
【 地域ぐるみ環境 ISO 研究会の活動履歴 】 

                                         2016 年 4 月 19 日 

年 組織等 活動内容 

1997 年  
地域ぐるみでISOへ

挑戦しよう研究会 

 

（会員 6 事業所） 

○ 9 月：エコタウン事業の会で、研究会設立の提案 

○11 月：研究会設置の決定 

○12 月：第 1 回目の研究会を 6事業所で開催：オムロン飯田にて 

■オムロン飯田、平和時計、三菱電機、旭松食品、市役所、多摩川精機 

※COP3 京都会議開催、プリウス販売開始 

1998 年 

（会員 7 事業所） 

○情報交換会・事業所見学会を実施 

■入会；TDK 飯田 

1999 年 

 

 

 

 

 

（会員 16 事業所） 

○組織体制の見直し（活動理念、活動内容設定） 

○飯田版簡易 ISO 試行 

○エコマネー導入提案 

○生活と環境まつり 1999 出展 

○事業所見学会（藤総業、ミヤマ） 

■入会；中部電力、八十二銀行、井坪設備工業、光和、はたの、吉服商会 

飯田信用金庫、信州航空電子、横河プレシジョン 

2000 年 

地域ぐるみ環境 ISO

研究会 

 

 

 

 

 

 

（会員 23 事業所） 

○組織体制の整備（組織名称変更、代表者・事務局の設置）、会則の設定 

○分科会活動開始 

○ISO 実践塾の開催 

○生活と環境まつり 2000 出展 

○事業所見学会（オムロン飯田、EMC センター） 

☆長野県環境保全協会：信州エコ大賞 受賞 

■入会；アイエス精工、エコトピア飯田、アースグリーンマネジメント 

パチンコダイエーグループ、東日本システム建設、盟和産業、小木曽建設 

多摩川精機協同組合 

■脱会；信州航空電子 

2001 年 

（会員 24 事業所） 

○「ぐるみ通信」創刊 

○“南信州いいむす 21”スタート 

○相互内部監査スタート 

○信州環境フェアー2001 出展 

○生活と環境まつり 2001 出展 

○事業所見学会（盟和産業、多摩川精機） 

☆長野県循環型社会形成推進協議会：リサイクル推進認定証 受賞 

☆リサイクル推進協議会：会長賞受賞 

☆中部の未来創造大賞推進協議会：優秀賞 受賞 

■入会；化成工業 

2002 年 

（会員 29 事業所） 

○“南信州いいむす 21”第 1 号認証 

（アジマ自動車学校、はたの、井坪設備工業、エコトピア飯田） 

○信州環境フェアー2002 出展 

○生活と環境まつり 2002 出展（どんぐり登場） 

○カレンダー・手帳のプレゼント会参画 

○事業所見学会（化成工業、エコトピア飯田、アースグリーンマネジメント、マルヒ、 

TDK 飯田、桐林クリーンセンター） 

☆日本計画行政学会：計画賞（最優秀賞） 受賞 

■入会；吉川建設、木下建設、原鉄、神稲建設、南信共同アスコン 
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年 組織等 活動内容 

2003 年 

（会員 26 事業所） 

○環境関連法令セミナー開催 

○信州環境フェアー2003 出展 

○生活と環境まつり 2003 出展 

○事業所見学会（泰阜ダム・中部電力） 

☆環境省：地球温暖化防止活動環境大臣賞（対策活動実施部門） 受賞 

■入会；飯田商工会議所 

■脱会；横河エレクトロニクスマニュファクチャリング、小木曽建設、吉服商会 

多摩川精機協同組合 

※飯田市役所自己適合宣言（市役所） 

2004 年 

（会員 27 事業所） 

○環境自治体会議いいだ会議 分科会開催 

○ISO14001 規格改訂研修会開催（43 名参加） 

○信州環境フェアー2004 出展 

○生活と環境まつり 2004 出展 

○事業所見学会（アースグリーンマネジメント、浜岡原子力発電所） 

☆フジサンケイグループ：地球環境大賞（環境市民グループ賞） 受賞 

☆日本環境経営大賞：環境フロンティア部門地域交流賞 受賞 

☆持続可能な社会をつくる元気ネット：元気大賞特別賞 受賞 

■入会；信南サービス、トーエネック 

■脱会；はたの 

※ISO14001：2004 改訂 

2005 年 

（会員 30 事業所） 

○京都議定書発効記念イベント（28 事業所 5,372 人参加） 

○ノーマイカー通勤推進月間（38 事業所、1,426 人参加） 

○里山保全活動開始 

○信州環境フェアー2005 出展 

○生活と環境まつり 2005 出展 

○事業所見学会（オムロン飯田、マエダ、イタチガ沢最終処分場） 

○飯田地球温暖化対策地域協議会に入会 

☆“南信州いいむす 21”が環境白書で紹介 

■入会；夏目光学、ﾏｴﾀﾞ、雨宮印刷 

2006 年 

（会員 31 事業所） 

○グレードアップ版“南信州いいむす 21”施行 

○南信州宣言誕生（三六組） 

○「環境に役立つ監査」セミナー（42 名参加） 

○京都議定書発効記念イベント（ウエブ上アンケート 607 人参加） 

○エコドライブ推進月間（ 5 月：98 事業所、6,193 人参加） 

               （10 月：106 事業所、9,193 人） 

○生活と環境まつり 2006 出展 

○「経営に役立つ環境監査」セミナー 

○事業所見学会（飯田信用金庫、王子製紙春日井工場） 

☆あしたのまち・くらしづくり活動賞：振興奨励賞 受賞 

■入会；タカモリ 
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年 組織等 活動内容 

2007 年 

（会員 29 事業所） 

○組織体制の整備（副代表者選出） 

○悩み事相談会開催 

○地域ぐるみ環境講座スタート（下伊那農業高校） 

○内部環境監査員養成セミナー（35 名受講） 

○京都議定書発効記念イベント（59 事業所 5,636 人参加） 

○環境の日一斉行動週間（74 事業所、延 13,485 人参加） 

○エコドライブ推進月間（73 事業所、延 54,732 人参加） 

○生活と環境まつり 2007 出展 

○内部環境監査員養成セミナー 

○事業所見学会（夏目光学、飯田市埋立て最終処分場、シチズン平和時計） 

☆長野県地球温暖化防止活動推進センター：信州減 CO2 コンテスト最優秀賞 受賞 

■脱会；雨宮印刷、パチンコダイエーグループ 

2008 年 

（会員 29 事業所） 

○京都議定書発効記念イベント（96 事業所 9,222 人参加） 

○ストップ温暖化大作戦「一村一品知恵の環づくり」全国大会出場 

○10 周年記念イベント開催 

○環境の日一斉行動週間（106 事業所、延 45,685 人参加） 

○エコドライブ推進月間 

○生活と環境まつり 2008 出展 

○内部環境監査員養成セミナー 

○“南信州いいむす 21”が長野県の建設工事入札参加資格審査の新客観点数に加点

○事業所見学会（盟和産業、化成工業） 

○南信州レジ袋削減協議会に入会 

○温室効果ガス排出量把握スタート 

※リーマンショック 

2009 年 

（会員 30 事業所） 

○京都議定書発効記念ｲﾍﾞﾝﾄ開催（109 事業所、9,702 人参加） 

○環境の日一斉行動週間（エコキャップ） 

○南信州地域交通問題協議会に入会 

■入会；アイパックス、イワタニ長野 

■脱会；タカモリ 

※飯田市が「環境モデル都市」に指定 

2010 年 

（会員 31 事業所） 

○温室効果ガス削減（いいこすいいだ）プロジェクトチーム キックオフ 

○飯田市役所が電気自動車「ｉ-ミーブ」の貸し出し開始 

○環境の日一斉行動週間 

○内部環境監査員養成セミナー開催 

○グリーンコンシューマー講座開催 

○事業所見学会（旭松食品） 

■入会；おひさま進歩 

2011 年 

（会員 31 事業所） 

○「省エネルギー活動取り組み宣言」採択 

○ISO50001 セミナー 

○省エネ一斉行動週間（45 事業所、延べ 5,128 人参加） 

○秋の CO2 削減一斉行動週間（57 事業所、延べ 8,529 人） 

○運営規則の改正 

○事業所見学会（メガソーラーいいだ、三菱電機） 

※環境首都コンテスト最終年 

※東日本大震災 
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年 組織等 活動内容 

2012 年 

（会員 31 事業所） 

○南信州いいむす２１プロジェクトチーム キックオフ 

○環境の日一斉行動週間（66 事業所参加、CO2：1,236t/年削減） 

○省エネ一斉行動週間 

○事業所見学会（吉川建設：橋梁工事現場、桐林クリーンセンター・リサイクルセンター） 

2013 年 

（会員 31 事業所） 

○いいこすいいだプロジェクトによる省エネ診断スタート 

○改訂版南信州いいむす２１説明会実施 

○冬の一斉行動週間（66 事業所参加、CO2：1,505t/年削減） 

○夏の一斉行動週間（58 事業所参加、CO2：1,033t/年削減） 

○環境側面セミナー開催 

2014 年 

（会員 29 事業所） 

○建設部門の情報交換会 

○冬の一斉行動週間（55 事業所参加、CO2：878t/年削減） 

○夏の一斉行動週間（59 事業所参加、CO2：1,058t/年削減） 

■脱会：信南サービス、アイエス精工 

2015 年 

（会員 29 事業所） 

○冬の一斉行動週間（56 事業所参加、CO2：825t/年削減） 

○秋の一斉行動週間 

☆ムトス飯田賞：特別賞を受賞 

※ISO14001：2015 改訂 

2016 年 

（会員 28 事業所） 

○ISO14001：2015 年版対応マニュアル作成研修会開催（40 名参加） 

○冬の一斉行動週間（61 事業所参加、CO2：965t/年削減） 

（○20 周年記念イベント開催） 

■脱会：東日本システム建設 
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