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平成２６年度 

リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰について 
 

 当協議会では毎年、３Ｒ（リデュース：発生抑制、リユース：再使用、リサイクル：再資源化）に率

先して取り組み、顕著な実績を挙げている方々を表彰し、これらの活動を奨励することを目的に「リデ

ュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰」を実施しています。 

 平成４年にスタートした本表彰は今回で２３回目を迎え*、環境・３Ｒ分野の表彰としては、我が国で

も有数の規模を誇る制度として広く定着してまいりました。 

 この度、平成２６年度の受賞者が決定しましたので発表いたします。 

*平成４年度～１３年度は「リサイクル推進功労者等表彰」の名称により実施 

１．本表彰の概要 

主  催 ： リデュース・リユース・リサイクル推進協議会 
 

後  援 ： 財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 

 

募集対象 ： 循環型社会の形成に向け、３Ｒに率先して取り組み、継続的な活動を通じて顕著な実績を挙

げている個人・グループ・学校・事業所・地方公共団体等 

 

募集方法 ： 下記の推薦機関を通じた推薦方式により候補者を募集 

○リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会員団体 

○地方自治体（都道府県、政令指定都市、中核市、特別区） 

○建設副産物対策地方連絡協議会 

 

審査委員会 ： 審査委員長 法政大学理工学部教授 木村文彦氏 他１３名（敬称略） 

木村 文彦 

大石美奈子 

角田 禮子 

小澤紀美子 

斎藤 正一 

細田 衛士 

間部 彰成 

上羅  豪 

河村 潤子 

飯田 圭哉 

櫻庭 英悦 

片瀬 裕文 

瀧口 敬二 

鎌形 浩史 

法政大学 理工学部教授 

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 理事・環境委員長 

主婦連合会 副会長 

東京学芸大学 名誉教授 

日経ＢＰ社 環境経営フォーラム事務局長 

慶應義塾大学 経済学部教授 

日本商工会議所 産業政策第二部長 

国 税 庁 長官官房審議官 

文部科学省 生涯学習政策局長 

厚生労働省 大臣官房審議官 

農林水産省 食料産業局長 

経済産業省 産業技術環境局長 

国土交通省 総合政策局長 

環 境 省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長 

 



 
 
２．募集及び審査の経緯

 本年４月、推薦要領を上記機関に送付し候補者を募集したところ、全国から多数の推薦がありました。 

応募案件について審査委員会で慎重に審査した結果、下記の８５件を表彰することとなりました。 

 

賞の種類 表彰件数 

内閣総理大臣賞 １件 

文部科学大臣賞 １件 

農林水産大臣賞 ３件 

経済産業大臣賞 ２件 

国土交通大臣賞 ６件 

リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞 ７２件 

計 ８５件 

 

３．表彰式

 日  時 ： 平成２６年１０月２８日（火） １４時００分～１６時００分 

 

 会  場 ： ＫＫＲホテル東京（東京都千代田区大手町１－４－１） 

 

４．過去の受賞者

 当協議会のウェブサイトで、本表彰の過去（平成１３年度以降）の受賞者リストがご覧になれます（平

成１４年度以降は受賞内容の概要も掲載しています）。 

【URL】 http://www.3r-suishinkyogikai.jp/commend/jisseki 

 

５．お問い合せ先

リデュース・リユース・リサイクル推進協議会事務局 

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町二丁目 2番 1号 三井住友銀行神田駅前ビル  

一般社団法人産業環境管理協会 資源・リサイクル促進センター 

 電話：０３－５２０９－７７０４  ＦＡＸ：０３－５２０９－７７１７ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰 

受賞者および受賞内容 目次 
 

 

 

 

 

内閣総理大臣賞                                                        ２ 

 

 

文部科学大臣賞                                                        ２ 

 

農林水産大臣賞                                                        ２ 

 

経済産業大臣賞                                                        ２ 

 

国土交通大臣賞                                                        ２ 

 

 

 

リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞                            ２ 

 

 

 

受賞者名索引                                                          ２ 

 

 
 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――― ４

――――――――――――――――――――――――――――― ６

――――――――――――――――――――――――――――― ７

―――――――――――――――――――――――――――― １０

―――――――――――――――――――――――――――― １２

―――――――――――――― １８

――――――――――――――――――――――――――――― ９０



１２０１Ａ 

内内内閣閣閣総総総理理理大大大臣臣臣賞賞賞   
「「「事事事業業業所所所・・・地地地方方方公公公共共共団団団体体体等等等」」」分分分野野野   

受賞者名 

 宝酒造株式会社 

所在地 

 京都府京都市 

受賞テーマ 

 「容器の３Ｒにリフューズ(Refuse：発生回避)を加えた４Ｒの取り組みの推進」 

 
同社は、焼酎や清酒、チューハイ、本みりんなどを製造し、ガラスびんやペットボトル、アルミ缶、紙パックなど

様々な容器に充填して販売している。これらの商品の中身が消費されたあとに発生する空容器が社会に大きな環境負

荷を与えていることから、同社では空容器問題への取り組みを自然環境保護と並ぶ環境活動の２本柱と位置付け、長

年にわたり継続して取り組んでいる。 

例えば、1989 年に日本で初めてステイオンタブ(SOT)を採用、1994年に主力商品である宝焼酎｢純｣、｢純｣レジェン

ドをリターナブル化、1998 年に焼酎のはかり売りを開始しており、これらは現在も継続して実施している。 

商品開発では、リデュース、リユース、リサイクルの３Ｒに、同社独自の取り組みとして、余分なもの(容器)を買

わず必要なもの(中身)だけを購入するリフューズを加えた４Ｒの取り組みを「環境に配慮した商品開発のための指針」

に基づき進めている。 

 

【リフューズ】 

1998 年から、新たな容器を使用せず中身だけを購入する「焼酎のはかり売り」を開始した。 

1 kℓと 200 ℓのはかり売り専用タンクを開発し、工場でこの専用タンクに焼酎を詰めて販売店に直送する形で実施し

ている。消費者は家庭にあるペットボトルなどの空容器を販売店に持参し、販売店でその容器に消費者が必要な分だ

け詰めて購入する仕組みである 1998 年の開始以来 2014 年 3月末迄に、2.7 ℓペットボトル換算で約 752万本と段ボー

ル約 188 万枚を節約している。 

 

【リユース】 

一升びんの使用は国内トップクラス。国内リユース･システムを維持するため、P函

出荷を堅持(一部例外あり)。また、主力製品である宝焼酎｢純｣、｢純｣レジェンドの 720 

mℓびんをリターナブル壜に変更し、2014 年 3 月末現在、累計約 9,300万本のリターナ

ブルびん(洗い壜)を購入･使用している。 

（右の写真は P函。びんを良い状態で回収するために採用している。） 

 

【リデュース】 

 

【リサイクル】 

1999 年から、本みりんや料理用清酒に使用後の分別リサイクルが簡単にできる機能をもった「はずせるキャップ」

を採用した。タカラ本みりん「醇良」は、酒類・調味料製品で初めて「はずせるキャップ」を採用した商品である。 

2007 年に、清酒の外装フィルムにトウモロコシでんぷんを原料とする生分解性プラスティックを清酒業界で初めて

採用した。 

2011 年に、清酒松竹梅｢天｣に、飲み終わった後に手軽に丸めてコンパクトにしてリサイクルに出せるパウチパック

を採用し、その後も対象を他のアイテムにも拡大している。 
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　あらゆる容器のリデュースを継続して進めている。2002 年度に「宝焼酎 2.7 ℓ＜エコペット＞」＊を、2003 年度に

宝焼酎「純」720 mℓリターナブルびんを軽量化した。さらに、2004 年度には「タカラ有機本みりん」に従来のもの

と比べ約 3 割、約 100 g も軽い“ 超軽量ガラスびん ”を採用した。その後も、種々の容器の軽量化に継続して取り組

んでいる。

＊ 「宝焼酎 2.7 ℓ＜エコペット＞」は、酒類業界で初めてＰＥＴボトルリサイクル推進協議会の第二種指定ＰＥＴ 

   ボトルの自主設計ガイドラインに完全対応した商品である。



 

【工場の副産物･廃棄物の再資源化】 

工場から出る蒸留副産物や原料粕、汚泥、動植物性残渣、ガラスや金属くずなどの副産物、廃棄物の有効活用に努

め、再資源化率 98％を達成している(2012 年度実績)。 

 

【環境教育】 

 2004 年に NPO 法人日本環境倶楽部と共同で子供向けの環境教育教材、飲み物容器

のリサイクルを紹介した絵本「TaKaRa リサイクルロード」を作成し、全国の小中学

校の希望者や同社が出展する環境イベント等にて無償で配布している。隔年でデー

タを更新し、現在は第 6 版。発行部数は延べ 26,000 部で累計配布部数は 21,000 部

となっている。 

 

 2012 年より、ごみ問題や容器の４Ｒについて、リサイクル体験など親子で楽しく

学ぶ、宝酒造「エコの学校」を開催している。 

2014 年度は京都市、神戸市で計 4回の開催を予定。京都開催では、京都市が後援、

京エコロジーセンターの協力で開催している。 

また、神戸開催は、神戸市との共催となる。今後、開催都市や開催回数を増やし

てくる計画である。 

 

 

■日本で初めてとなるステイオンタブ採用 

1989 年に日本で初めて、スポーツドリンク「PADI」に缶からタブ（引き金）が

外れないステイオンタブを採用した。それまでの飲み口から外れるプルタブで問

題となっていたポイ捨てによるタブの散乱や動物のタブ飲み込み被害の防止に役

立った。 

 

 

 

■焼酎のはかり売り 

量り売り用の専用タンクはステンレス製で何度も繰り返し使用することが可能である。空になった専用タンクは工

場に戻され、洗浄した上で焼酎を再充填し、再び販売店に送られる。 

量り売りを実施している販売店は全国で 159 店舗（平成 26 年 9月現在）あり、同社ではさらに増やすための活動を

継続している。 

 
 
 

 

平成 26 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

内閣総理大臣賞（１件）

5



４１０１ＡＢ 

文文文部部部科科科学学学大大大臣臣臣賞賞賞   
「「「事事事業業業所所所・・・地地地方方方公公公共共共団団団体体体等等等」」」分分分野野野   

受賞者名 

 神奈川県立神奈川工業高等学校 

 一般社団法人神奈川県建設業協会 
所在地 

 神奈川県横浜市 

受賞テーマ 

 「建Ｒブックレット」の制作、活用等の取組による「かながわの建設リサイクル」

の推進への貢献 

 
神奈川工業高等学校及び神奈川県建設業協会は、未来のかながわの建設産業を担う高校生・学生・若手建設エンジ

ニアに向けた「かながわの建設リサイクル」の広報・啓発のため『みんなで進めよう かながわの建設リサイクル!!!』

と題する「建Ｒブックレット」を神奈川県とのコラボにより制作し、これを活用する広報・啓発活動への取組を通じ

て３Ｒの推進上重要な位置を占める「かながわの建設リサイクル」の推進に貢献している。 

 

１．「建Ｒブックレット」の制作 

○ 制作は、神奈川工業高等学校、神奈川県建設業協会及び神奈川県がコラ

ボを組み、知恵と工夫を重ねて計画的に実施した。 

○ 紙面制作は、県内大学関係者・建設業者等の幅広い無償の協力・承諾を

得た。 

○ 内容は、かながわの建設リサイクルの現状、建設リサイクルに係る法令

及び高校・大学・建設産業界・行政の取組を集約している。また、表紙・

各章に同校の生徒がデザインしたメインキャラクターを活用している。 

○ 企画・制作の過程で、同校のデザイン科生徒が同科教諭の指導の下、分

りやすさ・親しみやすさ等をデザイン・レイアウトの工夫により向上させ、

建設科の生徒・同科教諭が、用語の解説や図・写真・イラスト化するなど、

かながわの建設リサイクルの推進のための公共広報・啓発活動のメッセー

ジ力を高めることに貢献している。 

 

２．「建Ｒブックレット」の活用 

 ○ 次のとおり県内全高校・工業高校生徒への配布等を行い、活用している。 

  ・ 進学・就職を間近に控えた、県内高等学校建設科系第３学年の生徒への教材配布（約 1,000人） 

  ・ 県内全高校（約 250校）に啓発配布 

  ・ 建設業協会主催の県内高等学校建設科系の生徒への啓発フォーラムでの教材活用 

 ○ 県ホームページを活用し、「建Ｒブックレット電子版」の無償提供を行い、県内高等学校での教科活動や事業者・

行政それぞれの普及啓発に活用している。 

 

３．その他３Ｒに大きく貢献する活動 

同校は、建設科３年時において、建築施工に関し、「解体工事と環境保全」として建築に

おけるリサイクル、環境保全に配慮した建築の在り方などについて理解を深めている。ま

た、デザイン力を活かした「建Ｒブックレット」・「土砂条例」広報啓発ポスター・知事会

見バックボードなどのコラボ制作により、県の広報・啓発に協力している。 

 

同協会は、神奈川県内の建設科系の高校生を対象としたフォーラムを実施し、理解を深

める機会を提供しているほか、会員事業者が法令に基づき適正に建設リサイクルを実施で

きるよう、情報提供や講習会を実施している。 
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６２０１Ａ 

農農農林林林水水水産産産大大大臣臣臣賞賞賞   
「「「事事事業業業所所所・・・地地地方方方公公公共共共団団団体体体等等等」」」分分分野野野   

受賞者名 

 株式会社ウオロク 

所在地 

 新潟県新潟市 

受賞テーマ 

 食品廃棄物を肥料化して農産物を生産し店舗で販売するリサイクルループの推進 

 
 同社は、２０年以上前から牛乳パック、アルミ缶の店頭回収リサイクルを実施している。また、食品トレー、ペッ

トボトル、キャップの店頭回収を実施してリサイクルを推進している。 
 
 平成２４年度より順次大型店中心に２１店の店頭にペットボトル自動回収機を設置し、消費者がエコポイントを貯

めながら楽しくリサイクル活動に参加できるようにしている。平成２５年１１月に開店した中野山店では、店舗什器

としてペットボトルを原料とした再生品を購入し、店頭から店頭へのリサイクルループとなるようにした。 
 
 店頭回収している食品トレーを再生し、再び食品トレーにする運動（「トレー ｔｏ トレー」）に協力し、食品トレ

ーを原料として再生された食品トレー（エコトレー）の使用拡大を推進している（エコトレーは、株式会社エフピコ

の登録商標）。ウオロク店舗の鮮魚・精肉・惣菜部門で使用しているエコトレーの割合は、平成２２年度の２４．０％

から平成２４年度には２９．７％と拡大している。一部店舗の精肉部門では、トレーを使用しないでパックした商品

を売場で展開しており、トレーの使用削減に取り組んでいる。 
 
 また、食品循環資源

のリサイクルループを

推進している。柏崎・

長岡地域では、平成２

３年１０月再生利用事

業計画を農林水産省・

環境省より認定された

ことにより、広域で魚

のあらを収集運搬する

ことが可能となった。

店舗から排出される魚

のあらを回収～肥料工

場にて有機肥料製造～

有機肥料を地元農家が

使用して農産物を栽培

～生産された農産物（エコろく野菜と呼ぶ）を地元ウオロク店舗で販売するというリサイクルループを実践している。

このリサイクルループは柏崎・長岡以外の地域にも展開しており、平成２５年６月からは新潟市秋葉区の新津店で

開始し、さらに平成２５年１０月には三条市の東新保店でも開始した。魚のあらの肥料化などの食品循環資源のリサ

イクルを推進した結果、食リ法の再生利用実施率は、平成２２年度の３９．０％から平成２４年度には７３．８％ま

で改善した。 
 
 その他にも、事業系廃棄物のリサイクルとして、店舗から排出されるダンボール、紙類、食用廃油をリサイクルし

たり、レジ袋削減の啓発のため、レジ袋を辞退した消費者に対して「お買物袋節約スタンプカード」にスタンプを１

個押印し、スタンプ２０個で１００円の還元をする活動を実施したりしている。 
 

 

平成 26 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

農林水産大臣賞（３件）文部科学大臣賞（１件）
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６２０３Ａ 

農農農林林林水水水産産産大大大臣臣臣賞賞賞   
「「「事事事業業業所所所・・・地地地方方方公公公共共共団団団体体体等等等」」」分分分野野野   

受賞者名 

 カゴメ株式会社 富士見工場 

所在地 

 長野県諏訪郡富士見町 

受賞テーマ 

 「63 分別によるゼロエミッション継続 11 年」 

 
 同社は生産活動によって排出される不要物の再資源化を 2000 年より促進している。2003 年以降は 99％以上の再資源

化（ゼロエミッション）を 11 年間継続して達成している。再資源化するに当たり、全従業員一丸となり環境教育の実施

と現場での実践を行っている。 

 

生産活動で発生する不要物は、主に資材運搬の為の容器包装や製品検査で発生した PET ボトルや紙パック、野菜搾汁

後の残渣である。不要物が発生する各職場にて各従業員が洗浄と分別を徹底している。63 種類に細かく分別することに

より、その先の再資源化の幅が広がりゼロエミッション達成の要因となっている。 

・不要となったドラム缶やポリタンク、パレットは社内利用、業者返却や有価販売する事で再利用している。 

・廃プラは種類毎に自社や廃棄物委託業者にて洗浄・圧縮・粉砕することで再原料化（マテリアルリサイクル）また

は熱回収（サーマルリサイクル）して再資源化している。 

・金属屑は製鉄会社にて溶解再生され、再び鋼材となる。 

・植物性残渣（食堂にて発生する残渣を含む）や木屑は肥料として再利用される。一部品種の植物性残渣は染色業者

にて染料として再利用される。 

・紙屑は種類毎に分別して回収することで、それぞれ製紙メーカーにてトイレットペーパーやダンボール等に再生さ

れる。 

・不要物の削減に取り組み、過去 10 年間で約 40%（原単位）低減している（リデュース）。 

・有価物化も促進し、約 80%（重量換算）の有価物比率を維持し、工場の経営にも大きく貢献している。 

・電子マニフェスト化を積極的に推進し導入率 100%となり、法遵守への徹底に努めている。 

・工場のプレス機や破砕機にて細かく圧縮・破砕して減容化する事で、輸送時の排出ガス抑制にも効果がある。 

 

 これらの再資源化について、長野県と【産業廃棄物 3R 実践協定】を締結している。県ホームページにて再資源化に関

する計画及び結果報告が掲載されており、情報公開がされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、工場では地域の小学生の社会化教育の一貫として工場見学会を受け入れしており、その他各団体も含めると年

間約 6000 人の見学者を受け入れている。工場における環境への取り組みを紹介する事で、分別を基本とした３Ｒ活動を

啓蒙している。 

 
 

６２０２ＡＢＣ 

農農農林林林水水水産産産大大大臣臣臣賞賞賞   
「「「事事事業業業所所所・・・地地地方方方公公公共共共団団団体体体等等等」」」分分分野野野   

受賞者名 

 株式会社伊藤園 

 日本製紙株式会社 

凸版印刷株式会社 
所在地 

東京都渋谷区、東京都千代田区、東京都台東区 

受賞テーマ 

 持続可能な消費を実現した、常温流通可能な新・環境配慮型紙パック飲料容器 

 
 PET ボトルの回収率が約 80％（2012 年度実績）となっている一方で、牛乳などの飲料用紙パック（アルミ箔不使用）

の回収率は 33.8%（2012 年度実績）と PET ボトルに比べて低く、更にアルミ箔を使用した紙パックの回収率はわずか

3.3%（2012 年度実績）に過ぎない。 

 そこで、伊藤園、日本製紙、凸版印刷の 3 社は、紙パックリサイクル率向上に少しでも貢献するため、新たに「レ

ンガ型アルミレス紙パック飲料容器（以下、本容器）」の開発に着手し、約 4年にわたる試行錯誤の末、完成した。 

 

 従来のレンガ型紙パック飲料容器は、光や酸素など品質が劣化する要因から内容物を守り長期保存するために、紙

素材にアルミ箔を積層した複合素材を使用している。飲用後に容器のリサイクルをするためには、紙とアルミ箔を分

離しなければならず、その手間と分離の難しさから、多くがゴミとして廃棄されている。 

 

 そこで 2010 年、飲料製造メーカーである伊藤園は、当時、主として食品・トイレタリーなどのパウチ包装に使用さ

れていた GL フィルム（凸版印刷社製）に着目。同フィルムはアルミ箔と同等レベルの酸素および水蒸気等に対するハ

イバリア性を持ちながらも紙パックに応用すればリサイクルが容易になることから、製造会社である日本製紙に協働

の提案を行った。 

 

 同フィルムは、これまで量販店

等で販売されているレンガ型紙パ

ック飲料容器への採用実績はな

く、安定性・安全性・生産効率な

どの面で課題があった。 

例えば、アルミ箔に比べて剛性、

導電性が低いGLフィルムを使用し

た紙容器では、従来、食品工場で

使用されていたアルミの導電性を

利用した密封性検査機器が使用で

きないなど、製造上の問題点も多

く存在した。これについては、新

たなピンホールチェックの仕組み

を導入するなど課題を解決した。 

 

約 4 年にわたって課題解決を図った結果、2012 年に酸素透過性等で、従来製品とほぼ同等の品質保持性能を持つ本

容器の開発に成功し、常温流通可能な野菜飲料のレンガ型紙パック飲料容器として初めて、牛乳などの紙パックと同

じリサイクルルートに乗せることが可能となった。 

 持続可能な消費に大きく貢献しうる容器として、2014 年 3 月 3 日販売分から導入を開始した。同社の販売実績から

推測すると、年間約 100t の紙容器が新たに回収されリサイクルに供される計算である。 

 
 

平成 26 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰
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６２０３Ａ 

農農農林林林水水水産産産大大大臣臣臣賞賞賞   
「「「事事事業業業所所所・・・地地地方方方公公公共共共団団団体体体等等等」」」分分分野野野   

受賞者名 

 カゴメ株式会社 富士見工場 

所在地 

 長野県諏訪郡富士見町 

受賞テーマ 

 「63 分別によるゼロエミッション継続 11 年」 

 
 同社は生産活動によって排出される不要物の再資源化を 2000 年より促進している。2003 年以降は 99％以上の再資源

化（ゼロエミッション）を 11 年間継続して達成している。再資源化するに当たり、全従業員一丸となり環境教育の実施

と現場での実践を行っている。 

 

生産活動で発生する不要物は、主に資材運搬の為の容器包装や製品検査で発生した PET ボトルや紙パック、野菜搾汁

後の残渣である。不要物が発生する各職場にて各従業員が洗浄と分別を徹底している。63 種類に細かく分別することに

より、その先の再資源化の幅が広がりゼロエミッション達成の要因となっている。 

・不要となったドラム缶やポリタンク、パレットは社内利用、業者返却や有価販売する事で再利用している。 

・廃プラは種類毎に自社や廃棄物委託業者にて洗浄・圧縮・粉砕することで再原料化（マテリアルリサイクル）また

は熱回収（サーマルリサイクル）して再資源化している。 

・金属屑は製鉄会社にて溶解再生され、再び鋼材となる。 

・植物性残渣（食堂にて発生する残渣を含む）や木屑は肥料として再利用される。一部品種の植物性残渣は染色業者

にて染料として再利用される。 

・紙屑は種類毎に分別して回収することで、それぞれ製紙メーカーにてトイレットペーパーやダンボール等に再生さ

れる。 

・不要物の削減に取り組み、過去 10 年間で約 40%（原単位）低減している（リデュース）。 

・有価物化も促進し、約 80%（重量換算）の有価物比率を維持し、工場の経営にも大きく貢献している。 

・電子マニフェスト化を積極的に推進し導入率 100%となり、法遵守への徹底に努めている。 

・工場のプレス機や破砕機にて細かく圧縮・破砕して減容化する事で、輸送時の排出ガス抑制にも効果がある。 

 

 これらの再資源化について、長野県と【産業廃棄物 3R 実践協定】を締結している。県ホームページにて再資源化に関

する計画及び結果報告が掲載されており、情報公開がされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、工場では地域の小学生の社会化教育の一貫として工場見学会を受け入れしており、その他各団体も含めると年

間約 6000 人の見学者を受け入れている。工場における環境への取り組みを紹介する事で、分別を基本とした３Ｒ活動を

啓蒙している。 

 
 

平成 26 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰
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７２０１Ａ 

経経経済済済産産産業業業大大大臣臣臣賞賞賞   
「「「事事事業業業所所所・・・地地地方方方公公公共共共団団団体体体等等等」」」分分分野野野   

受賞者名 

 フジ化成工業株式会社 

所在地 

 鳥取県米子市 

受賞テーマ 

 磁気テープ端材、自動車用ゴム部品端材のリサイクル及び工場から発生する廃棄物

の削減 

 

同社リサイクル事業部では、磁気テープ製造メーカーで発生する端材を原料として購入し、「EM パネル」という新た

な用途の製品としてリサイクルを行っている。 

磁気テープは、官公庁機関・銀行・保険会社等のデータバックアップ用記憶用媒体として現在でも国内生産されて

いる。製品は一般的にロール状となっており、端の部分は製品加工工程で切断される。この部分は、同製品に再原料

として使用することができないため、廃棄物として処分されていた。 

 

 同社では、この端材を廃棄物から新たな製品原料として再利用できるよう研究開発を行い、ボード状に成形し、建

築資材として製品化することに成功した。主に、薄畳（バリアフリー畳）の芯材や鉄筋コンクリート造に用いられる

耐震スリットの芯材として使用されている。 

また、製造過程で発生する端材や不良品（欠け・寸法不足等）も、同製品に原料として再利用できる生産システム

を取っており、それを加味した性能を JIS に準拠した試験方法で評価・規格化し、管理を実施している 

同様に、自動車用ゴム部品製造メーカーで発生する端材を原料として、防音床マット「おとなしくん」としてリサ

イクルを行っている。この類には、大手家電・建材メーカーの OEM 品としての防音ゴムマットや自動車用防音・防振

材も含まれている。EM パネル同様、製造過程で発生するゴムスキン面、打ち抜き屑、不良品（欠け・寸法不足等）も

原料として再利用できる生産システムにて管理している。 

 

EM パネルを利用したエコ畳と防音床マットおとなしくんは、リサイクル製品として評価され、鳥取県認定グリーン

商品として認定を受けるとともに、独自の製造方法として特許も取得している。 

また、現状は廃棄物として廃棄されている磁気テープ・ゴム製品についても、弊社製品の原料として利用できない

か、製品の安全性と性能を確認しながら模索している。 

 

 断熱材事業部においては、炭酸カルシウム系発泡板「ロックセルボード」の生産を行っている。製品の寸法規格は、

3×6 尺板を基本としており、それ以上ある荒原板から製品を切り出すため、端材が発生する。この端材は、粉砕後に

再度原料として使用している他、端材を接着剤で接着して作製したエクステリアや軽量モルタルの骨材としても使用

されている。 

また、製品を生産する際に使用する溶剤を、発泡工程時に約 50％回収し、再利用することで資源の削減に努めてい

る。更には、「E-ソイルボード」や「排水マット」等の新規グリーン製品を他企業と共同で開発するなど、色々な取り

組みを通して循環型社会構築に貢献している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

用途：防音床マット、 
   車用制振材、 
   防音材等 

用途：耐震スリット、

エコ畳等 

原料 
（磁気テープ端材）

原料 
（自動車用ゴム部品端材）

平成 26 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰
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７２０２Ａ 

経経経済済済産産産業業業大大大臣臣臣賞賞賞   
「「「事事事業業業所所所・・・地地地方方方公公公共共共団団団体体体等等等」」」分分分野野野   

受賞者名 

 住友電気工業株式会社 

所在地 

 大阪府大阪市 

受賞テーマ 

 グローバル３Ｒ活動の推進 

 

同社では、以前から省資源リサイクル活動に取り組んできたが、分社化や海外展開により事業拠点が広がり、グル

ープ全体としての活動推進が必要になってきた。そこで2003年度より「アクションECO-21」という名称の、地球温暖

化防止、省資源、リサイクル推進などを目指した、海外含む全グループ会社に対する定量的な目標を掲げ、その中で

３Ｒ推進の取組を進めてきた。当取組は、各事業所での３Ｒへの取組の詳細内容ではなく、「アクションECO-21」の枠

組みの元、住友電工グループ全体として取り組んでいるグローバル３Ｒ推進活動全般に関するものである。なおこの

目標は、2～3年おきに達成状況、社会情勢等に応じて見直しを行い、活性化を図っている。 

 

【目標設定経緯・実績（アクション ECO-21） 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) リサイクル活動に関しては、いわゆるゼロエミッション活動（廃棄物量に占める単純焼却及び埋立て処分量の割

合を0に近づける活動で、つまり、リサイクル率を限りなく100%に近づける活動）を旗印に国内及び海外で実施。国内

に関しては0.1%以下（リサイクル率99.9%以上）を達成、海外に関しても従来ゼロエミッション率31%（リサイクル率

69%）を11%（リサイクル率89%）まで下げ、2014年度はさらに5%以下（リサイクル率95%以上）を目標に活動実施中（こ

の目標値は社外に公表）である。 

 

(2) 次にリユース及びリフューズ活動、つまり廃棄物再利用及び廃棄物発生抑制については、グローバル全体活動と

して①製品梱包材の削減（ドラム等の再利用や梱包材そのものの削減）による廃棄物削減、②廃棄物を有価物として

利用する事で廃棄物発生削減や、廃液や廃溶剤を処理して再び使用する、あるいは、廃棄物容量の減容化の実施等に

取り組んでいる。なお同社では使用済み電線・ケーブル等を回収し、銅原料、金属クズ、被覆原料等に再生利用して

おり、回収した電線・ケーブルはほぼ100%使用している。 

 

(3) そしてさらに、廃棄物だけでなく、廃棄物も含んだ不要物そのものの発生を削減する活動を開始した。従来より

品質向上活動として品質管理部門が中心となり材料ロスや半製品ロスの削減といったロス減活動に取り組んでいる

が、このロス減活動も廃棄物削減活動に含めて、マテリアルフローコスト会計の観点からの新たな Reuse 活動の取組

を開始した。 

 
 

平成 26 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰
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８２０１Ａ 

国国国土土土交交交通通通大大大臣臣臣賞賞賞   
「「「事事事業業業所所所・・・地地地方方方公公公共共共団団団体体体等等等」」」分分分野野野   

受賞者名 

 株式会社大林組 大阪本店 新名神神戸 JCT 工事事務所 

所在地 

 兵庫県神戸市 

受賞テーマ 

 「循環型社会の形成に向け、３Ｒ活動を含めたゼロエミッション活動の推進」 

 
 同現場では、以下のような取組を行った。 
（１）基本方針 

・適正な活動計画、管理手法を立案し、確実にゼロエミッション活動・３Ｒ活動を

推進するための現場組織体制を確立する。 
・ゼロエミッション達成目標値を設定し、適正な活動計画の立案、職員や作業員へ

の教育の徹底、実施の確認および報告の徹底を行うことにより目標に向けたゼロ

エミ・３Ｒ活動を確実に実施する。また、『エコオフィス活動』を徹底し、現場

事務所においてもゼロエミ・３Ｒ活動を確実に実施する。 
 
（２）現場の組織体制 

・同現場では、ゼロエミ・３Ｒ活動レベル向上の為の推進組織として、ゼロエミ委員会を設置する。同委員会は所長

を委員長、工事事務所全職員、各協力会社のゼロエミッション責任者および職長を委員として構成し、ゼロエミッ

ションの活動方針、具体的な活動方法、推進上の課題の解決策等を協議する。 
・所長（委員長）はゼロエミッション責任者として、現場のゼロエミッション活動全般を指揮する。ゼロエミッショ

ン責任者の下にゼロエミッション担当者を置き、同責任者の指示の下、エコオフィス活動を含めたゼロエミ・３Ｒ

活動の計画、教育・啓発、実施・普及状況の確認、実績の報告等の諸業務を担当する。 
・環境推進者（ＥＭＳ推進者）は、ＥＭＳ活動全般の担当業務で、建設副産物管理責任者は、再資源化ルートの選定・

確認、委託契約、実績集計等の業務で、ゼロエミッション担当者と連携し、支援する。 
・各協力会社の営業所にはゼロエミッション責任者を置き、現場に配置する職長をゼロエミッション担当者として、

各協力会社でのゼロエミ・３Ｒ活動を担当する。 
 
（３）３Ｒ活動概要 

・建設廃棄物の３Ｒ活動に対する管理・報告（確認）。同社独自の管理システムを採用し、廃棄物の適正処理、発生

抑制、再利用、再資源化に関する「事前計画」、「工程確認」ならびに「実施結果の記録」を迅速かつ正確に実施す

る。 
・廃棄物の発生抑制、再利用、再資源化、梱包、搬入方法、廃棄物の再利用などの「施工の工夫」や、「仮設材に対

する工夫」により、廃棄物の発生抑制、再利用を図る。また分別を確実に実施し、最適な処理会社を調査、設定す

ることにより、廃棄物の再資源化を促進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゼロエミ 

３R 活動推進中 

型枠フレ止めブロック 

（余剰コンクリート利用） 

廃棄物の圧縮処理 
（カサの大きな廃棄物の減容化）

工場加工済み鉄筋の使用 
（端材や残材の発生を抑制）
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８２０１Ａ 

国国国土土土交交交通通通大大大臣臣臣賞賞賞   
「「「事事事業業業所所所・・・地地地方方方公公公共共共団団団体体体等等等」」」分分分野野野   

受賞者名 

 株式会社大林組 大阪本店 新名神神戸 JCT 工事事務所 

所在地 

 兵庫県神戸市 

受賞テーマ 

 「循環型社会の形成に向け、３Ｒ活動を含めたゼロエミッション活動の推進」 

 
 同現場では、以下のような取組を行った。 
（１）基本方針 

・適正な活動計画、管理手法を立案し、確実にゼロエミッション活動・３Ｒ活動を

推進するための現場組織体制を確立する。 
・ゼロエミッション達成目標値を設定し、適正な活動計画の立案、職員や作業員へ

の教育の徹底、実施の確認および報告の徹底を行うことにより目標に向けたゼロ

エミ・３Ｒ活動を確実に実施する。また、『エコオフィス活動』を徹底し、現場

事務所においてもゼロエミ・３Ｒ活動を確実に実施する。 
 
（２）現場の組織体制 

・同現場では、ゼロエミ・３Ｒ活動レベル向上の為の推進組織として、ゼロエミ委員会を設置する。同委員会は所長

を委員長、工事事務所全職員、各協力会社のゼロエミッション責任者および職長を委員として構成し、ゼロエミッ

ションの活動方針、具体的な活動方法、推進上の課題の解決策等を協議する。 
・所長（委員長）はゼロエミッション責任者として、現場のゼロエミッション活動全般を指揮する。ゼロエミッショ

ン責任者の下にゼロエミッション担当者を置き、同責任者の指示の下、エコオフィス活動を含めたゼロエミ・３Ｒ

活動の計画、教育・啓発、実施・普及状況の確認、実績の報告等の諸業務を担当する。 
・環境推進者（ＥＭＳ推進者）は、ＥＭＳ活動全般の担当業務で、建設副産物管理責任者は、再資源化ルートの選定・

確認、委託契約、実績集計等の業務で、ゼロエミッション担当者と連携し、支援する。 
・各協力会社の営業所にはゼロエミッション責任者を置き、現場に配置する職長をゼロエミッション担当者として、

各協力会社でのゼロエミ・３Ｒ活動を担当する。 
 
（３）３Ｒ活動概要 

・建設廃棄物の３Ｒ活動に対する管理・報告（確認）。同社独自の管理システムを採用し、廃棄物の適正処理、発生

抑制、再利用、再資源化に関する「事前計画」、「工程確認」ならびに「実施結果の記録」を迅速かつ正確に実施す

る。 
・廃棄物の発生抑制、再利用、再資源化、梱包、搬入方法、廃棄物の再利用などの「施工の工夫」や、「仮設材に対

する工夫」により、廃棄物の発生抑制、再利用を図る。また分別を確実に実施し、最適な処理会社を調査、設定す

ることにより、廃棄物の再資源化を促進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゼロエミ 

３R 活動推進中 

型枠フレ止めブロック 

（余剰コンクリート利用） 

廃棄物の圧縮処理 
（カサの大きな廃棄物の減容化）

工場加工済み鉄筋の使用 
（端材や残材の発生を抑制）

８２０２ＡＢ 

国国国土土土交交交通通通大大大臣臣臣賞賞賞   
「「「事事事業業業所所所・・・地地地方方方公公公共共共団団団体体体等等等」」」分分分野野野   

受賞者名 

 株式会社大林組 本社設計本部 設計ソリューション部 

 株式会社大林組 広島支店 松江工事事務所 
所在地 

 鳥取県境港市 

受賞テーマ 

 今まで鉄骨造が主流であった大スパンの倉庫を木構造とすることによる３Ｒの取

り組み 

 

 同社は、大スパンの倉庫を強度の安定した木材であるＬＶＬ（単板積層材）を使用して完成させた。大規模木造建

築で必要となる大断面木材を製作するのに、一般的には特注となる二次接着製品を使用するが、今回、一次接着製品

をビスやボルトで縫いあわせて一体化した「つづり材」として、準耐火構造が可能となる設計技術を開発した。木造

自体で既に様々な３Ｒが可能であるが、この設計技術により更なる３Ｒが可能となる。 

 

１．つづり材技術の開発 

従来、一次接着製品を張り合わせて作った大断面木材を、 

一次接着製品のままビス、ボルトで縫いあわせて一体化 

する技術を開発した。解体後は容易に一次接着製品に分 

解でき、自由に組み合わせて大スパンから小スパンまで 

広い範囲で使用可能。つづり材のビス穴は埋め木するこ 

とで美観上も支障なく使用できる。 

 

２．端材の住宅利用 

余った端材は切断して住宅用の根太や母屋としても再利 

用が可能である。 

 

３．汎用材利用による大規模木造建築 

この技術は既存建物の汎用的な流通材を再利用して大断 

面を作り、大規模木造建築を新たに作ることも可能である。 

 

４．歩留まりのよいＬＶＬ（単板積層材）の利用 

 LVL とはラミネーティッド・ベニア・ランバーの略で、 

丸太をロータリースライサーで厚さ 3～5ｍｍ程度に 

桂剥きしたものを繊維方向に接着剤で貼りあわせた、 

いわば厚い合板である。製法上、原木に対する 

歩留まりも良く、製材では歩留まりが 60％以下で 

あるのに対し、LVL は 80％程度となる。LVL は 

ヨーロッパやニュージーランド、北米など海外にも 

JAS 認定工場が多くあり、住宅用の構造材として使用 

されている。海外工場の中には幅 1.8ｍ、長さは 

15ｍ以上の LVL を製作している工場もあるが、厚さは 

国内外とも、品質管理上 90ｍｍ程度が限界で、 

大断面にするには二次接着が必要となる。 

  

 

 

鋼材補強 

つづり材の架構イメージ 

（ＬＶＬを 3 枚つづり加工して一体化してい

る。梁もジョイントしてロングスパンが可能。

1枚 1枚に解体することも容易にできる。） 

平成 26 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰
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図２：変更工法（新工法） 

図１：従来工法 

８２０３Ａ 

国国国土土土交交交通通通大大大臣臣臣賞賞賞   
「「「事事事業業業所所所・・・地地地方方方公公公共共共団団団体体体等等等」」」分分分野野野   

受賞者名 

 鹿島建設株式会社 横浜支店 

県立がんセンター重粒子線ＪＶ工事事務所 
所在地 

 神奈川県横浜市 

受賞テーマ 

 新工法～杭頭斫りなし・型枠支保工の合理化～による３Ｒの実現 

 
同工事は、重粒子線を用いてがん治療を行う施設の新築工事である。重粒子線治療とは、炭素イオンを加速器（シ

ンクロトロン）で光の 70％まで加速してがん細胞に照射する治療である。 

治療時は、加速器から放射線が発生するため、鉄板とコンクリートで遮蔽する。壁・床ともに 1ｍ～3ｍの厚さがあ

り、普通の建物より鉄筋やコンクリートの使用量が多く、大重量となっている。 

 また、加速器で照射するビームは±0.2mm の精度を要し、装置を設置する建物は、沈下等の変形は許されない。その

ため、建屋基礎は全面地盤改良となっている。 

当初計画では、地盤改良の杭頭処理を行った際に発生するコンクリートがら（以下コンがら）の排出、仮設材の搬

出入が多数あり、工程上のネックとなっていた。また、建設地は住宅街に位置するため、着工当初から近隣住民より

工事車輌の往来について懸念する声が挙がっていた。 

そこで、工法の合理化を図り、コンがら・木くず等の産業廃棄物の排出を大幅に抑制することとし、それに付随し

て、工程を遵守した上でダンプ台数を削減し近隣住民の懸念も減らすことができた。 

 

＜地盤改良時のコンがら発生ゼロ（新工法）＞ 

 同工事では、テノコラム工法という地盤改良工事を建物の下部全面に行っ

た（図１）。 

従来の工法では、基礎掘削前の現状地盤か、ある程度先行掘削して作成し

た地業工事用の施工地盤で施工する。それは、工法上、床付け高さ上部は地

盤改良杭の強度が安定しにくいので、あえて必要な長さ以上の改良を行い、

余分に構築した強度の安定しない部分を後で撤去するという手順が必要なた

めである（後で撤去する部分を「余盛部分」という）。余盛部分は、斫るなど

して撤去し、コンがらとして排出する。同現場においても、3,710t のコンが

らが発生する予定であった。 

2013 年度は、首都圏におけるコンがらの処理施設がひっ迫しており、満杯

による受け入れ不可、受け入れ数量制限を行っている処分場が多数あった。

加えて、ダンプ台数も不足しており、使用できる台数が限られていたことも

あり、3,710t のコンがらを処分した場合、工程遅延が発生する恐れが

あった。また、同工事は住宅街に隣接しているため、近隣住民の要望も

あり、多数のダンプが往来することは避けたかった。 

これらの問題を解決するため工法の見直しを図った。施工地盤面を所

定の床付け高さより深くし、地盤改良を行った。従来工法の余盛部分に、

再度必要な量の改良剤を混ぜ（図２）、バックホウ等で所定の床付け高

さに仕上げることとした。 

その結果、余盛部分の斫りが不要となり、3,710t のコンがら排出を

ゼロにした。また、搬出の際の 10ｔダンプの台数を 371 台分（CO2排出

量は 3,331 ㎏-CO2）削減した。また、従来の工法における斫り作業によ

り発生する杭頭のコンがらは、強度が安定しないために再利用には不向きであり、埋立処分されることが多いことか

ら、今回の新工法は、埋立処分量の低減にも貢献した。同工法は、現在、特許の申請中である。 

 
 

床付け 
高さ 

▼所定の床付け高

▼施工地盤面 
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８２０４Ａ 

国国国土土土交交交通通通大大大臣臣臣賞賞賞   
「「「事事事業業業所所所・・・地地地方方方公公公共共共団団団体体体等等等」」」分分分野野野   

受賞者名 

大成建設株式会社 東京支店（仮称）大手町 1－6 計画作業所 

所在地 

東京都新宿区 

受賞テーマ 

建設作業所における継続的な多品目分別活動と「有価物化」・「広域認定制度活用」

の徹底による廃棄物排出量の削減 

 

同活動は、建設作業所における最高レベルの多品目分別（全 106 品目）を行い、圧縮機・破砕機・溶剤による減容

化と有価物化、広域認定制度活用を中心とした処理手法により、マテリアルリサイクルの拡大による廃棄物の削減を

実施したものである。通常、多くの建設副産物は「廃棄物」として中間処理場を経由してリサイクルされるが、より

価値ある資源として再生するため、最優先に「有価物化」を目指し、また、再び製品の原料となる副産物については

「広域認定制度」を活用することにより、「廃棄物」となる排出量の削減に努めた。 

 有価物化は、「商品」としての価値を求められるため、徹底した分別と圧縮・破砕による減容化が求められるものが

ある。そのため、圧縮機や破砕機、溶剤を導入し、買取先が求める品質（材質の統一、サイズなど）に合わせて売却

できるレベルの「商品」となる工夫を行い、16 品目、計 1,751t がリサイクルされた。 

 広域認定制度は、建材製造メーカーの責任において処理を行う制度であり、その多くが製品の原材料としてリサイ

クルされる。同じ建材であってもメーカーごとの分別収集が求められるため、それぞれの分別容器を設置し、10 品目、

計 1,108t が製品の原材料としてリサイクルされた。 

 また、最終処分量増加の原因となる混合廃棄物の大幅な削減を目指し、延 106 品目の分別を行うとともに、清掃時

に発生するダストを含んだ大量の掃きゴミも、作業所内で開発・制作した水流分別機により、ダスト分と可燃物を徹

底分別した。この効果により、全発生量に対する混合廃棄物の割合（容積比）を、わずか 0.14％、床面積当たり 0.05kg

／㎡（H24 日建連平均：11 kg／㎡）に抑制した。 

 

 これらの取組みは、作業所担当者およびそのグループが、過去 10 年間、6 箇所の作業所において、分別対象品目の

拡大と精査、分別手法の改善、リサイクル先の開拓など、継続的な活動によって、建設業界最高レベルのゼロエミッ

ション手法を確立したものである。 

 長期間の活動の成果により、これまでの作業所で分別教育を受けた 10 万人を超える作業員の多くが、新規作業所で

の分別教育や啓発が不要なほどに意識とスキルが向上し、職長会の活動の一環として、自主的なゼロエミッション活

動が展開されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発泡スチロール（減容率 1/80）リユースしたおがくず 

エコプラント全景 分別容器 作業所で制作した水流分別機 

大学生を対象とした見学会 
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８２０５ＡＢ 

国国国土土土交交交通通通大大大臣臣臣賞賞賞   
「「「事事事業業業所所所・・・地地地方方方公公公共共共団団団体体体等等等」」」分分分野野野   

受賞者名 

株式会社熊谷組 関西支店 建築事業部建築部 

 (仮称)RIC ウエストコート 7 番街 2 期新築工事（AB 工区）

積水ハウス株式会社 大阪マンション事業部 
所在地 

 兵庫県神戸市 

受賞テーマ 

 大規模なマンション現場における発注者と連携した３Ｒ活動・ゼロエミッション

への挑戦 

 

大規模なマンションの建設現場においては、躯体工事が大規模になることにより型枠残材等が多く発生することに

加えて、各住戸が細かく分かれていることにより、内装工事が煩雑となり、そこから発生する廃棄物の量が大幅に多

くなる。これらは混合廃棄物として排出されることが多い。その結果、最終処分場への大きな負荷となっている。 

同現場では、その混合廃棄物やその他の廃棄物の発生を徹底して減らすため、＜（１）ゼロエミッション体制の構

築＞ ＜（２）工事着手前のゼロエミッション計画＞ ＜（３）計画に基づいた実践、監視、改善＞のＰＤＣＡサイ

クルによる監視、改善を行った。 

 

 （１）ゼロエミッション体制の構築 

この現場では発注者の方針により、設計段階よりプレカットやハーフスラブＰＣの活用を採用した。また現場

では、多数の協力会社が係わっており、それら協力会社の参画は混合廃棄物の削減に重要である。同現場では、

施工前の段階において協力会社が自主的に混合廃棄物を減らすことを目指し、「環境班」を編成した。 

 

 （２）工事着手前のゼロエミッション計画 

   同現場の計画策定において、同社社員に加えて、「発注者」や「職長会」が参画し、類似の他工事実績を参考に、

さらに挑戦的な目標を掲げた。その目標の達成を目指して、３Ｒの創意工夫について協議を重ねた。また、設計

段階からの廃棄物の削減対策も計画に盛り込んだ。（ハーフスラブＰＣ工法の採用など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）計画に基づいた実践、監視、改善 

   日々の分別活動については職長会の「環境班」が中心となり作業ごとに実践、監視、改善を重ねた。監視は、

関係者全員が現状認識できるよう、情報共有し、次の改善アクションに繋がるようにした。 

    

以上の取り組みにより、大規模なマンション現場において挑戦的なゼロエミッション目標値「混合廃棄物排出量

494m3以下」に対して、「混合廃棄物排出量 310m3」の実績を得て達成することができた。 

 一般社団法人日本建設業連合会の発表している建築系混合廃棄物の原単位調査報告書（平成 24 年度版）の原単位で

算定すると 774m3排出量となる。同現場では、約 60％の大幅な削減をした。 

 
 

分岐点のプレカットによる工場加工 スラブにＰＣ板を使用することにより、型枠を使用しない
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８２０６Ａ 

国国国土土土交交交通通通大大大臣臣臣賞賞賞   
「「「事事事業業業所所所・・・地地地方方方公公公共共共団団団体体体等等等」」」分分分野野野   

受賞者名 

 阿部野橋ターミナルビルタワー館建設工事共同企業体 

所在地 

 大阪府大阪市 

受賞テーマ 

 「想いをひとつに日本一のものづくり」  

日本最高峰タワーの新築工事作業所における３Ｒ活動の実施 

 
同共同体は、日本最高峰地上 300m の高さを誇る「阿部野橋ターミナルビルタワー館（あべのハルカス）」の建設に

あたり、作業所が一丸となって各種３Ｒ活動を実践してきた。 

 

●掘削土再利用連壁工法による汚泥排出量の５０％削減を始めとする様々な取組 

建物の地下外周部はＴＳＷ工法（Takenaka Soilcement Wall 工法）を採用した。ＴＳＷ工法は掘削土を再利用する

ため、当初検討していた一般的なＲＣ連続壁工法と比較して、建設汚泥の排出が５０％削減された。また、搬出車両

削減により排気ガス発生が抑制されることから、環境に配慮した工法である。 

 杭工事においては、総重量約 32 万トンの建物を、杭

先端深度が 80m の「パイルドラフト基礎」で支えている。

従来の杭基礎工法を採用した場合と比較すると、杭先端

深度が 110m、かつ大径の杭が必要となることから、パ

イルドラフト工法の採用は、建設汚泥の削減の他、杭構

築資材の削減、工期短縮に貢献した。 

埋戻し土については、運搬車両の削減などを目的に、

積極的に建設汚泥を材料とした再生土をリユースした。

汚泥処分会社と綿密に調整を行い、同社の別作業所から

排出された建設汚泥を処分会社にて再生土処理を行い、

その再生土を同作業所の埋戻土として活用した。 

また、コンクリート二次製品の採用を積極的に進め、建物外周部の床や壁構造体の PCa 板化により、構造体構築用

の型枠木製資材のリデュースを図ることができた。このことにより、型枠工事やコンクリート打設工事等の危険作業

の低減、飛来落下物の低減といった安全確保にもつながった。 

 

次に、リサイクル活動については、高層階を含めた作業所の各エリアに分別ヤードを設置した。分別ヤードの表示

は作業所に従事するすべての者が一目でわかるような表示を設置することを心掛けた。その結果、作業所での分別率

が向上し、高いリサイクル率を達成することに貢献したほか、現場の作業員にまで分別意識・知識が浸透した。 

 また、産業廃棄物削減の他、CO2 の排出削減にも積極的に取り組んできた。「作業所内照明集中管理システム」の採

用により、インテリア・ペリメーター・コア各ゾーンの照明回路区分による昼間不要照明の削減及び夜間申請制によ

る余剰照明の削減を実施した他、仮設電気に LED を積極的に採用し消費電力を削減したことは、CO2排出量の抑制に貢

献した活動である。 

 その他の活動として、施工者と職長会が一致団結し「ごみひとつかみ運動」や作業所周辺の清掃活動に着工当初か

ら取り組んできた。このような活動は、作業所での分別率向上によるリサイクル率目標達成に貢献したことはもとよ

り、現場の作業員にまで環境保全に関する意識が浸透し、環境保全を意識した作業所環境の醸成に大きな役割を果た

した。 

これらの３Ｒ活動を着工から竣工まで 4 年という長丁場で実践してきた結果、最終的には「リサイクル率 99.6％／

最終処分重量 1.83kg/m2」となり、当初の目標を上回ることができた。 

 

 同タワー館は「省エネ立体都市」の完成をめざし、計画段階、設計段階から地球環境に貢献することに取り組んで

きた。例えば、日本初の都心型バイオガス設備を導入し、百貨店やホテルの厨房から発生する生ごみを建物内で処分

し、粉砕した生ごみからメタンガスを取り出しエネルギーとして活用している。他にも、百貨店の冷房排熱をヒート

ポンプでホテルの給湯などに利用している。 
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４０１Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 広島県福山市立蔵王小学校 

所在地 

 広島県福山市 

受賞テーマ 

 小さな心がけで 大きく変わる 私たちの未来 

～蔵王スリーアールチャレンジ隊 いざ出動！～ 

 
 同校は広島県福山市の東部に位置し、校舎の北側には蔵王山がそびえ立ち、南側には広大な福山市街地が広がって

いる。昭和４９年に高台に造成された団地内に学校が建設され、周辺は自然も豊かで春には野生のキジの声も聞くこ

とができる。 

 

 同校では、自然の大切さ、資源の大切さ、環境を守ることの大切さを「知ること 見ること 感じること」で実感

させ、蔵王学区の地域の特性を活かした環境学習を学校教育に導入している。なお、校内だけの環境教育ではなく、

学校と保護者、地域、企業、行政機関などと「協働」の視点で、環境学習や環境保全活動を通じて子どもから大人ま

での幅広い世代で繋がりを大切に、地域と共に地域で学び「協働」して「育む」、『協育』でふる里の良さを実感させ、

資源の有効的な活用と豊かな自然環境を守る学習を学校教育に位置付け、未来を創る力と時代の変化に対応できる人

間育成に努め、児童の成長段階に応じた環境教育を推進している。 

 

≪低・中・高学年と全校での学習と活動≫ 

  ★低学年★ 

   ◎植物と野菜づくり、落ち葉を回収して腐葉土づくりを通して自然に関心を持たせる。 

  ★中学年★ 

   ◎ごみとリサイクル（３Ｒ）、水（上下水道）など、身近な生活を通しての学習を行い、限りある資源を大切に

する態度を養う。 

★高学年★ 

   ◎米づくり、柿の栽培、ばらの育成などを通して、自然や環境の保全への関心を持たせると共に自ら進んで行

動できるように実践へと繋げる。 

  ★ 全 校 ★ 

   ◎全児童のボランティア活動として、校区内の清掃美化活動を保護者や地域と連携して実施。児童と教職員の

家庭から排出される空缶（アルミ缶・スチール缶）、ペットボトル、食品トレーの回収活動の実施でリサイク

ルを推進する。 

 

３Ｒ活動では、同校のエコパトロール隊や児童会、委員会を中心に、全校へ「ごみを減らすこと・繰り返し使うこ

と・再資源化をすること」の大切さを周知し、ＰＴＡ・保護者・地域住民・企業・福山市行政の支援体制も整い、学

校での３Ｒ活動では児童が空缶（アルミ缶・スチール缶）・ペットボトル・食品トレー、給食用牛乳パックの回収活

動、ダンボールコンポストで給食残渣（生ごみ）の堆肥化、落ち葉での腐葉土づくり、３Ｒポスターを制作し校内や

学区公民館、集会所、ごみステーションなどへ掲示しての啓発活動を中心に行い、ＰＴＡなどは地域全体に呼びかけ、

空缶（アルミ缶・スチール缶）・空瓶・紙類・衣類などの資源回収（リサイクル活動）をそれぞれが役割分担し、継

続的な３Ｒ推進活動を行っている。 

 

空き缶の回収ボックスは、同校の活動に賛同した株式会社キリン・ビバレ

ッジ中四国支店が提供しており、企業と学校との連携で行っている。 

 学校で回収した食品トレーは、児童が白色トレー、色付きトレー、透明ト

レーに仕分けして、エコトレー製造の全国でもトップメーカーの福山市に本

社がある株式会社エフピコが引き取っている。回収量も把握するため仕分け

後は、袋の数をグラフ化して校内に掲示し見える化も行っている。 

その他にも、給食用牛乳パックも飲んだ後は開いて水でゆすいで、再資源

化をしてもらうため資源回収業者に引き取ってもらっている。児童が使う教

科書も再生紙で作られている。 

 
 

空き缶の回収ボックス 
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４０２Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 埼玉県立小鹿野高等学校 

所在地 

 埼玉県秩父郡 

受賞テーマ 

 地域とつながるエコキャップ回収、手作りはがき 

 

同校では、エコキャップ回収を平成２２年度から実施している。当時はボランティア部が設立されておらず、ボラ

ンティア同好会として活動し、メンバーは２名であった。少人数で何ができるか考え、いろいろな活動を調べた結果、

ペットボトルのキャップをリサイクルする活動をしようと決めた。「校内におけるリサイクルの意識づけをしよう。さ

らに、多くの方々にリサイクルの意識を持っていただきたい」と考え、同校を核として地域の諸機関に協力を依頼し

たところ、初年度は約３２万個という結果であった。 

徐々にこの活動が地域全体に広まり、平成２４年度よりボランティア同好会が部活動として認められボランティア

部が創部された。また、社会福祉協議会の協力もあり広報等に載せてもらい、多くの方々にこの活動を知ってもらう

ことができた。その結果、昨年度(４年目)は６０万個を超える結果となった。部員数も今年度は１９人となり、年々

活動が盛んになってきた。さらに、リサイクルの意識が定着し、紙パックの校内リサイクルも昨年度より開始するこ

とになった。 

 

東日本大震災を経験し、平成２３年度に部として、被災地への支援ができないかと考えた。そこで考え出したのは、

学校で不用になった印刷プリントの古紙をリサイクルし手作りのハガキを作成、販売、東日本大震災の義援金として

寄付する活動を始めた切っ掛けとなった。 

手順は細かくちぎった古紙をミキサーにかけ、紙すきの要領でハガキを作成する。また品目も増やし、ハガキを、

しおりやメッセージカード、ペン立てに加工し販売した。和紙のような作品のあたたかさが好評となり、校内では茶

道部が懐紙の代わりに使用したり、華道部が壁飾りを作成したりした。校外では、警察署から依頼され、しおりに交

通安全標語を書き込み、秋の交通安全運動出陣式にて地域の人々に配布した。また、社会福祉協議会主催のボランテ

ィア「まごころメール」に採用された。(まごころメールは、単身高齢者世帯に暑中見舞いを書き、配布するというボ

ランティア) 

平成２５年度には、高齢者施設の新年会に参加。その際、メッセージカードに新年の挨拶を書き配布した。さらに、

趣味で絵手紙をしている地域の人々が定期的に購入し、絵手紙の展示会に招待してもらったり、「小鹿野高校ボランテ

ィア部の手作りハガキを使用している」と宣伝してもらったりしている。また、作品を校内のトイレや廊下等に飾り、

癒しの空間作りをしている。本年度は、新たな取り組みとして夏休みに絵手紙講座を開講してもらう交渉をしている。

寄付した義援金は、３年間で合計６３，４８６円となった。 

 

   

＜手作りはがき＞         ＜はがきの活用＞       ＜まごころメール＞ 

交通安全運動キャンペーンしおり 
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４０３Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 学校法人高見学園 高見幼稚園 

所在地 

 福岡県北九州市 

受賞テーマ 

 食育から見えてくる３Ｒ活動 

 
平成 17 年「食育基本法」が施行され、食の安全性が問われる中、平成 19 年 10 月、同園は自園給食を開始した。 

食育の目的は“生きる力を身につけること”で「健康に食べる力」「楽しく食べる力」「環境にやさしく食べる力」

が必須である。同園は自園給食を通して、園児たちに食べ物の大切さを指導し、「いのちをいただく感謝の心」を育

てることにより３Ｒ活動へと展開している。 
 
以前の昼食は、業者による弁当（規格弁当）の提供を行っていたが、

園児の年齢や成長状態に応じた量ではなかったため、残食が多く、食べ

物の大切さを感じられないような状況だった。 
自園給食では、調理した給食を配缶形式で配膳するように改善し、園

児の体調や成長状況に応じた量を提供することで、食べ物を残さず食べ

ることの大切さを指導している。配膳方式を改善することで、残食を4kg

減らした。 

 食事の内容は、季節感が感じられるような献立、地産地消の素材を使

った献立などである。日本人の食性にあった和食給食で、旬の食材をふ

んだんに取り入れている。園児だけでなく、職員、バスの運転手、調理

員が同じ食事をすることで、統一感を感じ、食の楽しみも同時に伝えて

いる。 
また、保護者に対して給食試食会や食育講演会を行い、園児だけでな

く保護者にも食の大切さを訴えており、週１度の自宅からの弁当の日を

設けて、家庭での実践も行っている。 
 

併せて、調理体験、そうめん流し体験や屋上菜園など体験学習を行うことで、食べ物への興味や関心が高まった。

その結果、好き嫌いがなくなり、給食の残食がかなり減り、リデュースを意識した活動を実施している。残食は、

生ごみコンポスト化容器で堆肥化し、それを屋上菜園に利用することで、循環型の環境活動を目指している。 
 その他にも、調理済みの出汁昆布やかつおぶしを佃煮やふりかけにする等、ごみの発生抑制を図る活動や、磁器

製の食器の利用など、使い捨て、便利な暮らしから丁寧に暮らす３Ｒを意識した活動を行っている。 
 このように、食育を通

した実践を行い、日々の

生活の中で園児及び保

護者たちが３Ｒ運動の

大切さを肌で感じるこ

とができるような活動

を推進している。 
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４０４Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 北九州市立井堀小学校 

所在地 

 福岡県北九州市 

受賞テーマ 

 子どもたちの活動を中心にして、地域・家庭をまきこみながら取り組む３Ｒ活動 

 
 同校は、平坦な住宅地で落ち着いた環境にあり、ＰＴＡや地域活動がたいへん盛んなところである。目指す学校像

として、１．挨拶のある学校 ２．美しい学校 ３．地球に優しい学校を掲げ、学校全体でエコライフを推進するこ

とを目指している。５年前、校舎が新築されて、木の香りのするきれいな校舎となり、新しい井堀小学校として出発

している。 
 
 現在の３Ｒ活動は、自分たちにできることを全校で楽しみながら活動することで、長続きできるように環境委員会

の児童を中心に行っている。 
 環境委員会の取組として、牛乳パックやペットボトルキャップ、インクカートリッジ等の回収について、目的説明

とともに、回収箱の作成や呼びかけポスターなどを作成してきた。また、「環境コーナー」を設置し、回収量の掲示を

行ったり、給食時の放送で回収のお知らせや「環境クイズ」を毎日出題したりして、リサイクルへの意識付けを行っ

ている。 
 
全校的な取組としては、毎月第３水曜日の登校時に通学路のごみを拾ってくる「井堀クリーン作戦」を９年前より

行っている。新校舎とともに、井堀の町もきれいにしていこうという児童の願いもこの取組にこめられている。 
毎年５月には、地域の住民や保護者にも呼びかけて「井堀クリーン大作戦」と名付けた学校内外の清掃活動を行っ

ており、児童から地域住民へ発信を行い、取組の幅を広げている。 
 
さらに平成２３年度より、学校給食時の牛乳パックリサイクルに取り組み始めた。毎日自分たちが飲んでいる牛乳

パックを「すすいで→ひらいて→かわかす」というひと手間加えることで、今まで捨てていたものがリサイクルされ、

初年度の１０月には、業者から出来上がったトイレットペーパーを受け取った。 
 
環境教育については、３年生以上の児童は総合的な学習の時間に、１,２年生の児童は生活科の学習を中心に特別活

動や社会科の学習と関連づけながら取り組んでいる。その学習の成果として、北九州市が実施している「環境首都検

定」にも挑戦し、楽しみながら学習を進める児童が増えてきた。 
 

 児童だけでなく、職員も印刷文書の裏紙利用や、待機電力０を目指してコンセントを抜くなど、省エネ活動にも取

り組み始めた。 
 こういった子どもたちの活動を通して、家庭におけるリデュース活動に対する意識も醸成している。 
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６０１Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 ブリヂストングリーンランドスケープ株式会社 

所在地 

 福岡県朝倉市 

受賞テーマ 

 ■剪定クズのチップ化等による循環型の環境づくり 

 

同社では、剪定した樹木の回収・リサイクルを 2001 年 11 月より実施・継続している。 

2001 年以前は樹木の剪定クズを全て焼却処分していた（50 トン/年）が、同社グループでは「未来の子どもたちが

安心して暮らしていくために…」の思いの元、循環型社会の実現に向けた取組としては資源生産性(売上高/原材料使

用量)の継続的な向上や資源の循環利用や再生可能資源の利用拡大に寄与する技術やビジネスモデルの開発の推進な

どに取り組む中、樹木剪定クズをチップ化することで再資源化できることに注目し、剪定クズのチップ化に取り組ん

でいる。 

具体的には、樹木剪定クズを細かく粉砕してチップ化し、腐葉土化して土と混合させることで剪定クズを再度肥料

として土に還す取組を行い、剪定クズを肥料として有効活用した。この取組により、焼却処分していた年間約 50 トン

の剪定クズの再資源化に成功した。（図１） 

また、木製チップを空地に敷き詰めることで雑草防止の効果があることも判明し、同社敷地内でもこれを実施、景

観の向上及び木製チップの用途も拡大することができた。（図２） 

同時に、剪定クズの肥料化を行うだけでなく、リサイクルした肥料を従業員、グループ会社、取引先に配布し、農

業の場面でも用いられ、剪定クズのチップ化を通じ環境活動に対する意識づけと、地域とのコミュニケーションの強

化を図ることができた。 

 

図１．剪定クズ再資源化プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．空地へ木製チップを敷き詰めることで雑草防止 
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６０２Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 サントリー食品インターナショナル株式会社 

所在地 

 東京都中央区 

受賞テーマ 

 国産最軽量クラスの飲料用ペットボトル導入とラベル薄肉化の取組み 

 
同社は、３Ｒの考え方にもとづいた容器包装の環境負荷低減に取り組んでおり、容器包装がもたらす社会的影響を

強く認識し、1997 年に自主基準「環境に係る容器包装等設計ガイドライン」を設定した。 

消費者が飲用時からリサイクル処理を行うユーザビリティに配慮しながら、軽量化やより環境負荷の少ない素材の

採用、さらにはリサイクル処理しやすい設計に取り組んでいる。 

 

１．国産最軽量クラスとなる 31.3g の 2L ペットボトル導入 

同社は、2013 年 2 月に、国産 2L ペットボトルで初めて 30g 以下のボトル重量となる 29.8g のボトルを採用した「サ

ントリー天然水」2L を上市し、従来の 2L ペットボトルを約 2 割軽量化した。さらに同年 5 月より、「サントリー天然

水」550ml のボトルを 13.5g から 11.3g に軽量化し、大容量・小容量ともに国産最軽量を実現した。 

今回、「伊右衛門」「サントリー ウーロン茶」など 11 商品※１に新たに導入するペットボトルの重さは、「サントリー

天然水」に次いで国産 2L ペットボトルで最軽量クラスとなる 31.3g。軽量化することで、飲用後により簡単に手でつ

ぶせるペットボトルとなった。 

※１ 11 商品は「伊右衛門」「 同 贅沢冷茶」「 同 濃いめ」「 同 玄米茶」「 同 焙じ茶」「サントリー ウーロン茶」

「脂さっぱり息すっきり」「GREEN DA・KA・RA」「 同 やさしい麦茶」「DA・KA・RA フレッシュスタート」「ビタミンウ

ォーター」 

 

２．国産ペットボトル飲料最薄 12μmのロールラベル導入 

再生 PET樹脂を 60％使用した 18μmの商品ラベルの 2010 年秋からの採用を皮切りに、再生 PET樹脂の混合率を 60％

から 80％に引き上げ、さらに国産最薄となる 16μmの商品ラベルを 2012 年 5 月より実用化することで、さらなる環境

負荷低減を目指した取り組みを展開する。今回、さらに 4μm 薄肉化した 12μm の商品ラベルを実用化し、「サントリ

ー天然水」」（2L ペットボトル・550ml ペットボトル）に 2014 年 4 月より導入する。今後は、「伊右衛門」や「サント

リー ウーロン茶」などにも拡大し、2014 年内には、ロールラベルを採用している全商品に導入予定である。 

さらに、2014 年 5 月より、「サントリー 阿蘇の天然水」（2L ペットボトル）のロールラベルを、従来の油性グラビ

ア印刷から水性フレキソ印刷に変更することにより、揮発性有機化合物（VOC）の発生をほぼ抑え、ロールラベル 1 枚

あたりのラベル印刷工程における CO2排出量を 79％削減できた。 
 

（図）ペットボトル商品軽量化の変遷         （写真）「サントリー天然水」ロールラベル 
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６０３Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 戸田建設株式会社 開発センター 

所在地 

 東京都中央区 

受賞テーマ 

 廃食用油を原料とした BDF(バイオ・ディーゼル燃料)の製造とその活用 

 
 同社では、2010 年 2 月より自社で製造した BDF（バイオディーゼル燃料）を建設機械の燃料として使用しており、

原料は、千葉県松戸市や松戸市内の NPO 団体の協力を得て、家庭から廃棄される廃食用油を使用している。 

 3 年にわたる製造実績を元に製品の改良に努め、現在では、JIS 規格及び九都県市が定める条例にも適合する品質を

確保し、車両系重機での使用も可能となった。 

 この間、松戸市から多大なる協力を仰ぎ、現在でも緊密な関係が継続し、2013 年 2 月からは、松戸市所有のごみ収

集車に同社が製造した BDF が定期的に供給され、市内の資源ごみ回収に活躍している。 

同社では建設段階での CO2排出量を削減する活動を実施しているが、その有効な手段として BDF（バイオディーゼル

燃料）を建設重機に使用している。BDF を使用して排出された CO2 は、「カーボンニュートラル効果」という考え方に

より、排出量が“ゼロ”とカウントされため、この考え方を用いて CO2の排出量を削減している。 

 

 こうした活動は、施工段階での CO2を 1990 年比、2020 年にマイナス 40%を実現しようとしている。 

また、次の 3 つの項目の大きな効果を生んでいる。 

１．3R（リデュース・リユース・リサイクル）効果 

 ・BDF の原料が家庭から排出される廃食用油である。典型的なリサイクル事例である。 

 ・製造中の副産物についても堆肥の発酵促進剤や薬品の原料としてリサイクルしている。 

２．CO2削減効果 

 カーボンニュートラル効果を利用し、CO2排出量をゼロとカウントできる。 

３．大気汚染防止 

 クリーンな排気ガスにより大気汚染防止に貢献している。（黒煙、NOx） 

４．地域との連携、社会貢献 

 ・松戸市との共同事業であり、廃食用油の回収や精製した BDF の活用について常に連携した活動を行っている。 

 ・BDF の生成過程を理科実験として実施し地域の学校の環境教育に役立てている。 

 
BDF（バイオディーゼル燃料）とは、生物由来油から作られるディーゼル燃料の総称である。家庭や事業所から廃棄

される天ぷら油を原料とするため、環境にやさしい燃料として注目されている。 

カーボンニュートラル効果とは、BDF を燃焼させた場合に発生する二酸化炭素（CO2）は、原料となる植物が成長過

程で光合成により大気中から吸収したものなので、大気中の CO2を増加させないとする考え方である。 
 

図 BDF の生成原理 
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６０４Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 株式会社安藤・間 名古屋支店 岡崎作業所 

所在地 

 愛知県岡崎市 

受賞テーマ 

 大規模道路土工事におけるバイオディーゼル燃料の大量使用と軽油燃料使用量の削減 

 

バイオディーゼル燃料は、廃食油等の生物由来油から作られるディーゼルエンジン用の燃料であり、従来の軽油燃

料の代わりに使用すると、廃食油等の廃棄物の発生を抑制すると同時に、化石燃料の使用を抑制でき、カーボンニュ

ートラルの考え方に基づいた CO2の削減効果が見込まれ、さらには酸性雨などの原因となる SOx（硫黄酸化物）もほと

んど排出されないという効果も期待される。 

同活動では、軽油代替燃料として、廃食油から再生した 100%濃度のバイオディーゼル燃料（以降、“B100”と呼ぶ）

を大規模な道路土工工事に適用した。 

具体的には、「第二東名高速道路 岡崎サービスエリア工事」に同燃料の適用を提案したところ、「地球温暖化の抑

制」を環境方針に掲げる発注者（中日本高速道路株式会社）の理解も得られ、同工事への採用が実現した。 

B100 は、同工事の撒出し・敷均し・締固め工事で使用するブルドーザおよび振動ローラの燃料として使用し、調達

にあたっては、品質や供給体制（原料（廃食油）の調達ルート、製造能力等）を見極めて、供給メーカーを選定した。

また、B100 の使用にあたっては、同作業所が所属する会社（(株)安藤・間）の研究施設で定期的（1回/月）に品質

を確認し、各測定値の変動性を確認しつつ、測定値と現場での使用状況の関係を調べ、かつ、燃料フィルターやポン

プの目詰まり等の不具合を回避するために、使用重機・部品の選定から、整備方法・交換頻度を管理した。 

更に、B100 を使用した場合のエンジン出力や排ガス性状の確認を行うとともに、事前の試験施工の結果を踏まえた

施工管理を実施し、従来通りの施工性や施工品質を確保した。 

以上の活動の結果、大きな不具合もなく 5,000 リットル／月のペースで、安定的に B100 を使用することに成功した。

B100 の総使用量は、平成 23 年 11 月から平成 25 年 12 月の 26 ヶ月間で、概ね 140,000 リットルに上り、ほぼ同量

の軽油燃料（化石燃料）の使用を抑制するとともに、約 360 トンの CO2削減にも寄与した。 

また、定量化には至っていないが、SOx（硫黄酸化物）の削減にも寄与できたものと考えられる。 

 

写真-1 B100 燃料          写真-2 B100 で動くブルドーザ 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3 B100 で動く振動ローラ 
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６０５Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 株式会社笠原建設 

所在地 

 新潟県糸魚川市 

受賞テーマ 

 廃食用油をバイオディーゼルに精製しリサイクル事業の重機燃料として活用 

 

同社では、平成 17 年より、糸魚川市内の全ての小中学校・公立保育園や、福祉施設・食品業界等の廃食用油（使用

済てんぷら油）を回収し、メチルエステル化したバイオディーゼル燃料を製造している。 

 

廃食用油をバイオディーゼルにして軽油代替燃料として活用する取組は他でも行われているが、同社では更に循環

型社会を目指してゼロエミッションへ近づける為、主に産業廃棄物の再生処理施設である糸魚川リサイクルセンター

で活用している。 

リサイクルセンター以外では、土質改良機（建設工事現場で発生する低品質土砂を改良利用し、残土処理や新石材

採掘を削減に役立てている）の燃料として活用している。 

製造されたバイオディーゼルの大半は自社活用であるが、稀に社外からの給油要請にも対応している。 

３年前の東北地方太平洋沖地震の際には、九州から東北へ支援物資を運ぶバイオディーゼル燃料の大型トラックへ

のボランティア給油を行った。 

また、最近では来年開業する北陸新幹線の糸魚川駅舎工事の工事用発電機にも活用した。 

 

教育現場や福祉施設・食品業界等の廃食用油をバイオディーゼルとしてリサイクルし、建設事業におけるリサイク

ル工法を組合せることで、建設業の循環型社会への取り組み事例としてＰＲに役立っている。 

開始当初は新聞報道や見学者も多く、バイオディーゼルの普及にも寄与してきた。 

廃食用油を提供してくれている店主等から、「環境事業に役立てて下さい」と募金として頂いた代金を糸魚川市に寄

付し、地域における３Ｒ啓発にも役立っている。 

 

バイオ燃料製造プラント       廃食用油をＢＤＦ化      リサイクルセンター内重機で活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設現場の土質改良機で活用       見学者への説明        震災支援活動への協力 
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６０６Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 野坂建設株式会社  

所在地 

 福岡県遠賀郡遠賀町 

受賞テーマ 

 地域で発生する木くずリサイクルの実施 

 

同事業所では、従来、焼却処理をしていた産業廃棄物及び一般廃棄物の木くずについて、平成１７年よりリサイク

ルを実施している。 

特に地元自治体や企業に対して積極的に木くずリサイクルの重要性についてのＰＲに取り組んできている。 

現在、地元自治体のリレーセンター（一般廃棄物処理施設）で選別された木くずの受け入れ及び産業廃棄物の木く

ずの受け入れを行っている。 

同事業所では、再生品（再生木材チップ）の品質向上を図るための検討を重ね、施設の改造及び作業フロー等のマ

ニュアル化だけでなく、排出事業者に対して分別の指導を含めた協力を呼びかける等の受け入れる際の材料の均質性

を高める努力と、再生木材チップの品質に関して受け入れ先に応じた自主基準（大きさ、含水率、不純物の混入率、

均一性）を設け、この基準を遵守するため、日常業務の作業フローの定期的な見直し等、更なる再生品の品質の向上

に努めている。 

また、地域環境へ配慮した施設運営を図っており、他のリサイクル業者の模範となる事業展開を実践している。 

このような前向きな取組が地元自治体、排出事業者に評価され、信頼を得たことにより、平成２３年度のリサイク

ル量は８４０．３８ｔ／年であったが、平成２５年度では１,５６６．６４ｔ／年と毎年着実にリサイクル量を増やし

ている。 

さらに、同事業所では、公益社団法人福岡県産業廃棄物協会等の関連団体に所属し、これらの講習会や事業にも会

社全体で積極的に関与し、更なるレベルアップを図っている。 

地域及び関係者全体における木くずをリサイクルするという意識の向上に向け、同業他社に対しても技術やノウハ

ウを開示するとともに、地元自治体及び排出事業者を対象としたリサイクル施設の見学会、地元自治体や排出事業者

を対象とした意見交換会、勉強会等を開催するなど、地域における３Ｒ啓発・教育にも尽力している。 

 

図１ 同事業所における排出から処理・再生までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 破砕施設          写真２ 再生木材チップ 
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７０１Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 株式会社カスミ 

所在地 

 茨城県つくば市 

受賞テーマ 

 「地域の皆様と共に、カスミリサイクルステーション ３Ｒ活動をはじめて４０年」 

 
同社の店舗で販売している容器包装については、可能な限り全店で店頭回収をする方針の中、2010 年度よりリサイ

クルボックスを大型化し、店頭に置ける資源回収量を拡大し続けている。（写真１） 

特にペットボトル及び透明容器は一部店舗のみ回収していたが、2009 年 6 月より全店にて回収を始めている。 

2013 年度（弊社年度 3 月～2 月）においては、アルミ缶 384ｔ（2012 年度 324ｔ：前年比 118.5％）、ペットボトル

1,073ｔ（2012 年度 978ｔ：前年比 109.7％）と回収量を伸ばしている。 

同社は、自社処理施設としてカスミリサイクルセンターを有し、各種容器の選別・圧縮・保管を行っている。 

 ペットボトルキャップについては、2009 年度に全店に回収活動を拡大し、2013 年度は 6,217 万 6,000 個を全店で回

収し、売却した収益を全額、認定 NPO 法人「世界のこどもにワクチンを 日本委員会」に寄付しており、2013 年は 150

万 9600 円を同 NPO 法人に寄付した。 

 2011 年 10 月からは古紙（新聞紙・雑誌）の店頭回収を一部店舗にてスタートした。2014 年 4 月現在、23 店舗で回

収を実施し、実施店舗平均で月間 8ｔの古紙を回収しており、今後も新店を中心に設置店舗を拡大して行く予定である。

（写真２） 

レジ袋の削減については、現在 152 店舗中 102 店舗にて無料配布の中止を実施中で、有料にて販売したレジ袋の収

益については各県の環境基金へ寄付（年間 800 万円）するとともに、CO2排出権購入に活用している。 

今後はお買い物袋持参運動を継続し、地域の理解を得ながら、無料配布中止の店舗拡大を目指している。（2013 年度

のレジ袋削減運動による推定レジ袋削減枚数は約 1億 440 万枚に上る。） 

 CO2削減については、電気・ガス・水道等店舗その他事業所で発生する使用エネルギーの削減に努め、新規店舗の出

店がありながらも電気使用量は 2013 年度実績で前年比 100.2％で抑えることが出来た。 

既存店の電気使用量については、前年比 97.2％で年間推移した。 

電力削減については、全社レベルでの照明の LED 化、夏季の電力使用量抑制に対する電力監視装置を 120 店舗に設

置して、個店毎にデマンド目標を設定し、本社モニターを通じて個店に注意喚起を促した。 

また設備面では、冷凍ケースにナイトカバーを設置し、閉店後の夜間に冷気漏れを防ぐことで冷凍ケースの動力削

減を全店で実施。店舗一部コーナーでは冷ケースの夜間停止タイマーも設置した。 

店舗数は 2012 年度 146 店舗から 2013 年度 151 店舗に増加したが、電気使用量原単位（延床面積×営業時間/電気使

用量）は 2012 年度 99 から 2013 年度 88 に減少している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真１                       写真２ 
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７０２ＡＢ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 関西電力株式会社 環境室 

 株式会社関電Ｌ＆Ａ 
所在地 

 大阪府大阪市 

受賞テーマ 

 使用済み碍子のエクステリア製品としてのリサイクル実施 

 
碍子（がいし）とは、鉄塔や電柱に取り付け電線を支える円盤型のもので、電気を通さない高純度のセラミックス

からできている。碍子リサイクルは、用途が限定されていたが、受賞者が共同開発した研磨機により角を丸めること

が可能となり、園芸用石材等に用途が拡大した。これにより、関西電力の碍子屑のリサイクル率はほぼ１００％とな

っている。 
 
使用済み碍子をそのまま破砕した場合、エッジができるため使い勝手が悪く、碍子屑含むガラス・陶磁器屑のリサ

イクル率は約５７％（Ｈ２１年度）であり、また、有効活用先は限られているため、使用済み碍子のリサイクル率向

上、有効活用促進が課題であった。 
こうした問題から、Ｈ２１年度より、使用済み碍子の有効活用へ向けた取組みの一環として、破砕時に生じるエッ

ジの除去（エッジレス化）と活用先拡大に関する研究を開始した。 
碍子エッジの処理方法を検討するため｢エッジ研磨の安全性｣についてエッジ幅０．３ｍｍを確保すれば安全性が得

られることを確認した。過去の破砕方法では長片状に割れるため細粒化しか出来なかったが、小石状に破砕できる破

砕機の開発を進め、エクステリア製品化を目指した（特許申請中）。研磨設備は鉄硬球を使用する方法があるが、研磨

幅の確実確保、鉄分の混入の最小限化として内部構造に特徴を持たせ、碍子同士がぶつかり合って研磨する方法を開

発した。 
この結果、防犯砂利、防草砂利およびエクステリア製品として販売できるまでに至った。 
 
さらに、同リサイクルを同業他社や他業界分野に広げるため、ＰＲや見学会を開催し、他業界（鉄道会社他）で発

生する碍子についてもリサイクルしており、循環型社会の実現に向けて取り組んでいる。 
※リサイクル量は、Ｈ２１年度約６２０トンに対し、Ｈ２３～２５年度平均約１，７１０トンまで増加。 
（数年前から行ってきた取組みではあるが、実績が積み重なって現状に至った。） 
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７０３Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 株式会社東芝セミコンダクター＆ストレージ社 四日市工場 

所在地 

 三重県四日市市 

受賞テーマ 

 資源循環型ＮＡＮＤフラッシュメモリ製造に伴う３Ｒ活動 

 
同工場では、生産量増加に比例して廃棄物発生量も増加傾向となっているため、抑制施策として、薬品の使用量削

減といった源流対策・排水の個別回収等の回収技術を駆使し、廃棄物発生量原単位抑制を実現し、発生した廃棄物に

ついては、マテリアルリサイクル（有価物化を推進）を中心としたリサイクルと廃液についても再使用（リユース）

を実施している。 
その結果、廃棄物総排出量はメモリ容量あたりの原単位で大幅に削減し、大幅抑制に繋がっている。 
主な施策は次のとおりである。 

１．廃棄物総排出量の抑制 

 ２００３年度を基準として、廃棄物総排出量は約８倍に増加しているが、メモリ容量あたりの廃棄物総発生量原単

位(ＧＢ原単位)は９９％以上低減している。 

また、有価物化を推進しており、廃酸及びフッ素含有汚泥の有価物化を行ったことにより、２０１３年度の有価物

率が６２．３％であり、今後、フッ素含有汚泥の有価物化の拡大(全量有価物化)を行い、２０１６年度には有価物率

８０．９％を目標としている。 

【廃棄物総排出量および原単位の推移】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．ゼロエミッション活動 

 同グループでは、発生した廃棄物（有価売却物を含む全ての廃棄物）に対する最終処分量（中間処理後の残渣を含

む埋立処分量）の比率を１％以下にすることをゼロエミッションと定義（２００８年度からは０．５％に引き下げた）。

同工場は１９９９年度にいち早く目標を達成、２００８年度から最終処分率０．０１％を継続している。 
３．全員参加活動 
 ①ＩＳＯでの環境目的の設定と階層別環境教育の実施 
 ②環境月間および３Ｒ推進月間時の工場イベントの開催 
 ③地域に密着した３Ｒ活動 

（チャリティーｅｃｏバザーの開催、カレンダー・手帳の回収及び社会福祉法人への寄贈） 
４．環境コミュニケーション活動 
①環境技術コミュニケーション 
②生物多様性に関するコミュニケーション 
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７０４ＡＢ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

日本 IBM 株式会社  グローバル・ファイナンシング事業 

  リユース製品統括部 

GEODIS  JAPAN 株式会社 
所在地 

東京都中央区、東京都品川区 

受賞テーマ 

リユース、リサイクルを通じた環境保護への貢献とお客様の IT 投資最適化の支援 

 
IBM では、３Ｒを環境の取組みの経営の重点項目として古くから掲げている。 

その一環としてリユース、リサイクルに焦点をおいた「リユース製品事業」を 1983 年より展開し、環境負荷軽減と

お客様の IT 資産活用を支援している。 

リユース製品事業は、世界最大の IT 機器リース・ファイナンシング事業である IBM グローバル・ファイナンシング

の一部門として、リース返却機器を中心に、お客様から買取りした機器、社内の使用済み機器を回収して、再生、解

体、再販、廃棄に至るまでの一連のプロセスを担っている。 

2009 年以降は、IBM がグローバル規模で協業を開始した GEODIS 社とともに、リユース、リサイクルに取り組んでお

り、同社は製品・保守部品物流、再生作業を含む回収物流の実務を担っている。 

 

【リユースの特色】 

全世界で回収される機器の約 91%を再利用または再販できている主な理由は以下のとおりである。 

①すべての製品開発、製造で遵守するプロセスに、環境への配慮を徹底している。 

②高品質な再生作業による IBM 認定再生品や IBM Refreshed PC を提供している。 

③リユース、リサイクルにかかる業務を独立採算の事業として運営している。 

【高い再資源率を実現しているリサイクル】 

 リユースに注力し廃棄物を最小化しているが、リユースが可能とならない場合はリサイクルを実施している。 

日本での再資源化率は特に高く、2013 年の実績では全世界 IBM の 99.4%に対し、99.99%を達成している。 

リサイクルを通じた再資源化は、国内の規制基準に加え IBM の環境管理規定を基に専門の事業者を選定し委託して

おり、3年に 1 回の現地訪問で適正処理を確認し評価している。 

【30 年に亘る全世界規模での事業展開と積極的な啓発活動】 

 リユース製品事業は、1983 年発足以降 30 年以上に亘り継続しており、日本以外に世界 55 か国を超える国々の IBM

で同じ事業が展開され、世界各地に再生工場を保有し在庫を共有化することで豊富な再生品の提供を可能としている。

また、メディアを通じた広報宣伝活動、お客様向けセミナーの実施、社内向け啓蒙活動を積極的に取組んでいる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（リユース事業の概要）          （リユース・リサイクルのプロセス） 

●リユース製品事業は、事業活動の継続、発展を通して３Ｒの推進を希望する事業会社のモデルになるとともに、IBM

の経営目標である Smarter Planet の実現に貢献している。 
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８０１Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 株式会社大林組 名古屋支店 第二東名稲木工事事務所 

所在地 

 愛知県新城市 

受賞テーマ 

 新東名高速道路トンネル工事現場における、３Ｒと省エネルギーへの取り組み 

 

①トンネルずり運搬における工夫 

トンネル掘削で発生したずり（土砂）を坑外で運搬するために、電動のベルトコンベアと 40ｔダンプを使用するこ

とで、燃料資源の使用量を大幅に削減（CO2を約 15ｔ削減）するとともに、タイヤの長期使用を可能とした。 

また、ベルトコンベアを一定勾配を有する線形とし、ベルトやモーターがオーダーメイドで使い捨てになる特殊製

品を必要とする構造ではなく、一般的な仕様の再利用可能な製品を利用できる構造とした。 

結果として、ベルトコンベア撤去時の廃棄物量を非常に少なくできた。 

 

②堰堤型枠材における工夫 

場所打ちコンクリートの堰堤の施工において、合板製の型枠ではなくコンクリート製の残存型枠を使用し、型枠材

の廃棄量をほぼゼロにした。残存型枠とは、内部に打設するコンクリートの型枠となりながら外部の仕上げ壁となる

部材である。 

堰堤工では合計 870ｍ2の型枠が必要であったが、このうち 861ｍ2を残存型枠とした。これにより、合板製の型枠材

約 180 枚の使用を回避できた。 

 

③仮設配管材の再利用 

河川や水路の切回しに使用するポリエチレン製パイプは、使用後に整備保管し、再利用に努め、また、損傷が激し

い場合は半分に分割し、仮設側溝として利用した。 

 

④作業員一人一人への継続教育 

同工事では毎月 1回、作業員全員を対象に環境に関する教育を実施しており、そのテーマとして 3R を取り上げ、高

い意識で活動に取り組むよう指導・協議を続けている。 

教育方法については、クイズ形式で受講者（作業員）に考える機会を与えたり、清掃活動を通じて実際のごみ分別

を体験させたりしている。 

 

⑤その他 

・伐採材は製紙原料などにリサイクルする処理業者に搬出 

・仮設の施設基礎解体時のコンクリートがら、施工時の残コンクリート硬化物は再生砕石製造業者に搬出 

・盛土に利用できない重金属含有土はセメント原料として搬出 

・間伐材を利用した工事看板の採用 など 

 

 

写真                         写真 

 谷越えベルトコ                    残存型枠の組立 

ンベア                        状況 

（ずりは右から 

左へ） 

 

 

 

 

写真                         写真 

 仮設側溝再利用                    清掃活動状況 
ポリエチレン管 
（半分に切断） 
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８０２Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 株式会社大林組 大阪本店 北浜東工事事務所 

所在地 

 大阪府大阪市 

受賞テーマ 

 高層集合住宅の建設現場における３Ｒ活動による廃棄物発生の抑制について 

 
同工事は、大阪市内における地上４１階建ての集合住宅を建設するもので、基準階に立体駐車場が組み込まれた連

層耐震壁架構とその周囲に配置された住宅棟との二つの構造体を、制振装置で連結する制振構造が採用された超高層

建築物の新築工事である。 

現場周囲に近隣マンションがあり、また人通りの多い土佐堀通りに面していることから周辺環境、近隣住民に配慮

して、次の取り組みを行っている。 

 

【型枠発生材の削減】 

基準階が繰り返される高層集合住宅の特徴を生かし、在来工法部の連層耐震壁架構において型枠材にポリプロピレ

ンをオーバーレイしたベニア板を使用することで転用回数を増やす。 

また、住宅棟における柱・梁・床をそれぞれ PCa 化（プレキャスト化：あらかじめ工場でコンクリート部材を製造

し現地に運搬して組み立てる方法）することで、場内での型枠廃材の発生を削減する。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

写真１ 連層耐震壁架構大判型枠建込み状況          写真２ 柱 PCa 据付状況 

 

【資材の転用】 

外構エリアの後施工躯体（ディスポーザタンク、水景部）の仮復旧に砕石を使用し、外構工事における路盤工に再

利用する。 

 

【ゼロエミッション活動の推進】 

職長会が主体となりゼロエミヤードの整備、掲示物による見える化を行い、ゼロエミッションを推進し発生材の分

別を行っている。また新規入場者教育や所内会議にて教育を実施している。 

 

【近隣住民への配慮】 

・杭頭斫り時の防音対策として防音シートによるテントを設置。 

・ダンプ、搬入出車両のアイドリングストップ、躯体 PCa 化により全般的な資機材の搬入出車両を削減し CO2 発生量

の削減。 

・職長会による現場周囲のクリーンアップ活動。 
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８０３Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 株式会社大林組 名古屋支店 トヨタ PT 棟工事事務所 

所在地 

 愛知県豊田市 

受賞テーマ 

 「超短工期かつ大規模研究施設新築工事現場における環境保全・廃棄物削減の取組み」 

 

同工事は、トヨタ自動車株式会社のパワートレーン共同開発棟新築プロジェクトである。 

延べ床面積が 10 万㎡を超える大型研究施設を実質 16 ヶ月間（Ⅰ期工事）という超短工期、かつ、複雑な躯体形状

（基礎躯体 SRC 造、地上 S造）、狭敷地のため躯体いっぱいで山留め H 形横矢板の設置等、厳しい施工条件が重なった

工事の中で、環境保全・廃棄物削減に関する各種取り組みが行われた。 

１．施工方法改善による３Ｒ活動 

 ・基礎躯体工事の型枠が、普通型枠約 18,000 ㎡であったが、施工上合理的かつ無理のない施工方法や施工手順、工

区割によって「型枠材の転用」が可能になるよう、計画・実施した結果、余分な型枠材の発生抑制に繋がったと

ともに、スムーズな現場運営に繋がった。 

 ・コンクリートをポンプ車で圧送する為に先送りモルタルを使用するが、コンクリート躯体に打込む事が出来ない

ので、通常は排出籠に受けて硬化を見計らい廃棄処分をしていた。 

 そこで先送りモルタルを鉄筋工事スペーサーブロックに流用できないか提案し、排出籠に格子状の仕切り板を設

置してモルタルを流し込む事でサイコロ状になり硬化したのちブロックが出来上がった。 

  このブロックを発注者や監理者と協議し承諾を得た場所にて使用し、廃棄物削減に貢献した。 

２．職長会による産業廃棄物削減・CO2削減活動 

 ・職長会によるゴミコンテナの分別状況パトロールを実施し、廃プラ・木屑・金属屑・混合に細かく分別し、段ボ

ールは水に濡れないようシートで覆うなどリサイクル運動を実施した。 

・職員・職長によるフロアーマスター制の導入による毎日の点検によって作業環境の美化・節電に努めて、現場作

業員には「ひと掴み運動」を励行し、決められた一斉清掃は行わずに分別収集を指導した。 

・教育は、新規入場時・安全朝礼・昼打合せ会等で行い、安全衛生協議会では事業主に対しても指導した。 

・職長会による自主的な作業場所・作業員休憩所のこまめな照明の消灯やエアコンのオンオフを徹底した。 

 ピーク時の作業員（約 800 人）に対して乗り合わせを励行し、工事車輌アイドリングストップ・場内徐行運転の

指導・徹底による CO2削減に努めた。 

３．自然エネルギーの有効利用 他 

 ・ソーラーライト等の自然エネルギーを有効利用した取り組みにより、照明による消費電力の低減を図った。 

 ・工事現場敷地内からの排水は、竹そだでセパレートした沈砂池と PH 処理槽を経由し適正な濁度・PH 値で排水した。

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 型枠転用状況             写真 職長会による教育状況 
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８０４Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

千住関屋ポンプ所建設その 3 工事 大林・大本特定建設工事共同企業体 
所在地 

 東京都足立区 

受賞テーマ 

 ニューマチックケーソン工法及び水上土砂運搬を用いた建設発生土、CO2排出量の低減 

 

同ポンプ所は、近年増加している局地的豪雨の発生に伴う雨水流出量の増大に対応するため、東京都足立区千住地

区に新設するポンプ場であり、西側ケーソン平面形状 53.9ｍ × 48.5ｍ 深さ 53.8ｍ、東側ケーソン平面形状 39.8ｍ 

× 57.5ｍ 深さ 50.1ｍの 2 函を同時沈設するニューマチックケーソン工法を用いた工事である。 

同工事において、主に次の取り組みを実施している。 

 

①ニューマチックケーソン工法による建設発生土量及び埋戻し土量の削減 

ニューマチックケーソンは、躯体下部に地下水圧と同等の圧縮空気を送り作業室を設け、その作業室内にて掘削を

行う工法で、上部躯体重量等が築造により沈下抵抗力（揚圧力+周面摩擦力+刃先抵抗力）より大きくなると沈設され

る。同工法の掘削平面形状は躯体形状と同一とすることができ、開削工法を用いた場合に比べ最終的に約 12,600ｍ3

の建設発生土の削減を行うことができる。（建設発生土 12,600ｍ3の埋戻しが発生しない。） 

 

②建設発生土水上運搬による CO2排出量の低減 

 同工事の建設発生土は全体で約 298,000ｍ3であるが、近隣は住宅密集地域であり周辺環境への配慮から、建設発生

土搬出に際しダンプトラックを使用せず、隣接する隅田川を利用し、土運搬船にて指定地まで運搬した。 

このことにより延約 56,200 台（片道運搬距離約 22ｋｍ/台）の 10ｔダンプトラックの現場への入退場を削減するこ

とができ、CO2排出量を削減することができた。なお、建設発生土は東京港埠頭の新海面処分場で埋立てられている。

 

③消費電力の削減 他 

地盤改良の工法変更による CO2排出量の低減、作業室内照明の LED 使用による消費電力の削減、近隣住民及び近隣小

学校の見学会等を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニューマチックケーソン工法概要図 
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８０５Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 鹿島建設株式会社 関東支店 直轄土木工事埼玉地区  

良品計画鳩山センター造成工事事務所 
所在地 

 埼玉県比企郡鳩山町 

受賞テーマ 

 土木工事施工現場における、廃棄物の発生・排出削減 

 
同工事は、物流センターを建設するにあたり造成工事・建築工事・外構工事を施工する工事で、その中の大規模な

造成工事を施工するにあたり、各種廃棄物の発生・排出の削減を図った。 

造成工事では広い面積の立木を伐採し、擁壁や堰堤といった現場打ちコンクリートの大型構造物を施工することに

よる環境負荷も大きいことから、工事の元請会社として施工方法の改善や廃棄物の再利用等を提案・実施しその成果

を挙げてきた。 

また、工事への理解を得るために地元住民をはじめ、鳩山町議会等の現場見学会を開催して、これらの施工技術を

一般の方に公開している。 

 

【型枠廃材の削減】 

 16.8ha の流域面積を受け持つ防災調整池 4基のうち、最大の流域を受け持つコンクリート堰堤を施工するにあたり、

大型鋼製スライド型枠を採用し、木製型枠廃材を削減した。 

大型鋼製スライド型枠は、脱型時の損傷がなく、型枠の品質を維持したまま転用ができ、次のリフトに使用できる

ため、型枠を廃材とすることがなくなる。 

 

【立木伐採材の再利用 他】 

 ・森林伐採により発生した伐採材は、①マルチング材として利用、②伐採材チップの堆肥化、③仮設道路の路肩表

示杭への転用等に有効利用している。 

・高木の移植 

・ハイブリッドバックホウ（エンジンと蓄電器を併用して燃費を低減する油圧ショベル）の採用 

 

写真 鋼製型枠設置状況                写真 伐採材の有効利用 
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８０６Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

鹿島・大林・飛島・伊藤組共同企業体 京極発電所上部調整池工事事務所

所在地 

北海道虻田郡倶知安町 

受賞テーマ 

希少動植物生息地域における廃棄物発生抑制および保全による環境負荷低減活動 

 

同工事は、発電所（純揚水式）の上部調整池を新設するもので、建設地点は、支笏洞爺国立公園に隣接する国有林

内であるため、周辺には学術的にも貴重とされる「京極湿原」が点在しており、希少な猛禽類や動植物の生息、生育

が確認されている。 

このような自然環境の中で大規模土木工事を進めるにあたり、工事中だけでなく完成後も含めて周辺環境への影響

を出来るだけ小さくする必要があると考え、「CO2 発生抑制」、「自然植生の保全」を実現テーマに掲げ、現場全体とし

て各種取組みを実施した。 

工事で発生するアスファルトおよびコンクリートガラ、伐根材を場内で再生利用し、産業廃棄物の縮減と運搬に伴

う CO2発生抑制を実施し、また、監査廊構築における内型枠にプレキャストコンクリート型枠を採用し、木製型枠廃棄

物の発生抑制に努めた。 

上部調整池周辺盛土部においては、現地周辺から採取した種子による吹付け緑化および樹木植栽を実施し、外来種

による生態系への浸食防止、希少生物の保護に努めるとともに、排水工に入り込んでしまった小動物の脱出を可能と

する設備の設置や産み付けられた卵の採集、放流を継続的に実施し、希少動植物の保護と自然環境の保全に努めた。

さらに、作業員の現場宿舎から出る生ごみを分別回収し、工事用敷地に設置したバイオガス化発電施設（メタクレ

ス）で電気エネルギーとしてリサイクルすることにより、8年間に亘って宿舎から排出される生ごみを処理し地元自治

体への負担を低減した。 

以上の取組みについては、現場に入場する全作業員の理解と協力を得て実施し、かつ、発注者による環境モニタリ

ング調査結果として近隣住民に情報公開した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 上部調整池全景            写真 コンクリートガラ破砕 

  

 

 

 

 

 

 

 

写真 破砕機による伐根材チップ化        写真 バイオガス化発電施設全景 
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８０７Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 鹿島建設株式会社 関西支店 ノートルダム女学院京都北山工事事務所 

所在地 

 京都府京都市 

受賞テーマ 

 大学建替え工事におけるゼロエミッション活動への取組み 

 

同工事は、大学新校舎の新築、既存校舎の改修・解体工事を運営中の大学敷地内において順次実施していくもので

ある。附属小学校が近接しているため、特に大型車両の運行や建設機械の稼働が、安全面や環境面において、教職員、

児童、保護者に不安を与えることがないように工事を進める配慮が重要であった。 

これを受けた工事の運営方針は、建設工事資材搬出入の大幅な削減、大型車両の運行による危険度低下及び排気ガ

ス排出等による環境負荷の低減を目指すことであり、積極的な設計変更提案を実施し環境管理計画を進めた。 

 

【3R 活動】 

・リデュースでは、構造変更や仕様変更による現場に直接出入する資材搬出入量の低減に繋がっている。 

（掘削残土、コンクリート量、型枠使用量、内装材等） 

・リユースでは、旧中庭にあった植栽の再利用提案、高炉セメントの採用、旧同窓会室の仮設利用、既設インター

ロッキングの再利用を実施している。 

・リサイクルでは、建設副産物の分別活動を通じてゼロエミッションを目指し、リサイクル率 98.47％を達成して

いる。 

 

＜掘削土量の削減＞ 

当初設計では基礎底が GL-7,300 ㎜であり、掘削土量は約 16,500m3

であったが、ピット内の配管や水槽の容量を見直し、地下ピットの高

さ変更と階高変更の設計変更を申し入れ承諾された結果、基礎底を約

80 ㎝浅くすることができ、約 3,000m3の掘削土量（10ｔダンプ換算で

延 545 台の搬出車両）を削減した。 

 

＜構造変更によるコンクリート量の低減＞ 

新築建物は、原設計がＲＣ造であったが、柱ＳＲＣ造、梁Ｓ造に構

造変更提案を行い、建築主了解の下で構造変更を行った。柱の中止と

梁のＳ造により、コンクリート打設量が 34,194m3から 5,675m3になり、

28,519m3（大型ミキサー車換算で延 6,338 台の搬入車両）を削減した。 

 

右図：構造変更後のパネルゾーン模式図  

 

【その他、CO2削減活動と大学・小学校・近隣他への環境配慮】 

・建設機械へのハイブリッド機種、バイオディーゼル燃料の採用 

・重機オペレータやダンプ運転手への省エネ及び安全運転教育 

・解体工事におけるワイヤーソーの採用による騒音・振動の低減 

などに取り組んでいる。 

 

右写真：建設副産物の分別状況 
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８０８Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 鹿島建設株式会社 関西支店 立命館長岡京工事事務所 

所在地 

 京都府長岡京市 

受賞テーマ 

 日本一のエコスクール建築 工事期間中のゼロエミッション活動の推進 

 

同工事は、施主の学校法人からの関心も高く、また、敷地が閑静な住宅街の一角となるため工事騒音・振動・臭気

等の配慮及び、近隣住民の動線を極力妨げない仮囲いの計画など近隣住民の安全対策及び生活環境の確保を考慮した

計画を行った。同時に、設計段階においても環境に配慮した計画を行った。 

そして『地球にやさしく』をコンセプトに、３Ｒ活動、ＣＯ２の削減、施主・近隣住民への配慮を中心とした様々な

環境活動に取り組み、特にリサイクルについてはリサイクル率 95％以上を目標に施工計画・現場運営を行った。 

『３Ｒ活動』の主な内容については、「リデュース」で搬出残土の削減、残コンの低減、構造体のＰＣ化、鉄骨化に

よる建設副産物の量の削減、「リユース」で他現場の仮設資材利用、高炉セメントの利用、コピー用紙の裏面利用、「リ

サイクル」でゼロエミステーションを設置し職長会・作業員との協力による分別活動の推進とその啓蒙・教育を行っ

ている。 

また、『ＣＯ２の削減』については、ＰＣ化、鉄骨化を図ることによる仮設材、型枠材、鉄筋材等の車輛搬出入台数

の低減、既存樹木を残すことによる現場内緑化、掘削残土排出量の削減、アイドリングストップ、仮設照明の蛍光灯

化、節電啓蒙活動を行っている。 

『施主・近隣住民への配慮』については、騒音振動計の設置、エコキャップの回収、近隣道路の清掃活動、仮囲い

緑化を行っている。既存棟の解体工事に際しては、騒音に関して養生足場に防音シートを貼り、工場・近隣に配慮し

た計画・施工を行った。工事途中の実績として、リサイクル率 98％を達成している。 

        

     工事敷地環境と排出残土削減          場内保存桜並木による現場内緑化 

 

        

  現場仮囲い騒音振動計とエコキャップ運動          敷地境界防音シート設置 

 

 

掘削土仮置 
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８０９Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 大成建設株式会社 東京支店 日本医科大学付属病院新築工事作業所 

所在地 

 東京都文京区 

受賞テーマ 

 全作業員による各種廃棄物の削減及び縮小による環境対策 

 
 同作業所では、建設副産物のリサイクルに対する取り組みとして、廃棄物の削減に重点を置き、最大 16 品目の分別

を行った。 

 

■廃棄物の分別・再利用 

・16 品目の分別を積極的に実施した。 

・ビニル系廃棄物・段ボール等は、圧縮機を採用し廃棄物の容量を約 1/5 に縮小し、搬出回数を削減した。 

・結束紐、土嚢袋、ブルーシート、防炎シートは分別回収し、積極的に再利用した。 

・石膏ボード、ロックウール、金属くず、段ボール等については、原材料として再生利用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■啓発普及・教育活動 

・職長会にて環境分科会を設置し、分別指導及びヤード管理等を実施した。 

・週 1回のパトロールによる分別状況の確認・報告 

・分別の指導 

・月例職長総会での活動報告を行った 

・新規入場者教育時の分別の意義及び当作業所での分別方法の指導（パンフレット作成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

産廃ヤード（エコ・プラント）設置状況１ 産廃ヤード（エコ・プラント）設置状況 2 

新規入場者用パンフレット 1 新規入場者用パンフレット 2 

平成 26 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

40



８１０Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 大成建設株式会社 東京支店 殿町管理棟計画作業所 

所在地 

 神奈川県川崎市 

受賞テーマ 

 全員参加で、ゴミの分別をしましょう！ 

 
同作業所では、クイズなどの意識向上の工夫をしながら全員参加活動としてごみの分別に取り組んだ。その結果、

環境面では搬出量（運搬コスト）が減るため CO2の削減効果が得られた。さらには、品目ごとに分かれているので廃棄

物の中から現場内で様々な再利用が可能となり、廃棄物の減量につながった。 

 

具体的活動内容 

① 職長会主動で建設ゴミのリサイクル分別の実施 

② 朝礼で作業員へのクイズを使った意識向上 

 毎週水曜日朝礼で事前に選出した作業員に三択クイズで啓蒙した。 

③ 広域再生法にも力をいれ、メーカーリサイクルできるものは限りなく分別を実施 

 圧縮機を採用し、廃棄物の減容化を実施した。 

 結束紐・おがくず・土嚢袋・ブルーシート・防炎シートは、積極的に再利用を実施した。  

 石膏ボード、ロックウール・グラスウール、ケイカルバン、金属くず、ダンボール、雑誌、新聞等について

は、建築資材の原材料として再生利用した。 

  
           分別ヤード                   分別状況 

 

 

                     社員・職長会活動状況 
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８１１Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 大成建設株式会社 東京支店  

練馬駅北口区有地活用事業新築工事作業所 
所在地 

 東京都練馬区 

受賞テーマ 

 ＣＯ２削減（リデュース）運動を軸にした参加しやすい 3R 活動の推進 

 
 同作業所では、小さな活動を楽しく積み重ねやすいＣＯ２の削減（リデュース）活動

に重点を置き、現場の３Ｒ活動を推進した。 

また、３Ｒの活動の枠に捉われず、少しでも現場の環境がよくなり、かつ皆が楽し

めると考えられる活動を数多く実施することにより、活動への参加機会を増やし、現

場の環境意識、そして３Ｒ活動への意識を高めた。 

 

主な活動項目と実績 

① ＣＯ２削減（リデュース）に向けた活動 

【ＣＯ２削減率１０％以上を目標 ⇒ ＣＯ２削減率３５％を達成】 

・ 作業所緑化、ゴーヤ de えこプロジェクトの参加及び環境イベントの実施 

・ 太陽光パネルを活用した仮囲い際の照明 

・ 節電、アイドリングストップ、省燃費運転の教育・指導と実施 

・ 低燃費型・低排出ガス型建設機械・車両採用の推進、重機・ダンプの

エコドライブ実施 

・ エコキャップ運動の作業所での推進 

・ 事務所内におけるＣＯ２削減に向けた掲示、消灯、冷暖房温度抑制を推進 

 

② 建設副産物の有効利用（リサイクル・リユース）に向けた活動 

【最終処分率５％以下を目標 ⇒ 最終処分率４．１７％を達成】 

【分別１５品目以上を目標 ⇒ 分別１５品目達成】 

【電子マニフェスト普及９９％を目標 ⇒ 普及１００％達成】 

・ リサイクル可能品目の分別（１５品目）及び土嚢袋等の再利用実施 

・ 分別講習とクイズ大会の実施により知識を深める 

・ リサイクル率の高い処理施設への委託を実施  

・ 電子マニフェストの積極的な運用 

・ 環境分科会による週に一度の分別パトロールの実施 

 

③ 現場・周辺環境向上に向けた活動 

・ 緊急資材置場のビニールシートを使用した整備による見える化の実施 

・ 熱中症及び災害発生時の緊急搬送訓練の実施 

・ 各種講習の実施（ＡＥＤ講習、生物多様性保全ガイドライン講習、緊急事態対

応講習） 

・ 消防署・警察署・練馬区・大成建設のキャラクターを使用した仮囲いデザイン

による周辺環境への配慮 

・ 近隣清掃・雪かきの実施 

・ 横断幕及びポスターの掲示、ＫＹ用紙を用いた写真にての活動報告 

 
 

 

ゴーヤ de えこプロジェクト 

収穫の様子 

太陽光パネル設置・ 

現場緑化の様子

歩道から見た現場緑化の様子 

産業廃棄物分別ヤードの様子 
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８１２Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 大成・伊藤・中山・泰進 共同企業体 

北海道工業大学保健医療学部棟他新築工事作業所 
所在地 

 北海道札幌市 

受賞テーマ 

 『大学校舎内のキャンパス再編計画工事において、環境活動を通じた３Ｒ活動への取組み』 

 
 同作業所では設計から施工に至るまで、『ゼロエミッション』、『温室効果ガスの削減』、『地域環境への配慮』に関す

る環境負荷低減の取り組みを実施した。また、将来建設業に携わる学生が学ぶ工業大学の工事であるため、積極的に

学内と調整し現場の『見える化』などのコミュニケーション活動を展開した。 

 

≪設計段階での配慮≫ 

1. リデュース 

(1) 工業化工法の採用し、型枠廃材を削減 

・ 外周柱・梁躯体の PCa 化、梁は CS ビーム工法、１階床はハーフ PC

板、地上スラブ型枠はデッキ型枠 

(2) 地中梁の梁背を小さくすることによる掘削土量及び排水量の削減 

2. リユース 

(1) 3 棟を一括受注し、各棟の工事を円滑に進めて効率化を図る 

・ 掘削土を埋戻し、築山に転用して工事車両の台数削減。仮設材の平

行移動による新規材料の削減。ハーフ PC 板、PCa 柱・梁型枠の転

用。杭打機やバックホウ、クローラークレーン等を転用し回送回数

の削減 

(2) キュービクル排熱利用ヒーティングの採用 

≪施工段階での配慮≫ 

1. リデュース 

(1) 無足場工法部分の事前塗装を実施し、高所作業車使用時間を削減して CO2を削減 

(2) ゴーヤ栽培による作業員休憩所の日射遮蔽や環境対策型建設機械の導入 

(3) 作業員に対しての３Ｒ推進のための啓発活動を積極的に実施 

2. リユース 

(1) 既設井戸水を工事用水として、解体工事中の散水、杭工事、粉塵対策の散水、タイヤ洗い等に使用 

(2) 太陽光一体型街灯を使用した自然エネルギーの有効利用 

3. リサイクル 

(1) 職長会を中心として産廃の徹底的な分別回収を実施しリサイクル率を向上 

(2) 再資源化能力の高い優良な中間処理業者に委託し、最終処分量を低減 

(3) 現場独自の分別ヤードの整備し、リサイクル率を向上 

(4) ペットボトル、空き缶、ダンボールのリサイクルを推進し、そのエコポイントで大学にサイクル 

スタンドを寄贈 

(5) 職長会を立ち上げ、環境パトロールや一斉清掃時に混合廃棄物の再分別を実施 

4. 地域社会貢献 

(1) 現場の見える化を実施し、学生へのアピールを積極的に行った。仮囲いにクリアパネルを採用して、 

施工中の工種について解説を掲示し、展望ゾーンを現場に隣接して設置した。 

(2) 学生とのコミュニケーションを図った。学生見学会の実施、学生近隣ゴミ拾いボランティアへの参加、 

大学祭にて同作業所の取組みを紹介するインフォメーションブース設置や建設機械の展示など。 

 

 

外周柱取付状況 

外周柱・梁取付状況 
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８１３Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

戸田建設株式会社 横浜支店  

日本ゼトック株式会社 相模原事業所増築工事 
所在地 

 神奈川県横浜市 

受賞テーマ 

 既存建屋を曳家で移設し、廃棄物の削減および環境負荷の低減を図る。 

 
  今回の増築工事では、対象エリアに既存の危険物倉庫 1

棟（延床面積：143 m2）、危険物取扱所 1 棟（延床面積：138 

m2）があり解体・撤去が必要であった。構造は 2棟とも鉄骨

造 1 階建て 築 5 年と新しい建物であった。一方、新築予定

の建物と規模、構造が既存の建物とほぼ同じ仕様で、敷地内

に十分スペースもあることが判明したので、新築ではなく既

存の建物を曳家工法で移設することで対応することとした。 

  その結果、解体・新築工事による廃棄物の発生及び解体重

機、運搬車両の CO2の発生をゼロにでき、また、近隣・既存

工場への騒音・振動・埃等の環境影響もほとんどなく工事を

完了できた。 

 

 同工事では設計段階からの検討が必要であり、建築確認申請が必要であるため、施主の合意を得るとともに行政

とも事前に打ち合わせを行い、工程に影響がないように調整を図った。  

活動による効果としては、以下の内容であった。 

 

【廃棄物の削減効果】 

・解体及び新築工事で発生する廃棄物の排出がゼロとなるため、廃棄物が約 694ｔ削減できた。 

 

【省資源・省エネルギー効果】 

・新築工事で使用する資材がセッティングコンクリートのみとなり、大幅に資源投入を低減することができた。 

・コンクリートは基礎・土間で約 151m3削減。その他の内装・外装材、屋根材等についても不要となった。 

 

【環境保全効果】 

・解体工事を行わすに済んだため、本来必要であった解体用の重機や廃棄物搬出車両、新築工事では資材の搬入、

鉄骨・屋根の揚重機等の使用がなく工事を終了でき、発生する温室効果ガスを大幅に削減することができた。 

 

【その他の効果】 

・予定していた建替え工事に比べ、工期を 2か月短縮することができた。 
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オーバーレイ施工 

既設舗装の切削状況 

８１４Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 戸田・初雁特定共同企業体 

所在地 

 埼玉県さいたま市 

受賞テーマ 

 既設舗装を利用した舗装構成の変更による環境負荷の低減 

 
同工事は、JR 川越駅西口駅前広場の改修工事で、既設駅前ロータリーを撤去し、ペデストリアンデッキの築造およ

びバス・タクシープール等の再設置を行うものである。施工場所は、商業ビル等に囲まれた駅前に位置し、多くの通

行人や一般車両を供用しながらの作業になることから、できるだけ工事車両の搬出入による交通規制や周辺環境への

影響を低減する必要があった。 

そこで同工事では当初既設舗装を撤去して路盤から施工する計画を変更し、既設舗装版の再利用を行い、既設舗装

の切削、オーバーレイによる方法に変更した。その結果、廃棄物等の発生抑制および周辺環境に配慮した施工に積極

的に取組み、成果を上げることができた。 

 

＜主な活動の効果＞ 

1. 建設廃棄物および建設発生土の発生抑制 

 施工方法を変更した結果、工期短縮および使用材料の削減（再生砕石と再生粒度調整砕石で 72%削減。アス

ファルト合材で 30%削減）ができた。さらに使用する建設機械を大幅に削減したことで CO2 排出量削減するこ

とができた。 

また、舗装全体の工事量を減らせたことで、工事にともなう交通規制の縮減や作業帯切替回数の低減が図ら

れ、駅利用者への負担、バス、タクシー等の公共交通機関への負担、近隣商店への負担を低減することができ

た。そして工事量の減少に伴い、逼迫した工程に余裕が発生し、夜間作業の縮小が図られ、安全性、生産性が

向上し、人件費の削減にも繋がった。 

2. 施工用水の再利用 

 既設ロータリー歩行者通路として使用していた地下通路の撤去工事は、立地条件から無振動、低騒音のウォ

ールソーイング工法で施工した。切断作業において使用する水道水を循環させて使用することで、当初計画の

水道使用量に対し約 65%の削減に繋がった。 

3. 省燃費運転推進 

 搬入、搬出車両、場内運搬車両及び通勤車両に至る全ての車両につ

いて、アイドリングストップを励行させ CO2排出量削減をした。また

作業場で働く作業員、職員及び搬入車両の運転手に省燃費運転に関す

る教育を行い、省燃費運転の習慣化を図った。 

4. グリーン調達品の利用 

 作業帯の切替毎に実施する仮舗装は、全て再生砕石、再生アスファ

ルト合材を使用した。本設の舗装に関しても路盤材は、再生砕石、再

生粒度調整砕石を使用した。また構造物等の埋戻し及び路床材料とし

て建設汚泥からリサイクルされた石灰改良土を利用した。 

5. 現場見学会 

 近隣住民、将来建設業を目指している大学生等に対し工事の理解を

深めてもらうために現場見学会を実施した。更に、発注者の技術職員

の知識向上を目的とした勉強会を数回にわたって開催した。 
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８１５Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 株式会社鴻池組 京都支店  

（仮称）京都産業大学 新追分寮建設計画 
所在地 

 大阪府大阪市 

受賞テーマ 

 「狭隘な敷地の建築施工における３Ｒへの取り組み」 

 
 同工事は、敷地の間口が狭く奥へ長い（建物長 91ｍ）横長の形状に加え、横方向が 15ｍ高低差に対して、入口と奥

では約 25ｍの高低差があり、開発工事の土の移動が工程に大きく影響を与える状況であったが、各種３Ｒの取り組み

を行なうことで、工事に係る環境負荷を低減することができた。 

 

＜活動内容＞ 

（リデュース） 

＜開発擁壁の先行施工による土砂の場外搬出量の削減＞ 

原設計では、擁壁の掘削土の場外搬出し、擁壁裏を購入土で埋戻す計画であったが、実施工では開発擁壁施

工工程を先行して、建物との同時着工として、開発擁壁の埋戻しが本体建物掘削工事と平行して作業できるよ

うにすることで、本体建物の掘削残土を流用できた。（約 2,000m3の購入土の削減） 

リデュース効果： 購入土搬入の大幅な減少と工程短縮 

その他の効果： 搬出入のダンプ稼働台数が削減（10t ダンプ約 340 台分に相当）でき、CO2削減もできた。併

せて、近隣住民、沿線住民の方々への工事の影響を軽減できた。また、本体建物躯体完了後の埋戻し用に、残

土を１tプレコンパックに袋詰めにして埋戻した部分に仮置きし、その後利用した。 

＜透水マットの活用による砕石の削減と施工の効率化＞ 

原設計では、擁壁裏の透水層が巾 300 ミリで設計されていたが、実施工では透水マットを代用品として採用し

た。（砕石購入 222m3を削減） 

リデュース効果： 砕石（C-40、222m3）の購入削減をして、連続した埋戻し作業を実施できた。 

 

（リユース） 

・ 建物本体外周の埋戻しに一部流動化処理土を採用した。  

・ 高低差 25ｍの埋戻作業では、１tプレコンパックを再利用して埋め戻し土を投入してクレーンで運搬した。

 

（リサイクル） 

・ 事務所系一般廃棄物として、詰所内のゴミも分別処分（プラ・空き缶・ペットボトル・燃えるゴミ）した。

・ 廃棄物の分別収取を実施した。（スクラップ、コンクリートがら、木くず、ダンボール、石膏ボード、 

既存伐採樹木の分別収集を実施） 

リサイクル効果：分別によるリサイクル率向上により、処理コストの低減や最終処分場の負担軽減 

 

  
 逆 T 擁壁 裏透水マット施工      逆 T 擁壁 裏埋戻し状況１     逆 T 擁壁 裏埋戻し状況２ 
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８１６Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 株式会社鴻池組 広島支店 アルファステイツ新広駅前新築工事 
所在地 

 広島県呉市 

受賞テーマ 

 工事現場における環境配慮への取り組み 

 

 同工事では３Ｒ活動を現場内において、職長会(協力会社主体による会)と一体となって実施することにより、廃棄

物の削減、省資源・省エネルギー、環境保全などの効果を上げることができた。 

 

＜活動内容＞ 

【廃棄物の削減効果】 

廃棄物（木くず、紙くず、石膏ボード、金属くず）の分別排出し再利用化した。その結果、廃棄物量の削減

ができ、リサイクル率が向上した。 

総排出量      35.4ｔ（100％） 

減量化・再資源化  22.5ｔ（63.6％） 

最終処分量     12.9ｔ（36.4％）  

【省資源・省エネルギー効果】 

・ 残土の仮置きにより、1,400ｍ3 の残土について場外への搬出及び搬入することなく、場内ダンプ走行

により対応できたため、ダンプの走行距離を大幅に抑えられ消費燃料も抑制できた。 

・ 事務所及び詰め所のこまめな消灯の徹底により、電力消費量を削減した。 

・ 基礎工事中の湧水を半リチャージ工法とし、下水排水量を削減した。 

【環境保全効果】 

・ 1,400ｍ3 の仮置き残土及び、240ｍ3 の掘削土削減の場外運搬削減により、大幅な消費燃料削減と、CO2

の削減ができた。また、場外ダンプ走行による公害問題と交通災害を回避できた。 

・ 土工事においてタイヤ洗浄することにより、工事車両による道路の汚れ防止と土ほこりを抑制した。

・ 車輌及び重機のアイドリングストップ運動により CO2を削減した。 

・ 仮設 EV の養生シートを多少の下地補強により、ネット → メッシュシートに変更することにより、粉

塵等の飛散を抑制できた。 

【その他の効果】 

・ 各職方が次工程への引き継ぎを清掃完了まで行うことにより、通路確保や資材の整理整頓につながり、

現場の環境整備が進み、工程のスリム化にもつながった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         本体工事残土仮置き状況             外構工事残土仮置き状況 
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８１７Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 株式会社鴻池組 山陰支店 

鳥取大学(米子)総合研究棟(臨床系)改修(建築・設備)工事 
所在地 

 島根県松江市 

受賞テーマ 

 「設計変更を含めた、職場一体となった３Ｒへの日々の取り組み」 

 
同工事では、設計変更も含めて作業員と一体になり 3R 活動を実施することで、環境改善効果を上げた。 

 

＜活動内容＞ 

【リデュース】 

設計変更による廃棄物の削減 

① 耐火間仕切壁仕様を、厚みの異なる 2種のボードの仕様（厚み 12.5mm と 9.5mm）から同じ厚みのボード仕

様(12.5mm)に変更した。その結果、端材の転用と廃棄物の削減と、加工しやすい材料を使用することによ

る手間の削減が図れた。 

② 天井内配管部の下り天井の高さが CH=1900（h=500）と低い為、斜めとなっており、配管と下り天井間のク

リアランスが大きかった。天井内配管を出来る限り上げ、配管と天井とのクリアランスを最小限にするこ

とにより、下り天井高さを CH=2100（h=300）とし、斜め天井をなくした。その結果、斜め加工による端

材のロスを削減し、ボード使用数量を削減できた。また、下り天井を上げる事で、端材のロスを削減し、

損傷により発生する廃棄物を削減できた。 

③ 経年劣化により腐食の可能性のある鋼管（ＳＧＰ管）竪樋を、腐食の少ない塩化ビニル管（ＶＰ管）に変更

した。その結果、長期使用促進が図れた。 

④ 軒裏の防水型複層塗材Ｅを薄付仕上塗材(リシン吹付)に変更した。その結果、軒裏の長期使用促進が図れた。

【リユース】 

再生材を利用することで廃棄物の削減、および新品購入量を削減した。 

・ 土のう袋の再利用 

・ 仮設間仕切に設置した仮設ドアに、解体撤去するドア（金物共）を再利用 

・ 重機使用による解体時の下階への騒音・振動低減用として作成したサンドイッチパネルに、中古マットレス

を再利用 

・ 再利用可能な撤去単板硝子を再利用 

【リサイクル】 

・ 自販機業者による、空缶・ペットボトルの回収 

・ 分別収集による混合廃棄物の減量化 

コンクリートがら、がれき類、金属くず、廃プラ、木くず、硝子・陶磁器くず、石膏ボード 

・ 事務系一般廃棄物として、リサイクル化への協力 

・ 設計変更により GL 施工範囲を縮小し、リサイクルのしやすい軽鉄下地を採用 

・  

  

            耐火間仕切壁仕様の変更                             下り天井形状及び高さ変更 
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８１８Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 株式会社鴻池組 九州支店 

 九州大学（伊都）基幹教育院棟新営その他工事 
所在地 

 福岡県福岡市 

受賞テーマ 

 ゴミの分別によるリサイクルの推進とゾル化剤による発泡スチロールの減容化 

 

同工事事務所では、①産業廃棄物を工事現場で分別することにより、木材、金属類など再生利用可能な品目を増や

す。（リサイクル）②工事現場においてかさ比重が大きく、資機材の搬入時に梱包材として使用される発泡スチロール

の減容化を図る。（リデュース）の 2点を中心に環境活動を行った。 

 

活動内容 

 １．表示方法の検討 

毎日のように入れ替わる作業員に対応するため、体制づくりと分かりやすい表示方法をテーマとした。 

  

      

    

       6 種類の分別取集                ゼロエミッション推進運動の展開体制  

 

２．発泡スチロールの減容化 

 現場内に PS ゾル化剤の入ったドラム缶を設置、発泡スチロールを中に投入することにより体積を 100 分の 1

までに減容した。ドラム缶を回収後、専門プラントにて再生分離しペレット（ビデオケース等の原料）にする。

 

３．効果 

【廃棄物の削減効果】 

総排出量が 221.9t、最終処分量 35.1t、最終処分率は 15.8％となり、最終処分率が前年度実績 34.2％の

半分以下となった。また、発泡スチロールに関しては廃棄物としての搬出量は 0 となった。 

【省資源・省エネルギー効果】 

混合廃棄物率 2.39% 0.85kg/m2 により最終処分、運搬に使用するエネルギーの削減ができた。 

【環境保全効果】 

 発泡スチロールの搬出量「0」により運搬にかかる CO2の発生を抑制できた。 

【その他の効果】 

 分別を行うため、持ち場の清掃を定期的に行うことにより現場内の整理整頓が良くでき、躓き等の防止に

役立ち安全面に寄与した。 

 

 

施主 営業所

再資源化設備 作業員

推進体制

コミュニケーションを重視 
コンプライアンスを遵守 

教育・パトロール等に 
より現場をバックアップ 

適正な再資源化 
施設を選定し、 
処理状況を把握 

朝礼等で 
全作業員へ 
水平展開 

現場状況を報告 

エコマスター 
を任命 

推進会議棟で 
改善事項を検討 

工事事務所

（推進責任者） 

（推進リーダー） 
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８１９Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 株式会社鴻池組 東京本店 草加松原２期２ＢＬ（東街区）住宅建設工事 

所在地 

 埼玉県草加市 

受賞テーマ 

 工事現場における環境配慮への取り組み 

 

 同工事では、廃棄物の分別処理や木材代用品の使用、再生品の使用をすることで、「工事現場における環境配慮へ

の取り組み」をテーマに現場にてできる社会貢献活動に展開した。 

 

＜活動内容＞ 

① 廃棄物の分別処理 

現場発生の産業廃棄物を廃プラ A・B、紙くず A・B、木くず A・B、混合、コンガラ、塩ビ管、発泡スチロー

ル、金属くず、石膏ボード A・B、複合材、ガラス陶磁器、ダンボール、その他がれき類の品目を分別しリサイ

クルした。また、分別品目が多いため分別品目一覧表を作成、また産廃ヤードが 2カ所になったため、分別ヤ

ード案内図を作成し掲示することで作業員に周知した。 

併せて、作業員にゼロエミッションに関する標語の募集を行い、「ゴミがあったら拾いましょう、手ぶらで

詰所にもどらない」の標語を選定。朝礼会場付近に掲示することで場内美化およびごみの削減・分別に対する

作業員の意識を高めた。そして現場の作業員への教育は、新規入場時、安全朝礼等で指示を徹底した。 

 

② 木材代用品の使用 

従来ベニヤ製で作成していた基礎型枠を一部鋼製型枠に変更し、木材の使用を削減した。 

 

③ 再生品の使用 

従来外部から購入していた基礎埋戻し土を、工事場所内の掘削発生土を利用することで削減した。 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

分別品目一覧表 

ベニヤ型枠から鋼製型枠へ 
変更（基礎部分） 

基礎(部分の掘削発生土の低減 
（鋼製型枠周囲埋め戻し） 
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８２０Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 株式会社鴻池組 東京本店 

 
所在地 

 千葉県流山市 

受賞テーマ 

 「宅地造成工事現場から発生する廃棄物および CO2 排出削減」 

 
 同工事現場では、工事区域内において発生した地中埋設廃棄物混じりの土を分別することにより、一部は盛土材料

として再利用するなど廃棄物量の削減を行い、また分別作業時の土改良方法を改善することで工期短縮が図れた。そ

の他廃棄物分別の徹底によりリサイクル化とアイドリングストップ運動による CO2の削減に努めた。 

 

＜活動内容＞ 

①地中埋設廃棄物の現場内分別による排出量の削減と有効利用 

工事区域内において、廃棄物混り土 14,000m3の処理が必要なり、振動スクリーン 2 台と手選別、磁力選別機に

より廃棄物混り土をサイズ別に分別し、40mmから 150mm のものは、木くず、廃プラ、鉄くずに分別処理を行っ

た。その結果、75％の減量化・再資源化を達成できた。 

②高分子改良剤を用いた廃棄物処理作業の工期短縮 

分別作業時の廃棄物混り土改良方法を、石灰改良から高分子改質剤添加に変更して、連続分別作業ができるよ

うにしたため、作業期間を 5.5 → 3.5か月に短縮でき、重機械稼働時間の低減と CO2排出も削減できた。 

③廃棄物分別の徹底 

工区内各所から発生するコンクリート殻・アスファルト殻等は、工区内仮置き場に集積して分別することでリ

サイクルに努めた。作業員へは、新規入場時、安全朝礼時、月一回の安全教育時に分別教育を行った。 

④アイドリングストップ運動による CO2の削減 

場内搬入車両、場内運搬車両および通勤車両に至るすべての車両について、アイドリングストップを励行した。

入場前の運搬会社や新規入場業者に事前の協力要請を行った。 

⑤再生資源の積極的な利用 

 積極的に再生資源の使用をした。再生砕石、再生砂、再生アスファルトでは、100%の再使用が実現できた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

廃棄物混り土 分別フロー図 
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８２１Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 鴻池・丸谷特定建設工事共同企業体 阿瀬知常磐貯留管工事 
所在地 

 愛知県名古屋市 

受賞テーマ 

 建設工事における「再生品の利用促進及び廃棄物の再生資源利用促進と減量化」 

 
 同工事は、平成 21 年度「四日市市合流式下水道改善計画」において具体的に策定された整備計画について、貯留管

および関連施設を施工するものである。 

主な活動は、次の 3点である。 

①連続地中壁工事における建設汚泥の減量化への取り組み  

②構造物工事における再生品の利用促進への取り組み 

③建設工事により発生する廃棄物の再生資源利用促進を目的とした分別の取り組み 

 

＜活動内容＞ 

① 連続地中壁工事における建設汚泥の減量化への取り組み 

ECO－MW 工法と専用に開発した流動化剤「アロンソイル」を採用することにより、従来の施工性と品質を損

なうことなく、セメントミルクの注入量を低減し、建設汚泥を約半分に減量した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連続地中壁施工における ECO-MW 工法】 

 

② 構造物工事における再生品の利用促進への取り組み 

構造物砕石基礎・埋戻に再生砕石を使用することで、資源を有効活用した。 

 

③ 建設工事で発生する廃棄物の再生資源利用促進を目的とした分別の取り組み 

コンクリートガラ、廃プラスチック類（２種類）、木くずに分別して処理することにより、廃棄物量を削減し、

リサイクル率を向上させた。 
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８２２Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 前田建設工業株式会社 飯田橋再開発作業所 

所在地 

 東京都千代田区 

受賞テーマ 

 飯田橋駅西口再開発における環境活動と地域貢献 ～未来につながるまちづくり～ 

 

 同工事では、同社の本社跡地の市街地再開発事業において、①建設汚泥の削減や梱包材の削減・端材の削減などのリ

デュース活動、②廃棄物の分別管理と ICT（情報通信技術）の活用による混合廃棄物の削減活動、③BDF 車両を用いた

大規模掘削工事による軽油使用量の削減活動など、環境活動と地域貢献を行った。 

 

＜活動内容＞ 

1. リデュース 

(1) 建設汚泥の削減 

 ベントナイト液の代わりに気泡を用い、発生汚泥を低減する掘削工法を採用した。セメントの添加量を 25％

削減、汚泥発生量の 60％削減を実証した。この実証結果をもとに他工事への展開が図られている。 

(2) 梱包材の削減・端材の削減 

「通い箱」の採用により配管・継手材・保温材の梱包用の段ボールを削減した。またスパイラルダクトの工

場加工により、現場で発生する端材を削減した。 

 

2. 廃棄物の分別管理と ICT（情報通信技術）の活用による混合廃棄物の削減 

 最終処分量を減らすために産廃を多くの品目に分別する為には、「十分な分別ヤードの確保と維持管理、作業

員教育」が必要であり、これらは現場にとって施工計画、現場運営、費用面で大きな負担となる。当工事では、

ICT（情報通信技術）を活用して合理化を図りながら徹底した産廃管理を行った。それにより、混合廃棄物の排

出量を約 1/15（761t）削減することができた。 

 

3. BDF（Bio Diesel Fuel: バイオディーゼル燃料）車両を用いた大規模掘削工事による軽油使用量の削減 

 建設工事における主な CO2発生量は、車両や重機で使用する軽油燃料によるものである。そこで同工事ではカ

ーボンニュートラルな食用廃油を回収して精製したリサイクル型の BDF を大規模掘削工事のダンプトラックに

適用することで、大幅に軽油使用量を削減(約 200,000（L)）し、CO2発生量も約 480（t-CO2、軽油換算）削減し

た。 

 

建設汚泥の削減（発生汚泥低減型山留工法の試験施工） 
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８２３Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 前田建設工業株式会社 九州支店 山口第１トンネル作業所 

所在地 

 大分県佐伯市 

受賞テーマ 

 山岳トンネル工事の施工で発生する建設汚泥及び建設発生土の排出削減 

 

 同工事は、東九州自動車道道路事業の一環として、山口第１トンネル(延長＝341m)の新設工事である。同工事では、

トンネル掘削にて発生する建設汚泥や泥土を現場内で再利用し、廃棄物および残土の排出量を削減した。 

また、当初の樹脂管を用いた補助工法では、排出される混合掘削残土を廃棄物として処理する必要があったが、分

別可能な鋼管とすることにより掘削残土を廃棄物として処理する必要がなくなり、廃棄物の処理量を削減した。 

 

＜活動内容＞ 

1. 濁水処理にて発生する濁水ケーキの再生利用 

 トンネル掘削に伴い発生する汚濁水を機械処理沈殿方式で沈殿させた泥分は、通常加圧脱水機にてケーキ状

に固化させる。この脱水ケーキは建設汚泥として処理されるが、同工事ではセメント改良することにより再生

利用した。これにより、脱水ケーキ発生量 56m3を再生利用することができた。（再生利用率：100％） 

2. 特殊土の再生利用 

 トンネル掘削箇所の一部に超鋭敏性の特殊土が堆積していたため、有効利用が困難な泥状の掘削残土が発生

したが、この掘削残土に石灰改良を施し、残土受入場の盛土材として再生利用した。これにより、特殊土発生

量 7,064m3の再利用を実施することができた。（再生利用率：100％） 

3. 工法変更による廃棄物の削減 

 トンネル掘削補助工に使用する材料が、GFRP（ガラス繊維補強樹脂）管であったため、それらが混合した掘

削残土は廃棄物として処理する必要があった。しかし、材料を鋼管に変更することで混合掘削土を分別でき、

廃棄物排出量を削減した。これにより廃棄物 3,582m3が削減できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

濁水ケーキの再利用工程 

 
 

 

②脱水ケーキ製造状況 

加圧脱水機 

①濁水処理設備 

③セメント改良状況 

 

④再利用状況 
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８２４Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 株式会社竹中工務店 広島支店 

テルモ山口 WestProject 新築工事作業所 
所在地 

 山口県山口市 

受賞テーマ 

 「元気・本気・根気」 今やる・みんなでやる 工場施設 新築現場の３Ｒ活動 

 
 同工事では、まったくの更地から大小合計１１棟の建屋とインフラ設備整備を含む新工場を、短工期対応で施工す

る必要があった。環境面においては、計画段階・施工段階のそれぞれの段階で、特殊工法、大掛りな設備等を使用せ

ず、出来得る事を作業員みんなで、継続して行っていこうという方針のもと、「元気・本気・根気」をモットーに３Ｒ

活動を実施した。 

 

＜活動内容＞ 

 計画段階の３Ｒ活動 

・ ＧＬ設定見直し、地盤改良の採用による掘削残土、廃土数量の削減 

・ ラス型枠、断熱材兼用型枠、鋼製ボイド人通孔、フラットデッキ、躯体のＰｃａ等の採用による木製型枠数

量、及びその廃材の削減 

・ 鉄骨のノンブラケット工法の採用による鉄骨数量の削減、それに伴う運搬回数の削減 

 

 施工段階の３Ｒ活動 

・ 無足場での外装施工による仮設足場数量の削減 

・ 鉄筋材の一部工場直送、及びデッキ長尺対応による運搬回数の削減 

・ 鉄筋受け架台、基礎仮設足場、開口型枠の転用 

・ 分別の細分化によるリサイクル率の向上 

 

 元気・本気・根気をモットーに掲げた実直な３Ｒ活動 

・ 元気：挨拶、一声かけ運動による一致団結の体制、及び前向きに取り組む風土の構築 

・ 本気：現場の乱れを見逃さず、悪いものは悪いで目をそむけずみんなで本気で取組む体制の構築 

・ 根気：作業所長自ら、毎日欠かさずゴミ一掴み運動を実践。また工事の終盤において、忙しい時期も職長会

を中心に根気強く活動を進め、最後まで３Ｒ活動を遂行 

 

★上記のそれぞれの活動を職員、及び協力会社職長会が中心となり、現場作業員全員が一丸となって活動をすすめ

た結果、下記の実績を上げることができた。（目標と実績） 

・ 最終処廃棄物量    目標 ３．０ｋｇ/ｍ２以下  ⇒ 実績 １．１ｋｇ/ｍ２ 

・ 分別リサイクル品目 目標 ５品以上       ⇒ 実績 １０品目分別 

・ 分別リサイクル率  目標 ９０％以上      ⇒ 実績 ９６．１％ 

＜計画段階＞                    ＜施工段階＞ 

    

在来型枠からラス型枠採用 鉄骨ノンブラケット工法採用 梁主筋等の鉄筋材工場直送  無足場での外装施工対応 
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８２５Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

愛知県警察学校生徒寮建築工事作業所 

所在地 

 愛知県名古屋市 

受賞テーマ 

 ３Ｒ活動による環境保全活動と既存施設利用者への環境負荷軽減への取り組み 

 

同プロジェクトは、築後 45 年ほど経過の現有生徒寮の老朽化に伴い、新生徒寮を建築する工事である。 

施設のコンセプトに「環境にやさしく、連帯感と規律をはぐくむ生徒寮」が掲げられて、CO2外気量制御換気システ

ムによる外気負荷抑制・クールヒートトレンチによる自然熱利用等、同建物自体が環境に配慮した計画となっている。

また、施工面においては、警察学校の教官、生徒が隣接する建物を使っている状況の中での工事であり、３Ｒ活動

に加え、環境負荷（騒音・振動）軽減の徹底した取り組みが重要であった。 

 

●３Ｒ推進活動 

○（リデュース）アイドリングストップを徹底した排ガス抑制/砕石構台の利用による、改良土の排出削減 

○（リデュース）低騒音車を使用し、騒音発生の抑制 

○（リユース）  廃石膏ボードの再利用 

○（リサイクル）廃棄物の再生利用を促進するために、廃棄物集積ヤードに誰でも分かり易い分別看板を設置 

●施設利用者への環境配慮活動 

 ○遮音シート付仮囲いに騒音振動計を設置し、工事中の騒音・振動をリアルタイムで計測管理し、施設利用者への

影響を軽減 

○ポンプ車・生コン車周囲への防音囲いの設置 

○外部足場への防音パネル設置 

○古タイヤを使用した防振マットの採用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アイドリングストップ徹底               採石を構台に利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再利用促進のための分かり易い看板       ポンプ車・生コン車周囲への防音囲いの設置 
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８２６Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 株式会社竹中工務店 名古屋支店 董仙会七尾恵寿総合病院作業所 

所在地 

 石川県七尾市 

受賞テーマ 

 大規模な建設現場から発生する建設副産物の発生抑制・分別回収によるリサイクルの推進 

 

同プロジェクトは、能登地方有数の民間病院である恵寿総合病院の新築・改修工事であり、既設病院の隣地に新本

館を建設し、病院機能の大半を移転し、既設の病院については一部解体し、改築する計画である。 

新本館は病室 223 床、延床面積 16,000m2を持つ総合病院で、同地域では大規模工事となり、工事中の建設副産物の

発生量が莫大になると予想されたため、作業員全員の強い意識付けが必要と感じ、3R 活動に取組んだ。 

●リデュース（発生抑制） 

・無梱包化の推進による建設副産物の発生抑制 

・工事車両のアイドリングストップの指導・徹底による CO2発生抑制 

・事務所や作業員休憩所の照明の消灯やエアコンのオンオフをこまめに実施 

・作業員の昼食には弁当会社を導入し、コンビニ弁当等のゴミの発生抑制 

●リユース（再利用） 

・杭残土の改良を行ない、場内の埋戻しに再利用 

・他作業所で不要となった仮設資材（消火器、カラーコーン、掃除道具等）の転用・再利用 

・作業所事務所における不要となったコピー用紙の裏面利用 

・作業所朝礼広場に工事用備品･資材の価格を掲示し、物を大切に使う事の意識付を行い、備品・資材の 

 手入れや修理をしながら転用・再利用に努めた。 

●リサイクル（再資源化） 

・リサイクル可能な資材（金属、段ボール、木、コンがら等）の分別回収の徹底 

・職長会を中心とした産廃の分別回収の徹底によるリサイクル率の向上 

・解体・改修工事において、内装解体材は分別回収を行い、躯体解体時もコンクリートがらと 

 金属くずの分別を徹底して行った。 

      

無梱包化の推進による      杭残土の改良を行ない、     職長会を中心とした産廃の  

建設副産物の発生抑制      場内の埋戻しに再利用      分別回収 

 

写真入り分別一覧表（一部抜粋） 
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８２７Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 株式会社竹中工務店 名古屋支店 

名古屋東京海上日動ビルディング建替工事作業所 
所在地 

 愛知県名古屋市 

受賞テーマ 

 市街地の大規模事務所ビルの建替工事における環境配慮活動 

 
同プロジェクトは、「旧名古屋東京海上日動ビル」の建替工事として計画された。新建物の工事計画に際して、既存

地下外壁を山留めに利用する逆打ち工法を提案し実施した。あわせて地下外壁補強壁の仕様の合理化により旧建物の

解体範囲と周辺への影響を最小限に抑え、解体に伴う廃棄物を大きく削減することができた。同時に地下外壁補強壁

と本設地下外壁をともに鋼製片押し型枠を採用するなどして、既設壁と新設壁の隙間部分の作業を無くし、良好な作

業性と安全性を確保した。これにより、効率の良い地下工事を行なうことで、工期が短縮でき、省資源・省エネルギ

ーに大きく貢献することができた。新建物の施工に際しては、現場内で発生する建設副産物の「発生抑制・再利用・

再資源化」「現場内で発生する施工騒音・振動・粉塵の発生抑制」を軸に工事を進めた。 

 

【主な活動内容】 

○建替工事のための周辺への影響を鑑み、既存躯体の撤去解体範囲を最小限とするような工法・工事計画を発注者や

設計者へ提案し、解体撤去に伴う建設副産物の総量の抑制につながった。 

○床・パラペットや内壁部材・外構側溝の PC 化を積極的に採用し、生コン車及び生コン打設用ポンプ車の台数を低減

することで、運行に伴う CO2排出量を抑制した。 

○洋材ベニア型枠の使用を抑制するため代替工法を数多く採用することによって､現場での型枠端材の発生削減と森

林資源の保全に貢献した。 

○既存建物解体時に発生するコンクリートガラを再生砕石としてリサイクル利用した。 

○廃棄物の再生利用を促進するために､廃棄物集積ヤードに「誰にでも分かりやすい分別看板」を設置した。また、協

力会社の職長で組織するリーダー会運営により当社と協力会社が一丸となり分別指導を実施した。 

○場内の車両、重機に対して､アイドリングストップ運動を徹底して実施した。 

○加工不要なサイズの鉄筋については、事前に選別し、長尺のままメーカーから作業所に直送させることで、加工場

への運搬車輌を低減し、CO2排出抑制を推進した。 

●リデュース（発生抑制）              

１．各種プレファブ（プレキャストコンクリート）化  ２．鋼製型枠の採用  ３.屋上ゴンドラレール受架台地組

      

 

 

 

 

 

 

●リユース（再利用）                 ●リサイクル（再資源化） 

 1．解体材の再利用     2.仮設資材の再利用    １．建設廃棄物の分別収集 

  

 

 

 

 

 

 

 

地上床 PC 床板 地上スラブ鋼製デッキ 屋上パラペット PC 化 
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８２８Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 りそな銀行王子支店新築工事 

所在地 

 東京都北区 

受賞テーマ 

 工事現場における産業廃棄物の削減 

 

同現場は既存の建物を解体し、新築に建て直す工事であった。その際、地下工事において、既存躯体の解体による

ガラの搬出量を削減するため、施主と協議し理解を得て、既存の地下躯体の残置利用および解体ガラの埋め戻しによ

る再利用を行った。既存の地下躯体の残置利用においては、地下躯体構築で既存の建物と干渉、影響しない範囲で残

置させ、また、外周の外壁を掘削用の山留めとして利用した。山留めとして利用することで、本来使用する矢板の使

用量の削減にもつながった。解体ガラの埋め戻しでは、解体で発生した大ガラを重機で再度細かく砕き、埋め戻し材

として転用した。 

また、工事における混合廃棄物の削減にも力を入れた。現場内が非常に狭く、ゴミの分別のスペースの確保が難し

かったため、分別の品目を工事の状況に応じ、変化させ混合廃棄物削減へ取り組んだ。主な分別の対象は、木くず、

廃プラ、金属くず、ダンボール・紙類、廃石膏ボードで、現場の進行状況に応じ、置場を変化させ分別を実施した。

その際、作業員への分別への意識付けのため、作業員全員での一斉清掃後、産廃置場の整理整頓を実施し、産廃の

廃棄状況を確認した。 

また、一斉清掃で使用するゴミ収集袋に関しては、工事の際に出た梱包材を再利用したり、一度使用したガラ袋を

廃棄せず再度使用したりする等、職長会を中心に呼びかけ、作業員全員の意識の向上に努めた。 

 

■解体で発生したガラを鉄筋材と分別し、粉砕している状況   ■粉砕したガラを埋め戻している状況 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

■産廃分別状況                                             ■現場周辺一斉清掃状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石膏ボード 
キャスター付きのボックスで、 
移動が可能 

段ボール スクラップ 
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８２９Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 五洋建設株式会社 東京建築支店 島忠草加建築工事事務所 

所在地 

 埼玉県草加市 

受賞テーマ 

 建設工事における建設副産物の発生量低減及びリサイクル率の向上 

 

同プロジェクトは、埼玉県草加市に島忠旗艦店舗として島忠ホームズ草加舎人店を中心に物販店舗、スーパーマー

ケット、フードコート、飲食店舗、ペットショップ、ペット病院など４０店舗が出店する大型複合商業施設を建設す

るもので、３Ｒ活動に取り組む事で建設副産物の発生量削減やリサイクルを促進する事を目標にした。 

 

【建設残土の利用】 

・建設敷地内に残土ストックヤードを設け、一時的に全ての建設発生土を仮置きし埋め戻し土として転用を実施した。

・総発生土量２３,７５０ｍ３に対して１２,０００ｍ３を埋め戻し土として利用し、建設発生残土を約５０％低減した。

・上記により搬出入ダンプの台数も低減でき、結果として、二酸化炭素排出量も約５１％低減する事ができた。 

 

【建設副産物の低減】 

・型枠総数量３１,３３５ｍ２内、地下基礎部分の型枠（約７,８９０ｍ２）にラス型枠を採用し、型枠材の使用量を 

２５％低減させた。 

・製品納入時の省梱包など簡素化を徹底した。 

 

【リサイクル率の向上】 

・石膏ボードの広域認定制度を利用し、リサイクル率を向上させた。 

・金属くずは有価物として処理し、ダンボール、コンクリートがら等は専門業者へ処分を依頼しリサイクル率を向上

させた。 

・敷地内既存アスファルト舗装道路を工事期間中、仮設通路として利用し、またそのアスファルトを切削し新設舗装

部の路盤材として再利用した。これによりアスファルトがら総数量４５６ｍ３のうち２１５.５ｍ３をリサイクル施設

へ搬出し、約５２％の２４０.５ｍ３を場内で有効利用し、リサイクル率を向上させた。 

 

【その他】 

・廃棄物集積場を 1 箇所に集中させ、廃棄物の種類（木くず、廃プラ）ごとに専用コンテナを設置し、看板を設置す

る事により分別を促進した。 

・職長会活動の一環として環境委員会を設け、委員会主導による環境パトロールを１回／週実施し、分別状況の確認、

その指摘事項を朝礼時に全作業員へ発表するなど実施することにより分別の推進や場内美化に努めることができ

た。 

 

   

建設残土ストック状況       ラス型枠使用状況          既設道路切削状況 

                           

 

平成 26 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

60



８３０Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

鹿島建設株式会社 北千葉浄水場  

高度浄水オゾン処理施設築造工事事務所 
所在地 

 千葉県流山市 

受賞テーマ 

 高度浄水施設築造工事の使用資材の低減及び施工から発生する廃棄物の抑制、排出削減、副産物 

の利用 

 

同工事は、千葉県流山市の北千葉浄水場（給水能力 60 万 t/日）に高度浄水施設（オゾン処理設備、生物活性炭処理

設備）を増築するものである。施設は半地下構造のため、掘削土が 7 万 m3発生し、その有効利用が求められた。また、

大規模な躯体築造（コンクリート量 5万 7,000m3）に伴い、大量な資材とエネルギーを消費する。その結果、廃棄物とし

て大量な木製型枠材や、建築仕上げ工事材料の残材等の多種・多様な産業廃棄物が発生する。同工事では使用資材の削

減と産業廃棄物の削減および再資源化、副産物の利用を図るために、以下に示すように様々の工種において３Ｒに対す

る取組を実施し、成果を上げている。また、これらの活動は CO2排出抑制にも貢献している。 

 

【発生抑制（リデュース）】 

① 枠材に再利用可能な材料を使用し、プレキャスト化することにより木材の廃棄物を大幅に削減（削減量：62.3t） 

②建設発生土をすべて有効利用し、事業外への排出を大幅に抑制した。また、事業外へ搬出した発生土も 100％ 

有効利用した。（発生抑制量：15,400m3, 再利用量：54,110m3） 

③コンクリートガラを同社専属のリサイクル業者に委託して再生砕石として、再度、同工事で使用したことにより 

事業外への排出量はゼロとなった。（発生抑制量：231.4t） 

【再使用（リユース）】 

①現場事務所資料および発注者との打ち合わせ資料については、ミスコピー用紙を使用した。（再使用量：479kg） 

【再生利用（リサイクル）】 

① 工事で発生した廃棄物を 6 種類に分けて分別回収しリサイクル化を進めたことにより廃棄物の有効利用が図れ、 

混合廃棄物の大幅な削減につながった。（再生利用量 木クズ：162t，段ボール：13.1t，廃プラ：26.4t，グラス 

ウール：560kg） 

②社内資材転用システムを利用し、他現場の遊休資材を有効活用した。（再利用量 太陽光発電装置:1 基、事務机／ 

椅子:12 台、書庫:9 台、作業着:50 着、OK マット:200 枚､サクションホ-ス:500m） 

③建設副産物である再生砕石、高炉セメントコンクリート、高炉セメントを有効活用した。（再生砕石：4,266m3、 

高炉セメントコンクリート：27,108m3、地盤改良剤として高炉セメント：512ｔ） 

【その他（CO2の排出抑制等）】 

下記の活動をおこなったことにより工事対象物自体と 

その仮設物の使用材料を削減することにより CO2排出量 

（資材搬入出車両台数の削減）の大幅な削減ができた。 

① 計画見直しによる仮設工に使用する土止鋼材の 

大幅な削減（鋼材削減量：590t） 

② 計画見直しによるコンクリートの大幅な削減 

（コンクリート低減量：582m3） 

③ 計画見直しによる地盤改良のとりやめ 

（薬液注入量の削減量：全量 134m3） 

④ 土質改良工の見直しによる石灰系改良剤低減 

（改良剤の低減量：721t） 

  

                            

 

敢えて「混合廃棄物」の場所を設けないことで、

「分別する意識」を意識づけることができた。 
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８３１Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

株式会社熊谷組 首都圏支店  

熊谷組・大和リース特定建設工事共同企業体 
所在地 

 東京都新宿区 

受賞テーマ 

 職長会をメインとした周辺住民に配慮した３R 活動に取り組む。「チームワークの結束」 

 

同工事は、立川駅より徒歩 10 分にある地方合同庁舎を約 1年半の工期で建設するものである。駅より比較的近く、

人通りも多いので、周辺住民に配慮しながら、３Ｒ活動を進めた。 

 ３Ｒ活動を行なうにあたり、まず基本方針とスローガンの策定を行なった。 

 

＜基本方針＞ 

①職長会をメインとした定期的な廃棄物削減状況の確認を行ない、社員・協力業者間での意見交換を図りながら、

活動を進めて行くこととする。協力業者による職長会において「環境班」「安全班」「催事班」を設立し、各班 

毎週１回、環境現場点検を実施。作業員への環境教育を実施する。 

②特にリサイクルに於いては原則として、産業廃棄物の熱回収を伴わない単純焼却や埋立て処分は行なわない 

ものとする。 

上記の基本方針を基に、スローガンとして「達成しようゼロエミッション！！」を掲げ活動することとした。そこ

で、まず全員で取組む必要があるリサイクルの徹底を図るため、目標値の設定、管理体制の整備、役割分担の明確化、

リサイクルフローの作成を行なった。 

 

【発生抑制】 

・型枠の転用方法を計画し端物の発生を減少させる。 

・梱包材を持ち込まない。・・・無梱包、簡易梱包 

・無駄な材料を持ち込まない。・・・実寸発注（プレカット） 

 

【再使用】 

・既存植栽を破棄せず、事務所周りに移植し環境美化した。 

・残りのコンクリートガラを仮設詰所と通路の整備に使用 

 

【再資源化】 

・プラントの破砕機にて 0～40ｍｍに破砕 

→ 再生砕石として再資源化 

 

【その他】 

・庁舎棟掘削土を後施工の駐車場棟にストックし、基礎の 

埋め戻し土として使用 

・職長会中心とした分別活動等 

【混合廃棄物発生量の目標値】 

・「6.0ｋｇ／㎡以下（延床面積）／576.8 ㎥」 

 

【３Ｒ活動の成果】 

・混合廃棄物排出目標値「6.0kg/㎡ 576.8 ㎥」に対し、 

実績値は「0.66kg/㎡ 64 ㎥」であり、目標を達成した。 

  

 

型枠の転用方法を計画し端物の発生減少 

実寸発注（プレカット） 
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８３２Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 株式会社熊谷組 九州支店  

熊谷・西武・渡辺・鎌田 特定建設工事共同企業体 
所在地 

 鹿児島県出水市 

受賞テーマ 

 『潤いの気持ちもって、ECO 活動、環境保全等 ３Ｒの工夫！』 

 

同工事は、熊谷組のＩＳＯ１４００１認証を取得した「環境マネジメントシステム」に従って３Ｒを積極的に推進

している。同現場での活動概要を以下のとおりである。 

【Reduce リデュース】 

①覆工箱抜きにおいて、型枠を転用可能な鋼製型枠とし、ラワン合板や針葉樹合板の使用量を低減している。 

②生コンの塩化物含有量試験において、一般的に用いられる試験紙（カンタブ：消耗品）を使用せずに、繰り返し

使用可能な塩分濃度計（ソルコン）を使用し、廃棄物（紙・プラスティック）を低減している。 

③現場で発生する段ボール箱の分別回収（再資源化）をすることにより、産業廃棄物として搬出する「紙くず」の

減量化を図っている。 

【Reuse リユース】 

①現場で発生するコンガラをブレーカにて 20cm 以下に小割して、インバート埋め戻し材として再利用している。

②トンネル掘削により発生するずり（岩塊）をクラッシャーにより砕石程度の大きさに破砕し、坑内路盤の補修材

として再利用している。 

③濁水処理設備の原水が清水時、現場発生土の土粒子を、人工的に濁しを行い、その材料については、トンネル内

で発生しているずりを再生利用している。 

④工事で発生する濁水を現場内濁水処理プラントで処理し、その処理水を工事用道路や坑内等を粉塵防止及び道路

清掃行うための散水用の水として再利用している。 

【Recycle リサイクル】 

①トンネル坑内湧水処理の裏面排水材にはプラスチックのリサイクル品を使用しています。 

②産業廃棄物は分別収集を行っている。これまで、混合廃棄物を排出しておらず、廃プラスチック・木くず・ 

鉄くずはリサイクルできる施設へ搬出している。 

        

                 

 

  

           

 

 

８種類の転用可能な箱抜き部鋼製型枠 ダンボール箱回収（再資源化） 

コンガラの小割り （ずり岩塊）の破砕 
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８３３Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 株式会社熊谷組 首都圏支店 熊谷・京急建設共同企業体  

所在地 

 東京都新宿区 

受賞テーマ 

 作業場で働く一人ひとりが廃棄物の削減に挑戦する。 

 

同工事は、都市高速中央環状品川線の中目黒換気所工事のうち、水平ダクト（横坑）4 箇所（総延長 135.5ｍ）、鉛

直ダクト（シャフト）7箇所（総延長 32.3ｍ）、避難通路 1 箇所他の施工を行うものである。 

水平ダクト（横坑）については、都市土木工事では事例の少ない NATM 工法が採用されており、地下空間（深度 35m

および 60m）におけるトンネル工事が主たる工事内容となっている。 

鉛直ダクト（シャフト）については、同工事による水平ダクトと既設シールドトンネル工事による都市高速道路本

線トンネルを接続する構造であり、従来の深礎工法により掘削を行い、本線シールドセグメントとの接続部を切断撤

去して構築を行う工事内容となっている。熊谷組は、環境保全活動の一環として「３Ｒの推進」を行っており、同現

場においてもゴミの分別をはじめとした３Ｒ活動を推進している。 

 

＜基本方針＞ 

 ゼロエミッションの達成には、作業場で働く一人ひとりのゴミ削減に対する意識、作業員・職員みんなの協力が不

可欠である。この基本方針の下、職長会をメインとした定期的な廃棄物削減状況の確認を行い、職員・協力業者の間

での意見交換を図りながら、活動を進めた。 

【Reduce：リデュース】 

・トンネル覆工の型枠は鋼製型枠を使用する。設計では木製型枠であることから木材使用の削減に寄与した。 

【Reuse：リユース】 

・トンネル覆工におけるセントル移動用レールについて、4本のトンネル覆工施工場所ごとに設置撤去を行い移動用レ

ールを再使用することにより、資材購入およびスクラップの削減を図った。 

【Recycle：リサイクル】 

・産業廃棄物は、混合廃棄物としての排出を極力抑制して分別し、再資源化施設での委託処理を行った。 

【その他】 

・掘削発生土は東京湾中央防波堤埋立地に 5,258m3を再使用した。 

           

（型枠：メタルフォーム）      （トンネル覆工におけるセントル移動用レール） 

       

      （エコステーション：分別ＢＯＸ）          （廃棄物講習会開催） 
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８３４Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 株式会社熊谷組 北陸支店 福井大学病院作業所 

所在地 

 石川県金沢市 

受賞テーマ 

 病院棟新営工事における作業所全員参加型の分別回収工夫による混合廃棄物ゼロへの挑戦。 

 
同現場は、既設の大学病院敷地内に既設棟に隣接して基礎免震構造の SRC 造(8/1F)延床面積 25,089 ㎡の病院棟を居

ながらにして新設する工事である。現場西面は入院患者病棟や通院患者が往来する状況下にあり、常に「見られてい

る」⇒「見てもらう」という意識改革を行い、作業所全員が周辺環境に配慮した施工法に努め、併せて、大型現場で

の混廃大幅削減を目標に、徹底した３Ｒ活動を推進した。 

 ３Ｒ活動を行なうにあたり、まず基本方針とスローガンの策定を行ない、基本方針として以下の３点を策定した。

① 病院側に支障をきたさないような産廃排出計画(エコ・ステーション場所を含め)を行なう。 

② 職長会をメインとした定期的な廃棄物削減状況の確認を行ない、社員・協力業者間でのコミュニケーションを

図りながら、活動を進めていく。 

③ 特にリサイクルにおいては、原則として産業廃棄物の熱回収を伴わない単純焼却や埋立て処分は行なわない。

 この基本方針をもとに、スローガン：作業所全員が一致団結 目指そう『ゼロエミッション！！』を掲げ活動した。

 まず全員が取り組む必要があるリサイクルの徹底を図るため、目標値の設定、管理体制の整備、役割分担の明確化、

リサイクルフローの作成を行なった。 

 また、リサイクル以前に「ゴミを出さない」活動として、躯体工事の梁スリーブにハーフボイドを使用し再利用、

内装工事資材のプレカット化、ユニットバス等の梱包材の簡素化等も実施した。 

 

【Reduce】廃棄物として排出量の多い、間仕切り材（軽鉄）は階高に合わせプレカット、合板型枠材のプレカット、

ユニットバス等の梱包材の簡易化を実施した。 

【Reuse】梁スリーブに紙製ボイドを使用せず、転用ができる塩ビ製ハーフボイドを使用することで、ゴミの削減につ

なげた。また転用回数の大きいプラスチック型枠も極力使用した。 

【Recycle】リサイクルできない混合廃棄物を出来るだけ少なくする為に、混合廃棄物発生量の目標値を設定し、職長

会、廃棄物処理業者を交え、廃棄物の分別を行なった。特に現場が広い為、各業者には小物入れ用の回収

袋を持たせ、昼休み前および終業時に作業員がそれぞれエコステーションまで小運搬し、監視目的に職長

立会いのもと、品目別に分別 BOX へ投入するよう工夫した。 

【目標値】リサイクルできないゴミを出来るだけ少なくする為に、目標値として現場から排出される混合廃棄物発生

量を延床面積で割った原単位を用いて設定した。 目標値：「5.18kg/㎡以下（単位延床面積当たり）」 

【３Ｒ活動の成果】目標値 5.18kg/㎡に対して、実績値は 0.10kg/㎡となり、目標を大幅に達成できた。 

      

 

                                      

間仕切り材のプレカット          合板型枠材のプレカット          プラスチック型枠使用状況 
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８３５Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 清水･名工･松原特定建設工事共同企業体 

所在地 

 愛知県長久手市 

受賞テーマ 

 建築新築工事における濁水防止対策と３Ｒ活動の推進 

 

同工事は県立芸術大学音楽学部校舎建築工事である。工事概要は以下の通り。 

（構造・階数）ＲＣ造及びＳ造 地下１階・地上３階 （建築面積）３，９７３㎡（延床面積）５，８９７㎡ 

  

【取組内容】 

１）伐採した樹木の１００％リサイクル化 

伐採材は全数量を業廃棄物処理施設で破砕・チップ化し、製紙材料として再資源化した。 

 ２）型枠材、仕上げ材のプレカット搬入による廃棄物の発生抑制 

   コンクリート打放しの杉小幅板化粧型枠材、および木リブ杉内装仕上げ材について、工場プレカット後に工事

現場に搬入し、現場での加工をなくすとともに廃棄物の発生を抑制した。 

 ３）発生土の１００％再利用 

   発生土はストックヤードに堆積し、他工事で流用した。 

 ４）他工事で発生したレンガの再利用 

   名古屋市内の浄水場更新工事にともなって発生した濾過池のレンガを、外構のレンガ舗装として再利用した。

 ５）建設副産物の分別によるリサイクル率の向上 

   工事にともない発生する建設副産物は、コンクリートくず、木くず、廃プラスチック類等７品目に分別し、中

間処理施設におけるリサイクル率の向上を図った。 

 ６）発生鉄くず材の１００％再利用化 

   発生した金属くずは、１００％くず鉄として再利用した。 

 ７）発生したがれき類の１００％再資源化 

   造成工事にともない発生したコンクリートくず、アスファルト・コンクリートくずは再資源化施設で砕石に再

生した。 

８）傾斜地工事における濁水流出対策 

   緩傾斜地に建物を建設する工事であるため、仮設沈砂池・調整池に竹ソダ柵を設置し炭酸ガスによるｐｈ調整

とあわせて濁水の流出を防止し、絶滅危惧種の保全に配慮した。 

                      

            

 

〔造成工事〕 
伐採材、外構のアス

ファルト等はすべ

て再資源化。森の奥

に絶滅危惧種が生

息する小川がある。 

〔仮設沈砂池〕 
竹ソダを使用した。

竹の浄化作用によ

り濁水中の細かい

粒子が取り除かれ

る。 

〔外構レンガ舗装〕

浄水場からの発生

材を再利用 
内装材プレカット 
の状況 
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８３６Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 国土交通省 東北地方整備局 八戸港湾・空港整備事務所 

所在地 

 青森県八戸市 

受賞テーマ 

 震災ガレキのケーソン中詰材への有効利用、ガレキ処分量の削減及び復旧の加速化 

 
平成２３年３月１１日の東北地方太平洋沖地震に伴う大津波により八戸港では４．２ｍ以上の津波が来襲し、八戸

市沿岸部に大量の土砂が堆積した。それらの体積土砂は、一時的に港内河原木地区のポートアイランドに仮置された

が、その仮置量は約２．４万ｍ3にも上った。こうした状況の中、八戸市ではこの堆積土砂をどう処理するかが大きな

課題となった。 

一方、八戸港内における港湾施設の被災箇所は防波堤に集中し、特に八太郎地区北防波堤は、全長３，５００ｍの

約４割に相当する１，４２８ｍのケーソンが転倒・滑落の被害を受けた。この対応として八戸港湾・空港整備事務所

では八戸港の港湾機能を一刻も早く回復すべく、被災したケーソンを撤去し、新たなケーソンを据え付ける復旧整備

を進めた。 

このような状況の中、八戸市より津波堆積土砂の活用検討依頼を受け、八戸港湾・空港整備事務所では防波堤復旧

工事のケーソン中詰材として利用出来ないかを検討した。その結果、堆積土砂のみでは中詰材として必要な比重を確

保できないことから、コンクリート殻と堆積土砂を１：２で混合することにより必要な比重を確保し、防波堤の中詰

材へ利用することとなった。また、堆積土砂の中には、土砂以外の木材・ゴミなども含まれており、このまま中詰材

として使用した場合、海面汚濁の発生原因となることから、八戸市がふるい分けを実施した土砂のみの提供を受ける

こととした。 

 このように堆積土砂を使用することで、津波堆積土砂約２．４万ｍ3のうち、約１．３万ｍ3（約５４％）もの堆積土

砂をケーソン中詰材として有効活用することが出来た。加えて活用策が決定したことにより、八戸市での震災ガレキ

処理のスピードは格段に上がり、最終処分量も大幅に削減され、地元八戸市の復旧・復興に大きく貢献できた。 

                           

【津波堆積土砂のケーソン中詰利用までの流れ】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 震災直後の土砂堆積状況（八太郎地区臨港道路） 
②津波堆積土砂 

二次分級状況 

③津波堆積土砂とコン殻混合状況 ④津波堆積土砂とコン殻投入状況 

①津波堆積土砂 

一次分級状況 
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８３７Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 宮城県・仙台市・名取市・山元町・仙台河川国道事務所 

所在地 

 宮城県仙台市 

受賞テーマ 

 「震災がれきを仙台湾南部海岸の海岸堤防復旧に有効活用」 

 
・仙台市、名取市、山元町、宮城県では東北地方太平洋沖地震により発生した震災がれきの処理と最終処分量の縮減

が課題となっていた。 
・仙台河川国道事務所では、仙台湾南部海岸において、東北地方太平洋沖地震により被災した海岸堤防の復旧工事を

実施しているところであるが、堤防の盛土材等資材が大量に必要とされていることから、資材の安定的な入手と資材

運搬車両の通行量の軽減が課題となっていた。 
・関係者間で協同・連携を行い、震災コンクリート殻・津波堆積土砂を堤防の盛土材に活用できるよう、調査や試験

施工を実施し、リサイクルを行う取組である。 
・震災がれきを海岸堤防復旧に活用することで、がれき処理・処分量の縮減だけでなく、海岸堤防の資材確保及び資

材運搬のダンプ交通量の低減にも寄与している。 
○名取市での施工事例の実施内容を以下に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○右記のような改良を行うことで、海岸 

堤防に活用できる。海岸事業は、市街地を 
経て山から海へ資材調達を行わねばならず、 
安定供給・運搬時のトラブルが課題となり 
やすいため、流用資材を用いることは事業 
進捗上の有利点が極めて高く、盛土材料の 

安定供給、震災がれきの 

処理促進につながる。 
 
 
 
 
 
 

 

 

国土交通省 

  仙台河川国道事務所     

     ◆課題 

   ・築堤材料安定的な入手 

   ・土砂運搬車両の通行量の軽減 

 仙台市 、名取市、山元町   

 ◆課題 

・震災がれきの処理と 

有効利用の促進 

 （ 最終処分場の延命化） 

協働 

・連携 
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８３８Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 りんかい日産建設株式会社 東北土木支店 

所在地 

 宮城県仙台市 

受賞テーマ 

 『処分が必要な鳴瀬堰上流堆積土砂の掘削有効活用と建設資材不足の対応』 

 

 東日本大震災により多くの河川堤防が液状化による被災を受けた。こうした状況の中、再度災害防止を図るため、

鳴瀬川流域の堤防の液状化対策として、サンドコンパクション工法(以下「ＳＣＰ工法」という)を採用した。 

早期災害復旧のため、他事業の震災復興関連工事も同時期に急ピッチで進められており、その影響で、建設市場は、

生コンクリート用骨材としての山砂の供給不足が表面化していた。 

そこで、鳴瀬堰上流部に堆積する土砂に着目し、堆積土砂の河道掘削により、自社及び他社のＳＣＰ工法の資材と

して、安定供給及び有効活用を図ると同時に、鳴瀬堰の維持管理の向上、河川環境の保全、コスト縮減など、被災地

全体としても早期復旧・復興に寄与するものであった。 

環境面については、鮭の遡上を迎える時期であり、掘削方法として鮭の遡上域を阻害しない様に、小型ポンプ浚渫

船による工法を採用した。余水の放流については、汚濁防止として排砂池内及び放流口に濁防止膜を設置するととも

に、日々作業域の濁度監視を実施し施工を行った。 

安全面については、鳴瀬堰管理室と連絡を密にとり、掘削手順、降雨時の堰の開閉の対応、出水時及び遊休時の安

全避難対策を講じながら施工を行った。 

 

                          

 

 

         

  

         

 

 

 

 

        
                                              

 

<①可搬式小型ポンプ浚渫船による掘削作業状況>  

ＳＣＰ工法の主材料である砂の安定供給のため、

河川環境の保全、鳴瀬堰の維持管理に配慮し、 

鳴瀬堰上流に堆積する土砂の掘削を行った。 

<②ポンプ浚渫船から排送された土砂のかき上

げ状況> 排砂池内に排送された土砂は、早期に

ＳＣＰ用砂として再利用を図るため、水切りか

き上げと検収のため、土砂仮置場へ運搬を行っ

た

<③土砂仮置場への仮置集積状況(土量検収)及び土砂搬出

作業状況(自社・他社ＳＣＰ用砂供給)> 土砂仮置場を４分

割し土量検収及び水切りのための仮置きと、検収完了後自

社及び他社への搬出量について日々綿密な打ち合わせを行

った。ＳＣＰ用砂としての品質確認のため、仮置場から定

期的に砂を採取し粒度試験も自発的に実施した。 

<④ＳＣＰ施工状況> 

ＳＣＰの施工に伴い、鳴瀬堰から近距離という立地

条件及び河道掘削によるＳＣＰ用砂の日々の必要量

確保を図り、各社の工程を遅延させないため安定供

給を行った。 
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８３９Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 清水建設株式会社 東北支店 常磐自動車道山元工事作業所 

所在地 

 宮城県仙台市 

受賞テーマ 

 『被災地の高速道路工事に伴う深層混合処理工(RAS コラム工法)における排土(建設汚泥)の再資源

化』と『重機、運搬車両のアイドリングストップ運転管理と低燃費運転システムによる化石燃料の消

費量削減』 

 

【事業場所】宮城県亘理郡山元町浅生原～亘理郡亘理町吉田間 

【事業規模】総延長：5.811ｋｍ、インターチェンジ：1式、橋梁延長：367ｍ、切盛土工：1,054,505ｍ3 

      法面工：171,605ｍ2、用水・排水工：34,269ｍ、溝渠工：28 基、橋梁下部工：15 基 

【事業概要】宮城県南部の阿武隈山地の太平洋側山裾を南北に縦貫し、常磐自動車道の宮城県内最後の開通区間、工

区の工事延長 5.811ｋｍの内、暫定二車線本線部 1.2ｋｍ、山元ＩＣの一部、本線 4.6ｋｍ区間を施工。 

盛土工事を主体として、町内土取場から町内の幹線道路を使用し土砂を運搬しながら施工を行う工事で、平成 23 年

1 月より着手し、着工 2 か月後、東日本大震災により工事の中断を余儀なくされたが、被災地の復旧と復興事業等

への協力と配慮を行いながら、建設汚泥の削減と重機や運搬車両の化石燃料の削減に取り組んだ。 

 

【取組内容】 

１.深層混合処理工(RAS コラム工法)における排土(建設汚泥)の再資源化 

・深層混合処理により発生した汚泥（4,752ｍ3）を現場内で中間処理（セメント系固化材を混ぜる処理）を行い、

場内に集積し、高速道路下部路体盛土として利用する。 

・中間処理でのセメント系固化材に高炉セメント B種を使用。 

・汚泥中間処理後（セメント系固化材混入後）の土質に関して路体盛土材の品質検査を実施。 

〔品質検査項目〕 

①第 3種処理土（コーン指数：400KN/ｍ2以上） 

②室内一軸圧縮試験 

③土壌汚染環境基準分析（溶出試験：27 品目） 

２．汚泥焼却灰を原料とした軽量盛土材(カルグリ)により盛土造成 

  ・軟弱地盤上や擁壁裏込め材として、原料の一部に浄水場・下水道汚泥の焼却灰と石灰炭を使用し、膨張頁岩を

主原料とした人工軽量盛土材（カルグリ：7,647ｍ3）を使用。 

３．山裾造成地の伐採木材の再資源化 

  ・山裾造成地区の伐採林（2,622ｔ）を中間処理施設内で破砕し敷藁、堆肥原料、燃料チップ加工し再資源化。 

４．重機アイドリングストップ管理システムによる低燃費運転と化石燃料消費量削減 

  ・GPS と加速度センサ、エンジンの ON/OFF センサを ICT システムで運行状況を管理。 

  ・重機オペレータのエコ運転判定結果を基にした環境教育を実施。 

５．運転車両低燃費運転管理システムによる低燃費運転と化石燃料消費量削減 

  ・GPS と加速度センサ、エンジンの ON/OFF センサを ICT システムで運行状況を管理。 

  ・ダンプ運転手の安全運転やエコ運転判定結果を基にした安全環境教育を実施。 

６．情報化施工システムを利用した重機敷均し転圧システムよる、化石燃料消費量の削減 

  ・GPS と ICT により、運転席のモニター画面で施工範囲を確認しながら効率よく施工状況を管理。 
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８４０Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 彦建設株式会社 

所在地 

 青森県上北郡 

受賞テーマ 

 建設工事における、地域に根ざした再生利用（リサイクル）活動 

 

< 取組内容 > 

 

 ① 発生木材の地域への提供 

   現場から発生した木材の切れ端は、従来処分場にて産廃処理をしていたが、廃材の有効利用について検討した。

同社のある地域は一次産業が盛んであるが、その中の畜産業者より、豚舎や小屋の暖房の薪として利用したいとの

要望があった。畜産業者へ超安価で販売する事により、法律上産業廃棄物ではなく有価物という形で、相互に利益

に繋げながら、木材の再生利用を行っている。 

 

 ② 特産物 ホタテの貝殻利用 

   生態系保全施設工事（水路工事）を行うなかで、青森県の特産品であるホタテの貝殻の再生利用を実施した。

  貝の使用用途は、軟弱地盤の改良材として用いたが、ホタテ貝殻の持つ浄化作用は周辺環境にも優しく、工事の

特性である環境保全に適した活動であったと言える。 

 

 

 

ホタテ貝殻搬入先 搬入状況            貝殻敷均し状況 

   

 

 

地盤改良完了           地盤改良完了          地盤改良完了       
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８４１Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 鴻池組・竹中土木・青木あすなろ建設共同企業体 

淡路駅周辺連続立体交差化工事(第 6 工区)工事事務所 
所在地 

 大阪府大阪市 

受賞テーマ 

 「電鉄連続立体交差工事における環境に対する影響低減への取り組み」 

 
同工事は阪急電鉄千里線連続立体交差工事を行うことが目的であり、工事を行うにあたり仮設道路の築造、既設下

水道の移設・撤去等ライフラインの整備、また既設線路の切替えを行う為の仮線構造物の築造工事を行っている。同

現場では再生材の利用促進、CO2排出量削減活動を行っている。 

 

① 再生材の利用促進と CO2排出量削減 

 場内施工基面の整備等には再生砕石を 100％使用している。また搬入出サイクルについても現場で発生したコンクリ

ート殻をリサイクル工場へ持ち込み、持ち込んだ車輌に再生砕石を積載し作業所へ搬入することにより運搬車両の削

減、CO２排出量の削減を図っている。 

② 現場使用材を再利用した CO2排出量削減 

付替歩道工事にて軽量盛土工を行った際に使用した発泡スチロールを休憩所の屋根に設置した。発泡スチロールの

断熱効果を利用することにより空調設備に掛る CO2排出量削減に寄与している。 

③ 燃費運転推進による CO2排出量削減 

現場で稼働している重機について、無駄なエンジンの空吹かし、エンジン出力を抑制した操作、作業休止時のアイ

ドリングストップ等を励行させた。また、協力会社通勤車両、資機材搬入車輌等全ての車輌に関してもアイドリング

ストップ運動を推進させた。 

④ 産業廃棄物発生の抑制 

 他現場で使用されていた仮設材の土留め用木矢板を再び同現場にて使用することにより、企業として現場毎に発生

していた産業廃棄物量を削減することに取り組んでいる。 

⑤ 舗装切断による汚泥排水の低減 

 ウォーター・リサイクル工法を採用することにより舗装切断時に発生する汚泥排水を脱水・濾過・中和し、処理水

を切断用冷却水として再利用しながら作業が出来る。そのため従来工法に比べ、75%～85%汚泥排水を抑制することが

できる。又、排水を脱水することで作業終了時の産廃処分量、産廃処理費を削減出来る。 

⑥ 振動・騒音の低減による工期短縮 

場所打ち杭工において、従来のオールケーシング工法で施工を行う際、ハンマーグラブを使用しての掘削作業を行

うが振動・騒音が発生し易い。同現場は住宅地や救急病院が隣接している為、特に振動には留意する必要があったが、

今回 BKF 工法を採用することにより振動・騒音に対する施工時間に制約がなく工期の短縮を図ることができた。 

 

＜再生材の利用促進と CO2排出量削減状況＞ 

 

 

 

 

  

     

 

       

 

 

 

コンクリート殻 リサイクル工場 100％再生砕石 
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８４２Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

株式会社鴻池組 大阪本店 大阪大学（吹田）最先端医療融合 

  イノベーションセンター新営その他工事 

所在地 

大阪府大阪市 

受賞テーマ 

「現場職員・作業員が一体となった３Ｒの取り組み」 

 

同事業は、大阪モノレール「阪大病院前」にある大阪大学吹田団地構内における、鉄骨造の地上９階、地下１階、

延床約 18，000 ㎡からなる大阪大学の研究施設の新築工事である。大阪大学の産学官連携をより積極的に展開する為

に大学、企業の研究室及び臨床実証試験を行える設備を有した研究施設を新築するものである。工期的に厳しい状況

の中、現場職員と作業員が協力して３Ｒを推進することで工期の短縮、使用電力の削減活動を行なった事例を紹介す

る。 

 

（リデュース） 

① 資材搬入出の省力化工法の積極的採用 

  屋上設備機器をユニット化することで、クレーンによる搬入回数の削減を行なった。

又、建物内部の吹抜け部に仮設ステージを設置し、クレーンによる材料の搬入出を実施

することで搬入出回数の削減を行った。荷取りステージを建物中央の吹抜け部に設置し

たことで、材料の各階での運搬をスムーズに行なうことができ、工期の短縮による使用

電力・CO2の削減につながった。 

 屋上設備機器のユニット化

② アイドリングストップに運動による CO2削減 

  場内搬入車両及び通勤車両についてアイドリングストップを励行させた。周知につい

ては安全協議会や全作業員が出席する朝礼時にエコドライブ講習会を実施。又、掘削残

土の計画的な仮置きを行い埋戻し土として使用した。 

 

 

   朝礼時講習会開催状況

 

③ 仮設使用電力の削減 

仮設照明にＬＥＤ電球を採用した。外部足場防音パネルの一部に採光パネルを使用

し、仮設照明の電気使用料を削減した。又、節電パトロールを開催し使用電力の削減

活動を活性化した。 

 

外部足場防音パネル部の採光パネル使用状況

 

（リサイクル） 

④ 廃棄物分別の徹底 

  現場発生の産業廃棄物の分別収集を行い混合廃棄物の減量化を行った。（分別種類はコン

クリートガラ、木屑、石膏ボード、金属くず、混合廃棄物等） 

 

産廃集積場の状況
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８４３Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

株式会社鴻池組 大阪本店 

（仮称）鶴見 6 丁目分譲マンション計画新築工事 

所在地 

 大阪府大阪市 

受賞テーマ 

 「建築施工現場から発生する各種廃棄物の計画的な発生・排出削減」 

 
同現場は、鉄筋コンクリート造の地上 18Ｆ、塔屋 1Ｆ、建築面積 3,582ｍ2、建物最高部高さ 60.17ｍの集合住宅を新

築する工事である。現場では３Ｒを中心に活動することで、環境のみならず工事の進捗を計画的に管理ができた。リ

デュースでは、基礎工事における掘削・埋戻し土量の削減、躯体工事においてはＰＣ材を積極的に採用し型枠材料の

削減を行った。リユースでは埋戻しに流動化処理土を使用した。リサイクルでは、可能な限り分別収集を実施した。

以下に具体的事例を紹介する。 

 

（リデュース） 

① 先行埋戻し工法の積極的な採用による掘削・埋戻し土量の削減 

基礎工事に伴う掘削残土処分量低減の為先行埋戻し工法（基礎キーストン型枠）の

積極採用により残土の場外処分量の減量化を計り、結果として埋戻し土量の削減にも

繋がった。 

・当初予定残土処分量  13,639 ㎥   当初予定場外搬入埋戻し土量  4,775 ㎥ 

・今回実施残土処分量  11,853 ㎥   今回実施場外搬入埋戻し土量  3,097 ㎥ 

・減量化数量       1,786 ㎥                  1,678 ㎥ 

（約 13%の削減）           （約 35%の削減） 

以上により搬出・入 10T ダンプ約 570 台分が削減されそれに伴う CO2排出量の削減にも繋がった。結果として近

隣住民の方々への影響も削減された。 

  

② 躯体工事におけるＰＣ材の積極的採用  

躯体工事におけるＰＣ材の積極採用により使用する型枠材の削減（べニア板約 4,800

㎡の削減）を行い、結果として廃棄物の削減に繋がった。 

  

 

（リユース） 

③ 埋戻しに流動化処理土を利用 

基礎工事における埋戻しに一部流動化処理土を利用した。 

 

 

（リサイクル） 

④ 積極的な分別活動  

３Ｒ活動への取り組みを啓蒙看板等で周知し、積極的に産廃の分別を行い混合廃棄物

の減量化を図った。 

・スクラップ・コンクリートガラ・ダンボール・ペットボトル空き缶・混合廃棄物の

5品目に分別。 

分別回収（ALC 廃材置き場）
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８４４Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 田丸造園建設株式会社 

所在地 

 福岡県直方市 

受賞テーマ 

 河川維持管理における刈草リサイクルの取り組みについて 

～酪農飼料への活用による CO2削減～ 

 
 河川の維持管理については、施設の保全・保守点検の必要性から通常毎年 5月～7月の前期、9月～11 月の後期と二

度の除草作業を行っているが、この維持管理で発生する大量の刈草は、これまで焼却処分や産業廃棄物処分場に廃棄

処分されてきており、環境に配慮した対策が課題となっている。そこで、遠賀川流域の河川維持において、平成 19 年

度から実施している刈草のリサイクルに関する取り組みについて、報告する。 

【取り組みの背景】 

 遠賀川流域、特に直方市周辺では多くの畜産団体があり、従来河川の高水敷を採草地として利用しているが、昨今

飼料が不足し、他からの購入で賄っている状態であった。そこで維持管理によって発生する大量の刈草を焼却・廃棄

処分するのではなく、梱包して肉牛の飼料等として再利用できないか考え、自主的に同社が農事組合法人楠木酪農生

産組合など流域の複数畜産組合と連携しながら取り組むこととなった。 

【酪農飼料へのリサイクル】 

酪農飼料へのリサイクルにあたっては、JA 菊池の指導により、平成 20 年 11 月 4 日、菊池地域振興局農業普及指導

課経由で検査機関、熊本県農業研究センタ－での刈草の分析を依頼し、安全性、品質の確認を行った。その結果、酪

農飼料としての安全性が確認された。試験結果や畜産団体の要望を受け、維持管理工事の発注者となる遠賀川河川事

務所に酪農飼料へのリサイクルを提案し、今回の取り組みとなる「刈草を梱包し酪農飼料として有効利用する」「濡れ

た刈草を堆肥化し採草地に有効利用する」取り組みを実施してきた。 

  

【取り組みの効果】 

平成 19 年から平成 25 年までに河川維持管理で発生した刈草を酪農飼料に活用したことで、380t の CO2排出量を抑

制することができた。 

【啓発活動】 

 遠賀川で毎年開催されるイベントに参加し、刈草の梱包製品やパネルを展示すると共に、子牛の授乳体験を実施し、

刈草の梱包化による効果を来場者に広く紹介すると共に、維持管理における環境への取り組みを周辺住民にＰＲした。

 また、除草後の区域は芝状になり良好なオープンスペースの創出に繋がるため、このスペースを活用し、毎年、渇

水期となる春と秋の２回、維持管理で回収した流木等の廃材を再使用して遊具を製作し、地域住民に開放している。

この活動により、地域住民に河川空間の利用促進と維持管理作業を理解してもらう取り組みを行っている。 
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８４５Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 鹿島道路株式会社 生産技術本部 

所在地 

 東京都文京区 

受賞テーマ 

 既存アスファルト舗装を切削しない維持工法の開発による、舗装発生材の排出抑制 

 
これまで、既存アスファルト道路の路面性能の改善と構造的強度の低下抑制を行う予防的維持工事では、傷んだ既

存道路のアスファルト舗装を 1 層厚さ 4～5cm 切削(削り取り)した後に、新たにアスファルト舗装 1 層厚さ 4～5cm を

施工する切削オーバーレイ工法や、傷んだ既設道路のアスファルト舗装の上に単純に新たなアスファルト舗装 1 層厚

さ 4～5cm を施工するオーバーレイ工法が用いられてきた。 

 

しかしながら、切削オーバーレイ工法では、既存道路舗装の切削により、アスファルトコンクリート塊が発生する

ことや、オーバーレイ工法では、新たにアスファルト舗装材が 1層(厚さ 4～5㎝)分必要になるなど、リデュースの観

点から改善すべき点があった。 

 

これらを背景に同社では、既設道路のアスファルト舗装を切削することなく、かつ 新たなアスファルト舗装材の

使用量を抑制することができる、既存アスファルト道路の路面性能の改善と構造的強度の低下抑制を行う予防的維持

工法(当社工法名ヒートスティック工法、以下当社工法名にて記述)を平成 14 年に開発し、全国展開を図っている。 

 

ヒートスティック工法は、傷んだ既設道路のアスファルト舗装表面を加熱昇

温し、掻きほぐした後に、新たなアスファルト舗装材を厚さ 2cm 程度施工する

ものである。(写真-1)ヒートスティック工法のこれまでの施工面積は約  

155,000 ㎡に達しており、1 層厚さ 4cm の切削オーバーレイ工法と比較して、

アスファルトコンクリート塊の発生量を 14,570t 削減し、新たなアスファルト

舗装材の使用量を 7,285t 削減したことになる。また、1層 4㎝のオーバーレイ

工法と比較した場合では、新たなアスファルト舗装材の使用量を 7,285t 削減

したことになる。 

また、従来から既設アスファルト舗装路面を加熱し、新たなアスファルト舗

装材を混合、敷きならす、リデュース、リサイクルに寄与する維持修繕工法と

して、路上表層再生工法があるが、図-1 の施工機械編成に示すように大型特殊

機械が必要なことから、NEXCO や国道のバイパス工事など比較的大きな道路に

しか適用することができなかった。これに対して、ヒートスティック工法に必

要な特殊大型機械はヒータ車のみであり、施工機械編成が短いことから、比較

的小さな道路への適用が可能である。これまで特

に路面性能改善を目的とした維持工事では、切削

オーバーレイ工法やオーバーレイ工法が多く適用

されてきたが、ヒートスティック工法の開発によ

り、市町村道路など比較的小さな道路へのリデュ

ースに寄与する維持工法を適用することが可能と

なったものである。 

 

 なお、同社が開発したヒートスティック工法は、舗装技術者のバイブル的参考図書である舗装再生便覧(平成 22 年

版、日本道路協会発行)の改定に伴い「路上表層再生機械等を使用した路面維持工法(リペーブ方式を簡易にした工法)」

として、新たに記載され、その普及が図られるものとなった。 

 
 

写真-1 ヒータ車と路面掻きほぐし

状況(上段)，施工状況(下段) 

図-1 施工機械編成 
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８４６Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 新関西国際空港株式会社 

所在地 

 大阪府泉佐野市 

受賞テーマ 

 『雑草一転、空港肥やせ！』 ～大阪国際空港で発生する刈草をゴミでなく、資源として利活用 ～

 
同空港では、航空機へのバードストライク等による鳥害を防止することや、パイロットからの航空灯火・空港標識

の視認性の確保など、航空機の安全な運航を図ることを目的として、空港内約 100ha の着陸帯(緑地)の草刈りを毎年

実施している。2009 年度までは、空港内で発生した刈草の全量約 900t を焼却処分していたが、2010 年度から同空港

及びその周辺における環境対策のため、焼却処分量ゼロ（CO2削減）に挑戦し、飼料化（家畜等のエサ）と肥料化を行

うことで、3年後の 2012 年度に目標をほぼ達成した。 

 

１．飼料化 

刈草飼料は牧場などへの提供になるが、同空港から一番近い牧場でも高速を使い２時間以上掛かる。この時間・距

離がこれまで利活用を阻んでいた。飼料として活用するには雑草や水分が多いなど品質が悪く長距離運搬で腐食しや

すかったからである。これを改善するため、保管方法『水気や微生物の侵入防止』、

処理方法『国内空港では初めての良質なサイレイジ化（発酵飼料）に成功』など、

独自の工夫により、品質を格段に向上させることができた。空港内の草は閉鎖空

間であるがゆえ、ゴミ、排気ガス、農薬等の影響を受けにくく、安全・安心な草

であるということが幸いし、現在は『奈良の鹿愛護会』や『牧場』等へ継続的に

提供できるまでになっている。 

 

２．肥料化 

飼料化できない刈草を有効活用するため、2009 年度から一般的な『好気性菌』ではなく、『条件的嫌気性菌』という

特殊な菌を使った肥料化に取組み、2011 年度に実用化に成功した。同空港は市街地にあるがゆえ、隣接する区域には

住宅地があり生産期間中を含め、完成及び保存期間中も匂いを出すことが許されない。これを克服し、品質向上も図

ることができたことから、2012 年度に国内空港では初めて有機肥料『伊丹空港１号』を、2013 年度には伊丹空港１号

肥料よりも製造方法の改善や低コストを図った『伊丹空港２号』を農林水産大臣に肥料生産者登録した。 

『伊丹空港２号』の特徴は、①無臭気②腐敗せず長期保存が可能③高品質④低労力⑤低コストを達成した肥料であ

る。また、製法が簡単であり場所を取らず、製造中も臭気を出さないため、少量であれば誰にでも作ることができる

肥料となっている。 

現在、同社で使用する肥料は全て市販品から自社肥料『伊丹空港２号』に転換している。また、周辺自治体に協力

してもらい、地元小中高学校などへの無償提供や植栽イベントとの連携、地元に対

しては花の種とセットで無償配布を行うなど『伊丹空港２号』を活用して、空港周

辺地域に緑を増やす活動の場を広げ行っている。更に、同社で培った肥料生産方法

のノウハウについて技術提供を行うなど、間接的にもゴミの減量化に貢献してい

る。 

地元農家などへも無償提供を行っており、同空港の肥料で育てた有機野菜が市場

で販売されるようになってきた。 

 

飼料及び肥料共にその良さが口コミで広がり、生産した量が需要に追い付かないという状態になりつつあり、“ゴミ”

が“資源”となり、更に当初は想定もしていなかった空港を中心とした地域を活性させる“産物”となった手ごたえ

を感じている。今後も、笑顔あふれる環境先進空港として環境対策・地域共生を進めていく。 
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８４７Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 鴻池組・ハンシン建設特定建設工事共同企業体 

阪神甲子園駅改良工事事務所 

所在地 

 兵庫県西宮市 

受賞テーマ 

 「駅改良工事現場での廃棄物削減への取り組み」 

 
同工事は、甲子園球場の玄関口としてふさわしい駅にするため、ホーム拡幅・延長、東西改札口及びコンコース拡

幅、バリアフリー化、県道桁下クリアランス改善のため桁扛上など、阪神甲子園駅を全面改修する工事である。 同工

事現場では、以下のとおり廃棄物の発生抑制対策を実施した。 

① 工法見直しによる汚泥発生の削減 

軌道内に土留め杭を打設する場合、電車線などが施工の支障となり空頭制限が生じる。空頭制限内にて施工す

る工法として当初大口径ボーリングマシン削孔工法（ＢＨ杭工法）による土留め杭打設を考えていたが、削孔時

に使用する安定液（ベントナイト含有）が汚泥として 530m3 発生するのを抑制するため、今回の施工では回転杭

貫入工法に変更し、施工を行った。これは先端翼を取り付けた鋼管を低空頭杭打ち機で直接回転貫入するもので

あり、削孔時に安定液を使用しないため汚泥の発生量ゼロ、及び無排土工法のため大口径ボーリングマシン削孔

工法で掘削した場合に発生が想定されていた残土処分量 310m3の削減を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 点字タイル（貼付タイプ）のリユース・リサイクル  

   通常、駅ホームに点字タイルを設置するには、プライマーを塗布した点字タイルを直接床面に貼り付けるため

繰り返しの使用が出来なかった。同工事では既設ホーム面を仮設化し撤去復旧を繰り返す必要があったため、そ

の都度点字タイルを取り外し再使用できるように点字タイル（再生樹脂製品、n=1300 枚）を薄鋼板（t=0.5mm）に

貼り付けビス止めして繰り返し使用を行っている。また最終処分時には点字タイルと薄鋼板を分別し再資源化す

る計画である。 

 

         

 薄鋼板へ点字タイル貼り付け       設置状況 

 
 

先端翼付鋼管杭回転貫入 

低空頭杭打ち機 

削孔時の安定液の使用なし

無排土による施工 
（作業環境の改善） 

点字タイル：貼付タイプ 
 （再生樹脂製品） 

薄鋼板：t=0.5mm 

ビス止めにより設置
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９０１Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 生活協同組合コープさっぽろ 

所在地 

 北海道札幌市 

受賞テーマ 

 コープさっぽろの静脈物流を活用した資源物回収と自社エコセンターでのリサイクルによる廃棄

物削減 

 
同組合は北海道内で 109 店舗による店舗事業と、道内 30 万人宅へ商品を届ける「宅配システムトドック」の宅配事

業を行なっている。 

同組合では環境負荷低減の取り組み（二酸化炭素排出の抑制対策）として、エコセンター、エコ店舗の建設を行な

ってきた。 

エコセンターは 2008 年に江別市に建設し稼動開始した。 

2013 年には、店舗や組合員から資源としてダンボール（約 16,000ｔ/年）、週刊トドック（7,427t/年）、廃食油（699t/

年）など年間 26,398ｔの回収を行なった。 

 

 回収にあたっては効率化、環境負荷への対策として、全道を網羅する自社物流網の「戻り便」を活用している。 

また、エコセンターで回収した資源物は施設内で加工を行ったのち専門業者に販売しているが、新聞紙や週刊トド

ック（宅配で使用しているカタログ）などはトイレットペーパーとして再生して販売している他、廃食油は協力企業

によって BDF 燃料に精製され、宅配システムトドックの配送車両燃料として 300 台の車両を走行させている。(300 台

の走行はギネスに認定された。) 

廃食油の再利用としては、函館七飯町に建設稼動しているバイオガスプラントで燃料として活用している他、精製

時に出来るグリセリンもバイオガスプラントで利用している。 

 これらのことにより、年間 27,084ｔの廃棄物が削減されたことになる他、環境保全効果として 10,590ｔの二酸化炭

素排出量の削減が行われたことになる。（2013 年度） 

 その他、エコセンター内では環境学習用の部屋を開放しており、同組合の組合員、近隣住民や学生、外部企業など

の施設見学の受け入れを行っている。 
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９０２Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 生活協同組合連合会コープネット事業連合 

所在地 

 埼玉県さいたま市 

受賞テーマ 

 「使用済み容器包装などの資源物の自主的な回収・リサイクル」 

 
同グループ（※１）は、1987 年から牛乳パックの回収を開始し、現在は 8 都県 418 万人の組合員家庭から排出され

る資源物を対象に８品目（※２）を回収リサイクルしている。回収物は分別や「洗う・開く・つぶす」などの品目ご

との回収に係る約束を組合員（消費者）に 

協力してもらうことで、質の良い状態で種類ごとにまとまった形で集められる。店舗や宅配センターで集めた回収

物は、静脈物流（商品を店舗や宅配センターに配送した車両の戻り便）を活用して物流センターに集積され、定期的

にリサイクル事業者に引き渡される。組合員（消費者）の協力を得ながら、分別と回収を効率的に行うことで、容器

包装などの資源物を効率的に継続してリサイクルしている。 

 2010 年には資源物集積の専用施設である同エコセンターを開設した。同センターには１都６県に所在する 159 店舗

と 54 宅配センターからの回収物を集積している（2014 年 4 月現在）。同センターは段ボール圧縮機・ペットボトル減

容機・発泡スチロール減容機・缶プレス機を導入し、回収物を圧縮・減容し、これまでよりも更に効率的にリサイク

ルを推進している。 

同センターには毎年多くの組合員（消費者）が見学に訪れ、分別の大切さやリサイクルの流れを見聞する機会を提

供している。またアジアの生協関係者等、海外からの視察も受けるなど、一般に向けたリサイクルの啓発・普及にも

尽力している。 

 同センターの運営では、障がいを持つ人々にも、就労を学ぶ場として（運営母体は社会福祉法人はーとふる）、メン

バーリサイクル工程のなかで積極的な役割を担ってもらっている。 

 

※１ 同グループは消費者、組合員のくらしへの最大貢献をめざして、同じ理念・ビジョンを掲げるコープのグルー

プで、1都 7県の生協とその事業連合で構成される。 

   会員生協は、コープみらい、いばらきコープ、とちぎコープ、コープぐんま、コープながの、コープにいがた

の６生協。 

※２ 事業系排出物や少量の品目を含めると 13 品目超（食品廃棄物を除く） 

 

 

 
                  リサイクルの取り組み 

 
 

 

リサイクルの流れ 
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９０３Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 静岡県富士市役所 環境部 廃棄物対策課 

所在地 

 静岡県富士市 

受賞テーマ 

 生ごみ減量・堆肥化の原点は、「家庭から出た生ごみは、家庭内で自己処理が基本」 

 
《 生ごみ減量・堆肥化に対する同市の考え方 》 

同市では、「家庭から出された生ごみについては、家庭内で自己処理してもらう」ことを合言葉に、家庭内における

生ごみ減量・堆肥化を推進している。 

 

具体的な取り組みについて 

・地域単位で生ごみ処理を推進する「地域生ごみ処理モデル事業」 

・生ごみ処理に手間をかけたくない家庭向けには「電気式・手動式生ごみ処理機器の補助金制度」 

・家庭菜園等で利用する生ごみ堆肥がほしい家庭向けには「EMぼかし用密閉バケツの無料配布」 

・堆肥をそれほど必要とせず、生ごみ処理に手軽に取り組みたい家庭向けには「富士市オリジナルダンボールコン

ポストの販売」 

これらは、市民の生ごみ処理に対する選択肢を増やす一環として行っている。 

 

《 同市オリジナルダンボールコンポストの開発 》 

 

 

《 「だっくす食（く）ん太くん」普及啓発活動 》 

その1.無料モニター講座の開始 

平成22、23年度は、各1,000世帯の一般家庭を対象に無料モニター講座を開始。 

 

その2.小学校における体験型環境学習 

平成23年度からは小学4年生を対象に体験型の出前講座を実施。 

 

その3．店頭における一般販売の開始 

平成24年5月から、ホームセンターにおいて店頭販売を開始。 

 

その4．他市との広域連携 

平成 25 年 7月から焼津市、三島市、富士宮市と 4市で「ふじのくに ダンボールコンポスト研究会」を旗揚げ。 

 
 

一般家庭向けに対して、ダンボール容器を使用した生ごみ処理方法

を全国自治体で初めて製品化した。 

 

ダンボール箱の形状から胴長短足のダックスフンドをモチーフに、

ネーミングについても生ごみをパクパク食べてくれる意味を込めて

「だっくす食（く）ん太くん」と命名した。 

 

←左写真は、現在販売中の「だっくす食ん太くん NEO」 
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９０４ＡＢ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 青森県庁消費生活協同組合 

 青森県民生活協同組合 

所在地 

 青森県青森市 

受賞テーマ 

 店頭におけるごみ減量・リサイクルの取組と町内会に対するクリーンＢＯＸ設置補助活動 

 
１ ごみ減量・リサイクルの取組 
（１）食用廃油の回収 
平成２２年８月から家庭で発生した食用廃油を回収し、リサイクルしている。

具体的には、家庭で使い終わった食用廃油を５００ｍＬのペットボトルに入れ

て店舗受付へ持参してもらい、持参者にはポイントをサービスしている。 
また、回収した廃油は、家畜用飼料としてリサイクルしている。 

 なお、平成２２年８月から平成２６年３月までの回収実績は約２３，４７２

Ｌとなっている。 
 
（２）古紙の回収 
 平成２２年１０月から駐車場に古紙の回収施設を設置し、家庭から出る古紙を受け入れリサイクルしている。 
 平成２２年１０月から平成２６年３月までの回収実績は約２０７ｔとなっている。 
 
（３）レジ袋有料化によるマイバック・マイバスケット利用の推進 
平成２１年２月に県及び消費者団体等とレジ袋削減推進に関する協定を

締結し、レジ袋無料配布を中止している。レジ袋有料化後の辞退率は次のと

おり。 
※ 計算方法 辞退率＝１－レジ袋販売数／来客数 
※ （レジ袋は１人１枚購入するものと考えた場合） 

 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 
平均辞退率 ８３．９％ ８３．９％ ８５．４％ ８５．２％ ８４．２％ 

 
 また、平成２１年２月から平成２６年３月までのレジ袋削減枚数は３４，０３９，６８６枚となっている。（レジ袋

を無料配布した場合に、客数１人あたり１枚配布とした場合と比較） 
 
 
２ 地域町内会に対するクリーンＢＯＸ（ごみ置き場）の設置補助活動 
  地域社会への貢献活動の一環として、平成１３年から地域町内会に対して

クリーンＢＯＸの設置費用を補助し、地域の環境美化や分別収集を促進して

いる。この活動は日頃から同組合を利用している地域住民や組合員に、剰余

金の一部を還元する意味合いを持っている。 
  平成１３年から平成２６年までの設置補助台数は３５７台となっている。 
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９０５Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 紀の川東洋台浜木綿クラブ資源集団回収グループ 

所在地 

 和歌山県和歌山市 

受賞テーマ 

 協働による資源集団回収で地域を活性化 

 
１ 活動状況 

（１） 資源集団回収グループと制度 

     地域において家庭から排出される資源（アルミ缶・スチール缶・空きビン等ガラス類・古紙・PET ボトル・

布等 以下資源と言う）を和歌山市に登録した資源集団回収グループがまとめ、リサイクル事業者に売却す

るグループで、和歌山市から回収した資源量に応じ報償金が交付される。この制度は平成 22 年度から施行さ

れ和歌山市のモデル事業にもなっている。 

（２） 資源集団回収 

     地域（紀ノ川東洋台の各家庭約 450 世帯 1 中学校）から集積所毎に排出される資源を和歌山市の資源ごみ

回収に代わり、平成 22 年 6 月から資源集団回収グループが「資源の管理」として毎水曜日に回収している。

       機動力：自治会所有の軽トラック、活動要員：10 名、平均年齢：72 才 

（３） 活動頻度 

     資源集団回収は 通年 毎週水曜日 午前 7時～10 時 

        （行政回収と日程を同じにする事で回収品質を保持している） 

（４） 回収した資源の品質向上対策 

    ａ アルミ缶・スチール缶の分別 

      自治会報でアルミ缶とスチール缶は分別して出してほしいと住民に要請しているが、一部混在があり念

押しとして世界最強と称される＜ネンジム磁石＞を活用し分別に努力している。 

    ｂ 古紙・布の雨水対策 

      回収した資源が雨水の影響を受けないよう防水シートで覆い品質低下を防止している。 

    ｃ カセットボンベへの安全対策 

      残ガス容器が混在していないか点検し、あればガス抜きを実施している。 

 

２ 客観的な評価を得るため協働大賞選考に応募 

   資源回収という活動の評価を受けるために「わかやま市民協働大賞」選考に応募し、多くの NPO 法人等応募団

体の中から最優秀と評価され、老人グループでもやれば出来るのだという自信と継続する責任を持つ活動を認識

している。（平成 25 年 1月 「大賞」を受賞） 

 

３ 啓発活動 

   ３Ｒ活動の一部門を担う資源回収は住民の協力とこれに携わるチームの二人三脚により初めて軌道に乗った。

（１） 活動を直接見てもらう 

    ａ 見学を積極的に受け入れる 

       5 自治会の見学問い合わせがあり、和歌山市に徐々に浸透がうかがえるが、回収した資源の一時保管所

に苦慮しているようである。 

    ｂ 取材にも積極的に協力 

       和歌山市の広報誌・地元テレビ局の取材・地方紙の取材等にも積極的に協力 

    ｃ ごみ減量連絡員に自ら名乗り 

       市の施策としてごみ減量推進委員制度があり、グループ全員が自主的に登録 

（２） 自治会広報誌（月例発行）でごみ問題を取り上げ 

（３） 連合自治会を通じ啓発活動を展開 

      連合自治会の各会合で積極的に話題を提供し視野の開拓を行っている。 
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９０６Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 夢の島公園・夢の島熱帯植物館 

所在地 

 東京都江東区 

受賞テーマ 

 ゴミの島から夢の島へ ～ゴミ焼却熱利用でエネルギーを活かし環境保全に向かって 35 年～ 

 
 夢の島は、昭和 32 年（1957 年）から、ごみ埋め立て処分場として利用されていたため、ゴミの島と呼ばれていた。

その後、大規模な緑化が行われ、昭和 53 年（1978 年）に同園が開園、現在では、高木 13,000 本、低木 51,000 本とい

う緑豊かな公園へ生まれ変わっている。受賞者は以下の取組を行っている。 

① 新江東清掃工場から送られるゴミ焼却熱の利用 

 同館では、温室の暖房や館内の冷暖房、給湯などに必要なエネルギーを、地下のパイプを通して、隣接する新

江東清掃工場から送られてくる高温水でまかなっている。ゴミの焼却熱でつくられる高温水は暖房に使用してい

る。一方、冷房は、吸収式冷凍器で高温水のエネルギーを取り出し、冷風を作っている。このような仕組を来館

者に学んでもらうため、説明パネルを設置し、環境教育の普及に努めている。 

② 発生材の利用 

 同園の植栽管理の過程で発生した木材（発生材）は、処分するのではなく、発生材を使用した木工教室を開い

たり、発生材を材料としたオーナメント作りができるコーナーを館内に設置したり、人工物を一切使わず、伐採

木や枯枝を積み上げた簡易の柵（カントリーヘッジ）を園内に数か所設置し、微生物や昆虫など、多くの生き物

の住処となっているような形で再利用している。 

③ おばけかぼちゃの展示 

 同館では、ハロウィンの季節限定で、おばけかぼちゃを展示している。これらのかぼちゃは、毎年、常陸大宮

市で開催されている「おばけかぼちゃコンテスト」に出品されている、処分予定だったかぼちゃを使用している。

④ 除草で発生した発生材について 

同園では、除草で発生した発生材は、処分せず、植物が分解されて、土壌に還元できるような方法をとってい

る。そうすることで、処分にかかるコストを抑えることができる。 

⑤ 展示パネル 

 他施設で不要となったパネルをもらい、植物館側で装飾を施し、新品同様のチラシホルダーとして、駅や同館

内に設置している。 

⑥ 空き缶リサイクル 

 使わなくなった材料を使って、素敵な汽車をつくる工作の過程を楽しんでもらうと同時に、リサイクルへの関

心も高めるイベントを開催している。 

⑦ 発生材を肥料として再利用 

 同館には、発生材などを分解し、肥料にできる機械「マジックバイオくん」が設置されている。この機械を使

用し、植物館内、及び公園内の発生材を、生ゴミと併せて処理を行い、土壌へ還元している。年間、約 1t の発生

材を堆肥化させている。 

⑧ 飲料容器の回収 

 同館、及び同園内で発生するペットボトルは、年間約 800kg にのぼり、随時回収を行っている。 

⑨ ペットボトルキャップの回収 

 同館内各所にペットボトルキャップの回収ボックスを設置し、来館者にも協力してもらい、キャップの回収を

行っている。これまで、約 110kg のキャップを回収し、「世界の子どもにワクチンを 日本委員会」に寄付してい

る。 

⑩ ダンボールクラフト 

 ダンボールでクラフト恐竜をつくる教室を通じて、物をつくる楽しさや、物を再利用する大切さを伝えている。

⑪ 環境関連のイベント開催 

   同館では、年に 1 回、環境啓発イベントである「ベアフットフェスティバル」を開催している。同フェスティ

バルでは、「もったいない市」を開催し、家庭で必要のなくなったものを、リサイクルという意味を込めて、様々

な人から集めた物品を販売している。 
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９０７Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 髙田 晶子 

所在地 

 神奈川県鎌倉市 

受賞テーマ 

 人生を振り返る。“美しい鎌倉の環境を守りたい”という信念。 

その一筋の道を歩いて来た我人生の軌跡。地域問題の課題解決と果てしなく続く 3Ｒ活動 

 
鎌倉市は首都圏近郊の魅力ある観光都市で、四季折々一年を通して観光客が絶えない。それ故に他市にない環境問

題を抱えている。人口わずか 17 万 4千人の町に訪れる観光客は年間で約 2千万人。市民 1人当たり 115 人分の観光客

のごみ処理費を担っている。観光客がもたらす膨大なごみを減らすためには観光客の協力が不可欠であり、その施策

は美しい鎌倉のまちづくりにも深く関わっている。 

 こうした中、同氏は以下のような様々な活動を行っている。 

 

＜2つの視点からの 3Ｒ推進のための活動＞ 

鎌倉市のごみ対策は、観光ごみと生活ごみの両輪で捉える必要があると実感し、43 年間のごみ対策と 3Ｒ推進への

取組を継続している。 

 

① 観光ごみ 

1980 年代には、飲料缶のプルタブ散乱抑止のため、ステイオン・タブへの転換、自動販売機脇回収容器の設置を飲

料全メーカーに対して要望し、異例の早さで実現した。 

1990 年代には、週末の観光客の混合ごみが、くず籠に溢れかえる状況を改善するため、駅前に「分別して入れたく

なるようなゴミ箱」の設置を要請。大型で「紙類・缶びん・燃やすごみ」の 3 分別式で、生活ごみが混入しないよう

小さい投入口にするようデザイン提言し、実現した。同時にバス会社、タクシー、JR の担当者懇談会を実現し、車内

アナウンスでの啓発や、タクシー乗り場の清掃等の協力を要請し、すべて実現した。 

1999 年からは鎌倉花火大会のごみ問題に対し、市、観光協会等を集めて懇談会を開催し、駅前から花火会場までに

5カ所のゴミステーションを設置するよう提案。ボランティアを動員して、花火前には会場へ向かう観光客にゴミ袋の

配布を行いながら分別を呼びかける啓発を、花火後には、「缶、びん、PET、燃やすごみ」の分別容器を通りに配備し、

徹底した分別回収を実現。以後、継続してステーション回収は実施されている。 

 

② 生活ごみ 

1970 年代、市民モニターに参加し、生活ごみに含まれる資源物の再生利用を推進するため、集団回収の先進事例を

対象に調査を実施。「市民の手でリサイクルを進めよう」（冊子）にまとめて配布し、資源の再生利用を推進した。 

1990 年代終わりには、「リサイクル法」に対応して鎌倉市が開設した「笛田リサイクルセンター」の準備に関わり、

開設して以降も「鎌倉リサイクル推進会議」の代表として 10 年に亘り、リサイクル講座、古着・古本交換会等を開催。

市内外の小中学校のリサイクル講座や体験学習なども随時実施している。 

2011 年からは「鎌倉のごみ減量をすすめる会」の代表として、自治会の集会などで「ごみ減量啓発キャラバン」と

称し生ごみ処理機のデモンストレーションを行ない、家庭の生ごみ自家処理を推進している。 

 

他にも、1988 年に発足した「鎌倉を美しくする会」のリーダーとして活動した他、一般社団法人かまくら認知症ネ

ットワークや鎌倉学園との「かまくら磨き」活動、市民モニターの会の活動(1975 年～1985 年)、鎌倉市民生活会議に

よるアルミ缶リサイクルとキャンペーン(1980年～1987年)など、広範囲にわたる活動にて中心的な役割を担っている。
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９０８Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 美幌消費者協会 

所在地 

 北海道美幌町 

受賞テーマ 

 マイバック持参（ノーレジ袋）運動とリメイク教室で環境に優しさを！ 

 
  同協会は平成 4年 4月、賢い消費者になりトラブルを防止して、消費生活の安定向上を目指す会員 83 名で設立。

発足当時は他協会の取り組みを学ぶことから始まった。初回の「暮らしの講座」では、北海道消費者協会の講師か

ら「環境に優しい暮らし方」のテーマで講演を聞いた。そこで知り得た合成洗剤や食品添加物による人体への影響

や安全性について等、新たな情報の発信と啓発に努めてきた。 

  平成 6年頃から取り組んできたリングプル回収運動をさらに強化し、平成 20 年 3月には長年の目標だった車イス

と交換。協会を訪れる相談者等に利用されている。通年事業として、不用品や古布の回収とリサイクルを進めてい

る。リサイクル品は毎年開催される消費生活展や美幌町女性のつどい、ふれあい広場などで展示し、リサイクルの

手法やノウハウについての知識を一般町民に伝えている。随時、講習会を開催し要望があれば出前講座にも出向き、

この取り組みは現在も続いている。 

 

１）マイバック持参（ノーレジ袋）運動  

  マイバックを持参することは、ゴミの発生の抑制や限りある資源の有効利用、二酸化炭素排出量の削減につなが

り、環境に与える負荷を軽減する有効な手段として、平成 12 年から会報紙「すずらん」を通じて啓発。平成 13 年 8

月に協会会員が買い物袋使用のモニターになり、レジ袋削減にむけて平成 20 年 9 月 29 日に、美幌町と町内の大型

スーパー3店舗、そして消費者協会の 3者が「レジ袋有料化協定」を結んだ。現在は、買い物にマイバックを持参す

る者がほとんどである。 

２）マイバック作り講習会の取組  

平成 12 年の「消費生活展」及び「女性のつどい」から毎年、啓発活動を行っている。会員や一般町民から提供さ

れた傘で「古傘がマイバックに変新（身）！」をキャッチフレーズに年数回、マイバックの作り方教室を開催。要

望に応え地域に出かけての講習会も行っている。 

３）牛乳パック・ペットボトル回収運動とリサイクル講習会  

美幌町では平成 8 年 9 月から資源ゴミの回収が始まり、会員個々に牛乳パックやペットボトルの回収に協力して

きた。平成 14 年から協会では牛乳パック資源の再利用活動として「スツール」作りを始める。平成 21 年 4 月、素

材として軽くて丈夫なペットボトルの再使用を提案。消費生活展で展示し作り方のノウハウを伝え年数回、講習会

や出前講座を行っている。 

４）古衣料の回収活動とリメイク教室  

  平成 15 年 4月から「もったいない、リメイクしてもう一度使おう！」をテーマに、家庭のタンスで眠ったままの

着物類や帯、不用になったジーンズやネクタイなどの衣類を随時、協会の事務所にて回収し手作り講習会を実施。

こもの（ティッシュケース・ミニポーチ・布草履・おしゃれネックレスなど）から洋栽（エプロン・ブラウス・ベ

ストスーツ・フード付きパーカー等）・和裁（二部式きもの）にいたるまで会員の創意工夫を楽しみながら、古衣料

の大切さを実感しつつ年数回、講習会や出前講座で貴重な資源の再活用に取り組んでいる。 

 
二部式きものに直しましょう！       革コートがバッグやポーチに！    ペットボトル使用のいす 
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９０９Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 鹿島・清水・西松・佐藤・飛島・竹中土木・若築・橋本・遠藤 

 特定共同企業体 

所在地 

 宮城県石巻市 

受賞テーマ 

 「世界最大級の廃棄物処理施設による災害廃棄物の再資源化を目指して」 

   -200 万 t 以上の再資源化物の完全活用と処理困難物への挑戦- 

 

【事業場所】石巻市・東松島市・女川町 

【事業概要】石巻市、東松島市、女川町の二市一町（石巻ブロック）から宮城県に事務委託された災害廃棄物約 232

万 t と津波堆積物約 71 万 t の処理業務を同特定共同企業体が受託した（数量は最終実績値）。平成 23 年 10 月から

災害廃棄物処理施設の建設を進め、平成 24 年 5月から処理を開始し、平成 26 年 1月に焼却処理を完了、3月に場外

搬出を含めた全ての処理を完了した。 

 

１．一次仮置き場からの廃棄物運搬 

 災害廃棄物、津波堆積物が仮置きされた一次仮置き場は石巻市内だけでも 25 カ所に及び、二次仮置き場への運搬は

陸上輸送に加えて船舶による海上運搬を実施した。 

 

２．二次仮置き場での処理 

二次仮置き場での処理フローと施設配置概要を下図に示す。処理フローは混合廃棄物を破砕選別、可燃物を焼却す

る系と津波堆積物を改質、洗浄・不溶化する系とに大きく分かれる。処理能力約 1,600t/日（5炉）の焼却炉など、世

界的にも類を見ない規模の処理設備である。 

 

     処理フロー                       二次仮置き場の施設配置 

 

３．再資源化物の利用 

 土木資材は、石巻市内工事においてサンドコンパクションパイル工法用材料（洗浄砂）に使用された。また、二次

仮置場に隣接する、約 9 万 m2の湾内海面に埋立資材としても多く利用された。元々ふ頭用地に整備計画されていた場

所を、平成 23 年に災害廃棄物由来の再生資材も埋立てられるように品目を追加変更し、平成 25 年 2 月より埋立を開

始、平成 26 年 3月に再生された土木資材による埋立が完了した。（港湾埋立 累計約 123 万 t、89 万 m3） 

 これら再資源化の取り組み拡大により、国内最大の災害廃棄物が発生した石巻ブロックにおいて約 246 万 t の再生

利用が完了した。この規模は世界的にも類をみないものである。 

 

 

高含水津波堆積物 

処理設備 不溶化 
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910A 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 大成・熊谷・山長・新光・カネナカ・アシスト特定業務共同企業体 

釜石市災害廃棄物処理事業（混合廃棄物処理） 

所在地 

 岩手県釜石市 

受賞テーマ 

 災害廃棄物を復興資材へ ～ 釜石における災害廃棄物の３Ｒ ～ 

 

2011年 3月11日に発生した東日本大震災において、釜石市全体で約94.4

万トンの災害廃棄物が発生した。本事業は、釜石市の災害廃棄物のうち、

混合廃棄物の中間処理と最終処分を行う事業である。 

地震と津波によって発生した災害廃棄物は、建物、樹木、漁具、危険物

等、多品目の廃棄物と津波堆積土砂が混合状態になっており、分別や再利

用が非常に難しい。一方、災害廃棄物の迅速な処理、撤去、復興への再利

用は、被災地の早期復興のための命題となっている。 

そこで、本事業では、以下の 3R 活動に取り組んだ。 

１．不燃物の再資源化による最終処分量削減（リデュース） 

本事業では、処理を迅速かつ高精度に行うために大型シュレッダー（100

トン/h）による粗破砕を行い、廃棄物の大きさを 30cm 以下のサイズに切り

揃えた上で選別を行った。選別された不燃物のうち、20mm 以下の選別品と

コンクリート片、瓦、煉瓦、自然石等は混合し、品質を確認した上で地元

の復興資材として再資源化した。また、その他の不燃物の一部はセメント

製造工場にリサイクル原料として搬出した。 

この結果、最終処分場に搬出する不燃物を約 13.2 万トン削減することが

できた（削減率 72％）。 

２．既設プラントの再利用（リユース） 

災害廃棄物や津波堆積物の処理方針を決めるための試行工事や、本事業

で実施した津波堆積物処理の実証実験において使用された、処理設備や濁

水処理設備が場内に存置されていた。そこで、これら設備の中から、回転

式破砕混合機や材料投入機などの 6つの設備を再利用して活用した。 

３．津波堆積土砂の再資源化（リサイクル） 

処理した災害廃棄物の 21.1%を占めた津波堆積土砂の一部は、廃棄物表

面に泥状に付着しているため、廃棄物と津波堆積土砂とを選別することが

困難であった。そこで津波堆積物に製鉄副産物である製鋼スラグを原料と

する改質材（カルシア改質材）を添加し、回転式破砕混合機で改質処理を行う「カルスピン工法（建技審証第 1305 号）」

を採用して津波堆積土砂と廃棄物との選別を行った。これにより、選別効率が向上し、他工区分も含めて約 22 万トン

の津波堆積土砂を選別処理することができた。また、改質による強度増加等により岩手県復興資材活用マニュアルに

記載されている「分別土 B 種」として、約 25.1 万トンを再資源化できた。 

４．手選別の最終チェックによる選別精度の向上 

選別施設を 2 ライン導入した事で災害廃棄物の処理能力は 700 トン/日と向上したが、廃棄物からのリサイクル品の

回収率と回収したリサイクル品の品質を向上させるためには、最終的に目視による確認が不可欠である。本事業では、

選別施設の最終工程に手選別ラインを追加し、回収率及び品質の向上を図った。 

 

 

 

処理対象の混合廃棄物 

大型シュレッダー 

カルスピン工法による改質状況 
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９１１Ａ 

会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

 公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団 

所在地 

 東京都千代田区 

受賞テーマ 

 講習会開催による建設副産物のリサイクル、適正処理の推進 

 
【講習会の概要】 

・同財団では、末端の小規模な建設現場従事者を含め、広く建設工事に従事する人々を対

象に、建設副産物（建設廃棄物及び建設発生土）のリサイクル、適正処理推進のための

啓発活動として、「産業廃棄物・汚染土壌排出管理者講習会」を平成 24 年 3月から毎月

開催している。また、受講者の要望に応じて出張講習も随時実施している。 

・また、今年度（平成 26 年 4 月）より、従来の講習会を建設廃棄物を主な対象とした「産

業廃棄物コース」とし、新たに、建設発生土を主な対象とした「残土・汚染土コース」

を開催している。 

 

 

 

講習会リーフレット（表面）

【末端の小規模な建設現場従事者に対する啓発教育への取組み】 

・本講習会は、建設副産物のリサイクル・適正処理の推進に資するため、（一財）先端建設技術センターと共同で実施

した「建設廃棄物等のリサイクル・適正処理の推進に関する勉強会」の調査研究結果を受けて、実施しているもの

であり、同勉強会の調査研究結果は以下のとおりである。 

＜不適正処理発生の背景等＞ 

・近年の建設系廃棄物の不適正処理は、建設業界の末端の下請業者や工務店、一人親方が関係した小規模なものが目

立つ。 

・大手、中堅の建設業者やハウスメーカーは、各県の建設業協会等の組織を通じて、リサイクル推進のためのルール、

法制度等の情報を得ているが、組織に加入していない工務店、一人親方等の末端の業者は、全くと言って良いほど

これらの情報を得る機会がない。 

・したがって、末端の建設業者への法制度の周知・広報活動が不可欠である。 

 

 

【小規模な建設現場従事者に対する講習実績】 

・活動の詳細内容に記載するとおり、小規模な建設業者等を対象とした出張講習を 29 回実施し、815 名が受講した。

また、定期講習を 26 回実施し、385 名が受講している。（総計 55 回、1,200 名） 

・出張講習において、小規模な建設業者のみに限定したアンケート調査を行い、その調査結果をとりまとめて、昨年、

資源循環学会研究発表会（第 24 回）において発表した。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
      出張講習（建設業者の会議室）       調査結果の発表状況（資源循環学会研究発表会（第 24 回））
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受賞者名索引（賞の種類別・五十音順） 

 
 

※連名による受賞者は、五十音順に別々に掲載しています。

内閣総理大臣賞 

 宝酒造株式会社 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

  

  

文部科学大臣賞 

 一般社団法人神奈川県建設業協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

 神奈川県立神奈川工業高等学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6

   

農林水産大臣賞 

 株式会社伊藤園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

 株式会社ウオロク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

 カゴメ株式会社 富士見工場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  9

 凸版印刷株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  8

 日本製紙株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  8

   

経済産業大臣賞 

 住友電気工業株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

 フジ化成工業株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
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リデュース・リユース・リサイクル推進協議会

【リデュース・リユース・リサイクルキャンペーンマークについて】
リデュース・リユース・リサイクルキャンペーンマーク（以下、キャンペーンマーク）は、
３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の趣旨をわかりやすくイメージすることにより、
３Ｒ活動をより親しみやすいものとし、より多くの方々の積極的な参加と協力を呼びか
けることを目的につくられたシンボルマークです。

＜デザイン・コンセプト＞
英語の R（Reduce・Reuse・Recycle）をモチーフとした、３つの図形が一歩を踏み出し、
前進する様を表現しています。３つの色はそれぞれ[オレンジ → 人間] [グリーン → 大地] 
[ ブルー → 空 ] を表現しています。

  リデュース・リユース・リサイクル（3R） 
キャンペーンマーク使用の手引き

リデュース・リユース・リサイクル推進協議会
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  リデュース・リユース・リサイクル（3R） 
キャンペーンマーク使用の手引き
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例：商業的利用　　　 例：３Ｒに関する認定を得ていると誤解を招く

例：特定の製品が環境等に配慮していると誤解を招く　

例：無許可の中古品・資源回収

キャンペーンマークの趣旨と異なる目的にご使用することはできません。

　1）商業的利用
　2）３Ｒに関する何らかの保証や認定を得ていると誤解を招くおそれがある使用方法
　3）特定の製品が環境等に配慮していると誤解を招くおそれがある使用方法
　4）法令又は公序良俗に反するおそれのある使用方法

なお、このキャンペーンマークは、日本において商標登録されています。

¥1,000

地球球にに優優しい再生ププララ製品

ここの○○はは
リササイイクル可能な製品品でです

ダイイオオキキシンを発発生生すする
塩塩素素を使っていませせんん

2

2．キャンペーンマークを使用できないケース

例：ホームページ

例：看板、3Ｒ活動スタッフジャンパー

例：冊子、チラシ、名刺

ごみの量を減らそう ● 繰り返し使おう ● 資源として活かそう

第１回 地域環境を考える会
開催日時：平成００年００月００日００：００～
開催場所：○○県○○○センター
主催：社団法人○○県○○協会

○○○○○フォーラム
～リサイクルで住み良い地域～

主催：社団法人○○県○○協会 後援：○○県

ごみの量を減らそう ● 繰り返し使おう ● 資源として活かそう

3Rを推進しよう！

キャンペーンマークは、以下のような内容において、３Ｒ活動への参加・協力の呼びかけをす
ることにご使用いただけます。

　1）冊子、チラシ、名刺等の配布物
　2）３Ｒ推進活動やイベントにおけるポスターや看板等の掲示物、造作物
　3）ホームページ等の電子メディア

３Ｒに関する実践活動やＰＲ・キャンペーン活動にぜひご使用ください。
また、当協議会の表彰等を受賞した際には、その受賞広報活動等と合わせて３Ｒ活動への参加
の呼びかけをするのにご使用ください。

キャンペーンマークは、上記の呼びかけ以外の目的では使用できませんが、例外として、３Ｒ
の啓蒙活動（３Ｒの紹介、教育）において、３Ｒ推進のシンボルマークの紹介としてキャンペー
ンマークを掲載することは可能です。ただし、この場合はマークの説明として「３Ｒ推進のキャ
ンペーンマーク」であることを明記してください。

○○○地区
みんなのリサイクル読本

○○県○○協会

１月号

◯×株式会社
△□事業部

3R を推進しよう！

◯  □　 △  ×

TEL 03-1234-5678

1

1．キャンペーンマークを使用できるケース
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例：指定色以外を使うことはできません

例：白黒の場合の例。白又は黒以外の色にしたり、マークが見づらくしたりすることはできません

例：マークを変形、改造、一部削除などすることはできません

指定のカラーシステム以外の色を
使用してはいけない

カラーシステム色を正しい位置に
使用しなくてはいけない

スミ以外の色を
使用してはいけない

マークが見づらくなる様な
背景色・地紋を使用してはいけないスミベタ 白ヌキ

［正］ ［認められない例］

［認められない例］［認められる例］

［認められない例］

4．３Ｒを呼びかけるキャッチコピーの例

　経済産業省

　　　「限りある地球の資源を大切に！」

　リデュース・リユース・リサイクル推進協議会

　　　「ごみの量を減らそう　繰り返し使おう　資源として活かそう」

4

●カラーシステム

●不可侵領域

　b = a ×1/5

　b = a ×1/3

1）カラーで使用する場合は、必ず指定色を使ってください。（「カラーシステム」参照）

2）やむを得ず単色使用する場合は、スミベタ又は白抜きにしてください。

3）マークの形状は、変形したり、付随する文字を削除・変更したりしないでください。

4）マークの上下左右にキャッチコピーを置くことが可能です。
ただし、内容は３Ｒ活動への参加と協力を呼びかけるものに限ります。「ごみの量を減ら
そう」や「３Ｒを実施しよう」のように、「皆で～しよう」と呼びかけるものにしてください。
「私たちは～しています」「当社は～しています」のように、内容を発信者に限定的にする
ようなキャッチコピーにしないでください。

5）キャンペーンマークの上下左右にスペースを空けてください。スペースは、キャンペーン
マーク（含むキャッチコピー）の幅の５分の１を空けてください。
キャッチコピーをキャンペーンマークの横に置くなど、幅が広い場合は、キャンペーンマー
クの高さの３分の１を空けてください。（「不可侵領域」参照）

6）マークの下地は、基本的に白または色の薄い無地にしてください。下地が柄、あるいは、
色が濃い場合など、マークの判別が困難になる場合は、マークとその周辺を白地にしてご
使用ください。

※やむを得ず単色使用する際は、スミベタまたは白抜き表現可能

3

3．キャンペーンマークの使用上の注意（デザイン・ガイドライン）
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（使用申請書記入例）

平成 x x 年 x x 月 x x 日 

リデュース・リユース・リサイクル推進協議会　御中

○×○× 株式会社

「リデュース・リユース・リサイクルキャンペーンマーク」使用申請書

「リデュース・リユース・リサイクルキャンペーンマーク」を下記により使用したいので、
申請します。

記
１．使用目的
　　社内のゼロエミッション活動のシンボルマークとして使用する。

２．使用方法
　　・社内掲示用ポスター　１０枚
　　・社内報ゼロエミッション特集号　１００部

３．使用期間
　　平成ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日　～　平成ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日

４．添付書類
（３Ｒキャンペーンマークの使用方法が分かるような使用部分のイメージ図、原稿等を添付してください。）

　　・ポスター案
　　・社内報該当ページ抜粋

５．連絡先
（郵便番号、住所、機関名・会社名等、担当者連絡先、電話、ＦＡＸ、Ｅメールを記入してください。）

〒101-0044  東京都千代田区鍛冶町 x 丁目 x 番 x 号
○×○× 株式会社　ＣＳＲ本部環境室　　○ × △ □
電話： 03－5209－xxxx　　FAX： 03－5209－xxxx　　
E メール : ○×@xxxxx.co.jp

5

1）協議会事務局宛に、使用申請書を提出してください。
使用申請書と一緒に、キャンペーンマークの使用方法が分かるような使用部分のイメージ
図、原稿等を添付してください。

2）協議会にて提出された使用申請書と添付資料の内容を確認の上、問題がなければ使用許諾
書をお送りします。

3）「キャンペーンマークの使用上の注意（デザイン・ガイドライン）」を順守し、キャンペー
ンマークの使用を開始してください。

4）使用する制作物等が完成しましたら、キャンペーンマークを使用している部分の現物１点
または現物の写真を協議会事務局へ提出してください。ホームページ等の場合、掲載場所
をお知らせください。その他、具体的な提出内容は、使用許諾書に記述します。
なお、ご提出いただいた現物の写真等は、協議会ホームページ等で紹介することがありま
すので、あらかじめご了承ください。

＊省庁又は地方公共団体が行う３Ｒ活動での使用については申請が不要ですが、4）の完成し
た製作物のご提出をお願いします。省庁又は地方公共団体から、直接、委託等を受けて実
施する事業（事業の主体が省庁又は地方公共団体である）も、これに準ずるものとします。

●使用申請書の提出先

　      リデュース・リユース・リサイクル推進協議会事務局

　　　　　　　　　　　　　　　  ３Ｒキャンペーンマーク係

　〒101-0044　

　東京都千代田区鍛冶町二丁目 2 番 1 号　三井住友銀行神田駅前ビル　

　一般社団法人産業環境管理協会　資源・リサイクル促進センター

　電話： 0 3 －5 2 0 9 －7 7 0 4　　　  FAX： 0 3 －5 2 0 9 －7 7 1 7

5．使用の手続き
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（使用申請書記入例）

平成 x x 年 x x 月 x x 日 

リデュース・リユース・リサイクル推進協議会　御中

○×○× 株式会社

「リデュース・リユース・リサイクルキャンペーンマーク」使用申請書

「リデュース・リユース・リサイクルキャンペーンマーク」を下記により使用したいので、
申請します。

記
１．使用目的
　　社内のゼロエミッション活動のシンボルマークとして使用する。

２．使用方法
　　・社内掲示用ポスター　１０枚
　　・社内報ゼロエミッション特集号　１００部

３．使用期間
　　平成ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日　～　平成ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日

４．添付書類
（３Ｒキャンペーンマークの使用方法が分かるような使用部分のイメージ図、原稿等を添付してください。）

　　・ポスター案
　　・社内報該当ページ抜粋

５．連絡先
（郵便番号、住所、機関名・会社名等、担当者連絡先、電話、ＦＡＸ、Ｅメールを記入してください。）

〒101-0044  東京都千代田区鍛冶町 x 丁目 x 番 x 号
○×○× 株式会社　ＣＳＲ本部環境室　　○ × △ □
電話： 03－5209－xxxx　　FAX： 03－5209－xxxx　　
E メール : ○×@xxxxx.co.jp

5

1）協議会事務局宛に、使用申請書を提出してください。
使用申請書と一緒に、キャンペーンマークの使用方法が分かるような使用部分のイメージ
図、原稿等を添付してください。

2）協議会にて提出された使用申請書と添付資料の内容を確認の上、問題がなければ使用許諾
書をお送りします。

3）「キャンペーンマークの使用上の注意（デザイン・ガイドライン）」を順守し、キャンペー
ンマークの使用を開始してください。

4）使用する制作物等が完成しましたら、キャンペーンマークを使用している部分の現物１点
または現物の写真を協議会事務局へ提出してください。ホームページ等の場合、掲載場所
をお知らせください。その他、具体的な提出内容は、使用許諾書に記述します。
なお、ご提出いただいた現物の写真等は、協議会ホームページ等で紹介することがありま
すので、あらかじめご了承ください。

＊省庁又は地方公共団体が行う３Ｒ活動での使用については申請が不要ですが、4）の完成し
た製作物のご提出をお願いします。省庁又は地方公共団体から、直接、委託等を受けて実
施する事業（事業の主体が省庁又は地方公共団体である）も、これに準ずるものとします。

●使用申請書の提出先

　      リデュース・リユース・リサイクル推進協議会事務局

　　　　　　　　　　　　　　　  ３Ｒキャンペーンマーク係

　〒101-0044　

　東京都千代田区鍛冶町二丁目 2 番 1 号　三井住友銀行神田駅前ビル　

　一般社団法人産業環境管理協会　資源・リサイクル促進センター

　電話： 0 3 －5 2 0 9 －7 7 0 4　　　  FAX： 0 3 －5 2 0 9 －7 7 1 7

5．使用の手続き
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