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「平成２６年度エコドライブ活動コンクール」の結果発表  

 

 

 

 

 

 

 

１． 主旨 

エコドライブは、地球温暖化対策のＣＯ2 排出抑制策として国民の誰もが手軽に実施で

きる取組みであり、現在もエコドライブ普及連絡会（警察庁、経済産業省、国土交通省、

環境省）を中心に、関係団体が協力して積極的に推進しています。 

当財団では、この活動の一環として昨年度に引き続き「エコドライブ活動コンクール」

を開催して取組優秀事業者を表彰し、その取組内容を紹介することによりエコドライブの

更なる普及を目指しています。 

今年度は、事業部門（緑ナンバー）、一般部門（白ナンバー）、フリー部門（事業部門・

一般部門以外でエコドライブに取組んでいる任意団体等）の３部門に分けて実施しました。 

 

２． 募集結果 

  今回のコンクールには、「エコドライブ普及連絡会」と「エコドライブ普及推進協議会」

のご後援の他、多くの団体からのご支援のお陰で多数の応募を頂きました。 

  ここにあらためまして感謝を申し上げます。 

 

【募集結果（全体）】   

応募件数 ：  495 件  

         事業所数 ： 1,106 事業所 

         従業員数 ：53,868 名 

         車両台数 ：27,262 台 

【プレスリリース】 

○ 「平成２６年度エコドライブ活動コンクール」の審査結果を発表します。 

○ 国土交通大臣賞１事業所、環境大臣賞１事業所、優秀賞６事業所、優良賞３８事業所、

審査委員長特別賞２団体を決定しました。 

○ 上位入賞者（大臣賞、優秀賞、審査委員長特別賞）の表彰と、大臣賞受賞事業者の取組

紹介を、11月 19 日開催の「エコドライブシンポジウム」の中で実施します。 

 

本件に関する問い合わせ先 

公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団  

交通環境対策部（担当：松田）         

TEL：03-3221-7636   

FAX：03-3221-6674   
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 【部門別】 

 事業部門 一般部門 フリー部門 全体 

応募件数 433 52 10 495 

事業所数 714 376 16 1,106 

従業員数 29,748 22,707 1,413 53,868 

車両台数 20,087 5,794 1,381 27,262 

 

 

３． 審査結果 

 

入賞者の審査は、学識経験者、専門家等で構成される審査委員会（審査委員長：

大聖 泰弘／早稲田大学理工学術院教授）で実施され、国土交通大臣賞１事業所（事

業部門）、環境大臣賞１事業所（一般部門）、優秀賞６事業所、優良賞３８事業所、

審査委員長特別賞２団体が選考されました。 

  また、表彰規定により、より上位の賞でなければ連続して受賞できない事業者で、

優良賞相当以上の取組を継続していると評価された事業所、および一定レベル以上

の取組をしていると評価された事業所には、「エコドライブ優良活動認定証」を授

与することとしました。（７４事業所） 

  なお、上位入賞者（大臣賞、優秀賞、審査委員長特別賞）の表彰と、大臣賞受賞

事業所の取組紹介を、11 月 19 日（水）13 時 30 分より東京都千代田区の内幸町ホ

ールで開催される「エコドライブシンポジウム」の中で実施します。 （別紙参照） 

 

 

■ 国土交通大臣賞（事業部門） 

 

事業所名 所在地 

TB 物流サービス株式会社 いなべ営業所 三重県 

 

■ 環境大臣賞（一般部門） 

 

事業所名 所在地 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 東京都 

 

 

■ 優秀賞 

（事業部門） 

                                                 （都道府県順） 

事業所名 所在地 

花王ロジスティクス株式会社 八王子営業所 東京都 
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アトラスカーゴサービス株式会社 小牧営業所 愛知県 

株式会社中田商事 三重県 

南海バス株式会社 井高野営業所 大阪府 

 

（一般部門） 

                                                 （都道府県順） 

事業所名 所在地 

株式会社佐藤商店 群馬県 

株式会社デンソー 額田テストセンター 愛知県 

 

 

■ 優良賞 

（事業部門） 

                                                 （都道府県順） 

事業所名 所在地 

三愛ロジスティクス株式会社 

北海道販売物流部 輸配送課 
北海道 

三愛ロジスティクス株式会社 岩手営業所 岩手県 

カメイ物流サービス株式会社 多賀城営業所 宮城県 

株式会社ロジパルエクスプレス 仙台営業所 宮城県 

三愛ロジスティクス株式会社 宮城営業所 宮城県 

三愛ロジスティクス株式会社 山形営業所 山形県 

磐城通運株式会社 植田支店 福島県 

飛鳥交通株式会社 川口営業所 埼玉県 

飛鳥交通株式会社 上尾営業所 埼玉県 

飛鳥交通株式会社 本社営業所 埼玉県 

飛鳥交通株式会社 浦和営業所 埼玉県 

佐川急便株式会社 茂原営業所 千葉県 

株式会社入船物流システム 千葉県 

中央エース物流株式会社 関宿低温営業所 千葉県 

リコーロジスティクス株式会社 運送統括事業部 東京都 

東京三栄運送株式会社 東京都 

株式会社ロジパルエクスプレス 本社営業所 東京都 

南信州広域タクシー有限会社 長野県 

濃飛倉庫運輸株式会社 岐阜輸送センター営業所 岐阜県 

株式会社トランスポートオオスギ 静岡県 

株式会社ダイコー商運 静岡県 

株式会社ロジパルエクスプレス 一宮営業所 愛知県 
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桜運輸株式会社 愛知県 

豊中運輸株式会社 愛知県 

TB 物流サービス株式会社 生産物流部 愛知県 

摂津運輸株式会社 大阪府 

ニシリク株式会社 大阪府 

都宝産業株式会社 兵庫県 

株式会社中央運輸 岡山県 

株式会社ロジパルエクスプレス 岡山営業所 岡山県 

菱化ロジテック株式会社 九州支店 

輸送１グループ 城山物流センター 
福岡県 

大和倉庫運輸株式会社 福岡県 

株式会社中津急行 大分県 

 

（一般部門） 

                                                 （都道府県順） 

事業所名 所在地 

習和産業株式会社 千葉県 

株式会社エスアールエル 東京都 

富士レビオ株式会社 東京都 

中央自動車工業株式会社 大阪府 

愛媛トヨタ自動車株式会社 愛媛県 

 

 

■ 審査委員長特別賞（全部門） 

 

事業所名 所在地 

特定非営利活動法人 山形県自動車公益センター 山形県 

ファインモータースクール 埼玉県 

 

 

■ エコドライブ優良活動認定証 

（事業部門） 

                                               （都道府県順） 

事業所名 所在地 

株式会社エンドレス・テック 北海道 

空知中央バス株式会社 深川営業所 北海道 

北海道中央バス株式会社 色内営業所 北海道 

北海道中央バス株式会社 真栄営業所 北海道 
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北海道中央バス株式会社 余市営業所 北海道 

北海道中央バス株式会社 滝川営業所 北海道 

株式会社丸運トランスポート札幌 北海道 

丸大トラック株式会社 北海道 

株式会社ロジパルエクスプレス 札幌営業所 北海道 

三愛ロジスティクス株式会社 東北物流課 宮城県 

三愛ロジスティクス株式会社 迫営業所 宮城県 

三愛ロジスティクス株式会社 経営企画部 宮城県 

磐城通運株式会社 平支店 福島県 

磐城通運株式会社 小名浜支店 福島県 

磐城通運株式会社 植田支店 火力営業所 福島県 

磐城通運株式会社 湯本支店 福島県 

三愛ロジスティクス株式会社 福島営業所 福島県 

若林運送株式会社 小名浜営業所 福島県 

茨城流通サービス株式会社 茨城県 

株式会社エスティーシステム 水戸営業所 茨城県 

三愛ロジスティクス株式会社 茨城営業所 茨城県 

株式会社丸運トランスポート東日本 鹿島支店 鹿島営業所 茨城県 

株式会社髙田運送 栃木県 

日本トラック株式会社 栃木営業所 栃木県 

株式会社エスティーシステム 草加営業所 埼玉県 

株式会社東配 埼玉県 

株式会社明和油送 埼玉営業所 埼玉県 

株式会社ロジパルエクスプレス 船橋営業所 千葉県 

株式会社大津運送 東京都 

三和清運株式会社  本社営業所 東京都 

株式会社ジェイアール東日本物流 東京都 

株式会社ロジパルエクスプレス お台場営業所 東京都 

日本トラック株式会社 藤沢営業所 神奈川県 

中央エース物流株式会社 大黒低温営業所 神奈川県 

中央エース物流株式会社 東扇島第一低温営業所 神奈川県 

大光陸運株式会社 川崎営業所 神奈川県 

関東エース物流株式会社 鶴見営業所 神奈川県 

リコーロジスティクス株式会社 物流センター厚木 神奈川県 

リコーロジスティクス株式会社 神奈川営業所 西神奈川 神奈川県 

リコーロジスティクス株式会社 神奈川営業所 神奈川県 

ロジトライ関東株式会社 相模原事業所 神奈川県 

株式会社ロジパルエクスプレス 川崎営業所 神奈川県 
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上越運送株式会社 新潟県 

星崎運輸株式会社 富山営業所 富山県 

花王ロジスティクス株式会社 金沢営業所 石川県 

星崎運輸株式会社 金沢支店 石川県 

北陸牛乳運送株式会社 福井県 

リコーロジスティクス株式会社 物流センター御殿場 静岡県 

株式会社ロジパルエクスプレス 静岡営業所 静岡県 

株式会社アイティー物流 愛知県 

有限会社クリヤー梱包 愛知県 

平野商運株式会社 愛知県 

星崎運輸株式会社本社 愛知県 

小西運送株式会社 三重県 

河嶋運送株式会社 本社営業所 京都府 

京信ビジネスサービス株式会社 京都府 

キユーソーティス株式会社 枚方営業所 大阪府 

千里山バス株式会社 大阪府 

株式会社ロジパルエクスプレス 茨木営業所 大阪府 

和光運輸株式会社 大阪府 

菱華運輸株式会社 兵庫県 

株式会社ロジパルエクスプレス 神戸営業所 兵庫県 

株式会社ロジパルエクスプレス 福岡営業所 福岡県 

ダイワ運輸株式会社 鳥栖営業所 佐賀県 

株式会社ユタカ産業 鹿児島県 

内外運輸株式会社 西原営業所 沖縄県 

 

（一般部門） 

                                                 （都道府県順） 

事業所名 所在地 

東京計装株式会社 東京都 

青森トヨタ自動車株式会社 青森県 

株式会社クラレ 鹿島事業所 茨城県 

オリジン電気株式会社 間々田工場 栃木県 

川越市役所 埼玉県 

大和ハウス工業株式会社 南多摩支店 東京都 

三栄商事株式会社 愛知県 

トヨタ部品京都共販株式会社 京都府 

 

以上 


