２０２２年度 エコ宣言制度申請事業者一覧表
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1

事業所名

ＦＣ町田ゼルビア

具体的な活動実績
(2021年度実績）

所在地

・町田市の環境施策の推進に関する協定に基づき、まちだエコ宣言制度の普及活動として、各種キャンペーンやイベントへ
のマスコットの派遣およびクラブホームページ・ＳＮＳ等での啓発
・再生資源回収業者と協力し、古紙の回収を継続
・NPO団体と連携し清掃活動を実施
大蔵町550
・クールビズの実施
・不要な照明の消灯
・ゴミの分別を徹底
・エコドライブの実施

小野路町
2157

・太陽熱温水器、太陽光発電システムの利用
・雨水利用
・電気自動車、ハイブリッド車の使用
・木材チップのたい肥利用
・ＬＥＤ照明の導入
・廃油燃料使用
・完全オフグリット

2

社会福祉法人共働学舎

3

ロプチュー紅茶 玉川学園 玉川学園
店
1-22-20

・レジ袋の有料
・梱包資材のリサイクル
・マイボトル持参
・ゴーヤのカーテン

4

社会福祉法人 三泉会
ゆうき山保育園

金井町
2938-14

・燃料電池【エネファーム】稼働とソーラーパネル（最大出力１４Ｋｗ）稼働
・地下埋設タンク(5ｔ)に、雨水とプールの排水を利用して真夏の猛暑日に屋根と園庭にスプリンクラーで散水する。屋根に散
水した水は、また樋を通って地下タンクに還流します。園庭にも花壇にも雑排水を利用。
・わたくしたちは、裏紙派です！（ＦＡＸ）
・すべての照明は、ＬＥＤ
・遮光ネットで南面の日射しをカット
・給食室から出る残菜はすべてコンポストに・・それを環境園（畑）に堆肥利用
・ゴーヤのグリーンカーテンは、連作障害を避けるため休耕
・プラ容器、プラ製品とその他廃棄物に分別
・化石燃料に頼らず、薪ストーブ。エアコンと天井扇の併用。

5

玉川珈琲倶楽部（株式会
社 町田珈琲）

玉川学園
2-7-13

・容器持参の方コーヒー豆の10％増量
・マイボトルの推奨

6

カフェ サニーブーニー

玉川学園
5-1-5

・食材の有効利用（魚の頭でダシ取り）
・ごみの減量
・リサイクル品の選別と活用

つくし野122-32

・エアコンの設定を、暖房は１９度、冷房は２８度に設定（弱冷・弱暖）
・室温29度までを目安に、可能な限り網戸と扇風機を使用
・町田市マイボトル等推進協力店（店オリジナルタンブラーご利用の方、2杯分へ増量）
・ビン容器等をリユースする、生活クラブの「グリーンシステム」に参加
・環境省のプログラム、「Warm Share」および「Cool Share」の対象店として参加
・お持ち帰り商品では、お客様の理解を求めつつ簡易包装を実施
・（天候が許す限り）自転車通勤
・ストローの客席での常時配置の廃止

7

GOOD NEWS
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事業所名

具体的な活動実績
(2021年度実績）

所在地

・環境省や日本百貨店協会のキャンペーン参加を通じて、簡易包装削減を推進。また、当社オリジナルのお買い物袋を有
料化し、順次環境へ配慮した素材へ切り替えるとともに、売上金の一部を環境保全活動推進に寄付。
・各お取引先と協業して、衣料品等各種引き取りキャンペーンを定期的に開催。
・食品廃棄物は、豚の飼料として活用し、この飼料で育てられた養豚を製品化することで食品リサイクルを推進。
・ワークフローシステムの活用により、稟議の電子化を推進し、ペーパーレス化に伴い紙コストを削減。

8

小田急百貨店 町田店

原町田612-20

9

（株）東急ハンズ 町田店

原町田6・LED照明による省電力化
4-1 町田東
・使用していない電源や水道の節減を継続して促進
急ツインズ
・お客様へ節電への理解をお願いするＰＯＰ掲示
6F・7F

10

（株）三和 小山田店

小山田桜
台1-20

11

・お客様へのマイバック持参の呼びかけ
（株）三和 アメリア町田根 根岸2-18・従業員のクールビズ運動の全店同時実施及びエアコンの弱冷房設定推進
岸店
1
・店頭でのトレー・ペットボトル等のリサイクル回収を実施

12

（株）三和 中町店

中町3-111

・お客様へのマイバック持参の呼びかけ
・従業員のクールビズ運動の全店同時実施及びエアコンの弱冷房設定推進
・店頭でのトレー・ペットボトル等のリサイクル回収を実施

13

（株）三和 木曽店

木曽東418-1

・お客様へのマイバック持参の呼びかけ
・従業員のクールビズ運動の全店同時実施及びエアコンの弱冷房設定推進
・店頭でのトレー・ペットボトル等のリサイクル回収を実施

14

（株）三和 鶴川店

真光寺125-1

・お客様へのマイバック持参の呼びかけ
・従業員のクールビズ運動の全店同時実施及びエアコンの弱冷房設定推進
・店頭でのトレー・ペットボトル等のリサイクル回収を実施

15

（株）三和 忠生店

木曽西217-21

・お客様へのマイバック持参の呼びかけ
・従業員のクールビズ運動の全店同時実施及びエアコンの弱冷房設定推進
・店頭でのトレー・ペットボトル等のリサイクル回収を実施

16

（株）三和 小川店

・お客様へのマイバック持参の呼びかけ
金森4-1-2 ・従業員のクールビズ運動の全店同時実施及びエアコンの弱冷房設定推進
・店頭でのトレー・ペットボトル等のリサイクル回収を実施

17

（株）三和 金井店

金井1-44

18

（株）三和 山崎店

・お客様へのマイバック持参の呼びかけ
山崎町字9
・従業員のクールビズ運動の全店同時実施及びエアコンの弱冷房設定推進
号1343番2
・店頭でのトレー・ペットボトル等のリサイクル回収を実施

19

（株）三和 町田大谷店

南大谷
216-1

・お客様へのマイバック持参の呼びかけ
・従業員のクールビズ運動の全店同時実施及びエアコンの弱冷房設定推進
・店頭でのトレー・ペットボトル等のリサイクル回収を実施

20

（株）三和 玉川学園店

玉川学園
2-11-26

・お客様へのマイバック持参の呼びかけ
・従業員のクールビズ運動の全店同時実施及びエアコンの弱冷房設定推進
・店頭でのトレー・ペットボトル等のリサイクル回収を実施

21

（株）三和 町田 三輪店

三輪町
281-1

・お客様へのマイバック持参の呼びかけ
・従業員のクールビズ運動の全店同時実施及びエアコンの弱冷房設定推進
・店頭でのトレー・ペットボトル等のリサイクル回収を実施

22

（株）三和 境川店

木曽東137-22

・お客様へのマイバック持参の呼びかけ
・従業員のクールビズ運動の全店同時実施及びエアコンの弱冷房設定推進
・店頭でのトレー・ペットボトル等のリサイクル回収を実施

23

（株）三和 栄通り中町店

・お客様へのマイバック持参の呼びかけ
中町1-8-2 ・従業員のクールビズ運動の全店同時実施及びエアコンの弱冷房設定推進
・店頭でのトレー・ペットボトル等のリサイクル回収を実施

24

・お客様へのマイバック持参の呼びかけ
（株）三和 フードワン森野 森野3-15・従業員のクールビズ運動の全店同時実施及びエアコンの弱冷房設定推進
店
22
・店頭でのトレー・ペットボトル等のリサイクル回収を実施

・お客様へのマイバック持参の呼びかけ
・従業員のクールビズ運動の全店同時実施及びエアコンの弱冷房設定推進
・店頭でのトレー・ペットボトル等のリサイクル回収を実施

・お客様へのマイバック持参の呼びかけ
・従業員のクールビズ運動の全店同時実施及びエアコンの弱冷房設定推進
・店頭でのトレー・ペットボトル等のリサイクル回収を実施
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25

事業所名

具体的な活動実績
(2021年度実績）

所在地

・お客様へのマイバック持参の呼びかけ
（株）三和 フードワン多摩 小山ヶ丘6・従業員のクールビズ運動の全店同時実施及びエアコンの弱冷房設定推進
境店
1-10
・店頭でのトレー・ペットボトル等のリサイクル回収を実施

原町田61-6

・ペーパーレスの推進
会議資料や営業帳票の出力廃止、裏紙再利用の徹底など
・マルイ、モディ両館のゴミ処理施設のエコファクトリー化
資源リサイクル率向上を推進し両館ともに1月より稼働
マルイ…導入前リサイクル率54%→直近3月リサイクル率74%
モディ…同47%→68%
・その他クールビズ実施やサステナビリティイベントを定期的に開催

26

（株）丸井 町田マルイ

27

・組合全体でのカーシェアリング
多摩高度化事業協同組合 小山ヶ丘2・環境省認定「J-Ｖｅｒクレジット」によるＣｏ２ ２０ton分の吸収量を購入。
（まちだテクノパーク）
2-5-8
・組合内各企業に対するエコアクション２１への参加推進。

・エコアクション２１認証・登録
・取扱製品販売による社外省エネの推進
・電気使用量削減
・ガソリン使用量削減
・化学物質（保管分）の管理
・廃棄物排出量削減
・水使用量削減
・エコマーク商品購入推進

株式会社 イズミ

小山ヶ丘22-5-8 まち
だテクノ
パーク セ
ンタービル2
階

29

株式会社 和広

・ゴミの分別の徹底
・緑のカーテンの実施
小山ヶ丘2・不要な照明の消灯
2-5-9
・エアコンの設定温度の管理の徹底
・ガソリン使用量の削減

30

能ヶ谷1-5・タンブラー使用推進
スターバックスコーヒー 鶴 1 小田急マ
・店内ご利用のお客様へマグカップ利用のオススメ
川店
ルシェ鶴川
・プラスティックストロー削減、紙ストロー推奨
2

28

31

32

33

34

35

株式会社 ユニロック

・「エコアクション21」の認証を継続し、環境配慮活動を実施
・ゴミ分別を徹底し、ダンボール、古紙、鉄、プラスチックのリサイクルを実施
小山ヶ丘2- ・電力、ガス使用量の削減
2-5-13
・化学物質管理の推進
・エコドライブの実施
・新型コロナウィルス対策（消毒、時差通勤、テレワーク）推進

木曽西543-30

・マイバック持参の啓蒙（レジ袋有料化の案内）
・夏、冬のそれぞれで適正温度に設定、クールビズの推奨（4月～11月）
・4月11月にノーエアコンを実施
・ゴミ分別の徹底のため、従業員への教育
・社内連絡ツール（スマホ・タブレット）の導入（ペーパーレス推進）
・ISO14001の認証継続

クリエイトＳ・Ｄ 南成瀬店

南成瀬43-1

・マイバック持参の啓蒙（レジ袋有料化の案内）
・夏、冬のそれぞれで適正温度に設定、クールビズの推奨（4月～11月）
・4月11月にノーエアコンを実施
・ゴミ分別の徹底のため、従業員への教育
・社内連絡ツール（スマホ・タブレット）の導入（ペーパーレス推進）
・ISO14001の認証継続

クリエイトＳ・Ｄ 町田金森
店

・マイバック持参の啓蒙（レジ袋有料化の案内）
・夏、冬のそれぞれで適正温度に設定、クールビズの推奨（4月～11月）
金森2-21- ・4月11月にノーエアコンを実施
15
・ゴミ分別の徹底のため、従業員への教育
・社内連絡ツール（スマホ・タブレット）の導入（ペーパーレス推進）
・ISO14001の認証継続

クリエイトＳ・Ｄ 町田南大
谷店

・マイバック持参の啓蒙（レジ袋有料化の案内）
・夏、冬のそれぞれで適正温度に設定、クールビズの推奨（4月～11月）
・4月11月にノーエアコンを実施
・ゴミ分別の徹底のため、従業員への教育
・社内連絡ツール（スマホ・タブレット）の導入（ペーパーレス推進）
・ISO14001の認証継続

クリエイトＳ・Ｄ 町田山崎
店

南大谷
179-1
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36

37

38

事業所名

具体的な活動実績
(2021年度実績）

所在地

・マイバック持参の啓蒙（レジ袋有料化の案内）
・夏、冬のそれぞれで適正温度に設定、クールビズの推奨（4月～11月）
・4月11月にノーエアコンを実施
・ゴミ分別の徹底のため、従業員への教育
・社内連絡ツール（スマホ・タブレット）の導入（ペーパーレス推進）
・ISO14001の認証継続

クリエイトＳ・Ｄ 新町田小
山店

小山町
772-5

クリエイトＳ・Ｄ 町田金井
店

・マイバック持参の啓蒙（レジ袋有料化の案内）
・夏、冬のそれぞれで適正温度に設定、クールビズの推奨（4月～11月）
金井4-23- ・4月11月にノーエアコンを実施
33
・ゴミ分別の徹底のため、従業員への教育
・社内連絡ツール（スマホ・タブレット）の導入（ペーパーレス推進）
・ISO14001の認証継続

クリエイトＳ・Ｄ 町田金井
木倉店

・マイバック持参の啓蒙（レジ袋有料化の案内）
・夏、冬のそれぞれで適正温度に設定、クールビズの推奨（4月～11月）
金井2-19- ・4月11月にノーエアコンを実施
19
・ゴミ分別の徹底のため、従業員への教育
・社内連絡ツール（スマホ・タブレット）の導入（ペーパーレス推進）
・ISO14001の認証継続

39

愛知金物建材株式会社

木曽西312-16

・エコドライブの実施
① 安全運転講習の実施
② 安全速度遵守の徹底
③ GPS無線にて道路状況を把握し混雑回避
・洗浄水の再利用
① ミキサー車、重機、道具の洗浄水を再利用
・産業廃棄物分別の徹底
① 産廃ボックスの設置

40

株式会社タウンツアーズ

中町2-611

会社はすべてLEDに設備実行しました。

株式会社ケイアンドエム

・ごみの分別
・不要な照明の消灯
鶴間1-20・電子化により紙の使用をなくす
5 K＆Mビ
・太陽光発電及び蓄電システムの仕様
ル
・ハイブリッドカー及びPHEVの使用
・LED照明全交換

町田市農業協同組合

・環境負荷軽減を目的としてエコ農産物認証制度を農家の方々に推進
・クールビズを実施し、過度のエアコン使用の抑制
森野2-29- ・使用済み切手の回収
15
・営業車を低燃費車へ入替え
・レジ袋有料化によるレジ袋削減の取り組み
・ゴミ分別による可燃ゴミの削減

伸永サービス株式会社

・エコドライブの実施
各社用車に燃費計を設置し、目標燃費を設定してエコドライブを実施
中町4-13- ・リサイクルコピー用紙の使用
19
社内で使用するコピー用紙をリサイクルコピー用紙に変更
・電気使用量の削減
・平成22～平成24年度にかけて20%削減した電気使用料を今年度も同水準で維持

41

42

43

44

45

46

・レジ袋削減の推進：レジ袋辞退率89.3％（2021年4月～2022年3月累計）
・リサイクルの推進：飲料用紙パック、ペットボトル、食品トレー、たまごパック、アルミ缶、ペットボトルのキャップを回収リサ
イクル
・プラスチックごみの削減：ノントレー商品の取り扱い
・温暖化防止自主行動計画（CO2排出量の削減）の推進

ミニコープ成瀬店

成瀬2299

ミニコープ鶴川店

・レジ袋削減の推進：レジ袋辞退率90.7％（2021年4月～2022年3月累計）
・リサイクルの推進：飲料用紙パック、ペットボトル、食品トレー、たまごパック、アルミ缶、ペットボトルのキャップを回収リサ
鶴川1-21イクル
7
・プラスチックごみの削減：ノントレー商品の取り扱い
・温暖化防止自主行動計画（CO2排出量の削減）の推進

コープときわ店

常盤町
3170-1

・レジ袋削減の推進：レジ袋辞退率84.6％（2021年4月～2022年3月累計）
・リサイクルの推進：飲料用紙パック、ペットボトル、食品トレー、たまごパック、アルミ缶、ペットボトルのキャップを回収リサ
イクル
・プラスチックごみの削減：ノントレー商品の取り扱い
・温暖化防止自主行動計画（CO2排出量の削減）の推進
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事業所名

具体的な活動実績
(2021年度実績）

所在地

47

・当店の看板LED照明（投光器・ライン照明・スティッチ）は日中ソーラー発電し、バッテリーに充電 夜になると自動点灯する
システムを使用。
・まちだエコ宣言制度の普及活動として、お客様へのLED等・省エネ家電の推進活動
・ゴミ分別の徹底による可燃・不燃物の削減（再資源可能な物の分別） （ダンボール、古紙、鉄、有価金属等、プラスティッ
金森4-29- ク等のリサイクル）
電化の総合サービス ECS
8
・電気自動車を使用しての訪問
・社用車のエコドライブ・安全運転を実施
・社内照明をLEDにし、使用電力を削減
・店舗前、緑のカーテン実施
・環境・子供教育に配慮した店舗前でのアゲハチョウ育成☆彡

48

株式会社 三凌商事

49

原町田58-18きめた
東京都住宅供給公社 町
ハウジング
田窓口センター
第21ビル3
階

50

株式会社 トーテック

木曽東134-6

前年度同様、エコアクション２１に全社で取組み、クールビズ及びウォームビズの実施、省エネの推進、エコドライブの励行
を行いました。廃棄物のリサイクル化については、お客様に積極的にリサイクルの提案活動を行い、職場訪問を受けた高
校生にも３Rや分別の大切さを理解してもらい学校や家庭で話題にしてもらうよう啓蒙を行いました。
・ごみの分別の徹底
・不要な照明の消灯
・ＤＸの推進（ペーパーレス、ＦＡＸレス）
・エコドライブの実施
・クールビズの実施
・ウォームビズの実施

中町3-10・エコアクション21による環境活動の実施
9 アーバン
・クールビズ・ウォームビズの実施
第3ビル1F

木曽西56-3

・マイバック持参の啓蒙（レジ袋有料化の案内）
・夏、冬のそれぞれで適正温度に設定、クールビズの推奨（4月～11月）
・4月11月にノーエアコンを実施
・ゴミ分別の徹底のため、従業員への教育
・社内連絡ツール（スマホ・タブレット）の導入（ペーパーレス推進）
・ISO14001の認証継続

51

クリエイトＳ・Ｄ 町田木曽
西店

52

・5Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾）活動によるごみ削減の徹底
・ごみの分別によるリサイクルの推進（トナーカートリッジや用紙回収箱を設置
し、再生再利用の徹底）
・産業廃棄物（鉄類、プラスチック類）の削減、分別、リサイクルおよび適切な
廃棄
・環境配慮型複合機の導入
・空調の給気温度の調節および風量調整
森野１-７キヤノンシステムアンドサ
・ノー残業デーの実施（月・水・金曜日）
２３大樹生
ポート株式会社 町田営業
・クールビズの実施
命町田ビル
所
・事務所内の室温冷房時「28℃」の実施
2F
・会議室・倉庫など不在時のこまめな消灯
・社有車への「テレマティクス」導入
・急発進・急減速・速度超過など運転者に対する適切な指導や分析・安全運転を
心掛けると共に環境に配慮したエコドライブの実施
・全社員がＣＳＲ関連のＷＥＢ教育を受講
・環境方針、環境活動推進ポスターなどの掲示
・環境配慮商品の紹介や提案

53

クリエイトＳ・Ｄ 町田小川
店

・マイバック持参の啓蒙（レジ袋有料化の案内）
・夏、冬のそれぞれで適正温度に設定、クールビズの推奨（4月～11月）
・4月11月にノーエアコンを実施
小川7-2-1
・ゴミ分別の徹底のため、従業員への教育
・社内連絡ツール（スマホ・タブレット）の導入（ペーパーレス推進）
・ISO14001の認証継続

54

ミニストップ町田市役所店

森野2-222

55

森野2-2キーズカフェ町田市役所店
22

56

原町田6ゴミ分別、子どもと一緒にごみ拾い、緑のカーテンの実施、
太陽の子町田駅前保育園 17-8クオー
不要な照明、エアコンの消灯。適切な清掃。
レ1階

57

幼保連携型認定こども園
町田自然幼稚園

・節電（空調機設定温度、冷房25℃暖房20℃）
・食品ロス削減 販売期限間近の商品の値引き販売、手前から取ってねPOPの活用
・ゴミの分別（瓶、缶、ペットボトルの分別
・持参したタンブラーカップの割引きサービス。
・不要な照明の消灯
・シフトや体調チェック表等の印刷は裏紙で印刷。（提出物以外）
・ゴミの分別

・緑のカーテンの実施（2021年5月～9月）
・ごみの分別の徹底(通年)
・不要な照明の消灯（通年）
忠生2-7-5
・不要なアイドリングはやめる（園バス、社用車）
・カラー印刷の削減
・園児への配付する手紙をデータで送る（試験的に導入・2022年1月～3月

ＮＯ

事業所名

具体的な活動実績
(2021年度実績）

所在地

・ごみの分別の徹底
・緑のカーテンの実施
・不要な照明の消灯・節水
・両面・裏紙や2in1による印刷
・職員のエコに対する意識強化の研修
・園児へのエコ指導とポスターの作成・掲示
・廃材の活用

58

山ゆり幼稚園

本町田
3450

59

成瀬くりの家保育園

・ごみの分別の徹底
成瀬1-5-1 ・緑のカーテンの実施
・裏紙の利用や、印刷の工夫

第二わかくさ保育園

木曽西51-1

・ごみの分別の徹底
・緑のカーテンの実施
・不要な照明の消灯
・なるべくペーパレスを心掛ける
・両面による印刷

たかね第二保育園

山崎町
1540-3

・ゴミの分別 ・印刷ミス用紙の再利用 ・両面印刷
・雑草を肥料へ利用 ・緑のカーテンの実施
・食品ロスをなくすために食数を毎日確認し、調理している
・電気は、人感センサー等の利用、必要のない電気は消灯する
・エアコンの設定温度の調整

南町田212-1

・ごみの分別の徹底
・緑のカーテンの実施
・不要な照明の消灯
・両面による印刷
・エコドライブの実施
・クールビズの実施
・２０２１年９月～ 紙ベースの配布物をすべてメールにて配信。
・両面や２分の１や４分の１などで印刷し紙の削減。
・失敗した印刷物の裏紙をメモ用紙として、再利用。
・緑のカーテン。
・井戸水をトイレに使用。
・水遊びを井戸水にて実施。
・廃材を素材にして、制作物を作成。
・焚火で使用した炭を、画材として使う。

60

61

62

鶴間幼稚園

63

正和幼稚園

山崎町
2261-1

64

ねむの木保育園

・ごみの分別の徹底
金森東3丁 ・資源の再利用
目17-25
例：コピー用紙の裏紙利用、牛乳パック等の再利用
・不要な照明の消灯
・ごみの分別の徹底
・緑のカーテンの実施
・不要な照明の消灯
・両面や2in1による印刷
・エコドライブの実施
・クールビズの実施
・花壇への植栽活動（障害を持つ関連会社との協働活動）

65

東京電力パワーグリッド株
原町田5式会社
14-1
多摩総支社 町田事務所

66

㈱カミコネ

中町1-4-2
新産業創
造センター
201

・ゴミの分別の徹底
・不要な照明の消灯
・クールビズ・ウォームビズの実施
・食品ロス削減の取組み

67

㈱ツカモトマーケット

高ヶ坂717-10

・コピー用紙の裏紙使用
・エコドライブの実施

68

町田市資源協同組合

下小山田
町3267番
地

・不要な照明の消灯
・エコドライブの実施（アイドリングストップ、急発進防止）

大蔵町
530-1

・ごみの分別の徹底
・緑のカーテンの実施
・不要な照明の消灯
・電気の見える化による節電
・裏紙利用による印刷
・生ごみ処理機(コンポスト)

69

井の花保育園

ＮＯ

70

事業所名

具体的な活動実績
(2021年度実績）

所在地

・クールビズの取組み
・レジ袋の削減
旭町1-23- ・エアコンの温度（夏２８℃、冬２０℃）
株式会社 岡直三郎商店
21
・両面コピーや裏紙の利用
・ノー残業デー
・こまめな消灯
・緑のカーテンの実施
・両面コピーや裏紙の利用
・こまめな消灯
・電車やバスを避けて可能な限り自転車通勤

71

田園保育園

南町田31-1

72

ホームデリカTAICHI

・商品にごみの分別が出来る様にしてあります。
成瀬ヶ丘3- ・お買物にエコサービスを努力しております。
4-12
・ゴーヤ野菜で照当に注意しております。
・お客様に日射病に注意する様にお茶を出しております。

73

町田焙煎珈琲株式会社

本町田
3450-12

74

スターバックスコーヒー町
田パリオ店

森野1-15- ・タンブラー使用推進
13 パリオ ・店内ご利用のお客様へマグカップ利用のオススメ
ビル
・プラスティックストロー削減、紙ストロー推奨

75

スターバックスコーヒールミ 原町田6ネ町田店
1-11

76

スターバックスコーヒー町
田東急ツインズ店

77

スターバックスコーヒー
ぽっぽ町田店

78

スターバックスコーヒー小
田急町田駅店

原町田612-20

・タンブラー使用推進
・店内ご利用のお客様へマグカップ利用のオススメ
・プラスティックストロー削減、紙ストロー推奨

79

スターバックスコーヒー町
田金森店

金森3-110

・タンブラー使用推進
・店内ご利用のお客様へマグカップ利用のオススメ
・プラスティックストロー削減、紙ストロー推奨

80

鶴間3-4-1
・タンブラー使用推進
スターバックスコーヒー南 南町田グラ
・店内ご利用のお客様へマグカップ利用のオススメ
町田グランベリーパーク店 ンベリー
・プラスティックストロー削減、紙ストロー推奨
パーク

81

スターバックスコーヒー多
摩境店

小山が丘
3-2-8

はまざき家電

・ごみの分別の徹底
・緑のカーテンの実施
金井ヶ丘1- ・不要な照明の消灯
22-8
・両面や2in1による印刷
・エコドライブの実施
・クールビズの実施

82

83

84

85

・商品のプラ個包装の削減
・炭酸水自家製造によるペットボトル削減
・レジ袋の削減、こまめな消灯、エコドライブの実施
・製造時に出るコーヒーカス（チャフ）のたい肥利用

・タンブラー使用推進
・店内ご利用のお客様へマグカップ利用のオススメ
・プラスティックストロー削減、紙ストロー推奨

原町田6・タンブラー使用推進
4-1 町田
・店内ご利用のお客様へマグカップ利用のオススメ
東急ツイン
・プラスティックストロー削減、紙ストロー推奨
ズウエスト3
・タンブラー使用推進
原町田4・店内ご利用のお客様へマグカップ利用のオススメ
10-20
・プラスティックストロー削減、紙ストロー推奨

・タンブラー使用推進
・店内ご利用のお客様へマグカップ利用のオススメ
・プラスティックストロー削減、紙ストロー推奨

L-TOPソピック

南つくし野
4-18-5

・事務所照明用蛍光灯の本数減らした点灯。
・看板用照明点灯開始時間を２０分程遅くする。
・ウォシュレット常時通電を使用時のみ通電へ変更。
・トラック急発進をなくする。前方赤信号時前もって減速。」
・店内ランプをLEDへ全て変更。

デンキのしたら

玉川学園
2-1-32

・裏紙の使用
・省エネ性の高い商品への買替え促進
・ゴミの分別を徹底
・古くなったタオルなどは、ウエスとして再利用
・消耗品や部材などの無駄遣いを減らす

ライフテクトヤマグチ

・エアコンの設定温度を下げている
・ペーパーレスをすすめている
根岸1-13- ・不要な照明を消す
5
・営業中であっても、不必要なＴＶの電源は切る
・早出、残業を少なくする
・交換可能な物は全てLED照明にする

ＮＯ

86

87

88

89

90

91

92

事業所名

具体的な活動実績
(2021年度実績）

所在地

・ごみの分別の徹底
・不要な照明の消灯
・裏紙による印刷
・エコドライブの実施
・クールビズの実施

とうきょう電化

玉川学園
1-21-19

ワールド電器

・「東京ゼロエミポイント」を活用して省エネ製品の販売促進を図る
・レジ袋の削減
中町1-7-2 ・両面コピーや裏紙の利用による紙の削減
・シーリングファンを活用しての冷暖房の省エネ運転
・自転車利用によるCO₂排出の削減

有限会社 鶴川電化スト
アー

照明器具のLED化
不要部分の照明消灯
鶴川2-17電気自動車の活用
32
ゴミ分別の徹底
ゴミ削減、リサイクルできるものは適正処理する

㈱ジャストオン

東京都省エネマイスター店講習会終了
南成瀬1無駄な電灯を消す
2-1 成瀬
エアコンの設定温度を２度上げる（夏）冬は２度下げる
駅前ハイツ
ゴミの分別
2-107
コピー用紙の裏紙の積極使用

株式会社ダイエー ダイ
エー町田店

株式会社オンザウェイ

サンフィール保育園

原町田32-8

・レジ袋有料化とエコバック持参によるお買い物推進。
・リサイクル資源回収（ペットボトル、アルミ缶、牛乳パック、食品トレー）
・エコキャップの回収。
・チラシ配布枚数の削減と販促のデジタル化。
・食品リサイクルとフードバンクとの連携によるフードロス削減。
・トイレ・冷蔵・冷凍庫照明の人感センサーによる節電。
・POP用紙の両面印刷による再利用。
・商品段ボールのリサイクルとビニールごみの分別。
・地域小学校への当店エコ活動のご案内。
・環境マネジメントシステム国際規格ISO14001認証取得。
・SDGｓの推進と従業員への教育。
・デジタル推進、販促と決済のデジタル化で紙消費の削減。

原町田514-18

・無線機リユースサービス「2WAYリース」
・無線機を可能な限り修繕して使う（簡単に捨てない）
・使用済みバッテリーの再利用
・再生バッテリの活用
・オンラインショップOnthewebでのリユース品の販売
・繰り返し利用できる梱包資材の開発
・弊社納品物の簡易包装・通い箱利用推進
・太陽光発電
・グリーンラベルによる封筒の再利用
・使用済み切手の寄付
・梱包材のリユース
・わりばしのリサイクル
・リサイクルブックエイドへの参加
・もったいない会開催（社内での不用品リサイクル）
・フルクル（古着リサイクルプログラム）に協力
・PELP！コピー用紙リサイクルの取り組み
・社内文書に裏紙の利用
・PEFC認証を受けたコピー用紙を使用
・ダンボール・古紙・金属・プラスチックのリサイクル
・使用済テプラカートリッジのリサイクル
・LED照明の導入
・居室以外は照明の自動オンオフ
・エアコンの適性温度の遵守
・クールビズ・ウォームビスの実施
・雨水利用
・コーヒー抽出後の乾燥処理
・毎日10分間の環境整備活動でエコアクションを推進
・環境整備活動での社屋周辺のごみ拾い（毎日）
・地域他社と協力して原町田地域のごみ拾い

小山町
4604-2

・ゴミの分別と削減の取り組み ・廃油などのリサイクル回収
・段ボール、牛乳パックの地域資源回収への協力
・ゴミの出前講座の利用
・近隣の清掃
・裏紙の利用

ＮＯ

93

94

95

事業所名

㈱アベ企画

町田サレジオ幼稚園

かえで保育園

具体的な活動実績
(2021年度実績）

所在地

・地球温暖化対策の一環でクールビス・ウォームビスを実施。
町田市本
・商用車・営業車で環境に配慮した運転（エコドライブ）を実施。
町田2046・事業所等に太陽光発電システム等を設置し利用。
24
・まちだエコ宣言制度の普及活動を実施。
１ 給食、お弁当の残飯をミミズコンポストにより肥料にする。
２ １を園の畑に利用し野菜栽培の肥料として使用する。
３ ゴーヤの苗を市からもらい緑のカーテンとし夏の暑い日差しをよけ冷房費の節約をする。
小山ヶ丘4４ ごみの減量に努め特に紙類（製作で出る画用紙類）の端切れや宅配の緩衝材として入っている（A２更紙）紙の再利用
6-2
に努める。
５ 無駄な照明の消灯
・
・
小山町775 ・
・
・

ゴミの分別の徹底
緑のカーテンの実施
廃材を保育材料として活用
不要な照明の消灯
園として不要なFAXは印刷しない

小山町
3651-1

・緑のカーテン実施
・花壇の水やりやトイレ水洗に井戸水利用
・太陽光発電システム設置利用
・全室LED照明
・冷暖房の適正温度設定
・園庭の夜間照明はLED照明とソーラーライト
・園児の汚れ物入れはエコバックを使用
・給食で使用した、白トレー、牛乳パック等のリサイクルの徹底

夢の森幼稚園

三輪町
1051-2

・ゴミ分別の徹底
・緑のカーテン実施
・不要な照明の消灯
・エコドライブの実施
・クールビズの実施
・両面による印刷及び再利用
・飲み水以外の地下水利用
・レジ袋等のプラスチック製品の利用を控える
・窓ガラスコーティング

98

立華幼稚園

高ヶ坂629-1

・ごみの廃棄の削減
・ふんわりブレーキ活動
・エアコンの設定温度のこまめな調整
・温水プールのボイラーを最新設備に更新
・温水プールの温度低下を防ぐため、ブルーシートで被う

99

玉川学園子どもクラブころ 玉川学園
ころ児童館
3-35-45

96

97

プチ コパン保育室

・緑のカーテンの実施
・屋上緑化と屋上草地ビオトープの整備
・ゴミの分別の徹底
・空き箱や余り紙等の不用品を利用した工作イベントの実施
・家庭で不要になったおもちゃや本等の寄贈受付
・ごみの分別の徹底
・不要な照明の消灯
・裏紙利用の徹底

100 玉川さくら保育園

玉川学園
3-35-48

101 株式会社 オオスミ工建

・ＬＥＤ照明の導入
南成瀬4 丁 ・商用車で環境に配慮したエコドライブの実施
目20 番地8 ・両面コピーや裏紙の利用
・段ボール・古紙・ペットボトル等ゴミの分別・リサイクル

102 株式会社 細野商会

成瀬が丘
2-23-3

・FAX受診紙を裏紙利用
・トイレ便座のフタ閉め
・冷暖房の温度設定を低くor高くする
・不要な電気の消灯

南大谷
207-10

エコアクション２１の活動
・温室効果ガス排出量を毎年1%減らす目標を掲げる
・ゴミの分別、リサイクルの推進
・建設副産物の分別及び適正処理
・環境に配慮した工事施工
・エコ商品の利用など、グリーン購入の推進
・節電、節水の徹底
・エコドライブの実施
・環境関連法規の法令遵守

103 株式会社 昌電舎

ＮＯ

事業所名

具体的な活動実績
(2021年度実績）

所在地

104 株式会社 金の馬車

原町田21-8

買取商品に関して、
前職で、直し承認の経験を活かしバッグ等は、べたつきや、傷、擦れ等手入れをして良い状態に取り戻し、販売しています。

105 株式会社ネオート

中町1-116 東京建
物町田ビル
3階

・不要エリアの消灯
・両面コピーや裏紙の利用
・ゴミの分別により、再生可能な資源の有効利用
・空調温度と風量の調整

