平成３０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２７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３０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 東京大学名誉教授 木村文彦氏 他１３名（敬称略）



木村 文彦

東京大学名誉教授

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 代表理事・副会長

角田 禮子

主婦連合会 参与

小澤紀美子

東京学芸大学名誉教授

斎藤 正一

日経ＢＰ社 環境経営フォーラム事務局長

細田 衛士

慶應義塾大学 経済学部教授

森  挙一

日本商工会議所 産業政策第二部 課長

並木  稔

国 税 庁 長官官房審議官

常盤  豊

文部科学省 生涯学習政策局長

橋本 泰宏

厚生労働省 大臣官房審議官

井上 宏司

農林水産省 食料産業局長

末松 広行

経済産業省 産業技術環境局長

由木 文彦

国土交通省 総合政策局長

山本 昌宏

環 境 省 環境再生・資源循環局長

２．募集及び審査の経緯
 本年１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、以下のとおり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

２件

文部科学大臣賞

１件

経済産業大臣賞

２件

国土交通大臣賞

５件

環境大臣賞

１件

リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞
計

３３件
４４件



３．表彰式
 日  時：平成３０年１０月３０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
〒 東京都千代田区鍛冶町二丁目  番  号 三井住友銀行神田駅前ビル 
一般社団法人産業環境管理協会 資源・リサイクル促進センター
 電話：０３－５２０９－７７０４  ＦＡＸ：０３－５２０９－７７１７
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内閣総理大臣賞（２件）
1101A 文 004
受賞者名

 三重県立相可高等学校生産経済科
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 三重県多気郡多気町
受賞テーマ

 バイオマス産業のまちづくりを目指して～消化液の液肥利用への取り組み～

受賞者の所在地である三重県多気町ではバイオマス発電所の誘致に取り組ん
でいる。多気町は松阪牛の肥育、伊勢いも、次郎柿などの特産品があり、農業も
盛んである。また、高校生レストランのある町として食についても力を入れてい
る。そこで、図１のようなバイオマス産業集積によるまちづくりを多くの企業や
団体と協働し目指した。

多気町が目指すバイオマス発電所は木質バイオマスだけでなく農業と食のま
ちとして、食品残渣を利用したバイオマス（ガス）にも取り組んでいる。バイオ
マスの成功に向けて原料の確保や残渣の活用等多くの課題がある。特に、バイオ

図１ 目指す地域図

マスから発生する排熱、ＣＯ２、消化液をどう役に立てるかが課題であり、その中でも消化液の利活用については目途
が立っていないのが現状である。そこで、受賞者は消化液の液肥利活用調査に取り組んだ。
ほとんどのバイオマス発電所から排出される消化液は産業廃棄物として処分されているが、受賞者はこれでは環境
に優しいバイオマス発電としての意味がないと考えた。同じ排熱、ＣＯ２と言った残渣は暖房や保温として農業利用の
可能性がある。消化液も元は食品であることを考えたら肥料として利活用できるのでないかと調査をスタートした。

食の町として今後、発展していくためには飲食店や家庭から出る食べ残しをバイオマス発電所で利用することも重
要である。そして、食品残渣による発電の恩恵だけでなく発電所からの消化液を農業利用することによって栽培した
作物が町の飲食店や家庭で食される。これは資源の量を少なくすることや産業廃棄物の発生も少なくするリデュース
（Ｒｅｄｕｃｅ）につながる。また、食品の残渣を肥料にして食品を生産する事の繰り返しによりリユース（Ｒｅｕ
ｓｅ）にもつながる。さらに、バイオマス発電としてだけでなく、液肥として有効利用するリサイクル（Ｒｅｃｙｃ
ｌｅ）にもつながる取り組みである。

＜１年目の取り組み（平成２７年度）＞
多気町内の多くの農産物から次郎柿、イチゴ、空心菜を選び調査を開始した。
消化液をかん注する回数や１回の量等を慣行栽培と比較しながら、生育、病害虫、
味覚について調査した。特に、空心菜は安全性を証明するために細菌検査（一般
生菌、大腸菌、大腸菌群、サルモレラ、Ｏ－１５７）も実施した。
以上の調査により消化液が液肥として有効に利用できる（特に空心菜）事や安
全性について証明することができた。
                     

空心菜の栽培（消化液散布）

＜２年目の取り組み（平成２８年度）＞
 １年目の調査結果を踏まえ、空芯菜の栽培により事実を積み重ねて真実を見つ
け出す継続調査を行った。また、モニタリング調査中心ではあるが、イチゴ、次
郎柿だけでなく、バジル、ゴーヤ、青梗菜等の作物にも調査範囲を広げ、特に葉
菜類に液肥としての効果を確認できた。さらに、消化液を肥料登録するため植害
試験を実施し「バイオマスパワー液３Ｒリキッド」と命名し、肥料登録した。
また、バイオマス栽培による空心菜の生産の成功により販売や経営診断にも取
り組み、慣行栽培と比べたバイオマス栽培の有利性も証明した。
肥料登録
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バイオマスパワー液による栽培が成功しても販売できなければ意味がな
く、また、通常の価格で販売してもバイオマスパワー液栽培の魅力がないた
め、経営診断の調査にも取り組んだ。この調査を実施するために地域の産直
施設「おばあちゃんの店」に協力してもらった。通常、一般的な栽培による
空心菜の販売価格は１００ｇ５０円となっているところを、バイオマスパワ
ー液栽培は４０％高い７０円に設定して販売したが購入された。

また、労働時間の調査も実施した。調査は慣行栽培とバイオマス栽培のそ
れぞれの空芯菜栽培における労働時間の比較を行った。作業内容の違いは肥

労働時間の比較表

培管理だけであるが、慣行栽培は固形の肥料を散布するだけなのに対し、バ
イオマスパワー液は液肥を保存しているタンクから運び、かん注するため、
約６倍の時間を要するため、労働時間が約１０時間多くなっていた。
タンク等の諸材料が必要となったため増加した経費もあるが、肥料を使用
しない分、肥料費を削減することができた。そして、収入についても液肥に
よって収量が増えたこと、また販売価格を４割高くできたことにより所得が
３，６０８円から３０，６７５円に大幅増となった。


収支比較表

＜３年目の取り組み（平成２９年度）＞
 平成２９年度は硝酸態窒素の含有量を減らす栽培に取り組んだ。近代農業は化学肥料によって発展してきたが、一
方で欠点もある。その欠点が硝酸態窒素である。有機肥料も硝酸態窒素へ変化するが、化学肥料は有機肥料に比べ流
亡が起こりやすいと考えられている。地下水や河川に紛れ込んだ硝酸態窒素が環境問題においてクローズアップされ、
また、人間にとっても発がん性や酸欠症を引き起こすと考えられ、有害だと言われている。
そこで、この硝酸態窒素をバイオマス消化液で削減できることの可能性の研究と普及活動に取り組んだ。まず、硝
酸態窒素を測定する調査品目を選定した。前年までの調査結果からバイオマスパワー液は葉菜類に効果があることが
わかっている。そこで、継続的に調査をしている空心菜、硝酸態窒素含有が高いと言われる青梗菜、播種から収穫ま
での期間が短いベビーリーフの３品目を選び、調査した。
空芯菜の栽培においては、バイオマスパワー栽培での硝酸態窒素の数値を下げる効果を確認し、特にかん水を抑え
ながら栽培するとより効果が高くなるということが分かった。
青梗菜においても、バイオマス栽培のものは大幅に硝酸態窒素の数値を下げることが分かった。
ベビーリーフにおいても、平均で１００～１５０ｐｐｍ低い数値となり、空心菜、青梗菜同様に硝酸態窒素を削減
できる傾向があることが分かった。

生産経済科では、教科「農業と環境」を通じて３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の大切さに気づき、授
業や実習に積極的に取り組んでいる。その学びが礎となりバイオマス産業のまちづくりの目標に向け取り組むことが
できた。この研究は生産経済科として生徒が環境、農業、食などを考える取り組みとなり、農業を学ぶ生徒にとって
有意義なものとなった。研究を開始した時点ではバイオマス消化液を肥料として利活用することを目的としていたが、
細菌検査、経営診断、硝酸態窒素削減等いろいろな調査・研究へと展開・発展していき、循環型社会とそれに関連す
る事柄を幅広く学ぶことができた。

 また、校内の学習成果発表会や研究発表会を通して、他の学科の生徒たちによい刺激になっている。農業や食への
興味・関心だけでなく、ごみの分別や食べ物を残さない事の大切さなどの環境学習にもつながっている。また、他の
環境に関する調査・研究（絶滅危惧種アゼオトギリの保全活動）をしている生徒も科学的・社会的な側面からの研究
に取り組むようになった
今後の展望として、他の農産物への調査対象拡大、地域企業や団体とより協働強化をした地域ブランドの構築、バ
イオマス栽培の省力化、所得向上、ＧＡＰ認証にも取り組んでいこうとしている。
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1201AB 農 001
受賞者名

 株式会社グリーンメッセージ
 キユーピー株式会社
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 神奈川県大和市、東京都渋谷区
受賞テーマ

 キユーピーグループにおける未利用資源を活用した資源循環の推進
～野菜未利用部を活用した新たなエコフィードへの挑戦～

受賞者を含むキユーピーグループでは、理念を実践していく上で大切な姿勢と
してグループ規範（倫理規範・行動規範）を定めている。グループ各社の事業活
動は、原材料をはじめとした豊かな自然の恵みのもとに成り立っており、事業活
動が与える自然への影響へ十分に配慮し、資源の有効活用と環境保全に真摯に取
組むことで持続可能な社会を次世代へつなぐことを使命と考えている。例えばサ
ラダ・惣菜事業では、資源循環に共感する多くの企業と連携している。
（株）ポテトデリカおよび（株）旬菜デリでは、これまで廃棄物とされていた
ジャガイモの皮を豚用のリキッドフィード（液体飼料）に、（株）サラダクラブ
では野菜残さを活用した食品リサイクル・ループの構築を進めてきた。

近年、家庭内の食事から弁当・惣菜などの中食やレストランなどの外食へ食シーンが変化し、
「野菜」の需要は、加工・業務用が過半を占めるようになった。このような背景の中、受賞者は
野菜を工場でカットして袋詰にする業務用向け「カット野菜」を製造・販売している。事業が拡
大する一方で工場からは、毎日膨大な量の端材（キャベツの芯や外葉など）が発生し、産業廃棄
物として処分されていた。同社はこの端材を「残渣」ではなく「未利用資源」もしくは「野菜未
利用部」と呼び、新たな挑戦として飼料化への再生利用を検討した。当初は野菜未利用部を粉砕
および脱水し、減容および減量していたが、脱水後の未利用部を独自の技術によりオンサイトで
サイレージ化（青刈り作物や生の牧草をサイロ内で乳酸発酵させて貯蔵した飼料にすること）す
ることに成功した。その結果、長期保管可能な乳牛用飼料として静岡県の大規模酪農家への提供
を開始することができた。

 カット野菜工場から主に排出される葉物野菜未利用部は、水分率が高く、乳牛用の飼料としては硝酸態窒素（多量摂
取は疾病の原因）含量が比較的高いため、牛用飼料としては不適とされている。そこで、野菜未利用部を減容・減量で
きるスクリュープレス式の脱水機を導入した。この脱水により、水溶性の硝酸態窒素は固形分から分離できるため、硝
酸態窒素含量の削減に成功した。また、野菜未利用部サイレージをそのまま乳牛用飼料とするのではなく、混合飼料
（7RWDO0L[HG5DWLRQV705）の一部として使用することにより、既存粗飼料の代替として問題なく置換できた。既存
の粗飼料（アルファルファ等）の多くは海外からの輸入に頼っており、近年右肩上がりで価格が上昇している。また、
為替相場の変動も酪農家の経営を圧迫する一因となっている。同社が調製している野菜未利用部サイレージは、副産物
であるため、飼料価格の高騰や為替相場に左右されず、安価で安定した供給が可能である。また、国産野菜を使用して
いるため飼料自給率の向上にも寄与できる。資源の有効活用、酪農家の経営安定さらには飼料自給率の向上といった三
方よしの取組と言える。
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 一般的に食品残さを活用したエコフィードでは、豚用飼料に転換されることが多い。これは、牛用飼料は、牛海綿状
脳症（%6(）を防ぐ観点から、動物性のたんぱく質を含む飼料の給与が禁止されており、いわゆる食品残さではこの担
保が難しいとされているからである。また、牛は豚よりも嗜好性が高く、好まないものは全く食べないと言われている。
したがって、安全性の担保や嗜好性の面で課題が多く、エコフィードの活用が難しい動物の一つと考えられていた。
 一方で、同社のようなカット野菜工場では、家庭やその他の食品加工事業者とは異なり、野菜のみを扱っているため、
動物性たんぱく質の混入のリスクが全くない。また、葉物野菜のような繊維質の多いものは、豚では消化できないため
エネルギーとして利用することができないが、牛のような草食動物では、第一胃（ルーメン）内の微生物によって分解
することができ、繊維質もエネルギーとして利用することができる。以上のことから、カット野菜工場から発生する野
菜未利用部は、牛用飼料として活用することが最適解と考え、同取組を実施した。

 牛用飼料とするにあたって、まず課題となったのが、保存性と流通性であった。消費期限の短いカット野菜を製造す
る同社のような事業所は、一般的に消費地に近いところに存在しており、酪農が盛んな地方とは物理的な距離があるこ
とがほとんどである。もちろん、同社も例外ではなく、カット野菜の製造は大都市近郊の神奈川県大和市で事業を行っ
ており、結果として葉物野菜飼料の販売先は静岡県の大規模酪農家となった。そのため、物流費などのコストを考える
と、最低でも  日以上の保存性とトラック等で運搬のしやすい流通性を兼ね備えた形態が必須であった。

発生した野菜未利用部は、条件にもよるが放置すると
 日から  日以内には腐敗し、飼料としての利用は不可
能となる。そこで同社は、牧草等で利用されているサイ
レージという技術を応用した。この技術は、牧草等を乳
酸発酵させ、低 S+ 状態とすることで、腐敗菌の生育を
抑制する技術である。具体的には、スクリュープレス式
の脱水機で脱水した野菜未利用部を、ポリエチレン製の
専用内袋をセットしたフレキシブルコンテナバックに
封入し、内部の空気をなるべく除き、密封して嫌気状態
を作り出すことで、乳酸発酵を促進させ、保存性に富ん
だサイレージの作成に成功した。
一方で、課題もあった。野菜未利用部はスクリュープレス式の脱水機で脱水しても、水分率は約 とかなり高い
状態であり、長期間保管していると離水し、フレコンバックの下部に水が溜まることで、フレコンバックの安定性が
損なわれた（下部に水が溜まると、転倒や液漏れし易い）。そこで、水分調整資材として、酪農家で一般的に飼料とし
て使用されている乾燥飼料等を混合することで、この課題を解決した。本手法で作成したサイレージは、保存性およ
び流通性を兼ね備えており、酪農家での使用性が高い設計となっている。

上記のように課題が多く、産業レベルでの飼料化が達成できている事業者は存在しなかったが、同社はノウハウと工
夫によりこれらの課題を解決した。一方で、これまで野菜未利用部は乳牛用飼料としてあまり活用されていなかったた
め、飼料研究の第一人者である「東京農工大学 農学研究院 生物生産科学部門 畜産学研究室 佐藤幹教授」と共同
研究を行い、飼料としての安全性および有用性を検証した。その結果、キャベツサイレージを既存飼料の代替として、
乾物あたり 程度配合した 705 を  週間給与すると、乳牛の乾物摂取量および乳量が有意に増加することがわかった。
なお、乳質については対照飼料区と差がなく、キャベツサイレージは乳質を維持したまま乳量を増加できる有用な飼料
となった。なお研究内容は、 年  月に開催された第  回日本畜産学会にて発表された。

 現在、資源循環型のカット野菜工場の実現に向け、端材の飼料化に加えて脱水時に発生する絞り汁を有効活用する研
究も進めている。ゼロエミッションに加え、新たなリサイクル・ループの構築を検討中である。

なお、本研究内容については、特許を出願中である（特許出願番号：特願 2018-058299）。
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文部科学大臣賞（１件）
4101A 文 003
受賞者名

 横浜町立横浜中学校

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

所在地

 青森県上北郡横浜町
受賞テーマ

 地域の未来を担う子供たちの「人財育成」を目指す、環境体験・社会貢献を
通して考えるリサイクル活動

受賞者は、生徒減少に伴い平成  年度に町内  中学校が統合して以来、37$ 生徒活動後援会が主管となり、保護者・
地域を巻き込んで古紙・空き瓶等の廃品回収活動を継続的に実施してきた。
また、生徒会活動の一環として、エコキャップ等の回収を実施し、校内外問わず回収活動を広げ、地域と共に環境
への意識を高めようと取り組んでいる。
平成  年度からは、地域最大のイベントである「菜の花フェスティバル」において、全校あげて「ゴミいただき隊」
「横浜町ＰＲし隊」
「ゴミ分別し隊」等の役割を配置し、ボランティア活動を通して、ごみ問題・環境問題・リサイク
ル活動等に目を向けることが出来るようにと活動を始めた。保護者や地域の支援のもと、学校ならではの関わり合い
を持ちながら、地域における体験活動・環境教育を通して環境を大切にする心や勤労の大切さを実感させると共に、
郷土愛や地域貢献ができる生徒の育成を学校教育の柱に据えて実践している。

生徒の自主的な活動・生徒会活動の一環として、給食用牛乳パックの洗浄回収、エコキャップ等の回収、環境啓発
ポスターの作成やエコスクールの実施等と、開校以来継続している「リサイクル活動」や平成  年度から開始した「菜
の花フェスティバル」での環境体験活動を両軸として行い、保護者、地域、行政、企業等を巻き込んだ実践を通して、
地域やふるさとの良さ、人のありがたさを改めて体感させるとともに、地域の環境・ふるさとの環境の向上に対する
関心・意欲を高めている。これらの活動が認められ、
「青森県、もったいない・あおもり県民運動推進会議」の平成 
年度「もったいない・あおもり賞」を受賞した。

 人口  人程度の過疎化の進む小さな自治体ではあるが、来場者  万人規模を誇る町の一大イベントである「菜
の花フェスティバル」への参加・協力を起爆剤として、清掃ボランティア・分別回収ボランティア等の活動や、県外
から来た観光客や地域の大人とのふれあいなどにおいて、生徒が自分たちの町の良さや魅力を改めて実感し、気づき
を得る良い機会となっている。こうした体験型の環境学習を実践することにより環境への関心を高めると同時に、地
域への関心を高めるなどの相乗効果がもたらされている。
 生徒たちは  年後、 年後、 年後、地域を支える担い手となり、いずれはこの地で父となり母となる地域の宝で
ある。環境教育・環境体験活動をきっかけとして地域貢献や社会貢献の精神を養い、この町で環境への取組を実践す
る人材に育成する場として学校が大きな役割を果たしている。

 同校では、環境体験活動に関する社会貢献活動を核として、今後は近隣の小・中学校で連携しながらこの活動の輪
を広げようとしている。
また、菜の花フェスティバルにおけるボランティア活動は平成  年度からスタートした新しい行事であり、改善し
ていく課題もあるため、生徒たちの意見を大切にしながら、より良い活動になることを目指している。

活動の様子
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経済産業大臣賞（２件）
7201A 経 014
受賞者名

 株式会社リプロ

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

所在地

 岡山県岡山市
受賞テーマ

 プラスチックリサイクルとＩＴ技術の融合による新たな挑戦
―杭の可能性を追い求めて―
受賞者は、１９７１年の創業以来４６年にわたり廃プラスチックのマテリアルリサイクルを行い、境界杭、園芸・
土木資材を製造加工販売している。中でも、境界で利用される杭ではトップシェアを誇り、日本全国に販売していて、
受注から材料調達、独自設計機械を用いた製造、配送まで自社で一貫生産出来る仕組みを構築している。同社のリサ
イクル業は、
「境界杭等を製造する製造業としての「ものづくり」」、
「循環型社会の構築、地球環境対策などの「環境」」、
そして将来の情報化社会を見据えた「位置情報とＩｏＴのコラボによる「情報」」をコンセプトとしている。





株式会社リプロ（岡山県岡山市） リサイクルコンセプト
                                     リサイクル製品

３０年以上前、境界杭は木製やコンクリート製が中心で腐食や重いといった問題があったが、同社が業界で初めて
再生プラスチック製の境界杭を製造開始し、現在では、測量等で使用される境界杭は再生プラスチック製が中心とな
っている。製造を開始した後も、同社では生産プロセス技術の開発により生産の安定化・効率化を図り、また安定し
た品質を維持できるよう品質管理体制を整え、杭の品質規格である「ＪＩＳＫ６９３２再生プラスチック製標識く
い」を業界で初めて認証取得した。さらにＩＳＯ９００１、１４００１も取得して、製品の拡販（リサイクル量の拡
大）を果たした。また顧客の信頼を高めるべく、徹底的に商品価値を追求し、境界杭の形状では、
「グッドデザイン賞
振興会長特別賞―地球にやさしいデザイン―」を受賞。また第３者機関の製品環境保証として「エコマーク商品認定」、
「カーボンフットプリント（ＣＦＰ）宣言認定」を取得した。

【再生プラスチックの高付加価値化（多機能化）】
リサイクル製品の更なる拡充を図るため、再生プラスチック杭とＩＴ通信技術の融合で新たな杭の開発に挑戦し、
「現場の杭から情報を！」のコンセプトの下、１９９８年に境界杭の位置情報＋ＲＦＩＤタグを内蔵した高付加価値
型「情報杭」を世界に先駆け発明した。現場の位置情報ＩＤを通して細かな場所情報を取得し、デジタル空間と現空
間が一致して素早く必要情報を入手することができ、災害復旧や道路等のインフラメンテナンスによる履歴欠如への
対策に貢献した。また、２０１０年にセンサ端末を搭載したアクティブ型「情報発信杭」を発明し、位置情報と動体
センサからワイヤレスに地盤の変位などを計測し、地震や土砂崩れ、浸水等の災害発生通報等の迅速化を実現して、
世界初の杭防災システムを構築した。








     情報杭（ＲＦＩＤタグ内蔵）       情報発信杭（センサ搭載）

再生プラスチック杭とＩＴ通信技術とのコラボレーションの強化により、製品の高付加価値化（多機能性化）の更
なる可能性を追求し、資源循環（リサイクルの拡大）をはじめ、防災・観光・交通・地籍管理等で持続型社会への貢
献を目指している。
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7202AB 経 015
受賞者名

経
経済
済産
産業
業大
大臣
臣賞
賞
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事
業
所
地
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公
共
団
体
等
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共団
団体
体等
等」」」分
分野
野

 株式会社日立産機中条エンジニアリング
 東京エコリサイクル株式会社
所在地

 新潟県胎内市／東京都江東区
受賞テーマ

 情報・通信機器のリサイクルによるベースメタル及びレアアースの国内循環推進
受賞者を含む日立グループでは企業の社会的責任の観点から、自社で製造した製品のリサイクル、枯渇する資源の
（株）日立製作所及び日立オムロンターミナルソリ
有効活用、資源の国内循環を推進している。当該活動においては、
ューションズ（株）の情報・通信機器のリサイクルを行っている。

１．手分解による部材ごとの分解・分別とセキュリティ対応
 収集した情報・通信機器は、鉄・基板・プラスチック・電池・ＨＤＤ ハードディスクドライブ）・小型ユニットに
分解・分別を行っている。
また、ＨＤＤには顧客の情報が格納されているため、物理的破壊を行い機密情報の漏えい防止を確実に行っている。










      手分解による分解・分別     分別された部材        ＨＤＤ物理破壊

２．国内完全リサイクル処理
（株）日立産機中条エンジニアリング（以下、（中条エンジ））で分解・分別されたそれぞれの部材について、筐体
は新潟県の電気炉メーカーで鉄鋼製品に再商品化、ユニットは新潟県のシュレッダー処理業者で鉄と非鉄等に分別し、
鉄は新潟県の電気炉へ、非鉄は国内精錬業者へ、基板・ケーブルは国内精錬業者へ、二次電池は国内精錬業者または
ＪＢＲＣへ、物理破壊されたＨＤＤは、東京エコリサイクル（株）（以下、（東京エコ））で再資源化されている。
また、部品の一部は、メンテナンス用の部品としてリユースされている。

       素材                 処理               リサイクル







       筐体        鉄くず シュレッダー 電気炉     鉄鋼製品

３．日立グループ内でレアアース（ネオジム磁石）の回収・再生
中条エンジで分別・物理破壊を行ったＨＤＤは東京エコへ輸送され、ＨＤＤ自動分解装置でさらに部品レベルまで
分解・選別される。ネオジム磁石は脱磁を行い、取り出す。取り出したネオジム磁石は日立金属（株）などの磁石メ
ーカーへ輸送し再資源化を行っていて、日立グループ連携でリサイクルを推進している。



磁石

メーカーで

再商品化

                                                     
ＨＤＤ  ＨＤＤ自動分解装置    脱磁      磁石選別     ネオジム磁石

 今後もさらに製品の幅を広げリサイクルに取り組むと共に、他社製の製品についても日立製品同様にリサイクルを
積極的に提案し３Ｒを推進していく。また推進に伴い、これからの高齢化社会に対応して高齢者の雇用創出という新
しい仕事の場へと繋げていく。
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国土交通大臣賞（５件）
8201A 国 012
受賞者名

 株式会社竹中工務店 東京本店 安全環境部

国
国土
土交
交通
通大
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臣賞
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等」」」分
分野
野

取組の実践場所

 東京本店管轄全作業所（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、
新潟県、長野県、山梨県）
受賞テーマ

 人体に有害な廃石綿（アスベスト）の無害化・リサイクル処理の推進

 受賞者は、以下の取組を行っている。
（１）物件数が多い廃石綿の少量搬出をターゲットとした廃石綿の無害化・リサイクル処理ルートの構築
通常排出される産業廃棄物のほとんどはリサイクル処理できるようになってきたが、人体に有害な石綿（アスベスト）が含有さ
れた建材は、そのほとんどが、そのまま埋立処分されていた。石綿含有建材は、吹付石綿（レベル  建材）
、石綿含有断熱材・保
温材等（レベル  建材）
、石綿含有成形板（レベル  建材）の  種類に分類され、この内、レベル  及びレベル  建材は飛散性が
高い。単に埋め立てただけでは、有害なものが残り続けることから無害化処理が有効だと考えた。
そこで、レベル  及びレベル  建材を無害化し、さらに建設用資材にリサイクルするためのリサイクル処理ルートを探し出して
処理を委託し、作業所（建設現場）から排出される石綿含有建材（レベル  及びレベル ）の全排出量のうち ％を無害化・リサ
イクル処理した。
無害化・リサイクル処理後は、石綿はスラグとして路盤材に、石綿が付着した金属（配管、ダクト等）は鉄筋に再生し、受賞者
の作業所も含め多くの建設現場で使用されている。









積替保管



廃石綿

鉄筋、スラグにリサイクル


（２）取組のポイント、特長

石綿含有建材のリサイクル施設は、全て関東からは遠方にあるため運搬費が高額となる。特に多くの改修工事では、石綿含有建
材の除去量が ～ｍ と少ないため、ｍ しか搬出しない場合でも  台十数万円と、処分量に対して高額な運搬費を払うことにな
る。そこで、石綿含有建材を積替保管できる収集運搬会社と連携することで、作業所から発生した少量の石綿含有廃棄物を低料金
で回収し、積替保管場所で他作業所から発生した石綿含有廃棄物をまとめ、１台分になったところでリサイクル施設に搬出すると
いう回収ルートをつくった。また東京本店が管轄する関東圏をカバーできるように、北関東方面、東関東方面、西関東方面のそれ
ぞれにより近いリサイクル施設と、積替保管可能な収集運搬会社とを組み合わせて処理委託契約を締結し、東京本店管轄のどのエ
リアからも、少量であっても搬出可能な体制づくりを行った。これにより石綿含有建材（レベル  及びレベル ）のリサイクル率
は直近  年では常に ％を超え、 年には ％を達成した。

（３）無害化・リサイクル処理ルートを確実に使用するための工夫ポイント
各作業所が計画した産廃処理場に対して安全環境部が全数チェックし、リサイクル処理可能な場合で最終処分場に搬出する計画
になっている場合には、リサイクル処理場に計画変更するようにその都度指導し、特殊な理由（休日出荷で対応ができない等）が
無い場合は全て無害化・リサイクル処理ルートに変更した。

今後の目標として、現時点では処理が難しい、あるいは処分費が埋立処分よりも高額になってしまう「石綿含有成形板（レベル
 建材）
」について、同様に無害化・リサイクル処理できる処理ルートを構築しようとしている。
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平成 30 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

8202A 国 015
受賞者名

 株式会社竹中工務店 九州支店 イオンモール熊本増床活性化工事

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

取組の実践場所

 熊本県上益城郡嘉島町
受賞テーマ

 震災復旧工事における産業廃棄物（コンクリート魂・建設汚泥等）の効果的リサイクル活動
の推進

  年  月  日及び  日に熊本で発生した震災では、大量の災害廃棄物が発生し、熊本県下の廃棄物処理会社（収集運搬会社・
処分会社）はすぐに処理能力を超えたために大部分の会社では、廃棄物の受入制限をかける事態となった。震災復旧工事は進捗に
大きな影響を与えていた。
 受賞者は、震災当初から福岡県の廃棄物処理会社に協力を要請し、災害廃棄物や産業廃棄物 P の県外処理を実施した。
 また、その後の新増築工事で発生量が多い「コンクリート魂」P と「建設汚泥」P を場内で中間処理を行うことによ
り、大量の再資源化を短期間で実現した。

 通常の解体工事では、コンクリート魂を場外処分するが、がれきを取扱う中間処理会社が震災の影響で保管容量を超えたため、
受入ができなくなった。県外の処分会社に委託することを検討したが、道路が寸断された上、大量の運搬車両による慢性的な交通
渋滞が続くという状況下にあり、断念せざるを得なかった。受賞者は、その対応として移動式の許可をもつ破砕機（ガラパゴス）
・
改良機（リテラ）による「コンクリート魂及び建設汚泥」の場内中間処理を実施した。現場内で再資源化した再生骨材あるいは中
間処理土を活用したため、場外処理や材料排出入の運搬車両はゼロとなり、震災直後の道路状況に負荷をかけることなく、また結
果として県内の廃棄物処理会社の負担軽減にもつながった。運搬車両については、&2 排出削減に寄与することとなった。
 
当該工事で工夫したところは次のとおりである。
 ・震災直後の廃棄物（混廃・石膏ボード）の発生に対し、福岡県（被災地県外）の廃棄物処理会社が宮崎県の最終処分場への定
  期便の帰路に熊本県（被災地）に立ち寄り収集運搬し、福岡県での廃棄物処理を委託した。その結果 &2 排出量を最少限に抑
え、環境に配慮した。また、被災地県内の処分会社の負担軽減に寄与した。
 ・コンクリート魂・建設汚泥の自ら利用の再生材はいつまでも「廃棄物」扱いになるのに対し、破砕機・改良機による場内中間
  処理にて再資源化した建設資材は再生品として使用でき、設計者の要求品質も満たすことができた。

今後、震災に備え、各県の廃棄物処理会社に対し被災地域支援が迅速にできるように協力体制を構築する。大量の廃棄物を処理
するために有用な移動式の場内中間処理の許可を取得するよう廃棄物処理会社に要請し、九州各県に展開を予定する。






コンクリート魂と建設汚泥の場内中間処理実施状況

12

平成 30 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

8203A 国 069
受賞者名

戸田建設株式会社 札幌支店 函館国際ホテル耐震補強・建替工事

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

取組の実践場所

 北海道函館市
受賞テーマ

 既存建物の減築による再利用


 受賞者は、観光地函館にある築後  年のホテル増改築工事の一部において、既存  階 5& 造建物の上部  階を解体撤去（減築）
し、残る既存躯体に耐震補強を行うことでコンクリート躯体を再利用した。
半世紀前に造られた構造物の多くは更新時期を迎えており、耐震補強工事や建て替え工事が各地で行われている。スクラップ＆
ビルドは現在の耐震基準に適合する建物を構築するには明快な方法であるが、コンクリート塊や金属類を再利用することを考慮し
たとしても環境負荷は大きい。残せるものは残し、補強した上で再利用することは、資源の有効利用に配慮した優れた自然環境保
全である。

減築工事により残されたコンクリート躯体を再利用するためには、構造体の健全性が担保されていなければならない。工事の際
には要所に荷重計測機器を設置して、解体作業を行う重機や解体コンクリート塊による過大な荷重が構造体に作用していないこと
を計測監視した。さらに、減築工事前後のコンクリート躯体の状態について目視調査を行い、有害な損傷が発生していないことを
比較確認した。

下部  階を再利用したことにより、すべて解体した場合に比べてコンクリート塊の廃棄物 ｔ（推計）の発生抑制を行うと
共に、新たに建て直すために必要な資源の発生抑制を行った。また、残した部分を解体する場合に解体重機や場外処分に係る運搬
車両などから発生する &2 の発生抑制にもつながった。

本件の活動は完了となるが、他の工事計画でも環境負荷低減策の一つとして、既存躯体を再利用する減築工法が採用されるため
の一助になることが期待される。

減築範囲
改修棟

図 減築工事範囲（工事前）

図 階上解体のための構造体補
強 + 型鋼、サポートを設置

図 作用荷重の測定値表示モニター

図 減築作業が終了し、順次 +
型鋼を撤去

図 減築、改修工事完了

構造体補強用 + 型鋼

図 床への荷重回避のため、+
型鋼の上で解体作業実施
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平成 30 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

8204AB 国 085
受賞者名

 株式会社熊谷組 関西支店
（仮称）グランドメゾン夙川千歳町新築工事

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

積水ハウス株式会社 大阪マンション事業部
取組の実践場所

 兵庫県西宮市
受賞テーマ

 発注者・優良産廃業者と連携し、独自チェックリストを活用した小規模工事での３Ｒ活動

受賞者は、地上５階建て、延床面積が約３，０００ｍ２（２５戸）の共同住宅の新築工事を行った。比較的小規模なマンション
工事であり、ＲＣ構造（在来工法）で、基礎杭が既製コンクリート杭工法である。よって個々の住戸区画から出る廃材の削減、型
枠材の有効利用、建設汚泥の発生に伴うリサイクル活動等が課題となった。また今回のマンションの設計コンセプトとして、工事
前の既存の樹木、石造物などを新築工事に活かすことを目指した独自のリユース活動が特徴である。

 これまで３Ｒへの取り組みが手薄であった比較的小規模な建設工事において、今回、パイロット的な３Ｒ活動を目指した。発注
段階から設計、購買、施工段階の各々で取り組める３Ｒ実践メニューを洗い出し、全６７項目からなる独自のチェックリストを作
成し、そのチェックした結果を元に計画を立て、３Ｒ活動に取り組んだ。
発注者や地元の優良な産業廃棄物処理業者と連携することで、小規模工事での３Ｒ活動の問題点を解決する糸口を見つけると共
に、同発注者による同様の規模の工事にもこの３Ｒ活動を展開することで、広く社会に３Ｒ活動の裾野を広げる目途をつけること
ができた。

 工事着工前に、上記のチェックリストを基に同工事におけるゼロエミッション計画を立てた。チェックリストの施工段階の５４
項目について現場で実践できる可能性のある３Ｒ活動の中から，同工事に適用できる活動をピックアップして検討した。また現場
にゼロエミッション担当者を選任し、協力業者で組織した「環境班」を設置して、定期的にパトロールや作業員教育を実施するな
どして現場での３Ｒ活動を推進した。
 その他にも、設計段階から施工段階に至るまで発注者との連携・創意工夫により、元々その土地にあったものを有効利用するこ
と（リユース）や、住戸内の建具などは発注者の工場で製作したプレカット製品を使用すること（リデュース）を実践した。

 ＜建具の発注者工場での加工と建て込み状況＞


        


 

 
  

 現場で発生した産業廃棄物に関しては、地元でリサイクル活動に先進的に取り組んでいる産業廃棄物処理業者（環境省の優良産
廃処理業者認定制度の認定業者）との提携を通じて、マテリアルリサイクルの推進、リサイクル率の向上を図った。

また、運搬距離を最小限にすることを計画し、運搬車両の運行距離低減、ＣＯ２排出量の削減による地球温暖化防止を推進した。
上記の活動から現場で発生した産業廃棄物の最終処分量は６２ｍ３となった。これは同規模・同種の工事から出る平均的な最終
処分量である７５ｍ３（日本建設業連合会のデータより算出）の８２．７％に当たり、１７．３％の低減となり、同工事のような
比較的小規模な建設工事で３Ｒを実施するための有効な方法になる事が確かめられた。
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8205A 国 088
受賞者名

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

 秋葉建設興業株式会社 阿賀野バイパス  工区改良その  工事
秋葉建設興業株式会社 小里作業所
取組の実践場所

 新潟県阿賀野市
受賞テーマ

 『現場発生材の再利用率 ％の実現を目指して！』

受賞者の工事は、一般国道４９号の渋滞解消及び交通事故の減少を目的とした、阿賀野バイパス事業の内、本線を横断する市
道及び幹線用水路の函渠（かんきょ：横断面が四角形の地下水路）を構築する工事である。同工事は北陸地方整備局新潟国道事務
所から受注したもので、同作業所は企業活動として建設工事が環境に影響を与える事柄について環境法規制等・その他取り組むべ
き要求事項を遵守し、目標を決め、以下のとおり３Ｒ実施に努めた。

１．製品の活用により、杭頭斫り（はつり：削ること）コンクリートが発生しない工夫
 製杭を打込んだ後で杭頭補強鉄筋を入れるため、空間が必要となり、従来この工程で
は斫り作業を行っているが、騒音、コンクリート殻発生などの問題があった。既製杭の
杭頭処理を行なう上で、事前に「ミルクトレール」を挿入しておく事で、通常は斫り作
業で発生する騒音・コンクリート殻を少なくした。
                                 
ミルクトレール挿入
２．建設汚泥の現場内利用
既製杭工で発生する削孔土は通常産業廃棄物として処理されているが、削孔土を現場
内で改良する事で、建設汚泥として廃棄・処理される事なく路体盛り土材として再利用
した。

３．既存杭の活用                                
 幹線用水路の復旧に伴い、既設杭の一部が存置されていることが確認され、その杭頭
をコンクリート成形処理して再利用する事で構造物基礎工が不要となり、コスト縮減と
強固な幹線用水路の復旧を施工した。

削孔土の状態


４．既設側溝の機能回復のための製品活用
    阿賀野バイパス事業の早期に整備された用排水路の一部で、地盤の不同沈下等に起因
した水路勾配を満たさない箇所への対処として、落差ブロックを新たに２箇所加える事
で、既存品の再利用により水路勾配を回復し、取り壊しや改修をすることなく水路機能
の復旧を図った。

既設杭の杭頭処理


５．常用循環型トイレの利用                           
自己完結型トイレ（バイオトイレ）を設置し、現場で汚水処理を行なった。微生物に
よって処理された処理水を循環させる仕組みで悪臭もほとんどなく、汲み取り手間や処
理、土壌・水質汚染や下水施設不要など、リデュースを図った。                            
                       
６．その他
 各工事場所において、アイドリングストップの励行、プレキャスト製品の使用、型枠

自己完結型トイレ

の転用、省エネ型電化製品の採用、昼休み消灯等を実施しており、今後も積極的に３Ｒ

（バイオトイレ）

の推進を図る予定である。
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平成 30 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

環境大臣賞
（１件）
9101A 環 005
受賞者名

 サンコーポ勝田台自治会

環
環境
境大
大臣
臣賞
賞
「「「個
個
人
グ
ル
ー
プ
学
校
分
野
個人
人・・・グ
グル
ルー
ープ
プ・・・学
学校
校」」」分
分野
野

所在地

 千葉県八千代市
受賞テーマ

 ３Ｒで可燃ごみの重量を減らし、古紙類を選別工夫して資源物に！

３Ｒ活動を推進するのにあたって、例えば、市のごみ発生減少の目標を達成することを目的に掲げて住民に協力を
要請しても、うまくいかないことが多い。特にマンションなどの集合住宅においては、理解を浸透させるのに時間が
かかる。また、自分たちが努力しても環境にどれだけ良い影響を与えられるのかという懐疑的な感情もあり、なかな
か盛り上がらないことが多い。
そこで受賞者は、３Ｒ活動を日常生活と組み合わせて情報発信し、住民に３Ｒが自分の健康、家計、居住者間交流
などと関係していると感じてもらえるように努めている。
活動は、下記の３Ｒ活動を軸に行っている。
１．リデュース
 ・無用、無駄になる物は買わない、断る、もらわない。計画的に必要な量・物だけ買い、食べきる、使い切る。
マイバッグを持参し、梱包なしで買い物をする。
 ・ごみ袋に入れる前によく水切りをする。
 ・「使い捨て品」よりも、「繰り返し使用可能品」を買う。
２．リユース
 ・耐久使用品は点検、手入れ、修理で長持ちさせる。
 ・運動時の水分補給はペットボトルなどの容器に水道の水を入れて持参、出来るだけペットボトルに入っている微
量風味付き水、スポーツ飲料は買わない。これらには、数十カロリー含有していることもあり、水道水を持参する
ことを推奨している。空ペットボトルの増加防止にも役立つ。市の健康づくり課の講師も運動を始めるときに毎回、
数十カロリーの含有に注意するように言われる。
 ・不要となった耐久使用品は、出来るだけ中古品として引き取ってもらう。
 ・耐久使用品が必要な場合は中古品の購入を検討し、気に入ったものが見つかったら、積極的に活用する。
３．リサイクル
 ・ごみ袋に入れる前に、資源になる物は手間をかけても資源物として出す。
 ・基準を厳守しようとすると手間がかかるので、なかなか資源物としての回収率が上がらない。このため、次の工
程の人がどのようなことに困るかを分かるように示して、選別方法を工夫し、関係先と相談して進める。
市のごみ減量目標、ごみの分別、出し方、各家庭のごみ減量の方法などについて、
「サンコーポだより」を配付、資
料の掲示、運営委員会での報告、日常の対話を通じてマンション居住者に関心を持ってもらい、協力してもらうよう
に努めている。
ごみ減量の目標達成のためだけではなく、３Ｒ活動が自分の生活の健康、経費、居住者間交流にも役立っているこ
とを紹介しながら、住民に関心を持ってもらえるように働きかけ、協力を呼び掛けている。
住民間の関わり方については様々な価値観があるので、今後、住民間の交流がどの程度であれば適切なのかを考え
ながら活動していく。また、一人住まいの高齢者の見守りや手助けも、３Ｒ活動に取り込んでいく考えである。
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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（３３件）
401A 文 001
受賞者名

 福山市立網引小学校

会
会長
長賞
賞

所在地

 広島県福山市
受賞テーマ

 「みんなでつくろう 環境を考える町づくり」をテーマにした学校・家庭・地域・行政が
協働した３Ｒ活動

 受賞者の校舎は、福山市北部に位置し、備後一の蛇円山の麓にある。学区は、南北に細長く、その中央を一級河川
である芦田川につながる神谷川が流れている。神谷川は遊歩道が整備され、地域の人の憩いの場とされ、自然豊かな
環境にある。
同校は、児童数２７８名、教職員数２４名、市内の小学校の中では中規模校であり、児童数は毎年減少の傾向にあ
る。教職員全員で児童に関わることを心がけ、児童間のコミュニケーションや達成感を味わわせる中で教育活動を行
っている。学校では、常に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、福山市からの情報の提供、講座開設など、
「協働」の視点に立って推し進めている。児童には、環境教育を普遍的な取組として考えていくために、
「課題発見能
力」
「情報収集能力」
「情報整理能力」
「情報発信能力」を教育活動の中で培い、
「自分たちの環境は自分たちが考える」
ことを意識させる活動をしている。
 ３Ｒ活動では、全校でごみの減量のために「ごみの再利用化」
「ごみの資源化」を周知し、保護者・自治会・行政と
連携を図り活動している。全校で、空き缶や紙類の資源回収、再生土を活用した一人一鉢活動を行っている。学校と
地域が連携することでお互いが相互に高まり、人と環境を大切にできる社会の構築に向け、総合的・効果的・継続的
に環境学習を推進している。

〈規定服のリユース活動〉
 これまで同校では、長年にわたりＰＴＡと協賛して、規定服のリユース活動を
行っている。年度末に規定服・体躁服等のリユースを呼び掛け、４月のＰＴＡ
総会後、必要とする人に無償で譲っている。規定服は、児童の成長に伴い
約２～３年で新調する人が多く、毎年サイズが合わなくなったが、まだ着られる
ものが多く、回収され、リユースされている。

〈空き缶のリサイクル活動〉
 ２０１６年度（平成２８年度）に於いて、福山市が取り組む「ふくやまエコトライアスロン」に全校児童が参加し、
４年生が中心となり、毎週金曜日に空き缶の回収活動を行っている。空き缶の回収を行うことでリサイクルへの意識
が高まり、そのことで物を大切にしようとする意識も高まってきた。また、ＰＴＡによる資源回収を年３回、地域に
よる資源回収を年２回実施し、地域をあげてのリサイクル活動に取り組んでいる。
児童朝会で回収の依頼をしたり、毎週木曜日には昼の放送で全校に知ら
せたりするなど、児童が意欲的に活動している。また、本年度（平成３０
年度）は、空き缶の回収の意欲を高めるために、空き缶１つに対してカー
ドに１つのスタンプを押し、ポイントに応じて景品を渡すなどの取組も始
めた。校舎内に「リサイクルボックス」を設置することで地域の人の協力
も得ている。これらの取組のポスター等を公民館に掲示して学校の取組を
紹介するとともに資源保全活動の啓発も行っている。





これら以外にも、緑のカーテンによる節電、感謝プロジェクトによる清掃活動などを行っている。
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平成 30 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

402A 文 007
受賞者名

 諫早市立小野中学校生徒会

会
会長
長賞
賞

所在地

 長崎県諫早市
受賞テーマ

 アルミ缶回収運動

受賞者は、 年から  年間、アルミ缶を回収している。生徒が各家庭からアルミ缶を持ち寄り、生徒会役員が
取りまとめ、リサイクル業者に回収してもらい、得たお金をユニセフに募金している。また、地域の公民館等からも
定期的にアルミ缶をもらうなど協力してもらっている。

活動は教員の手を借りずに、生徒会役員が中心となって、生徒自身の力で取り組んでいる。回収は毎週水曜日の朝
に行っている。前日のお昼の放送で生徒会役員が全校生徒にアルミ缶回収の協力を要請し、当日のお昼の放送では、
その日の回収本数を学級ごとに発表している。学期の最後には、生徒会役員が、アルミ缶を多く回収した学級を表彰
している。

生徒主体の活動であるため、生徒会役員だけでなく、全校生徒のボランティアに対する意識が高まった。どのよう
にすればもっとアルミ缶を集めることができるか、また、全校生徒のボランティアに対する意識をさらに高めること
が出来るか等を生徒自身が考え、工夫しながら活動に取り組んでいる。

今後も同校の伝統として、活動を継続していく予定である。









生徒の手によって回収されたアルミ缶

アルミ缶の回収数を知らせる掲示物
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平成 30 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

501A 厚 001
受賞者名

 社会福祉法人北九州市戸畑民生事業協会 中原保育園

会
会長
長賞
賞

所在地

 福岡県北九州市戸畑区
受賞テーマ

 エコ活動でわくわくどきどき楽しくあそんで、みんなでできることを考えよう

受賞者は、園児が「エコ」
「３Ｒ」の意味を知り、異年齢交流の遊びに廃材等を取り入れたり、ごみの減量を目標に
食べ残しをなくしたり、旬のおいしさを味わうために栽培活動をしたりすることなどに取り組んでいる。







「エコ活動とは何か」について職員間で話し合いを重ねた。その結果、絵本の『もったいないばあさん』を活用した
り、生活の中や行事にもエコ活動を取り入れたりした。こうした活動を継続して行うことを大切にしている。








異年齢児交流の中で、あそびの中からエコについて考えたり、工夫したりする場面を作った。経験を積み重ねるこ
とであそびが発展し、子ども達のエコに対する意識も高まり、その結果、保護者にも伝わることが増えたと感じてい
る。

年間計画を立てて無理なく続けられるよう職員間の連携を取り、子ども達が興味や関心を持って活動に参加できる
ように工夫を続けていこうとしている。また、何よりも子ども達が生き生きと、これらの活動に取り組める環境づく
りを構築しようとしている。
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平成 30 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 001
受賞者名

 ブリヂストンＢＲＭ株式会社

会
会長
長賞
賞

所在地

 埼玉県加須市
受賞テーマ

 使用済みトラック・バス用タイヤのリサイクル事業

受賞者は、一次寿命を終えた使用済みタイヤ（トラック･バス用）を原材料としてリトレッドタイヤの製造を行う事
で、資源の再利用、産業廃棄物の削減、タイヤ製造・流通・廃棄の過程での &2 排出量削減など社会に対する環境負荷
低減の取組みを進めている。
（※リトレッドとは、使用済みのタイヤの接地部分であるトレッドゴムを貼り替えて再利用すること。）

（活動内容）

・グループ会社及びトラック・バスユーザーから排出される使用済みタイヤの中から、リトレッド可能なタイヤを選
別回収し、リトレッド加工する事で、使用済みタイヤのリユースを実現している。

・新品のトラック用タイヤの製
造と比較し、リトレッドタイヤ
の製造では石油資源使用量を 68
％削減できる。
（更生タイヤ全国協議会 算出
データ）


・顧客より台タイヤ（新品時か
ら使用し、溝が浅くなったタイ
ヤ）を預かり、リトレッド加工
を行って返却する「自社台方式」*1
を積極的に推進している。
これまでは、一次寿命（新品）    
で廃棄されていたタイヤを、リ
トレッドタイヤとしてリユース
することで顧客自身の環境負荷
低減にも貢献している。
*1「自社台方式」
（「COC」 =
Customer's Own Casing）
によるリトレッドタイヤ


・リトレッドタイヤ製造時に排
出されるゴムくず（ピーリング
ゴム／バフ粉）は、ゴム加工品
の原料として中間処理業者へ引
き渡し、リサイクルすることで
産業廃棄物削減を図っている。
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702AB 経 006
受賞者名

 株式会社 ニコンテック

会
会長
長賞
賞

株式会社 ニコン
所在地

 東京都品川区 東京都港区
受賞テーマ

 半導体露光装置におけるリユース、リデュース活動

受賞者を含むニコングループでは、 年に国内初の半導体露光装置（以下、「露光装置」という）を発表してか
ら  年間で約  台を販売している。半導体産業の歴史は古く、製品は多岐に渡るため、現在でも半導体市場にお
いて旧世代の露光装置の需要がある。

リユース装置販売台数

400

そこで、 年  月より顧客先で使用しなくなった露光装置

累積台数

350

を買い取り、内部をリフレッシュして販売する装置の再生に取

70

年度

60

300

り組んでいる。 年より販売したリユース装置は、半導体製

累積 250

品を生産する顧客に幅広く認知され、 年  月末までに累積

200

50
40
30

150

 台を販売し、確実に市場を形成している。
また最近では、投影レンズのみの再生事業も行なっている（累
積  台）。
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（特長）
【リユース装置群】

露光装置は、機械、光学、電気制御技術の集約であり、半導体製品の進
化に伴い、大型化、かつ重量化されてきた。装置全体、および部品を再生
し、繰り返し使用（リユース）する事で、露光装置を長寿命化し、廃棄を
抑制（リデュース）している。
露光装置の平均重量 ： トン
累積廃棄削減量（重さ）： トン× 台＝ トン


（独自性・工夫）                                    
①装置リセール（リユース活動）
顧客が生産する製品の微細化・高性能化に伴い、旧世代の露光装置は要
求性能を満たせなくなってしまうので、そのような露光装置を買い取り、
内部をリフレッシュして、かつ新たな顧客の製品や生産に合わせた機能を

【投影レンズの再生と入れ替え】

付加したリユース装置を販売している（リユース装置販売  台）。
②投影レンズ再生（リデュース・リユース活動）
露光装置に搭載された投影レンズは長期使用により劣化し、基本的な露
光性能を保つことができなくなる。ニコングループでは、最新の技術を用
いて投影レンズを再生し露光性能を向上させることで、露光装置の延命化
に取り組んでいる（投影レンズ再生実施  台）。
③装置延命化（リデュース活動）
オゾン層を破壊する +&)& を使用しない冷凍機の開発を行ない、載せ替え
を積極的に推進する事で、環境保全に貢献し、露光装置の延命化に取り組ん
でいる（～ 年度の  年間の +&)& 削減量は NJ）。

（今後の予定） 受賞者を含むニコングループの３Ｒ活動による、 年度の実施台数は次のとおり。
①リユース装置販売： 台、②投影レンズ再生： 台、③冷凍機載せ替え： 台
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平成 30 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 009
受賞者名

 富士ゼロックス株式会社

会
会長
長賞
賞

所在地

 富士ゼロックスおよび関連会社事業所 日本・中国・台湾・韓国・タイ・オーストラリア・ニュー
ジーランド 
受賞テーマ

 国際資源循環システムによるリユース・リサイクル活動の継続

受賞者及び受賞者の関連会社は、1995 年度に商品リサイクル全社方針
「限りなく『廃棄ゼロ』を目指し、資源の再活用を推進する」を定め、国
内で「使用済み商品」の回収とリユース・リサイクル活動を開始した。
2004 年度にアジア・パシフィックの統合リサイクル拠点をタイに設立、
2007 年度に台湾、2008 年度に中国蘇州の拠点を設立した。また、2012 年
度に韓国・オーストラリア・ニュージーランドをタイ拠点から独立させた
上で、日本と同等の資源循環システムを構築した（図 1）。
国内・海外含めた商圏全域での「廃棄ゼロ（再資源化率：99.5％以上）」
を 2010 年度から継続し、リユース量は国内外合計で累計 68,000 トンである。 図 1 リユース・リサイクル拠点
（取組みのポイント、特徴）
受賞者独自の資源循環システムは、リユース・リサイクルを前提とした商品
開発を行う「インバース・マニュファクチャリング（逆製造）」、使用済み商品
を資源として再使用する「クローズド・ループ・システム」、再使用できない
部品を分別・再資源化する「ゼロ・エミッション」から構成している（図 2）。
1) 商品開発「インバース・マニュファクチャリング」：
1995 年度には業界初のリユース部品を使用した出力機器を発売、2010 年に
は部品リユース率を 80％（重量比）まで高めた再生型機を市場導入した。リユ
ース部品を活用した商品の機種数は 1995 年度の導入からこれまでに 102 機種
に上る（図 3）。

図 2 資源循環システム

2) 再生産「クローズド・ループ・システム」：
環境負荷の少ない「部品リユース」を最優先し、新造品との同等性を確認の
上で部品を再使用し、基準に達しない部品は新造品にして生産している。国内
外複数拠点で同一の環境・労働安全基準を保証するため、工程監査やリスクア
セスメント、社内研修を通じて情報・技術を共有している（図 4）。
3 ) 再資源化「ゼロ・エミッション」：
部品リユースできない資源は「素材」や「熱源」として活用し「廃棄ゼロ」
を実現している。また、海外拠点で処理困難な部品は日本に移送して処理する
など、各拠点が連携している。

図 3 リユース部品活用機種例
Pa-モデルの一例

さらに、顧客・メディア・学生向けに上記拠点での見学ツアーや出前授業を
行い、リユース・リサイクルの普及啓発を行っている。また中国では営業管理
者サステナビリティ研修に拠点研修を組み込み、顧客に自信を持ってリユース
・リサイクルの重要性や同社の取組みを伝えられるようにしている。
（取組みの優位性、独自性、工夫した点）
①国内・海外含めた商圏全域での取組み。 ②継続期間が長く、貢献量が大きい。
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平成 30 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

704A 経 010
受賞者名

 日立建機株式会社

会
会長
長賞
賞

所在地

 日本 茨城県土浦市 、中国、インド、インドネシア、オーストラリア、オランダ、ザンビア、カナ
ダ、アメリカの計  カ国
受賞テーマ

 循環型社会の実現に向けた建設機械の部品再生リユース事業

受賞者は、 年より顧客から回収した使用済ユニットを再生し、新たに再生ユニットとして市場に再投入する循
環事業を開始した。
また再生ユニットとは、再生部品をもとにユニットを作り、新品ユニット同等の機能保証を付けたもので、中古ユ
ニットや修理品などとは根本的に異なるものである。
再生ユニットの機能確保と低コスト、この相反する要求を満たすための工程には多くのノウハウが詰まっている。
機能面では、一般修理が故障している部位のみの機能回復を目的としているのに対し、再生ユニットは、使用済ユ
ニットの全機能の回復を目的としている。また、再生ユニットによる交換作業は機械を長期に止めて修理する必要が
ないため、一般修理よりも早く高機能なものを提供できるという特徴がある。




















（再生事業がもたらすメリット）
１．*RRGIRU<RX：手頃なお値段、最新機能付き、機能保証付き、顧客満足度の向上、良好な関係構築。
２．*RRGIRU8V：ビジネス範囲の拡大、より良い製品の開発、廃棄物処理費用 コスト の抑制。
３．*RRGIRU7RPRUURZ：循環型社会・低炭素社会への貢献。

（その他）
現在ではグローバル需要に応えるため、日本だけでなく、中国、インド、インドネシア、オーストラリア、オラン
ダ、ザンビア、カナダ、アメリカの計  カ国まで再生事業を拡大し、地域の雇用にも貢献している。今後、更なる事
業拡大をめざしている。
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705A 経 012
受賞者名

 日本繊維板工業会

会
会長
長賞
賞

所在地

 全国
受賞テーマ

 繊維板・パーティクルボードの用途開発と製造における木質チップのリサイクル利用

受賞者は、木質ボード＜ハードボード（+%）、中密度繊維板（0')）、インシュレーションボード（,%）、パーティク
ルボード（3%）＞ を製造しているメーカー 社からなる団体である。
・ハードボード（+%）：木材などの植物繊維を成型した繊維板のうち、密度が JFP 以上の板状製品。
・中密度繊維板（0')）：木材チップを熱して更に細かい繊維にばらし，合成樹脂を加え、プレスしてつくる製品。

・インシュレーションボード（,%）
：木材などの植物繊維を成型した繊維板のうち、密度が JFP 未満の板状製品。
・パーティクルボード（3%）：木材の小片を接着剤と混合し熱圧成型した木質ボード。

（３Ｒの取り組み）
○リデュース
木造住宅の耐震性確保のため国土交通省告示  号（枠組壁工法）、告示  号（木造軸組工法）において PP
厚以上と規定されていた 3% 耐力壁について、受賞者らが提案した結果、平成  年  月の告示改正において PP 厚と
いう  の量で同等以上の性能を実現した。他のボードでも薄物化傾向の需要に応えて平均厚さを減じ、木材原料の
使用量を削減した。
○リユース
+% 製、,% 製の養生ボードは、段ボール製養生紙等
とは異なり複数回使用することが可能であり、使い
捨てが一般的だった養生資材にリユースを普及させ
た。平成  年は年間  万 P の養生板を供給し
てリユースした。
（参考：平成  年の新設住宅着工面積  万 P）
○リサイクル
建設発生木材 建築解体材、合板型枠、廃パレット
等 をリサイクルし、チップ化し木質ボードの原料と
して利用した。平成  年の木質ボード原料中の建築
解体材利用率は  ボード平均で ％、3% では 
％であった。建築解体材は一般的にマテリアル利用と
サーマル利用があり、木質ボード等にマテリアル利用
される場合は、廃棄焼却するまで炭素固定される。木
材マテリアルリサイクルは、CO2 の大気中への排出を
遅らせることにより地球温暖化対策に大きく貢献した。
（他の取組）
①受賞者は、平成  年  月に、木質関連業界団体としては初めて「環境宣言」を制定
し、公表した。それ以降、会員企業あげて製品並びに事業活動における環境負荷の低減
への取り組みを継続して行い、環境宣言・自主管理項目の目標達成に向けて、毎年各実
に成果を上げている。このような取り組みを「木質ボード環境宣言・リサイクルマーク」
として、企業会員が共有化することとし、「リサイクルマーク」として商標登録し、会員
企業は積極的にこのマークを使用し、社会に認知されるよう周知活動を行った。
②熊本地震、北海道の風倒木等の被災木材を引き受け、原料等に利用した。
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801A 国 009
受賞者名

 株式会社竹中工務店 東京本店

会
会長
長賞
賞

江東区立（仮称）第二有明小・中学校新築工事作業所
取組の実践場所

 東京都江東区
受賞テーマ

 公立小・中学校の新築工事における新技術開発を用いた３Ｒ活動の実施

受賞者は、施工現場で次の活動を実施した。

■格子状地盤改良発生汚泥の特性を活かした地盤改良への転用
江東区立の小中一貫校の埋立地での新築工事であり液状化対策として
格子状地盤改良と既成杭を併用した基礎計画となっている。
地震時の水平力を格子状地盤改良体へ伝達する摩擦力確保を目的に
基礎底面下地盤表層を砕石等による改良地盤に置換することが構造図記載
の仕様であった。本工事では格子状地盤改良施工時に発生する固化材混じ
りの建設汚泥を適度にほぐすことで要求性能を満足する置換材料となるこ
とに着目し、材料としての特性、優位性を発注者である江東区に説明し、
発生汚泥の一部、約 P を基礎下地盤の置換に採用した。
また、締固めに適していることから仮設地盤の砕石代わりにも活用し、
通常、産業廃棄物として処分する建設汚泥を最大限リユースすることを

発生汚泥の敷込み、転圧状況

実現した。

■国産木材を活用した燃エンウッド🄬🄬の採用と保護塗料開発による養生材ゼロの実現
施工工事における構造部材に、受賞者が技術開発した  時間耐火の大
臣認定部材である「燃エンウッド」を採用している。
燃エンウッドは、国産木材のカラマツで大断面集成材を構成し、構造
部材と耐火目的の燃え代層として採用する事で、これまで非耐火構造建物
などでしか活用されなかった国産木材を都市部の耐火建築物にも活用でき
るものとした新しい木質系部材である。
一方で、木材特有のアルカリにより変色するという特性から、施工
中はコンクリート等の付着の防止対策としてビニール等の養生が必須で
あった。今回新しい試みとして、木材に塗布できるガラス系の塗料を受賞

耐火木構造部材「燃エンウッド」の施工状況

者の技術研究所、エンジニアリング本部、材料メーカー及び塗料メーカ
ーと共同で技術開発し採用することで仕上材である木材を施工中も汚損
させることなく、これまで使用後は廃棄していた養生材を一切使用しな
い施工を実現し、廃棄物の発生抑制に寄与した。

■リサイクル推進担当者の常駐による管理の実施
 建設副産物の分別によるリサイクル活動は、建設現場において重要な
環境貢献活動である。しかし、多岐にわたる品目の分別を作業員一人一
人に理解させることは困難であり、分別しきれずにリサイクルできない
ものが散見される。そこで、選任・常駐しているリサイクル推進担当者
が、現地にて日々入れ替わる作業員全員に地道に分別を指導、確認する
作業員教育用の分別手帳配布

ことで ％の分別を達成した。
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802A 国 010
受賞者名

 株式会社竹中工務店 東京本店

会
会長
長賞
賞

国分寺駅北口第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事作業所
取組の実践場所

 東京都国分寺市
受賞テーマ

 大規模新築工事作業所で行う、最終埋立処分量を徹底的に削減する３Ｒ活動への挑戦と実施

受賞者が行ったプロジェクトは、国分寺駅（東京都国分寺市）に隣接し、低層部を商業店舗・高層部を分譲住宅とした東西街区
 棟の建物で構成される大規模再開発ビルの建設工事で、建物はその構造形式として低層部を鉄骨造、高層部を鉄筋コンクリート
造とするハイブリッド構造を採用している。
当該工事において発生する廃棄物は、他の建物と比較して多種多様かつ
大量に発生することが予想されたため、発生した廃棄物をいかに再資源化
しやすく場内で分別処理し、最終処分量を削減するかが作業所の重要課題
であった。そこで新たな視点での取り組みとして、分別ヤード設計の再検
討、本来優先度が高いが建設現場での取り組みが難しいため、あまり行わ
れていない「リデュース」
「リユース」活動の実施、近隣住民・駅利用者
への騒音・臭気･排気ガス等の削減など、バランスのとれた質の高い３Ｒ
活動を目指した。
また、
「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Ａ サイズの大型分別看板を写真入り
で設置する等の工夫を施し、より進化した「リサイクル」活動を徹底して行い、全体的に質の高い３Ｒ活動を実践した。
これら３Ｒ活動は正しい知識とともに、確実に実践するという高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３
Ｒ活動は、管理する排出事業者と、実際に分別等の活動をする作業員、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活動が展開できる。そこで、三者それぞれの立場・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」を地道に実施して、関係者の知識習得・意識向上を
図り３Ｒ活動への基盤づくりを行った。

（他の取組に比較して優れているところ、独自なところ、工夫したところ）
・新築工事では、ほぼ行われていない作業所内でのリユース活動を『リユーズコーナー』を設置して実施。
・職長への３Ｒ講習会の実施と『分別マイスター認定制度』による分別意識の向上。
・協力会社全社参加型『リデュース提案活動』の実施。
・作業所内廃棄物を使用した『３Ｒ展示コーナー』の実施による作業員及び地域住民への３Ｒ活動の発信。
・断熱材､プラスチック系梱包材等の作業所内圧縮により、廃棄物回収車両低減による &2 排出量削減。
・自然の「恵み」や「ありがたさ」を感じられる『国分寺ファーム』の作業所内での運営。
・国分寺市職業体験イベント『ブンザニア』への参加による地域住民との連携。




マイスター認定証






（今後） 活動の発表を多くして、他の作業所に展開し、さらなる３Ｒ活動を開拓していく予定である。
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803AB 国 011
受賞者名

 株式会社竹中工務店 東京本店 安全環境部
東京竹和会産廃処理分科会

会
会長
長賞
賞

取組の実践場所

 東京本店管轄全作業所（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、長野県、
山梨県、静岡県）
受賞テーマ

 産廃処理会社と連携した作業所３Ｒ活動支援体制の構築と継続的活動及び活動成果

受賞者の作業所（建設現場）において、３Ｒ活動を推進するには産廃処理会社の協力が不可欠で、関係各社をまとめるため、各
県に１社、産廃処理会社を指定し、各社が作業所で直面した共通の課題に対して協力しあえる３Ｒ活動支援体制「竹和会＊産廃処
理分科会」を構築し、毎月、情報共有してきた。
近年、作業所のさらなる３Ｒ活動を実施する必要があると考え、受賞者らは連携して次のような新しい活動を行い、その結果、
作業所の高リサイクル率が維持された。
（竹和会：当社の厳しい基準をクリアした主要な協力会社）
①分別パトロールによる作業所分別率の向上
作業所リサイクル率向上のため、作業所担当者、安全環境部、産廃処理分科会メンバー
の三者により分別状況を現地で確認し、間違いがあった場合はその場で指摘・是正する。
また指摘事項は、朝礼や打合せ会議に参加して、産廃処理会社がプロとして適正な分別
方法を作業員に指導する。
②環境月間活動による環境意識の向上
６月を環境月間として、一人ひとりが環境を考えるきっかけとなるような様々な環境活動
を産廃処理分科会の協力を得て実施している。その一つ「中間処理場見学会」は、作業所か
ら排出された産廃を処理している中間処理会社に受賞会社の社員が見学に行くというもので
ある。この見学会をとおして自分達が出した産廃がその先でどのように分けられ、どのよう
に資源化されているか、また手を抜いて混合廃棄物で搬出した場合、その先の中間処理場で
どれほどの手間をかけて処理されているか、などを確認でき、作業所分別の意識向上や作業
員への熱の入った分別指導等、リサイクル率向上に貢献している。
③ＷＧによる産廃関連課題の解決
受賞者と産廃処理会社の共通の課題を検討し、３つのＷＧを結成して、課題解決に向けた活動を行った。お互いの立場の意見を
反映できるよう受賞者と産廃処理分科会の双方の担当者が参加してＷＧ活動を行い、課題を解決した。
【ＷＧ１；３Ｒ推進ツール作成ＷＧ】作業所での３Ｒ活動を支援するツール「分別品目区分表」
「分別看板」
「分別手帳」を共同開
発して全作業所に展開することで、分別ミスの低減、リサイクル率向上を図った。
【ＷＧ２；リサイクル処理ルート検討ＷＧ】今まで埋立処分していた「ガラス」
「グラスウール」のリサイクルルートを構築した。
今後は、一緒に課題を解決した産廃処理会社において、他社の排出事業者（ゼネコン等）が搬出した物も回収・リサイクル処理
することを考えており、建設業界全体の課題解決に貢献したいと考えている。
【ＷＧ３；新規環境活動ＷＧ】環境企業としての「攻め」の新規環境活動にいち早く取り組むことで、環境活動を常に活性化する
と共に、他社との差別化を図るべく提案・実施することを目的に、廃棄物センサーによる運搬車両の回収効率化の検討やバイオ
ディーゼル燃料 ％使用車輌によるＣＯ２削減効果と使用時の車両性能検証を行った。
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804A 国 013
受賞者名

 株式会社竹中工務店 名古屋支店 （仮称）錦二丁目計画作業所

会
会長
長賞
賞

取組の実践場所

 名古屋市中区錦
受賞テーマ

 大規模プロジェクトにおける３Ｒ運動に対する徹底した作込みと実施及びレガシーの試み

受賞者が施工した工事は、名古屋市内の栄、伏見地区の新たなランドマークとなる超高層オフィスビル（地上２１階・地下１階：
以下「新棟」
）を新築し低層部にも商業店舗を設けるとともに、地域に親しまれてきた築９０年となる名古屋市都市景観重要建築
物の指定を受けた歴史的建築物「旧名古屋銀行本店ビル」を商業店舗として保存・活用することで広小路に新たな賑わい拠点を生
み出す目的で実施された。また、名古屋市内の古くからの賑わい軸「広小路通」と名古屋城に通ずる歴史軸「本町通」に面してい
るため、周辺の再開発の起爆剤となり、地区全体の活性化を先導する役割も担っている。

（活動の骨子）
現場は、人通りが非常に多い広小路通、本町通に面し、ホテル２棟に隣接していることから、工事車両の運行及び周辺環境への
配慮が重要な課題であった。特に、敷地内全域には、名古屋市の道路拡幅工事に伴い市との協議の結果、既存建物の解体時には、
既存地下躯体が構造耐力上残置された経緯があり、地下工事、解体工事が周辺環境に及ぼす影響が大きくなるリスクが内在してい
た。これらの課題を克服するために、
「解体工事範囲の削減」
「解体工事に伴う作業量のピークを平準化し、１日の車両台数を押さ
える」
「現場に投入する人・資機材の削減と平準化」を命題として工事計画を立案し、改善しながら工事を進めた。

●リデュース（発生抑制）
１．既存躯体解体最少化プラン
既存基礎より上部に新築基礎を設ける計画とし、解体工事を削減することで、大幅な解体発生材及び地下躯体の浮き上がり防止
のために埋設されている解体ガラの搬出を削減した。
２．既存地下外壁の山留利用
 新棟西面に位置する既存地下外壁を山留として有効利用するため、設計段階より建物位置の見直しをすることで、切梁の資機
材・作業員が削減でき、山留打設時の障害撤去部位及び、解体ガラの発生が大幅に抑制できた。











残置既存地下外壁

残置既存地下外壁


●リユース（再利用）
１．保存棟における歴史的建物の価値を有しながらの大規模改修。 レガシーへの試み 。
２．既存地下躯体耐圧盤を仮設の支持部材としての有効利用。

●リサイクル（再資源化）
１．建設副産物の徹底的な分別収集による再資源化率の最大化。
２．混合廃棄物のリサイクル化。
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805A 国 014
受賞者名

 株式会社竹中工務店 大阪本店
（仮称）大阪市中央区北浜二丁目計画新築工事

会
会長
長賞
賞

取組の実践場所

 大阪府大阪市中央区北浜
受賞テーマ

 「狭小敷地に立地する超高層集合住宅工事における３Ｒ活動の実施」


受賞者は、設計段階より設計者・事業主、協力会社と協議し、公衆災害の防止・周辺敷地への環境負荷の低減について実施した。
（現場の特徴：大阪市のオフィス街中心部、三方前面道路は交通量・通行人多数、建物 5& 造、住宅基準階外装は吹付タイル。
）

■リデュース
１．工事着工前の新築基本計画段階で、地下外壁を解体することによる周辺道路・隣地建物への悪影響を懸念し、既設建物地下外
壁の内部側へ新築建物配置をすることを提案し、既設建物地下外壁の山留利用を計画。既設建物解体による産業廃棄物を削減。
新築工事で山留不要となり重機・運搬車両を削減、&2₂発生を抑制。
２．タワークレーン早期（掘削前）設置や、付属棟地下躯体を先行構築し構台として利用とすることで、仮設構台を無くし、重機・
運搬車両による &2₂発生を抑制。
３．徹底した地下躯体埋戻し段階の先行設備埋設工事を実施し、重機・運搬車両による &2₂発生を抑制。
４．プレキャスト工法やフラットデッキ採用により、南洋材ベニヤ型枠の使用を大幅に削減。
５．バランスの良い揚重機・仮設施設計画のつくりこみや、運搬効率の見直しにより、重機・運搬車両による &2₂発生を抑制。
６．設備資材の無梱包化や木製パレットでの搬入禁止等、不要な廃棄物抑制を徹底。

■リユース
１．基礎掘削工事における段差キーストン型枠による先行埋戻しを実施。土砂運搬車両の削減。
２．住宅棟免震上部基礎のサイト 3&D 化、住宅棟基準階の在来部ベニヤ型枠コーティング材見直しによる型枠転用率の大幅な向上。



サイト 3&D 製作状況

免震上部基礎 3&D 据付状況

■リサイクル
１．作業所主動線に分別ヤードを配置し、工事初期段階から工事の進捗に合わせ段階毎に分別種類を拡張。分別ヤードには作業員
が一目で分かる「見える化」された表示看板を設置。
産業廃棄物収集運搬会社による勉強会や写真を投影した朝礼での啓発活動により、作業員の理解と関心が大幅に向上。
２．職長会に「環境委員会」を設置し、分別状況の確認・不要材の点検・作業員側の要望事項の窓口等としての活動や、環境への
啓蒙活動を推進。
職長会は午後開始前  分間清掃を毎日実施し、週末一斉清掃では日々発生した掃きゴミ類のふるいかけにより、更なる分別を
徹底。
３．これら３Ｒ活動を実施  ヶ月段階で、分別率 ％達成。
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806A 国 017
受賞者名

 株式会社鴻池組 鳥取西道路気高第２トンネル工事

会
会長
長賞
賞

取組の実践場所

 鳥取県鳥取市気高町下坂本a気高町日光地内
受賞テーマ

 「トンネル工事における環境への影響低減への取り組み」


受賞者は、鳥取西道路Ⅲ期工事の内、気高町下坂本から気高町日光に至る延長 ｍのトンネルを新設する工事において、次の
取り組みを実施した。

①建設汚泥の排出量削減
トンネル掘削に伴い発生する汚水を、濁水処理設備により放流基準内に処理するととともに、発生した汚泥は、現場内の脱水装
置によって脱水処理し、建設汚泥の発生量を抑制した。
また、建設汚泥は、再生利用を行っている中間処理会社に持ち込み、全て再生材としてリサイクルを行った。

②再生資源の利用
島根県三隅火力発電所から発生したフライアッシュ（石炭灰）を、コンクリート吹付に使用するセメントと砂に置き換えて使用
（NJP）することによって産業廃棄物の再利用と坑内での粉じん発生の抑制に効果を発揮し、坑内環境の改善および集塵機の
電力量低減に貢献した。

③産業廃棄物の分別処理
建設事業により発生する廃棄物を、鉄くず、木くず、廃プラスチックに分別して処理することにより再生率を向上させた。
また、梱包材として持ち込まれた段ボールは、公民館に設置されている廃品回収置き場に投棄し、リサイクル利用に寄与した。











（③産業廃棄物の分別処理）                  （④粉塵発生の抑制）

④粉塵発生の抑制
工事用道路および仮設備ヤード内に仮舗装の実施と、出入り口にタイヤ洗浄機を設置し、場内での粉じん発生及び一般道の汚損
を防止した。
また、散水車と清掃員を常時配置することにより、散水による粉じん発生の抑制と清掃を実施した。

⑤アイドリングストップ運動実施により &2 発生の抑制
トンネルずりの場外搬出用ダンプトラック及び資材運搬用トラックについて、待機中のアイドリングストップを行うよう要請
し、&2 の発生を抑制した。
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807A 国 061
受賞者名

 松井建設株式会社 東京支店 

会
会長
長賞
賞

（仮称）特別養護老人ホーム杉並区宮前園新築工事
取組の実践場所

 東京都杉並区宮前
受賞テーマ

 住宅街での建設工事から発生する環境影響の低減

受賞者は住宅街での建設工事であることを考慮し、近隣に対して極力、振動・騒音の迷惑をかけない等の環境影響を低減させる
工法の検討をし、特に躯体工事においては、騒音対策とともに、型枠用合板の使用量、搬出入車両の台数、廃棄物の排出量の削減
に取り組んだ。

【活動概要】

．) 床ピット部分において、型枠合板（ベニヤ）の上に断熱材（スタイ
ロフォーム）を敷き、コンクリートに打込む在来工法に替えて、型枠兼用
断熱材（ピットワーク）工法を採用することにより、次の効果があった。
①スラブ型枠用合板の削減。
②型枠材搬出入車両の削減による、&2 の発生抑制。
③型枠解体時に発生する廃棄物の削減。

〈型枠兼用断熱材（ピットワーク）

④スラブの組立、解体工程の短縮。

施工状況〉


．地上階での在来スラブ型枠工法に替えて、配筋付構造デッキ（フェロ
ーデッキ）工法を採用することにより、次の効果があった。
①スラブ型枠用合板の削減。
②スラブ支保工材、鉄筋材搬出入車両の削減による、&2 の発生抑制。
③型枠解体時、鉄筋配筋時の振動・騒音の低減。
④型枠解体時に発生する廃棄物の削減。
⑤スラブの組立、解体工程の短縮。次工程着手時期の前倒し。

．スラブの仮設開口部の在来工法の開口補強に替えて、スラブ開口部ス
ライド補強筋（セルボン）を採用することにより、次の効果があった。

〈配筋付構造デッキ（フェローデッキ）

施工状況〉

①開口部鉄筋切断時の騒音の低減。
②開口補強、塞ぎ配筋工程の短縮。

【注意点】
．配筋付構造デッキ、スラブ開口部スライド補強筋の採用については、
構造計算及び軽微変更が伴うため、早い段階からの計算・協議が必要と
なる。




〈スラブ開口スライド補強筋（セルボン）

施工状況〉
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808A 国 070
受賞者名

 戸田建設株式会社 新名神高速道路箕面インターチェンジ中工事作業所

会
会長
長賞
賞

取組の実践場所

 大阪府箕面市
受賞テーマ

 橋脚工事における工業化型枠とプレキャスト製品による産廃処分量の削減と環境負荷低減

受賞者は、廃棄物のゼロエミッションを達成するための創意工夫が要求されるなかで、国道  号、箕面有料道路と接続する新
名神高速道路のインターチェンジ工事において、薄肉コンクリート製残存型枠やプレキャストコンクリートを取り入れ、伐採樹木
の再利用に配慮した周辺住民生活への寄与等、３Ｒに積極的に取組んだ。

5HGXFH ：工業化製品利用による産業廃棄物処分量の低減
（）木製型枠 → 残存型枠 
大規模な砂防堰堤（ 箇所）の構築では  回の打設高さに制限があり打設回数
が多くなるため型枠組立・解体および足場組立・解体の頻度が多く、施工性が低い
上に環境負荷も大きくなる問題点があった。このためコンクリートと一体化する薄
肉コンクリート製残存型枠を提案し、型枠材の削減による環境負荷低減、工期の短
縮、耐久性・美観等の品質の向上などを図った。
①型枠材の削減量：ｍ   ②コンクリート体積の削減 約 ｍ
（）木製型枠 → 鉄骨コンクリート複合構造橋脚工法 

薄肉コンクリート製残
存型枠

最も工程促進を求められた橋脚の柱部に「鉄骨コンクリート複合構造橋脚工法」
（以下、65& 複合橋脚工法）を採用した。本工法ではプレハブ化の導入と構造の単
純化、工種の削減が可能であり、橋脚全面の型枠材の削減による環境負荷低減を図
った。
①型枠材の削減量：矩形：ｍ 、円形：ｍ   ②付加効果：急速施工
（）木製型枠 → プレキャスト化
急速施工箇所のカルバートボックス部の  か所、および調整池の竪壁部をプレ
 キャスト化し、型枠材の削減による環境負荷低減を図った。
①型枠材の削減量：カルバートボックス ｍ 、調整池 ｍ 
②コンクリートミキサー車の削減：運搬時の &2 の削減量 W&2

カルバートボックス
プレキャスト

③（）～（）による型枠運搬車両の削減：運搬時の &2 の削減量 W&2

5HXVH ：立木伐採材の地元住民還元による木くずの再利用
立木伐採施工時に地元から要望のあったクヌギの木を集積し、地元のしいたけ
 栽培用原木として再利用してもらった。
①クヌギの再利用体積 ｍ
5HGXFH ：割岩工法による飛散物や騒音・振動の削減
国道・有料道路から ｍ以内では発破不可という規制から、明かり部の硬岩

調整池プレキャスト

破砕に発破の代わり、騒音、振動を抑制できる割岩工法（静的破砕工法）を採用
した。
①騒音・振動の環境影響の低減
5HGXFH ：その他の施工上の工夫による &2 の削減
掘削作業のバックホウ旋回角の °運転他、ダンプトラックの省燃費運転を協
力会社に指導することで、&2 の削減を図った。
①省燃費運転の実施による軽油から発生する &2 の削減量 W&2


クヌギ材
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809A 国 071
受賞者名

東洋建設株式会社 関東建築支店 ロジスクエア春日部倉庫新築工事

会
会長
長賞
賞

取組の実践場所

埼玉県春日部市
受賞テーマ

建設汚泥の現場内利用と産業廃棄物を代替エネルギーとして使用

受賞者は、工事現場において次の取り組みを行った。
【建設汚泥の現場内利用】
（）活動内容
杭工事で発生した建設汚泥を改良し、建物外周部及び基礎躯体
内部の埋め戻しに利用。
建設汚泥の集積

（）取組のポイント、特長

改良状況

 建設汚泥の発生量及び埋め戻し量を緻密に計算し、総合仮設計
画図にて埋め戻しまでの仮置き場を確保することにより、場外搬
出量を削減。
（）優れているところ、独自なところ、工夫したところ
①産業廃棄物発生抑制（リデュース）
 約  ㎥の建設汚泥を場内利用。

現場内仮置き

②&2 発生抑制
 場外排出ではダンプトラック  台当たり往復  時間掛かるが、
場内小運搬にすることで  発生抑制。
【産業廃棄物を代替エネルギーとして使用】

（）活動内容
 現場で出る産業廃棄物の内、紙くず、繊維くず、廃プラスチッ
ク類をまとめて分別収集し、53)（5HIXVH3DSHU＆3ODVWLF)XHO）
石炭代替燃料として使用。
（）取組のポイント、特長の詳細
産業廃棄物置場に右図の看板を専用のボックスに取り付け、通常
だと混合廃棄物になってしまう廃棄物も作業員に分別を分かり易く
説明。
（）優れているところ、独自なところ、工夫したところ
最終処分場で焼却処分や埋立処分されていた産業廃棄物を石炭代
替燃料として使用することにより燃料の削減及び焼却による &2 の
発生を削減。
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810ABCD 国 072
受賞者名

 新日鐵住金株式会社 君津製鐵所 資源化推進部
 東亜建設工業株式会社 千葉支店
 君津市

会
会長
長賞
賞
 千葉県漁業協同組合連合会
取組の実践場所

 千葉県君津市君津１番地地先
受賞テーマ

 浚渫した底泥を製鋼副産物で改質したリサイクル土質材料及び鉄鋼副産物で製造した人工石材による海域環
境改善

受賞者らは、維持浚渫で発生した軟弱な浚渫土を製鋼副産物から製造したカルシア改質材を用いて改質し、土質材料として活用
できる性状にして、海域での浅場造成のための材料として利用した。
港湾や漁港に出入りする船舶の通り道である航路および船舶が停泊する岸壁前面等は、陸域等からの土砂の流入等で経年的に埋
まってくる。そのため、船舶の安全な航行のために定期的な浚渫 しゅんせつ によって、溜まった土砂を取り除き、機能を維持す
る必要がある。この維持浚渫によって発生する土砂が、粘土、シルト質の場合は軟弱な性状のため再利用が難しく処分されること
が多かった。
維持浚渫で発生する軟弱な土を平成  年：P、平成  年：P、平成  年：P、平成  年：P、平成
 年：P および平成  年：P と継続的に浅場造成に有効利用している。
また、軟弱な土の改質には一般的にセメントが用いられるが、受賞者らは、製鋼副産物から製造したカルシア改質材を使用して
いる。その使用量は平成  年：P、平成  年：P、平成  年：P、平成  年：P、平成  年：P
および平成  年：P となっており、資源の有効活用およびセメント製造に伴う &2 の排出抑制に寄与している。
浅場造成を行った場所は、周辺の海底より深くなって窪んでいるが、海底の窪んだ部分では水流が淀むため汚濁物質が停滞しや
すく、青潮の原因である硫化物が蓄積し貧酸素化する傾向にあるが、今回の浅場造成によって、海底での硫化物や貧酸素の発生状
況が改善され、水質環境の向上にも寄与した。
造成した浅場に早期に生態系が安定することを目指して、浅海域生態系の一次生産者である海藻類が繁茂しやすいように海藻の
着生基盤となる石材を、造成した浅場に投入した。なお、海藻着生基盤用の石材には、鉄鋼副産物から製造された人工石材を使用
し、天然石材の省資源にも努めた。
この活動は今後も継続的に実施する予定にしている。

造成した浅場の概念図

浚渫土とカルシア改質材の練り混ぜ作業
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811A 国 073
受賞者名

 西松建設株式会社 関東土木支社 湯船原工事事務所
新東名高速道路 湯船原トンネル工事

会
会長
長賞
賞

取組の実践場所

 静岡県駿東郡小山町湯船～静岡県御殿場市神場
受賞テーマ

 土工事及びトンネル工事におけるＣＯ２削減・３Ｒ活動


  受賞者の工事は、静岡県駿東郡小山町湯船から御殿場市神場にかけて新東名高速道路を新設するものである。
 主な工事内容は、小山町湯船地区～小山町上野地区間（上野工区：延長約 ｍ）のトンネル工事（トンネル延長：
 約 ｍ×２ 上下線 ）と土工事（切土：約  万㎥）
、御殿場市神場地区（神場工区：延長約 ｍ）での土工事
 （盛土：約  万㎥）となっている。
 土工事及びトンネル工事における掘削方法、掘削土運搬等を中心としたＣＯ２削減活動及び３Ｒ活動を実施している。

 １．リデュ―ス
    ＧＮＳＳ（*OREDO1DYLJDWLRQ6DWHOOLWH6\VWHP：衛星測位システム）信号による転圧管理システムを使用した
盛土締固め管理
    ＧＮＳＳ信号によるバックホウ３次元マシンガイダンスによる掘削工事
    土運搬車両に衝突防止機能付きＧＰＳ運行管理システムを導入
    トンネル坑内及び現場事務所の照明のＬＥＤ化
    掘削工事におけるバックホウに、ハイブリッド型を使用
    トンネル坑内掘削土運搬用ダンプトラック（下図左）及びバックホウ（下図右）の燃料として %') を使用







    トンネル工事及び掘削に使用する建設機械に軽油用燃焼促進剤（ＫＳ－１）を添加した軽油を使用
    ＳＣバケット付きバックホウの使用により、クレーン使用台数を削減

 ２．リユース・リサイクル
    現場の伐採材から、休憩所用丸太椅子を設置
    トンネル工事で使用するシリカレジン系注入剤の容器を、一斗缶（金属製）ではなく、リサイクル容器を使用
    ＡＧＦ施工後の切羽掘削箇所のＡＧＦ廃材について、専用機械（エコプレス）を採用し分別後、廃棄

 ３．その他
    現場事務所にグリーンカーテンを設置
    建機メーカーによる省燃費運転講習を実施
    現場内各所に、避暑を目的としたよしず付きの休憩所を設置
    産業廃棄物の分別ボックスを設置し、廃プラ・木くず・ダンボール・
金属くず・？ボックス（不明の廃棄物を回収）を明示（右図）
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812A 国 074
受賞者名

 西松・淺沼建設共同企業体 和泉建築出張所

会
会長
長賞
賞

取組の実践場所

 大阪府和泉市あゆみ野
受賞テーマ

 『医療施設建設工事における環境負荷低減に向けたさまざまな３Ｒ活動』

１．工事概要
受賞者の工事は大阪府南部に位置する和泉市の医療法人聖和錦秀会 阪和いずみ病院の移転建替えを計画している。
その概要は、敷地面積： ㎡、建築面積： ㎡、延べ床面積： ㎡、鉄骨造、地上  階建、ベッド数：
床と規模の大きい精神科病院である。当事業主が目指す『地域と密着した病院運営』に協力し、地域交流を含めたさまざまな環境
負荷低減に向けた取り組みを実施しながら施工中である。

２．３Ｒ活動の概要
■リデュース活動
①山留工法を親杭横矢板→鋼矢板に変更することにより、
発生土量を約  ㎥→ ㎥、発生廃棄木材を約  ㎥→ ㎥を実現。
②既製コンクリート杭工法 +\SHU0(*$ 工法により、
発生汚泥量を【約 W  減】
、セメント等使用材料量を【W  減】を実現。
③機械設備 空調室外機 ・電気設備配管配線をユニット化して納品することにより廃材の発生を抑制。

■リユース活動
①建物バルコニー床板をハーフ 3& 化することにより、在来木製型枠の使用量抑制と使用鋼製型枠の複数回転用。
②土工事掘削作業に伴う発生残土を近隣造成工事にて再利用。
【 ㎥】
③木製および樹脂製パレットと木製ケーブルドラムの再利用。
④工事車両のタイヤ洗浄に全自動タイヤ洗浄機を採用することにより、洗車用水の再利用により洗浄水使用量を抑制。
【W 減】
⑤井戸工事において発生する浄化処理水を現場内ホコリ防止散水用水としての再利用。
⑥簡易山留で使用したトンパック空袋と再生砕石材の再利用。
⑦場内清掃活動にて使用する、土のう袋の再利用。
⑧現場既存仮囲いに使用の木板材を地域諸行事の焚き木として利用。

■リサイクル活動
①現場発生汚泥を外部施設で再生処理した流動化処理土を基礎狭小部埋戻し材として再使用。
【使用量： ㎥】
②建設廃棄物の分別排出によるリサイクル率の向上【リサイクル率：】
③現場発生ダンボールの再生処理回収業者での排出
④外壁 $/& 廃材を材料メーカー広域再生利用指定制度により排出【 ㎥】
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813A 国 075
受賞者名

 西松建設株式会社 関東建築支社 大井南再開発工事事務所

会
会長
長賞
賞

取組の実践場所

 東京都品川区大井
受賞テーマ

 「エコ現場宣言～環境負荷低減に向けた３Ｒ活動」

受賞者は地上  階建（延べ面積  ㎡）の共同住宅（ 戸）
、及び生活支援施設を併設する大型工事を施工しており、平
成  年  月より着工、竣工は平成  年  月末を予定している。受賞者が関東圏で手がける住居系施設としては最大規模であり、
環境に配慮をおいた施工を実施する「エコ現場宣言」を行い、環境負荷低減に向けた３Ｒ活動を積極的に取り入れ他の現場の範と
なるべくさまざまな活動をおこなっている。

以下に３Ｒ活動の具体的な内容と活動から得られる効果を記す。

（１）
【３Ｒ－Ｒｅｄｕｃｅ】電力の削減、木材の削減、燃料の削減による環境負荷の低減。  

・太陽光パネル設置･･･太陽光パネル 設置容量 N: を現場仮囲いの上部に設置し現場内
 分電盤に接続し、電動工具使用時の補助電力として使用。〖電力の削減〗
・高効率照明の導入（/(' 化）･･･現場仮設照明、作業員詰所の照明を /(' 化〖電力の削減〗



・鋼製型枠、フラットデッキの採用･･･基礎型枠及びスラブ型枠の一部に鋼製型枠やフラッ
 トデッキを使用し廃棄物となる型枠材（木材）の量を削減（鋼製型枠  ㎡ フラットデ
ッキ  ㎡）〖木材の削減〗
・.6（軽油燃焼促進剤）使用による軽油燃料の削減〖燃料の削減〗
・ハイブリットバックホウ導入による軽油燃料の削減〖燃料の削減〗

（２）【３Ｒ－Ｒｅｕｓｅ】再生品の積極使用による環境負荷の低減。

・高炉スラグ骨材 （再生材：高炉スラグを原料として製造されるコンクリート骨材）の
 活用･･･アースドリル杭打設時  ㎥使用
・砕石を再生砕石に変更･･･床付け後の砕石敷きに再生砕石を  ㎥使用          

（３）【 ３Ｒ－Ｒｅｃｙｃｌｅ】 産業廃棄物の分別を徹底し、リサイクルを向上させることによる環境負荷の低減。

・分別品目及び重点目標の設定
 工事の進捗に応じた分別品目（ボックス）を適宜設定し、増加する外国人労働者も理解
しやすいように写真入り（英語、中国語、ベトナム語表示も行う）の分別表を設置しリサ     
イクル率の向上を図っている。また混合廃棄物の排出目標（原単位の設定 ｋJ㎡）を
設定しリサイクルの推進に努めている。
・分別講習の教育と分別活動の実践
 産業廃棄物処理専門会社の担当者による「分別講習」を実施し、間違えやすい廃棄物の
正しい分別方法など現場に即応した教育を全作業員におこなった。分別を徹底するため混合    
廃棄物のボックスにある廃棄物を、職長会の環境部会が主体となって再度分別を行い混合廃
棄物の排出低減とリサイクル率の向上に努めている。
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814A 国 076
受賞者名

 西松建設株式会社 いわき工事事務所

会
会長
長賞
賞

取組の実践場所

 福島県いわき市
受賞テーマ

 大規模商業施設新築工事における、地域環境に配慮した３Ｒ活動・&2 排出量削減活動


 受賞者の工事現場は福島県南東部に位置するいわき市小名浜にあり、東日本大震災で被災したいわき都市計画事業小名浜港背
後地震災復興土地区画区整理事業のひとつである防災型大規模ショッピングセンター 延床面積  万㎡超  階建ての新築工事を
行った。現場周辺は、近隣家屋・福島県合同庁舎・飲食施設に囲まれ、近隣住民への環境配慮が不可欠な施工条件であった。


基礎型枠工事を合板からラス型枠へ変更し廃材の削減（リデュ－ス）
在来の合板型枠からラス型枠に変更することで、現場で発生する型枠
廃材を削減した。


 ．建設汚泥を自らの工事に利用して埋戻土として利用（リデュース・リユース）
    現場周辺の振動・騒音防止への配慮から、建設汚泥を場内改良し、基礎
   埋戻土・盛土材として利用することにより搬出入車両を削減させることが
   地域環境対策として有効であると結論付け「建設汚泥の自ら利用」をいわき
   市廃棄物対策課と協議し了承された。改良土を再生利用し、運搬車両を削減
   することにより、近隣に対する環境対策を行った。


分別の徹底による混合廃棄物削減及び広域再生利用制度
（リサイクル・リユース）
    産業廃棄物の品目と分別方法について、再生利用にあわせた分別品目を
   決定し分別品目一覧表を現場に掲示し、リサイクルフローの見える化を図
   り徹底した分別活動を行った。
    また広域再生利用制度を用いて、地元企業の小名浜吉野石膏株式会社に
   よる廃石膏ボードの再生処分を行った。                     
                 

．&2 排出量の削減の取り組み（リデュ－ス）
・現場事務所照明及び場内仮設照明を /(' 化し &2 を削減
・グリーンカーテンを設置
・基礎掘削時にハイブリッド・バックホウを採用
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815A 国 077
受賞者名

 西松建設株式会社 九州支社 宇土作業所

会
会長
長賞
賞

取組の実践場所

 熊本県宇土市浦田町
受賞テーマ

 熊本地震にて被災した庁舎における書類回収と解体工事について

受賞者は、熊本震災により立入が規制された市庁舎建物内の書類回収作業と回収後の同建物の解体工事を行った。震災復興に向
けた取組みの一つとして、書類を安全かつ確実に回収するとともに３Ｒを推進した。

１．リユース 【書類の回収】
 市庁舎内の書類は「建設副産物」ではないが、受賞者は行政関係書類を回収することを「リユース」と位置づけ取組を行った。
 階建の建物で  階の柱が大きく破損し、 階の床が落ち込み大変危険な状態であった為 、 階は立入禁止であった。また  階以
下の階はおおむね大きな損傷はみられなかったが、上階が不安定な状態であった為に立入規制がかけられた状況であった。
受賞者は作業員の立入が出来ないなか、書類の損傷を可能なかぎり最小とする事を第一の目的として、外部からの機械操作によ
り書類を取り出した。また庁舎内の什器備品で利用できるもの（キャビネット）は再利用した。

２．リサイクル【産業廃棄物の徹底分別・高リサイクル会社の選定】
 受賞者は産業廃棄物を  品目に分別し、混合廃棄物による搬出を抑えた。高リサイクル会社を選定するとともに産業廃棄物の
再資源化を推進し、リサイクル率を「」にした。

３．リデュース【中間処理後の再生砕石の現場内利用】
 受賞者は現場にて解体したコンクリートがらを処分施設にて破砕した後、仮設駐車場の再生砕石として利用した。

４．&2 排出量の削減・資材の削減
 受賞者は解体用重機・発電機に %')（食用油を利用したバイオディーゼル燃料）を使用した。%') の利用に際し、受賞者は発
注者である「宇土市」及び %') 製造会社「自然と未来」と協定を締結し、宇土市において回収した廃食油を %') として本工事にて
利用することを約束した。再生製品である %') の使用によりグリーン調達と &2 排出量の削減を推進した。









  
  
     協定締結状況（左より星子社長《自然と未来》
、元松宇土市長、宮﨑支社長《受賞者》
）
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816A 国 078
受賞者名

 五洋建設株式会社 名古屋支店 新名神高速道路四日市中工事工事事務所

会
会長
長賞
賞

取組の実践場所

 三重県四日市市～三重郡菰野町
受賞テーマ

 高速道路本線盛土工事における、環境保全・廃棄物削減の取り組み。
受賞者は、建設中の新名神高速道路（四日市 -&7～亀山西 -&7 間）のうち、新四日市 -&7 を含む延長 NP の土工工事を担当し
ている。自工区内の道路掘削土（約  万 P）を運搬し、本線盛土を実施する。盛土にあわせて、既設道路の機能復旧のため、ボ
ックスカルバートを  箇所構築する。
道路掘削・土運搬工事では &2 削減を、構造物工事では廃棄物削減の取り組みを実施した。

１．本線掘削・土運搬に使用する重機・ダンプトラックの燃料にバイオディーゼル 燃料 % を使用（5HGXFH）
本線の道路掘削に使用する重機および、工区内盛土場へ運搬する W ダンプトラックの燃料に、バイオディーゼル 燃料を
使用した。総使用量は約  万ℓ、&2 削減量は  W&2 であった。

２．現場内貯蔵タンク設置による給油ローリー車運搬回数の削減（5HGXFH）
上記 % 専用の貯蔵タンクを現場内に設置した。給油のため、通常  日おきに名古屋～四日市間（片道 NP）を往復するロ
ーリー車の運搬回数を約 低減した。









    １．重機への % 給油状況      ３．ボックスカルバート２次製品化   ４．大型水路の２次製品化

３．ボックスカルバートの２次製品化（5HGXFH）
高速道路本線下に設置する、 箇所の現場打ちボックスカルバートを工場製品に変更した。新四日市 -&7 のボックスカルバー
ト  箇所の工場製品への変更にあわせ、放流水路の一体化・系統変更等を行い、放流水路用ボックスカルバート  基を廃止した。

ボックスカルバートの工場製品への変更と廃止をあわせて、木製型枠材の使用を約 P 削減した。

４．大型現場打ち水路の２次製品化（5HGXFH）
側道脇等に設置する大型現場打ち水路（約 NP）を工場製品に変更した。木製型枠材の使用を約 P 削減した。

５．再生砕石の利用と、コンクリート殻アスファルト殻の再生工場への搬出（5HF\FOH）
構造物基礎・舗装路盤材に再生砕石を約 P 利用した。
撤去工等で発生するコンクリート殻（約 W）
・アスファルト殻（約 W）は 再生工場へ搬出し、再利用促進を図った。


６．エコキャップ・割りばしの回収（啓発活動）
熱中症対策で現場作業員に配布するペットボトル飲料のキャップを回収する「エコキャップ運動」の実施と、お弁当の割りば
し回収活動により、環境保全意識の向上を図った。
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817A 国 083
受賞者名

 三井住友建設株式会社  仮称 八王子計画新築工事

会
会長
長賞
賞

取組の実践場所

 東京都八王子市
受賞テーマ

 多種にわたる環境配慮活動と,&7活用の取組み
受賞者は、三井住友建設株式会社が設計施工した地上  階、地下  階、搭屋  階、5& 造（鉄筋コンクリート造）の超高層住宅
棟と地上  階、6 造（鉄骨造）の商業棟からなる建築工事を行っている。周辺状況として、八王子駅に直結していることから人通
りも多く、環境、安全ともに十分な配慮をしながらの建築工事である。

◆リデュース
１．躯体の 3&D（プレキャスト）化
躯体工事において、同形状が繰り返される高層マンションの特徴を生かし、柱・
梁・床 3&D 化工法を採用、柱・梁の仕口部分においても 3&D を使用することで、
南洋材型枠の廃木材の発生抑制、木材の消費削減に繋がった。
工場生産された 3&D 部材を搬入し組み立てるので、ジャンカなどの不具合の防止
に繋がり、在来工事に比べて工期短縮にも貢献した。
２．,&7 利用によるペーパーレス化
紙の使用量について、社員全員が L3DG を使用する事で、ひと月あたり最大 
枚以上の大幅な削減に成功した。
（ 年  月より L3DG 使用）

,&7 を利用した打合せ

 朝礼会場の看板をモニター化、所員打合せ、職長打合せで ,&7 を利用することで
業務効率があがり時短にも繋がった。

◆リサイクル
１．廃棄物分別活動
 職長会による分別活動、産廃業者が指導する周知会を実施し分別の意識を高めた。
敷地いっぱいの建物で分別ヤードを  カ所にまとめる事は難しかったが、各階に分別
ボックスを設置するなど工夫したことで混合廃棄物の発生抑制に努めた。廃棄物の運

産廃業者が指導する分別周知会

搬については、処分場を作業所から近いところを選定し &2 排出量削減に努めた。

◆その他環境配慮活動
１．ディープウェルにおける簡易リチャージ釜場採用と外部放流時の 3+ 管理
地下躯体構築時の地下水対策としてディープウェルを採用。通常は汲み上げた地下
水をリチャージする為の井戸を別に設け地中に戻す計画が多いが、同作業所では工程
上着工しないスペースを活用し、簡易釜場を設け自然浸透する方法を採用した。
簡易釜場にリチャージする事で、釜場深さも現状地盤からさほど深くなく、既存の
地下水に直接的な影響を与える事なく循環できる環境に配慮した工法である。

簡易リチャージ釜場

放流する場合は、敷地外の環境に影響を及ぼさないように、アルカリイオン濃度を
測定し、水質基準値内に自動制御する機械をセットして管理した。
２．見学会開催、新聞掲載、けんせつ小町活動による地域社会貢献
インターンシップ受け入れ、建設会社見学会、大学生見学会、建設物価調査会見学
など、学生から社会人まで様々な方に工事中の現場見学を積極的に行った。建設通信
新聞の  面に紹介され、建設業の魅力とともに環境活動についてもアピールした。
緑のカーテン活動や、毎月無災害達成ごとに安全優秀技術者を表彰し記念樹を植樹
（竣工後に植栽へ寄与予定）し、環境への配慮をしながら地域社会へ貢献した。
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平成 30 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

818A 国 084
受賞者名

 三井住友建設株式会社 中部支店 鷲見橋作業所

会
会長
長賞
賞

取組の実践場所

 岐阜県郡上市白鳥町為真
受賞テーマ

 高橋脚を有する橋梁建設工事における３Ｒ活動への取組み

受賞者は、日本一の高橋脚（ｍ）を有する橋梁の詳細設計付上下部工事を実施した。詳細設計において橋脚に帯鉄筋を組み
込んだハーフプレキャスト工法を採用することで、型枠および支保工を省略して木製型枠の使用量と現場で発生する産業廃棄物を
大幅に削減し、また他の様々な３Ｒ活動も推進した。
．橋脚のハーフプレキャスト化（リデュース）
 橋脚に帯鉄筋を組み込んだハーフプレキャスト工法を採用し、型枠および支保工を省略し、木製型枠の使用量と現場で発生する
産業廃棄物を大幅に削減した。









鷲見橋 全景












ハーフプレキャスト部材 架設状況

ハーフプレキャスト部材

２．その他３Ｒ活動への取り組み
○リデュース
・壁高欄の外型枠にコンクリート製埋設型枠を採用し、木製型枠の使用量を削減した。
・詳細設計において部材のスレンダー化を図りコンクリート量を削減した。
・コンクリート打設に大型バケツを採用してポンプ車の使用をなくし、軽油燃料を大幅に削減し、&2 発生量も削減した。
・資材納入業者に対し指導教育 ｢通い箱｣の採用簡易梱包等 行い、梱包材を削減した。
・現場で使用する 3& 鋼材の長さを精査して工場でカットすることにより、3& 鋼材の端材の発生を削減した。
○リユース
・現場で発生した鉄筋の余材は型枠補強材や 3& 鋼材の位置決め材に再利用した。
・施工手順および工程計画の検討により、足場材を 3 橋脚から 3 橋脚へ転用した。
・橋脚で使用した鋼製型枠を橋桁の型枠に再利用した。
○リサイクル
・施工で発生する木くずは分別収集して排出し再資源化を図った。
・鉄筋、型枠支保工材、鋼材、3& 鋼材のくずは分別収集して排出し再資源化を図った。
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平成 30 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 086
受賞者名

 株式会社 長谷工コーポレーション
（仮称）フージャースケアデザインちはら台新築工事

会
会長
長賞
賞

取組の実践場所

 千葉県市原市ちはら台
受賞テーマ

 高齢者対応住宅における工業化工法採用による廃棄物の削減と元請・協力会社が一体となった３Ｒ活動の推
進
受賞者は郊外の駅前ロータリーに面したシニア向け分譲マンション工事を実施した。共用部には診察所、レストラン、大浴場等
を配置した特色ある物件である。工業化工法による型枠廃材の削減、総出面  人の作業員からなる活発な職長会活動のもと
全職方と元請が一体となり３Ｒ活動に取り組み、混合廃棄物原単位  ㎏㎡を達成した。
【5HGXFH：発生抑制】型枠廃材の発生抑制
躯体工事では、専用部の床版ならびに廊下・バルコニー鼻先の 3&D（プレキャスト）工法、内部鉄骨階段、また非耐力壁に $/&
工法を採用することにより型枠廃材の発生を大幅に抑制した。また、型枠廃材の発生抑制により廃棄物収集運搬車輌台数も減少し、
&2 排出量の削減にもつながっている。









専用部床版ハーフ 3&D


【5HXVH：再使用】建設発生土の場内再利用

内部鉄骨階段

非耐力壁 $/&

土工事で発生した土砂  ㎥のうち約  ㎥を隣接しているⅡ工区敷地内に
一時ストックし、工事用埋戻し土として再利用した。これにより土砂搬出ダンプ約
 台分にあたる約 W の &2 排出を削減した。
【5HF\FOH：再生利用】分別による混合廃棄物の削減
同作業所では、
「最後まで徹底しようゴミの分別」をスローガンに元請と協力会社
土砂ストック状況

が一丸となり分別活動を推進した。
各工種の作業終了時に発生したゴミの分別はもとより、一斉清掃時に発生したゴミ
も鉄製網を利用し篩をかけるなど徹底した分別を行なった結果、混合廃棄物原単位
NJ㎡を達成した。







最後まで徹底しようゴミの分別

一斉清掃ゴミの分別(篩かけ)
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篩い後は細かい掃きゴミのみ

平成 30 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

820A 国 087
受賞者名

 株式会社 長谷工コーポレーション
（仮称）プレミスト日本橋浜町新築工事

会
会長
長賞
賞

取組の実践場所

 東京都中央区日本橋浜町
受賞テーマ

 都心狭小敷地のマンション建設工事における廃棄物の発生抑制と混合廃棄物の削減

受賞者は、空地率 ％と都心部の狭小敷地のマンション建設工事を実施した。同工事現場は建屋と隣地境界との離隔が少なく、
発生する産業廃棄物の分別ヤードの確保も困難な状況であった。このような中、受賞者は着工時より産業廃棄物分別ヤードの設置
場所を計画し、) の型枠支保工解体までは前面道路側の僅かなスペースを利用し  ㎥の小型ランニングボックスを配置、支保工解
体後は躯体内の機械式駐車場スペースに分別ヤードを移し、工事完了まで分別活動を推進した。さらに床版 3&D（プレキャスト）
工法、戸境壁の乾式耐火遮音壁、また各住戸の分電盤搬入時に「通い箱」の採用や給湯器の省梱包により型枠廃材やダンボールの
発生抑制もおこなった。その結果、狭小敷地でありながら混合廃棄物原単位  ㎏㎡を達成することが出来た。
  ＊空地率（％）＝（敷地面積－建築面積） 敷地面積× ＝ （－）  × ＝ ％


【5HGXFH：発生抑制】型枠廃材・ダンボールの発生抑制
躯体工事では専用・共用部床に 3&D 工法、内装工事では戸境壁に乾式工法を採用。また各住戸内の分電盤や給湯器の搬入に「通
い箱」を採用することにより型枠廃材、梱包用ダンボールの発生を大幅に抑制した。

通い箱内部

専用部・共用部床版ハーフ 3&D

乾式耐火遮音壁

分電盤搬入用「通い箱」

【5HF\FOH：再生利用】工事完了まで分別ヤードを確保し混合廃棄物を削減
同作業所は狭小敷地であるため、産業廃棄物の分別ヤードの確保が混合廃棄物削減

隣地境界線
外部足場

のための大きなポイントであった。そのため着工時より分別ヤードの設置計画を練り、
) の型枠支保工解体までは外部の僅かな空きスペースを利用し、型枠支保工解体後は
躯体内の機械式駐車場スペースに分別ヤードを移動、分別ヤードを最後まで確保しなが
ら元請と協力会社が分別意識をしっかり持ち、工事完了まで分別活動を推進した。その

機械式駐車ｽﾍﾟｰｽ

結果、混合廃棄物原単位 NJ㎡と優れた結果を残すことが出来た。

移動

機械式駐車スペースを利用した
) 型枠支保工解体までの分別ﾔｰﾄﾞ

分別ヤード
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821A 国 089
受賞者名

 株式会社鴻池組 大阪本店 （仮称）グランドメゾン内久宝寺町２丁目

会
会長
長賞
賞

タワー計画に伴う解体工事
取組の実践場所

 大阪府大阪市中央区内久宝寺町
受賞テーマ

 「住宅密集地における既存建物の基礎解体に伴う３Ｒの取組み」


当該工事現場は都市部の住宅密集地であり敷地に隣接した形で老朽化した建物が立ち並んでいる。工事は山留壁を構築し既存建
物基礎の解体を（掘削深さ約 ｍ）を行い、基礎の解体を行った部分とほぼ同寸法の基礎を持つ新築分譲マンションを構築する
計画となっている。しかし既存建物の構造が杭なし基礎であり非常に堅牢なコンクリートを有していたため、解体にあたっては近
隣建物への影響を第一優先課題とした工法選定が望まれた。

【リデュース】
＜既存基礎解体におけるワイヤーソー工法の選定＞
・近隣建物への影響を考慮し、静的工法であるワイヤーソー工法を選定したことに
より、重機解体の場合のＣＯ２の発生源である重機の燃料を使用することなく、
ＣＯ２発生抑制に努めた。
・またワイヤーソー工法は無振動、低騒音、低粉塵による切断で解体撤去を行う工
法であり、近隣住宅への影響が最も少なく周囲の住民への配慮を行うことが出
来た。特に同工事では切断した大きな塊で搬出を行い、処分場で細かく解体し
リサイクル材としたため工事現場での騒音、振動の低減だけでなく、重機を使
ワイヤーソーによる基礎解体状況

わないことでＣＯ２の発生も抑制できた。

＜キーストン型枠の活用によるベニヤ材の削減と施工の効率化＞
 ・同工事はタワーマンションであるため免震構造で出来ており、建物の基礎地中
梁の外側に免震擁壁が配置する。そのため山留壁の段階で免震擁壁部分を考慮
に入れた山留め平面計画を行うため、基礎地中梁の掘削段階において、基礎地
中梁構築後に埋戻し前の残土が発生する。そのため、その部分の型枠材の削減
と余分な残土処分抑制と施工の効率化を考慮に入れ、鋼製キーストン型枠を採
用し、型枠の削減、重機抑制によるＣＯ２発生抑制、工期短縮を図ることができ

外周部キーストン型枠組立状況

た。

【リユース】
＜埋戻しに流動化処理土を採用し汚泥を再利用＞
 ・上述の免震擁壁の地業を行うにあたり、キーストン型枠背面の埋戻しに流動化
処理土を採用し、汚泥の再利用を行った。これにより土砂埋戻しの際の重機によ
るＣＯ２発生も抑制できた。

【リサイクル】
 ゴミの分別を次の通り行った。

流動化処理土による埋戻し状況

 ・事務所・・・燃えるゴミ、ペットボトル、空き缶
 ・現 場・・・混合コンテナ、スクラップ
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901A 環 002
受賞者名

 北九州市立鳴水市民センター

会
会長
長賞
賞

所在地

 福岡県北九州市八幡西区
受賞テーマ

 ふれあいのある心豊かな地域社会づくり「心の輪」「地域の輪」「健康づくりの輪」
１．はじめに 
受賞者は、鳴水小学校校区の市民センターとして平成  年に設立された。
現在、鳴水小学校校区を中心に活動の輪を広げている。
２．活動目標
受賞者は、
「ふれあいのある心豊かな地域社会づくり」を目標として、地域にお
ける住民の交流及び自主活動の拠点となる市民センターづくりを目指している。鳴
水まちづくり協議会との連携を重点において地域との連携を深め環境への意識の
向上を促したいと考えている。
３．活動内容
（１）「リデュース」の取組としては、省エネについての知識を得るための講座を実
施して、鳴水小学校の家庭教育学級との連携やまちづくり協議会「なるネッ
ト会議」及び高齢者通所事業と食生活改善推進員と連携して「ふれあい昼食
会」・センター事業での「市民講座」「生き生きチャレンジキッズ」「子供菜
園」等の機会を捉えて発生抑制の啓発活動を行っている。
（２）「リユース」の取組としては、なるっ子ルーム（毎週木曜日）の取組で、子供
服やおもちゃ及びマタニュティ用品などの交換会などを実施している。
（３）「リサイクル」の取組としては、子ども菜園事業でコンポスト（高倉式）の堆
肥を利用して野菜を栽培し「命の引継ぎ」活動を実施している。生き生きチ
ャレンジキッズでは、九州大学大学院とコラボして、銀杏の木を利用した「バ
ンコ（ベンチ）づくり」を行い、安心安全のまちづくりに活かしている。
（４）海外への啓発活動として、鳴水市民センターでの「３Ｒ」活動の取組を -,&$
（北九州国際技術協力協会経由）からの依頼を受け、海外研修生（８～９か
国）に研修会（年間２回から３回）を実施している。
４．取組のポイント、特長
受賞者は「元気発信！北九州」プランに基づき、「人」「物」「事」の環境への取組を行っている。
（１）-,&$ との交流が「北九州環境都市」における３Ｒ活動啓発の一助となっていると考え、-,&$ と継続して海外
との交流活動に努めている。
（２）子供菜園事業では、鳴水小学校に畑を作り野菜を栽培している。子供達に自然や土と触れ合うことの大切さ
「生命の引継ぎ」について体験を通して学ばせたいと考えて活動を行っている。
（３）生き生きチャレンジキッズでは、子供達に地域を知り安心・安全のまちづくりのために活動することの意義
を知らせたいと考えて活動を行っている。また、九州大学大学院の学生が地元の町の安全・安心について考
えてくれていることを知り、子供達に地元愛を想起させられるような活動に連携して取り組んでいる。
５．今後の予定
受賞者は現在の３Ｒ活動の取組を継続する方針である。未来を託す子供達に子供
菜園・生き生きチャレンジキッズを通して、３Ｒ活動について理解させたいと考え
ている。また九州大学大学院と連携し、安心安全のまちづくりを通じて美化活動や
花壇の花の植え付け手入れ等、地域と協力した活動を推進したいと考えている。
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902A 環 006
受賞者名

 むつ・下北地区レクリエーション協会

会
会長
長賞
賞

所在地

 青森県むつ市
受賞テーマ

 紙パック、ペットボトル、段ボール、などの資源ごみを「エコ・クラフト」を作成楽しむ
受賞対象となった『あそびの城「エコ・クラフト」活動』の内容を以下に記す。
（１） 家庭の資源ごみや学校の不要物から「エコ・クラフト」を作成。
① 紙パック、新聞紙・・・紙トンボ、紙コプター、エコ・キューブ、フライングディスク
② ペットボトル・・・エコ・けん玉、エコ・鉄砲、エコ・ブレスレット
③ 段ボール・・・エコ・カーリング
④ シャトルケース・・・エコ・バズーカ砲
⑤ テニスボールケース・・・ボンボン太鼓（サウンドクラフト）
（２） 市内で開催されるイベント、小学校や児童館の環境教育出前講座などで「エコ・クラフト」を紹介
①  環境教育出前講座
  




  ② むつ来さまい館「ハロイン」体験会





  ③ 高齢者健康スポレク教室





  ④ 小学生ものづくり教室






（３） あそびの城「エコ・クラフト」活動は、市内で開催されるイベントや高齢者健康スポレク教室、子ども会
などにおいて、老若男女、障がいの有無を問わず誰もが楽しめる。自ら製作したオリジナルの作品には愛着
が湧き、遊びを通して３Ｒ環境教育を実践している。手元に作品が残ることも環境意識の啓発につながって
いるものと考えている。
（４） 「エコ・クラフト」活動は市内３高校の協力を得て実践している。高校生ボランティアの協力に支えられ
ながら活動を進めている。

47

平成 30 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

903A 環 007
受賞者名

 株式会社 北陸ジオテック

会
会長
長賞
賞

所在地

 新潟県新潟市南区
受賞テーマ

 水銀使用製品産業廃棄物の適正処理による水銀リサイクル
（１）どのような３Ｒ活動か
受賞者は、県内初の蛍光灯リサイクルセンターとして工場を構え、平成  年度より蛍光灯をはじめとするランプや
水銀血圧計・体温計等のリサイクル事業を行っている。現在では県内各市町村並びに各事業所との契約を結び、廃蛍
光灯の大部分が工場へ回収・搬入されている。専用のプラントで適正処理を行い、蛍光灯を構成するガラス、アルミ、
プラスチック等にそれぞれ分別し、原料としてのリサイクルを可能としている。また、プラントで安全に水銀の回収
を行うことにより環境中への水銀飛散を抑制し、回収した粗水銀は野村興産㈱にて精製し再利用している。
蛍光灯は生活に欠かせないものであるが、簡単には処理できないことから、受賞者は毎年工場の見学会やエコアク
ション等の展示会を通じて、事業者や住民に適正処理の必要性を説くなど、循環型社会構築に向けて取り組んでいる。
【㈱北陸ジオテック 新潟蛍光灯リサイクルセンター】

【施設見学の様子】








（２）取組のポイント、特長
従来、多くの廃蛍光灯は廃棄物としてそのまま埋め立て処理されていたが、蛍光灯には水銀が含まれているため土
壌や水質汚染への影響が問題視されていた。受賞者は、蛍光灯を割らずに集荷し、水銀を安全に回収できるプラント
「マーチ 」を用いることにより、通常 ℃以上の高温施設が必要なところ、新技術によって ℃～℃で水銀
を気化し、取り出すことを可能にした。また、ロータリキルン内に間接的な熱風をあてることによって、ダイオキシ
ンを発生することなく環境に配慮したマテリアルリサイクルを行うことを可能とした。
近年の /(' 照明の普及や水銀に関する水俣条約の発効に伴い、蛍光灯の廃棄量はより一層増加していくと思われる。
実際に搬入量も増えていることから、適正処理による水銀リサイクルの必要性は益々高くなっていくと思われる。
（３）他の取組に比較して優れているところ、独自なところ、工夫したところ
受賞者は、蛍光灯の処理にとどまらず水銀リサイクルシステムを活かして、その他の水銀使用製品のリサイクルに
も取り組んでいる。特に水銀式の血圧計、温度計、体温計等は、電子式製品の普及に伴い使用されなくなってきたも
のの、水銀を含むため処理方法が煩雑で排出方法も確立されておらず、そのまま放置されているものが少なくない。
不適正処理のリスクやごみ焼却施設への混入防止の観点から、早急に実態を把握し、回収・処理を行う必要があった。
そこでまず、上記水銀使用製品を使用又は保有しているであろう新潟県内の医療機関と教育機関に対して、平成 
年度に新潟県の協力のもと、アンケート調査を行った。それを基に回収計画を策定し、各機関の水銀使用製品産業廃
棄物の回収を実施、教育機関の回収事業に関しては国内初のモデル事業として取り組んだ。
（４）今後の予定
蛍光灯の廃棄量が増える一方で /(' が普及してきているものの、/(' が廃棄物となった時のリサイクルの仕組みはま
だ確立されていない。/(' は蛍光灯と似ているため混同され、近年使用済み /(' が受賞者の下に数多く搬入されてきて
いる。受賞者は /(' の解体処理も行い、それに適したリサイクルを行っており、資源リサイクルや環境保全への取り
組みを推進する事を目的とし、今後を見据えてリサイクルシステムの構築に着手していきたいと考えている。
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平成 30 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

904AB 国 008
受賞者名

株式会社竹中工務店 エンジニアリング本部
株式会社アサヒファシリティズ 名古屋センタービル事業所

会
会長
長賞
賞

所在地

 愛知県名古屋市
受賞テーマ

 「ごみ※の見せる化」システムの開発とテナントオフィスビルへの導入・啓発活動による環境性能
向上
■活動内容
竹中工務店では  年に環境メッセージ｢人と自然をつなぐ｣を制定し、低炭素、資源循環、自然共生にかかわる様々
な技術開発を実施している。この中で、特にごみの管理が複雑になり易い大型テナントビルや大型商業施設等に向け、
ごみの発生抑制とリサイクル率の向上を図るため「ごみの見せる化」システムを開発した。クラウドサーバーを活用
した場合のシステムの概要を図に示す。このシステムは、
「ごみ置き場の見せる化」、
「ごみ量の見せる化」、
「ごみの管
理運営の見せる化」から構成され、通常は裏方で行われているごみの流れを積極的に「見せる」ことにより、全ての
関係者のリサイクル意識を啓発しリサイクル率を高める

資源ごみ Ａ社

￥○○／NJ

古紙

Ｂ社

￥△△／NJ

可燃ごみ Ｃ社

￥☆☆／NJ

不燃ごみ Ｄ社

￥□□／NJ

クラウド
サーバー

リサイクル率★
40

35

段ボール

30

雑誌
新聞紙

25

OA紙
ミックスペーパー

20

シュレッダー屑
発泡スチロール
ペットボトル

15

缶
ビン

10

不燃ごみ
可燃ごみ

5

とともに、ごみ処理コストの削減に寄与する。

テナントＡ

センタービル（延床面積約  ㎡、入居テナント数三

ごみ管理体制

9/9

9/8

9/7

9/6

9/27

9/26

9/25

9/24

9/23

9/22

9/21

9/20

9/19

9/18

9/17

9/16

9/15

9/14

9/13

9/12

ごみ量の
見せる化

分別の啓発

ごみの
管理運営の
見せる化

十数社）に、同ビルの管理会社であるグループ会社アサ

9/11

9/5

●●ビル

 年  月、竹中工務店名古屋支店が入居する名古屋

9/10

0

ヒファシリティズと連携して本システムを導入し、導入

テナントＢ
ビル管理会社

管理業務

後の啓発活動との相乗効果で環境性能の向上を得た。        

ごみ室

ごみの
置き場の
見せる化

「ごみの見せる化」システムの導入
（）ごみ置き場の見せる化；独自に蓄積したごみ量デー
タを基に、分別保管に十分なスペース確保と搬出に最
適な配置とした。煩雑で不衛生になり易いごみ置き場
改修前

内は、ごみを持ち込むテナント入居者の意識改革と作

改修後

業者のモチベーション向上を意図して明るい衛生的
な仕様とし、分別促進に配慮したレイアウトとした。
（）ごみ量の見せる化；テナントのごみ量を品目・日ごとにリアルタイムに確認できる計量・管理システムを導入し
た。このシステムはネットワーク化されており、入居者はいつでも容易に自身の排出・分別・リサイクル状況を把
握でき（必要に応じて他部門の閲覧も設定可能）、リサイクル意識の啓発を促進している。
（）ごみの管理運営の見せる化（ソフト）；分別項目に合わせたリサイクル先を設定するとともに、清掃、集積、運
搬、処理等にかかわる最適な体制を構築した。
システム導入後のアサヒファシリティズによる啓発活動
（）清掃契約したごみを回収する清掃員には、計量システムの使用方法と分別方法を教育した。
（）清掃契約の無いテナント入居者には、ごみの分別徹底を依頼するとともに、毎年  回の啓発活動（分別方法や計
量システムの使用方法の教育を含む）を実施した。
■効果と展開
活動後（ 年度）は入居率が向上したにもかかわら
ず、ごみ廃棄量が ％抑制され、リサイクル率も  ポイ
ント上昇するなど高い効果が得られた。現在も高い効果
を維持している。他の大型施設などへも本システムを提
案し、普及に向けた活動を展開中である。
※：事業所系一般廃棄物を指す。本活動および本資料では社会的周知活動としてあえて「ごみ」と表現している。
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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

6
6
4

キユーピー株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
株式会社グリーンメッセージ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三重県立相可高等学校生産経済科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



文部科学大臣賞

8

横浜町立横浜中学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

経済産業大臣賞


東京エコリサイクル株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



株式会社日立産機中条エンジニアリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



株式会社リプロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





10
10
9


国土交通大臣賞


秋葉建設興業株式会社 阿賀野ﾊﾞｲﾊﾟｽ 17 工区改良その 15 工事 秋葉建設興業株式会社 小里作業所・・・・・・・・・・・



株式会社熊谷組関西支店 （仮称）グランドメゾン夙川千歳町新築工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



積水ハウス株式会社 大阪マンション事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



株式会社竹中工務店 九州支店 イオンモール熊本増床活性化工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



株式会社竹中工務店 東京本店 安全環境部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



戸田建設株式会社 札幌支店 函館国際ホテル耐震補強・建替工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





15
14
14
12
11
13


環境大臣賞

16



サンコーポ勝田台自治会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・













リデュース･リユース･リサイクル推進協議会会長賞


あ行



株式会社アサヒファシリティズ 名古屋センタービル事業所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



諫早市立小野中学校生徒会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



49
18




か行



社会福祉法人北九州市戸畑民生事業協会 中原保育園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



北九州市立鳴水市民センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



君津市・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



株式会社鴻池組 大阪本店 （仮称）グランドメゾン内久宝寺町２丁目タワー計画に伴う解体工事・・・・・・・・・・・・



株式会社鴻池組 鳥取西道路気高第２トンネル工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



五洋建設株式会社 名古屋支店 新名神高速道路四日市中工事工事事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





19
46
34
45
30
40




さ行



新日鐵住金株式会社 君津製鐵所 資源化推進部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・







34




た行



株式会社竹中工務店 エンジニアリング本部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



株式会社竹中工務店 大阪本店 （仮称）大阪市中央区北浜二丁目計画新築工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



株式会社竹中工務店 東京本店 安全環境部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



株式会社竹中工務店 東京本店 江東区立（仮称）第二有明小・中学校新築工事作業所・・・・・・・・・・・・・・・・



株式会社竹中工務店 東京本店 国分寺駅北口第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事作業所・・・・・・・・・・



株式会社竹中工務店 名古屋支店 （仮称）錦二丁目計画作業所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



千葉県漁業協同組合連合会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



東亜建設工業株式会社 千葉支店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



東京竹和会産廃処理分科会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



東洋建設株式会社 関東建築支店 ロジスクエア春日部倉庫新築工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



戸田建設株式会社 新名神高速道路 箕面インターチェンジ中工事作業所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





49
29
27
25
26
28
34
34
27
33
32




な行



株式会社ニコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



株式会社ニコンテック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



西松・淺沼建設共同企業体 和泉建築出張所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



西松建設株式会社 いわき工事事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



西松建設株式会社 関東建築支社 大井南再開発工事事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



西松建設株式会社 関東土木支社 湯船原工事事務所 新東名高速道路 湯船原トンネル工事・・・・・・・・・・・・



西松建設株式会社 九州支社 宇土作業所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



日本繊維板工業会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





21
21
36
38
37
35
39
24




は行



株式会社長谷工コーポレーション （仮称）フージャースケアデザインちはら台新築工事・・・・・・・・・・・・・・・



株式会社長谷工コーポレーション （仮称）プレミスト日本橋浜町新築工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



日立建機株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



福山市立網引小学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



富士ゼロックス株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



ブリヂストンＢＲＭ株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



株式会社北陸ジオテック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





43
44
23
17
22
20
48




ま行



松井建設株式会社 東京支店 （仮称）特別養護老人ホーム杉並区宮前園新築工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



三井住友建設株式会社 （仮称）八王子計画新築工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



三井住友建設株式会社 中部支店 鷲見橋作業所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



むつ・下北地区レクリエーション協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



31
41
42
47























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

地球に優しい再生プラ製品

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
リサイクル可能な製品です

ダイオキシンを発生する
塩素を使っていません

例：無許可の中古品・資源回収
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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
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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
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（使用申請書記入例）

平成 x x 年 x x 月 x x 日

リデュース・リユース・リサイクル推進協議会

御中
○×○× 株式会社

「リデュース・リユース・リサイクルキャンペーンマーク」使用申請書

「リデュース・リユース・リサイクルキャンペーンマーク」を下記により使用したいので、
申請します。

記
１．使用目的
社内のゼロエミッション活動のシンボルマークとして使用する。

２．使用方法
・社内掲示用ポスター １０枚
・社内報ゼロエミッション特集号

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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リデュース・リユース・リサイクル推進協議会は
リデュース・リユース・リサイクル推進協議会（略称：３Ｒ推進協議会）
の前身である「リサイクル推進協議会」は、リサイクル社会の構築を目
指し、行政・消費者・産業界等が緊密な連携のもとに広範なリサイクル
国民運動を展開するための相互連絡等を行う場として、平成３年９月に
設立されました。
平成１４年６月に、我が国の深刻な資源・廃棄物問題を解決するためには
従来の１Ｒ（リサイクル）の推進から、３Ｒ（リデュース＝廃棄物の発生抑
制、リユース＝再使用、リサイクル＝再資源化）の推進による循環型社
会の構築が必要であるとの認識を踏まえ、名称を「リデュース・リユース・
リサイクル推進協議会」に改称し、３Ｒ推進のための広範な国民運動を
展開しています。
３Ｒ推進協議会のホームページ： http://www.3r-suishinkyogikai.jp/

リデュース・リユース・リサイクル推進協議会 事務局

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
〒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
電 話：０３‒５２０９‒７７０４ FAX：０３‒５２０９‒７７１７

作成・発行

平成２６年３月

