットボトル、ビン缶など様々

な資源物や廃棄物のリサイクルを行い地域の環境リサイクルに貢

献しています。当工場では市川市の家庭から出る資源物や近隣企

業様から排出される資源物を再資源化し、燃やされるゴミを極力

減らす事を目指し脱炭素社会へ向けた活動を行っております。



XI 望月クリニック 佐倉市
その他（医療

業）

開業以来、エアコンフィルターの定期的な清掃やLED電球への変

更を行うことで、節電に取り組んでまいりました。今回、老朽化

したエアコンを入れ替えたり、クリニック内の電気照明をほぼ

LEDに入れ替えることにより一層節電に取り組みます。

XI
株式会社竹中機械製作所　本社・

工場
千葉市 製造業

精密機械部品や機械装置を製作している弊社は工場の水銀灯を

LED化、クーラー等の温度設定をこまめに管理をし産業廃材のリ

サイクル活用など温暖化対策へ全社員で取り組んでおります。

XI 株式会社イズム 松戸市 製造業

当社は、EA21の取得・製品の省エネ化・社内照明のLED化・グ

リーン購入など、会社全体で環境活動に取り組んでいます。ま

た、毎月のエネルギー使用量を見える化し、従業員へ定期的な啓

蒙活動を行うことで、一人ひとりが環境負荷低減に努めていま

す。

XI
社会福祉法人泉の園　認定こども

園　風の谷こども園
市川市

その他（認定

こども園）

人は、自然の賜物です。自然を求め生きています。その中でも幼

子は、自然の環境が大切です。木造の園舎、実のなる木々に囲ま

れて生活しています。

XI 株式会社マル伊美装 銚子市 建設業

当社では、照明やエアコンの温度調節をしながら節電を心がけて

います。また、資料等の両面コピーや使用済みの裏紙使用するこ

とで、紙の使用量削減に取り組んでいます。

XI
株式会社千葉測器ホールディング

ス　本社
千葉市 卸売・小売業

ISO14001で節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化

を推進し、生産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介

や導入支援を実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷

低減と従業員のワークインライフの充実に努めてまいります。

XI 株式会社千葉測器　本社 千葉市 卸売・小売業

ISO14001で節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化

を推進し、生産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介

や導入支援を実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷

低減と従業員のワークインライフの充実に努めてまいります。

XI 株式会社千葉測器　旭町営業所 千葉市 卸売・小売業

節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化を推進し、生

産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介や導入支援を

実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷低減と従業員

のワークインライフの充実に努めてまいります。

XI
株式会社千葉測器　四街道技術セ

ンター
四街道市 卸売・小売業

ISO14001で節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化

を推進し、生産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介

や導入支援を実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷

低減と従業員のワークインライフの充実に努めてまいります。

XI 株式会社千葉測器　問屋町営業所 千葉市 卸売・小売業

節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化を推進し、生

産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介や導入支援を

実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷低減と従業員

のワークインライフの充実に努めてまいります。

XI 株式会社千葉測器　幕張営業所 千葉市 卸売・小売業

節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化を推進し、生

産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介や導入支援を

実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷低減と従業員

のワークインライフの充実に努めてまいります。

XI 株式会社千葉測器　市原営業所 市原市 卸売・小売業

節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化を推進し、生

産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介や導入支援を

実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷低減と従業員

のワークインライフの充実に努めてまいります。

XI 株式会社千葉測器　松戸営業所 松戸市 卸売・小売業

節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化を推進し、生

産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介や導入支援を

実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷低減と従業員

のワークインライフの充実に努めてまいります。



XI 株式会社千葉測器　柏営業所 柏市 卸売・小売業

節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化を推進し、生

産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介や導入支援を

実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷低減と従業員

のワークインライフの充実に努めてまいります。

XI 株式会社千葉測器　野田営業所 野田氏 卸売・小売業

節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化を推進し、生

産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介や導入支援を

実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷低減と従業員

のワークインライフの充実に努めてまいります。

XI 株式会社千葉測器　我孫子営業所 我孫子市 卸売・小売業

節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化を推進し、生

産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介や導入支援を

実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷低減と従業員

のワークインライフの充実に努めてまいります。

XI 株式会社千葉測器　流山営業所 流山市 卸売・小売業

節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化を推進し、生

産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介や導入支援を

実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷低減と従業員

のワークインライフの充実に努めてまいります。

XI 株式会社千葉測器　市川営業所 市川市 卸売・小売業

節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化を推進し、生

産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介や導入支援を

実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷低減と従業員

のワークインライフの充実に努めてまいります。

XI 株式会社千葉測器　船橋営業所 船橋市 卸売・小売業

節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化を推進し、生

産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介や導入支援を

実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷低減と従業員

のワークインライフの充実に努めてまいります。

XI 株式会社千葉測器　八千代営業所 八千代市 卸売・小売業

節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化を推進し、生

産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介や導入支援を

実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷低減と従業員

のワークインライフの充実に努めてまいります。

XI 株式会社千葉測器　成田営業所 成田市 卸売・小売業

節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化を推進し、生

産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介や導入支援を

実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷低減と従業員

のワークインライフの充実に努めてまいります。

XI 株式会社千葉測器　旭営業所 旭市 卸売・小売業

節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化を推進し、生

産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介や導入支援を

実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷低減と従業員

のワークインライフの充実に努めてまいります。

XI 株式会社千葉測器　香取営業所 香取市 卸売・小売業

節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化を推進し、生

産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介や導入支援を

実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷低減と従業員

のワークインライフの充実に努めてまいります。

XI 株式会社千葉測器　銚子営業所 銚子市 卸売・小売業

節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化を推進し、生

産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介や導入支援を

実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷低減と従業員

のワークインライフの充実に努めてまいります。

XI 株式会社千葉測器　東金営業所 東金市 卸売・小売業

節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化を推進し、生

産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介や導入支援を

実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷低減と従業員

のワークインライフの充実に努めてまいります。

XI 株式会社千葉測器　木更津営業所 木更津市 卸売・小売業

節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化を推進し、生

産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介や導入支援を

実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷低減と従業員

のワークインライフの充実に努めてまいります。



XI 株式会社千葉測器　君津営業所 君津市 卸売・小売業

節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化を推進し、生

産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介や導入支援を

実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷低減と従業員

のワークインライフの充実に努めてまいります。

XI 株式会社千葉測器　茂原営業所 茂原市 卸売・小売業

節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化を推進し、生

産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介や導入支援を

実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷低減と従業員

のワークインライフの充実に努めてまいります。

XI 株式会社千葉測器　いすみ営業所 いすみ市 卸売・小売業

節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化を推進し、生

産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介や導入支援を

実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷低減と従業員

のワークインライフの充実に努めてまいります。

XI 株式会社千葉測器　館山営業所 館山市 卸売・小売業

節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化を推進し、生

産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介や導入支援を

実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷低減と従業員

のワークインライフの充実に努めてまいります。

XI 株式会社千葉測器　鴨川営業所 鴨川市 卸売・小売業

節電対策、エネルギー使用量削減、ペーパーレス化を推進し、生

産性向上を図るとともにお客様に取組事例のご紹介や導入支援を

実施しています。SDGsの取組を推進し、環境負荷低減と従業員

のワークインライフの充実に努めてまいります。

XI 有限会社　京葉ダイカスト 市原市 製造業

昼間は自然光を取り入れて使用電力の削減を行なっています。ま

たLED照明の導入によりCO2の削減を目指しています。従業員全

員で節電を心がけ、こまめな照明のスイッチオフなど省エネ活動

に取り組んでいます。

XI 有限会社篠塚部品 香取市 卸売・小売業

当社は自動車用品・自動車部品等の販売、又、自動車リサイクル

業との連携を行い、新品部品問わず、近郊の自動車修理工場さん

へ中古部品販売等も行っています。従業員たちはペーパーの無駄

を省き使用済ペーパー（裏面）をメモ書き用に使用するなどを

行っている。

XI 丸和電機株式会社 柏市 製造業

事業所内の照明や断熱強化を通じてCO2排出削減や省エネに努め

ております。今後は自家消費型太陽光発電導入も行っていきま

す。また国のプロジェクトに参画し、脱炭素社会に向けた省エネ

に資する技術開発を実施中であり、中期・長期的なビジョンを

もって社会貢献していきます。

XII
有限会社かずさ和牛工房　牛匠し

らいし
君津市

卸売・小売

業、その他

（飲食業）

当社は地元産和牛肉をはじめ豚肉等の卸小売を主として営み廃棄

ロスをできる限りゼロにするため飲食やコロッケ、メンチ、ハン

バーグなど食肉加工も手掛けています。また工場や事務所では電

気のスイッチオフの徹底、紙の使用量の削減に努めています。

XII 千葉商工会議所 千葉市
その他（商工

会議所）

当所は、照明のLED化、こまめな消灯、電子システムの活用によ

る紙資源の削減等、カーボンニュートラルの推進に努めていま

す。また、会員企業の皆様にも、カーボンニュートラルに関する

普及・啓発活動を行っています。

XII 株式会社ヤマサORM　銚子工場 銚子市 製造業

当社は、従業員一人一人が、使用していない箇所の照明の消灯を

徹底するよう省エネルギーに努めています。また3R（リデュー

ス、リユース、リサイクル）による廃棄物の削減にも取り組み地

球温暖化防止に貢献します。

XII
社会福祉法人のゆり会　のぞみ牧

場学園
木更津市

その他（児童

福祉）

地球温暖化問題への危機意識を職員全員と共有するため、日ごろ

から冷暖房温度の管理、不要な照明器具の撤去等を実践していま

すが、今回のCO2CO2スマート宣言事業所登録申請を期に、再度

身近なことから見直していきます。



XII
社会福祉法人のゆり会　のぞみ

ワークショップ
木更津市

その他（生活

介護）

地球温暖化問題への危機意識を職員全員と共有するため、日ごろ

から冷暖房温度の管理、不要な照明器具の撤去等を実践していま

すが、今回のCO2CO2スマート宣言事業所登録申請を期に、再度

身近なことから見直していきます。

XII
社会福祉法人のゆり会　のぞみサ

ポートセンターいちはら
市原市

その他（児童

福祉）

地球温暖化問題への危機意識を職員全員と共有するため、日ごろ

から冷暖房温度の管理、不要な照明器具の撤去等を実践していま

すが、今回のCO2CO2スマート宣言事業所登録申請を期に、再度

身近なことから見直していきます。

XII 木更津市富来田商工会 木更津市 サービス業

可能な範囲で脱炭素化に取り組み、将来の世代に良い社会を残し

たい。照明を蛍光灯からLEDに転換し、電力消費量を削減し、脱

炭素化に貢献する。

XII 株式会社ティーエムアドヴァンス 千葉市 建設業

当社は、住宅のエクステリア工事を手掛けており、積極的に緑化

を行うことで、温暖化対策に取り組み、また、オフィスでも電気

自動車やハイブリッドカーの導入で、脱炭素化を行っていきま

す。

XII 光楽器製造株式会社 横芝光町 製造業

当社は学校教材・自販機用カプセルを主力製品としプラスチック

成形を手掛けており、当社設備は、エネルギーコンサルタントの

指導により水冷設備・進相コンデンサー等効率的に設置されてい

ます。LED照明・高効率エアコン等を積極的に取り入れ省エネル

ギーに取り組んでいます。

XII 館山コンクリート株式会社　本社 館山市 製造業

弊社はインフラ事業に必要な資材を製造販売する会社として、環

境配慮を心がけ、社内で出来ることを一つずつ進める取り組みを

しています。全事業所において、デジタル化によるペーパレス、

リユースによる紙使用量削減、こまめな消灯など省エネに取り組

んでいます。

XII
館山コンクリート株式会社　君津

工場
君津市 製造業

当事業所では、工場・事務所内をLED照明にしており、こまめな

消灯や空調温度の設定により省エネに努めています。また、製造

設備におけるボイラーを先進的省エネルギー投資対象の高性能ボ

イラーに入れ替えるなど、環境に配慮しています。

XII
館山コンクリート株式会社　く

ろーばぁ
館山市

その他（障害

福祉事業）

当事業所の施設では、はやくから屋上緑化を実施しており、地球

温暖化対策を行ってまいりました。事業所内においては、積極的

に3Rに取り組み、サービス事業に活用しています。また、こま

めな消灯や設定温度の調整による省エネなど、身近な所からでき

る事を積極的に行っています。

XII 有限会社　ケイ・ワイ・シー 市原市 サービス業

電気は屋根で作り（太陽光パネルの設置）為て（蓄電池を設

置）、コインランドリーを営業しています。電気の自給自足を目

指します。

XII 千葉県住宅供給公社 千葉市

その他（地方

住宅供給公社

法に基づく千

葉県外郭団

体）

クールビズの実施、両面コピーや使用済みの裏紙使用など実施し

ております。

XII 三栄港運株式会社 木更津市 運輸・通信業

弊社では、数十年前より岸壁に集積した建設骨材を船舶で運ぶこ

とにより、１台１台ダンプトラックで陸送するより低CO２で運

ぶことができ、今後もCO２の削減のため、尽力していきたいと

思います。

XII
有限会社トモローコーポレーショ

ン
千葉市 サービス業

当社は、業務に支障のない範囲での節電を各店舗（FC店含む）

及び事務所で実施している。従業員一人一人が節電を心がけるよ

う、会議の場で説明し、一人一人の取り組みを発表している。



XII 株式会社ジーエルシーホーム 船橋市 建設業

当社は、環境問題に取り組み、省エネ、創エネに特化したZEHを

超える住宅である、「Zeplus Type-R」を建築しております。

「Zeplus Type-R」は災害に強く、停電しても断水しても普通の

生活が続けられる住宅です。避難所に行かずに済むことから、究

極の愛犬家住宅として、好評を博しております。

XII 有限会社　エム・エーホームズ 袖ケ浦市 建設業

省エネ設備等への更新工事や、事務所内照明のLED化、工事によ

る廃材のリサイクル活動に取り組み、社内全体として省エネ活動

を行っております。

XII
富士栄石油株式会社　カーエステ

キング
白井市 サービス業

建物の省エネ化に向け、LED照明の変更を行い、空調機への更新

へ取組を実施しております。省エネの効率的な運用を行う為、こ

まめな消灯、エアコンの設定温度の管理に努めております。

XII 合同会社ボバ いすみ市 サービス業

温暖化対策として、店内すべての電灯をLED化。業務用エアコン

も新しい省エネタイプに交換。業務用冷蔵庫及び冷凍庫のフィル

ターを含めた清掃作業定期的に行い、効率的な電気の使用を行っ

ている。今後は太陽光発電の導入により、動力電力も含めた脱炭

素化を目指す。

XII 別邸　海と森 銚子市 サービス業
当ホテルは大海原を一望できる自然豊かな銚子市犬吠埼に位置し

ており、日々地球にやさしいホテル運営を追求しています。

XII 学校法人美鈴学園　八幡台幼稚園 木更津市
その他（幼児

教育）

本園は、空調の温度適正管理や支障のない範囲での照明の消灯や

LED化を計画的に進めています。事務機器等は省エネモードを利

用しています。また、印刷物の両面コピーなど園全体で環境負荷

低減に取り組んでいます。

XII 株式会社　天源 千葉市 製造業

当社は、使い終えたペットボトルなど、いらなくなったプラス

チックを再び材料へ加工するリサイクル会社です。事業を通じて

資源の有効利用を推進し、CO2排出量の削減を目指します。

XII 株式会社　天源　千葉工場 市原市 製造業

当社は、使い終えたペットボトルなど、いらなくなったプラス

チックを再び材料へ加工するリサイクル会社です。事業を通じて

資源の有効利用を推進し、CO2排出量の削減を目指します。

XII ポルトメゾンルームス 南房総市 サービス業

全照明をLEDにして省エネ化や客室の天窓をなくして遮熱化して

いる。省エネの為定休日を増やして、ムダ・ムリ・ムラをなくし

ている。その他、店舗のゴミの量を減らす努力をしている。

XII
芝浦シヤリング株式会社　コイル

鋼板部・船橋工場
船橋市 製造業

ISO14001の認証取得済。事務所ではコピー用紙の再利用、ペー

パーレス化を進め紙の使用量削減を実施しております。事務所・

工場共に2017年にLEDに切替、無駄なエネルギー消費を極力抑

え地球環境にやさしい企業を目指しています。

XII 株式会社美和商建 市川市
建設業、不動

産業

エネルギー消費量の削減（照明・電力）、廃棄物の削減を重点的

に取り組んでいる。工事現場の廃棄・不用品等を最大限再利用す

ることは弊社の独自の取組です。省エネの責任者を決め、定期的

に省エネの成果程度を確認しています。

XII Coffee＆Restaurant　チャオ 白井市 サービス業

店舗内照明を順次、LED照明に変更し、夜間冷蔵設備を省電力設

定にするなど、省電力化に努めております。 また、支障のない

範囲でのこまめな消灯、エアコンの温度設定の適正管理など、省

エネに取り組んでいます。

XII サボワール有限会社 君津市 サービス業

用紙の再利用や施設内の節電、社内外活動でのエネルギー使用量

削減をいった、環境負荷の低減に取り組んでいます。従業員一人

ひとりが意識をもって実施しています。

XII アドバンネット 多古町 サービス業

3Rに積極的に取りくんでいます。資料請求書等を電子化し、紙

の使用量削減やLED照明への変更し、常時使用しないトイレ給湯

室には人感センサーを導入しています。



XII 株式会社鶴嶋製作所 香取市 製造業

事務所、工場の照明を総てLEDに変え、使用していない場所につ

いては極力消灯するよう心がけている。大型の空調機で工場全体

を空調していたが、順次小型の空調機を設置し必要な場所のみを

スポットで空調するようにした。

XII 株式会社塩野谷周太郎商店 八街市 卸売・小売業 省エネ対策に積極的に取り組んでいきます！

XII 株式会社上総環境調査センター 木更津市 サービス業

当社は、環境計量証明事業者として、より良い環境創造のため、

信頼性の高い試験結果を提供して参りました。再生可能エネル

ギーを利用し、LED照明なども活用しております。また業務用車

両の運転にあたっては、エコドライブを推進しております。

XII
株式会社上総環境調査センター 分

析センター
木更津市 サービス業

当社は、環境計量証明事業者として、より良い環境創造のため、

信頼性の高い試験結果を提供して参りました。再生可能エネル

ギーを利用し、LED照明なども活用しております。また業務用車

両の運転にあたっては、エコドライブを推進しております。

XII 有限会社しのざき荘 白子町 サービス業

オフィス内でのペーパーレス化、お客様がいらっしゃらないとき

の節電を心がけ、照明をLEDに変更し、施設内の省エネ対策を心

がけています。

XII 有限会社石田製作所 野田市 製造業

照明・電気設備の省エネ化、点灯時間・使用時間の最小化を社員

全員で意識的に取り組み、省電力化・脱炭素化へ継続的に貢献い

たします。

XII 株式会社クロニクル 松戸市 卸売・小売業

お客様にお渡しする御見積書や請求書を電子化にし、ペーパーレ

ス化を推進しております。また照明をLEDに変更し、スタッフ一

人一人が節電に取り組んでいます。

XII 有限会社日栄製作所 山武市 製造業

用紙の再利用や施設内の節電、社内外活動でのエネルギー使用量

削減をいった、環境負荷の低減に取り組んでいます。従業員一人

一人が意識をもって実施しています。

XII 斎藤電気保安管理事務所 松戸市 サービス業

当所では太陽光発電・蓄電池設備を設置し、夜間電力にてハイブ

リット車の充電を行っています。照明はLED化を取り入れ、こま

めな消灯、不要用紙の再利用を行い、エネルギー消費の削減に今

後も取り組んで参ります。

XII 株式会社三橋鉄工場　塩浜工場 市川市 製造業

弊社では、主として熱間リング鍛造を行っており、工場のエネル

ギー消費が多い為、自社でデマンド監視を行いCO2排出量の削減

に取り組んでいます。得られたデータから装置の電源管理、照明

の部分消灯を各従業員が実施しています。

XII 株式会社松武屋 鎌ケ谷市 サービス業

用紙の再利用や施設内の節電、社内外活動でのエネルギー使用量

削減といった、環境負荷の低減に取り組んでいます。従業員一人

一人が意識をもって実施しています。

XII Y’s Dealer　本店 千葉市 サービス業

店舗の省エネ化に向け、LED照明の変更を行い、空調機の更新な

ど取組を実施しております。こまめな消灯やエアコンの設定温度

の管理に努めており、社内でクールビズやウォームビズを推奨す

る取り組みも行っております。

XII Y’s Dealer　Premium 千葉市 サービス業

店舗の省エネ化に向け、LED照明の変更を行い、空調機の更新な

ど取組を実施しております。こまめな消灯やエアコンの設定温度

の管理に努めており、社内でクールビズやウォームビズを推奨す

る取り組みも行っております。

XII 株式会社かがやき 千葉市 サービス業

当社は運転する従業員には「エコドライブ」を実施し、電気自動

車を導入し環境に配慮しCO2排出ゼロに向け活動してまいりま

す。



XII セブンイレブン鋸南保田店 鋸南町 卸売・小売業

当店では、従業員一人一人が省エネを心がけ日々の業務に取り組

んでいます。ペーパーレス化はもちろん、お客様に対してもレジ

袋ではなくエコバック利用の推奨などを進め環境に配慮した活動

を実施しています。店舗のLED化を進めCO2の削減に取り組み、

空調の温度管理や、照明のこまめな消灯管理なども行っていま

す。

XII
株式会社 グリーン・エコ・パート

ナーズ
千葉市 サービス業

「環境に革命を！」という企業理念のもと、千葉県内企業を中心

に業務用生ごみ処理機の導入促進（CO2排出量を焼却処理と比較

して96％削減）とグリーン電力による電気自動車の導入を積極的

に取り組んでおります。

XII 有限会社ヤマザキ建機 船橋市
建設業、卸

売・小売業

事務所、施設の省エネルギー、廃棄物の分別処理等、環境負荷低

減に努めております。業務に関わるすべての従業員と共に、地球

環境を改善できる日々の行動を意識して取り組んでおります。

XII 小間惣製菓 南房総市
製造業、卸

売・小売業

地元の食材を活用した商品開発に取り組んでいます。店舗工場内

におけるエアコンの適正温度の設定や、こまめな照明のON・

OFFを心がけております。今後も更なるLED照明化や高効率空調

機への設備更新を進めて参ります。

XII ククルなかよし保育園 船橋市
その他（児童

福祉）

こまめな消灯や空調温度の設定により、事業に支障のない範囲で

の節電を実施しております。印刷物の両面コピーや裏紙の使用な

どを行い、職員一人一人が意識して環境に配慮した行動ができる

ように努めています。

XII 株式会社　ＴＯＡシブル 八千代市
その他（資源

循環業）

当社は、産業廃棄物のトータルリサイクルを行っております。そ

の中で、①省資源化の推進②脱炭素（再エネ）③再資源化率の向

上という３つの観点から毎月の様々な取組をＣＯ２へ数値化して

社内に報告しています。これからもＳＤＧｓ活動の推進を加速さ

せてまいります。

XII 飯田物流株式会社　銚子営業所 銚子市 運輸・通信業

トラックは、低燃費かつ低排出ガス認定車両の計画的な代替計画

を実行中です。事務所内の省エネ対策として、LED照明化と二重

サッシ窓の設置を行いました。また、4R活動に積極的に取り組

んでいます。

XII 株式会社飯田運送　本社営業所 銚子市 運輸・通信業

省エネ対策として、事務所内をLED照明と二重サッシ窓に変更し

ました。また、再生可能な新聞・段ボール・ペットボトル・缶等

の再生資源化を目指しています。よって、4R活動にも積極的に

取り組んでいます。

XII サンライトハウス株式会社 千葉市 建設業

太陽光発電を導入し、エネルギーの消費削減に努めております。

また社内の節電・ペーパーレス化も、従業員一人一人が意識し取

り組んでいます。


