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「全国産業資源循環連合会 低炭素社会実行計画」に基づく 

カテゴリー分け結果のお知らせ及び公表について 

 

平素は、公益社団法人全国産業資源循環連合会（以下、「全産連」）の事業活動につきまして、ご

理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、全産連では、地球温暖化対策を中心とする「全国産業資源循環連合会 低炭素社会実行計

画」を 2015 年 5 月に策定後、2030 年度目標の新たな設定などを含め、2017 年 3 月に改訂いたしま

した。この計画では、目標達成に向けた措置のひとつとして、都道府県協会に所属する産業廃棄物

処理業者（以下、「会員企業」）における取り組み状況に応じたカテゴリー分けを行うこととしてお

ります。 

この度、カテゴリー分け結果につきまして、別添資料にて全産連ホームページで公表する旨、お

知らせいたします。 

低炭素社会実行計画における各カテゴリーの定義は、下記のとおりです。 

 

1) 第 1 カテゴリーの企業は、温室効果ガス削減目標等を定め、ＣＳＲ報告書等

により公表し、全産連が行う実態調査に協力する企業とする。 

2) 第 2 カテゴリーの企業は、全産連が行う実態調査に協力する企業とする（第

1 カテゴリーを除く。）。 

3) 第 3 カテゴリーの企業は、第 1 及び第 2 カテゴリー以外の企業とする。 

 

つきましては、貴協会会員へのメールでのご連絡や貴協会ホームページへの掲載などのご配慮を

賜りますようお願い申し上げます。 

全産連では、第 3 カテゴリーの会員企業が実態調査にご協力いただき第 2 カテゴリーの会員企業

に、第 2 カテゴリーの会員企業が目標を定め第 1 カテゴリーの会員企業になっていただくよう、正

会員協会のご協力も頂き、今後ともカテゴリー分け等に関する普及啓発活動を行って参ります。 

 

【掲載 URL】 

https://www.zensanpairen.or.jp/activities/globalwarming/ 

 



 

令和 4 年 10 月 7 日 

 

公益社団法人全国産業資源循環連合会 

 

「全国産業資源循環連合会 低炭素社会実行計画」に基づく 
第 1 カテゴリーの会員企業等の公表について 

 

 

「全国産業資源循環連合会 低炭素社会実行計画」に基づき、第 1 カテゴリーの

会員企業一覧及びカテゴリー別の会員企業数を公表いたします。 
 
 
【概要】 
１. 公益社団法人全国産業資源循環連合会（以下、「全産連」）では、地球温暖化対策を中心とす

る「低炭素社会実行計画」を 2015 年 5 月に策定後、2030 年度目標の新たな設定の他、カテゴ

リー分けなども含め、同計画を 2017 年 3 月に改訂いたしました。 
 

２. 全産連では、各都道府県協会に所属する産業廃棄物処理業者（以下、「会員企業」）の各カテ

ゴリーへの登録確認のほか、温室効果ガス排出量や排出抑制対策の進捗状況の把握などを目

的とする「温室効果ガス排出量等実態調査（以下、「実態調査」）」を 2022 年度も実施いたし

ました。調査概要は、下記のとおりです。 

調査対象：3,310 会員（都道府県協会から提供された情報を基にメールアドレスを確認で

きた会員企業） 

調査方法：記入式調査票によるアンケート。専用サイトへのアップロードにより回答。 

調査期間：2022 年 7 月 11 日～8 月 5日（回答期間） 

回答状況：1,044 会員から回答（回答率：約 31.5％） 

 

【カテゴリー分け結果】 
各カテゴリーへの登録状況は、下記のとおりです。このうち、第 1 カテゴリーに属する会員

企業であると確認できた 107 社を公表いたします（別紙、参照）。 

 

第 1カテゴリー 
（温室効果ガス削減目標等を定め、ＣＳＲ報告書等により公表し、
全産連が行う実態調査に協力する企業） 

107 社 

第 2 カテゴリー 

（全産連が行う実態調査に協力する企業（第 1 カテゴリーを除く。）） 
937 社 

第 3 カテゴリー 

（第 1 及び第 2 カテゴリー以外の企業） 
2,266社 

※事業所も 1 社としてカウント      

 

全産連では、今後ともカテゴリー分け等に関する普及啓発活動を行って参ります。 



【その他】 

全産連では、実態調査結果の他、温暖化対策に関する情報を下記のとおり、HP にて公開し

ておりますので、合わせてご覧ください。 
URL：https://www.zensanpairen.or.jp/activities/globalwarming/ 

※「連合会ＨＰ」→「連合会の活動」→「地球温暖化対策」と検索してください。 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

～本件に関する問合せ先～ 

〒106-0032 東京都港区六本木 3-1-17 第二 AB ビル 4F 
公益社団法人 全国産業資源循環連合会 

事業部／温暖化担当・横山 

Tel：03-3224-0811 Fax：03-3224-0820 

 



別紙

№ 都道府県名 会社名 № 都道府県名 会社名

1 北海道 東亜道路工業(株)　北海道支社(羊蹄アスコン) 71 増田産業(株)

2 環境技術(株) 72 近畿オイルシステム(株)

3 (株)青森クリーン 73 (株)リヴァックス

4 UBE三菱セメント(株)　青森工場 74 大栄環境(株)

5 太平洋セメント(株)　大船渡工場 75 新日本開発(株)

6 ニッコー・ファインメック(株) 76 和歌山 (有)志場商店

7 大成ロテック(株)　盛岡合材工場 77 大成ロテック(株)　鳥取合材工場

8 全環衛生事業協同組合 78 倉吉環境事業(有)

9 (有)築館クリーンセンター 79 三光(株)

10 山形 (株)クリーンシステム 80 マテリアルバンク(株)

11 (株)クレハ環境 81 (株)ジェイピー有価物回収

12 (株) 堀川環境セキュリティー 82 エコシステム山陽(株)

13 日曹金属化学(株)　会津工場 83 広島 （一財）広島県環境保全公社

14 (株)タイセークリーン 84 (株)ヒラタ

15 福興産業(株) 85 (株)リライフ

16 ひめゆり総業(株) 86 徳島 (株) 明和クリーン

17 前田道路(株)　いわき合材工場 87 (株)塵芥センター

18 茨城 積水化成品工業(株)　（エプシープラザ境） 88 三菱マテリアル(株)直島製錬所

19 東邦亜鉛(株)　安中製錬所 89 (株)富士クリーン

20 東金属(株) 90 (株)岡田商店

21 (株)島村工業 91 日本道路(株)

22 (有)太盛 92 (株)四阪製錬所

23 フルハシEPO(株)　 93 前田道路 (株)　愛媛合材工場

24 (株)市原ニューエナジー 94 高知 豚座建設(株)

25 (株)ダイセキ　千葉事業所 95 共栄環境開発(株)

26 シナネンエコワーク(株) 96 (株)三和興業

27 (株)タケエイ 97 (株)坂本工業

28 (有)丸保商店 98 (株)ジェイ・リライツ

29 (株)利根川産業 99 (株)ダイセキ　九州事業所

30 高俊興業(株) 100 アサヒプリテック(株)　北九州事業所

31 (株)増渕商店 101 佐賀 （一財）佐賀県環境クリーン財団

32 (株)アール・イー・ハヤシ 102 長崎 (株)角商店

33 (株)テクノ・トランス 103 住友化学(株)　大分工場　

34 アサヒプリテック(株)　湘南事業所 104 産業振興(株)　大分事業所

35 (株)クレハ環境 105 宮崎 (株)都城北諸地区清掃公社

36 (株)ウッドエネルギーセンター 106 鹿児島 (株)サニタリー

37 横浜環境保全(株) 107 沖縄 (株)環境ソリューション

38 大成ロテック(株)　新潟合材工場

39 デンカ(株)　青海工場

40 (株)不二産業

41 新潟特殊企業(株)

42 青木環境事業(株)

43 (株)新潟ヂーゼル工業

44 富山 (株)アイザック・トランスポート

45 石川 (株)ダイセキ　北陸事業所

46 (株)武生環境保全

47 敦賀セメント(株)　敦賀工場

48 直富商事(株)

49 (株)光商会

50 岐阜 (株)全日本医療サービス

51 静脈産業(株)

52 木内建設(株)　藤枝工場

53 (株)ミダック

54 (株)東海カンパニー

55 (株)ＭＡＲＵＫＯ

56 旭有機材(株)

57 東亞合成(株) 　名古屋工場

58 (株)ダイセキ　名古屋事業所

59 加山興業(株)

60 (株)ダイセキ環境ソリューション

61 (株)野間砂鉱業所

62 近藤産興(株)

63 豊田ケミカルエンジニアリング(株)

64 インセント(株)

65 三重 三重中央開発(株)

66 滋賀 喜楽鉱業(株)

67 京都 (株)京都環境保全公社

68 (株)レックスＲＦ

69 ＤＩＮＳ関西(株)　ＧＥ事業所

70 (株)丸六

東京

神奈川

新潟

青森

岩手

宮城

福島

群馬

愛知

大阪

第1カテゴリーの会員企業⼀覧

福井

長野

静岡

大分

兵庫

鳥取

岡山

山口

香川

愛媛

福岡

埼玉

千葉


