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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・リサイクル推進協議会は
行政・消費者・産業界等が連携してリサイクルを推進することを目的として、平成３年９月に「リサイクル推進協議会」の名称で
設立されました。平成１４年６月に、これからの資源・廃棄物問題に対処するにはリサイクルのみならず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）を通じた循環型社会の構築が必要であることを踏まえ、
「リデュース・リユース・リ
サイクル推進協議会」と改称し、３Ｒ推進のための啓発・普及活動を実施しています。

■会

長

■ 会員団体

慶應義塾大学 経済学部教授 細田衛士
（五十音順 平成２７年９月現在）

アルミ缶リサイクル協会
NPO 法人 RUM アライアンス
板硝子協会
一般財団法人エンジニアリング協会
塩ビ工業・環境協会
一般財団法人家電製品協会
ガラス再資源化協議会
ガラスびん３Ｒ促進協議会
公益社団法人関西経済連合会
一般財団法人休暇村協会
公益社団法人経済同友会
建設副産物リサイクル広報推進会議
公益財団法人古紙再生促進センター
一般社団法人産業環境管理協会
敷物協議会
主婦連合会
酒類業中央団体連絡協議会
一般財団法人消費科学センター
スチール缶リサイクル協会
石油化学工業協会
石油連盟
一般社団法人セメント協会
全国オイルリサイクル協同組合
全国牛乳パックの再利用を考える連絡会
全国漁業協同組合連合会

一般社団法人全国建設業協会
全国商工会連合会
一般社団法人全国清涼飲料工業会
全国地域婦人団体連絡協議会
電気事業連合会
一般社団法人電子情報技術産業協会
一般社団法人電池工業会
一般社団法人日本アスファルト合材協会
一般社団法人日本アルミニウム協会
一般社団法人日本印刷産業機械工業会
一般社団法人日本化学工業協会
日本化学繊維協会
一般社団法人日本ガス協会
公益社団法人日本缶詰びん詰レトルト食品協会
一般社団法人日本経済団体連合会
一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会
一般社団法人日本建設業連合会
日本鉱業協会
一般社団法人日本ゴム工業会
日本再生資源事業協同組合連合会
一般社団法人日本産業機械工業会
一般社団法人日本自動車工業会
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
一般社団法人日本自動車部品工業会
日本自動車輸入組合

日本酒造組合中央会
日本商工会議所
一般財団法人日本消費者協会
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・相談員協会
日本醤油協会
日本蒸留酒酒造組合
一般社団法人日本寝具寝装品協会
日本生活協同組合連合会
日本製薬団体連合会
日本繊維板工業会
一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会
一般社団法人日本鉄源協会
一般社団法人日本鉄鋼連盟
一般社団法人日本電機工業会
一般社団法人日本道路建設業協会
一般社団法人日本時計協会
一般社団法人日本貿易会
公益社団法人日本包装技術協会
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
日本洋酒酒造組合
一般社団法人日本冷凍空調工業会
ビール酒造組合
一般社団法人プラスチック循環利用協会

■事務局

一般社団法人産業環境管理協会

■ 主な活動

リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰の実施
リデュース・リユース・リサイクルに関する普及・広報の実施
リデュース・リユース・リサイクルに関する相互連絡のための３Ｒ連絡会等の開催

リデュース・リユース・リサイクルキャンペーンマーク
（３Ｒキャンペーンマーク）

■ウェブサイト

http://www.3r-suishinkyogikai.jp/

平成２７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２４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２７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
木村

文彦

法政大学

法政大学理工学部教授 木村文彦氏

他１３名（敬称略）

理工学部教授

大石美奈子

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･相談員協会

角田

主婦連合会

禮子

参与

小澤紀美子

東京学芸大学

小林

治彦

日本商工会議所

斎藤

正一

日経ＢＰ社

細田

衛士

慶應義塾大学

柴﨑

澄哉

国

河村

潤子

文部科学省

生涯学習政策局長

飯田

圭哉

厚生労働省

大臣官房審議官

櫻庭

英悦

農林水産省

食料産業局長

井上

宏司

経済産業省

産業技術環境局長

毛利

信二

国土交通省

総合政策局長

鎌形

浩史

環

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長

税

境

庁

省

名誉教授
産業政策第二部長

環境経営フォーラム事務局長
経済学部教授
長官官房審議官

理事・環境委員長

２．募集及び審査の経緯
本年３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、以下の７５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

経済産業大臣賞

１件

国土交通大臣賞

１０件

リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞

６２件

計

７５件

３．表彰式
日

時 ： 平成２７年１０月２７日（火）

１４時００分～１５時３０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）の受賞者をご覧になれます（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
一般社団法人産業環境管理協会
電話：０３－５２０９－７７０４

三井住友銀行神田駅前ビル

資源・リサイクル促進センター
ＦＡＸ：０３－５２０９－７７１７

平成２７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 ４

文部科学大臣賞 ―――――――――――――――――――――――――――――
２ ６
経済産業大臣賞 ―――――――――――――――――――――――――――――
２ ７
国土交通大臣賞 ―――――――――――――――――――――――――――――
２ ８

リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞 ――――――――――――――２１８

受賞者名索引 ―――――――――――――――――――――――――――――２ ８０

平成 27 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）
1201AB 経 011
受賞者名

株式会社ウジエスーパー

内
内閣
閣総
総理
理大
大臣
臣賞
賞
「「「事
野
分
等
体
団
共
公
方
地
所
業
事
野
分野
等」」」分
体等
団体
共団
公共
方公
地方
所・・・地
業所
事業

株式会社ウジエクリーンサービス
所在地

宮城県登米市
受賞テーマ

『エコーガニック

with ノーマライゼーション』

食品スーパーが提案する環境ループ事業

受賞者（ウジエスーパー）は、日本有数の米どころ登米市に本拠地を置き宮城県内に 30 店舗を展開する、地産地消
を積極的に取り組んでいる地域密着型の食品スーパーである。同社の障がい者特例子会社として、平成 18 年 3 月に設
立したのが受賞者（ウジエクリーンサービス）である。
スーパーでは毎日大量の廃棄物が発生するが、野菜や果物などをクリーンサービスで有機質肥料にしている。地元
の農家・醸造会社と連携して、この肥料を使用した米を作り、さらにその米で作った高品質の味噌を作るなど、廃棄
物を付加価値のより高いものに変える食品リサイクル・ループを構築している。リサイクル・ループは、再生利用事
業計画の大臣認定を受けており、食品リサイクル率は 65.2%（平成 25 年度）を達成している。

作られた米や味噌は、受賞者が全量買い取り、それらを自らプライベートブランド商品として販売することによっ
て、リサイクル・ループが持続するように取り組んでいる。地域密着型という強みを生かし、地元の会社と一緒に取
り組むことによるリサイクル・ループを通じた地域活性化に貢献し、これらの活動を障がい者と一緒に行うことでノ
ーマライゼーションを推進している。

受賞者は元々、障がい者雇用と共に分別リサイクルに取り組み始め、営業活動を通して排出される廃棄物を少なく
する努力をしていたが、更に環境に優しい廃棄物処理の方法を探していたところ、24 時間で野菜・果物の残さを完熟
発酵させて有機質肥料をつくる装置があることを知った。この装置の特徴として、作業工程が【生ゴミを入れる】→
【できあがった肥料を取り出す】と簡素化されていて、障がい者でも作業が可能であった。この装置を取得し、つく
った有機質肥料は、無限にリサイクルができるようにという想いを込めて『無限』と名づけて商標登録した。

食品残さを収集運搬するパッカー車（左）
、食品残さに異物が混入していないか確認（中）
、有機質肥料『無限』
（右）

この『無限』を使い、豊かな登米耕土の力で、地域と共に米を通した地域おこし・登米のブランド力向上に活かし
たいとの想いから、登米ブランドの構築に精力的であった登米市の市長に相談したところ、地元で代々続いている専
業農家を紹介してもらった。
始めは生産者も化学肥料や農薬の使用を抑えた米づくりに対して心配をしていたが、何度も打ち合わせを行ない、
有機質肥料『無限』を使用した稲作栽培が始まった。
『無限』で作られたお米は、地元登米市の水田で丁寧に作り、登
米が元気になるようにという想いを込め、
「登米」の地名にちなんだ『無限のぼり米』と名づけた。この『無限のぼり
米』は、受賞者が全量買い取り、販売している。
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平成 20 年からは、地元の石越醸造と連携して無限のぼり米を 100％使用した純米吟醸酒を造り、平成 21 年 3 月全店
舗にて限定販売を開始した。このお酒を通して登米に恋して欲しいとの想いを込めて『恋のぼり』と名づけた（期間
限定生産）
。

平成 21 年 12 月からは、同じく地元のヤマカノ醸造と連携して無限のぼり米 100％と登米市中田町産特別栽培大豆を
使用した十割麹味噌『夢のぼり』の仕込みに着手し、販売している。

『無限のぼり米』

『恋のぼり』

『夢のぼり』

また、
『かだっぱり』というプライベートブランドを作った。かだっぱりとは登米の方言で良い意味の“頑固者”の
ことである。有機質肥料『無限』を使用して野菜を栽培・収穫し、それらを全量買い取り、スーパー全店舗にて『無
限かだっぱり』として販売している。

平成 21 年 3 月からは、障がい者自らが田畑を耕して有機質肥料無限を使用し無農薬・無化学肥料にて栽培する『無
限てるてるファーム』を始めた。天日干しの稲作や季節の野菜づくりを行なっている。

平成 26 年からは、東京に本社があるカミツレ研究所からの委託によりカモミールの栽培を開始した。カモミールは、
農薬や化学肥料を使用せず、天日乾燥させている。
他に、レジ袋有料化、販売期限や消費期限の近づいている商品を独自のウジエコシールを貼って値引きのお知らせ、
店舗から排出されるダンボール、紙類、廃食油、魚あら、生肉くず等を分別してリサイクルや飼料化。
また、登米市と連携し廃食油を店頭で回収し障害者施設にて BDF 化する取組を始めている。

カモミール栽培

ウジエコシール
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文部科学大臣賞（１件）
4101A 文 003
受賞者名

学校法人

文
文部
部科
科学
学大
大臣
臣賞
賞
「「「個
野
分
校
学
プ
ー
ル
グ
人
個
野
分野
校」」」分
学校
プ・・・学
ープ
ルー
グル
人・・・グ
個人

関西大学

所在地

兵庫県丹波市
受賞テーマ

地域再生・交流拠点としての空き家リノベーションの実践と住民による空き家活用活動
平成 26 年 7 月 29 日に公表された「平成 25 年住宅・土地統計調査(速報集計結果)」(総務省統計局)によると、平成 5
年には 448 万戸であった空き家数は、その後一貫して増え続け、平成 25 年は 820 万戸、空き家率は 13.5％に達してい
る。
一方で、産業廃棄物に占める建設業関係の廃棄物の割合は高く、放
置しておけば老朽化が進み取り壊され産業廃棄物となる空き家も今後
増加しつづけると考えられる。このような点から空き家の利活用＝空
き家リノベーション(Renovation)を実践することは３Ｒを推進する上
で重要な取り組みであるだけでなく、過疎化や高齢化といった地域が
抱える課題解決に向けた取り組みとしても重要である。
平成 18 年 10 月、兵庫県丹波市青垣町佐治を舞台に実施された日本
建築学会近畿支部設計競技「シナリオ丹波」において、本学建築学科
建築環境デザイン研究室の学生グループによる「地域に増え続ける空

▲地元大工の指導を受ける学生

き家を利活用した大学と地域の協働によるまちづくり」の提案が丹波
市長賞を受賞した。これを受けて、平成 19 年度より本学と丹波市が連
携協定を締結し、「関わり続けるという定住のカタチ」と「21 世紀の
故郷づくり」をテーマに空き家リノベーションを軸とした農山村集落
の地域再生に向けた取り組みが始まった。
受賞者の取り組みは、地元大工の指導による学生主体の空き家改修、
森林資源の豊富な地域特性を活かした地元産材(杉)の使用による空き
家改修、時間をかけながらゆっくりと議論を重ねながら取り組む空き
家改修といった手法を用いながら、空き家単体の改修という目的を越
え、改修プロセスを通じて地域が抱える様々な課題を顕在化し、大学

▲改修に取り組む大学生

と地域の協働による「地域再生・交流拠点としての空き家リノベーシ
ョンの実践」を目的としている。
また、地元主体による継続的な空き家活用を実践するサークル「佐
治倶楽部」を立ち上げ、本学が実際に空き家リノベーションにより改
修した２軒の空き家のうち、
「関西大学佐治スタジオ」を大学（都市・
学生）と地域との交流拠点（授業・ワークキャンプ等）とコミュニテ
ィビジネスの拠点として、
「本町の家」をコニュニティビジネスの拠点、
地域に滞在する拠点ゲストハウスとして、それぞれ運営、活用を実践

▲佐治スタジオの外観

している。
以上のように、空き家リノベーションによる若者と地域への教育効果、地域活性化、健全な次世代型まちづくりへの貢
献をテーマに、大学と地域が協働し、継続的に空き家改修と空き家活用に取り組んでいる。
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平成 27 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

経済産業大臣賞（１件）
7201A 経 001（確定版）
受賞者名

第一パイプ工業株式会社

経
経済
済産
産業
業大
大臣
臣賞
賞
「「「事
野
分
等
体
団
共
公
方
地
所
業
事
野
分野
等」」」分
体等
団体
共団
公共
方公
地方
所・・・地
業所
事業

所在地

神奈川県川崎市
受賞テーマ

電線被覆材等を活用した大型・高強度再生プラスチック製品の製造によるプラスチ
ックの循環
受賞者は、創業より、軽量形鋼、一般構造用鋼管メーカーとして、堅実、着実な成長を続けてきたが、新たな分野
の開拓と循環型社会構築への貢献を目指し、昭和５２年からは再生プラスチック製品の製造を開始。以来３８年間に
亘って再生加工品の製造・販売を行い廃棄物削減や資源循環の啓蒙に取り組んできた。
原料（材料）は１００％廃プラスチックを基本方針として、当初は受賞者の企業グループ内にある故電線解体業の
派生品である電線被覆材（従来は、焼却か廃棄）を主原料としてスタートし、現在は、幅広くＰＥ，ＰＰ（一部塩ビ）
の再生プラスチック原料を購入して多種に亘る成形品を製造している（一部製品ではＥＶＡ（エチレン酢酸ビニル共
重合体）も使用）
。
受賞者の最大の特徴は、プラスチック成形加工への鉄鋼・鋼管メーカーとしての基盤技術の活用にある。プラスチ
ック成形（型込・プレス・押出）には必須の金型設計・製作技術・保守安全技術及び設備を自前にて保有し、顧客へ
の迅速な対応や他社では製造困難な大型製品の製造においても、その重厚長大産業の知見を活かしている。
また、大型製品以外にも、耐荷重が求められる製品、耐摩耗性に優れた製品など、再生プラスチックによる付加価
値の高い製品づくりへのリサイクルを行っている。
主な製品としては、
①木材の代替（各種鉄道標識・山の斜面階段用ステップ・トラック等のタイヤストッパー・車載クレーンの
ジャッキベース等）
②コンクリート製品の代替（鉄道踏切板・上下水道マンホールリング等）
③金属製品代替（重量物や鉄鋼コイルの置台等）
④ゴム製品代替（衝撃ブロック・各種緩衝材等）
があり、鉄道・道路・車両・土木・鉄鋼・造船・電力・物流といった多種多様な事業分野に展開している。この様に
沢山のリサイクル製品群が市場に出回ることが、廃棄物の削減・プラスチックの循環に繋がると考えており、今後も
用途開発に注力し、新規製品の創出にチャレンジしていこうとしている。
また、徹底した循環型社会への貢献を目指して、原料調達のフレコンバックも使用済みを活用し、製品出荷に際し
使用する木材パレットも廃棄品を活用するといったリユースを行い、リデュースとしては、金型の微調整を適時実施
する等にて製造ロスを抑制し、更には発生ロスも再利用することによる社内ロスゼロの活動も実施している。
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平成 27 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

国土交通大臣賞（１０件）
8201A 国 022
受賞者名

株式会社大林組 名古屋支店 日光川水閘門 JV 工事事務所

国
国土
土交
交通
通大
大臣
臣賞
賞
「「「事
野
分
等
体
団
共
公
方
地
所
業
事
野
分野
等」」」分
体等
団体
共団
公共
方公
地方
所・・・地
業所
事業

所在地

愛知県海部郡飛島村
受賞テーマ

水閘門改築工事における建設副産物発生および排出の抑制

受賞者は、現行の水閘門の下流側へ水門および閘門施設(海側と川側の水位差を調整し、船舶の往来を可能とした施
設)を建て替える工事を行っており、従来の仮締切工法ではなく、河床のグラブ浚渫船による床掘り、および基礎鋼管
杭の水上打設後に、工場製作した鋼殻函体のハイブリッドケーソンを浮函えい航、沈設して基礎杭と結合するハイブ
リッドピア工法を採用しており、現地での鉄筋組立および型枠組立・解体の工程を省略している。
また、施工場所の近くに、ラムサール条約登録湿地(藤前干潟)があるため、環境への負荷を極力抑えるよう対策を
講じる必要があった。
Ⅰ. 基礎杭先端根固め工法における建設汚泥発生および排出の抑制
施工途中において、本体基礎の鋼管杭(杭径 1,000mm)のうち、試験杭に選定した 8 本を打設して、衝撃載荷試験によ
って鉛直支持力を確認したところ、全ての杭で極限支持力が 30%前後不足する結果となった。このため、基礎杭の先端
支持力増大対策として、先端根固め工法を採用した。この工法はセメント系硬化材の超高圧噴射により地盤を切削し、
円柱状の改良体を高速施工で造成するジェットグラウト工法である。
採用にあたり、支持力増大の確実性はあるものの、高圧噴
射されたセメント系硬化材は切削された土砂とともに余剰分
が排泥されるが、施工箇所はラムサール条約登録湿地(藤前干
潟)であるため、環境負荷の観点から、無対策で基礎杭下端の
造成を実施することは許されず、ましてや海中部に基礎杭の
杭頭が位置する条件下における工事の実績が乏しく、排泥の
海中漏出などの対策を熟考する必要があった。
そこで、海中に位置する基礎杭杭頭部に現場において製作
した鞘管を搭載し、結合部の止水性を確保することで、海中
内への漏泥を防止して環境負荷を抑制することとした。
実施の結果、無対策であれば海水と混合され、設計以上の
排泥量であることは必至であったが、陸上部における施工と
同様の排泥量に抑制することが可能となった。
Ⅱ. 工場製作による建設副産物発生の抑制
受賞者は躯体の一部を工場にて製作し、海上輸送すること
で現地での工程を省略することができる工法を採用してい
る。このことにより、現場において必然的に発生する建設副

＜海中の杭頭部に蛸管を搭載し漏泥防止＞

産物を抑制し、環境負荷を低減することが可能となった。
Ⅲ.分別の徹底によるリサイクルの推進
建設副産物再利用処理計画書を作成し、毎月 1 回の作業員全員を対象とした環境教育で、３Ｒ活動についての教育
を実施して、分別の徹底やリサイクル推進に努めた。
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8202A 国 030
受賞者名

国
国土
土交
交通
通大
大臣
臣賞
賞
「「「事
野
分
等
体
団
共
公
方
地
所
業
事
野
分野
等」」」分
体等
団体
共団
公共
方公
地方
所・・・地
業所
事業

鹿島・熊谷・五洋特定建設工事共同企業体
中央環状品川線シールドトンネル(北行)工事
五反田出入口工事事務所
所在地

東京都品川区、目黒区
受賞テーマ

工期の短縮を踏まえた廃棄物抑制・排出削減の工夫

首都高速道路中央環状線は、圏央道、外環道とともに構成される「首都圏 3 環状道路」のうち、最も内側を通る自
動車専用道路である。中央環状品川線は、中央環状線の未開通区間（大井～大橋：約 9.4km）を地下トンネル及び高架
構造にて接続する工事である。
受賞者は、山手通り（品川区西五反田）に中央環状品川線の出入口を各 1 箇所開削・非開削工法にて構築する工事
であり、作業場所が道路上（山手通り）であるため、十分な資材・作業ヤードの確保や、道路規制を伴う施工時間の
確保が困難という状況での工事を行った。
そこで、施工を効率化させる（主に工期を短縮するため）ことにより３Ｒ活動に寄与した事例をまとめる。
1．出口半地下部躯体のプレキャスト化による木製型枠および型枠支保工使用量の削減
五反田出口の半地下部擁壁構造を現場打ち躯体から工場製作のプレキャストに変更することで、現地での組立作業
の短縮を図り、工場製作に伴い木製型枠材の使用量を 0 とした。
2．出口ボックス部躯体を鋼製セグメント + 覆工コンクリートに構造を変更し、型枠および型枠支保工使用量を削減
出口ボックス躯体は交差点直下での施工となるため、施工時間、資材の投入スペースに大幅な制約が生じていた。
そのため、躯体を鋼製セグメントに変更し、セントル台車による覆工（防護）コンクリート充填に変更し、型枠およ
び枠支保工をセントル台車 1 台で賄う事ができた。
3．非開削区間のパイプルーフ形状をアーチ型に変更し、鋼製内部支保工数量を削減（新工法の開発）
現場内に 3 箇所設けられた非開削区間は、パイプルーフ工法で計画され、内部支保工

パイプルーフアーチ工法

が必要なため、その架設・撤去もさることながら、掘削、躯体構築においても内部支保

（内部支保工無し）

工の存在が工程にかなり影響することが考えられた。そのためパイプルーフの形状をア
ーチ状とし、内部支保工が不要な形状（パイプルーフアーチ工法）を開発・採用するこ
とで大幅な工程の短縮を図るとともに、内部支保工の鋼材使用量を削減することができ
た。
4．鋼殻切開き区間の躯体に使用する鉄筋を高強度鉄筋に変更し、鉄筋使用量を削減
鋼殻切開き区間（本線合流・分流区間）は、躯体の断面形状が「コ」の字型となり、
壁と底版・頂版を接続する部分に大きな応力がかかるため、太径鉄筋を密に配置する設
計となっていた。しかし鉄筋組立の施工性や、コンクリートの充填性を考慮して高強度鉄筋（SD685）を採用すること
で、鉄筋使用量を大幅に減少させた。
5．躯体褄部（ブロックの継ぎ目）にモルタル製埋設型枠を使用し、木製型枠の使用量を削減
出入口躯体は、ボックス形状及び擁壁形状の躯体をブロック割して構築したが、妻面にモルタル製のパネルを使用
することで脱型の手間を省くとともに隣接ブロックの同時施工も可能とした。これにより褄面の型枠使用量を減少さ
せた。
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8203A 国 053
受賞者名

株式会社竹中工務店

国
国土
土交
交通
通大
大臣
臣賞
賞
「「「事
野
分
等
体
団
共
公
方
地
所
業
事
野
分野
等」」」分
体等
団体
共団
公共
方公
地方
所・・・地
業所
事業

東京本店

住友不動産金町Ⅰ街区作業所

所在地

東京都葛飾区
受賞テーマ

活動推進のための３Ｒ教育の実施による、優先度が高い「リデュース」「リユース」
も含めた質の高いトータル３Ｒ活動の実践
受賞者が行なった大規模な集合住宅の建設工事は、工事に伴い発生する端材等の廃棄物が他の種類の建物と比較し
て多く発生すると言われている。そのため、発生した大量の廃棄物をいかに再資源化し、最終処分量を削減するかは
重要な課題であると考えた。
そこでまず、受賞者は新たな視点での取り組みとして、本来優先度が高いがなかなか建設現場での取り組みが難し
い「リデュース」
「リユース」活動にあえてチャレンジし、バランスのとれた質の高い３Ｒ活動を目指した。「リサイ
クル」についても、掃きごみをふるいで徹底的に分別することや、分別ミスを無くすために分別看板を写真入りにす
る等の工夫を施し、今までよりレベルの高い「リサイクル」活動を徹底して行い、全体的に質の向上を目指した３Ｒ
活動を実践した。
これらの３Ｒ活動は正しい知識と、確実に実践するという堅い意識を、作業所の全員が持つことが重要である。ま
た、この３Ｒ活動は、管理する受賞者（排出事業者）と、実際に分別等活動する作業員、搬出後に処理する中間処理
業者が三位一体となって協力し合うことで、より質の高い３Ｒ活動につながる。そこで、三者のそれぞれの立場・特
性から検討した「分別ツールの製作・活用」や、
「三者合同の分別パトロール」およびパトロールに基づいた「分別教
育」の実施の徹底など３Ｒ教育に力を入れ、３Ｒ活動の基盤づくりを建設工事の作業工程において職種が増えるたび
にこまめに行った。
さらに、これらの活動を他支店でも展開する為、他支店の環境担当者に対し現地で説明会を開催したり、高専学生
を招待し、将来、自分たちの仕事の中で３Ｒ活動が自然にできるように、３Ｒ活動事例の紹介を作業所見学会で行っ
て人材育成を図ったり、またＴＶ出演してリユースの重要性を解説するなど、建設現場という特殊な場での３Ｒ活動
をとおして環境意識の醸成と社会貢献を行った。

【分別手帳の配布】
分別ルールや写真付きの分別表を記載したポケットサイズの手帳を作成し、職長・職員全員に配布し、分別への意
識を促すとともに、分別方法が分からない作業員への教材としても活用した。作業員からもよくわかると好評を得た。
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8204A 国 054
受賞者名

株式会社竹中工務店

国
国土
土交
交通
通大
大臣
臣賞
賞
「「「事
野
分
等
体
団
共
公
方
地
所
業
事
野
分野
等」」」分
体等
団体
共団
公共
方公
地方
所・・・地
業所
事業

名古屋支店

三重大学医学部附属病院外来・診療棟新営その他工事作業所
所在地

三重県津市
受賞テーマ

稼働中の病院に囲まれた建設現場における環境と人に配慮した工法の実施による
３Ｒ活動推進
受賞者は、１期工事「病棟診療棟新営その他工事」に引き続く「三重大学医学部附属病院の建替え工事」の２期工事
である「外来診療棟新営その他工事」を行った。
この新外来診療棟は三重大学のキャンパス内にあり、既設の附属病院本館を西側、新設である病棟診療棟を東側、こ
の２棟を接続する連絡通路を北側にと、三方を既設建物で囲われた中での建設工事となる。このため、工事用資材の搬
出入動線は市街地とキャンパス内を通ることは元より、病院利用者動線・救急車動線等と工事用動線が交錯することか
ら、第三者の通行の安全確保、周辺住民や学内に対する騒音・振動・粉塵を極力抑える等の厳しい制約があった。
これらの条件を考慮し、技術提案書に記載した項目の中で環境配慮の面では「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」
「工事車輌の交通対策と本院利用者の交
通安全確保」
「工事に伴う工事車両等からの CO2 排出抑制」を軸に工事を進めた。
●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
生コン運搬車輌台数を低減し、また南洋材ベニヤ型枠使用量を抑制することで産廃となる木くずの発生抑制と温室効
果ガスの一つである CO2 排出量抑制に貢献、森林保護にも寄与した。
２．鋼製型枠の採用
鋼製型枠
デッキプレート、鋼製型枠の採用により木くず廃棄物の発生を抑制、また運搬
車両台数も低減し、CO2 の発生を抑制した。また、南洋材ベニヤ型枠使用量の抑制
とともに産廃発生量の抑制ができ、南洋材を使用しないことによる森林保護に貢
献した。
３．基礎型枠の合理化
基礎周辺に地盤改良材（セメント）を混入した土壁を形成し、基礎型枠の代用
とした。基礎掘削土の発生抑制をすると共に基礎型枠使用量も低減でき、その結
果、資材搬出入運搬車両台数が低減でき、CO2 排出量の抑制に結び付いた。
●リユース（再利用）
１．解体材の再利用
既設建物解体にて発生したコンクリートガラを移動式破砕機にて適正な粒度に破砕し、耐圧盤下の砕石として再利用
した。副次的な効果として、運搬車両の台数が低減し、CO2 の発生も抑制された。
２．掘削土の再利用
掘削に伴う建設発生土を場内仮置きし、外構路盤材として有効利用した。掘削土の処分と路盤用の土を運搬するダン
プの台数を低減、CO2 排出量削減にもつながった。
３．仮設資材の転用
別発注の三重大学構内建物改修工事に仮設資材（仮囲いフェンス、単管、敷材、仮設照明器具など）を転用し、有効
活用することで資材運搬の効率化を図り、運搬車両の削減と CO2 排出量の削減を行った。
●リサイクル（再資源化）
１．建設廃棄物の分別収集
廃棄物集積ヤードにて混合廃棄物、木くず、金属くず、段ボール、石膏ボードに分別収集し、建設廃棄物のリサイク
ル化を推進。誰が見てもわかりやすい写真入りの分別用の看板を設置することで、作業員の環境意識向上を行った。
２．混合廃棄物のリサイクル化
作業所での分別の難しい混合廃棄物については、再資源化能力の高い中間処理会社に委託、処理施設で更に分別し、
廃プラスチック類及び繊維くずは固形燃料、木くずはチップ化し、ティッシュとして再資源化するなど、最終処分量の
削減に努めた。
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平成 27 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

8205A 国 065
受賞者名

国
国土
土交
交通
通大
大臣
臣賞
賞
「「「事
野
分
等
体
団
共
公
方
地
所
業
事
野
分野
等」」」分
体等
団体
共団
公共
方公
地方
所・・・地
業所
事業

大成・フジタ・佐藤・国際開発・エイト日技共同企業体
東松島市野蒜北部丘陵地区震災復興事業
所在地

宮城県東松島市
受賞テーマ

３Ｒ活動を災害に強いまちづくりに役立てる
～東松島市野蒜（のびる）地区震災復興事業～
受賞者は、東日本大震災で被災した東松島市の野蒜（のびる）地区における集団移転及び寸断されている JR 鉄道軌
道・駅舎の移設予定地となる高台の造成を主とした震災復興事業を行った。丘陵部を造成するために約 550 万㎥の掘
削を行ったが、当初計画では掘削土の一部は場内盛土に利用し、残土は 10t ダンプトラックにて公道経由で仮置場へ
搬出される予定となっていた。そこで、造成工事や残土運搬に際して以下の工夫を行い、３Ｒ活動を実践するととも
に、活動の成果を復興まちづくりに役立てた。
１．自走式破砕機の導入による軟岩の場内利用と周辺復興事業への活用
造成地の地質はほとんどが軟岩であり、掘削土には 80～100 ㎝程度の大塊が含まれ、そのままでは盛土材に適さな
かった。そこで、大型の自走式破砕機を導入し、粒径 30 ㎝以下に破砕することで、全体の 31％を盛土材として使用し
た。また、宅地造成部の仕上げ表層は、粒径 10 ㎝以下の表層材を用いる仕様であったが、中型の自走式破砕機を導入
し、さらに細かく破砕することにより、全体の 13％を活用することができた。
残りの 56％にあたる残土は、本事業用地内に破砕設備を設置して粒径 30 ㎝以下にあらかじめ破砕した。その結果、
周辺の復興事業で堤防や農地等の嵩上げや防災盛土等の材料としてすぐに活用することができた。
二線堤（高さ10m）
陸側

防潮堤（高さ7.2m）
（整備予定）
海側
道路

二線堤と防潮堤の概念図（左）と現地の状況（右）
２．建設機械、運搬車両削減による資源リデュース
掘削や運搬に使用する建設機械は、通常の 2～5 倍の能力を有する大型機械を選定し、使用台数を 4 分の 1 に削減し
た。これにより積込や運搬の回数が減り、使用燃料を 18％削減した。
また、仮置場へ搬出する残土の約 90％分については、ベルトコンベア（幅 1,800 ㎜、総延長 1,215m ）で搬出した。
これにより、ダンプトラックによる搬出と比較してエネルギー使用に伴って排出される CO2 を 70％削減し、搬出期間
を 4 分の 1 に短縮することができた。ベルトコンベアの採用により、生活道路である公道を通行しない残土搬出が可
能となり、地域住民の生活環境を悪化させることなく早期復興に繋がった。
３．ボックスカルバート、破砕設備、ベルトコンベアのリユース
ベルトコンベアと JR 鉄道の交差部は、軌道の下に箱型のトンネル（ボックスカルバート）をつくり、その中にベル
トコンベアを設置した。事業用地外への搬出完了後はベルトコンベアを撤去し、ボックスカルバートを旧市街地から
高台移転地への自由通路として再利用した。また、緊急工事のため破砕設備やベルトコンベアは新規製造購入して使
用したが、リユースしやすい構造にすることで撤去後は中古品として再利用を行った。
４．リサイクル品の積極的な利用と伐採材のリサイクル
軟弱地盤の改良に際しては、地盤改良材の 80％にリサイクル品である高炉セメントを活用した。事業用地で発生し
た伐採材の一部は国産合板の原材料に活用した。残りの伐採材は、リサイクルを行う中間処理施設で委託処理を行い、
パルプ工場の燃料等として再資源化した。発生した産業廃棄物は、リサイクル率の高い中間処理施設での委託処理に
努めた。その結果、リサイクル率 98.5％（最終処分率 1.5％）を達成した。
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平成 27 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

8206A 国 066
受賞者名

大成建設株式会社東京支店

国
国土
土交
交通
通大
大臣
臣賞
賞

臨海地区総合事務所

所在地

「「「事
野
分
等
体
団
共
公
方
地
所
業
事
野
分野
等」」」分
体等
団体
共団
公共
方公
地方
所・・・地
業所
事業

東京都江東区
受賞テーマ

桟橋改修工事に伴う汚泥、撤去構造物の廃棄物削減と再生品の活用

他

受賞者は、東京都有明に位置する多目的護岸の耐震補強と大型フェ
リー接岸対応を目的とした東京都発注の護岸桟橋改修工事を行った。
護岸の耐震補強のために行う地盤改良工事では、大量の汚泥が発生
する。また、既存桟橋の撤去に伴いコンクリート塊、捨石等が発生し、
工事用水、燃料、鋼矢板等の資源を消費する。
そのため、同工事では、地盤改良で発生する汚泥の削減をはじめ、
工事全般にわたって３Ｒ活動を実施した。
１．排泥処理プラントによる廃棄物の削減（リデュース）
地盤改良（高圧噴射撹拌工法）では、固化材を高圧で噴射し、地盤

排泥処理プラント

を切削しながら混合撹拌する工法であるため、余剰となった泥分が汚
泥（廃棄物）として排出される。通常、地盤改良工事で発生する汚泥
はそのまま産業廃棄物として委託処理されるが、同工事では、地盤改
良によって発生した排泥を、排泥処理プラントでふるい分け、泥水と
礫分に分別し、泥水は脱水した。これにより、汚泥を約 50％削減する
ことができた。
２.プレキャスト床版等による資源使用量の削減（リデュース）
海上にせり出したジャケット桟橋の床版は、工場製品（プレキャス
ト床版）を採用し、コンクリート打設に必要な型枠の使用量を削減し
た。

プレキャスト床版

また、施工にあたっては、養生、洗浄等に水が必要となったが、こ
れらの工事用水には近傍の下水処理場の再生水を活用した。
３.既存杭、鋼矢板、捨石等の再利用（リユース）
桟橋の大型化にあたっては、既存の杭のうち使用可能な 88 本は撤
去せず、改修後の桟橋の杭としてそのまま利用した。
また、土留工に使用した鋼矢板は 100％中古品を再利用した。
床掘工においては、捨石が混入していたため、捨石と土砂とに分別
し、捨石は他工事に再利用した。
桟橋撤去工事の足場に使用した鋼材は、使用後も現場内で溶断、加

既設床版撤去状況

工することによって足場材として繰り返し再利用した。
4.

個別指定制度の活用とリサイクル品の活用（リサイクル）
東京都の発注工事では、個別指定制度による建設副産物の工事間利用を推進している。本工事では、既設桟橋から

撤去した床版のコンクリート塊約 1,700 ㎥について、個別指定制度を活用したリサイクルを行った。
地盤改良とコンクリート構造物には高炉スラグのリサイクル品である高炉セメントを活用した。
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平成 27 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

8207A 国 067
受賞者名

大成・西武・佐々木特定建設工事共同企業体

国
国土
土交
交通
通大
大臣
臣賞
賞
「「「事
野
分
等
体
団
共
公
方
地
所
業
事
野
分野
等」」」分
体等
団体
共団
公共
方公
地方
所・・・地
業所
事業

東富士抜川調節池工事作業所
所在地

静岡県御殿場市～駿東郡小山町
受賞テーマ

建設工事で発生する伐採材の場内利用と現地発生土を利用した堤体築造

他

受賞者は、自衛隊東富士演習場内からの洪水及び土砂の場外流出防止
対策として整備する調節池の建設工事を行った。施工場所は約 16ha の
山林があり、調節池の建設にあたっては伐採と大規模な造成が必要とな
るため、約 2.2 万㎥の伐採材と約 160 万㎥の土砂が発生した。
そこで、伐採材と土砂を場内で最大限に活用するとともに環境への負
荷を減らすために以下の３Ｒ活動を実施した。
１．伐採材の場内利用による廃棄物削減
工事で発生した伐採材のうち、木材として利用価値のある幹材約
4,430 ㎥については有価売却し、枝葉、根株等約 17,500 ㎥は場内にお

法面の浸食状況

いて破砕機でチップ化し、浸食防止対策として法面に敷設した。現地の
土砂は火山灰由来のため、降雨で浸食されやすかったが、チップの敷設
により産業廃棄物量を削減できたとともに浸食を防ぐことができ、土砂
災害防止に役立った。
２．現地発生土の分別・再資源化
現地発生土は、施工場所に隣接するストックヤードで透水性の程度に
応じて分別保管し、堤体の材料として再資源化した。現地で発生する火
山灰由来で透水性の高い軽石状の土砂「スコリア」は、分別することに
よって堰堤のドレーン材（排水材）や仮設道路、埋戻し材として 3 万㎥

伐採材の破砕状況

を再資源化することができた。また、堤体材料として使用しない建設発
生土については、受入場所を隣接地に確保することにより、運搬時に使
用する燃料（軽油）を 650kL、燃料使用に伴う CO2 排出量を 1,677ｔ削
減できた。
３．河道整備における３Ｒ活動
調節池内を流れる河川の流れを移設する工事（転流工）では、高炉ス
ラグのリサイクル材である高炉セメントコンクリートを 10,500 ㎥使用
した。また、型枠の一部には、そのまま躯体として使用することができ
る残置型枠を導入し、型枠材の廃棄物量を削減した。さらに、寄付金付

チップ材敷設状況

き自動販売機を導入し、工事関係者の飲料購入費の一部を国内外の森林
を守る活動に寄付することによって森林資源の維持に寄与した。
４．ＯＪＴを通じた３Ｒのアイデア創出と実用化
若手社員のＯＪＴの中で現場から発生する資材等の活用アイデアを考え、レポートにまとめる教育を実践し、社員
の３Ｒ意識を高めるとともに、良いアイデアは現場で積極的に実用化し、３Ｒ活動に活かした。
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平成 27 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

8208A 国 068
受賞者名

前田建設工業株式会社

国
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土交
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武蔵小杉Ｍ

作業所

所在地

神奈川県川崎市中原区
受賞テーマ

「廃棄物分別管理システム」の展開
～最終処分量ゼロに向けた取り組み・大規模オフィスビルから住宅へ ～
前田建設工業株式会社は、一昨年の大規模オフィスビルの新築工事において、
「廃棄物分別管理システム」を採用し、
混合廃棄物の大幅削減に成功した。受賞者は、このシステムを工種や材料の多い集合住宅の工事へも展開するための
実証を行い、その有効性（混合廃棄物排出量 約 8 割削減）を確認した。
また、PC 化、システム型枠、床スパンクリート等の採用により木製型枠の使用を削減し、さらに、現場で発生した
建設発生木材をパーティクルボードの製造施設に搬出し、再生品を資材として利用している。
今後、この成果を踏まえ、本・支店とともに“中・小規模の作業所でも活用できる仕組み”の検討を進めていく。
また、同システムを開発した大木組や ASP 業者と連携し、建設業で広く利用するための汎用化についても協力し、
建設業界の３Ｒ活動の推進に貢献しようとしている。
１．リデュース（木製型枠の削減）
同工事は、上層部を PC 積層工法とし、木製型枠の使用を削減しているが、地下および基壇部分（3F）の施工におい
ても、柱、梁の PC 工法採用の他、以下の活動により木製型枠の使用量削減を推進した。
【活動内容】①システム型枠の使用

②床スパンクリートの使用

③鋼製床板（ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ）の使用

２．リサイクル
（１）廃棄物分別管理の推進
一昨年度、前田建設工業株式会社は「廃棄物分別管理システム」をオフィスビルの工事に導入し、混合廃棄物の大
幅削減に成功した。その成果を、オフィスビルと比べ、材料の種類や施工にかかわる協力会社が多い集合住宅でも展
開できるか検証することを、この工事における３Ｒ
推進のミッションとした。
総排出量については、排出予測システムにより“実
績と目標を見える化”を行い、総量としての管理を
実施している。
（２）建設発生木材のマテリアルリサイクルの推進
作業所から排出される建設発生木材のマテリアル
リサイクルを推進するため、①パーティクルボード
をグリーン調達品目に選定、②作業所で発生する木
材を再利用するための基本契約を締結、③再生でき
ない木くずについてはグループ会社のサーマルリサ
イクルで発電利用するしくみを、2005 年から運用し
ている。
受賞者においても、380ｔの建設発生木材の内 124
ｔを東京ボードに直送し、50,734 ㎡（20mm 材で 756

東京ボードマテリアルリサイクルシステム

ｔ相当）のパーティクルボードを再生資材として利

（東京ボード HP より）

用した。
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平成 27 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

8209A 国 089
受賞者名

長島町（鹿児島県
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出水郡）

所在地

鹿児島県出水郡長島町
受賞テーマ

「掘削土から発生する天然石の３Ｒ実施と景観への配慮」
受賞者の地域における建設・土木造成工事に伴い発生する掘削土（以下、建設発生土）には、地域的に大きな天然
石、及び平石状の天然石が多く含まれている。
このような天然石を含む建設発生土は、盛土材として施工が困難であるばかりでなく、締め固めも不十分となるこ
とから混在して活用できないため、土砂と天然石を分別し、土砂は盛土材として活用できるものの、天然石について
は、島内には砕石工場もないため、最終処分を余儀なくされていた。
このことから、島内を一周できる国道・県道・町道を中心に、平成 19 年度より緊急雇用促進事業として、掘削土よ
り発生する天然石を処分場等へ廃棄するのではなく、石積み花壇にリサイクルする事業を実施している。さらに、平
成 24 年度からは平石を法面の保護材としてリサイクルを行う「長島・ぐるっと一周景観整備事業」を実施している。
平成 26 年度現在で、盛土材として転用ができない大きな天然石は道路沿いの花壇として約 14ｋｍを再利用し、平石
状の天然石は約 8,000ｍ2 を法面保護材としてリサイクルしている。
その結果以下のような良い効果の派生につながる。
・最終処分量の縮減（リデュース）
・雑草の繁茂が抑えられ、視野が広がることにより車両の走行安全性が向上
・法面の保護や維持管理性の向上による、毎年の除草で出ていた枯れ草処分量の発生抑制
長島町はもともと急傾斜な土地が多く、耕作地は石積みによる段々畑が多く存在するため、石積みの花壇や平石に
よる法面保護材などで景観的にも地元にあったものになっており、
「石積みの町」をテーマに、花壇等を生かしたフラ
ワーロード事業を行い、地元で発生する石材の再利用を促進している。
【法面保護の実施状況】

再利用した平石で法面石張りを行うことで、景観面や運転性も向上
【花壇の実施状況】

【花壇の植栽風景】
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平成 27 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

8210A 国 092
受賞者名

成友興業株式会社

国
国土
土交
交通
通大
大臣
臣賞
賞
「「「事
野
分
等
体
団
共
公
方
地
所
業
事
野
分野
等」」」分
体等
団体
共団
公共
方公
地方
所・・・地
業所
事業

城南島事業所

所在地

東京都大田区
受賞テーマ

都市再生プロジェクト～都市鉱山のがれきをふたたび高層ビルの建物に使用する～
受賞者は、東京都大田区城南島において、平成 21 年からがれき類、建設汚泥と加熱すりもみのリサイクル工場を、
平成 23 年からは汚染土壌処理施設を稼働している。都市開発等に伴い建設現場から発生するがれき類、建設汚泥、汚
染土壌などを再生砕石、改良土、セメント原料等といった建設資材へとリサイクルし、また建設現場へと戻す循環型
社会への寄与を目指すための仕組み「e Synergy System(イーシナジーシステム)」を構築し、環境事業ならびに建設
事業を相互連携させ推進している。
【リサイクル】
受賞者は、日本ではじめてがれき類の破
砕処理後の原骨材に、
「加熱すりもみ」工
程を導入することにより、コンクリート用
再生骨材 H の JIS を取得した。再生骨材 H
は、原石山の骨材と同等の品質で、都市か
ら出される産業廃棄物（以下、
「産廃」
）を
都市へ戻す循環型社会の新技術である。建
設汚泥は造粒固化を行い、埋め戻し材やセ
メント原料となる粘土の代替品として、全
国に船舶を用いて出荷している。モーダル
シフトを行うことより、CO2 排出量削減に
も貢献している。
また、東京都では唯一民間企業で産業廃
棄物処分業許可と汚染土壌処理業許可を
併せもった施設であり、土壌環境基準を超
過している汚泥や汚染土壌においても土
壌汚染対策法に基づいた適正処理を行える施設となっている。
なお、産廃の受入時に混入した不純物については選別をして金属くずは売却、その他の木くず、廃プラ等の産廃は、
城南島スーパーエコタウン内の高度リサイクル施設に処理を委託し、最終処分量の徹底的な削減を図り、循環型社会
に貢献している。
【リデュース】
加熱すりもみ工程における副産物として、セメントフィラー（モルタル微粉）が発生する。このセメントフィラー
を建設汚泥の造粒固化用の固化材として、城南島とあきる野の工場で使用することで、廃棄ゼロを実現している。
運搬車両の燃費向上（エコドライブ 10）を目標に掲げて活動することにより、軽油の使用量削減及び温室効果ガス
の発生抑制に努めている。
【リユース】
運搬車両に使用している大型ダンプ（10t）のタイヤにリトレッド（再生）タイヤを使用している。M 社のリグルー
プとリトレッドは、ともにグリーン購入法の特定調達品目に指定されている。トレッドゴム以外の部材（台交換方式）
をリユース出来るため、新品タイヤの使用に比べて、天然ゴム、石油資源など原材料の使用量が削減出来て省資源で
あるとともに、台タイヤの使用寿命が延び、廃タイヤの削減に寄与することで環境負荷低減になっている。
【啓発普及等】
受賞者は、東京都が主催するスーパーエコタウン見学会にて多くの訪問客を受け入れるのに加え、行政機関、建設
会社、設備企業さらには、海外からの見学者も受け入れ、同社の事業活動を紹介している。特に海外からの訪問客は、
再生骨材に大きな関心を寄せている。
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リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞（６２件）
301A 財 002
受賞者名

サングレイン株式会社

会
会長
長賞
賞

知多蒸溜所

所在地

愛知県知多市
受賞テーマ

原酒生産工程から発生する副産物のリデュース、リユース、リサイクル活動

受賞者はグレーンウイスキーを製造している企業であるが、以下の取組を行っている。
【リデュース活動】
蒸留工程で使用している蒸気圧力は、ボイラで発生している蒸気圧力の 10 分の 1 以下である。そのため、調整弁
により圧力コントロールを行っているため放熱ロスが発生していたが、背圧タービンにより圧力エネルギーから運動
エネルギーに変換し、発電機を回転させることにより、電気を生み出し場内の使用電力として活用している。発電量
は、グレーンウイスキー蒸留工程稼動中は、最大限運転する計画を作成し、日常監視を行っている。
【リユース活動】
蒸留工程で排出される発酵醪の蒸留残渣には､発酵醪の中の微生物の生育に必須なビタミン・ミネラル類などの栄養
素が豊富に含まれている。発酵醪蒸留残渣の上澄液の一部を蒸留工程の前工程である仕込発酵工程で添加することに
より酵母の生育を促し、良好なアルコール発酵を実現している。これにより副産物の発生量を抑制している。
仕込発酵工程で添加する量は、常にレシピを確認しながら工程の日常監視を行っている。
【リサイクル活動】
グレーンウイスキーは、数年から数十年先を考えなから生産を行うため、生産量の増減が大きい。そのため安定的
な供給が求められる場合、副産物を付加価値のある肥料、飼料として販売することが難しい環境であった。
産業廃棄物として排出しないために、副産物の成分を分析したところ、炭素分が多く発熱量もあることがわかり、
副産物を燃料として燃焼することで発生する熱エネルギーを、グレーンウイスキーの生産工程で使用する蒸気として
再利用する仕組を構築した。
グレーンウイスキーから発生する副産物の全量を燃料として使用できるようにするために、グレーンウイスキー生
産計画を日ごとに見直し、グレーンウイスキー生産工程で使用する蒸気量と、副産物の発生量とのバランスを取りな
がら副産物工程のオペレータは日常監視を行っている。
また、副産物を燃焼することで発生
する燃焼残さである灰も廃棄物とし
て排出しないために、灰に含まれる成
分分析を行ったところ、副産物に含ま
れるリンとカリウムが灰にも豊富に
含まれていることが解かり、肥料とし
ての登録を行い肥料原料として付加
価値のある有価物として出荷を行っ
ている。
グループ会社で廃棄物として排出
していたコーヒー粕を、バイオマスボ
イラの燃料として有効活用し、グルー
プ内でのリサイクル活動も進めている。
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401A 文 001
受賞者名

広島県

会
会長
長賞
賞

福山市立大谷台小学校

所在地

広島県福山市
受賞テーマ

み

ん

な

が

住

マ

イ

私たちの小さな手の中にある

ル
大きな環境問題

受賞者は、日頃から地域と連携しコミュニケーションを深める中で、自分たちが住む環境を地域の人と一緒に考え
ていく場として環境学習に取り組んでいる。また、保護者を巻き込んだ活動、福山市からは情報の提供や講座開設、
企業からは資材提供など、
「協働」の視点に立った環境教育を推進している。児童に環境教育を普遍的な取り組みとし
て考えさせていくために、「課題発見能力」「情報収集能力」「情報整理能力」「情報発信能力」を総合的な学習や生活
科の学習で培い、
「自分たちの環境は自分たちが考える」
「自分たちの未来は自分がつくる」ことを意識させ推進して
いる。
【学習のねらい】
◆低学年◆ 野菜づくりや町探検を通して、環境に関心を持つ。
◆中学年◆ リサイクル活動を通して、資源を大切にしようとする態度を養う。
◆高学年◆ ケナフやバラの栽培、協働の活動を通して、環境保全のための実践力を培う。
◆全 校◆ ボランティア活動や環境保全活動を通してコミュニケーション能力を育成する。
これらのねらいをもとに、３Ｒ活動では、全校へ「ごみの軽減」「ごみの再利用化」「ごみの再資源化」の大切さを
周知し、諸団体（保護者・自治会・企業・行政）と連携を図り活動している。学校での３Ｒ活動では、ごみの軽減に
向けて、全校での給食残菜ゼロの取り組みやダンボールコンポストで給食調理時に出る野菜の切れ端を使っての堆肥
づくり、ごみの再利用化に向けてペットボトルや牛乳パックを利用しての工作、算数科の学習での教材活用、ごみの
再資源化として、アルミ缶・スチール缶、食品トレー、ペットボトルの回収活動を行っている。
また、児童が主体的に責任を持って活動し、環境保全活動を総合的にとらえられるように、高学年によるマイばら
育成活動、年間を通しての一人二鉢活動、地域や児童が進学する中学校と連携しての町内の清掃活動、エコ生活につ
ながる緑のカーテン活動や CO2 削減につながるケナフの育成など、継続的に活動を推進している。これらの活動の取
り組みを校内に掲示し「見える化」することで児童の活動がお互いに評価され、活動に深まりが出てくると考えてい
る。さらに、環境ポスターを作成し地域に取り付けたり環境に対する意識の向上や学校の活動をパネルにし公民館な
どに掲示したりすることで、学校の取組みを地域の方が理解し、環境問題を一人一人が自分のこととして考えていく
機会となればと考えている。
学校の取り組みが地域に影響を与え、地域の実践が小学校の取組をより深いものにし、地域全体が相互に高まって
行く取り組みをする中でお互いが持つ情報を発信し共有し合って環境学習の輪を広げている。
また、児童が持つ環境問題に関する課題解決の発想を大切にしながら効果的な活動を取り入れ、大谷台学区のみん
なが「住マイル」があふれ、人と環境を大切にできる社会の構築に向け、地域と連帯し総合的・効果的・継続的に環
境教育を推進している。

学校で出るリサイクル紙の回収

教室では、図工で使い残した紙や余ったプリント類を回収するボックスを設置している。リサイクルに回せるごみ
かどうかわからない時には友だちに聞くなど、
「ごみと思っている中にある資源」について考える場も増えてきている。
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402A 文 004
受賞者名

青森県立浪岡高等学校

会
会長
長賞
賞

所在地

青森県青森市
受賞テーマ

卒業制作エコアート「空き缶壁画」を通してエコの心を学ぶ

受賞者は、平成２年から２５年間にわたって、アルミ缶を用いた「空き缶壁画」を制作し、１０月上旬の文化祭を
中心に約１カ月間、校舎正面に展示している。
地域から回収された色とりどりの空き缶は、モザイクアートのピースとしてリユースされ、２１，０００個のアル
ミ缶でデザインされた壁画によって、多種多様なアルミ缶が生活の中で使われている現状やリサイクル資源としての
価値が地域へ発信されている。地域の風物詩として定着した「空き缶壁画」に対する地域住民の期待も大きく、アル
ミ缶の回収にあたっては、学校周辺の町内会をはじめ、近隣の市町村住民に支援してもらっている。
１．アルミ缶の回収・洗浄（４月～９月）

２．原画、設計図の作成（４月～５月）

３．穴あけ、針金通し作業（８月～９月）

４．吊り下げ作業（９月中旬～下旬）

使用された空き缶は、壁画の展示終了後に解体され、リサイクルすることで、その収益金を社会福祉や震災復興支
援に役立てている。
今では、３年生の卒業制作として定着しており、アルミ缶の回収から、洗浄、分別、組立て、展示、分解、リサイ
クルといった一連の活動を通して、生徒たちの中に、資源の有効利用や地球環境保全に対する意識の高まりが見られ、
県民運動「あおもり『エコの輪』スマイルプロジェクト」と連携し、校内における節電や省エネなどの実践につなが
っている。
また、仲間とともに一つのものを完成させる喜びと達成感は、生徒一人一人の自信につながり、当事者の３年生だ
けでなく、１・２年生においても、学校内外における様々なボランティア活動への参加意欲が高まっている。
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501A 厚 001
受賞者名

医療法人真鶴会

会
会長
長賞
賞

小倉第一病院

所在地

福岡県北九州市
受賞テーマ

『もったいない』の精神より始まった活動が、職員・患者を含め病院全体の 3R 活動に広がった。

受賞者は、前施設長の「もったいない」の精神から病院内のすべての食事の食品残渣を生ごみコンポストで堆肥化
し、その堆肥を患者へ配布、還元する活動を平成 8 年頃から始めた。
平成 9 年 11 月から大型の電気式生ごみ処理機で処理を拡大し、農業を営む患者へ配布し、その堆肥により出来た野
菜などを使って食事を提供するといった循環型社会を病院内で形成していた。現在は、多くの患者が農業をやめてい
るが、これらの患者に堆肥を全量配布し、自宅で活用してもらっている。
また、治療の使用後に感染性のないポリ容器が大量に出ていた頃には、リサイクル業者に無償譲渡していた。現在
は使用後針入容器として再利用している。製造業者による回収、リサイクルを行っている容器を採用しており、残っ
た分は回収してもらっている。
感染性廃棄物は溶融処理業者に出し、鉄製造の窯に入れ溶かし、不純物はスラグとして売却している。溶融業者が
営業していない日には焼却業者に出し、埋め立てに使用している。
透析用のチューブを使用後に廃棄する際には、チューブを包装していた袋に再度梱包して廃棄している。袋を再度
梱包に使用することでシーツ等への血液の付着を防ぎ、付着した際の清掃に要する薬品や手間を省いている。
節電もこまめな消灯はもとより、ブロックごとの蛍光灯本体にスイッチをつけて必要分以外は消している。デマン
ド監視装置を設置し、電気使用量上限を超えた場合には、全館に使用抑制を促している。
制服にクールビズとしてかりゆしを採用し、空調温度を 28 度に抑えている。節水は、早期に全館センサー蛇口に交
換した。治療に使用する機械が多いため、消毒剤は洗浄に要する時間が短いものを使用している。洗浄、消毒、水洗、
準備にかかる時間を抑えることができる配管を採用することで、水の使用時間を短くする工夫を行っている。
ごみの分別は、資源ごみ（紙、ペットボトル、瓶、缶、生ごみ）
、一般、感染性と行っている。紙については使用量
を削減するため、会議や勉強会資料にコピー紙の裏紙を使用することを徹底し、かなりの効果があった。
独自の取り組みとして「一品会」がある。院内 LAN を使用して不要なものについて情報を共有し、希望者が名乗り
でたり、大勢の場合は抽選を行ったりすることで、リユースに繋げている。

○感染性廃棄物は溶融処理業者に出し、鉄製造の窯に入れ溶かし、不純物はスラグとして売却している。溶融業者が
営業していない日には焼却業者に出し、埋め立てに使用している。
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601A 農 001
受賞者名

株式会社たかの

会
会長
長賞
賞

所在地

新潟県小千谷市
受賞テーマ

自社で一貫したリサイクルループの取組と環境に配慮した新たな農業の推進。

受賞者は、お米を主原料とした「無菌パックごはん」
「包装切り餅」を製造する部門と、食品スーパーの小売業と「さ
さげ豆」を中心とした農産物を栽培する農業を営んでいる。
平成 22 年より自社工場の精米行程で出る米糠と食品スーパー部門からでる魚のアラや野菜くず等の食品残渣から堆
肥を作り、赤飯パックに使用する「ささげ豆」を栽培し食品加工から販売まで全て自社で一貫した食品循環資源のリ
サイクルループを推進している。平成 25 年 12 月再生利用事業計画が農林水産省・経済産業省・環境省より認定され
てからは、拡大リサイクルループとして幅広く活動を進めている。
同じく平成 22 年より地元、小千谷市の農家にも呼びかけ、受賞者が作った堆肥を畑に散布して一緒にささげ豆の栽
培に協力を募った。環境への意識と安心安全な農作物への関心は高く、初年度は 8 名の農家が参加し「おぢやささげ
の会」を発足した。収穫されたささげ豆は全量受賞者が買取し農家の収入にも一役買っている。
また、休耕地の有効活用にも繋がる利点もあり、今では 107 名の農家と取り組んでいる。この取り組みは新潟県か
らも評価され平成 25 年 11 月新潟県優良リサイクル事業所表彰を受賞した。ささげ豆は全国的にも大変収量が少なく
希少価値が高い作物であるが、この表彰を励みとして収量は年々増加してきたので、今後は受賞者が使用するだけで
なく地元小千谷の特産品として百貨店での販売を開始し、全国一の生産地をめざし地域農業の活性化へと期待が膨ん
でいる。
食品を製造すると規格外になる製品も出てくるが、廃棄するというのはもったいないため、社員全員が少しでも無
駄をなくす意識へと繋げる意味も込めて、毎週木曜日にこれらの製品を容器と食品に分別する「リサイクルボランテ
ィア」と称した活動を実践し、食品残渣や廃材の有効利用への関心と無駄を少なくする事への意識づけに取り組んで
いる。食品類は長岡市のみゆき牧場で家畜の餌に使用してもらっているが、食品リサイクル法に基づきリサイクル率
の向上を鑑みて、更なる環境に配慮した取り組みを実施している。
平成 26 年より、ご飯パック

●リサイクル・ループ

の廃トレーやフィルムは株式
会社アシュトン・ニイガタに回

㈱たかの＋自社スーパー

㈱たかの堆肥作業場
㈱柏崎エコクリエイティブ
（有機JAS適合肥料製造）

収してもらい、
路盤材や造園資
材に使用されている。
ご飯やお
餅といった食品も社内でトレ
ーやフィルムに分別し、
上越バ
イオマス循環事業協同組合に

排出された米ぬか＋残さを自
社の堆肥製造場と柏崎エコク
リエイティブへ

自社で有機肥料を製造

㈱丸大イトーヨーカ堂
長岡店・柏崎店

有機JAS適合肥料を
製造しおぢやささげの会
に納品

回収してもらっている。
同組合
では残渣を発酵させてメタン
ガス化し社内の電気に活用し
ている。

自社農園＋おぢやささげの会
排出された残さを㈱柏崎
エコクリエイティブが集荷

商品へ

また工場内の照明を LED
自社農園、おぢやささげの会で
有機肥料を使用

にし、
営業車はハイブリット車
に切り替えを進めるなど会社
全体がエコな環境を意識した

収穫されたささげ豆は、
セブンプレミアム・NB等の
赤飯に使用

全国のSEJ・IY・YMT・YB等
グループ各社へ

取り組みを実践している。
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平成 27 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

602A 農 002
受賞者名

アサヒ飲料株式会社

会
会長
長賞
賞

所在地

東京都渋谷区
受賞テーマ

「炭酸飲料における３Ｒ、及びリニューアブルの取組み活動」

受賞者を含むアサヒグループでは、「低炭素社会の構築」｢循環型社会の構築｣「生物多様性保全」
「自然の恵みの啓
発」を環境保全活動の重点課題として定めている。
受賞者は「三ツ矢サイダー」
「ウィルキンソン」等の 100 年以上の歴史ある商品を保有し、リターナブル瓶の使用を
継続しつつも、近年、広く普及している PET ボトル商品においても積極的に３Ｒ活動を推進し、加えてリニューアブ
ル(植物由来原料使用)の取組みを行っている。
1.リデュース
【PET ボトル】
自社工場製造の PET ボトル商品は全て PET ボトルを内製しており、特に果汁入炭酸飲料商品の製造工程においては、
充填環境の無菌化とボトル・キャップの殺菌を行うことによって、密封後の熱殺菌を行わない同社の独自技術の開発
により、PET ボトルへの熱履歴を軽減し大幅な薄肉化を可能とした。2008 年よりボトル軽量化を行い、果汁炭酸用 PET
ボトルに於ける PET ボトル重量の削減比率（2004 年比）は、炭酸 500ml 用 PET ボトルで 26.3％、炭酸 1.5Ｌ用 PET ボ
トルで 25.0％となる。
【カートン】
商品を梱包している段ボールは湿気に弱く、特に梅雨時期には倉庫での商品積載時に変形等が発生し、商品外装品
質が損なわれるリスクがある。2014 年から段ボールの形状を工夫することでこれを解消し、炭酸 PET ボトル用途とし
ては国内最軽量クラスを達成した。
2.リユース
【リターナブル瓶】
三ツ矢サイダー、ウィルキンソン商品の一部はリターナブル瓶を使
用し、市場から回収してきた瓶を再利用している。2014 年度の生産数
量は、両商品ブランド併せて 357 万函となる。
3.リサイクル
【カートン古紙使用率の向上】
段ボールの形状工夫により、軽量化だけでなく古紙比率を高めても強度を確保出来ることを確認し、2014 年より古
紙使用率 90％以上の仕様から、PET ボトル商品としては業界初となる古紙使用比率 99％以上となる仕様へ変更した。
【PET ボトル成形におけるエアーリサイクル】
2014 年より PET ボトルを成形時に使用する高圧エアーを成形後回収しリサイクルする技術を導入した。自社工場全
体で従来と比較しエアー消費量は 37％の削減（電力削減量は 21 万 kwh）となる。
4.リニューアブル
【バイオ PET ボトル】
炭酸用 1.5Ｌボトルの一部に再生可能な植物由来の原料を 30％使用した PET ボトルを展開している。
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平成 27 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

603AB 農 003AB
受賞者名

株式会社伊藤園

会
会長
長賞
賞

東洋製罐株式会社
所在地

東京都渋谷区、東京都品川区
受賞テーマ

持続可能な消費を実現した新・飲料充填システム
伊藤園が 1985 年に世界初の「缶入り煎茶」の販売を開始して以来、我が国の緑茶飲料市場は、金額ベースで 2012
年度が 3,830 億円、2013 年度が 4,050 億円、2014 年度は 4,100 億円が見込まれており、市場規模の拡大が続いている。
今後も健康志向の高まりや若年層のアルコール離れ、高齢者層の飲用増加等の社会動向を受け、需要の高まりが予測
されている。
緑茶は輸送時や製造時の熱、光、酸素等によって緑茶本来の味や香りが損なわれやすい。しかし飲料の製造工程の
中では、殺菌のため内容液を一定時間高温にする必要があり、風味や香味の保持は難しい課題であった。更には高温
に耐えるため、ペットボトルに一定程度の厚みを持たせる必要があり、また製造時には多量のエネルギーが必要とな
る等、環境への負荷が大きく、飲料事業における３Ｒの取り組みの重要性が増していた。
そこで受賞者らは、無菌の温水による殺菌と、緑茶の持つ抗酸化性、抗菌性とを組み合わせることで、品質の向上
と容器の軽量化を同時に実現した。常温で充填することによ
って味や香りなどの品質を向上させ、更には殺菌工程におい

【NSシステム】

てカテキンによる抗菌性を利用することで高温にさらされる
時間を短縮した。これによって長時間、高温に耐える必要が

ボトル

なくなったため、容器の大幅な軽量化を実現することに成功
した。

温水装置

同システムを緑茶に理想的な充填システム、「NS システム
（NS＝Non-Sterilant：
「殺菌剤を使用しない」の意）」として
2007 年度から運用を開始し、徐々に全国に拡大、2013 年度に
は全国に供給できる体制が整った。

ボトル殺菌機

35℃

無菌水設備

フィラー

効果として第一にボトルの軽量化により、500ml ペットボト
ル 1 本当たり約 30％軽量化（26g が 19g）となり、7g の樹脂
量削減を達成した。これは年間の生産量に換算すると約 3,000

キャッパー

キャップ殺菌機

ＢＯＸ内自動
温水殺菌洗浄

ｷｬｯﾌﾟ供給装置

トンの削減という省資源効果となる。第二にペットボトル内
の洗浄に使われる薬剤や洗浄水、冷却水の削減により水資源
の省資源化にも寄与する。第三にプリフォーム（ペットボト
ルの原料）による輸送容積の縮小化と常温充填により CO2 削減
効果も得られた。第四に内容液が高温にさらされず、従来製
品に比べ、緑茶飲料の品質劣化防止と香りの向上につながっ
た。

ラベラー
このように同システムは受賞者らの協働で実現した、緑茶
飲料にとって「一石四鳥」の理想的な充填方式であり、更に
は緑茶飲料市場が伸長する中にあって、約 3 分の 1 の全国シ

外観検査機
ケーサー

ェアを持つ伊藤園の「お～いお茶」製品に導入されたため、
社会的なインパクトも非常に大きく、社会負担の大幅な削減
につながる画期的なシステムであると言える。
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平成 27 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

701A 経 004
受賞者名

シャープ株式会社

会
会長
長賞
賞

総合開発センター

所在地

奈良県天理市
受賞テーマ

「廃棄物の削減および再利用可能資源の有効活用」
受賞者は 1970 年の設立以来、研究開発拠点・デバイス量産拠点として事業継続している。
早くから「環境技術部」｢エネルギー管理部｣を設け、環境技術開発はもとより、環境保全・エネルギー管理活動に
取り組んできた。また、1995 年からは環境マネジメントシステムを導入、1996 年に ISO14001 環境認証を取得後、
2014 年には 6 回目の認証更新を行った。
環境マネジメントシステム導入後、３Ｒ活動については以下のように継続的改善に取り組んでいる。
１） ～2005 年

廃棄物最終処分率 0％（リサイクル率 100％）への取組み

研究開発を中心に行なうとともに、事業の拡大・発展に伴い、電子デバイス・液晶パネルの量産を行い、結果とし
て、1994 年には 7,764t の廃棄物排出があった。その多くは汚泥・廃酸・廃アルカリであるが、減量化から始め、リ
サイクル・リデュースに向けた取組みにより、2005 年には廃棄物最終処分率 0％（リサイクル率 100％）となった。
以降、リデュース取組みを継続するとともに、リユース・マテリアルリサイクルへの取組みへシフトした。

ブロワー

蒸留水
原液

蒸気

蒸発器

○原液→予熱器で温める→蒸発器へ散布→

予熱器

缶内で凝縮→循環散布→蒸発濃縮→系外に
取り出される。

蒸留水ポンプ

○蒸発した水蒸気→ブロワーで圧縮→
濃縮液

循環ポンプ

缶内にて凝縮→蒸留水→原液と熱交換→
系外に取り出される。

２）2005 年～

リデュース・リユース・マテリアルリサイクル向上の取組み

2005 年には最終処分率 0％となり、以降はマテリアルリサイクルの取組みへシフトさせ、生産工程見直しによる使
用薬液のリデュース、紙・金属・非鉄金属類のリユース・リサイクルに取り組んでいる。
３）生産排水のリサイクル
事業拡大に伴い、水の使用量も大幅に増加したため、生産排水の有効活用について取り組んだ。
奈良県の慢性的な水不足の状況、生産拡大に伴う使用水量の増加を踏まえ、早くから中水道システムの導入に着手
し、再利用を行うとともに、生産用純水として再利用するシステムも設置し、排水の回収再利用化を推進している。
４）廃棄物の再資源化技術開発
・廃プラスチックの自己循環型マテリアルリサイクルシステムの開発
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平成 27 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

702A 経 013
受賞者名

ブリヂストンタイヤリサイクルセンター大阪株式会社

会
会長
長賞
賞

所在地

東京都中央区
受賞テーマ

使用済みタイヤの全数リユース/リサイクルモデルの実現

受賞者を含むブリヂストングループでは、原材料の調達から商品の販売にいたるサプライチェーン全体を通して、
グループ全体で持続可能な社会の実現を目指している。タイヤ販売会社であるブリヂストンタイヤジャパンは、これ
まで低燃費タイヤ「エコピア」やリトレッドタイヤ、これらを活用した「エコバリューパック」など、環境性能に優
れた商品・サービスを提供することで環境への取り組みを進めてきた。
これまでの商品による「使用時中心の環境対応」から、タイヤの生産、使用、廃棄段階に至る「タイヤのライフサ
イクルの大部分を通じた環境対応」へと活動を進化させることで更なる資源の有効活用に取り組むために、受賞者は
2013 年 7 月に設立された。
※リトレッドとは、使用済みのタイヤのトレッド（接地）部分を取り除き、新たにトレッドゴムを加硫・圧着して再
使用できるようにすること。
受賞者は、使用済みタイヤのリトレッドを担当するバンダグ・リトレッド大阪ファクトリーと、リトレッドするこ
とができないタイヤの中間処理を行う大阪サービスからなっている。これらを一カ所に集約することで、排出された
使用済タイヤを回収し、全数リサイクル・リユースすることを実現した。リトレッド可能な使用済タイヤを全てリト
レッドとしてリユースすることで、新品対比 68％の資源の節約が実現している。リトレッドタイヤの使用により原材
料調達～廃棄までの過程で温室効果ガスの 35％削減を実現している。
リトレッド不能な使用済タイヤについては、施設内で中間処理後、 製紙工場や製鉄所で燃料としてサーマルリサイ
クルすることで、全数リサイクル・リユースを実現している。これまでに累計 54,388 本のリトレッドと累計 17,003t
のサーマルリサイクルを実現した。(15 年 3 月末時点)
さらに、リトレッド工場では太陽光発電設備の導入など様々な環境配慮に取り組んでいる。
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平成 27 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

703A 経 020
受賞者名

株式会社大紀アルミニウム工業所

会
会長
長賞
賞

所在地

三重県亀山市
受賞テーマ

日本で初めて二次合金を生産「Can to Can」のリサイクルの輪

受賞者は、1922 年に日本で初めて二次アルミニウムの精錬業を操業した。二次アルミニウム合金とは、様々な使用
済みアルミニウムスクラップを回収し、再度精錬を行うことにより再び製品へとリサイクルされるアルミニウム合金
である。原料となるアルミニウムスクラップはアルミニウム缶、自動車部品、アルミニウムサッシなど多種多様なア
ルミニウム製品が使用される。これらは、分別・選別等の過程を経て、価値のある資源に生まれ変わり、再びアルミ
ニウム缶、自動車部品、電化製品部品等の原料にリサイクルされる。
中でも使用済アルミ缶（UBC）の回収については、全国にある工場において UBC を受け入れていて、また、それぞれ
の地域とのつながりを大切にするために、工場見学の受け入れとリサイクルに関する教育を実施している。また、定
期的に小学校を訪問し、UBC の回収とともに、リサイクルについての教育を行っている。教育資料として、
「特集：カ
ンカン君と学ぼう」を作成し、小学生にもわかりやすくリサイクルを勉強できるようにしている。
UBC は 1980 年代より増加し、二次アルミニウム合金の原料として使用している。受賞者は、UBC を再びアルミニウ
ム缶へリサイクルする「Can to

Can」専用ラインを 1995 年に亀山工場、1996 年に白河工場に設置し、操業を開始し

た。専用ラインの設置とともに、UBC 受け入れの強化を行い、1995 年より「Can

to

Can」リサイクル運動を全国の

拠点で展開し、直近の 3 年間で 14.4 万トン（1 缶 350ml 概算で 93 億缶）の UBC を再生した。
さらに、地域の自治体や環境ボランティア団体と協同で、アルミ缶回収とともに道路や河川の清掃活動を行ってい
る。特に滋賀工場では、2010 年から「滋賀環境ニュース」を毎月発行し、地域住民の環境に対する啓発活動に役立た
せている。
一方リデュースでは、地球環境を守るための CO2
削減に受賞者が蓄積した技術を生かして、リサイク
ルの工程におけるエネルギーの節約に長年に亘り取
り組み、リサイクルの輪の構築とその改善に注力し
ている。
具体的には、各工場における、リジェネバーナー
（効率の高い排熱回収を行える燃焼加熱システム）
の導入による重油の削減である。
また、再生重油（リサイクル重油）の使用、廃棄
物発生の抑制活動（特に廃棄物であった塩素処理後
のドロス（不純物）は塩化マグネシウム溶液として
リサイクルし、商品化している）を行っている。
工場美化の推進、環境汚染の未然防止等の活動を
実施し、これらの成果を 2007 年より、
「環境報告書」
の形で毎年報告してリサイクル活動を下支えしてい
る。
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801AE 国 001
受賞者名

会
会長
長賞
賞

国立大学法人 広島大学 佐藤 良一
国立大学法人 広島大学 小川由布子
国立大学法人 広島大学 マチャリア・マーティン・ムワンギ
島根県浜田地区生コンクリート協同組合
石州瓦工業組合
所在地

広島県東広島市
島根県浜田市
島根県江津市
受賞テーマ

廃瓦骨材の活用によるコンクリート構造部材の性能向上と実用化

受賞者は、廃瓦が廃棄物であるにも拘わらず、構造用コンクリートの内部養生材として高い潜在能力を有している
と考え、コンクリートの力学特性、さらには鉄筋コンクリート（RC）の耐荷力、収縮、ひび割れ幅、せん断耐力など
の力学特性、塩分浸透抵抗性等の耐久性を実験・検討した結果、①廃瓦骨材を置換することにより圧縮強度が増大す
ること、②乾燥収縮による鉄筋ひずみは廃瓦骨材置換の有無に拘わらずおおむね同等であること、③最大ひび割れ幅
は低下する傾向にあること等を見いだした。
また、基礎的研究成果をもとに、国内外で論文発表するとともに講演活動、普及啓発活動を行った。
＜主な内容＞
1. 廃瓦を活用した構造用コンクリートの性能に関する室内実験
2. 廃瓦置換した舗装用コンクリートの曲げ強度に関する実験
3. 粗骨材の全量に廃瓦を適用したコンクリート舗装（2012 年、島根県内の民間農園内）

廃瓦コンクリート舗設

廃瓦コンクリート舗装

4. 鉄筋コンクリートボックスカルバートの試験施工（山陰道）

配筋とゲージ設置位置

完成後のカルバートの外観
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平成 27 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

802A 国 002
受賞者名

清水建設株式会社

会
会長
長賞
賞

九州支店

坂の上トンネル災害復旧工事

所在地

熊本県阿蘇市
受賞テーマ

『ななつ星を走らせろ！

災害により発生した、軌道資材（バラスト・レール・枕木）をリデュー

ス・リユース・リサイクル』
受賞者は、水害（平成 24 年 7 月の九州北部豪雨）により一部崩落した坂の上トンネルの復旧と流出した軌道路盤の
撤去・復旧を行い、トンネル復旧には工場製品を使用する事で型枠材利用の抑制（リデュース）を図り、流出したバ
ラスト・レール・枕木の処分については再使用（リユース）または再資源化（リサイクル）を図る事により３Ｒ活動
に貢献した。
【リデュース】
工場製作のトンネル二次製品を利用する事により、現地での型枠資材の利用を大幅に削減した。

トンネル復旧（二次製品据付状況）

鋼製型枠

【リユース】
木片や犬釘などの不要物を取り除き、自走式土質改良機（ガラパゴスリテラ）により攪拌を行い、高炉セメントを
混ぜて新設軌道の路盤材として再利用（リユース）した。

バラスト搬出状況

バラスト再生利用（改良状況）

路盤材として現地利用

【リサイクル】
坑内で折れ曲がったレールや、押し流されたりした枕木を利用した。

流出レール

坑内で折れ曲がったレールの保管
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押し流された枕木の保管

平成 27 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

803A 国 003
受賞者名

清水建設株式会社

会
会長
長賞
賞

東北支店

設備部

所在地

東北地方全域（青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島）
受賞テーマ

『震災復興事業における設備関連工事会社と連携した生産性向上の為の３Ｒ活動』

東北地方では、首都圏の大規模なマンション建設現場での取り組みがあまり普及しておらず、集合住宅工事現場で
の加工組立端材や、多量の梱包資材により廃棄物の抑制が停滞していた。
受賞者は、首都圏で取引している資材納入加工会社の販路や取り組みを東北地方においても普及させる為、復興事
業でひっ迫する労務不足の解消と、工場での先行加工による品質の向上と、廃棄物の発生抑制を徹底した削減を目標
に３Ｒ活動を展開した。
〔活動拠点概要〕
1. 宮城県仙台市内の集合住宅（平成 25 年 1 月～平成 27 年 3 月）
2. 福島県いわき市内の研究施設（平成 26 年 5 月～平成 27 年 3 月）
〔設備関連工事における生産性向上の為の取組内容〕
◆配線・配管端材の削減
1〕給水管プレカット(さや管ヘッダー方式)
2〕排水管プレカット
3〕SUS 管プレ加工(給水主管)
4〕電気配線のユニットケーブル
5〕SUS 配管バーリング加工による端材削減
◆梱包資材の削減

工場での排水管のプレカット状況

工場での給水管のプレ加工状況

1〕住戸別梱包納入
2〕専用プラ段箱による納品
3〕通い袋による納品
4〕寸法別 PP バンド簡易梱包
5〕資材整理棚でのバラ受渡し納品
◆メーカー素材統一による異種部材の削減
1〕給水：ライニング鋼管⇒ポリエチレン管

工場加工品の通い箱による搬入状況

SUS 配管の PP バンド簡易梱包状況

2〕排水集合管：鋳鉄製⇒耐火 VP 製集合管
◆資材移動の効率化
1〕キャスターラックによる在庫管理
2〕キャスターパレットによる資材移動
3〕マイカートによる多種少量資材移動

移動式ラックによる資材管理状況
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給水管の通い袋による梱包状況

平成 27 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

804A 国 004
受賞者名

清水建設株式会社

会
会長
長賞
賞

東北支店

六ヶ所ソーラーパーク建設所

所在地

青森県上北郡六ヶ所村
受賞テーマ

『大規模太陽光発電所建設時に多量に発生する、太陽光発電パネル梱包資材等の３Ｒ活動』

受賞者は、本州最北の青森県六ヶ所村において国内最大級の大規模太陽光発電所（連系容量 115MW）建設事業を行っ
ているが、総計 513,600 枚に及ぶ太陽光発電パネルの搬入にあたり、フィリピンからの船舶輸送、国内工場からの車
輌輸送時に用いる梱包資材（紙くず・廃プラ・木くず等）が、大量に発生する事が予想されたため、計画当初の段階
より輸送効率や梱包資材の抑制を図った。また、発生する廃棄物の再資源化処理業者の開拓や、再生資源を利用した
製品の採用など、再生可能エネルギー事業に相応しい環境負荷の軽減と３Ｒ活動に取り組んだ。
≪取組内容≫
1. 太陽光パネルのメーカー出荷時の梱包方法を事前に交渉し、輸送条件に見合った最小限の梱包条件で納入。
（1 パレット当たりの最大積載条件を見直し、1 パレット 20 枚を 40 枚まで増量して製品を搬入。
）
2. 太陽光パネル梱包材の木製パレット再利用
パネル運搬用の木製パレットは、国内メーカーの物は、全量国内工場での引き取りを依頼し、海外メーカーの物は、
県内の物流会社の協力により、全量が引き取られ、物流会社の倉庫等で再利用された。
3. 産廃処理会社の再資源化ルートや処理方法を事前協議し、再資源化の高い方法となる 6 品目（養生ポリフィルム、
PE バンド、PET バンド、紙くず、段ボール、木製パレット）で分別保管。

.①梱包フィルム

②ＰＥバンド

③ＰＥＴバンド

④紙くず

⑤段ボール

⑥木製パレット

4. 納入時に専用受入ヤードを整備し、梱包材を品目毎に多量に保管できる分別保管小屋を設置。
5. 分別保管小屋に、分別方法の詳細と写真付掲示物を設置。

分別保管ヤード（保管倉庫）

保管倉庫内の分別表示状況

分別品目の詳細表示状況

6. 国内メーカーの輸送用木製パレットは、一定量を保管後、全てメーカーで引き取りリユース利用実施。
7. 海外メーカーの輸送用木製パレットを、近隣運送会社、物流会社で全てリユース利用。
8. 太陽光パネル基礎の PC（プレキャストコンクリート）化。
太陽光パネル架台の基礎コンクリートを PC 化し、その結果、品質確保だけでなく熱帯材型枠を削減し、施工に伴
う運搬車両と工事車両、及び施工労務も削減した。
9. コンクリート側溝Ｗ300 を、再生プラスチック側溝に変更。
配線管路に再生プラスチック製側溝を用いて側溝の軽量化を図ることにより、運搬車両と工事車両、及び施工労務
の削減となり、コンクリート製側溝での施工時よりも環境負荷を低減した。
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平成 27 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

806A 国 007
受賞者名

株式会社鴻池組

会
会長
長賞
賞

広島支店

南岡山医療ｾﾝﾀｰ外来管理棟等建替整備工事

所在地

岡山県都窪郡早島町
受賞テーマ

工事現場における環境配慮への取り組み
受賞者は、
「工事現場における環境配慮への取り組み」をテーマに、現場で出来る社会貢献活動に取り組んだ。
［主な活動内容］
1. 廃棄物の分別処理
現場発生の産業廃棄物を、木くず、紙くず(燃えるゴミ)、金属、石膏ボード、一般廃棄物に分別しリサイクルに努
めた。
2. 再生品の使用
解体工事で発生したコンクリートガラを現場内にてガラパゴス機で粉砕し、舗装最終仕上げ付近まで敷き均し、路
盤材として転用した。
3. 掘削残土の削減
地盤改良工事をラップルコンに変更し、地盤改良残土処分（595 ㎥）を埋戻し土と使用し、残土処分を削減した。

分別左から

分別

廃プラ、木くず、紙くず（燃えるゴミ）

ダンボール集積用保管庫

分別

金属くず

ガラパゴスによる再生砕石生成及び敷き均し
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807A 国 009
受賞者名

株式会社鴻池組

会
会長
長賞
賞

京都支店

（仮称）京都産業大学

新 2 号館新築工事

所在地

京都府京都市北区
受賞テーマ

「岩掘削を伴う建設工事における敷地特性を生かした３Ｒ活動」

受賞者は、大学構内の既存建物及び構内道路に囲まれた狭隘な敷地での、掘削土量のほとんどが岩掘削となる難工
事において、その敷地特性を生かして３Ｒ活動を実施した。
［活動内容］
1. 砂岩層を主とする地盤の掘削工事における掘削土量および砂利地業の削減
敷地の支持地盤への掘削床の砂利地業を取り止め、直接ベースコンクリートを打設することにより、掘削土量、運
搬処分土量及び砕石搬入量削減に伴う CO2 発生抑制の効果が得られた。
2. 土圧壁裏埋戻しに流動化処理土を採用し汚泥を再利用
外周（北面、東面）に構築した土圧壁の埋戻し（約 3,000 ㎥）に際し、流動化処理土を採用した。また、埋戻しに
際してバキューム車を利用し、打設用コンクリートポンプ車の使用削減と工事騒音低減を行った。
3. フラットデッキの活用によるベニア材の削減と施工の効率化
B1F，1F の床型枠にフラットデッキを採用し、スラブベニア材の削減とピット内作業工程を短縮できた。
4. 詰所内のゴミ等の分別
①事務所系一般廃棄物として、詰所内のゴミの分別（プラ・空き缶・ペットボトル・燃えるゴミ）
②スクラップの分別収集

③ダンボールの分別収集

④コンクリートがらの分別収集

⑤石膏ボードの分別収集

⑥木くずの分別収集

⑦既存伐採樹木の分別収集

岩掘削状況

バキューム車配置

ＣＯＮ打設状況

フラットデッキ採用
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流動化処理土埋戻し

分別収集

平成 27 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

808A 国 010
受賞者名

鴻池・前田・照惠

共同企業体

第 100 工区東部浄化センター分流水処理施設（土木）工事事務所

会
会長
長賞
賞

所在地

山口県宇部市
受賞テーマ

「下水処理場建設現場における環境に対する影響低減への取り組み」

受賞者は、山口県宇部市東部浄化センターでの新たな分流水の処理施設を築造する工事における、各種廃棄物およ
び CO2 排出削減活動を実施した。
［活動内容］
1. 建設汚泥の排出削減（リデュース）
基礎杭工（プレボーリング拡大根固め工法）で発生する建設汚泥を、リテラ工法（自走式土質改良機で固化材と汚
泥を均質に混合することで改良土として再利用する）により埋戻し材として再利用した。
2. コンクリート・アスファルト塊の現場内圧砕作業の軽減（リデュース）
既設構造物取壊し等で発生するコンクリート殻、アスファルト殻の排出については、ダンプトラックなど運搬車両
に積める範囲で出来るだけ大割りの状態で中間処理施設へ排出することにより、CO2 排出量の削減ができた。
3. 再生資源の積極的な利用（リサイクル）
構造物の基礎砕石に再生砕石及び舗装の路盤、表層に再生砕石・再生アスファルト合材を 100％使用した。
4. 廃棄物の分別回収（リサイクル）
現場で発生した産業廃棄物は、
「木くず」
「紙くず」
「廃プラスチック」
「金属くず」に分別した。又、作業員の弁当
ガラ、吸殻、空き缶、ペットボトル等は事業系一般廃棄物であることを周知し一般廃棄物として分別処分した。
5. アイドリングストップ運動による CO2 の削減（リデュース）
場内搬入車両、場内運搬車両及び通勤車両並びに現場で稼働している重機についてもアイドリングストップ運動を
推進させた。運搬会社への事前連絡を徹底するとともに、新規入場者への送り出し教育時に指導を徹底した。

固化材の投入状況

中間処理施設

改良土積込

再生砕石使用
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コンクリート殻の搬出

廃棄物の分別回収

平成 27 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

809A 国 012
受賞者名

株式会社鴻池組

会
会長
長賞
賞

UR 千葉北部工事事務所

所在地

千葉県印西市
受賞テーマ

『宅地造成工事の地中障害物除去と土壌の再利用及び CO2 排出削減』
受賞者は、宅地造成工事における地中障害物除去、除去後の土壌の再利用及び CO2 排出削減活動を行った。
［活動内容］
1. 地中障害物撤去における現場内分別の実施
各種工法を比較検討し現場内での分別・土壌の再利用を選択した。
フィンガースクリーン・土質改良機・手選別ベルコン・磁力選別機を用いて、地中障害物混入土のふるい分けシス
テムを構築した。
2. 廃棄物分別の徹底
工事区域内各所から発生するコンクリートがら・アスファルトがら等は、工事区域内仮置き場に集積し分別するこ
とでリサイクルに努めた。
3. 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、場内運搬車両及び通勤車両に至るまで全ての車両について、アイドリングストップを励行させた。
4. 再生資源の積極的な利用
再生砕石、再生砂、再生アスファルトにおいて 100%の使用が実現できている。
●地中障害物撤去における
現場内分別の実施

一次分別状況

二次分別状況
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810A 国 013
受賞者名

株式会社鴻池組

会
会長
長賞
賞

さいたまシールド工事事務所

所在地

埼玉県さいたま市大宮区
受賞テーマ

「下水シールド工事現場から発生する建設副産物(特に汚泥)及び CO2 排出の削減」
受賞者は、工事現場から発生する建設副産物（特に汚泥）及び CO2 排出削減活動を行った。
［活動内容］
1. シールド掘削残土（汚泥）量の削減
発生土は、2 ㎥のコンテナに入れ台車に載せコンテナで運搬することにした。
掘削土量の管理は、極力地山に水分(加泥材)を添加しないようにバランスをとっている。
ピットの溜め置き発生土は、水と土が分離した状態の上水を水中ポンプで濁水に回し、発生土量の削減を行った。
2. 廃棄物の分別の徹底
現場から発生する混合廃棄物、木材、紙類、スクラップは仮置き場に分別して集積し、リサイクルに努めた。
また、資機材の梱包は必要最低限とするように事前に要請をおこなっている。
3. アイドリングストップ運動による CO2 の削減
資材搬入・運搬車両及び通勤車両に至るまで全ての車両について、アイドリングストップを励行している。
4. 再生資源の積極的な利用
工事全般に置いて積極的に再生資源の使用を行い、特に再生砕石、再生アスファルトは、100％の使用を実現した。
5. 再生工場への搬出
コンクリートガラ、アスファルトコンクリートガラは、再生工場へ 100％搬出した。

2 ㎥コンテナ排土状況（目視）

残土ピットから 10 ㎥水槽

分別置き場 設置状況全景

スクラップ置き場
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811A 国 017
受賞者名

株式会社鴻池組

東北支店

多賀城市新田地区（南工区）災害公営住宅建設工事

会
会長
長賞
賞

所在地

宮城県多賀城市
受賞テーマ

工事現場における環境配慮への取り組み
受賞者は、
「工事現場における環境配慮への取り組み」をテーマに、現場でできる社会貢献活動（環境配慮への取り
組み）を行った。
［主な活動内容］
1. 産業廃棄物の分別処理
現場発生の産業廃棄物を、金属屑、石膏ボード屑、S1 ボード屑、木屑、混合、一般廃棄物、ダンボール屑に分別
しリサイクルに努めた。リサイクル分別の教育は、新規入場時、安全朝礼等で指示を徹底した。
2. 再生品の使用
仮設道路の砕石を最終路盤仕上げレベル付近にて締め固め、本設路盤材として転用した。
3. 再生品の使用
掘削発生土を外構工事整地土として利用した。

左から、混合（2 箱）
、木屑、石膏ボード屑、

分別

ダンボール屑

S1 ボード屑、鉄屑

仮設道路の砕石再利用

掘削発生土再利用（外構工事残土仮置き）
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813A 国 023
受賞者名

株式会社大林組

会
会長
長賞
賞

東京本店

小豆沢一丁目工事事務所

所在地

東京都板橋区
受賞テーマ

「RC 躯体の PCa 化による廃棄物の削減」

受賞者は、建設現場における鉄筋コンクリート（以下 RC）部分の約 8 割をプレキャスト鉄筋コンクリート（以下 PCa）
化し、木材及び廃棄物削減に努めた。
本来の RC 躯体では鉄筋を組んで型枠を建ててコンクリートを流し込む作業が繰り返しあるなかで、工場であらかじ
めブロックとして作製し、作業場に搬入、組立作業を行う。
工場内では木材を使わずに鉄の型枠を用いることによって、傷むことなく何度も利用することができる。
なお、型枠を組み立てる上で必要なセパレーターという型枠を固定するための鉄の部材を使用するが、その部材を
使用する必要もなく、PCa 部材を作成することが可能になる。
また、廃棄物の分別においても、ゼロ・エミッション（以下ゼロエミ）に努め、週一回の一斉清掃時に当社の社員
及び作業員、産廃業者も含め全員で分別作業を実施した。
そのほか、事務所内では、紙コップの使用を削減するために、マイカップの使用の推進、及びお昼休みは照明をオ
フにして節電を行った。
さらに地域交流の一環として、現場見学会を開催し、近隣の中学生に当社の取り組み、技術または、建設業の魅力
を伝達することによって、地域における啓発・教育にも尽力した。

～施工 STEP とゼロエミ活動～

梁 PC の据付け

階段 PC の据付け

床 PC の据付け

社員、作業員全員で分別を実施
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814A 国 024
受賞者名

株式会社大林組

会
会長
長賞
賞

東京本店

ロジポート橋本工事事務所

所在地

神奈川県相模原市
受賞テーマ

「在来型枠の削減」「ごみの分別の推奨・啓蒙」
「積極的なリサイクル」

受賞者は、工事現場における型枠の削減（リデュース）
、ごみの分別の推奨・啓発（リサイクル・リユース）、積極
的なリサイクル（リサイクル）に取り組んだ。
【活動内容】
1. 型枠の削減（リデュース）
（1）免震ゴム上部の躯体を現場 PC（プレキャスト）化することで、在来型枠の数量を削減。
（2）柱型枠をシステム型枠とすることで、型枠の転用回数を増やすとともに、高所作業車使用の作業を減らした。
（3）地中梁にラス型枠を使用することで、在来型枠の使用を減らし、緑への負荷を低減した。
（4）建物外周部の犬走りを在来型枠ではなく、ハーフ PC 化することで型枠材を削減した。
（5）ランプ手すりをハーフ PC 化することで、在来型枠の使用数量を半減するように努めた。
（6）トラックバース段差部分の型枠の片面に、鋼製型枠（E パネット）を使用することで型枠材の数量を減らした。
（7）天井内段差部分（隠ぺい部）の型枠にフラットデッキを使用し、在来型枠の数量を削減した。
2. ごみの分別の推奨・啓蒙（リサイクル・リユース）
」
（1）自販機の設置に伴う、缶・PET・ビンの分別を行い、環境委員会を職長会内に設置し自主的な管理を行った。
（2）環境委員のパトロールを毎週行い、分別が不良な場合は写真を撮り、周知徹底した。
（3）朝礼時に、ごみの分別に関する啓蒙を定期的に実施した。
（4）ゼロエミヤードには文字だけの表示ではなく、写真で視覚的に訴える表示を行った。
（5）ボード屑等は、ゼロエミヤードとは別に専用のヤードを作り、対象物以外の廃棄禁止の表示を実施した。
3. 積極的なリサイクル（リサイクル）
（1）工事現場内で使い捨てにされがちな、土嚢袋・結束糸の回収・再利用を促進した。
（2）現場建屋の出入り口部分及び詰所横に、土嚢袋・結束糸回収ボックスを設置し、再利用できるようにした。

現場 PC 化

ランプ手すりのハーフ PC 化

柱型枠にシステム型枠を使用

段差型枠片面に E パネットを使用
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815A 国 025
受賞者名

株式会社大林組

会
会長
長賞
賞

大阪本店

新名神高速道路

木津川橋工事事務所

所在地

京都府城陽市～京田辺市
受賞テーマ

「橋梁工事での周辺環境に配慮した環境負荷物質・CO2・廃棄物の発生・排出削減」
受賞者は、会社の環境問題に対する基本理念・基本方針に基づき、橋梁工事において、積極的に環境負荷物質の発
生抑制、廃棄物の削減、CO2 の削減に取り組んだ。
【活動内容】
1. 環境負荷物質の発生抑制（周辺地域の大気保全、近接する河川の水質保全、資機材のグリーン調達）
①排出ガスのクリーン化（杭打機に「エコチャージ」を装着、生コン車およびポンプ車に「オクトパス」を使用）
②生分解性資材の使用（型枠剥離剤に「レジナーVo-1」を使用、重機潤滑グリースに「バイオグリース」を使用）
③電気自動車の使用

④工事事務所の照明に LED を使用

⑤木津川河川水質の保全

2. 廃棄物の削減（梱包材の簡素化、施工方法・施工資機材の工夫、効率的分別・再資源化、現場でのエコ活動）
①フーチング部に「かたわくエコちゃん」を使用

②分別・回収の徹底による再資源化の促進

3. CO2 の削減（省エネルギー性に優れる工法および建設機械・車両の利用促進、省燃費運転の促進、グリーン調達、
事務所での省エネルギー活動の推進）
①バイオディーゼル燃料（B-100）の使用

②工事連絡車に電気自動車「コムス」を使用

③ハイブリッドバックホウの使用

④燃焼促進材「ネンピアップベルト」の使用

⑤省燃費運転教育の実施

⑥太陽光発電設備の設置

【エコチャージの概要】
マジックテープ

活性前の酸素分子

エコチャージ
活性後の酸素分子
（マイナスイオン化）

点火

爆
発

エコチャージ
エアフィルター
 建設重機や車両のエアフィルターにエコチャージを装着
 エンジンに吸入する空気中の酸素を活性化することで、燃焼

効率を向上し、排出ガス中の浮遊粒子物質（PM）を 50％削減
 不完全燃焼に起因する排気臭も抑制
【細品目化による再資源化】

燃料分子

PM 濃度を 50％削減

4 品目分別
建設リサイクル法特定 3 品目

再資源化へ

混合廃棄
物

再資源化へ（最終廃棄物の削減量）

建設リサイクル法特定 3 品目

細品目化 4 分別
〔例）金属くず、電線くず、廃プラスチック、ダンボール〕

8 品目分別
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816A 国 026
受賞者名

株式会社大林組

会
会長
長賞
賞

大阪本店

KDDI 大阪ビル工事事務所

所在地

大阪府大阪市中央区
受賞テーマ

地域特性に配慮した建設現場における３Ｒ活動

受賞者は、不発弾探査で使用した山留の再利用や杭施工地盤の見直しによる杭汚泥発生量の削減等を実施した。
【活動内容】
1. 杭汚泥発生量の削減（Reduce）
不発弾探査で掘り下げた地盤を新築工事の杭施工地盤とした。杭汚泥発生量を削減すると同時に杭工事の工期短縮
を図った。
2. 山留の再利用（Reuce）
不発弾探査には、シートパイルを採用した。新築工事に再利用するとともに、支保工レス化するために背面のすき
とりを実施し、土圧を軽減した。
3. 再生骨材コンクリートの採用（Recycle）
株式会社京星（大阪府枚方市）より、大阪市への出荷が可能な再生骨材コンクリートを新築工事の捨コンクリート
に採用した。

杭工事の施工地盤

山留施工状況

【近隣への配慮】
1. 杭頭処理の低騒音・低振動化
大口径既製杭の杭頭処理にミルクトレール（既製杭を打つ前に杭頭内部に取付け、掘削重機で掘る時に引き上げれ
ば杭頭補強筋を入れる空間を確保する。
）を採用した。近隣のホテルや結婚式場への環境配慮を図った。

ミルクトレールを使用した杭内斫り手順
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817A 国 027
受賞者名

株式会社大林組

会
会長
長賞
賞

東北支店

鹿野工事事務所

所在地

宮城県仙台市太白区
受賞テーマ

「新工法～水平多工区構工法～による３Ｒの実現」

受賞者は、在来躯体工法の手間がかかる部分に、採用可能なあらゆる省力化工法をとりいれ、且つ、1 フロアの工区
を多工区(コンクリート打設量が 100 ㎥以下となる工区)に設定し、繰り返しの作業を毎日実施する工法を考案し実施
することにより、水平作業員の平準化を図り、躯体工期短縮(34％短縮：在来工法比較)による CO2 削減を実現した。
【新工法：水平多工区構工法による環境負荷削減効果（在来躯体工法との比較）
】
1. 床ハーフＰＣ板採用による型枠合板使用の削減。
（型枠合板 21,000 ㎡相当）
2. 戸境壁専用大型型枠による型枠合板使用の削減。
（型枠合板 8,600 ㎡相当）
3. 鉄筋のユニット化で機械式継手に変更することによる CO2 削減と躯体工期短縮。
（12,000 カ所ガス圧接に伴い発生
する CO2 削減）
4. 現場躯体労務平準化・削減による工期短縮 3 か月分のエネルギー使用量の削減。
（現場躯体関連作業員数 30％削減）
5. コンクリート打継部に転用可能打継フェンス(スポコン)を使用し、打継材料を削減。
【その他】
1. 電気・機械設備配管をするのに必要となるコンクリート床貫通孔を設けるのに、塩ビ管による転用可能なスリーブ
を考案して施工した。
（1,200 カ所分の使い捨て紙製ボイドが削減された。
）
2. 現場内で発生した産業廃棄物に関しては、「職長会」として分別活動を徹底して行い、混合廃棄物排出を削減し、
ゼロエミツション達成に向けて継続活動中である。
3. 現場周辺環境への配慮の一環として、
「職長会」にて道路清掃を継続活動中である。

床ハーフＰＣ板設置全景

大型システム型枠設置完了

従来の積上げ作業

サ型鉄筋取付

本工法の作業

改善

（12 日タクト）

（7 日タクト）

現場躯体労務平準化による躯体工期短縮（現場で発生するエネルギーの削減）
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818A 国 028
受賞者名

鹿島建設株式会社

会
会長
長賞
賞

たろうまちづくり JV 工事事務所

所在地

岩手県宮古市
受賞テーマ

【現場で発生した伐採材（産廃）を全て現地で有効利用（最新リサイクル緑化工法）】
～購入材 zero・産業廃棄物 zero・不要燃料使用 zero トリプル zero を実現～
受賞者は、乙部団地（防災集団移転促進事業）と田老地区（土地区画整理事業）の震災復興事業において、ＣＭ（コ
ンストラクションマネジメント）方式を採用することで早期着手及び円滑な事業促進を図りながら工事を進めている。
また、その工事で発生する伐採材を破砕（チップ化）し、破砕材全量を法面リサイクル緑化、レベルバンク・保存緑
地のマルチングに有効利用した、全国で初めての「最新リサイクル緑化工法」により、３Ｒ活動を行った。
【活動内容】
1. 全国で初めての施工実績となる最新リサイクル緑化工法導入とマルチングにより産業廃棄物がゼロ（zero）
自走式吹付機（特殊アタッチメントを装着したバックホウ）による機械吹付工法と基盤材製造に使用する団粒化剤
に EMN コート 21 を使用するという 2 つの工法の組合せにより、産業廃棄物として処理すべき伐採破砕材を再利用
した。
2. 自走式吹付機（特殊アタッチメントを装着したバックホウ）による機械吹付工法の採用
長さ 10cm 程度の 1 次破砕材で吹付可能なため、2 次・3 次破砕が不要となり破砕機稼働が 1～2 サイクル以上削減
することができ、CO2 の低減となり、また、現場で発生した伐採材（産廃）を全て現地で再利用（リサイクル緑化、
マルチング）可能にし、購入材 zero、産業廃棄物 zero、不要燃料使用 zero を実現した。
3. 団粒化剤に EMN コートを使用した緑化工法の採用
EMN コートは、自然材料のカオチン（プラスイオン）を主成分とし、イオン作用で土壌粒子（マイナスイオン）と強
力に活着するため、通常の団粒化剤と比べ自然にやさしく、従来の法面緑化工で必要なラス網が不要（鋼材不要で
CO2 低減）となった。
4. 産廃をゼロにする事で木くずの産廃処理とダンプトラックの CO2 排出量を削減
5. 2 ヶ月に 1 度の頻度で工事ニュース（工事誌）約 1,000 部を配布

工事ニュース（工事誌）

43

平成 27 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

819A 国 029
受賞者名

鹿島建設株式会社

会
会長
長賞
賞

関東支店

水戸ニュータウン・メガソーラーパーク建設工事事務所
所在地

茨城県水戸市
受賞テーマ

「大規模太陽光発電所の建設工事における CO2 排出削減への挑戦」
受賞者は、ニュータウンに隣接した大規模太陽光発電所（メガソーラー）建設工事において、型枠材の大幅な削減、
梱包材の削減、CO2 削減等３Ｒ、省力化に努めた。
【活動内容】
1. スリップフォーム工法の採用で、パネル架台基礎を連続打設し、型枠材を大幅に削減した。
（発生抑制）
2. 伐採木の一部をチップ化し防草対策材として再利用した。
（発生抑制、再生利用）
（発生抑制、省エネ）
3. PV モジュールを大型コンテナで輸送し梱包材を削減、また CO2 も削減した。
4. 中間変電所は、関連機器一体型製品を採用する事で配線の効率化を図った。
（発生抑制）
5. 長尺電気埋設ケーブルの採用で、ケーブル接続での廃棄物発生を軽減した。
（発生抑制）
6. 整地工では、場外処分せずに場内での切盛土工のバランスを取って、発生土を有効利用した。
（再利用）
7. 架台組立等の作業では、簡易架台を考案して省力化効率化を図った。
（省力化）
8. ペーローダーフォークリフトを採用し、場内輸送の効率化を図った。
（省エネ）

スリップフォーム工法で
型枠削減に貢献

発生材によるチップ化

スリップフォーム工法による型枠の削減

伐採木の一部チップ化で廃棄削減と防草対策材を実施

発生土の適正な配分計画で

大型コンテナ輸送による輸送頻度

切盛土のバランスを達成

低減化で CO2 削減に貢献

大型コンテナ輸送による梱包材削減

発生土の再利用により切盛バランスを達成
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820A 国 031
受賞者名

鹿島建設株式会社

会
会長
長賞
賞

横浜支店

中井工事事務所

所在地

神奈川県足柄上郡中井町
受賞テーマ

造成工事における設計見直し（土量減少、伐採材の再利用等）による３Ｒ活動の実施

受賞者は、太陽光（メガソーラー）発電所を建設するにあたり、造成計画を見直し、造成土量の減少、工程確保、
環境負荷軽減を実現させた。
【活動内容】
1. 切盛土量の削減【発生抑制】
区域の変更、宅盤高さの調整、鉄塔周辺の形状変更などにより切盛土量を減少させ、また工事の進捗度に合わせて
土量を計測・計算し、最終的に土量が場内バランスするように施工でき、残土の発生を抑制した。
2. 伐採材の場内再利用【発生抑制】
枝・葉・根などを場内で破砕（チップ化）しマルチング材などとして再利用することにより、産廃量を削減した。
3. 伐採材の場外再利用【発生抑制】
直幹材を建築用材、家具材、フローリング材やパルプ材として有効活用し、産廃量を削減した。
4. その他
上記 1.2.より、重機・運搬車両等の削減により CO2 を大幅に発生抑制できた。また 1.の区域変更による南西部盛土
箇所の減少により沢の造成を取り止めるなど、生態系を保持することができた。

根・枝・葉等の破砕状況

マルチング材の敷均し状況

伐採材をトイレ施設に再利用

伐採材を椅子に再利用
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821A 国 034
受賞者名

鹿島建設株式会社

会
会長
長賞
賞

関東支店

佐野市新庁舎建設工事事務所

所在地

栃木県佐野市
受賞テーマ

ゼロエミッション活動の実践によるリサイクル率 97％以上達成への挑戦。
受賞者は、佐野市役所新庁舎の新築工事を行い、産業廃棄物のリサイクル率 97 ％以上達成を目標に、残土の削減、
在来型枠工法を見直すことによる型枠材の削減に取り組んだ。さらに職員への分別指導および分別内容の点検に励
み、分別しやすい職場環境づくりを行うことで、混合廃棄物率を低減させた。また、廃材を再利用し、地域住民が集
える場を設けている。以下に具体的事例を紹介する。
（リデュース）
①施主（佐野市）指定場所への掘削残土運搬により、掘削発生量は
“ゼロ”を達成した。
（合計：残土 35,200 ㎥削減）
②在来型枠工法部分をプレキャスト化及び、デッキプレート化する
ことにより、型枠廃材を削減した。
（合計：型枠木材 3,100 ｔ削減）
③場内での空ぶかし禁止・アイドリングストップを徹底させ、作業
機械には電動式のフォークリフトや高所作業車を使用、更にハイ
ブリッド型のバックホウ使用による燃料消費抑制によって CO２を
削減した。
在来型枠工法部分をデッキプレート化

（合計：CO２ 171.2 ｔ以上削減）
（リユース）
①外装材に使用する木材の端材を使って、木製デッキ、ベンチを置
き、地域と環境にやさしい現場をつなぐコミュニケーションス
ペース『TSUNAGU スペース』を設置し、さのまるポストで施工関
係者と地域住民との交流を築いた。
（リサイクル）
①産業廃棄物のリサイクル率 97 ％以上を目標として活動
具体的取組として、紙・木・廃プラ・コンガラ・金属・ダンボー
ル・ガラス・陶磁器の各コンテナを設置し、分別することでリサ
イクルを徹底した。
（混合廃棄物率 53.9 ％ ⇒ 12.0 ％へ減少）

分別しやすいコンテナ

②地元の杉を額縁やカーテンボックス、ガラリ等に使用し、その他
家具、カウンターにも木材を使用した。年代が過ぎた後、金属材
と比べてリサイクルし易く、環境負荷が少ない。ガラリなど金属
製のものが一般的であるが、今回構造的にも問題がなく、金属製
品の使用削減に繋がった。
（職員への分別指導と点検）
①月１回、中間処理会社の担当者の作業者への分別方法の指導・説
明会を実施した。職長会パトロール時に分別コンテナ内の点検を
実施し、不適合品があればその場で、再分別、指導した。
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平成 27 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

823A 国 037
受賞者名

鹿島建設株式会社

会
会長
長賞
賞

北陸支店

J3D 計画工事事務所

所在地

新潟県柏崎市
受賞テーマ

「土工事・杭工事において発生する“土（汚泥含む）
”を敷地外へ出さない取組み」

受賞者は自動車向けの特殊な薄板ガラスを製造する施設の新築工事において、土工事・杭工事で発生する土（汚泥
含む）の発生を抑制した。具体的な取り組みは、以下のとおりである。
１．掘削土を敷地内指定場所へ運搬（一部は建屋下及び建屋周囲の埋戻し土に再利用）することで、敷地外に搬出
する量（5,600 ㎥）を 100 ％削減！（リユース）
これにともない、大型ダンプの運搬台数約 900 台分の CO２を削減した。
２．杭残土（汚泥）を自ら利用することで、建設廃棄物量 100 ％削減！（リユース）
埋戻しや場内敷均し等に、建設汚泥の再生利用に関するガイドラインに沿って自ら利用することで廃棄物量を
640 ㎥削減した。
３．発生した建設廃棄物については、ゼロエミッション活動による分別活動等を展開し、毎月発生総量の原単位、
混合廃棄物量原単位を監視することでフォローを実施した。
また、新潟県内ではメーカーリサイクルできる品目は、石膏ボードに限られているが、これも確実に実施した。
最終的には、総量:3.73 ㎏/㎡、混合:2.08 ㎏/㎡（1 月末時点）を達成した。

杭工事による汚泥発生状況

汚泥の敷地内再利用

掘削土の敷地内再使用①

掘削土の敷地内再利用②
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824A 国 038
受賞者名

鹿島・八洲・七番特定建設工事共同企業体

会
会長
長賞
賞

半田市新庁舎建設 JV 工事事務所
所在地

愛知県半田市
受賞テーマ

市庁舎建設現場から発生する産業廃棄物発生量の削減

受賞者は半田市新庁舎建設工事の現場において、①不要材・廃材となるものを持ち込まない ②発生した廃材は分別
回収し、リサイクルする ③自然エネルギー・再生資材・再生燃料を利用することで、産業廃棄物の削減を推進した。
具体的な取り組みは以下のとおりである。
①

不要材・廃材となるものを持ち込まない活動
【スタイロ型枠】
受賞者は 1 階床型枠工事において 2,300 m2 分の在来型枠をスタイロ型枠
に変更した。在来型枠工事では、木製の型枠は数回使用すると廃棄物に
なるが、スタイロ打込型枠は打ち込みとなるため廃棄物が発生しないと
いう効果が得られている。
【資材リース・再利用】
工事現場ではカラーコーンは購入し、1 年前後で割れるなどして廃棄す

スタイロ型枠

ることが多いが、受賞者は厚く丈夫なリース品を採用し廃棄物を出して
いない。また、他現場で不要になった安全看板・クランプカバーを廃
棄せずに保管し、再利用した。
【プレカット・無梱包】
建設資材は定尺で現場に持ち込むことが多いが、発注や運搬の手間が
省かれる一方、端材や梱包材などが発生する。受賞者は、軽量鉄骨、
押出成形セメント板、ケイカライトに対してプレカットを行い、テラ
コッタルーバー、OA フロア、ケイカライトに対して無梱包化を行い、
廃棄物の削減に努めた。
②

テラコッタルーバーの無梱包化（簡易梱包）

発生した廃材の分別回収
産廃ヤードの分かりやすい分別表示、新規入場者教育時や朝礼・一斉清掃時の啓発を行った。これらは建設現場
では一般的に行われているものであるが、工期を通しての活動であり、日々人が入れ替わる建設工事現場では影
響の大きい項目である。

③

自然エネルギー・再生資材・再生燃料を利用
自然光の利用、高効率照明器具・太陽光パネルの採用などを行った。再生資材としては、建設汚泥改良土を屋外
盛土として、再生原料を使用した密粒度アスコンを表層路盤として、高炉セメントを基礎梁・底盤躯体コンクリ
ートとして採用した。再生燃料は、購入土の運搬・積込に使用する重機・車両に B100※を使用した。
※廃食用油等に化学処理を施し生産したバイオディーゼル燃料（BDF）を、
（軽油を混合せず）100 ％使用した燃
料
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826A 国 041
受賞者名

鹿島建設株式会社

会
会長
長賞
賞

関西支店

神姫バス姫路工事事務所

所在地

兵庫県姫路市
受賞テーマ

大規模ビル建築のプレファブ化における、リデュースへの取り組み

受賞者は、姫路市の姫路駅周辺整備事業の大規模ビル建設において、掘削土の埋戻し利用、工場製作品を多用する
ことで現場加工に伴う端材を削減など、廃棄物の発生抑制を推進した。具体的な取り組みは、以下のとおりである。
（リデュース）
①仮置場使用による掘削土の埋戻し利用（2,455 ㎥の発生抑制）
現場近くの空き地を借用し、そこに掘削時に発生した残土を仮置きすることで 2,455 m³の残土の排出を削減し、埋
戻し土にその残土を使用することで、同量の購入土の搬入をゼロにした。

原設計と３Ｒ活動後の残土搬出量の増減

仮置場状況
②スラブ型枠に鋼製型枠（フラットデッキ・合成デッキ・フェローデッキ）の使用
スラブ型枠として鋼製型枠を採用したことにより、約 60 m³（12 t）の木くずを削減した。また、屋上スラブでは、
フェローデッキ（一方向配筋デッキ）を採用し、現場へ納入する鉄筋量を削減した。
（12.4 t）
③屋上階のパラペットを在来工法から PCa（プレキャスト）工法に変更（型枠材 3 ｔ削減）
パラペットの型枠は形がいびつで転用がきかず、脱型後はごみになりやすいことから、屋上階のパラペットに PCa
工法を採用し、排出される木くずを削減した。今回は、250 m²分のパラペットでこの工法を採用したため、15 m³
（3 t）程度木くずの排出を削減した。
④内装間仕切り壁を LGS＋ボードの在来工法からスチールパーティションに変更（1,430 ㎡の変更）
4 階から 9 階の 6 フロアの間仕切り壁を LGS＋石膏ボードの在来工法から同等の遮音性能を有するスチールパーテ
ィションに変更した。工場製作品の使用により現場加工をなくすことで、約 14 m³（7 t）の廃棄物を削減した。
⑤塗装材料に水性塗料を採用、シャッタースラット塗装の取止め（25 缶分削減）
内装仕上げにおける塗装材料に水性塗料を採用し、工事中に使用する油性塗料（有機溶剤）を削減した。
また、シャッタースラットの塗装仕上げをなしにすることで、約 25 缶（一斗缶）の塗装材料を削減した。
（リユース）
①他現場で使用した仮設資材の再利用
（リサイクル）
①メーカーリサイクルを実施（石膏ボード 40 ｔ、ALC3.4 ｔ）
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828A 国 043
受賞者名

鹿島・上村・九州・吉川

会
会長
長賞
賞

建設工事共同企業体

福岡市新青果市場市場会館棟新築工事事務所
所在地

福岡県福岡市
受賞テーマ

「躯体工事の合理化工法による３Ｒの実現」

受賞者は、福岡市内の 3 カ所に点在する老朽化した青果市場を、広大な敷地に統合移転新築する工事の市場会館棟
エリアの躯体工事を担当し、現場内ヤードで鉄筋コンクリート小梁のプレキャスト化、型枠を合板から鋼製に変更す
る等合理化工法により、廃棄物の発生抑制に取り組んだ。具体的な取組みは以下のとおりである。
1.現場内ヤードにおける鉄筋コンクリート小梁のプレキャスト化（リデュース）
現場内にコンクリート舗装されたヤードを作成し、型枠の組立か
ら鉄筋の組立、コンクリート打設を行い、現場内で小梁を製品化
した。その結果、型枠木材の転用回数は通常 3 回程度から 18 回
にアップし、12 ｔの発生木材の削減に成功した。
小梁をプレキャスト化することで、仮設支保工を四角支柱とする
ことが可能となり、700 ｔの仮設材料が削減され、10 ｔトラッ
クの台数を 70 台往復（CO2 排出量を 3,262 kg 削減）削減するこ
とに成功した。また作業性の良い環境で作業を行うことで、コン
クリートの剰余やこぼれが無くなり、コンがら等の産業廃棄物を
削減することが出来た。

現場内 PCa ヤード

2.柱鋼製システム型枠の使用と先行打設（リユース）
柱型枠は合板型枠を使用する在来工法であったが、鋼製システム
型枠に変更し、柱コンクリートを先行打設する計画とした。その
結果、鋼製型枠を 10 回転用することが出来たため、20 ｔの発
生木材の削減に成功した。
3.鋼製型枠の採用（リデュース）
当初計画では床スラブに合板型枠を使用する在来工法であった
が、鋼製型枠（フラットデッキ）を使用する計画に変更し、基礎
地中梁工事については、ピットとならない部分について在来工法
から鋼製型枠（E パネット）を使用する計画に変更した。その結

柱鋼製システム型枠施工状況

果、127 ｔの発生木材の削減と同時に仮設材が 210 ｔ削減され、
10 ｔトラックの台数を 21 台往復（CO2 排出量を 978 kg 削減）削減することが出来た。
4.混合廃棄物の削減（リサイクル）
混合廃棄物の削減を目的として、産業廃棄物の分別ヤードに「これどこ BOX」を設置した。分別品目が分からない
ものは、これどこ BOX に一旦仮置きし、仮置きされた廃棄物は専任の作業員が分別することで混合廃棄物の削減を
図るとともに、分別方法の周知・教育を行った。
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829A 国 044
受賞者名

鹿島建設株式会社

会
会長
長賞
賞

東京建築支店

りそな・マルハビル地上解体工事事務所
所在地

東京都千代田区
受賞テーマ

最新工法で超高層ビルを解体し、リサイクル、周辺環境負荷低減および CO2 発生量抑制
受賞者は、都心にある地上 24 階、地下 4 階建の超高層ビルの解体工事において、①建築設備等に含まれる有害物の
適正処理、②内装解体材の分別・リサイクル、③アスベスト廃棄物の溶融処理、④躯体解体材の分別・リサイクルに
取り組んだ。具体的な取組みは以下のとおりである。
①事前調査
古い大規模建物には有害物質が多く使用されている可能性が高く、解体工事は有害物質を飛散拡散させるリスクを
抱えている。また、廃棄物を混合した状態で処理工場に持ち込むことは、リサイクル率を下げる要因であるため、
躯体解体に先立って行った内装・設備撤去の工程においても、徹底した内装材等の分別を実施した。そのため工事
着手前および着手時に事前調査に重点を置き作業を進めた。
アスベスト含有建材の調査分析は 60 検体を超え、範囲特定を行なった。また各種設備についてもチェックリストを
作成し、ビル引渡し段階に応じて調査を実施した。
②建築設備等に含まれる有害物の適正処理
①の結果判明した有害物質については、内装撤去や躯体解体時に付着していると汚染を拡散することになるため、
法令等に基づく手続きの上、先行撤去・回収を行った。その中で可能な限りリサイクルを図った。
③内装解体材の分別・リサイクル
短期間に大量に発生する内装材の撤去物についても、種類ごとに分別してリサイクル率の向上を図った。
④アスベスト廃棄物の溶融処理
鉄骨耐火被覆や区画壁の多くにアスベストが含有され、その除去作業で発生する廃棄物量は膨大であった。管理型
処分場への埋立量を低減させるため溶融無害化処理への委託を可能な限り採用した。

⑤躯体解体材の分別・リサイクル
躯体解体は、解体重機を最上階にあげて、順々に下に降りてくる従来の工法とは異なり、地上レベルにジャッキを
据えて柱からの荷重を受け、下から解体しながらジャッキダウンを繰り返すという鹿島カットアンドダウン工法を
採用した。この工法の採用により、重機作業は地上レベルに限定することができ、粉じん飛散、騒音、振動等の周
辺環境負荷の低減効果や、重機稼働効率等の向上による CO2 排出量削減を果たした。
また、発生する解体材の品質・性状や排出量を一定に保つことが可能になったため、大量発生するコンクリートガ
ラの再資源化施設の選定・調整も容易となり、全量リサイクルした。
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831A 国 046
受賞者名

戸田建設株式会社

会
会長
長賞
賞

東北支店

南陽市新文化会館 施設建設 建築・機械設備工事
所在地

山形県南陽市
受賞テーマ

杭頭補強躯体及びパラペットのサイト PC 化による環境負荷の低減

受賞者は全国でも初めての大規模木造耐火建築物の文化会館を建築する工事において、杭頭補強躯体及びパラペッ
トのサイト PC 化に取組み、廃棄物の発生を抑制した。具体的な取組みは以下のとおりである。
１． 杭頭補強躯体の PC 化
在来工法では掘削が二段になり、杭頭補強躯体の際、簡易山留めや水替えが必要となる。そこで、在来工法を見
直し、杭頭補強躯体の PC 化により、型枠の転用回数が増え、型枠合板を削減することが出来た。
【工程順序】工程順序
（在来工法）基礎下掘削→水替→地業→墨出→水替→杭頭躯体→埋戻→整地→捨コン→墨出→基礎躯体
（改善後 ）基礎下掘削→水替→地業 PC セット→整地・地業→捨コン→墨出→基礎躯体
また、埋め戻し土量の削減にも効果があった。

杭頭補強躯体 PC の設置状況(改善後)

杭頭補強時の山留め設置状況（従来）

２． パラペット躯体の PC 化
モックアップによる PC 化を行うことで、細部の納りなどを関係者にて確認し、詳細の形状を決定した。

パラペット躯体 PC の設置状況
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832A 国 047
受賞者名

会
会長
長賞
賞

戸田建設株式会社
価値創造推進室 価値創造戦略ユニット
所在地

全国
受賞テーマ

TO-MINICA（低炭素施工システム）により建設現場から発生する各種廃棄物、CO2 の発生・排出削減
受賞者は、建設現場から発生する各種廃棄物、CO2 の発生・排出を削減するため、自社で独自に開発した WEB システ
ム（TO-MINICA（低炭素施工システム）
）において、自社内だけでなく、協力会社を含めた現場における総合的な廃棄
物排出量と CO2 の削減に取り組んだ。具体的な取組みは以下のとおりである。
① TO-MINICA システム概念図とセキュリティの仕組み

②CO2 削減計画立案
41 項目の削減メニューから、自作業所で実施する項目を選択すると、建築廃棄物排出量の削減等の項目による CO2
の削減量と削減可能コストが表示される。
③ 建築廃棄物・燃料使用量等のデータ入力
関係者（協力会社・作業所担当者）に月毎にメールが
自動配信され、データの入れ忘れを防止している。
また、CO2 排出量データは適時確認できるので、目標に達し
ていない場合には新たな削減手段を講じることができる。
④ 削減量の実績把握
現場の CO2 排出量の「予測」と「実績」を比較し、必要に応じて『削減計画』の見直しを行うことができる。
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833A 国 050
受賞者名

会
会長
長賞
賞

戸田建設株式会社 首都圏土木支店
千葉県岩瀬橋架換工作業所
所在地

千葉県富津市
受賞テーマ

廃食用油のバイオディーゼル燃料（BDF）としてのリサイクル及び河川環境の保全

受賞者は、岩瀬川に架かる岩瀬橋を新橋に架け換える工事において、使用する大型建設機械の燃料に現場周辺の地
域から回収した廃食用油を自社でバイオディーゼル燃料（BDF）化し、廃棄物のリサイクルに取り組んだ。また、河川
環境の保全に取組むなど、周辺環境への配慮も行った。具体的な取組みは以下のとおりである。
1.廃食用油のバイオディーゼル燃料（BDF）としてのリサイクル
工事現場周辺の商店や一般家庭から回収した廃食用油約 30 ℓを自社の BDF 製造プラントで BDF100 にリサイクルし、
建設機械（50 ｔクラスの基礎杭削孔機兼用クレーン）の燃料に使用した。
その結果、BDF100 を 1,400 ℓ使用し 3.7ｔ-CO2 の CO2 排出量を削減した。
天ぷら油

松戸工作所製造プラント（受賞者）

建設機械稼働状況

BDF 給油状況

廃棄天ぷら油のリサイクル（BDF）
2.河川環境の保全
岩瀬川は白子うなぎ漁が盛んであることから、工事にあたっては河川環境の保全が強く求められたため、水中不
分離性モルタルの使用、pH 管理、油吸着マットの常備、河川清掃等を行った。
その結果、白子うなぎ漁へ影響を与えることなく竣工することができ、地元漁業組合から感謝状を頂いた。
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834A 国 051
受賞者名

三井住友・石川徳・青木マリーン建設共同企業体
豊洲駐輪場作業所

会
会長
長賞
賞

所在地

東京都江東区
受賞テーマ

市街地開削工事における３Ｒ活動への取組み

受賞者は地下鉄の駅近辺の広場に、地下１階鉄筋コンクリート造の自転車駐輪場を構築する工事において、各種工
法を見直すことで、建設汚泥の削減や型枠の使用量削減など、廃棄物の発生抑制に取り組んだ。具体的な取組みは以
下のとおりである。

地下駐輪場建設工事
①土留工事で発生する建設汚泥の削減（リデュース）
地下駐輪場を建設するにあたり、柱列式連続地中壁の土留を用いて開削を行なった。連続地中壁工事において建設
汚泥の発生を削減することができる ECO-MW 工法を採用し、それにより、約 23 ％（約 1000 ｍ3）の建設汚泥を削減
した。
②柱用システム型枠の使用（リデュース）
柱部の施工にシステム型枠を使用し、型枠の転用回数を増やすことで木製型枠の使用量

約 170 m2 を削減した。

③T ヘッド工法の採用（リデュース）
構造物の構築において鉄筋フックの代わりに T ヘッド工法を採用して鉄筋使用量を

約 1.8 ｔ

削減した。

④流動化処理土の使用（リサイクル）
山留工側部の埋戻し材料に流動化処理土を

260 m3 使用した。

⑤汚染土の分別の徹底（リサイクル）
掘削土の一部に汚染土が含有していたため、汚染土の分別を徹底し、汚染されていない建設発生土の再利用ができ
るように施工を実施した。

汚染土専用掘削機械

汚染土最終処分追跡調査
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835A 国 055
受賞者名

株式会社竹中工務店

会
会長
長賞
賞

九州支店

九州大学(伊都)総合研究棟(理学系)他施設整備事業
所在地

福岡県福岡市
受賞テーマ

建設廃棄物ゼロエミッション活動の推進

建設産業廃棄物の最終処分率 10.0 %以下(重量比)

受賞者は大学教育施設(総合研究棟・講義棟生活支援施設・民間付帯施設)の新築工事において、建設廃棄物の最終
処分率を 10.0 %以下に低減することに取り組んだ。具体的な取組みは以下のとおりである。
（リデュース）
・杭工事(アースドリル場所打ち杭)の無水掘削で発生した土砂と有水掘削の汚泥を分別し、建設汚泥 2,441 ㎥(約
84 ％)削減
・杭工事(地盤改良杭)の発生土(流動性が少なく土砂と判断したものの再利用)を 825 ㎥(100 %)削減
・廃棄物回収袋(PP 袋)を繰り返し使用し、予定枚数 25,000 枚から 16,000 枚（▲9,000 枚 36 ％）削減
・各種梱包材、搬入材の削減

杭工事の無水掘削で発生した土砂を分別

屋上室外機をユニット化し梱包材の削減と揚重回数を削減

（リユース）
・杭頭斫りガラ 113 ㎥を粒度調整し、杭回りに敷き均し基礎下の砂利として再利用
（リサイクル）
・作業所各エリアに分別ヤードを設置
混合廃棄物を最小限に抑えるため、日々分別ヤードの点検を実施し、特にがれき類、廃プラスチック類、木くず、
石膏ボード等の分別を徹底した。
（ゼロエミッション活動実績）
管理目標

最終処分率(重量比)

10 ％以下

実績値

最終処分率(重量比)

4.78 ％

○その他の活動
・仮設事務所の照明を 12 時～13 時消灯、夏季のエアコン温度を 28 度に設定。
・朝礼場の放送設備はソーラー電源を使用
・職長会による分別ヤードの環境巡回を実施
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838A 国 059
受賞者名

大成建設株式会社 東京支店
(仮称)芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用事業（品川ＬＴ計画）

会
会長
長賞
賞

所在地

東京都港区
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
物排出量の削減と、継続的な職長会・作業員に対する分別・環境啓蒙活動
受賞者は、建設現場において建設副産物を多品目に分別（延 93 品目）し、減容化などの処理を行うことで資源とし
ての価値を高め、有価物として売却した。また、分別教育を重層的に行うことで、作業員の分別意識の向上に寄与し
た。具体的な取組みは以下のとおりである。
１．エコプラントの設置と多品目分別の実施
・職長会・各作業員が廃棄物の分別・ストックを行う分別ヤード「エコプラント」を設置した。
・工事の進捗に伴い増減する廃棄物種類に合わせた分別容器を設置し、延 93 品目の分別を実施した。
２．リデュース
・木製パレットによる搬入を制限し、作業所内に集積したパレットの有効利用を促した。
・搬入する木製パレットに業者名を書き、現場内に持ち主不明なパレットをなくす事で、不用材として廃棄した。
３．リユース（作業所内再利用）
：10 品目
・再利用が可能な袋類、ひも類、ホース類、シート類、ｸﾗﾝﾌﾟｷｬｯﾌﾟ等を収集し、現場内で再利用を行った。
・デッキ搬入時に使用される枕木を収集し、次回以降の搬入時に再利用した。
４．減容化（圧縮・破砕・溶融）による廃棄物体積の削減・運搬車両の削減
・圧縮機による減容化：ダンボール、紙類、軟質プラスチック（フィルム、PP バンド、グラスウール）
・破砕機による減容化：硬質プラスチック（スプール、CD 管、ペットボトル、クランプカバー）
・溶剤による減容化

：発泡スチロール、スタイロフォーム

硬質プラスチック集積状況

硬質プラスチック破砕状況

硬質プラスチック破砕状況

硬質プラスチック（減容率 1/6）

５．リサイクル（有価物化の推進）
：21 品目
・建設副産物を丁寧に分別することにより、資源としての価値を高め、有価物として売却した。
・有価対象：紙・ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ・ｾﾒﾝﾄ袋、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（ﾌｨﾙﾑ、ｽﾌﾟｰﾙ、塩ビ管、CD 管、PP ﾊﾞﾝﾄﾞ他）
、電線、金属等
６．リサイクル（広域認定制度の利用）
：4 品目（メーカー別）
・建材メーカーによる原料としてのリサイクルを図るため、広域認定制度によるリサイクルを行った。
・広域認定制度対象：ALC 板、グラスウール、石膏ボード、タイルカーペット、長尺
７．混合廃棄物の削減によるリサイクル率の向上
・分別台を設置し、磁石による鉄分の抽出と、ふるいによる徹底した分別を実施した。
８．分別教育と環境啓蒙活動
・分別経験の無い作業員に対して、新規入場時に分別ルールと環境活動に関する教育を行った。
・職長会に環境分科会を組織し、勉強会、発表会を開催した。
・外部から講師を招き、定期的に分別講習会を全作業員に開催した。
・15 回の見学会を開催し、社内・社外より、延 250 人がエコプラントを視察した。
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839A 国 060
受賞者名

大成建設株式会社 東京支店
南池袋二丁目 A 地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築他工事

会
会長
長賞
賞

所在地

東京都豊島区
受賞テーマ

作業所スローガンである「やるべきことはやる！みんなでやる！」の理念に沿い、全員参加でごみの
分別・縮小・削減を実践する。
受賞者は、建設現場において、産業廃棄物の分別収集、建設副産物の再使用、再利用を推進した。また、
「ごみ一握
り運動」や「ごみ番長」など清掃や分別の教育に寄与した。具体的な取組みは以下のとおりである。
１．産業廃棄物の分別・減容・再使用・再利用
・建設副産物のリサイクルの取り組みとして、産業廃棄物の削減に重
点を置き、最大 18 品目の分別を行った。
・圧縮機を採用し、廃棄物を約 1/8 に縮小した。
・土嚢袋・ごみ袋等はごみの分別ヤードに専用の置場を決め、繰り返
し再使用した。
・石膏ボード・金属くず・ダンボール等については、原料として再利
用した。
分別ヤード
２．啓発普及・教育活動
・職長会分科会として施設環境整理整頓清掃清潔（４Ｓ）分科会を設置し、
「ごみ一握り運動」を推進した。
10:00、12:00、15:00 の休憩時に作業場所から、詰所（休憩所）に向かう際に、ごみの一握りを分別ヤード
に持参し分別した。参加者には、作業所内の売店で使用できるチケットを渡した。
・産業廃棄物収集・運搬・処分会社職員を現場常駐させ、
「ごみ番長」として分別指導を継続的に行った。
・横断幕・ポスターを掲示し作業所所員・職長・作業員等、全員の意識向上をはかった。

職長会による、作業所周辺近隣清掃及び

ごみ一握り運動チケット

場内のごみ一握り運動

３．CO2 削減に向けた活動
・作業所緑化、
「ゴーヤ de えこプロジェクト」を推進した。
・事務所内で CO2 削減に向けた掲示、消灯、冷暖房温度抑制を推進した。
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840A 国 061
受賞者名

会
会長
長賞
賞

大成建設株式会社 札幌支店
（仮称）札幌北７東１計画 新築工事作業所
所在地

北海道札幌市
受賞テーマ

『超高層マンション建設現場における３Ｒ活動への取組みと、環境保全活動の展開』

受賞者は超高層マンション建設現場において、建設副産物の発生抑制、IT 機器を活用した紙図面の削減、建設資材
の再使用などに取り組んだ。具体的な取組みは以下のとおりである。
（リデュース）
１．型枠材
本設 ELV の開口部に仮設ステージを設け、タワークレーンで
資材の楊重が可能な仮設計画にしたことから、柱型枠を転用
することを容易に行うことが出来た。
２．プレカット

ECP 割付工場で加工

建物外壁が押出成型セメント板であり、板割を事前に工場で
行ってから現場内に搬入することでカット数量を削減した。
３．IT 機器を活用した紙図面の削減
図面を ipad 上で閲覧することにより、各施工図を紙に印刷す
る必要が無くなった。
４．建築倉庫の整理
現場内のプレハブ資材置場において、収納場所を明確に表示

iPad の活用による紙図面の削減

したことで、誰もが必要なものの場所と残数量等が明確になり、
余計に発注する事が無かった。
（リユース）
１．養生材
建物の制振間柱の養生材として使用されていた約 500 角の薄べニアを、内装工事で床面ウレタン巻返部に使用す
る際の養生材として再使用した。
２．PCa バルコニーの吊治具でゴンドラ作業時
PCa バルコニーをクレーンで揚重した際に使用した金物を、ゴンドラを使用して外装工事を行う際に安全設備と
して再利用した。
（リサイクル）
１．オガクズ
大工が型枠を加工した際のオガクズを集積し、1 週間 1 度、全作業者で行う一斉清掃の際に使用した。
２．洗い水
左官工事及びコンクリート打設時に左官屋の鏝等に付着したモルタル及びコンクリート等を水を張ったタフ舟中
で清掃し、その上水を再度現場練りモルタルに使用した。沈殿したモルタル等に関しては硬化した後に廃棄した。
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841A 国 063
受賞者名

大成建設株式会社横浜支店

会
会長
長賞
賞

ららぽーと海老名新築工事作業所

所在地

神奈川県海老名市
受賞テーマ

2000 人を抱える大規模現場における３Ｒ活動に対する作業員の啓発に向けての取り組み

現場は平時 2000 人程の作業員が来る大規模現場であり、発生した排出物は膨大な量となる。この排出物の抑制、再
利用、再資源化等の環境への配慮は、社員と職長会及び作業員で問題点を共有し協力し合うことで達成された。ここ
にその成果を報告する。
リデュースは 3 項目。
①耐火被覆の高密度化。発生する耐火被覆をコンテナ内で潰すことにより体積を
3/4 にさせ、排出する際の飛散抑制にも繋がった。
②ALC とボード及び塩ビ管の運搬時の無駄な空隙の減少。コンテナ内に無造作で
はなく、積み木のように積み上げ、コンテナにおける ALC とボード及び塩ビ管
の高密度化を可能とした。①と②の効果は、輸送回数が減り、運搬時の際に発
生する CO2 の削減に貢献した。
③ラス型枠の使用。従来のベニヤ型枠の焼却処分の際に出る CO2 抑制に貢献した。

①耐火被覆の高密度化

リユースは 3 項目。
①サニーホースの再利用。使用したサニーホースは鉄筋養生に再利用し、作業員
の災害防止に役立っている。
②大鋸屑の清掃利用。台鋸で発生した大鋸屑を一斉清掃時に各業者に渡し、再利
用している。
③雨水・井戸水の利用。耐火被覆材や左官材として使用するだけでなく、冬の乾
燥時や夏の強風時の砂等の散水養生、または夏の打ち水に使用した。

①サニーホースの再利用

リサイクルは 3 項目。
①石膏ボードと鉄くずの業者配送。発生した石膏ボードはメーカーでリサイクル
され、鉄くずもスクラップとしてリサイクルした。
②パレットの持ち帰り。各業者が搬入時に使用するパレットは、搬入終了時に業
者に持ち帰ってもらい、パレットのリサイクルを促進させた。
③杭残土の地盤改良材化。杭工事時に発生した残土を加工して再利用地盤改良材
として利用した。これにより杭残土の排出はゼロとなった。

③杭残土の地盤改良材化

啓発普及は 2 項目。
①教育。作業員の子ども達のエコに関する絵や、費用対効果や分別励行ポスター、
及び各業者のスローガンをエコステーションという分別広場に大きく掲示す
ることで意識の向上を図った。
②啓発行動。現場では各種部会を設置し、その中の衛生部会でエコステーション
の運営や、一斉清掃での指揮を執る。衛生部会はどこに、どう捨てればいいの
かを朝礼時に講演し、また作業終了時には夕方当番として社員・職長会全員で
担当割をして、エコステーションで毎日分別指導を行った。
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①作業員の子ども達のエコに
関する絵や、費用対効果や
分別励行ポスター

平成 27 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

842A 国 071
受賞者名

株式会社

熊谷組

首都圏支店

熊谷組・京急建設共同企業体

会
会長
長賞
賞

（仮称）平和島物流センタ新築工事

所在地

東京都大田区
受賞テーマ

『余裕を持って、ECO 活動、環境保全等

３Ｒの創意工夫！』

【基本方針】
受賞者は、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活動を積極的に推
進している。最終処分場での廃棄物埋め立て処分量を極小化するため、作業所での３Ｒ活動の概要を以下のとお
り示す。
【Reduce
①

発生抑制 リデュース】
基礎躯体工事において鋼製型枠を採用し、出来る限り、ラワン合板や針葉樹
合板の使用量を低減化図っている。

②

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。

③

搬出量が多い品目（ALC 版・LGS 材）のプレカットしたものを搬入すること
により、低減化を図っている。

【Reuse

再使用

リユース】

①

型枠材の計画的な転用している。

②

ﾋﾟｯﾄ部分を RC 砕石にて埋めて、仮設乗り入れ口を作成
し、仮使用終了後、その RC 砕石を外構路盤にて再利用
を図っている。

ﾋﾟｯﾄ部分埋め戻し前

ﾋﾟｯﾄ部分埋め戻し後、
仮設通路使用状況

【Recycle 再資源化

リサイクル】

①

産業廃棄物を分別収集することにより、リサイクルできる施設に搬出を行っ
ている。

②

混合廃棄物の排出量目標値を設定し、ゼロエミ活動を推進した。

【目標値】
リサイクルできないゴミ（混合廃棄物）を出来るだけ少なくするために、現場から出る混合廃棄物発生量を延床面積
で割った値で目標値を定めた。
目標値：「 4.2kg/㎡以下（延床面積） 」
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843A 国 072
受賞者名

株式会社熊谷組

会
会長
長賞
賞

首都圏支店

熊谷組・丸豊建設・アコック共同企業体

所在地

神奈川県相模原市南区
受賞テーマ

『全員参加のエコ活動、環境保全３Ｒの工夫』
相模原市 市道新戸相武台道路改良工事は、米軍キャンプ座間基地内を横断する地下道路トンネルである既設トン
ネルを取り壊し、新設トンネルへの更新築造を行なった。施工は、トンネルを使用する一般歩行者および自転車が常
時通行可能な状態で行った。施工法は、工期短縮・高品質・産業廃棄物の発生抑制の観点で検討し、ＳＰＷ工法（ス
パンザウォール工法：ハーフプレキャスト工法）を採用した。作業所全体での３Ｒ運動は、受賞者の「環境マネジメ
ントシステム」に従って積極的に推進した。
【全般】
現場から排出される産業廃棄物を、リサイクルできるもの（木くず、廃プラおよびダンボール）とそれ以外のも
の（混合廃棄物）として、エコステーションヤードを設けて、適切に分別した。
また、使用する重機（揚重機・掘削重機等）の台数が多いため、省エネ運転を実践できるよう事前の教育および
現場での実践指導も行なった。
活動は主に元請職員+職長会が中心になって全協力業者作業員へ周知し、活動実践・点検・指導と全工期に亘って
行なった。
【リデュース（Reduce）
：発生抑制】
①トンネル構築にＳＰＷ工法（工場でのプレキャスト部材の製造）を採
用することで、型枠材の産業廃棄物の大幅低減をもたらした。
プレキャスト部材
（側壁部）

【リユース（Reuse）
：再利用】

プレキャスト部材
（頂版部）

①施工サイクルに応じて土留め（親杭＋横矢板）で使
用した矢板を次施工区間へ、一部転用した。
②既設トンネルを取り壊したコンクリート塊をリサ
イクル工場へ搬出し、その工場でリサイクルした再
生砕石（RC-40、RC-10）を購入し使用した。
既設トンネル
取り壊し状況

基礎材に使用
リサイクル工場へ
（再生砕石：RC-40）
運搬・処分

【リサイクル（Recycle）
：再資源】
①現場で発生する梱包材（ダンボール）
、木くず（矢板、型枠材等）および廃プラス
ティックを完全分別回収し、リサイクル工場へ産業廃棄物として搬出し、再資源
化した。

木くず処分専用箱に収集し
リサイクル工場へ搬出

【その他】
①現場打ち構築（底版部）マスコンクリート対策（ミスト併用エアによるパイプクーリング工法）での冷却用水道
水（1800 ㎥）
・使用電力（187200KWh）
・CO 2（21ｔ）を削減。
②分煙対策として設置した屋外の喫煙所の屋根下に、水道水ミスト散布設備を設置し夏場の休憩所でも涼しさを実
感でき、電気を使用せず冷房効果があった。
（休憩所の電気節電効果があった。
）
③事務所南側一面に植物（ゴーヤおよびあさがお）を栽培し、二階まで達するグリーンカーテンとして冷房電気節
電を行った。
（事務所内の冷房温度+2℃（28℃）で事務作業ができた。
）
④新設トンネル内仕上げ作業時、電動高所作業車を使用。CO 2 削減に有効であった。
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844A 国 074
受賞者名

株式会社

熊谷組

首都圏支店

建築事業部

第三工事部

(仮称)品川区東五反田 4 丁目計画新築工事

会
会長
長賞
賞

所在地

東京都品川区
受賞テーマ

大規模マンション新築現場における３Ｒ活動・ゼロエミッションへの挑戦
【活動スローガン】
・限りある資源

今こそ再生・再利用

受賞者は、五反田駅徒歩 4 分圏内に新築マンション（12 階建て、全住宅戸数 303 戸）を 1 年半の工期で建設するも
のであり工事現場の周りは閑静な住宅街や病院があり人通りも多いため、周辺住民に配慮しながら３Ｒ活動を推進し
た。
大規模マンションの建設現場においては躯体工事が大規模となることから、型枠残材等が多く発生する。
また、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り、これらは混合廃棄物として排出され
ることが多い。そのような施工条件の中、受賞者は３Ｒ活動を行うにあたり、まず基本方針とスローガンの策定を行
った。
基本方針として
①

元請社員の中からゼロエミ担当者を配置するとともに、社員・協力業者間での意見交換を図りながら活動を進
めていく。

②

職長会の中に環境班を組織し、定期的な廃棄物削減状況の確認を行う。

③

分別ヤードを確保し、分別コンテナは最低でも 3 種類以上を設置する。

この 3 点を基本方針としスローガン
「限りある資源

今こそ再生・再利用」

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のあるリサイクルの徹底を図るため、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った。
【リデュース】
廃棄物として発生量の多い型枠材、内装工事資材のプレカットをした。
設計段階で階段部分を鉄骨製にした。
【リユース】
仮枠アンカーの再使用他、型枠材の計画的な転用などを行った。
【リサイクル】
混合廃棄物排出量を削減するため分別ヤードを確保し、分別コンテナを設置した。

型枠材のプレカット

【その他】
作業員に対する教育を実施し分別意識の高揚を図った。
環境班による分別状況の確認と、朝礼時による講評を行った。

混合廃棄物の中に分別でき
るものはないかゴミを出し
て内容物を確認
作業員に対する教育は、
朝礼時、業者別など
必要に応じて実施
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845A 国 077
受賞者名

東日本高速道路株式会社

会
会長
長賞
賞

東北支社

いわき工事事務所

所在地

福島県双葉郡富岡町～双葉町
受賞テーマ

放射能により汚染された廃棄物の活用と工事による汚染廃棄物の抑制化

常磐道常磐富岡 IC～浪江 IC 間は、福島第一原発の北西方向に位置し、原発事故により放射線の空間線量が高いこと
から帰還困難区域に指定されている。当該区間の空間線量は高速道路上では 30μSv/ｈ程度であるが、道路下の排水溝
付近では 100μSv/ｈ以上が確認しており、作業に当たっては「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のため
のガイドライン」が適用される。
常磐道の工事再開にあたっては、地山の掘削、運搬な
どによる道路の盛土が必要であったが、当該区間で発生
する約 41,000ｍ3 の土砂等は汚染廃棄物とされ、指定区域
以外への搬出ができない。よってこれら作業に伴い発生
する土砂等を区域内で処理するために、汚染された表土
を道路本体の下層部に盛土し、その周りを放射性物質に
汚染されてない土砂あるいは切込砕石により覆うことで
放射線空間線量を低減させ、かつ中間貯蔵施設へ搬出する汚染土を減量することができた。中間貯蔵施設への搬出と
なる汚染土は排水溝、排水マス等に蓄積した高線量の土砂等の 172ｍ3 のみとなる。
また、供用区間の災害復旧で発生した 24,000ｍ 3
のアスファルト切削廃材についても、汚染物の評価
によりリサイクル活用の時期が確定できず、長期間
放置されることが想定されたことから、汚染されて
ない切込砕石と混合することにより高速道路の路床
材として活用した。これにより切込砕石の使用量も
10,000ｍ3 削減した。
工事再開による汚染廃棄物の抑制も重要な課題であり、高濃度汚染土壌等を扱うこと
から、工事従事者はタイベックスーツの着用を求めてきた。しかし、ガイドラインに示
す基準内であったため、タイベックスーツの代用品として洗濯して繰り返し利用できる
ツナギを着用してもらい、工事で新たに発生するごみを 19ton 抑制することができた。
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846A 国 078
受賞者名

山形県港湾事務所

会
会長
長賞
賞

所在地

山形県鶴岡市
受賞テーマ

海岸漂着枯葉有効利用の取組み
山形県鶴岡市に位置する加茂港（金沢地区）では、冬季風浪の影響により、毎年約 500～3,000m3 もの枯葉が漂着し、
港が使えなくなる問題を抱えている。受賞者は、平成 18 年度（2006 年度）以前まで、漂着枯葉を全量撤去し、焼却処
分していたが、焼却処分において中間処理が必要になり処分費用が大幅に嵩んだ事を契機に、漂着枯葉の処理方法を
見直し、土壌改良効果を期待できる資材としての有効利用を進め、リサイクル推進に取組んでいる。
具体的には、陸揚げした漂着枯葉を仮置きにより水切りし、ふるい機械により、プラスチック等の異物を除去した
ものを、家庭園芸用および花壇用等として無料提供している。従来はふるい分けせず全量処分していたが、ふるい分
けにより発生する異物（プラスチック等）を差引いた約 400 ㎥～2,400 ㎥（港より回収した漂着枯葉全量の約８割程度）
を再利用し、処分量を従来の 2 割程度にまでに削減した。
また、漂着枯葉の有効利用の取組みは、処分費用の大幅な削減へとつながっている。有効利用により、処分費用（中
間処理、焼却施設までの運搬費および焼却処分費用）が大幅に削減でき、廃プラスチック等の処分費や異物除去のた
めのふるい分けの経費のみの計上となったためである。その削減割合は、従来処分経費の約 3 割程度となっている。
このように、加茂港金沢地区における漂着枯葉の取組みは、土壌改良効果を期待できる資材としての利用価値の拡
大のみならず、処分費用の大幅な削減につながっている。近年では、港湾施設内の緑地管理用資材として、漂着枯葉
の更なる有効利用拡大を図っている。

①加茂港金沢地区漂着枯葉状況

④漂着枯葉状況

②加茂港金沢地区漂着枯葉撤去状況

⑤一般公募により漂着枯葉を
利用者に提供

③漂着枯葉分別状況（異物を除去）

⑥利用例：
砂丘地果樹園における保水資材

・加茂港金沢地区の漂着枯葉は、平成 18 年以前までは全量焼却処分していたが、有効利用の試みとして、異物を除去
し土壌改良効果を期待できる資材として利活用を進めている。
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847A 国 080
受賞者名

熊谷・名工・田辺特定建設工事共同企業体

会
会長
長賞
賞

糸魚川駅作業所

所在地

新潟県糸魚川市
受賞テーマ

作業所全員の意識共有化により、Reduce をメインとした混合廃棄物削減活動の実践。

受賞者の工事は北陸新幹線の糸魚川駅舎を新築したもので、土木工事で先行施工された高架橋を利用して RC 造 2 階
建ての改札フロアと市施設及び 3 階に S 造ホーム 312m を施工した。北陸新幹線ということで、県民の期待と関心を一
身に集める注目工事であり、
“見える化”を推進して機会ある毎に見学会を開催し、ゼロエミッションをアピールする
ために、徹底した Reduce による大型現場での混廃削減を目標に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った。
基本方針として
①

来訪者が「見ている」から「見てもらう」へと意識改革し、繰り返しの教育訓練による全員参加型のリデュー
ス≧リユース≧リサイクル活動を恒常的に実践する。

②

社員・協力業者間でのコミュニケーションを図り、職長会主導で全員参加型活動を進めていく。

③

リサイクルにおいては、原則、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とを全員
の共通認識とする。

の３点を策定した。
この基本方針をもとに、スローガン：｢チーム糸魚川｣みんなでチャレンジ『ゼロエミッション！！』｣を掲げ活動を
開始した。
一般工事と異なり RC 高架橋を利用しての駅舎工事であることから、ある程度工種が限定されるが、リサイクル以前
に「ゴミを出さない」活動として、まず初めに協力業者を交えた検討会を開催し、リデュース、リユース出来る物と
して、どんな物があるか皆でアイデアを出し合った。次に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、役割分担を明確にし、リサイクルフロー図の作成を行なった。
【Reduce】
廃棄物として排出量の多い間仕切り材(軽鉄)やサイディング材等のプレカット、内
装材やトイレ等の簡易包装・簡易梱包、サッシ等の長寿命型パレット台車搬入、塗
料・シーリング材にリターナブル容器を活用して減量化に努めた。
【Reuse】
現場内再使用としては、既述のリターナブル容器の使用、梱包材の内装工事養生材

間仕切り材のプレカット

としての活用などを行なった。
【Recycle】
リサイクルできない混合廃棄物を極力減らすために、職長会と廃棄物処理業者を交
えて混合廃棄物発生量の目標値を設定し月次目標管理を行なった。分別 BOX には、
投入物を写真やイラスト表現した掲示を行なって、品目別分別が適切に行なわれる
よう工夫した。
【目標値】
目標値は、現場から排出される混合廃棄物発生量を建築延床面積で割った原単位を

エコステーション全景

用いて設定した。
」
目標値：「6.72kg/m2 以下（単位延床面積当たり）
【３Ｒ活動の成果】
目標値 6.72kg/m2 に対して、実績値は 4.33kg/m2 となり、目標の 64%で達成できた。
また、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 11 月)｣では
通常の作業所の原単位は 11kg/m2 であり、同現場では、約 60%(11→4.33)の大幅な削減を実現した。
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848AC 国 081
受賞者名

阪神高速道路株式会社 建設・更新事業本部 堺建設部
鹿島建設株式会社 関西支店 三宝ジャンクション工事事務所
横河・横河住金・瀧上建設工事共同企業体
三宝ジャンクション工事事務所

会
会長
長賞
賞

所在地

大阪府堺市堺区
受賞テーマ

都市高速道路のジャンクション建設現場における計画的な３Ｒ活動の推進
受賞者が行った事業は、大阪府道高速大和川線建設工事のうち、阪神高速４号湾岸線に接続する三宝ジャンクショ
ンを建設する事業である。三宝ジャンクションは、延長約 3.3km の橋梁（コンクリート橋 25 連、鋼橋 15 連）と延長
約 1.3km の土工区間（擁壁、盛土）で構成され、敷地面積は約 6 万 m2 と大規模である。
三宝ジャンクションの建設に伴い、供用中の４号湾岸線三宝出入口のランプ橋および料金所を撤去し、新たな三宝
出入口を建設する。三宝ジャンクションの敷地は、昭和初期に堺臨海工業地帯の開発に伴い埋立てが行われ、用地取
得前は製鐵所として利用されてきた。こうした地歴、また建設規模の大きさから、建設副産物の再利用を中心とした
３Ｒ活動を計画的に取組むことで、以下の１～６で成果を挙げ、また、地球環境に与える環境負荷軽減に配慮した取
組みを継続的に実施している。
１．撤去構造物の再利用【リユース】
４号湾岸線三宝出入口の撤去に伴い、撤去した鋼橋および料金所構造物を設計段階から計画的に再利用し、廃
棄物の発生を削減するとともに、新たに調達する鋼材を大幅削減した。
（鋼材再利用量：鋼橋 165.9ｔ，料金所構
造物 3.0ｔ，合計 168.9ｔ）
２．杭施工時の地中障害物撤去で発生した旧護岸石材の再利用【リデュース、リユース】
橋梁基礎杭の施工の際、支障となる旧石積護岸を、施工に先立ちオールケーシン
グ工法で撤去した。発生した護岸石材を、ランプ分合流部敷地の雨水を地山に浸透・
保水させ、かつ景観を考慮した石張材（石畳）として再利用した。
（流用石材量：956
ｔ

約 11,000 個）
保水性石畳および景観盛土完成

３．建設発生土の有効活用【リデュース、リユース】
下部工工事での発生土を景観盛土、大規模地震発生時に想定される液状化による地盤沈下の復旧用盛土材の確
保に利用し、場外搬出土の大幅削減を図った。
（場外搬出土削減量：12,900

m3）

４．橋脚基礎杭排泥の再利用【リデュース、リユース】
橋脚基礎杭（鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭，PHC 杭）で発生した排泥を、橋脚基礎の埋戻し土として再利用し、汚泥処分量を
削減した。
（汚泥処分量：18,256m3）
５．型枠材に再利用可能な材料を使用（ゼロエミッション型枠）
【リデュース、リユース、
リサイクル】
橋脚型枠工事で、リサイクル材（古紙、廃プラ）を用いたゼロエミッション型枠
（使用後はメーカーによる回収・補修・再利用）を使用することで、型枠合板使用
量削減による、木くず発生量を削減した。
（合板：216m2 削減、木くず

2.6m3 削減）

６．雨水の再利用【リユース】
雨水を場内各所に備蓄し、工事用車両のタイヤ洗浄、緑化の水として再利用する
ことで、施工環境の改善と水道使用量の削減を図った。
（水道使用量
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15,513ｔ 削減）

ゼロエッミッション型枠
（曲面型枠）
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849A 国 083
受賞者名

株式会社

会
会長
長賞
賞

熊谷組

関西支店

土木事業部

土木部

切目川ダム作業所

所在地

和歌山県日高郡印南町
受賞テーマ

大型ダム現場における３Ｒ活動（付属寄宿舎を有する）
大型ダム現場では、大きな河川を利用して築造するため、現場周辺の環境を整備する準備工事が大規模となり、そ
こから産業廃棄物が多く発生する。また現場近くに寄宿舎を設け職住接近にて工事を行っていることが多い。
受賞者においても、大規模な準備工事が計画されており、現場から 700m ほど離れた場所に事務所と並び寄宿舎を設
置し工事を行ってきた。したがって、工事全体の廃棄物の減量・再利用を行うには、その準備工事から発生する廃棄
物のリサイクルを筆頭に、事務所と宿舎も含めた現場全体での３Ｒ活動を行うことが重要であると考え、実行した。
活動概要は以下のとおりである。
（１）現場における活動
まず「ゼロエミッション活動計画書」作成し、３Ｒの体制を立ち上げ、
「廃棄物、分別次第で再資源、皆で築こ
う循環型社会」をスローガンにし、現場職員に周知した。また計画書には今回のダム工事を工種ごとに分類し（６
工種）
、各工事から排出される資材の種類と量を予測し、各資材について３Ｒの方策を検討したものを盛り込んだ。
また随時、朝礼や安全集会時に現状を報告し、目標や成果を確認しながら活動し、職長会からなる「環境班パト
ロール」も定期的に実施し、現場作業員全体の３Ｒの意識付けをおこなった。
今回は現場発生材のリサイクルに主眼をおき、現場にエコステーションの整備（分別看板、品目別コンテナの
設置）を始めとして、以下に示す活動を実施した。
【発生抑制（Reduce）
】
木製型枠の廃材を抑えるため、鋼製型枠を積極的に使用した。また、スラブ箇
所と通廊部の一部にはプレキャストコンクリートの採用（発注者へ提案し、設
計変更）により、型枠から発生する廃材、金属くずの削減を図った。
【再利用(Reuse)】
他現場とネットワークを構築し、他現場からの資材を利用した。また現場で発
生した利用可能な資材は他現場へ流用し、再利用を図った。その他、木製型枠
の積極的な転用を図った。
【再資源化(Recycle)】
準備工事において、大規模な伐採工事、既設構造物の撤去工事があり、それらの工事から発生した、大量の
伐採木やコンクリートガラ、アスファルトガラなどは、単体で収集し有効な
リサイクルがおこなえる業者を選定し、100％リサイクルを実施した。ダム
工事では大規模な濁水処理設備が必要となり、そこで使用した凝集剤（ＰＡ
Ｃ：廃酸）や中和剤（苛性ソーダ：廃アルカリ）についても、不要となった
ものは、サーマルリサイクルが可能な業者（滋賀県）を選定し、適切にリサ
イクルを行った。またコンクリートがら、アスコンがら、木くず、廃プラス
チック、および金属くずは、リサイクルフローに従うよう専用コンテナを設
置し、分別回収し、再資源化を図り、混合廃棄物の削減に努めた。
不要となった消火器においても広域再生利用制度によって処分し、再資源化
を図った。
これらの活動について、環境教育を定期的に開催し、３Ｒ活動に加え、省エネ運転、アイドリングストップな
ど温室効果ガスの発生削減を図った。
上記のような活動を積極的におこなった結果、現場で発生した廃棄物のリサイクル率は重量比で「99.5％」容
積率をとっても「98％」となり、非常に高いリサイクル率を達成することができた。
（２）事務所・寄宿舎における活動
事務所・寄宿舎ではゴミステーションを設置し地域の分別ルールを明示することによって、廃棄物の分別を徹
底した。
ダンボール、アルミ缶、ペットボトル、雑誌・紙類などは、地域の福祉会が行っている有価物回収作業に協力
しプルトップ、ペットボトルキャップは別途回収した。
また、夏季には冷水機や製氷機を設置し、水筒を現場に持参することで自販機からの購入を抑え、ペットボト
ルなどの廃棄物の発生量を抑えた。

68

平成 27 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

850A 国 084
受賞者名

株式会社 竹中工務店大阪本店
立命館大学大阪茨木新キャンパス整備事業作業所

会
会長
長賞
賞

所在地

大阪府茨木市
受賞テーマ

発注者・関係行政と連携した先進的なエコアクション・キャンパスを目指した３Ｒ活動への実現

地域と連携した大規模エコ・キャンパスの建設にあたり、施工段階そして設計段階からも作業所が加わり、発注者や
関係行政と連携していくつもの３Ｒ活動を実施した。
地盤改良工事においては、膨大に発生する建設汚泥（杭残土）のリユ
ースとして、関係官庁と調整を重ね、
「大阪府建設汚泥の自ら利用の
指導指針」にもとづき、敷地内にて杭残土に再生利用可能な処理を施
し、建物の埋戻しとして利用した。その結果、約 77％の建設廃棄物
処分量削減を達成し、合わせて 10ｔダンプ約 1,000 台分の CO2 搬出削
減はもとより、
主要幹線道路における交通渋滞緩和へ貢献することが
出来た。今回の実績は大阪府下の民間では初の実績であり、その後大
阪府下にて展開されている。
建設汚泥の自ら利用の実施フロー
膨大な躯体工事において、基礎躯体、地上庇、機械基礎、段床等多くの部位の構造体を広大な敷地条件を活かしてサ
イト PCa 化することにより、型枠資材の転用が出来、リデュースを図ることが出来た。PCa 化はその他に型枠のみなら
ず鉄筋、コンクリート等の資材を高所までクレーンやポンプ車等にて運搬する回数を大幅に削減し、CO2 の発生量を削
減する効果も図れた。
同一敷地内では茨木市発注工事も並行して実施されており、茨木市の工事で発生する残土、そして大学の工事で発生
する残土を川上段階より算出し、残土を場外処分させないための建物および外構の地盤レベルを茨木市と連携し設定
した。キャンパス敷地全体からの残土場外処分は必要最小限に留めることが出来た。
地中障害として発生したコンクリートガラについて、最終処分会社と調整を行い、同作業所より搬出したコンクリー
トガラを再生砕石として戻ってくる仕組みとし、工事用車両動線の路盤として再利用した。
その他の活動として、社員と職長会が一体となり作業所周辺の清掃、
分別パトロール、ペットボトルキャップ・空き缶プルタブの回収を工
事着工より取り組んだ。そして周辺が住宅地という条件の中で、土埃
を防止するために仮置き土へはブルーシートを被せて養生を行い、
ま
た工事車両の通行によって発生する土埃防止として、
散水車を活用し
た散水を既存の井戸水を汲み上げて常時実施した。
これらの活動により、
着工から竣工までの２年間においてリサイクル
率・最終処分重量共、当初目標を上回ることができた。
ペットボトルキャップ・プルタブ回収活動
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851A 国 087
受賞者名

株式会社鴻池組

会
会長
長賞
賞

大阪本店

大阪大学（医病）オンコロジーセンター棟新営その他工事
所在地

大阪府吹田市
受賞テーマ

「大学構内、阪大病院増築現場から発生する各種廃棄物の計画的な発生・排出削減」
受賞者は、阪大病院の腫瘍研究施設を増築（鉄骨造の地上 6F、延べ床面積 3500 ㎡）するものである。特に大学・病
院施設内での施工であることから、構内での病院関係者及び大学関係者に配慮が求められる中、３Ｒ活動を中心に環
境のみならず工事の進捗を計画的に管理することが出来た。主な３Ｒ活動として、生コン車の運行を GPS 運行管理シ
ステムで一元管理することで CO2 排出量を削減するリデュース活動を行った。又、埋戻しに流動化処理土を使用するリ
ュース活動を行うとともに、積極的に産業廃棄物の分別収集を実施するなどリサイクル活動にも努めた。以下に具体
的事例を紹介する。
（リデュース）
①

GPS 運行管理システムを活用した生コン車の一元管理による CO2 排出量の削減
建物全体の生コン打設予定数量が 2200 ㎥で約 520 台と多くの生コン車が必要で
あり、現場での生コンの打設スピードに合わせてプラントから出荷することは難し
いことから、生コン車を現場で待機させるなどによる周辺環境への影響が懸念され
ていた。同現場では、生コン車の動きを GPS 運行管理システムのパソコン上で把握
する事により、現場の生コン打設スピードに合わせて生コン車を出荷する事が出
来た。これにより現場のトラブルに迅速に対応して生コン車の出荷を調整出来た

パソコンにて生コン車位置確認

ことから、病院周囲の混雑の緩和と待機車の削減による CO2 排出量を削減でき
た。
②

掘削残土の場外残土処分削減による CO2 排出量の削減
当初設計では、埋め戻し土以外の掘削残土 1800 ㎥が場外処分となっていたが、大学
構内に将来埋め立て用土として運搬し、盛土したことで場外残土搬出する予定のダン
プを削減し、CO2 排出量を削減できた。
（当初場外残土処分量 1800 ㎥→ダンプ 75 台必要だったが 15 台で完了
→ダンプ台数 80％削減、CO2 排出削減）

（リユース）
③

埋め戻しに流動化処理土を利用
基礎の地中梁下の埋め戻しにおいて、土砂による埋め戻しに代えて流動化処理土使
用した。

（リサイクル）
④

積極的な産業廃棄物の分別活動
リサイクルの取り組みを朝礼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。
（コンクリートガラ、スクラップ、ダンボール、電線、石膏ボード、ペットボトル
空き缶、混合廃棄物

の７品目に分別）
石膏ボード、混合廃棄物

70

平成 27 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

852A 国 088
受賞者名

株式会社

会
会長
長賞
賞

明治大理石

所在地

大阪府大阪市，大阪府枚方市
受賞テーマ

石材廃棄物による再利用、システム作り、廃石材を利用した地球環境問題の啓蒙活動。
【活動の概要】廃棄処分される石材サンプルや破損石材に、アクリル絵の具を使用し、主に子供たちを対象に、
ペイントしてもらい、地球資源の大切さ、環境問題など楽しく学んでもらっている。
できた作品は無償で持ち帰ってもらっている。また、現代美術家と共に廃材を利用した作品を製作し大阪の冬
のイベント【光のルネサンス】にて展示、観客に環境問題を訴えている。
【活動場所】枚方市内小学校、鶴見緑地(大阪市立環境学習センター)、OCAT(市民フェステバル) 中之島公園
(OSAKA 光のルネサンス) 大阪市立男女共同参画センター北館(クレオ大阪北)
【取組内容】
1) 廃材によるストーンペインティング
①ECO 縁日 2010-ECOCORO えこころ

出展

参加体験者３００名

②ECO 縁日 2011-自分たちができること

出展

③クレオ大阪北

参加体験者１５０名

フェスタ 2011 出展

参加体験者３００名

④ECO 縁日 2012-気づき体感し実践につなげよう！
環境のこと
⑤ECO 縁日 2013-未来へ

出展

出展

参加体験者３００名

参加体験者３００名

⑥ECO 縁日 2014-つなぐ×つながる×ひろがる-市民環境力
⑦クレオ大阪北

フェスタ 2014 出展

⑧OCAT 市民フェスティバル 2014 出展
⑨２０１５年３月

出展

台風のため中止

参加体験者１５０名
参加体験者５０名

枚方市内小学校にてプチ授業とストーンアート体験
先生、児童

７０名

2) 現代美術家との共作による廃材利用の美術作品
①光のルネサンス 2009 作品名【白い恋人たち】ペットボトルと石材余剰材利用
②水都にぎわい創出プロジェクト 2010 作品名【中之島ビ-チで日向ぼっこ】廃棄石材利用
③光のルネサンス 2010 作品名【ホワイトドラゴン】青森ねぶたの木廃材と廃棄石材利用
④光のルネサンス 2011 作品名【飛龍～青森からの旅～】青森ねぶたの廃材の針金と廃棄石材利用
⑤ex・pots 2011 展覧会

大阪市文化事業

作品名【新福寿荘】廃棄石材と廃ガラスなど利用

3) 再利用に向けたシステム作り
①社内にて(宝の山委員会)を設置して産業廃棄処分していた大理石の端材を一括管理する仕組みを確立。
再利用を促進するとともに仕入れ時の余分な発注の削減に取り組んでいる。
【大阪市リサイクルコンテスト
おおさか 3R リーダー事業者賞受賞】
4) 廃木製パレットの再利用
①大阪の長屋再生プロジェクトの床材として再利用
②大阪市市内の銭湯で燃料として利用
③明治大理石 HP による再利用先の募集-問い合わせ多数
5) 撤去材による記念品(石材小物)の制作
6) 新聞・雑誌に環境での取組みを評価された
①地元新聞に環境活動など新聞掲載 (大阪日日新聞社）
②環境月刊誌 環境ビジネスに掲載（おおさか 3R リーダー事業者）
③関西総合月刊誌 examiner に掲載 （受賞者の取組他）
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854A 国 093
受賞者名

日立建機株式会社

会
会長
長賞
賞

所在地

茨城県土浦市
受賞テーマ

解体された建設機械から発生する、製缶製カウンタウェイトの回収、素材リサイクルの促進。
使用済みになったカウンタウェイトを回収して解体し、ケーシング部
は鉄スクラップ、内容物は自社製品の内容物として再使用する活動を行
っている。
使用済みカウンタウェイトは建設機械が解体業者などにより解体され
たときに発生し、発生量は年間１５００個程度と推定されている。建設
機械に用いられているカウンタウェイトは鋳物製と製缶製があり、鋳物
製は鉄素材としてリサイクルされるが、本活動対象の製缶製カウンタウ
ェイトは、鉄製容器に重量物を詰めた構造で、内容物として低純度の鉄
鉱石、ポンチカスなど、他の用途には役立たない重量物をセメントで固
定している。循環型社会形成推進基本法が施行され、建設機械のリサイ
クル状況を調査した結果、製缶製カウンタウェイトはリサイクル困難な
主要部品の１つであった。リサイクルする技術が確立されていないこと
に加えて、回収するシステムがなかった。
製缶部
分
（鉄）
このため、処理する場合は産業廃棄物
解
使用済み
・
として埋立て処理するのが普通であっ
カウンタウェイト
分
た。一方、産業廃棄物として処理する場
離
内容物
合、大きくて重いため、収集運搬費及び
処理費の負担が大きく、放置または不法
投棄されるリスクが高かった。
2004 年度に経済産業省の「モデル循環
システム事業」として一般社団法人日本建
設機械工業会が委託を受け、回収・解体・
リサイクルの実証実験を行った結果とし
て回収・リサイクルの体制を構築した。
新カウンタウェイト

カウンタウェイト

（売却）

鉄リサイクル

（粉砕）

内容物として
再使用
新内容物

混合
計量

セメント
砂・水
（注入）
鉄板

（溶接加工）

（密閉加工）

（乾燥）

製缶部品
（ｹｰｼﾝｸﾞ）

(1) 使用済み物品の回収方法
カウンタウェイトの購入費及び収集運
図 1 カウンタウェイトの処理フロー
搬費は日立建機が負担する。
(2) リユース工程の説明（フローシートで図示）
カウンタウェイトの分解から新カウンタウェイト完成までのフローを図１に示す。
再生した内容物は新しい内容物と混合して使用しているが、その割合は重量で５％以下である。
(3) リユース品の生産量推移（平成１８年～２６年）
使用済みカウンタウェイトの回収量は平成１８年に１４０個３２９トン、平成２６年１０１個３９８トン、
年平均７９個である。回収後、一定量になるまで保管し、まとめて再生処理を行うため再生内容物を使用した年
間生産量は把握できていない。
(4) 事業の特徴・新規性、同種事業との相違点（改善点）
本活動は一般社団法人日本建設機械工業会の製品に関する自主行動計画を実現するための活動を元にしている。
現有設備で実現可能な解体技術とリサイクル技術の検証実験、使用済みカウンタウェイトの排出場所、処理状況、
排出量などに関する全国調査、回収・リサイクルの実証実験、リサイクルスキーム確立のための調査などの結果
により、メーカーが回収費用を負担するリサイクルスキームを確立した。活動を２００６年に開始して以来、現
在まで受賞者のみが単独でリサイクル活動を実施している。
実施内容は以下の通りである。
①回収・リサイクルに関わる費用は建設機械業界のなかで受賞者が単独で負担している。
②回収対象としているカウンタウェイトは全ての建設機械メーカのものである。
③カウンタウェイトの解体・リサイクルは業務委託し、内容物の再使用はカウンタウェイトメーカで行っている。
④再使用した製缶製カウンタウェイトは受賞者が購入している。
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855A 国 094
受賞者名

高俊興業株式会社

会
会長
長賞
賞

東京臨海エコ・プラント

所在地

東京都大田区
受賞テーマ

１都３県の建設作業所から排出される建設混合廃棄物から 90％超のリサイクル率を達成し、維持し
ている。

・東京スーパーエコタウン事業の一翼を担って、再資源化が難しいとされる建設混合廃棄物の高精度選別・再資源化
を行う受賞者の中間処理施設『東京臨海エコ・プラント』は、平成 16 年 12 月より稼働を始め、関東一円とりわけ１
都３県を主として排出事業所（建設作業所）の３Ｒ活動の実施・達成に寄与している。
受賞者の東京臨海エコ・プラントにおける直近３年の建設混合廃棄物のリサイクル率（重量ベース、容量ベース）
の推移は、下表のとおりである。

年度
換算別

2012 年度
処理搬出量

2013 年度

ﾘｻｲｸﾙ率

処理搬出量

2014 年度

ﾘｻｲｸﾙ率

処理搬出量

ﾘｻｲｸﾙ率

重量換算

116,506 ｔ

87.8％

123,797 ｔ

93.7％

129,436 ｔ

91.3％

容量換算

274,657 ㎥

91.7％

280,399 ㎥

95.2％

269,930 ㎥

92.3％

※取扱量は年々増加傾向にある。但し、処理される品の組成内容によりｔ 数と㎥ 数の増加量は比例しない。
※また、リサイクル率は処理後成果物の組成等により、又は販路や需要等の社会情勢によって都度変動する。

・国土交通省が発表した平成 24 年度（2012 年度）の建設混合廃棄物のリサイクル率（全国平均）が 58％（重量ベー
ス）であったことと比較すると、上表の数値から受賞者は極めて高いリサイクル率を達成し維持している。
受賞者は中間処理後の成果品の売却先や再中間処理先等を含めて約 90 社に上る二次取引先と契約しており、排出事
業所（建設作業所）の３Ｒ活動推進の多様なニーズにもお応えできるよう、態勢を構築している。

・また、受賞者は営業部内に「ゼロ・エミッション支援グループ」を設けている。要望に応じて建設作業所の分別管
理・指導員として派遣し、常駐させ、建設作業所における３Ｒ活動の達成に対して障害となる要素、例えば①作業員
の教育の徹底が困難、②安定的な活動継続が困難、③モチベーションの維持が困難、④安易な混合廃棄物処理に流さ
れる、等の改善の一助を担いつつ、更に排出現場においての廃棄物の減量・減容化をも担っている。現在 16 名で 18
現場に対応中で、更に要望があるため増員を計画・準備（要員の教育）中である。
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901A 環 002
受賞者名

特定非営利活動法人ぶうめらん

会
会長
長賞
賞

所在地

栃木県鹿沼市
受賞テーマ

３Ｒで環境に優しく！親子で学べるエコ教室も開催する委託販売型リサイクルショップ
（発足当初）
受賞者は、市と市民との協力のもと「リサイクル広場ぶうめらんの会」という任意団体として活動を開始し、平
成８年６月から鹿沼市からの委託を受け、市役所東館１階でリサイクルショップの運営を開始した。
（ＮＰＯ法人化）
平成１４年度の鹿沼市リサイクルセンターのオープンに伴い、平成１４年１月には会をＮＰＯ法人化して「非営
利活動法人ぶうめらん」として組織強化を図り、平成１４年４月からは同センター内でリサイクルショップの運営
及び施設管理の一部を市から受託するようになった。
（指定管理者として）
平成１８年度からは鹿沼市から指定管理者の指定を受け、同センターの管理・運営を受託している。同センター
において貸出施設の運営・管理、委託販売型リサイクルショップぶうめらんを運営しており、委託販売に加えて、
市民に対して、ごみ減量・リサイクルの推進、環境学習・情報の提供、不用品の交換・販売に関する事業を行って
いる。
３Ｒについては、次のような取組を実施している。
《リデュース》
リサイクルセンター内に、
「ごみ減量・リサイクル推進情報コーナー」及び不用品交換情報のために利用者が幅広
く活用できる「伝言コーナー」を設置し、日ごろの生活の中からごみ減量を実践してもらうために、利用者が主体
的に情報を発信し、環境問題への意識が高まるようＰＲできる場を設けている。
《リユース》
フリーマーケット等のイベントを開催し、不用品の再使用に努めている。リサイクルショップでは、出展を希望
する利用者から不用となった衣料・雑貨等を預かり委託販売している。また、粗大ごみとして出された家具や自転
車をリサイクルショップで販売し、再利用の啓発に努めている。
《リサイクル》
親子エコ教室等を年６回程度実施しており、廃油から石鹸を作るなど、子供にもわかりやすくリサイクルの啓発・
教育につとめている。ペットボトルキャップの回収もしており、リサイクルの推進に協力している。
これらの活動のほか、中高校生のボランティア実習の受け入れ、エコグッズの販売等の幅広い事業を行い、循環型
社会形成の促進と環境保全に対する啓発・教育に努めている。また、市と環境活動推進会議が共催するエコライフフ
ェア、市民協働まつり等にも参加し、３Ｒの啓発活動を推進している。

フリーマーケットの様子

親子エコ教室の様子

毎月第２日曜日に開催してい
る（１、２、８月は除く）

年６回程度実施している
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902A 環 005
受賞者名

いわた消費者協会

会
会長
長賞
賞

所在地

静岡県磐田市
受賞テーマ

「食品ロス削減の啓発活動」
、「マイバッグ運動の展開と啓発活動」
受賞者は、1970 年代のオイルショックを受けて、今まで当たり前に消費していたものが手に入らなくなった現実を
重く受け止め、少しでも消費生活を見直そうという意識に賛同する者たちの間で発足した。それまでは大量生産・大
量消費が美徳とされる世の中だったので、会員たちは自分たちでできることをしていかなければという気持ちだった。
マイバッグ運動については、
「家庭ごみの最終処分場がいつか自分たちの町にやってくるかもしれない、それなのに
ごみを減らさずに出していていいのか？」という意識の高まりから、
「生活の中で一番効果的に減らすことができるも
の」としてレジ袋を使わない選択をし、運動に取り組むようになった。
平成 20 年には市内のスーパーマーケット等でレジ袋の有料化も始まったことから、それ以降は磐田市と協働してレ
ジ袋の削減・マイバッグの持参運動を毎年実施している。現在、磐田市内のレジ袋を有料化している店舗のマイバッ
グ持参率は 90％を超えており、市のレジ袋削減に大きな役割を果たしている。
また、消費者の立場から、
「安全な食べ物を素材を生かして使い切る」ための研究や啓発活動に取り組んできた。そ
の取り組みの一環で子供たちに食育を行ってきたが、ワンガリ・マータイさんの「モッタイナイ」が世間で有名にな
ったため、食育の中に「食品ロス削減」も取り込んで食べ物を大切に使い切ることの大切さを呼びかけている。
啓発活動は始めは手探り状態だったが、会員たちで生ごみが出ない料理法の勉強会を行ったり、子供たちに関心を
持ってもらう教材作りを行った。そのかいあって、今では月に 1 回ほどのペースで幼稚園や保育園、子育て支援セン
ターを訪問して子供たちに絵本の読み聞かせや演劇をしながら「ご飯を残さず食べることの大切さ」を伝えたり、親
には生ごみが出ない工夫や調理法を教えている。始めは受賞者側から幼稚園や保育園へ訪問を依頼していたが、近年
では逆に受賞者へ訪問の依頼が来るようになり、教育機関でも食品ロス削減への意識が高まったと感じている。また、
訪問している子育て支援センターの参加者の中には、自分たちでも自発的に勉強してごみを無くす食生活をしていこ
うと呼びかけを行う者も出てきており、受賞者は、自分たちの活動が波及し始めていると感じている。
【食品ロス削減の啓発】

幼稚園での食品ロス削減啓発

集会でのパネル展示

幼稚園での食品ロス削減啓発

【マイバッグ運動】

毎年スーパーマーケットやドラッグストア店頭で消費者にマイバッグの
持参を呼びかけている。
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903A 環 006
受賞者名

中央区環境保全ネットワーク

会
会長
長賞
賞

所在地

東京都中央区
受賞テーマ

より良い地球環境を次世代に引継ぐ環境のリレーをめざす持続的な３Ｒ普及活動
～「子どもとためす環境まつり」と「サーモンプロジェクト」～
受賞者は、平成 14 年 1 月に、中央区内の区民が中心になって在勤者・団体・企業・行政が連携・協働し、区内の環
境保全に取り組み、より良い地球環境を次世代に残す目的で発足した、環境ボランティア団体である。現在の会員数
は、個人 46 名（男 13、女 33）・企業 16・団体 13 である。
発足以来、持続可能な社会の実現・地球環境負荷の軽減を中心に、情報交換・研修会・見学会・講演会など地域と
のコミュニケーションを通して積極的に活動を進めている。受賞者は持続可能なボランティア活動を目指し、
「３Ｒ」
に倣い「３Ｔ」を掲げて、
「楽しく」
「ためになる」
「助け合い」の活動を心掛け実践している。
中央区環境土木部には常に多大なご理解とご協力を賜っているが、受賞者から区への提言（中央区内の環境情報が
集まり、環境活動の場となる施設が欲しい）が実を結び、平成 25 年には「中央区立環境情報センター」ができた。中
央区における環境活動の拠点であり、他団体との情報交換の場となっている。
∞

子どもとためす環境まつり
受賞者の活動の柱となっているのが、
「子どもとためす環境まつり」である。
平成 16 年から、３Ｒをはじめとする環境保全活動についてより理解度を深める

ことを目指し、子どもたちや地域の方々を対象に、年 1 回、中央区内の小学校を会
場に、体験学習型の環境イベント「子どもとためす環境まつり」を主催開催してい
る。今年（平成 27 年）で、12 回目の連続開催である。このイベントは、企業や行
政や各種団体に出展を呼びかけて、実行委員会形式で３Ｒをはじめとする環境保全
の情報を広く区民に知らせるための環境情報発信イベントであり、情報交換の場で
もある。
開催は年 1 回の土曜日の 10 時～15 時の１日のみであるが、毎回、受賞者の会員
と出展団体とで実行委員会・準備委員会をつくり、開催までの準備には約半年をか
けている。昨年の参加企業・団体は３６団体に及び、各出展ブースでは楽しく学ん
でもらえるよう毎年工夫を凝らしている。
民間主導、あたたかい手作り感のある環境学習祭は全国でも例がなく、各方面か
ら高い評価を得ており、NHK テレビ・ラジオや読売新聞などにも取り上げられた。
∞

サーモンプロジェクト

「子どもとためす環境まつり」において、特徴的なのが「サーモンプロ
ジェクト」である。
各出展団体のブースに入ってお手伝いをするのが「サーモン」と呼ばれ
る子どもサポーターであるが、中央区で育った子どもたちが鮭（サーモン）
のように大人になってまた中央区に戻って活躍してほしい、という思いを
込めて名づけられたプロジェクトである。
平成 20 年から毎回、子どもサポーターを募集しているが、子どもたち
が希望する出展団体のお手伝いをし、来場者へ向け、子ども自身からも環
境保全情報を発信できるようにしている。
「子どもたちが出展者スタッフ皆さんと活動を共にし、自ら環境について考え、他者に伝えていく」この活動は、
子どもたちに“環境への気づきの場”をもってもらう機会となることが目的である。
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904A 環 009
受賞者名

クリーンかめおか推進会議

会
会長
長賞
賞

所在地

京都府亀岡市
受賞テーマ

「市民・事業者・行政の協働による３Ｒ推進のための普及啓発活動を展開」
受賞者は、市民・事業者・各種団体・行政が一体となってごみ問題を見直し、ごみの減量や資源化を推進すること
で、ごみの少ないきれいなまちづくり等、ごみ問題の解決に向けて話し合い行動する組織として平成３年１０月に発
足した「護美を考える亀岡市民委員会」の活動を引き継ぎ、さらに市民一人ひとりがごみ減量のため協力しながら行
動し、より幅広い３Ｒ活動を行っていく組織として拡大改編し、平成１０年７月に発足した。
受賞者は、組織の発足以来１７年にわたり、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、市民、事業者、行政
が一体となって、ごみの減量化及びリサイクルについて調査、研究、啓発及び実践活動を行うことを目的とした３Ｒ
推進のための幅広い活動を展開しており、徐々に構成団体を増やしながら、現在、市内の各自治会や市民団体、各種
企業や事業者団体、行政組織など５０以上の構成団体からなる組織となっている。それぞれの団体が対等な立場に立
ち、相互に連携・協力しながら、亀岡市のごみ減量のための調査、研究、実践活動のほか、特に普及啓発に力を入れ、
循環型社会の形成に向けたまちづくりを進めている。
・ごみ減量・リサイクル推進作品コンクールの実施
・亀岡市などとの共催で環境フェスタ等のイベントを開催
(フリーマーケット、ごみ分別体験ゲーム、ダンボールコンポスト教室など)
・自治会等が中心となった資源ごみ集団回収等の取組の推進
・会報誌・機関誌等の広報誌の作製・配布
・マイバッグ持参など３Ｒの推進を呼びかける街頭啓発活動の実施
・ごみ減量についての知識や３Ｒ推進の意識向上を図るための講演会、研修会

<コンクール表彰式>

等の開催
・花火大会クリーン作戦等への参加
・各自治会にごみ減量のリーダーとなる「クリーン推進員」を設置
・先進地視察研修の実施
・亀岡市のごみ減量等に大きく貢献し、他の模範となる個人・団体の表彰
・より一層のごみ減量やリサイクルの推進を図るための施策についての市への
要望・提言

など

発足以来これらの普及啓発、実践活動を、より効果的なものへと随時内容を見
直し、新たな活動を取り入れ、毎年継続して行っている。

<ダンボールコンポスト教室>

近年ごみ処理に関する要望等はますます厳しくなってきており、行政が資源循環型のまちづくりを推進するための
施策を展開していくためには、市民、事業者の理解や協力が不可欠である。そのためには、それぞれの団体が同じ目
的を持ち、対等な立場で話し合い行動できる受賞者の果たす役割は非常に大きく、今日の亀岡市のごみの減量・リサ
イクルの推進を協働して取り組んでいる重要な団体であると考える。

<３Ｒをテーマにした講演会>

<スーパーや駅前での
街頭啓発活動>

<クリーン推進員を
対象とした研修会>
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905A 環 010
受賞者名

小田原生（いき）ごみクラブ

会
会長
長賞
賞

所在地

神奈川県小田原市
受賞テーマ

段ボールコンポストをはじめとした生ごみ堆肥化と啓発活動
小田原市では、燃せるごみの約 4 割を占める生ごみの焼却を抑制し、資源と
して地域で循環する仕組みづくりを目指し、平成 22 年度から「生（いき）ご
み小田原プロジェクト」を推進してきた。その中で中心的な役割を担うのが受
賞者である。受賞者は、市との協働により、生ごみ堆肥化、プロジェクト参加
者への指導、市民への啓発などを行ってきた。活動開始からの 5 年間で、4,000
以上のプロジェクト参加世帯を集め、生ごみの排出抑制に大きく寄与している。
〈堆肥化の実施と研究〉
現在、受賞者には約 100 名の会員が在籍し、段ボールコンポスト等を使って

生(いき)ごみサロン

生ごみの堆肥化を実践している。そして、より良い堆肥化方法を検証し、成果
をプロジェクトに還元している。プロジェクト参加者が楽しくごみ減量･資源化
を続けられるような環境作りに努め、参加者の支援を行っている。
〈プロジェクト参加者のサポートと仲間づくり〉
市が広報紙等を通じて行う全市的な対応に対し、受賞者は、市でフォローで
きないような、より市民に身近で細かな内容をサポートし、取り組む方々の仲
間作りを行う。例えば、市内を 7 分割した地域ごとに「地域担当」がいて、年
に 3 回の地域サロンを企画・運営する。サロンの形式はそれぞれの地区で異な
るが、参加者同士が気軽に交流し、堆肥化や作物の育て方について情報交換し

堆肥で育てた苗のコンテスト

たり、持ち寄った種や苗を交換したり、クラブ員による相談会などを実施している。自身のやり方に疑問や悩みを抱
えながら取り組んでいる参加者も多いため、受賞者によるきめ細かなアドバイスは、
「相談相手がいなくてやめてしま
う」という状況を作らないためにも重要な要素となっている。
また、堆肥化講演会や、堆肥で育てた野菜の苗コンテストは、参加者が減量・資源化に取り組む際のモチベーショ
ンを高めるのに効果的なイベントとなっている。
〈普及啓発〉
農産物直売所やスーパーの店頭を始め、企
業内でも説明会を実施し、普及啓発にも力を
入れてきた。まずは実物を見てもらい、堆肥
化を知るきっかけ作りと考え、地域の行事、
他団体のイベントにも積極的に参加しＰＲ
を行っている。市立小学校においては、クラ
ブ員が実際の堆肥化を指導したり、複数の学
校で堆肥化を始めたりするなど、クラブの活
動が波及している。
プロジェクト参加者による生ごみの削減
量は、推計 708ｔ（平成 26 年度）
。市の生活
系「燃せるごみ」が 1.9%減量できたことに
とどまらず、堆肥化をきっかけとして、生ご
み以外のごみ減量・分別に目を向け、環境意識が向上するという、大きな効果が得られている。
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906A 環 012
受賞者名

小樽消費者協会

会
会長
長賞
賞

所在地

北海道小樽市
受賞テーマ

リユース機会の創出を始めとする、先進的な３Ｒ活動の実践～３Ｒ推進に取り組み４０年！～
受賞者は、1975 年（昭和 50 年）から今日までの４０年間にわたり、３Ｒ推進に取り組んでいる。
また、３Ｒの概念がほとんど知られていなかった頃から活動を開始したこともあり、３Ｒの進んでいない分野にお
いて、率先して新しい試みを行うことを基本姿勢としている。
今までの取組み
衣類の不用品即売会（1975 年～1992 年）
、食品のプラスチックトレーの使用実態調査（1980 年、1984 年）
、小樽市
内スーパーとの懇談会（1982 年）
、小樽市内スーパーへのトレー使用自粛要請書の提出（1987 年）
、牛乳パックの回収
事業（1989 年～2001 年）、
「すてればゴミ、分ければ資源」と題した市民向け講演会（1990 年）
、小樽市内スーパーと
の懇談会（1982 年）再生紙トイレットペーパーの販売・使用状況・環境意識調査（1999 年）
現在行っている取組み
○廃油せっけん作り（1991 年～）
通年にわたり市民や給食センターから回収した廃油を活用して、石けんの製造・販
売に取り組んでいる。また、2007 年（平成 19 年）から毎年、消費者月間パネル展（５
月開催）や小樽市総合博物館で実施の青少年のための科学の祭典（夏休み時期）に参
加し、子ども向けの廃油せっけん作り教室を実施している。
○不用品交換市（2002 年～現在）
受賞者が最初に取り組んだ「衣類の不用品即売会」の流れをくむ、リユース機会を創出する取組である。衣類の
みならず幅広い範囲の物品のリユース推進に向け、通年にわたり、受賞者において市民から不用品の情報を受け付
けて、譲り受けたい人とのマッチングに取り組んでいる。なお、不用品の情報は、随時、市の広報に載せて市民に
提供している。
○リサイクルファッションショー（2002 年～）
市民一人ひとりによる衣類の有効活用の推進に向け、衣類リフォームの普及啓発を
実施。市内の消費者まつり（隔年開催）にて、着物などをリフォームした作品（30
品程度）をファッションショー方式で市民に紹介している。なお、商店街を会場にし
た消費者まつりにおいて、この取組は抜群の集客効果を示し、2014 年には商店街理
事長から謝辞をいただくなど、商店街活性化にも貢献している。
○一般向けリサイクル教室（2003 年～）
市の広報により参加者を募り、年８回程度開催。楽しみながらリサイクルに取り組んでもらえるよう、多彩なメ
ニューづくりに励んでいる。最近好評だったメニューには、さき織り（古くなった布を細かく裂いて麻糸などと共
に織り上げた再生衣料）や手作りフォトフレームなどの作成がある。なお、傘を再利用したバッグづくりのように
市内のサークルなどに広く普及したものもある。
○ウェス回収（2005 年～現在）
衣類については、リユース・リサイクルは少しずつ普及しているが、布・毛布については、ウェス（家具の磨き
仕上げや自動車整備などで使用の工業用雑巾）として利用できるにもかかわらず、ほとんどがごみとして処理され
ていることから、受賞者が先鞭をつけて回収に取り組むこととした。また、回収した布・毛布は、民間企業に売却
し再資源化を図っている。近年は、引取物の品質確保や引取単価の低下などから、回収に苦労しているが、これか
らの普及が必要な取組と捉えており、今後とも継続していく考えである。
○夏休み親子リサイクル教室（2006 年～現在）
親子で楽しみながら、リサイクルや環境保全を考える機会を提供するために、夏休み期間中に１回開催。
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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
株式会社ウジエクリーンサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4

株式会社ウジエスーパー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4

文部科学大臣賞
学校法人関西大学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6

経済産業大臣賞
第一パイプ工業株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7

国土交通大臣賞
株式会社大林組 名古屋支店 日光川水閘門 JV 工事事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8

鹿島・熊谷・五洋特定建設工事共同企業体 中央環状品川線シールドトンネル（北行）工事 五反田出入口工事事務所・・・・・

9

大成建設株式会社 東京支店 臨海地区総合事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

13

大成・西武・佐々木特定建設工事共同企業体 東富士抜川調節池工事作業所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

14

大成・フジタ･佐藤･国際開発･エイト日技共同企業体 東松島市野蒜北部丘陵地区震災復興事業・・・・・・・・・・・・・・・・・

12

株式会社竹中工務店 東京本店 住友不動産金町Ⅰ街区作業所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10

株式会社竹中工務店 名古屋支店 三重大学医学部附属病院外来・診療棟新営その他工事作業所・・・・・・・・・・・・・・・・

11

長島町（鹿児島県出水郡）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

16

成友興業株式会社 城南島事業所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

17

前田建設工業株式会社 武蔵小杉Ｍ 作業所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

15

リデュース･リユース･リサイクル推進協議会会長賞
あ行
青森県立浪岡高等学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

20

アサヒ飲料株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

23

株式会社伊藤園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

24

いわた消費者協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

75

株式会社大林組 大阪本店 ＫＤＤＩ大阪ビル工事事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

41

株式会社大林組 大阪本店 新名神高速道路 木津川橋工事事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

40

株式会社大林組 東京本店 小豆沢一丁目工事事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

38

株式会社大林組 東京本店 ロジポート橋本工事事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

39

株式会社大林組 東北支店 鹿野工事事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

42

小樽消費者協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

79

小田原生（いき）ごみクラブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

78

か行
鹿島・上村・九州・吉川 建設工事共同企業体 福岡市新青果市場市場会館棟新築工事事務所・・・・・・・・・・・・・・・

50

鹿島建設株式会社 東京建築支店 りそな・マルハビル地上解体工事事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

51

鹿島建設株式会社 関西支店 三宝ジャンクション工事事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

67

鹿島建設株式会社 関西支店 神姫バス姫路工事事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

49

鹿島建設株式会社 関東支店 佐野市新庁舎建設工事事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

46

鹿島建設株式会社 関東支店 水戸ニュータウン・メガソーラーパーク建設工事事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・

44

鹿島建設株式会社 北陸支店 J3D 計画工事事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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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

【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・リサイクル推進協議会

1．キャンペーンマークを使用できるケース
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。
例：冊子、チラシ、名刺
１月号

◯× 株式会社
△□事業部

◯ □
○○○地区
みんなのリサイクル読本

TEL 03-1234-5678

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

○○県○○協会

△ ×

3R を推進しよう！

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

例：看板、3Ｒ活動スタッフジャンパー

○○○○○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

例：ホームページ

3R を推進しよう！

1

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

2．キャンペーンマークを使用できないケース
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。
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
¥ 1,0 0 0

地球
球に優しい再生プ
プラ製品

例：特定の製品が環境等に配慮していると誤解を招く

この○○は
は
リサ
サイクル可能な製品
品です

ダイ
イオキシンを発
発生する
塩素を使っていませ
せん

例：無許可の中古品・資源回収

2

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）
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。
●カラーシステム

※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

●不可侵領域

b = a ×1/5

b = a ×1/3
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例：指定色以外を使うことはできません
［正］

［認められない例］

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

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
［認められる例］

スミベタ

［認められない例］

スミ以外の色を
使用してはいけない

白ヌキ

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

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
［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

4

資源として活かそう」

5．使用の手続き
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

３．使用期間
平成ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日

～

１００部

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
○×△□
FAX： 0 3－5 2 0 9 －x x x x
電話： 0 3 －5 2 0 9 －xxxx
E メール : ○×@xxxxx.co.jp
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平成２７年度
リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰結果発表
平成２７年１０月発行

発行者

リデュース・リユース・リサイクル推進協議会
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