
川崎温暖化対策推進会議（ＣＣ川崎エコ会議）会員一覧 

（令和４年５月１６日現在） 

＜企業＞ 

 所 属 
運営 

委員 
理事 

1 旭化成株式会社 川崎製造所   

2 株式会社朝日プリンテック 川崎工場   

3 味の素株式会社 川崎事業所  ◯ 

4 株式会社イージーソフト   

5 ＮＥＣプラットフォームズ株式会社   

6 NTT 東日本 川崎支店   

7 ＥＮＥＯＳ㈱川崎事業所   

8 ＥＮＥＯＳ㈱川崎製油所  ◯ 

9 大村技研株式会社   

10 花王株式会社 川崎工場                         

11 株式会社カタライズ   

12 神奈川特殊車輌株式会社   

13 株式会社かなせき   

14 かわさき市民放送株式会社                       

15 川崎商工会議所 ◯ ● 

16 川崎信用金庫 ◯ ● 

17 株式会社川崎フロンターレ ◯ ◯ 

18 株式会社カワセイ   

19 株式会社カワデン   

20 北川印刷株式会社   

21 行政書士 わたなべ法務事務所   

22 協成電気株式会社   

23 株式会社ケイエスピー  ★ 

24 株式会社ケイエスピーコミュニティ   

25 ケイエスピー熱供給株式会社   

26 コアレックス三栄株式会社 東京工場   

27 株式会社コトワ   

28 株式会社近藤工芸   

29 佐野デザイン事務所   

30 Ｃ＆Ｃビジネスサービス株式会社   

31 ＪＦＥ環境株式会社 川崎エコクリーン工場   



32 ＪＦＥスチール株式会社 東日本製鉄所  ◯ 

33 ＪＦＥテクノリサーチ株式会社   

34 ＪＦＥ東日本ジーエス株式会社   

35 ＪＦＥプラリソース株式会社   

36 株式会社ＪＴＢ川崎支店   

37 島田工業株式会社   

38 株式会社ショウエイ   

39 昭和電工株式会社 川崎事業所   

40 太陽電音株式会社   

41 株式会社タウンニュース社 川崎支社                  

42 田辺倉庫株式会社                           

43 地域社会パートナーズ株式会社   

44 株式会社デイ・シイ   

45 株式会社テラマックス                         

46 東亜石油株式会社 京浜製油所   

47 東急株式会社  ★ 

48 東京ガスネットワーク株式会社 川崎支店 ◯ ◯ 

49 東京電力パワーグリッド株式会社 川崎支社 ◯ ◯ 

50 東芝エネルギーシステムズ株式会社 浜川崎工場  ◯ 

51 ナイス株式会社   

52 日本物流センター株式会社 東京事業所   

53 日本合成樹脂株式会社   

54 日本新聞インキ株式会社 東京工場   

55 日本電気株式会社 玉川事業場  ◯ 

56 日本電産株式会社 中央モーター基礎技術研究所   

57 日本トリート株式会社   

58 日本プロセス秀英堂株式会社                         

59 日本ヒューマニクス株式会社   

60 株式会社ネオス 川崎工場   

61 ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社   

62 Believe Technology 株式会社   

63 富士通株式会社 川崎工場  ◯ 

64 富士通エフ・アイ・ピー株式会社                    



65 株式会社フリーシーエヌ   

66 ペットリファインテクノロジー株式会社   

67 三井不動産グループ   

68 三菱ふそうトラック・バス株式会社   

69 ヤマト運輸株式会社 川崎主管支店  ★ 

70 リ・バース株式会社   

71 有限会社 リフォームプロ   

72 株式会社渡辺土木   

73 横浜銀行 川崎支店  ★ 

 
＜市民団体＞ 

 所 属 
運営 

委員 
理事 

74 認定特定非営利活動法人 アクト川崎   

75 麻生区クールアース推進委員会 ◯ ◯ 

76 特定非営利活動法人 アジア起業家村推進機構  ★ 

77 「エコシティたかつ」推進会議 ◯ ◯ 

78 かわさきかえるプロジェクト   

79 川崎市地域女性連絡協議会  ◯ 

80 特定非営利活動法人 かわさき市民共同おひさまプロジェクト  ◯ 

81 特定非営利活動法人 川崎フューチャー・ネットワーク   

82 グリーンコンシューマー普及会議  ◯ 

83 特定非営利活動法人 原発ゼロ市民共同かわさき発電所           

84 特定非営利活動法人 産業・環境創造リエゾンセンター ◎ ◎ 

85 省エネグループ   

86 なかはら地球にいいことプロジェクト   

87 特定非営利活動法人 みどりなくらし                           

 
＜業界団体＞ 

 所 属 
運営 

委員 
理事 

88 一般社団法人 神奈川県トラック協会  ◯ 

89 一般社団法人 川崎建設業協会   

90 川崎工業振興倶楽部 ◯ ● 

91 川崎市工業団体連合会  ◯ 



92 一般社団法人 川崎市商店街連合会  ◯ 

93 川崎市新エネルギー振興協会  ◯ 

94 一般社団法人 川崎市電設工業会   

95 一般社団法人 川崎青年会議所   

96 川崎地域連合   

97 生活協同組合ユーコープ   

98 一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会   

 
＜学校＞ 

 所 属 
運営 

委員 
理事 

99 慶應義塾大学  ◯ 

100 学校法人 聖マリアンナ医科大学  ◯ 

101 洗足学園中学高等学校   

102 学校法人 日本女子大学  ◯ 

103 学校法人 明治大学  ◯ 

 
＜行政等＞ 

 所 属 
運営 

委員 
理事 

104 川崎市臨海部国際戦略本部  ◯ 

105 川崎市経済労働局  ◯ 

106 川崎市環境局  ◯ 

107 公益財団法人 川崎市公園緑地協会  ◯ 

108 川崎市全町内会連合会  ◯ 

109 川崎市地球温暖化防止活動推進センター ● ● 

110 独立行政法人 環境再生保全機構  ◯ 

111 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構  ◯ 

112 国立研究開発法人 農研機構・生研支援センター   

合計 10 34 

※ ◯は該当団体、◎は委員長・会長、●は副委員長・副会長 ★Ｒ４立候補 

 
【会 長】足立芳寛（NPO 法人産業・環境創造リエゾンセンター理事長） 
【副会長】柳瀬  徹（川崎工業振興倶楽部会長） 

庄司 佳子（川崎市地球温暖化防止活動推進センター長） 
堤  和也（川崎信用金庫理事長） 
浦野 敏行（川崎商工会議所副会頭） 


