
【別紙あり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「横浜市３Ｒ活動優良事業所」について 

本市では、事業系廃棄物の分別排出や、発生抑制・再使用・再生利用（３Ｒ活動）に顕著な功績を挙

げ、他の模範となる事業所等を「横浜市３Ｒ活動優良事業所」として認定しています。 

この度、新規認定の２事業所を含めて 48事業所を認定しました。（※ 認定事業所は別添「別紙１」参照） 

 

   

  ○ 事業所名称 

ローム株式会社 横浜テクノロジーセンター  

○ 所在地 

    横浜市港北区新横浜２－４－８ 

  ○ 認定に対するコメント 

    この度は、３Ｒ活動優良事業所に認定いただき 

嬉しく思います。    

優れた取組をされている他事業所様に学び、継続 

認定いただけるよう、更に３Ｒ活動を推進して参り 

ます。 

 

                        ○ 事業所名称 

                          アネスト岩田株式会社 

                        ○ 所在地 

                          横浜市港北区新吉田町 3176 

                        ○ 認定に対するコメント 

この度は、３Ｒ活動優良事業所の認定をいた 

だき、たいへん嬉しく思います。 

今後も改善や工夫を凝らし、更なる廃棄物の

減量化および資源化に努めていきます。 

 

 

 

２ 「横浜市一般廃棄物収集運搬業優良事業者」について 

本市では、一般廃棄物収集運搬業における法令遵守、分別排出、３Ｒ活動に対して積極的に取り組み、

他の模範となる一般廃棄物収集運搬業者を認定し、その取組を広く紹介することで、分別排出や３Ｒ活

動の推進を目的とする「横浜市一般廃棄物収集運搬業優良事業者認定」を実施しています。 

この度、10 事業者を認定しました。（※ 認定事業者は別添「別紙２」参照） 

お問合せ先 

資源循環局一般廃棄物対策課長  宮田 綾子 Tel 045-671-2558 

令 和 ３ 年 １ 月 1 5 日 
資源循環局一般廃棄物対策課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

令和２年度の「横浜市３Ｒ活動優良事業所」及び 

「横浜市一般廃棄物収集運搬業優良事業者」を認定！  

新規認定事業所のご紹介 



別紙１

No. 事　業　所　名 所在区 認定回数

1 キリンビール株式会社　横浜工場 鶴見区 10回目

2 東京ガス株式会社　扇島LNG基地 鶴見区 10回目

3 株式会社ＪＶＣケンウッド本社・横浜事業所 神奈川区 10回目

4 株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル 西　区 10回目

5 株式会社横浜国際平和会議場（パシフィコ横浜） 西　区 10回目

6 株式会社横浜スカイビル 西　区 10回目

7 横浜貿易建物株式会社 中　区 10回目

8 三菱重工業株式会社 横浜製作所 本牧工場 中　区 10回目

9 株式会社マクニカ 港北区 10回目

10 フォルム株式会社 港北区 10回目

11 トレッサ横浜 港北区 10回目

12 Meiji Seika ファルマ株式会社横浜研究所 港北区 10回目

13 株式会社ヨロズ 港北区 10回目

14 株式会社村田製作所　横浜事業所 緑　区 10回目

15 株式会社ＪＶＣケンウッド白山事業所 緑　区 10回目

16 パナソニック株式会社　オートモーティブ社　オートモーティブ横浜ビル 都筑区 10回目

17 パナソニック株式会社　佐江戸事業場 都筑区 10回目

18 株式会社リコー　横浜仲町台事業所 都筑区 10回目

19 京セラ株式会社 横浜事業所 都筑区 10回目

20 日立横浜事業所 戸塚区 10回目

21 芝浦メカトロニクス株式会社 栄　区 10回目

22 住友電気工業株式会社　横浜製作所 栄　区 10回目

23 フェリス女学院大学 泉　区 10回目

24 ＪＦＥエンジニアリング株式会社　横浜本社 鶴見区 ９回目

25 日産自動車株式会社 横浜工場 神奈川区 ９回目

26 ＡＧＣ株式会社　中央研究所 神奈川区 ９回目

27 日産自動車株式会社　グローバル本社 西　区 ９回目

28 協同組合伊勢佐木町商店街 中　区 ９回目

29 株式会社京急百貨店 港南区 ９回目

30 日本発条株式会社　横浜事業所 金沢区 ９回目

31 日本たばこ産業株式会社　医薬総合研究所　横浜リサーチセンター 金沢区 ９回目

32 イリソテクノロジーパーク 港北区 ９回目

33 イケア・ジャパン株式会社　ＩＫＥＡ港北 都筑区 ９回目

34 相鉄ビル（横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ） 西　区 ８回目

35 富士ゼロックス株式会社　横浜みなとみらい事業所 西　区 ８回目

36 株式会社ＲＥＪ　横浜事業所 金沢区 ８回目

37 株式会社　ブリヂストン　横浜工場 戸塚区 ８回目

38 東京ガス不動産株式会社 関内ビル 中　区 ７回目

39 日産自動車株式会社　本牧専用埠頭 中　区 ７回目

40 日産自動車株式会社　日産教育センター 旭　区 ７回目

41 日産自動車株式会社　カスタマーサービスセンター 金沢区 ７回目

42 株式会社日産クリエイティブサービス 戸塚区 ６回目

43 山崎製パン株式会社　横浜第一工場 戸塚区 ５回目

44 株式会社野村総合研究所　横浜第二データセンター 都筑区 ４回目

45 ジョイナス　株式会社相鉄ビルマネジメント 西　区 ３回目

46 東芝マテリアル株式会社 磯子区 ３回目

47 ローム株式会社　横浜テクノロジーセンター 港北区 新規認定

48 アネスト岩田株式会社 港北区 新規認定

・認定事業所の取組紹介【URL】

令和２年度「横浜市３Ｒ活動優良事業所」一覧

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/ippan/3ryuryo/

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/ippan/3ryuryo/


別紙２

No. 事　業　者　名 所在区 認定回数

1 有限会社佐々木商店 西区 10回目

2 株式会社ダイトーフジテック 戸塚区 10回目

3 辻村商事株式会社 神奈川区 ９回目

4 大塚産業有限会社 都筑区 ９回目

5 株式会社滝田商会 港南区 ８回目

6 株式会社萬世 泉区 ６回目

7 藤ビルメンテナンス株式会社 緑区 ５回目

8 株式会社神奈川保健事業社 金沢区 ４回目

9 武松商事株式会社 中区 ３回目

10 Ｊ＆Ｔ環境株式会社 鶴見区 ３回目

・認定事業者の取組紹介【URL】

令和２年度「横浜市一般廃棄物収集運搬業優良事業者」一覧

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/ippan/yuryo.html

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/ippan/yuryo.html
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