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令令和和３３年年度度  

リリデデュューースス・・リリユユーースス・・リリササイイククルル推推進進功功労労者者等等表表彰彰ににつついいてて

 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。 

 １９９２年（平成４年）にスタートした本表彰は今回で３０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、令和３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～平成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

１１．．本本表表彰彰のの概概要要  

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 

石井 照之 

大石美奈子 

角田 禮子 

小澤紀美子 

斎藤 正一 

細田 衛士 

田原 芳幸 

藤原 章夫 

大坪 寛子 

安楽岡 武 

奈須野 太 

和田 信貴 

室石 泰弘 

東京大学名誉教授 

日本商工会議所 産業政策第二部 課長 

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 

主婦連合会 常任幹事 

東京学芸大学名誉教授 

日経ＢＰ社 日経ＥＳＧ経営フォーラム事務局長 

中部大学 副学長、経営情報学部長・教授 

国 税 庁 長官官房審議官 

文部科学省 総合教育政策局長 

厚生労働省 大臣官房審議官 

農林水産省 大臣官房審議官 

経済産業省 産業技術環境局長 

国土交通省 総合政策局長 

環 境 省 環境再生・資源循環局長 
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２２．．募募集集及及びび審審査査のの経経緯緯

 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  １件 

経済産業大臣賞  １件 

国土交通大臣賞  ３件 

リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞 ２５件 

計 ３０件 

 

３３．．表表彰彰式式

 表 彰 日： ２０２１年１０月２６日（火） 

 ※ 本年度は、新型コロナウイルス感染症の感染状況などを勘案して、表彰式を挙行しないことに 

いたしました。 

 

４４．．過過去去のの受受賞賞者者

 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】 https://www.3r-suishinkyogikai.jp/commend/jisseki/ 

 

５５．．おお問問いい合合せせ先先

リデュース・リユース・リサイクル推進協議会事務局 

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

一般社団法人産業環境管理協会 資源・リサイクル促進センター 

 電話：０３－５２０９－７７０４  ＦＡＸ：０３－５２０９－７７１７ 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令令和和３３年年度度リリデデュューースス・・リリユユーースス・・リリササイイククルル推推進進功功労労者者等等表表彰彰  

受受賞賞者者おおよよびび受受賞賞内内容容  目目次次  
  

  

  

  

  

内閣総理大臣賞                                                        ２ 

 

経済産業大臣賞                                                       ２ 

 

国土交通大臣賞                                                       ２ 

 

 

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

 

 

 

受賞者名索引                                                          ２ 
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 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  １件 

経済産業大臣賞  １件 

国土交通大臣賞  ３件 

リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞 ２５件 

計 ３０件 

 

３３．．表表彰彰式式

 表 彰 日： ２０２１年１０月２６日（火） 

 ※ 本年度は、新型コロナウイルス感染症の感染状況などを勘案して、表彰式を挙行しないことに 

いたしました。 

 

４４．．過過去去のの受受賞賞者者

 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】 https://www.3r-suishinkyogikai.jp/commend/jisseki/ 

 

５５．．おお問問いい合合せせ先先

リデュース・リユース・リサイクル推進協議会事務局 

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

一般社団法人産業環境管理協会 資源・リサイクル促進センター 

 電話：０３－５２０９－７７０４  ＦＡＸ：０３－５２０９－７７１７ 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令令和和３３年年度度リリデデュューースス・・リリユユーースス・・リリササイイククルル推推進進功功労労者者等等表表彰彰  

受受賞賞者者おおよよびび受受賞賞内内容容  目目次次  
  

  

  

  

  

内閣総理大臣賞                                                        ２ 

 

経済産業大臣賞                                                       ２ 

 

国土交通大臣賞                                                       ２ 

 

 

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

 

 

 

受賞者名索引                                                          ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

 

４

６

７

１０

３５



4

１０１国０６８ 

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

受賞者名 

ヤヤママダダイインンフフララテテククノノスス株株式式会会社社  

取組の実践場所 

愛愛知知県県、、三三重重県県、、岐岐阜阜県県  他他 2255 都都道道府府県県  

受賞テーマ 

研研削削材材をを何何度度もも再再使使用用しし、、産産業業廃廃棄棄物物のの発発生生をを最最小小限限にに抑抑制制すするる  

環環境境配配慮慮型型ブブララスストト工工法法 
 

鋼橋の長寿命化に不可欠な塗装塗替え工事は、その工程において劣化した塗装や錆を剥がし、新しい塗装の下地を

作る「ブラスト処理」を行う。この処理は、研削材と呼ばれる小さな硬い粒を圧縮空気により噴射して塗装を剥がし、

同時に鋼材表面に適度な粗さを付けて塗装の密着性を上げるものである。 

受賞者の活動は、研削材を何度も再使用（リユース）することで、この工程において発生する産業廃棄物を最小限

に発生抑制（リデュース）するものである。 

 

現場でブラスト処理を行う際には、橋梁製作時に工場で行われていた製品ブラスト処理に使用する金属系研削材は

使用されず、軽くて錆びない鉄構スラグに代表される非金属系研削材が使用されてきた（以下「従来ブラスト工法」

とする）。 

 

しかし、この従来ブラスト工法には大きな課題があった。非金属系研削材は硬いが非常にもろいため、1回の使用で

破砕してしまい、塗膜くずとともにすべて産業廃棄物として処理していた。その量は、塗装を1㎡剥がすと平均的に

0.8kg～1kg/㎡程度の塗膜くずになるのに対し、研削材の標準使用量は40kg/㎡以上となり、これらが使用後にすべて

処理対象となる。つまり、処理目的物に対して40～50倍の産業廃棄物を発生させていた。また、破砕の際には大量の

粉じん発生も伴い、作業環境も悪化していた。 

 

一方で、金属系研削材は、ほとんど粉砕しないが、現場で敬遠される次のような課題があった。 

①湿度によって錆びたり固結したりする 

②重くて扱いにくい 

③高価である 

 

同社は「ゴミを減らして世界を変える」を合言葉に、現場で金属系研削材が敬遠される3つの課題を次のように解決

して使用可能にし、かつ産業廃棄物の発生を最小限に抑制した「循環式エコクリーンブラスト工法」を開発した。 

 

＜3つの課題の解決＞ 

①金属系研削材の発錆対策 

圧縮空気を発生させるコンプレッサにエアドライヤを連動させ、乾燥圧縮空気による噴射システムを導入した。こ

れによってスムーズな金属系研削材の噴射が可能となった。 

 

②重量について 

金属系研削材は非金属系研削材に比べ2.5～3倍の重量があり、使用した金属系研削材を回収するためには強力な真

空回収装置が必要となる。また回収装置から排気する空気を清浄化することも必要だった。これらを解決したうえで、

さらに金属系研削材の重さを逆手にとり、塗膜くずとの重量差を利用した風選式セパレータを開発し、金属系研削材

と塗膜くずの選別に成功した。重い研削材は再噴射するためのホッパータンクに落ち、軽い塗膜くず等はダスト回収

装置に回収されるという仕組みである。このシステムにより選別された金属系研削材は、何度も再使用が可能になっ

た。 

また、産業廃棄物の抑制量は、ブラスト処理面積1,000㎡当たり40tにもなるので、二酸化炭素排出の大幅抑制にも

つながる（1/40～1/50に削減）。 

 

 

③金属系研削材の単価について 

金属系研削材を何度も再使用することで解決した。研削材を何度も繰り返し使用することで、処理目的物に対し40

～50倍発生する産業廃棄物を削減して、その結果、産業廃棄物の処理に使用されている費用の大幅削減にもつながっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

橋は、高度経済成長期にその多くが建設され、日本の経済の発展に貢献し続けているが、半世紀近くが経過した現

在では、その老朽化が社会問題になっている。鋼橋も例外ではなく、今後も多くの橋をブラスト処理することが必要

である。 

同社は、循環型社会の持続のため「循環式エコクリーンブラスト工法」の普及に努め、脱炭素社会の実現に向けて、

これからも貢献できるように努めていこうとしている。 

 
 

 

令和 3 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）内閣総理大臣賞（１件）
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１０１国０６８ 

内内内内内内閣閣閣閣閣閣総総総総総総理理理理理理大大大大大大臣臣臣臣臣臣賞賞賞賞賞賞      
「「「「「「事事事事事事業業業業業業所所所所所所・・・・・・地地地地地地方方方方方方公公公公公公共共共共共共団団団団団団体体体体体体等等等等等等」」」」」」分分分分分分野野野野野野      
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環環境境配配慮慮型型ブブララスストト工工法法 
 

鋼橋の長寿命化に不可欠な塗装塗替え工事は、その工程において劣化した塗装や錆を剥がし、新しい塗装の下地を
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に発生抑制（リデュース）するものである。 

 

現場でブラスト処理を行う際には、橋梁製作時に工場で行われていた製品ブラスト処理に使用する金属系研削材は

使用されず、軽くて錆びない鉄構スラグに代表される非金属系研削材が使用されてきた（以下「従来ブラスト工法」

とする）。 

 

しかし、この従来ブラスト工法には大きな課題があった。非金属系研削材は硬いが非常にもろいため、1回の使用で

破砕してしまい、塗膜くずとともにすべて産業廃棄物として処理していた。その量は、塗装を1㎡剥がすと平均的に

0.8kg～1kg/㎡程度の塗膜くずになるのに対し、研削材の標準使用量は40kg/㎡以上となり、これらが使用後にすべて

処理対象となる。つまり、処理目的物に対して40～50倍の産業廃棄物を発生させていた。また、破砕の際には大量の

粉じん発生も伴い、作業環境も悪化していた。 

 

一方で、金属系研削材は、ほとんど粉砕しないが、現場で敬遠される次のような課題があった。 

①湿度によって錆びたり固結したりする 

②重くて扱いにくい 
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同社は「ゴミを減らして世界を変える」を合言葉に、現場で金属系研削材が敬遠される3つの課題を次のように解決

して使用可能にし、かつ産業廃棄物の発生を最小限に抑制した「循環式エコクリーンブラスト工法」を開発した。 

 

＜3つの課題の解決＞ 

①金属系研削材の発錆対策 

圧縮空気を発生させるコンプレッサにエアドライヤを連動させ、乾燥圧縮空気による噴射システムを導入した。こ

れによってスムーズな金属系研削材の噴射が可能となった。 

 

②重量について 

金属系研削材は非金属系研削材に比べ2.5～3倍の重量があり、使用した金属系研削材を回収するためには強力な真

空回収装置が必要となる。また回収装置から排気する空気を清浄化することも必要だった。これらを解決したうえで、

さらに金属系研削材の重さを逆手にとり、塗膜くずとの重量差を利用した風選式セパレータを開発し、金属系研削材

と塗膜くずの選別に成功した。重い研削材は再噴射するためのホッパータンクに落ち、軽い塗膜くず等はダスト回収

装置に回収されるという仕組みである。このシステムにより選別された金属系研削材は、何度も再使用が可能になっ

た。 

また、産業廃棄物の抑制量は、ブラスト処理面積1,000㎡当たり40tにもなるので、二酸化炭素排出の大幅抑制にも
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金属系研削材を何度も再使用することで解決した。研削材を何度も繰り返し使用することで、処理目的物に対し40

～50倍発生する産業廃棄物を削減して、その結果、産業廃棄物の処理に使用されている費用の大幅削減にもつながっ
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橋は、高度経済成長期にその多くが建設され、日本の経済の発展に貢献し続けているが、半世紀近くが経過した現

在では、その老朽化が社会問題になっている。鋼橋も例外ではなく、今後も多くの橋をブラスト処理することが必要

である。 

同社は、循環型社会の持続のため「循環式エコクリーンブラスト工法」の普及に努め、脱炭素社会の実現に向けて、

これからも貢献できるように努めていこうとしている。 

 
 

 

令和 3 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰
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１０２経００４ 

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

受賞者名 

  ウウエエノノテテッッククスス株株式式会会社社  

取組の実践場所 

  新新潟潟県県上上越越市市  

受賞テーマ 

  「「国国内内初初ととななるる完完全全自自社社製製 AAII をを搭搭載載ししたた廃廃棄棄物物自自動動選選別別装装置置【【UURRAANNOOSS】】等等のの  

環環境境機機器器のの製製造造・・開開発発にによよるる３３ＲＲのの促促進進」」  

 
 産業廃棄物は、国の法律によって決められた適切な処理が必要である。日本の産業廃棄物は、排出事業者もしくは

委託された収集運搬業者が中間処理施設へ搬送し、中間処理業者が適切な処理をすることで、廃棄物処理を行ってい

る。 

中間処理業者は、引き取った産業廃棄物を適切に選別・処理を行い、産業廃棄物処分業務に努めている。受賞者は、

一軸破砕機、二軸破砕機、粉砕機、産業用シュレッダーなど、産業廃棄物を処理するために必要な環境機器を製作し

ており、納入先は全国 300 カ所以上にのぼり、処理業者様の仕様に応じた機器を設計・選定し、適切な処理ができる

ようサポートを行い、３Ｒ活動の推進に努めている。 

主力製品の破砕機は、静脈産業となる廃棄物処理業界で活用され、再製品化・再資源化・燃料化をする為になくて

はならない機械として活用してもらっている。他社に比べ大型製品の製造ができることや、独自開発の剪断構造（特

許取得）などが評価され、県内外で使用してもらい、納入実績は約 600 台以上にのぼる。 

 

 中間処理業務に欠かせないのが選別工程であるが、リユース・リサイクルを行うために、最大 20 種類の区分で選別

する必要がある。選別作業工程は、人海戦術で行っているため多くの労働者が必要な作業で、さらに取扱が難しいも

のや重量物など人の選別では厳しい作業であるため、就労者不足が問題となっている。様々な業界で IT、AI、IoT が

活用され、業務の効率化、自動化などが飛躍的に向上している中、廃棄物処理を扱う「静脈産業」では、あまり活用

が進んでいないことも背景の１つにある。そういった問題を解決すべく、同社では廃棄物処理に新しい技術を積極的

に導入し、国内初となる完全自社製 AI を搭載した廃棄物自動選別装置【URANOS】の開発を進めた。 

 

URANOS の商品化における重要ポイントは次のとおりである。 

① AI（Artificial Intelligence、人工知能）を搭載した認識システムの導入 

コンベアに投入された廃棄物を、多種のセンシング技術を積み込んだセンサーユニットから得られたデータを AI が自

動解析し、廃棄物の種類を総合的に判断し、ロボットへ選別指示を送り自動的にピッキングを行うことが可能である。 

 

② ロボットによる省人化・省力化 

ロボットによる作業になるため、作業を大

きく削減できて省人化が可能。さらに全自

動で行うことができるため 24 時間の稼働

が可能であり、省力化にもつながる。 

 

③ リサイクル率の効率化 

URANOS 導入によって、選別能力の向上が見

込めるため、時間と労力がかかる選別作業

の効率が大幅に向上することで、リサイク

ル率の向上、廃棄物処理の環境保全の事業

において、効果が大きいと考えられる。 

 

今後も産業廃棄物業界を担っていくような製品づくりを目指し、多種多様な廃棄物に対応できるような開発を続け

ている。３Ｒ事業の高効率化を進める装置として、意見を集めながら、全国へ展開することを目標とし、URANOS を普

及し、資源循環社会に貢献できる会社として、邁進していこうとしている。 
 

 

図 URANOS 概要図 

１０３国０４２ 

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

受賞者名 

回回転転式式破破砕砕混混合合工工法法研研究究会会  
取組の実践場所 

栃栃木木、、群群馬馬、、埼埼玉玉、、茨茨城城のの 44 県県ににままたたががるる渡渡良良瀬瀬遊遊水水地地  他他  

北北海海道道岩岩見見沢沢市市、、江江別別太太市市  他他のの北北村村遊遊水水地地、、江江別別太太遊遊水水地地  他他  

受賞テーマ 

高高含含水水比比粘粘性性土土やや地地下下茎茎・・ガガレレキキをを含含むむ土土砂砂のの分分別別除除去去おおよよびび  

品品質質改改良良にによよるる現現地地発発生生土土のの有有効効利利用用 

 

近年増加した集中豪雨や大規模洪水による堤防の被災が増えている。特に河川水位の上昇等により堤体内を通過す

る”浸透水”の影響に対し洪水時の安定性確保が課題で、超過洪水時においても堤防決壊を防ぎ壊滅的な被害を回避

する良質な都市空間形成が求められている。また、循環型社会の形成に向けた建設発生土のリサイクル推進において

は、再利用が困難な粘性土等の低品質土を再利用して、高品質な改良土を堤体にリサイクルする技術が求められてい

る。 

受賞者の活動は、このような社会的ニーズを 

背景に、建設発生土リサイクルの促進上大きな 

課題となっている軟岩の破砕や、第 3種以下の 

粘性土等の解砕、およびそれらの均質な混合を 

同時処理し、浸透に強い安定した築堤土や 

良質な盛土材の連続的な製造を可能とする技術に 

取り組んだ。 

 

 受賞活動のポイントは、 

①残土処分していた高含水比粘性土土砂の再利用、 

②地下茎を含む土砂の分別除去および改良による再利用である。 

回転式破砕混合工法に振動ふるい機及び風力選別機を併設したプラントシステムで不純物の分別と良質な築堤材を 

1 回の処理工程で行うことでこれを実現し、建設発生土のリサイクル並びに再生資源の利活用を可能にした。 

 

①① 高高含含水水比比粘粘性性土土のの品品質質改改善善～～残残土土処処分分ししてていいたた粘粘性性土土土土砂砂のの再再利利用用～～  

北海道開発局札幌開発建設部内の(a)千歳川と(b)石狩川は、内水氾濫を引き起こし易い地形を有している。そのた

め、被害軽減効果も兼ね備えた洪水調整容量（(a)約 5.0 千万 m3，(b)約 4.2 千万 m3）の遊水地群の整備事業が行われ

ている。遊水地を囲う築堤整備に使用する膨大な量の土砂（(a)約 400 万 m3，(b)約 450 万 m3超）は、河道掘削土を用

いた堤防盛土を計画しているが、その大半は盛土材料には適さない粘性土や泥炭といった不良土の高含水比粘性土で

あるため、そのままの状態では盛土材として使用できない。そのため捨土処分や仮置きヤードでの曝気（ばっき）養

生（半年～1年）を必要とし再利用が困難な状況であった。 

 

また、泥炭性軟弱地盤が広がる北村遊水地においては、改良土を堤防盛土材料として用いるにあたり、盛土後の圧

密沈下に伴う変形に起因した亀裂等の発生が懸念されるため、均一且つ高品質の盛土材が必要であった。 

当件では、高粘性の材料を対象に開発した 1 軸，2 軸の粘性土供給機による安定供給を図り、回転式破砕混合工法

にて破砕混合を行うことで現場発生土砂 663,980m3を有効利用した。なお、混合工法には、解きほぐした高含水比粘性

土を砂と均一混合する粒度改良と、添加材にセメント系固化材を使用し攪拌混合する固化破砕土改良の 2 種類の工法

が採用された。 

  

②② 地地下下茎茎をを含含むむ土土砂砂のの分分別別除除去去おおよよびび改改良良～～不不純純物物ののふふるるいい分分けけにによよるるリリササイイククルル技技術術のの向向上上～～  

 関東地方整備局利根川上流河川事務所管内

の渡良瀬遊水地や内部屋地先は、ヨシ原であ

り掘削土は有機物となる葦地下茎が多量に含

まれることから、土木資材としては腐食によ

る沈下やパイピング等が懸念された。 

掘削した塊状葦混入土 309,700m3 は、回転

式破砕混合工法により解砕（リサイクル率

97.57％）、土砂内に混入している土塊を振動

ふるい機分別（リサイクル率 99.50％）、多量

の葦地下茎を風力選別（リサイクル率

99.64％）行い、効率的なリサイクル率の向上

を図った。 

 
 

 

写真１ 回転式破砕混合プラント全景 

 
写真３ 風力選別機 写真２ 振動ふるい機 

 

令和 3 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）経済産業大臣賞（１件）
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１０２経００４ 

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

受賞者名 

  ウウエエノノテテッッククスス株株式式会会社社  

取組の実践場所 

  新新潟潟県県上上越越市市  

受賞テーマ 

  「「国国内内初初ととななるる完完全全自自社社製製 AAII をを搭搭載載ししたた廃廃棄棄物物自自動動選選別別装装置置【【UURRAANNOOSS】】等等のの  

環環境境機機器器のの製製造造・・開開発発にによよるる３３ＲＲのの促促進進」」  

 
 産業廃棄物は、国の法律によって決められた適切な処理が必要である。日本の産業廃棄物は、排出事業者もしくは

委託された収集運搬業者が中間処理施設へ搬送し、中間処理業者が適切な処理をすることで、廃棄物処理を行ってい

る。 

中間処理業者は、引き取った産業廃棄物を適切に選別・処理を行い、産業廃棄物処分業務に努めている。受賞者は、

一軸破砕機、二軸破砕機、粉砕機、産業用シュレッダーなど、産業廃棄物を処理するために必要な環境機器を製作し

ており、納入先は全国 300 カ所以上にのぼり、処理業者様の仕様に応じた機器を設計・選定し、適切な処理ができる

ようサポートを行い、３Ｒ活動の推進に努めている。 

主力製品の破砕機は、静脈産業となる廃棄物処理業界で活用され、再製品化・再資源化・燃料化をする為になくて

はならない機械として活用してもらっている。他社に比べ大型製品の製造ができることや、独自開発の剪断構造（特

許取得）などが評価され、県内外で使用してもらい、納入実績は約 600 台以上にのぼる。 

 

 中間処理業務に欠かせないのが選別工程であるが、リユース・リサイクルを行うために、最大 20 種類の区分で選別

する必要がある。選別作業工程は、人海戦術で行っているため多くの労働者が必要な作業で、さらに取扱が難しいも

のや重量物など人の選別では厳しい作業であるため、就労者不足が問題となっている。様々な業界で IT、AI、IoT が

活用され、業務の効率化、自動化などが飛躍的に向上している中、廃棄物処理を扱う「静脈産業」では、あまり活用

が進んでいないことも背景の１つにある。そういった問題を解決すべく、同社では廃棄物処理に新しい技術を積極的

に導入し、国内初となる完全自社製 AI を搭載した廃棄物自動選別装置【URANOS】の開発を進めた。 

 

URANOS の商品化における重要ポイントは次のとおりである。 

① AI（Artificial Intelligence、人工知能）を搭載した認識システムの導入 

コンベアに投入された廃棄物を、多種のセンシング技術を積み込んだセンサーユニットから得られたデータを AI が自

動解析し、廃棄物の種類を総合的に判断し、ロボットへ選別指示を送り自動的にピッキングを行うことが可能である。 

 

② ロボットによる省人化・省力化 

ロボットによる作業になるため、作業を大

きく削減できて省人化が可能。さらに全自

動で行うことができるため 24 時間の稼働

が可能であり、省力化にもつながる。 

 

③ リサイクル率の効率化 

URANOS 導入によって、選別能力の向上が見

込めるため、時間と労力がかかる選別作業

の効率が大幅に向上することで、リサイク

ル率の向上、廃棄物処理の環境保全の事業

において、効果が大きいと考えられる。 

 

今後も産業廃棄物業界を担っていくような製品づくりを目指し、多種多様な廃棄物に対応できるような開発を続け

ている。３Ｒ事業の高効率化を進める装置として、意見を集めながら、全国へ展開することを目標とし、URANOS を普

及し、資源循環社会に貢献できる会社として、邁進していこうとしている。 
 

 

図 URANOS 概要図 

１０３国０４２ 

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

受賞者名 

回回転転式式破破砕砕混混合合工工法法研研究究会会  
取組の実践場所 

栃栃木木、、群群馬馬、、埼埼玉玉、、茨茨城城のの 44 県県ににままたたががるる渡渡良良瀬瀬遊遊水水地地  他他  

北北海海道道岩岩見見沢沢市市、、江江別別太太市市  他他のの北北村村遊遊水水地地、、江江別別太太遊遊水水地地  他他  

受賞テーマ 

高高含含水水比比粘粘性性土土やや地地下下茎茎・・ガガレレキキをを含含むむ土土砂砂のの分分別別除除去去おおよよびび  

品品質質改改良良にによよるる現現地地発発生生土土のの有有効効利利用用 

 

近年増加した集中豪雨や大規模洪水による堤防の被災が増えている。特に河川水位の上昇等により堤体内を通過す

る”浸透水”の影響に対し洪水時の安定性確保が課題で、超過洪水時においても堤防決壊を防ぎ壊滅的な被害を回避

する良質な都市空間形成が求められている。また、循環型社会の形成に向けた建設発生土のリサイクル推進において

は、再利用が困難な粘性土等の低品質土を再利用して、高品質な改良土を堤体にリサイクルする技術が求められてい

る。 

受賞者の活動は、このような社会的ニーズを 

背景に、建設発生土リサイクルの促進上大きな 

課題となっている軟岩の破砕や、第 3種以下の 

粘性土等の解砕、およびそれらの均質な混合を 

同時処理し、浸透に強い安定した築堤土や 

良質な盛土材の連続的な製造を可能とする技術に 

取り組んだ。 

 

 受賞活動のポイントは、 

①残土処分していた高含水比粘性土土砂の再利用、 

②地下茎を含む土砂の分別除去および改良による再利用である。 

回転式破砕混合工法に振動ふるい機及び風力選別機を併設したプラントシステムで不純物の分別と良質な築堤材を 

1 回の処理工程で行うことでこれを実現し、建設発生土のリサイクル並びに再生資源の利活用を可能にした。 

 

①① 高高含含水水比比粘粘性性土土のの品品質質改改善善～～残残土土処処分分ししてていいたた粘粘性性土土土土砂砂のの再再利利用用～～  

北海道開発局札幌開発建設部内の(a)千歳川と(b)石狩川は、内水氾濫を引き起こし易い地形を有している。そのた

め、被害軽減効果も兼ね備えた洪水調整容量（(a)約 5.0 千万 m3，(b)約 4.2 千万 m3）の遊水地群の整備事業が行われ

ている。遊水地を囲う築堤整備に使用する膨大な量の土砂（(a)約 400 万 m3，(b)約 450 万 m3超）は、河道掘削土を用

いた堤防盛土を計画しているが、その大半は盛土材料には適さない粘性土や泥炭といった不良土の高含水比粘性土で

あるため、そのままの状態では盛土材として使用できない。そのため捨土処分や仮置きヤードでの曝気（ばっき）養

生（半年～1年）を必要とし再利用が困難な状況であった。 

 

また、泥炭性軟弱地盤が広がる北村遊水地においては、改良土を堤防盛土材料として用いるにあたり、盛土後の圧

密沈下に伴う変形に起因した亀裂等の発生が懸念されるため、均一且つ高品質の盛土材が必要であった。 

当件では、高粘性の材料を対象に開発した 1 軸，2 軸の粘性土供給機による安定供給を図り、回転式破砕混合工法

にて破砕混合を行うことで現場発生土砂 663,980m3を有効利用した。なお、混合工法には、解きほぐした高含水比粘性

土を砂と均一混合する粒度改良と、添加材にセメント系固化材を使用し攪拌混合する固化破砕土改良の 2 種類の工法

が採用された。 

  

②② 地地下下茎茎をを含含むむ土土砂砂のの分分別別除除去去おおよよびび改改良良～～不不純純物物ののふふるるいい分分けけにによよるるリリササイイククルル技技術術のの向向上上～～  

 関東地方整備局利根川上流河川事務所管内

の渡良瀬遊水地や内部屋地先は、ヨシ原であ

り掘削土は有機物となる葦地下茎が多量に含

まれることから、土木資材としては腐食によ

る沈下やパイピング等が懸念された。 

掘削した塊状葦混入土 309,700m3 は、回転

式破砕混合工法により解砕（リサイクル率

97.57％）、土砂内に混入している土塊を振動

ふるい機分別（リサイクル率 99.50％）、多量

の葦地下茎を風力選別（リサイクル率

99.64％）行い、効率的なリサイクル率の向上

を図った。 

 
 

 

写真１ 回転式破砕混合プラント全景 

 
写真３ 風力選別機 写真２ 振動ふるい機 

 

令和 3 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰
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１０５国０７０ 

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

受賞者名 

公公益益財財団団法法人人産産業業廃廃棄棄物物処処理理事事業業振振興興財財団団  

取組の実践場所 

全全国国  

受賞テーマ 

建建設設現現場場従従事事者者向向けけのの講講習習会会のの開開催催にによよるる建建設設副副産産物物のの３３ＲＲ・・適適正正処処理理等等のの推推進進 
 

建設副産物の３Ｒや適正処理に関する情報が伝わりにくい小規

模な建設現場従事者（一人親方を含む）への情報伝達を主目的と

した講習会を、関係団体（自治体、建設業界、解体業界、処理業

界、健保組合等）の支援を得て 10 年間実施しており、今後も継続

する予定である。一人親方等の小規模な建設現場従事者から、「大

変勉強になった」等のコメントをもらっている。 

 

【 講習会の概要 】 

＜産業廃棄物コース＞ 講義時間：4時間 30 分 

 ・建設廃棄物の分別、保管、運搬、処分、委託処理 

  建設廃棄物の委託処理に際しての元請業者などの役割 

 ・建設リサイクル法 

 ・建設副産物の３Ｒ推進 

 ・土壌汚染対策法の概要 

＜残土・汚染土コース＞ 講義時間：4時間 30 分 

 ・建設発生土の３Ｒ推進と適切な取扱い 

 ・残土問題と残土条例 

 ・土壌汚染対策法の概要、汚染土壌の搬出手続きと運搬基準 

＜総合管理コース＞ 講義時間：6時間 

 ・上記２コースの内容を、総合的に解説 

【 講習内容の特徴 】 

  ・小規模な建設業者の講習会については、他の受講者の場合と  

比較して安価で短い講義時間となるように配慮した。また、

文字の大きいカラーの配布資料を別途に作成した。 

・法違反などに伴うトラブル事例を踏まえて解説した。 

  ・関係法令（フロン排出抑制法、騒音・振動規制法、工事排水に

関する規制等）を解説した。 

  ・国土交通省の建設リサイクル推進計画、建設リサイクルガイド

ラインを紹介し、併せて通達・マニュアル等（建設汚泥、建設

発生土、廃棄物混じり土、自然由来重金属含有土壌）を紹介し

た。 

   ・建設業界の手引書等（建設廃棄物、汚染土壌など）を紹介した。 

【 講習会テキストダイジェスト版の公開 】 

受賞者のホームページに講習テキストの要約版（ダイジェスト

版）を掲載し、法改正等に応じて更新した。 

【講習会の開催実績（平成 23 年度～令和 2 年度）】 

  定期講習（同財団） ： 89 回、1,327 名 

  出張講習      ：102 回、3,487 名 

    短時間出張講習   ： 34 回、  613 名 

  合計        ：225 回、5,427 名 

 

       

 

 
講習会リーフレット（表面、令和 3年度） 

 
講習状況（主催：小規模な建設業者の団体） 

 
講習状況（主催：自治体） 

１０６国０７１ 

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

受賞者名 

株株式式会会社社熊熊谷谷組組  
取組の実践場所 

全全国国  

受賞テーマ 

伐伐採採木木とと現現地地発発生生表表土土ををリリササイイククルルすするる法法面面緑緑化化工工法法（（ネネッッココチチッッププ工工法法）） 
 

ネッコチップ工法は、伐採木を粉砕したチップ材と現地発生土（表土）を生育基盤の材料としてリサイクルする緑

化工法である。チップ材は堆肥化などの処理をせず、生のまま緑化の生育基盤材の材料としてリサイクルが可能であ

る。現地発生表土はその中に含まれる埋土種子や根茎からの発芽により、在来植生を復元し、生態系の保全と植生の

多様化に貢献することができる。 

ネッコチップ工法は開発以来 20 年以上継続して実施している。リサイクルの推進を目的として基本の標準施工シス

テム（下図）と合わせて狭隘な地形や高所多段法面でも施工が可能な高所施工システム（ポンプ圧送方式）を開発し

た。                                     

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
特長等 
１．建設副産物の発生量の抑制とリサイクルによる環境への負荷の低減、また、コスト低減ができる。 
２．大きな生のチップ材を生育基盤材料として利用できる。また、従来まで使用が困難であった表土や表土に含まれ

る根茎、粘土分を多く含んだ土なども団粒構造を持つ基盤に改良し撒きだすことにより有効に利用できる。 
３．現地発生表土の利用による在来植生の復元・植生の多様化・生態系の保全が可能である。 
４．無機質を主体とした土壌を材料として用いるため、長期的に安定した生育基盤の造成ができる。 
５．専用プラント・高速ベルトコンベアを用いた機械化システムにより建設廃棄物が効率的にリサイクルでき、経済

的な施工ができる。 
 

 

伐伐採採木木・・流流木木

生生育育基基盤盤材材料料のの製製造造
（（専専用用ミミキキシシンンググププラランントト））

生生育育基基盤盤のの造造成成
（（高高速速ベベルルトトココンンベベアア式式撒撒ききだだしし機機））

針針状状チチッッププ化化
((長長ささ2200ccmm以以下下))

団団粒粒剤剤
接接合合剤剤
肥肥料料
水水異異物物除除去去

法法　　面面　　緑緑　　化化

現現地地発発生生土土
（（表表土土））

施工のフロー

伐伐採採木木・・流流木木

生生育育基基盤盤材材料料のの製製造造
（（専専用用ミミキキシシンンググププラランントト））

生生育育基基盤盤のの造造成成
（（高高速速ベベルルトトココンンベベアア式式撒撒ききだだしし機機））

針針状状チチッッププ化化
((長長ささ2200ccmm以以下下))

団団粒粒剤剤
接接合合剤剤
肥肥料料
水水異異物物除除去去

法法　　面面　　緑緑　　化化法法　　面面　　緑緑　　化化

現現地地発発生生土土
（（表表土土））

施工のフロー
標準施工システム（撒きだし方式） 

施工フロー 

 

チップ化 

 

現地発生表土の採取 

++  

生育基盤材料の法面への撒きだし 

（標準施工システム） 

 

ネッコチップ工法により緑化・修景された法面 

ネッコチップ工法施工前法面 植生状況 

現地発生伐採木 

（根っこや枝葉） 

生育基盤材料の製造 

（定置式大型ミキシングプラント） 

 

令和 3 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰
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１０５国０７０ 

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

受賞者名 

公公益益財財団団法法人人産産業業廃廃棄棄物物処処理理事事業業振振興興財財団団  

取組の実践場所 

全全国国  

受賞テーマ 

建建設設現現場場従従事事者者向向けけのの講講習習会会のの開開催催にによよるる建建設設副副産産物物のの３３ＲＲ・・適適正正処処理理等等のの推推進進 
 

建設副産物の３Ｒや適正処理に関する情報が伝わりにくい小規

模な建設現場従事者（一人親方を含む）への情報伝達を主目的と

した講習会を、関係団体（自治体、建設業界、解体業界、処理業

界、健保組合等）の支援を得て 10 年間実施しており、今後も継続

する予定である。一人親方等の小規模な建設現場従事者から、「大

変勉強になった」等のコメントをもらっている。 

 

【 講習会の概要 】 

＜産業廃棄物コース＞ 講義時間：4時間 30 分 

 ・建設廃棄物の分別、保管、運搬、処分、委託処理 

  建設廃棄物の委託処理に際しての元請業者などの役割 

 ・建設リサイクル法 

 ・建設副産物の３Ｒ推進 

 ・土壌汚染対策法の概要 

＜残土・汚染土コース＞ 講義時間：4時間 30 分 

 ・建設発生土の３Ｒ推進と適切な取扱い 

 ・残土問題と残土条例 

 ・土壌汚染対策法の概要、汚染土壌の搬出手続きと運搬基準 

＜総合管理コース＞ 講義時間：6時間 

 ・上記２コースの内容を、総合的に解説 

【 講習内容の特徴 】 

  ・小規模な建設業者の講習会については、他の受講者の場合と  

比較して安価で短い講義時間となるように配慮した。また、

文字の大きいカラーの配布資料を別途に作成した。 

・法違反などに伴うトラブル事例を踏まえて解説した。 

  ・関係法令（フロン排出抑制法、騒音・振動規制法、工事排水に

関する規制等）を解説した。 

  ・国土交通省の建設リサイクル推進計画、建設リサイクルガイド

ラインを紹介し、併せて通達・マニュアル等（建設汚泥、建設

発生土、廃棄物混じり土、自然由来重金属含有土壌）を紹介し

た。 

   ・建設業界の手引書等（建設廃棄物、汚染土壌など）を紹介した。 

【 講習会テキストダイジェスト版の公開 】 

受賞者のホームページに講習テキストの要約版（ダイジェスト

版）を掲載し、法改正等に応じて更新した。 

【講習会の開催実績（平成 23 年度～令和 2 年度）】 

  定期講習（同財団） ： 89 回、1,327 名 

  出張講習      ：102 回、3,487 名 

    短時間出張講習   ： 34 回、  613 名 

  合計        ：225 回、5,427 名 

 

       

 

 
講習会リーフレット（表面、令和 3年度） 

 
講習状況（主催：小規模な建設業者の団体） 

 
講習状況（主催：自治体） 

１０６国０７１ 

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

受賞者名 

株株式式会会社社熊熊谷谷組組  
取組の実践場所 

全全国国  

受賞テーマ 

伐伐採採木木とと現現地地発発生生表表土土ををリリササイイククルルすするる法法面面緑緑化化工工法法（（ネネッッココチチッッププ工工法法）） 
 

ネッコチップ工法は、伐採木を粉砕したチップ材と現地発生土（表土）を生育基盤の材料としてリサイクルする緑

化工法である。チップ材は堆肥化などの処理をせず、生のまま緑化の生育基盤材の材料としてリサイクルが可能であ

る。現地発生表土はその中に含まれる埋土種子や根茎からの発芽により、在来植生を復元し、生態系の保全と植生の

多様化に貢献することができる。 

ネッコチップ工法は開発以来 20 年以上継続して実施している。リサイクルの推進を目的として基本の標準施工シス

テム（下図）と合わせて狭隘な地形や高所多段法面でも施工が可能な高所施工システム（ポンプ圧送方式）を開発し

た。                                     

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
特長等 
１．建設副産物の発生量の抑制とリサイクルによる環境への負荷の低減、また、コスト低減ができる。 
２．大きな生のチップ材を生育基盤材料として利用できる。また、従来まで使用が困難であった表土や表土に含まれ

る根茎、粘土分を多く含んだ土なども団粒構造を持つ基盤に改良し撒きだすことにより有効に利用できる。 
３．現地発生表土の利用による在来植生の復元・植生の多様化・生態系の保全が可能である。 
４．無機質を主体とした土壌を材料として用いるため、長期的に安定した生育基盤の造成ができる。 
５．専用プラント・高速ベルトコンベアを用いた機械化システムにより建設廃棄物が効率的にリサイクルでき、経済

的な施工ができる。 
 

 

伐伐採採木木・・流流木木

生生育育基基盤盤材材料料のの製製造造
（（専専用用ミミキキシシンンググププラランントト））

生生育育基基盤盤のの造造成成
（（高高速速ベベルルトトココンンベベアア式式撒撒ききだだしし機機））

針針状状チチッッププ化化
((長長ささ2200ccmm以以下下))

団団粒粒剤剤
接接合合剤剤
肥肥料料
水水異異物物除除去去

法法　　面面　　緑緑　　化化

現現地地発発生生土土
（（表表土土））

施工のフロー

伐伐採採木木・・流流木木

生生育育基基盤盤材材料料のの製製造造
（（専専用用ミミキキシシンンググププラランントト））

生生育育基基盤盤のの造造成成
（（高高速速ベベルルトトココンンベベアア式式撒撒ききだだしし機機））

針針状状チチッッププ化化
((長長ささ2200ccmm以以下下))

団団粒粒剤剤
接接合合剤剤
肥肥料料
水水異異物物除除去去

法法　　面面　　緑緑　　化化法法　　面面　　緑緑　　化化

現現地地発発生生土土
（（表表土土））

施工のフロー
標準施工システム（撒きだし方式） 

施工フロー 

 

チップ化 

 

現地発生表土の採取 

++  

生育基盤材料の法面への撒きだし 

（標準施工システム） 

 

ネッコチップ工法により緑化・修景された法面 

ネッコチップ工法施工前法面 植生状況 

現地発生伐採木 

（根っこや枝葉） 

生育基盤材料の製造 

（定置式大型ミキシングプラント） 

 

令和 3 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰
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１０７文００１ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  福福島島県県南南会会津津郡郡只只見見町町立立只只見見中中学学校校  

取組の実践場所 

  福福島島県県南南会会津津郡郡只只見見町町、、新新潟潟県県上上越越市市  

受賞テーマ 

  「「ププララススチチッッククごごみみ削削減減運運動動～～新新聞聞紙紙をを使使っったたレレジジ袋袋作作成成、、米米袋袋をを利利用用ししたた酒酒袋袋作作成成」」  

 
（１）どのような３Ｒ活動か 
新聞紙の古紙回収を行いリサイクルするという視点から、新聞紙によるレジ袋の作成によってエコバックとしてリ

ユースし、改良を重ねていくことでリデュースへとつなげていく活動である。 
 
（２）取組のポイント、特長 

ＥＳＤ・海洋教育の一環で、新潟県で海岸のゴミ拾いを実施した。海洋ゴミが多くあることが分かった。その中で
も特にプラスチックごみが多く存在しており、削減するためにはどのような活動を取り入れていけばいいかを生徒自
身が考えた。その中で、新聞紙によるレジ袋を作成するというアイディアが浮かんできた。全校生で新聞紙によるレ
ジ袋作成を行っており、受賞者の取組を地元の新聞社やテレビ局、学校ホームページを通して発信した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（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 
只見町は山に囲まれており、海とは全く関係がないように思われる。しかし、グローバルな視点で考えると、海と

川はつながっている。遠く離れた只見の地から、プラスチックごみを削減するために考えた新聞紙によるレジ袋作成。 
同校だけで取り組んでいた新聞紙によるレジ袋作成を、只見町全体に知ってほしいと考え、只見町教育委員会の協

力の下、夏休みに地域の振興センターで新聞紙によるレジ袋作成教室を行った。講師役は生徒が務めた。 
この活動を通して、新聞紙によるレジ袋作成が地域へと浸透していった。 

 
 
 
 
 
 

工夫した点は次の２点である。 
①リデュースの視点から、強度の問題を考えた。新聞紙レジ袋はあまり重いものを入れることができないという弱

点があった。この弱点を解消するために、底に厚紙を敷いて、持ち手の部分の強度を高めた。さらに、地元のお
酒を入れる袋として、米袋による酒袋を作成した。生徒がミシンを使って強度を高め、商品名を筆で書き、商店
に納入している。 

②リユースの意識を広める視点から、自分たちだけではなく多くの人に新聞紙によるレジ袋を活用してほしいと考
えた。町の商店に働きかけを行い、新聞紙によるレジ袋を納品するようになったことである。令和２年７月から
のレジ袋有料化の影響もあり、マスコミで取り上げられたが、学校ホームページでも積極的に発信してきた。加
えて、只見町教育委員会の協力を得たことも大きい。同校での取組のシンボルから只見町全体の取組として発展
した。単にエコバックやリサイクルの呼びかけだけではなく、３Ｒ活動の視点をもった取組になってきた。 
 
 
 
 
 
 
 

 
（４）今後の予定 
ＳＤＧｓの１７の目標の中の「１２ つくる責任 つかう責任」、「１３ 気候変動に具体的な対策を」、「１４ 海の豊

かさを守ろう」、「１５ 陸の豊かさを守ろう」の意識を高めていく。 
また、只見川流域の町村を巻き込んだ活動にしていく。 

 

 

１０８文００２ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  静静岡岡市市立立千千代代田田東東小小学学校校  ４４年年３３組組  

取組の実践場所 

  静静岡岡県県静静岡岡市市  

受賞テーマ 

  「「海海洋洋ププララススチチッッククごごみみ問問題題」」かからら、、安安心心・・安安全全なな未未来来をを考考ええるる  

 
受賞者は、コロナ禍において前年度から３カ月の休校があったが、総合的な学習の時間を中心に「海洋プラスチッ

クごみ問題」をテーマとして全教科を横断的に学び、児童が３Ｒ（４Ｒ）に取り組む主体者となれるようなカリキュ

ラムを実施した（写真１）。 

 児童の主体性を育み、３Ｒ（４Ｒ）活動の主体者となれるよう、民学官からなるオブザーバーが、それぞれの立場・

分野において授業に参加し、学習意欲を高めることに努めた（写真２）。 

このように、「海洋プラスチックごみ」という大きなテーマを設定することにより、全ての授業が一つの線で繋がる

ようにカリキュラムを組み立て、民学官が一体となり、１年間継続し授業に関わることは、国内初の取組ではないか

と同校では考えている。 

 静岡市には、日本の湾の中で一番の深さ 2,500ｍを誇る駿河湾があり、駿河湾の生き物に関する研究や海洋環境、海

洋資源の研究を行っている東海大学海洋科学博物館がある。当博物館の学芸員より、駿河湾の深海 2,500ｍに住むミズ

ウオが三保海岸へ打ち上げられたものを採取し、胃の中を解剖した結果、プラスチックごみが取り出されたことを紹

介する等、地域特性をきっかけとして、ごみや環境問題に全く意識がなかった児童たちに、興味を抱かせることから

学習を始めた（写真３）。 

 

 

 

 

 

 

 

（写真１ 児童が主体者となるカリキュラム）（写真２ 民学官による授業の様子）（写真３ ミズウオの胃の内容物） 

 

 通常の授業だけでなく、民学官のオブザーバーが積極的に授業へ参加（写真４・５）し、「海洋プラスチックごみ問

題」についての現状や自分達の生活に与える影響、企業の取組など様々な視点でアプローチすることで、ごみや環境

問題に全く意識がなかった児童たちが、親にマイバッグやマイボトルを持参するように声かけ、地元の河川清掃を同

じ学年の児童や地元企業に呼び掛け実施（写真６）するなど、児童たち自身の意識に変化が見られ、児童が主体的に

プラスチックごみ削減に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 
 
（写真４ 静岡市とジーユーとの授業）（写真５ 早稲田大学山田教授の授業）（写真６ 児童が主体となった河川清掃） 

 
今後は、授業を通じて学んだことを踏まえたチラシを制作し、地元スーパーの店頭において、チラシを配布しなが

ら、海洋プラスチックごみ問題の現状を訴えると共に、店舗を利用する消費者へ、マイバッグの持参などによるプラ

スチックごみの削減、ペットボトルなどをリサイクルするように推進し、ポイ捨てをしないこと等を啓発していく。 
児童たちは、３Ｒ（４Ｒ）について活動を継続すると共に、新４年生へも活動の概要を伝え取組を引き継いでいく

予定である。さらに、今回実施した総合的な学習の内容は、校内の教員で共有するだけではなく、全国どの学校でも

実践できるように、モデルケースとして、閲覧できるようにする。 
また、自治体や民間企業においても、環境教育のモデルケースとして参考にしてもらえるようにする。 

 
 

 

令和 3 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰
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１０７文００１ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  福福島島県県南南会会津津郡郡只只見見町町立立只只見見中中学学校校  

取組の実践場所 

  福福島島県県南南会会津津郡郡只只見見町町、、新新潟潟県県上上越越市市  

受賞テーマ 

  「「ププララススチチッッククごごみみ削削減減運運動動～～新新聞聞紙紙をを使使っったたレレジジ袋袋作作成成、、米米袋袋をを利利用用ししたた酒酒袋袋作作成成」」  

 
（１）どのような３Ｒ活動か 
新聞紙の古紙回収を行いリサイクルするという視点から、新聞紙によるレジ袋の作成によってエコバックとしてリ

ユースし、改良を重ねていくことでリデュースへとつなげていく活動である。 
 
（２）取組のポイント、特長 

ＥＳＤ・海洋教育の一環で、新潟県で海岸のゴミ拾いを実施した。海洋ゴミが多くあることが分かった。その中で
も特にプラスチックごみが多く存在しており、削減するためにはどのような活動を取り入れていけばいいかを生徒自
身が考えた。その中で、新聞紙によるレジ袋を作成するというアイディアが浮かんできた。全校生で新聞紙によるレ
ジ袋作成を行っており、受賞者の取組を地元の新聞社やテレビ局、学校ホームページを通して発信した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（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 
只見町は山に囲まれており、海とは全く関係がないように思われる。しかし、グローバルな視点で考えると、海と

川はつながっている。遠く離れた只見の地から、プラスチックごみを削減するために考えた新聞紙によるレジ袋作成。 
同校だけで取り組んでいた新聞紙によるレジ袋作成を、只見町全体に知ってほしいと考え、只見町教育委員会の協

力の下、夏休みに地域の振興センターで新聞紙によるレジ袋作成教室を行った。講師役は生徒が務めた。 
この活動を通して、新聞紙によるレジ袋作成が地域へと浸透していった。 

 
 
 
 
 
 

工夫した点は次の２点である。 
①リデュースの視点から、強度の問題を考えた。新聞紙レジ袋はあまり重いものを入れることができないという弱

点があった。この弱点を解消するために、底に厚紙を敷いて、持ち手の部分の強度を高めた。さらに、地元のお
酒を入れる袋として、米袋による酒袋を作成した。生徒がミシンを使って強度を高め、商品名を筆で書き、商店
に納入している。 

②リユースの意識を広める視点から、自分たちだけではなく多くの人に新聞紙によるレジ袋を活用してほしいと考
えた。町の商店に働きかけを行い、新聞紙によるレジ袋を納品するようになったことである。令和２年７月から
のレジ袋有料化の影響もあり、マスコミで取り上げられたが、学校ホームページでも積極的に発信してきた。加
えて、只見町教育委員会の協力を得たことも大きい。同校での取組のシンボルから只見町全体の取組として発展
した。単にエコバックやリサイクルの呼びかけだけではなく、３Ｒ活動の視点をもった取組になってきた。 
 
 
 
 
 
 
 

 
（４）今後の予定 
ＳＤＧｓの１７の目標の中の「１２ つくる責任 つかう責任」、「１３ 気候変動に具体的な対策を」、「１４ 海の豊

かさを守ろう」、「１５ 陸の豊かさを守ろう」の意識を高めていく。 
また、只見川流域の町村を巻き込んだ活動にしていく。 

 

 

１０８文００２ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  静静岡岡市市立立千千代代田田東東小小学学校校  ４４年年３３組組  

取組の実践場所 

  静静岡岡県県静静岡岡市市  

受賞テーマ 

  「「海海洋洋ププララススチチッッククごごみみ問問題題」」かからら、、安安心心・・安安全全なな未未来来をを考考ええるる  

 
受賞者は、コロナ禍において前年度から３カ月の休校があったが、総合的な学習の時間を中心に「海洋プラスチッ

クごみ問題」をテーマとして全教科を横断的に学び、児童が３Ｒ（４Ｒ）に取り組む主体者となれるようなカリキュ

ラムを実施した（写真１）。 

 児童の主体性を育み、３Ｒ（４Ｒ）活動の主体者となれるよう、民学官からなるオブザーバーが、それぞれの立場・

分野において授業に参加し、学習意欲を高めることに努めた（写真２）。 

このように、「海洋プラスチックごみ」という大きなテーマを設定することにより、全ての授業が一つの線で繋がる

ようにカリキュラムを組み立て、民学官が一体となり、１年間継続し授業に関わることは、国内初の取組ではないか

と同校では考えている。 

 静岡市には、日本の湾の中で一番の深さ 2,500ｍを誇る駿河湾があり、駿河湾の生き物に関する研究や海洋環境、海

洋資源の研究を行っている東海大学海洋科学博物館がある。当博物館の学芸員より、駿河湾の深海 2,500ｍに住むミズ

ウオが三保海岸へ打ち上げられたものを採取し、胃の中を解剖した結果、プラスチックごみが取り出されたことを紹

介する等、地域特性をきっかけとして、ごみや環境問題に全く意識がなかった児童たちに、興味を抱かせることから

学習を始めた（写真３）。 

 

 

 

 

 

 

 

（写真１ 児童が主体者となるカリキュラム）（写真２ 民学官による授業の様子）（写真３ ミズウオの胃の内容物） 

 

 通常の授業だけでなく、民学官のオブザーバーが積極的に授業へ参加（写真４・５）し、「海洋プラスチックごみ問

題」についての現状や自分達の生活に与える影響、企業の取組など様々な視点でアプローチすることで、ごみや環境

問題に全く意識がなかった児童たちが、親にマイバッグやマイボトルを持参するように声かけ、地元の河川清掃を同

じ学年の児童や地元企業に呼び掛け実施（写真６）するなど、児童たち自身の意識に変化が見られ、児童が主体的に

プラスチックごみ削減に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 
 
（写真４ 静岡市とジーユーとの授業）（写真５ 早稲田大学山田教授の授業）（写真６ 児童が主体となった河川清掃） 

 
今後は、授業を通じて学んだことを踏まえたチラシを制作し、地元スーパーの店頭において、チラシを配布しなが

ら、海洋プラスチックごみ問題の現状を訴えると共に、店舗を利用する消費者へ、マイバッグの持参などによるプラ

スチックごみの削減、ペットボトルなどをリサイクルするように推進し、ポイ捨てをしないこと等を啓発していく。 
児童たちは、３Ｒ（４Ｒ）について活動を継続すると共に、新４年生へも活動の概要を伝え取組を引き継いでいく

予定である。さらに、今回実施した総合的な学習の内容は、校内の教員で共有するだけではなく、全国どの学校でも

実践できるように、モデルケースとして、閲覧できるようにする。 
また、自治体や民間企業においても、環境教育のモデルケースとして参考にしてもらえるようにする。 

 
 

 

令和 3 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰
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１０９文００３ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  甲甲州州市市立立祝祝小小学学校校  

取組の実践場所 

  山山梨梨県県甲甲州州市市勝勝沼沼町町  

受賞テーマ 

  農農業業遺遺産産ののここのの町町でで、、日日常常的的ににででききるるリリササイイククルル・・リリユユーースス。。私私たたちちがが環環境境ののたためめににででききるるこことと。。  

 
【３９年続く有価物回収 リサイクル】 

受賞者の学区は、ぶどう栽培とワイン醸造が昔から活発である。昭和５７年から
有価物回収を高学年児童やＰＴＡと地域の協力を得て開始し、現在に至るまで年１
回の活動が毎年行われている。 
ぶどう農家や観光ぶどう園、ワインの仕込みが忙しくなる前の４月下旬、ＰＴＡ

の役員が中心となり、１０カ所の校区を分担して各家の道路沿いに出された有価物
（新聞紙・空き缶・段ボール・ワイン瓶・ビール瓶・古着など）を回収する。令和
２年度は、学校が臨時休業の為、やむなく中止とした。アルミ缶・スチール缶の回
収については地域にお願いして、持ち込みができる範囲で協力してもらった。来年
度においては、感染症対策にも留意しつつ実施する予定だ。 

 
【アルミ缶・スチール缶・紙パック 毎月回収 リサイクル】 

日常活動として、毎月第１金曜日はアルミ缶・スチール缶収集日、第３金曜
日は紙パック回収日を設定している。児童が無理のない範囲で登校時に持参し、
児童会「ふれあい委員会」が中心となって回収作業を行っている。缶類に関し
てはコンテナを設置し、指定日以外でも収集できるようにした。また、同校児
童だけでなく、地域の住民などにも無理のない範囲で協力してもらえるよう校
区全戸配布の「学校だより」にもお願い文を掲載した。 

 
【学区の清掃活動】 
コミュニティ・スクール２年目となる同校は、地域の住民などに安全指導や学習ボラ

ンティア・読み聞かせ・菊作りなどで学校に協力してもらっている。今年度は「児童が
地域のために何かできることはないか」を児童会で話し合い、学区の清掃活動を縦割り
班で行うこととなった。植え込みの中に吸い殻や空き缶が落ちていることが多かった。
帰校後６年生が分別してゴミやリサイクルに出した。観光客も訪れる学区をきれいにし
ておきたいという願いから来年度も、児童会行事として伝統にしていくことが確認され
た。 

 

【総合的な学習で子供服リユースの取組】 
６年生の総合的な学習でＳＤＧｓについて学習した。具体的

に自分たちができることとして、某企業の企画に参加した。児
童が、保護者や児童向けのお願い文を作成したり、児童向けに
校内のあちこちに協力の呼びかけのポスターを掲示したりし
た。１学期から２学期にかけての取組で合計８箱を企業に送る
ことができた。企業は、送られた子供服を選別し、ＵＮＨＣＲ
（国連難民高等弁務官事務所）に渡している。 
 
【残食削減 リデュース】 
保健給食委員会が、毎日の食材を発表する中で食材の大切さを伝え、食べ物の食べ残し軽減の意識付けを行った。

６年生「お弁当の日」で、食材や産地についても考えさせた。２年生「命の学習」で私たちが口にする物は、全て命
ある物だという学習をした。 
 
【無駄をなくそう リユース】 
色画用紙や画用紙など、図工や教材づくりで使った紙の残りを箱に入れて、まずそこにある中から使える紙を使う。

６年生の卒業プロジェクトの一環で、校庭の樹木にネームプレート設置。近所の製材所に行き、半端な板をもらって
きて使用した。 
 
【体育着 リユース】 
在校生に不要になった体育着を寄付してもらい、授業参観など、保護者が集まるときに必要な人に持ち帰ってもら

った。 
 
 
 

 

１１０農００１ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  株株式式会会社社静静鉄鉄スストトアア  

取組の実践場所 

  静静岡岡県県（（静静岡岡市市、、富富士士市市、、藤藤枝枝市市、、沼沼津津市市、、島島田田市市、、菊菊川川市市、、掛掛川川市市、、長長泉泉町町））  

受賞テーマ 

  持持続続可可能能なな未未来来をを目目指指ししたた、、地地域域とと連連携携ししたた３３ＲＲ推推進進活活動動  

    ～～食食品品ロロスス・・海海洋洋ププララ問問題題のの解解決決をを目目指指ししてて～～  

 
受賞者は、多くの地域の方々と関わる事業特性を活かして「地域パートナーシップ」を構築し、次世代に繋ぐこと

のできるサステナブルな社会を目指し３Ｒ推進に取組んでいる。 

 

1.どのような３Ｒ活動か 

①多品目リサイクル回収 

②事業活動による食品廃棄物リサイクル 

③環境配慮型資材導入による環境負荷低減 

④次世代を担う子どもを中心とした地域にむけた環境意識啓発（こどもエコ教室 他） 

 

2.取組のポイント、特長 

①ペットボトル、空き缶、牛乳パックはもちろん、トレー、食品、古着など民生部門の廃棄物削減 

②野菜くずの堆肥化、魚のあらの飼料化、廃油の燃料化等、事業活動によって発生する食品廃棄物のリサイクル及び

減量、食品ロス削減にむけた地域住民へのフードドライブ推進（フードドライブ啓発キャンペーン） 

③バイオマス 100％レジ袋、スプーンなど紙製カトラリー類の導入 

④地域の小学生を対象にした食品ロス・海洋プラ問題に関する出前授業（こどもエコ教室）、前から購入・予約販売推

進によるエシカル行動啓発、マイバッグ推進（2007 年より県内初の取組として） 

 

 

 

 

 

 

   【店頭に設置された回収ボックス】   【店内に設定されたフードバンク BOX】 【こどもエコ教室の様子】 

 

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 

①幅広い品目を回収し、買い物ついでに持ち込む事ができる為、消費者から非常に助かると好評をもらっている。ま

た、協力してくれた消費者に県民運動「クルポ※」のポイントを付与し、楽しみながらリサイクルに協力してもらっ

ている。 

※「クルポ」…スマートフォンなどの専用アプリを活用しながら、地球温暖化防止のための取り組みを実践する全世

代参加型の県民運動。ポイントで各種景品の当たる抽選に申し込むことができる。 

②各廃棄物関連業者と協力し各種食品のリサイクルに取り組んでいる。また、リサイクル回収対象外の一部食品は微

生物分解型生ごみ処理機を導入し減量処理をしている。 

③バイオマスレジ袋導入と合わせてレジ袋の値上げを行う事でマイバッグの持参とレジ袋の購入辞退の更なる促進

（マイバッグの持参率は 2020 年度、90％に達している）。紙製の資材を導入することで海洋汚染に繋がる可能性の

あるプラスチックごみを削減。 

④「こどもエコ教室」静岡市内の 7 校、約 600 名を対象に食品ロスと海洋プラ問題に関する出前授業を実施し、児童

の発案で店舗の従業員と協同で河川の清掃を実施。また、小学校の環境省「エコライフ・フェア」への出展にむけ

た授業協力を行い、教育支援としても取り組んだ。 

 

4.今後予定 

ＳＤＧｓを事業課題として捉えて各種活動に取り組んでおり、自社事業による食品ロスや容器包装などは年度別の

目標値をもって削減に取り組み、フードバンクや食品トレーリサイクルについてはさらに認知度を高め、より多くの

資源をリサイクルできるように啓発に取り組んでいる。 

 
 

 

令和 3 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰
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１０９文００３ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  甲甲州州市市立立祝祝小小学学校校  

取組の実践場所 

  山山梨梨県県甲甲州州市市勝勝沼沼町町  

受賞テーマ 

  農農業業遺遺産産ののここのの町町でで、、日日常常的的ににででききるるリリササイイククルル・・リリユユーースス。。私私たたちちがが環環境境ののたためめににででききるるこことと。。  

 
【３９年続く有価物回収 リサイクル】 

受賞者の学区は、ぶどう栽培とワイン醸造が昔から活発である。昭和５７年から
有価物回収を高学年児童やＰＴＡと地域の協力を得て開始し、現在に至るまで年１
回の活動が毎年行われている。 
ぶどう農家や観光ぶどう園、ワインの仕込みが忙しくなる前の４月下旬、ＰＴＡ

の役員が中心となり、１０カ所の校区を分担して各家の道路沿いに出された有価物
（新聞紙・空き缶・段ボール・ワイン瓶・ビール瓶・古着など）を回収する。令和
２年度は、学校が臨時休業の為、やむなく中止とした。アルミ缶・スチール缶の回
収については地域にお願いして、持ち込みができる範囲で協力してもらった。来年
度においては、感染症対策にも留意しつつ実施する予定だ。 

 
【アルミ缶・スチール缶・紙パック 毎月回収 リサイクル】 

日常活動として、毎月第１金曜日はアルミ缶・スチール缶収集日、第３金曜
日は紙パック回収日を設定している。児童が無理のない範囲で登校時に持参し、
児童会「ふれあい委員会」が中心となって回収作業を行っている。缶類に関し
てはコンテナを設置し、指定日以外でも収集できるようにした。また、同校児
童だけでなく、地域の住民などにも無理のない範囲で協力してもらえるよう校
区全戸配布の「学校だより」にもお願い文を掲載した。 

 
【学区の清掃活動】 
コミュニティ・スクール２年目となる同校は、地域の住民などに安全指導や学習ボラ

ンティア・読み聞かせ・菊作りなどで学校に協力してもらっている。今年度は「児童が
地域のために何かできることはないか」を児童会で話し合い、学区の清掃活動を縦割り
班で行うこととなった。植え込みの中に吸い殻や空き缶が落ちていることが多かった。
帰校後６年生が分別してゴミやリサイクルに出した。観光客も訪れる学区をきれいにし
ておきたいという願いから来年度も、児童会行事として伝統にしていくことが確認され
た。 

 

【総合的な学習で子供服リユースの取組】 
６年生の総合的な学習でＳＤＧｓについて学習した。具体的

に自分たちができることとして、某企業の企画に参加した。児
童が、保護者や児童向けのお願い文を作成したり、児童向けに
校内のあちこちに協力の呼びかけのポスターを掲示したりし
た。１学期から２学期にかけての取組で合計８箱を企業に送る
ことができた。企業は、送られた子供服を選別し、ＵＮＨＣＲ
（国連難民高等弁務官事務所）に渡している。 
 
【残食削減 リデュース】 
保健給食委員会が、毎日の食材を発表する中で食材の大切さを伝え、食べ物の食べ残し軽減の意識付けを行った。

６年生「お弁当の日」で、食材や産地についても考えさせた。２年生「命の学習」で私たちが口にする物は、全て命
ある物だという学習をした。 
 
【無駄をなくそう リユース】 
色画用紙や画用紙など、図工や教材づくりで使った紙の残りを箱に入れて、まずそこにある中から使える紙を使う。

６年生の卒業プロジェクトの一環で、校庭の樹木にネームプレート設置。近所の製材所に行き、半端な板をもらって
きて使用した。 
 
【体育着 リユース】 
在校生に不要になった体育着を寄付してもらい、授業参観など、保護者が集まるときに必要な人に持ち帰ってもら

った。 
 
 
 

 

１１０農００１ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  株株式式会会社社静静鉄鉄スストトアア  

取組の実践場所 

  静静岡岡県県（（静静岡岡市市、、富富士士市市、、藤藤枝枝市市、、沼沼津津市市、、島島田田市市、、菊菊川川市市、、掛掛川川市市、、長長泉泉町町））  

受賞テーマ 

  持持続続可可能能なな未未来来をを目目指指ししたた、、地地域域とと連連携携ししたた３３ＲＲ推推進進活活動動  

    ～～食食品品ロロスス・・海海洋洋ププララ問問題題のの解解決決をを目目指指ししてて～～  

 
受賞者は、多くの地域の方々と関わる事業特性を活かして「地域パートナーシップ」を構築し、次世代に繋ぐこと

のできるサステナブルな社会を目指し３Ｒ推進に取組んでいる。 

 

1.どのような３Ｒ活動か 

①多品目リサイクル回収 

②事業活動による食品廃棄物リサイクル 

③環境配慮型資材導入による環境負荷低減 

④次世代を担う子どもを中心とした地域にむけた環境意識啓発（こどもエコ教室 他） 

 

2.取組のポイント、特長 

①ペットボトル、空き缶、牛乳パックはもちろん、トレー、食品、古着など民生部門の廃棄物削減 

②野菜くずの堆肥化、魚のあらの飼料化、廃油の燃料化等、事業活動によって発生する食品廃棄物のリサイクル及び

減量、食品ロス削減にむけた地域住民へのフードドライブ推進（フードドライブ啓発キャンペーン） 

③バイオマス 100％レジ袋、スプーンなど紙製カトラリー類の導入 

④地域の小学生を対象にした食品ロス・海洋プラ問題に関する出前授業（こどもエコ教室）、前から購入・予約販売推

進によるエシカル行動啓発、マイバッグ推進（2007 年より県内初の取組として） 

 

 

 

 

 

 

   【店頭に設置された回収ボックス】   【店内に設定されたフードバンク BOX】 【こどもエコ教室の様子】 

 

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 

①幅広い品目を回収し、買い物ついでに持ち込む事ができる為、消費者から非常に助かると好評をもらっている。ま

た、協力してくれた消費者に県民運動「クルポ※」のポイントを付与し、楽しみながらリサイクルに協力してもらっ

ている。 

※「クルポ」…スマートフォンなどの専用アプリを活用しながら、地球温暖化防止のための取り組みを実践する全世

代参加型の県民運動。ポイントで各種景品の当たる抽選に申し込むことができる。 

②各廃棄物関連業者と協力し各種食品のリサイクルに取り組んでいる。また、リサイクル回収対象外の一部食品は微

生物分解型生ごみ処理機を導入し減量処理をしている。 

③バイオマスレジ袋導入と合わせてレジ袋の値上げを行う事でマイバッグの持参とレジ袋の購入辞退の更なる促進

（マイバッグの持参率は 2020 年度、90％に達している）。紙製の資材を導入することで海洋汚染に繋がる可能性の

あるプラスチックごみを削減。 

④「こどもエコ教室」静岡市内の 7 校、約 600 名を対象に食品ロスと海洋プラ問題に関する出前授業を実施し、児童

の発案で店舗の従業員と協同で河川の清掃を実施。また、小学校の環境省「エコライフ・フェア」への出展にむけ

た授業協力を行い、教育支援としても取り組んだ。 

 

4.今後予定 

ＳＤＧｓを事業課題として捉えて各種活動に取り組んでおり、自社事業による食品ロスや容器包装などは年度別の

目標値をもって削減に取り組み、フードバンクや食品トレーリサイクルについてはさらに認知度を高め、より多くの

資源をリサイクルできるように啓発に取り組んでいる。 

 
 

 

令和 3 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰
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１１１農００２ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  株株式式会会社社ユユニニババーースス  

取組の実践場所 

  青青森森県県・・岩岩手手県県・・秋秋田田県県  5577 店店舗舗、、デデリリカカセセンンタターー・・食食肉肉ププロロセセススセセンンタターー（（青青森森県県八八戸戸市市））  

受賞テーマ 

  地地域域にに密密着着ししたた３３ＲＲ活活動動のの継継続続ととごごみみのの減減量量化化  

 
１１．．店店舗舗ででのの環環境境活活動動    

（１）貴重な資源を再資源化するために、店頭で発泡スチロールトレイ、透明

容器・フタ、牛乳パック、アルミ缶、ペットボトルの回収 BOX を設置し

ている。 

（２）包装の省略、短冊のしの活用といった商品の簡易包装により、ごみを減

量化している。 

（３）レジ袋削減を推進するため、毎年、自社オリジナルのエコバッグを無料

配布している（令和 2 年度は 6 月 23 日に岩手・秋田県内 20 店舗で 4 万

枚を配布。平成 19 年度からの累計では、約 79 万枚を配布）。  

  

２２．．レレジジ袋袋売売上上金金のの一一部部をを活活用用ししたた資資源源ごごみみ回回収収スステテーーシショョンンのの設設置置にに関関すするる寄寄付付  

「もったいない・あおもり県民運動」（地球温暖化対策と３Ｒの推進）の一環として推進している「レジ袋の無料配

布中止」の趣旨に賛同し、2009 年 2 月から青森県内全店においてレジ袋の有料販売に取り組んでおり、2010 年から

その売上金の一部を環境貢献活動として還元するため、古紙等の「資源ごみ回収ステーション」を設置する市町村

や町内会等へ寄付を行っている。 

⇒2010 年～2020 年の寄付累計額および設置施設数：約 1,339 万円、87 件 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

３３．．食食品品残残渣渣をを有有効効活活用用ししたた食食品品リリササイイククルル・・ルルーーププ  

2008 年 7 月に、改正食品リサイクル法に基づく「再生利用事業計画」

の認定を全国で 3番目、東北では初めて国から受けた。 

店舗から排出された野菜や惣菜等の食品残渣（ざんさ）を有効利用す

るための食品リサイクル・ループを構築し、その取り組みを継続。食品

廃棄物の有効活用により廃棄物の削減、循環型社会の実現に貢献した。 

店舗で発生した食品残渣を回収して、食品リサイクル業者に搬入。こ

こで堆肥を生産し、農家へ提供する。この堆肥を使用して生産されたご

ぼうは、「エコごぼう」として店舗にて販売している。 

⇒2021 年の販売実績：4.6ｔ 

 
 

 
 

 

１１２経００５ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  ウウォォーータターーススタタンンドド株株式式会会社社  

取組の実践場所 

  東東京京都都世世田田谷谷区区、、埼埼玉玉県県ささいいたたまま市市・・所所沢沢市市、、神神奈奈川川県県葉葉山山町町・・鎌鎌倉倉市市・・小小田田原原市市・・川川崎崎市市・・  

藤藤沢沢市市、、京京都都府府京京都都市市、、群群馬馬県県館館林林市市  

受賞テーマ 

  給給水水機機設設置置ととママイイボボトトルルにによよるる使使いい捨捨ててププララススチチッッククボボトトルル削削減減  

 
（１） どのような３Ｒ活動か 

受賞者の事業は、水道直結ウォーターサーバー「ウォータースタンド」が提供する、ボトル入り飲料水と同様のお

いしいお水を飲むための「機能」をレンタル定額制で利用してもらうものである。ボトル入り飲料水の消費に伴って

使い捨てされる、プラスチックボトルの生産・運搬・回収などによる CO2排出やプラスチックボトルの陸・海洋などへ

の流出による課題を解決するために、2013 年からウォータースタンド事業を本格開

始し、2018 年に主力事業に転換した。３Ｒ活動のうち、「リデュース」活動に最も

注力しており、地方自治体とプラスチックボトル削減に向けた協定を締結し、公共

施設や地域内の企業・教育機関への給水機設置を進めている。自治体と一体となっ

てマイボトルへの給水を呼び掛けることで使い捨てプラスチックボトルの削減を推

進している。 
2021 年 3 月現在までに協定を締結している地方自治体は、東京都世田谷区、埼

玉県さいたま市・所沢市、神奈川県葉山町・鎌倉市・小田原市・川崎市・藤沢市、

京都府京都市、群馬県館林市である。 
 
（２） 取組のポイント、特長 

同社の取り組みのポイントは、マイボトル（水筒）に給水するという誰もが取り組める活動に落とし込んだ点である。さらに、「ウ

ォータースタンド」を、給水スタンドとして誰もがアクセスできる場所への設置を地方自治体と進め、おいしいお水へのニーズと環

境負荷軽減とを両立している。この取り組みをさらに拡大していくために、多様なツールを使用し利用者とコミュニケーションする

従業員の教育に注力している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

同社は経営指標に「ウォータースタンド」設置台数から推計した「使い捨てプラスチックボトル削減本数」を採用

している。また、業務プロセス全体を CO2排出抑制という観点で見直し、エコサイクル手当を導入して営業車の自動車

から自転車への切り替えを促している。業務外の活動としては、大学をはじめとする教育機関で出前授業の機会を設

け、直接の取引相手でない若い世代の層との「共創の場創り」を図っている。 

（４） 今後の予定 

気候変動への緩和策と適応計画の両輪が重要性を増しており、特に夏場の猛暑日が年々増加しているなかで各地域

の適応計画の遂行に貢献することは非常に重要である。適応計画の中で、水分補給は熱中症の予防に特に有効であり、

給水スタンドの設置台数を増加させていくことが同社の使命であると考えている。2021 年 3 月までに 10 か所の地方公

共団体と協定締結し、給水スタンドの設置を進めて行くほか、協定締結下の地域の公立小・中学校に対して給水スタ

ンドの設置を行う予定である。具体的な計画を策定している地方自治体は神奈川県葉山町・群馬県館林市で給水スタ

ンドの設置を行うことが決定している。 

 
 

▲ウォータースタンドの仕組み 

▲さかなクンのイラストによる 
オリジナル水筒 

▲同社「ミッションとビジョン」の解説動画（二次元コードから動画を視聴可能） 

令和 3 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰
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１１１農００２ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  株株式式会会社社ユユニニババーースス  

取組の実践場所 

  青青森森県県・・岩岩手手県県・・秋秋田田県県  5577 店店舗舗、、デデリリカカセセンンタターー・・食食肉肉ププロロセセススセセンンタターー（（青青森森県県八八戸戸市市））  

受賞テーマ 

  地地域域にに密密着着ししたた３３ＲＲ活活動動のの継継続続ととごごみみのの減減量量化化  

 
１１．．店店舗舗ででのの環環境境活活動動    

（１）貴重な資源を再資源化するために、店頭で発泡スチロールトレイ、透明

容器・フタ、牛乳パック、アルミ缶、ペットボトルの回収 BOX を設置し

ている。 

（２）包装の省略、短冊のしの活用といった商品の簡易包装により、ごみを減

量化している。 

（３）レジ袋削減を推進するため、毎年、自社オリジナルのエコバッグを無料

配布している（令和 2 年度は 6 月 23 日に岩手・秋田県内 20 店舗で 4 万

枚を配布。平成 19 年度からの累計では、約 79 万枚を配布）。  

  

２２．．レレジジ袋袋売売上上金金のの一一部部をを活活用用ししたた資資源源ごごみみ回回収収スステテーーシショョンンのの設設置置にに関関すするる寄寄付付  

「もったいない・あおもり県民運動」（地球温暖化対策と３Ｒの推進）の一環として推進している「レジ袋の無料配

布中止」の趣旨に賛同し、2009 年 2 月から青森県内全店においてレジ袋の有料販売に取り組んでおり、2010 年から

その売上金の一部を環境貢献活動として還元するため、古紙等の「資源ごみ回収ステーション」を設置する市町村

や町内会等へ寄付を行っている。 

⇒2010 年～2020 年の寄付累計額および設置施設数：約 1,339 万円、87 件 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

３３．．食食品品残残渣渣をを有有効効活活用用ししたた食食品品リリササイイククルル・・ルルーーププ  

2008 年 7 月に、改正食品リサイクル法に基づく「再生利用事業計画」

の認定を全国で 3番目、東北では初めて国から受けた。 

店舗から排出された野菜や惣菜等の食品残渣（ざんさ）を有効利用す

るための食品リサイクル・ループを構築し、その取り組みを継続。食品

廃棄物の有効活用により廃棄物の削減、循環型社会の実現に貢献した。 

店舗で発生した食品残渣を回収して、食品リサイクル業者に搬入。こ

こで堆肥を生産し、農家へ提供する。この堆肥を使用して生産されたご

ぼうは、「エコごぼう」として店舗にて販売している。 

⇒2021 年の販売実績：4.6ｔ 

 
 

 
 

 

１１２経００５ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  ウウォォーータターーススタタンンドド株株式式会会社社  

取組の実践場所 

  東東京京都都世世田田谷谷区区、、埼埼玉玉県県ささいいたたまま市市・・所所沢沢市市、、神神奈奈川川県県葉葉山山町町・・鎌鎌倉倉市市・・小小田田原原市市・・川川崎崎市市・・  

藤藤沢沢市市、、京京都都府府京京都都市市、、群群馬馬県県館館林林市市  

受賞テーマ 

  給給水水機機設設置置ととママイイボボトトルルにによよるる使使いい捨捨ててププララススチチッッククボボトトルル削削減減  

 
（１） どのような３Ｒ活動か 

受賞者の事業は、水道直結ウォーターサーバー「ウォータースタンド」が提供する、ボトル入り飲料水と同様のお

いしいお水を飲むための「機能」をレンタル定額制で利用してもらうものである。ボトル入り飲料水の消費に伴って

使い捨てされる、プラスチックボトルの生産・運搬・回収などによる CO2排出やプラスチックボトルの陸・海洋などへ

の流出による課題を解決するために、2013 年からウォータースタンド事業を本格開

始し、2018 年に主力事業に転換した。３Ｒ活動のうち、「リデュース」活動に最も

注力しており、地方自治体とプラスチックボトル削減に向けた協定を締結し、公共

施設や地域内の企業・教育機関への給水機設置を進めている。自治体と一体となっ

てマイボトルへの給水を呼び掛けることで使い捨てプラスチックボトルの削減を推

進している。 
2021 年 3 月現在までに協定を締結している地方自治体は、東京都世田谷区、埼

玉県さいたま市・所沢市、神奈川県葉山町・鎌倉市・小田原市・川崎市・藤沢市、

京都府京都市、群馬県館林市である。 
 
（２） 取組のポイント、特長 

同社の取り組みのポイントは、マイボトル（水筒）に給水するという誰もが取り組める活動に落とし込んだ点である。さらに、「ウ

ォータースタンド」を、給水スタンドとして誰もがアクセスできる場所への設置を地方自治体と進め、おいしいお水へのニーズと環

境負荷軽減とを両立している。この取り組みをさらに拡大していくために、多様なツールを使用し利用者とコミュニケーションする

従業員の教育に注力している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

同社は経営指標に「ウォータースタンド」設置台数から推計した「使い捨てプラスチックボトル削減本数」を採用

している。また、業務プロセス全体を CO2排出抑制という観点で見直し、エコサイクル手当を導入して営業車の自動車

から自転車への切り替えを促している。業務外の活動としては、大学をはじめとする教育機関で出前授業の機会を設

け、直接の取引相手でない若い世代の層との「共創の場創り」を図っている。 

（４） 今後の予定 

気候変動への緩和策と適応計画の両輪が重要性を増しており、特に夏場の猛暑日が年々増加しているなかで各地域

の適応計画の遂行に貢献することは非常に重要である。適応計画の中で、水分補給は熱中症の予防に特に有効であり、

給水スタンドの設置台数を増加させていくことが同社の使命であると考えている。2021 年 3 月までに 10 か所の地方公

共団体と協定締結し、給水スタンドの設置を進めて行くほか、協定締結下の地域の公立小・中学校に対して給水スタ

ンドの設置を行う予定である。具体的な計画を策定している地方自治体は神奈川県葉山町・群馬県館林市で給水スタ

ンドの設置を行うことが決定している。 

 
 

▲ウォータースタンドの仕組み 

▲さかなクンのイラストによる 
オリジナル水筒 

▲同社「ミッションとビジョン」の解説動画（二次元コードから動画を視聴可能） 

令和 3 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰
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113 国 009 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

鴻鴻池池・・剋剋真真・・松松本本特特定定建建設設工工事事共共同同企企業業体体  真真岡岡市市新新庁庁舎舎建建設設工工事事 
取組の実践場所 

栃栃木木県県真真岡岡市市  

受賞テーマ 

躯躯体体・・仕仕上上げげ工工事事かからら発発生生すするる建建設設副副産産物物のの削削減減とと CCOO22排排出出のの低低減減  

 

受賞者は、施工工事において次の取り組みを行った。 

 

1．基礎地中梁躯体において、在来型枠から鋼製型枠に変更して配筋をユニット化したことにより、建設副産物削減と

重機稼働率低減での CO2排出削減を図った。 

①鋼製型枠の採用により、建設副産物となるベニヤ型枠使用削減と型枠解体作業を短縮した。(Reduce) 

②鋼製型枠施工時に埋戻しを行うことにより、躯体構築後に予定していた重機作業を削減でき工程を短縮した。 

(Reduce) 

③三配筋をユニット化し揚重作業をまとめて行うことで、揚重機の稼働を低減した。(Reduce) 

◆上記①～③により基礎躯体全体での工程短縮が図られ、重機による CO2排出削減に繋がった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．型枠兼用断熱材使用により建設副産物・CO2排出削減を図った。 

・1 階スラブ下に型枠兼用断熱材を使用したことにより、建設副産物となるベニヤ型枠使用削減と解体･搬出作業

の省力化、断熱ウレタン吹付け作業を削減した。(Reduce) 

◆上記により資機材搬入出低減・工程短縮が図られ、資材揚重・搬入出車両による C02排出削減に繋がった。 

 

3．再生資源の積極的な利用と再利用促進 

・Ｈ鋼山留材は再利用品を取り入れた。また、通常であれば工事終了まで放置される山留材を引き抜くことで、資

材の再利用促進を図った。(Reuse) 

 

4．仕上げ木材の工場プレカット・ユニット化 

・内装壁・天井仕上げの木製ルーバーを工場にて加工・ユニット化したことにより、建設廃棄物（木くず）を削減

した。(Reduce) 

 
 
 
 
 

 

114 国 015 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

鴻鴻池池組組・・丸丸本本組組・・西西武武建建設設特特定定建建設設工工事事共共同同企企業業体体  

渡渡波波稲稲井井線線道道路路新新設設工工事事  
取組の実践場所 

宮宮城城県県石石巻巻市市  

受賞テーマ 

道道路路新新設設工工事事ににおおけけるる環環境境負負荷荷低低減減のの取取りり組組みみ  

 

受賞者は、「石巻市震災復興基本計画」に基づき、「災害に強い道路交通ネットワークの構築」を目指し、渡波地区

と稲井地区を結ぶ都市計画道路のうち、施工延長 2,671.184m を整備する工事において、環境負荷低減に貢献した。 

東日本大震災で津波被害にあった石巻市内中心部を経由せずに渡波地区から三陸自動車道（石巻女川 IC）に短時間

で接続でき、津波発生時における南北の避難路及び緊急輸送路としての役割を持たせた。また、石巻漁港の水産加工

業が集中する渡波地区及び魚町地区と三陸自動車道を短時間でアクセス可能となり、物流強化や企業再建へ寄与する

とともに、市民が安全・安心に暮らすことができるようになり、石巻市の復興に牽引した。 

 

1.固結工（中層混合処理工、深層混合処理工）から発生する盛り上がり土の低減（リデュース） 

工事現場の北部に位置する稲井地区は、盆地形成された低地で湿地が発達した軟弱な粘性土を主体とした地盤地

域にあるため、道路本線構築に先立ち固結工として中層混合処理及び深層混合処理を行った。中層混合処理工は SCM

工法（NETIS SK-020004-VE）、深層混合処理工は RAS コラム工法（旧 KT-980496-VE）にて実施した。 

中層混合処理工での盛り上がり土は 6,503.0ｍ3（一般工法では 9,634.1ｍ3）で、削減土量は 3,131.1ｍ3、10ｔダ

ンプトラック換算で約 570 台分の場外搬出を行うことがなくなり、環境負荷低減に大きく貢献した。 

  深層混合処理工での盛り上がり土は、Ac1 層では 1,536.2ｍ3（一般工法では 2,275.9ｍ3）、Ac2 層では 2,196.8ｍ3

（一般工法では 3,254.5ｍ3）で、併せた削減土量は 1,797.4ｍ3、10ｔダンプトラック換算で約 327 台分の場外搬出

を行うことがなくなり、環境負荷低減に大きく貢献した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.現場内発生土の有効利用（リユース） 

  工事現場内での発生土を自由処分（捨土）とせず、発注者と協議のうえ、4,138.3ｍ3を他工区へ有効利用した。 

 

3.伐採材のチップ化処理による再資源化（リサイクル） 

  工事現場内で発生した伐採材（1,621ｍ3）を中間処理施設で破砕処理し、木材チップやおが粉として再資源化した。 

 
4.現場内で発生した産業廃棄物の分別収集（リサイクル） 

  工事で発生した産業廃棄物を 3 種類に分別収集（廃プラスチック、紙類、木くず）し、リサイクル化を図った。

また、現場関係者が容易に分別収集出来るようにするため、環境教育（安全大会）において周知し、廃棄物の有効

利用が促され、混合廃棄物の排出削減ができた。 
 

SCM 工法 攪拌機（ロータリーブレンダー方式）SCM 工法 

令和 3 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰
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113 国 009 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

鴻鴻池池・・剋剋真真・・松松本本特特定定建建設設工工事事共共同同企企業業体体  真真岡岡市市新新庁庁舎舎建建設設工工事事 
取組の実践場所 

栃栃木木県県真真岡岡市市  

受賞テーマ 

躯躯体体・・仕仕上上げげ工工事事かからら発発生生すするる建建設設副副産産物物のの削削減減とと CCOO22排排出出のの低低減減  

 

受賞者は、施工工事において次の取り組みを行った。 

 

1．基礎地中梁躯体において、在来型枠から鋼製型枠に変更して配筋をユニット化したことにより、建設副産物削減と

重機稼働率低減での CO2排出削減を図った。 

①鋼製型枠の採用により、建設副産物となるベニヤ型枠使用削減と型枠解体作業を短縮した。(Reduce) 

②鋼製型枠施工時に埋戻しを行うことにより、躯体構築後に予定していた重機作業を削減でき工程を短縮した。 

(Reduce) 

③三配筋をユニット化し揚重作業をまとめて行うことで、揚重機の稼働を低減した。(Reduce) 

◆上記①～③により基礎躯体全体での工程短縮が図られ、重機による CO2排出削減に繋がった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．型枠兼用断熱材使用により建設副産物・CO2排出削減を図った。 

・1 階スラブ下に型枠兼用断熱材を使用したことにより、建設副産物となるベニヤ型枠使用削減と解体･搬出作業

の省力化、断熱ウレタン吹付け作業を削減した。(Reduce) 

◆上記により資機材搬入出低減・工程短縮が図られ、資材揚重・搬入出車両による C02排出削減に繋がった。 

 

3．再生資源の積極的な利用と再利用促進 

・Ｈ鋼山留材は再利用品を取り入れた。また、通常であれば工事終了まで放置される山留材を引き抜くことで、資

材の再利用促進を図った。(Reuse) 

 

4．仕上げ木材の工場プレカット・ユニット化 

・内装壁・天井仕上げの木製ルーバーを工場にて加工・ユニット化したことにより、建設廃棄物（木くず）を削減

した。(Reduce) 

 
 
 
 
 

 

114 国 015 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

鴻鴻池池組組・・丸丸本本組組・・西西武武建建設設特特定定建建設設工工事事共共同同企企業業体体  

渡渡波波稲稲井井線線道道路路新新設設工工事事  
取組の実践場所 

宮宮城城県県石石巻巻市市  

受賞テーマ 

道道路路新新設設工工事事ににおおけけるる環環境境負負荷荷低低減減のの取取りり組組みみ  

 

受賞者は、「石巻市震災復興基本計画」に基づき、「災害に強い道路交通ネットワークの構築」を目指し、渡波地区

と稲井地区を結ぶ都市計画道路のうち、施工延長 2,671.184m を整備する工事において、環境負荷低減に貢献した。 

東日本大震災で津波被害にあった石巻市内中心部を経由せずに渡波地区から三陸自動車道（石巻女川 IC）に短時間

で接続でき、津波発生時における南北の避難路及び緊急輸送路としての役割を持たせた。また、石巻漁港の水産加工

業が集中する渡波地区及び魚町地区と三陸自動車道を短時間でアクセス可能となり、物流強化や企業再建へ寄与する

とともに、市民が安全・安心に暮らすことができるようになり、石巻市の復興に牽引した。 

 

1.固結工（中層混合処理工、深層混合処理工）から発生する盛り上がり土の低減（リデュース） 

工事現場の北部に位置する稲井地区は、盆地形成された低地で湿地が発達した軟弱な粘性土を主体とした地盤地

域にあるため、道路本線構築に先立ち固結工として中層混合処理及び深層混合処理を行った。中層混合処理工は SCM

工法（NETIS SK-020004-VE）、深層混合処理工は RAS コラム工法（旧 KT-980496-VE）にて実施した。 

中層混合処理工での盛り上がり土は 6,503.0ｍ3（一般工法では 9,634.1ｍ3）で、削減土量は 3,131.1ｍ3、10ｔダ

ンプトラック換算で約 570 台分の場外搬出を行うことがなくなり、環境負荷低減に大きく貢献した。 

  深層混合処理工での盛り上がり土は、Ac1 層では 1,536.2ｍ3（一般工法では 2,275.9ｍ3）、Ac2 層では 2,196.8ｍ3

（一般工法では 3,254.5ｍ3）で、併せた削減土量は 1,797.4ｍ3、10ｔダンプトラック換算で約 327 台分の場外搬出

を行うことがなくなり、環境負荷低減に大きく貢献した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.現場内発生土の有効利用（リユース） 

  工事現場内での発生土を自由処分（捨土）とせず、発注者と協議のうえ、4,138.3ｍ3を他工区へ有効利用した。 

 

3.伐採材のチップ化処理による再資源化（リサイクル） 

  工事現場内で発生した伐採材（1,621ｍ3）を中間処理施設で破砕処理し、木材チップやおが粉として再資源化した。 

 
4.現場内で発生した産業廃棄物の分別収集（リサイクル） 

  工事で発生した産業廃棄物を 3 種類に分別収集（廃プラスチック、紙類、木くず）し、リサイクル化を図った。

また、現場関係者が容易に分別収集出来るようにするため、環境教育（安全大会）において周知し、廃棄物の有効

利用が促され、混合廃棄物の排出削減ができた。 
 

SCM 工法 攪拌機（ロータリーブレンダー方式）SCM 工法 

令和 3 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰
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115 国 025 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

清清水水建建設設株株式式会会社社  東東京京支支店店  

((仮仮称称))TTGGMMMM 芝芝浦浦ププロロジジェェククトト BB 棟棟新新築築工工事事建建設設所所  
取組の実践場所 

東東京京都都港港区区  

受賞テーマ 

大大規規模模建建設設現現場場ににおおけけるる４４ＲＲ活活動動    ～～環環境境負負荷荷低低減減活活動動のの限限界界へへチチャャレレンンジジ～～  

 

 受賞者は、施工工事において次の取り組みを行った。 

 

ポイント 

① 建設副産物発生原単位：8.6 ㎏/㎡達成（発生土・汚泥・がれき類を除く） 

（日建連調査原単位：23.7 ㎏/㎡に対し、▲15.1 ㎏/㎡（▲64％）） 

    混合廃棄物排出原単位：1.73 ㎏/㎡達成 

    （日建連調査原単位：6㎏/㎡に対し、▲4.27 ㎏/㎡（▲71％）） 

② リサイクル率 92％達成 

③ CO2減を図るために再資源化施設への巡回・直送を実施（2,724.5 ㎥、4ｔ車約 340 台分） 

④ 広域認定制度を使用し、石膏ボードを搬出 

 

建設副産物搬出量の多い大規模建設現場であるため、「環境委員会」を設立し、スーパーゼロエミッション活動の体

制を構築した。 

施工者・職長会・廃棄物処理業者が一体となるように推進した。副産物の発生抑制から減容までを環境委員会で行

い、排出原単位を抑えることに成功した。最大 18 品目の分別ヤード計画を立て、徹底分別する事により、混合廃棄物

排出原単位：1.73 ㎏/㎡を達成した。 

 

社内の取組み内容である副産物の巡回回収および再資源化施設への直送という基本方針で活動した。 

木くずはパーチクルボード原料化、非塩ビ系プラスチック類・紙くず・繊維くずは RPF 原料化となる再資源化施設

へ直送した。石膏ボードは広域認定制度を利用し、製造メーカーへ直送した。その他品目でもガス化溶融施設へ積極

的に搬出出来る様に中間処理業者へ協力要請した。これにより、リサイクル率 92％達成した。 

 
運送時に排出される CO2の削減を行う為、再資源化施設へ直送した。その際、搬出車両台数を減らすように減容する

事にも重点を置いた。 
 その結果、再資源化施設へ直送した数量は 2,724.5 ㎥（4ｔ車約 340 台分）となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

直送するメリット 巡回回収するメリット 

116 国 026 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  清清水水建建設設株株式式会会社社  秋秋葉葉原原昭昭和和通通りり計計画画  

取組の実践場所 

  東東京京都都台台東東区区  

受賞テーマ 

  事事業業開開発発・・設設計計・・施施工工をを自自社社でで一一貫貫ししてて手手掛掛けけ、、ラライイフフササイイククルルににおおけけるる３３ＲＲのの達達成成  

 

【概要】 

受賞者の施工工事は、交通利便性の高い秋葉原で行われ、当 

該エリアでは希少性の高い 1フロア・311 坪超の無柱空間を有 

しており、複数企業が入居する本格的マルチテナントオフィス 

で首都圏初となる「ZEB Ready」の第三者認証を取得した。 

事業開発・設計・施工を一貫して手掛けたことにより、ライ 

フサイクルにおける３Ｒへの率先した取り組みを行った。 

（ZEB Ready：再生エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費 

量から 50％以上の一次エネルギー消費量削減に適合した建築物） 

 

【設計段階における３Ｒ】 

■「シミズ NewRCSS 構法」と「Hy-ECOS 構法」のハイブリット構工法による効果 

①構造体の PCa（プレキャスト）化による型枠材の発生抑制（7,920 ㎡） 

②柱･梁の打放し仕上げによる外装材の発生抑制（1,608 ㎡） 

工場で構造躯体にフッ素樹脂塗装を行い仕上げ完了。現場内作業は搬入取付けのみとし、副産物発生を抑制した。 
＜シミズ NewRCSS 構法＞ 

柱に鉄筋コンクリート､梁に鉄骨を使用した、複合化構法。 
・梁を鉄骨造とすることで、軽量化が図れ、梁の型枠も不要。 
・柱のスリム化（柱サイズ≧梁せい×0.75）、低温靱性鋼材の採用可能。 

＜Hy-ECOS 構法＞ 

柱をＲＣ造とし、大梁の柱への接合端部を鉄筋コンクリートで根巻いた

鉄骨梁工法。 

• PCa 化により型枠を削減できるエコロジカルな構法。 

• PS 導入（PS Hy－ECOS）により、ロングスパン化が可能。 

 

【施工段階における３Ｒ】 

■施工中の分別活動 

ヤード計画、産廃回収前分別状況確認、一斉清掃、配車調整、現場内教

育など、現場一丸となり３Ｒに取り組んだ。 

委託処理業者の「分別支援チーム」と一緒に工期全体で 178 回・平均で

約週 1.8 回、日々の管理とは別で分別ヤードの重点確認を行った。 

この高い確認頻度を活かして PDCA サイクルを回し、現場が分別状況・

回収状況の是正を行い、総量原単位 11.7kg/m2・最終処分率 2.9％を達成した。当該現場では、RPF 原料の分別に力

を入れており、塩ビ非塩ビの分別を処理施設の基準に近づけるための教育や、感覚的な分別を可能にする「写真の

ものだけ投入可」といった分別啓発ポスターを作成するなどの工夫を行った。 

■リサイクル材の使用 

  構造体にリサイクル材を使用。（鉄骨 188t、鉄筋 1,473.5t） 

■ユニット化・無梱包化 

 デッキ開口の工場加工の推進、スペーサーなどの専用コンテナ収納による無梱包化など。 

 

【運用段階における３Ｒ】 

省エネルギーと室内環境の快適性を両立する放射空調システムの採用に加え、窓ガラスとブラインドの間に溜ま

る熱を吸い取るエアフローキャビティー等を導入し、標準ビル比 50％以上の省エネルギーを実現。 

自社ビルを持たないテナント企業の３Ｒの取組みにも貢献。 

 
 

令和 3 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰
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115 国 025 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

清清水水建建設設株株式式会会社社  東東京京支支店店  

((仮仮称称))TTGGMMMM 芝芝浦浦ププロロジジェェククトト BB 棟棟新新築築工工事事建建設設所所  
取組の実践場所 

東東京京都都港港区区  

受賞テーマ 

大大規規模模建建設設現現場場ににおおけけるる４４ＲＲ活活動動    ～～環環境境負負荷荷低低減減活活動動のの限限界界へへチチャャレレンンジジ～～  

 

 受賞者は、施工工事において次の取り組みを行った。 

 

ポイント 

① 建設副産物発生原単位：8.6 ㎏/㎡達成（発生土・汚泥・がれき類を除く） 

（日建連調査原単位：23.7 ㎏/㎡に対し、▲15.1 ㎏/㎡（▲64％）） 

    混合廃棄物排出原単位：1.73 ㎏/㎡達成 

    （日建連調査原単位：6㎏/㎡に対し、▲4.27 ㎏/㎡（▲71％）） 

② リサイクル率 92％達成 

③ CO2減を図るために再資源化施設への巡回・直送を実施（2,724.5 ㎥、4ｔ車約 340 台分） 

④ 広域認定制度を使用し、石膏ボードを搬出 

 

建設副産物搬出量の多い大規模建設現場であるため、「環境委員会」を設立し、スーパーゼロエミッション活動の体

制を構築した。 

施工者・職長会・廃棄物処理業者が一体となるように推進した。副産物の発生抑制から減容までを環境委員会で行

い、排出原単位を抑えることに成功した。最大 18 品目の分別ヤード計画を立て、徹底分別する事により、混合廃棄物

排出原単位：1.73 ㎏/㎡を達成した。 

 

社内の取組み内容である副産物の巡回回収および再資源化施設への直送という基本方針で活動した。 

木くずはパーチクルボード原料化、非塩ビ系プラスチック類・紙くず・繊維くずは RPF 原料化となる再資源化施設

へ直送した。石膏ボードは広域認定制度を利用し、製造メーカーへ直送した。その他品目でもガス化溶融施設へ積極

的に搬出出来る様に中間処理業者へ協力要請した。これにより、リサイクル率 92％達成した。 

 
運送時に排出される CO2の削減を行う為、再資源化施設へ直送した。その際、搬出車両台数を減らすように減容する

事にも重点を置いた。 
 その結果、再資源化施設へ直送した数量は 2,724.5 ㎥（4ｔ車約 340 台分）となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

直送するメリット 巡回回収するメリット 

116 国 026 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  清清水水建建設設株株式式会会社社  秋秋葉葉原原昭昭和和通通りり計計画画  

取組の実践場所 

  東東京京都都台台東東区区  

受賞テーマ 

  事事業業開開発発・・設設計計・・施施工工をを自自社社でで一一貫貫ししてて手手掛掛けけ、、ラライイフフササイイククルルににおおけけるる３３ＲＲのの達達成成  

 

【概要】 

受賞者の施工工事は、交通利便性の高い秋葉原で行われ、当 

該エリアでは希少性の高い 1フロア・311 坪超の無柱空間を有 

しており、複数企業が入居する本格的マルチテナントオフィス 

で首都圏初となる「ZEB Ready」の第三者認証を取得した。 

事業開発・設計・施工を一貫して手掛けたことにより、ライ 

フサイクルにおける３Ｒへの率先した取り組みを行った。 

（ZEB Ready：再生エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費 

量から 50％以上の一次エネルギー消費量削減に適合した建築物） 

 

【設計段階における３Ｒ】 

■「シミズ NewRCSS 構法」と「Hy-ECOS 構法」のハイブリット構工法による効果 

①構造体の PCa（プレキャスト）化による型枠材の発生抑制（7,920 ㎡） 

②柱･梁の打放し仕上げによる外装材の発生抑制（1,608 ㎡） 

工場で構造躯体にフッ素樹脂塗装を行い仕上げ完了。現場内作業は搬入取付けのみとし、副産物発生を抑制した。 
＜シミズ NewRCSS 構法＞ 

柱に鉄筋コンクリート､梁に鉄骨を使用した、複合化構法。 
・梁を鉄骨造とすることで、軽量化が図れ、梁の型枠も不要。 
・柱のスリム化（柱サイズ≧梁せい×0.75）、低温靱性鋼材の採用可能。 

＜Hy-ECOS 構法＞ 

柱をＲＣ造とし、大梁の柱への接合端部を鉄筋コンクリートで根巻いた

鉄骨梁工法。 

• PCa 化により型枠を削減できるエコロジカルな構法。 

• PS 導入（PS Hy－ECOS）により、ロングスパン化が可能。 

 

【施工段階における３Ｒ】 

■施工中の分別活動 

ヤード計画、産廃回収前分別状況確認、一斉清掃、配車調整、現場内教

育など、現場一丸となり３Ｒに取り組んだ。 

委託処理業者の「分別支援チーム」と一緒に工期全体で 178 回・平均で

約週 1.8 回、日々の管理とは別で分別ヤードの重点確認を行った。 

この高い確認頻度を活かして PDCA サイクルを回し、現場が分別状況・

回収状況の是正を行い、総量原単位 11.7kg/m2・最終処分率 2.9％を達成した。当該現場では、RPF 原料の分別に力

を入れており、塩ビ非塩ビの分別を処理施設の基準に近づけるための教育や、感覚的な分別を可能にする「写真の

ものだけ投入可」といった分別啓発ポスターを作成するなどの工夫を行った。 

■リサイクル材の使用 

  構造体にリサイクル材を使用。（鉄骨 188t、鉄筋 1,473.5t） 

■ユニット化・無梱包化 

 デッキ開口の工場加工の推進、スペーサーなどの専用コンテナ収納による無梱包化など。 

 

【運用段階における３Ｒ】 

省エネルギーと室内環境の快適性を両立する放射空調システムの採用に加え、窓ガラスとブラインドの間に溜ま

る熱を吸い取るエアフローキャビティー等を導入し、標準ビル比 50％以上の省エネルギーを実現。 

自社ビルを持たないテナント企業の３Ｒの取組みにも貢献。 
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117 国 027 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

清清水水建建設設株株式式会会社社  （（仮仮称称））松松戸戸市市立立千千駄駄堀堀新新病病院院建建設設事事業業  
取組の実践場所 

千千葉葉県県松松戸戸市市  

受賞テーマ 

設設計計施施工工のの利利点点をを活活かかししたた大大規規模模現現場場ににおおけけるる３３ＲＲ活活動動ととススーーパパーーゼゼロロエエミミッッシショョンン。。  

 

受賞者は、施工工事にあたり、次の取り組みを行った。 

 

1．実施設計するにあたっての取り組み（設計と現業） 

・設計 GL（グランドライン（地盤面））を 1ｍ上げる事で残土排出運搬台数の削減。（▲1,800 台） 

・根切土の場内ストックによる、場外搬出車両台数の削減と埋戻土へのリサイクル。（3,783 ㎥）  

・場外搬出車両台数削減のため、根切土の場内敷均しでリサイクル。（28,000 ㎥） 

・杭築造を地盤改良に変更し残土搬出、生コン車の入場台数の縮小（▲5,100 台） 

及び杭頭処理産廃の削減。（約 270 ㎥） 

・梁を鉄骨造、外壁を押出成形板に変更し生コン車の搬入台数の縮小。（▲4,200 台） 

・柱の PC（プレキャスト）化による生コン車の搬入台数の削減。（▲350 台） 

・省エネルギー、省資源対策により CO2排出削減。（▲15,200ｔ-CO2/30 年） 

①屋上緑化、②クールピット採用、③エアーフローウインドウの採用、  

④病室窓サイズの最適化、⑤蒸気利用、⑥井水利用、⑦外気導入量の最適化、 

⑧空調機風量の最適化、⑨コンセントの待機電力低減、⑩LED 照明の採用 

・大スパン化（RCSS 工法）する事で、基本設計から柱本数削減に伴う免震装置の設置台数の削減。 

・全部門 3回のヒアリングを実施し、施工完了後の変更によるやり直し工事の低減。（資機材再発注の抑制） 

・免震基礎、柱、5階パラペットの PC 化による型枠合板削減。（基礎▲215 ㎡、柱▲6,329 ㎡、パラペット▲1,188 ㎡） 

・上記 PC 化による早期製作により、鋼製型枠の製作数量減と再利用の拡大。 

2．施工段階の取り組み 

■大規模建設現場では建設副産物排出量が多くなるため、職長会に「産廃委員会」「環境・駐車場委員会」他を設置

し、施工者・職長会・産廃業者一体となり排出原単位の抑制や減容に努めた。また、エコステーションでは最大 20

品目の分別を行い、徹底分別し混合廃棄物排出原単位を 1.9 ㎏/㎡とした。 

■社内での取り組みである副産物の巡回回収及び再資源化施設への 

直送を基本方針として活動し、リサイクル率 91.5％を達成した。 

■サイト PC 化により、型枠合板の削減と再利用を行った。 

・屋上パラペットサイト PC 化により型枠合板を削減。（▲205 ㎡） 

・屋上排水溝の際と PC 化による型枠合板を削減。（▲277 ㎡） 

3．社内３Ｒ事例を活用しトータル３Ｒを実施 

①リデュース・リユース活動 

スリーブの合理化、ケーブル工場加工による合理化、竪配管のユニット化、 

天井配管のユニット化、室外機ユニット化、冷却塔ユニット化、簡易梱包。 

②リサイクル活動 

（分別品目） 

基本品目、広域認定、追加品目、直送品目に分別。 

 （分別活動） 

分別の見える化：品名、写真を使った表示で誰でもわかるようにヤードの整備。 

分別パトロール：職長会を中心に毎週のパトロールと指導の実施。 

減容活動：隙間なく、無駄の無い集積を行い副産物の発生量の抑制を実施。 

（教育・啓発活動） 

環境勉強会：処理業者の指導により、作業員全員に勉強会の実施。 

分別指導：作業終了時産廃ヤードに職長会の産廃委員が立会、分別の指導実施。 

 

 

 

建設副産物発生原単位：12.8 kg/㎡達成 

（日建連調査原単位：25.0 kg/㎡に対し▲12.2 kg/㎡） 

混合廃棄物排出原単位：0.14 kg/㎡達成 

（日建連調査原単位：5 kg/㎡に対し▲4.86 kg/㎡） 

柱の PC 化 

室外機のユニット化 

職長会組織 

118 国 029 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

清清水水建建設設株株式式会会社社  竹竹芝芝ウウォォーータターーフフロロンントト開開発発計計画画  

取組の実践場所 

東東京京都都港港区区  

受賞テーマ 

大大規規模模建建設設現現場場ににおおけけるる４４ＲＲ活活動動～～環環境境負負荷荷低低減減活活動動のの限限界界へへチチャャレレンンジジ～～  

 

受賞者は、施工現場において次の取り組みを行った。 

 

ポイント①【ECI（アーリー・コントラクター・インボルブメント）方式技術提案時における型枠材発生抑制】  

■地下構造の一部鉄骨化 

タワー棟地下構造体（原設計 SRC（鉄骨鉄筋コンクリート）造）を S 造に変更した。大梁 79 か所の鉄骨化による型枠

材の発生抑制（2,090 ㎡）を実現し、副産物の発生を抑制した。 

■地下二重壁立上りの既製品利用 

タワー棟地下二重壁（400ｍ）を在来工法から既製品（バンクボード）を使用する乾式工法に変更し、型枠材の発生抑

制を実現し、副産物の発生を抑制した。 

写写真真①①  地地下下躯躯体体鉄鉄骨骨化化  写写真真②②  二二重重壁壁立立上上りり既既製製品品利利用用  

  

 

ポイント② 

■高層棟・劇場棟・駐車場という 3種類の構造物を同時に新築するという大規模作業所であり、建設副産物搬出量の多い大

規模建設現場であるため、「環境委員会」を設立し、スーパーゼロエミッション活動の体制を構築。 

・高層棟（事務所・ホテル・物販店舗・飲食店・駐車場）SRC 造・S 造（一部 CFT）62,625 ㎡ 

・劇場棟（劇場・物販店舗・飲食店・駐車場）S造（一部 RC 造）28,709 ㎡ 

・駐車場棟（駐車場）S造（一部 RC 造）12,129 ㎡ 

  施工者・職長会・廃棄物処理業者が一体となるように推進し、副産物の発生抑制から減容までを環境委員会で行い、排

出原単位を抑えることに成功した。最大 16 品目の分別ヤード計画を立て、徹底分別する事により、混合廃棄物排出原単

位：5.72 ㎏/㎡を達成した。 

■社内の取組み内容である副産物の巡回回収および再資源化施設への直送という基本方針を大切にしながら活動を実施。 

  木くずはパーティクルボード原料化、非塩ビ系プラスチック類・紙くず・繊維くずは RPF 原料化の再資源化施設へ直送

した。また、石膏ボードは広域認定制度を利用し、製造メーカーへ直送した。その他品目でもガス化溶融施設へ積極的に

搬出できる様に中間処理業者へ協力を要請した。この取組みにより、リサイクル率 91.6％を達成した。 

■運送時に排出される CO2の削減を行うため、再資源化施設への直送を実施。 
  搬出車両台数を減らすために減容する事にも重点を置いた結果、再資源化施設へ直送した数量は 2,572 ㎥（4ｔ車約 316

台分）となった。 
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117 国 027 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

清清水水建建設設株株式式会会社社  （（仮仮称称））松松戸戸市市立立千千駄駄堀堀新新病病院院建建設設事事業業  
取組の実践場所 

千千葉葉県県松松戸戸市市  

受賞テーマ 

設設計計施施工工のの利利点点をを活活かかししたた大大規規模模現現場場ににおおけけるる３３ＲＲ活活動動ととススーーパパーーゼゼロロエエミミッッシショョンン。。  

 

受賞者は、施工工事にあたり、次の取り組みを行った。 

 

1．実施設計するにあたっての取り組み（設計と現業） 

・設計 GL（グランドライン（地盤面））を 1ｍ上げる事で残土排出運搬台数の削減。（▲1,800 台） 

・根切土の場内ストックによる、場外搬出車両台数の削減と埋戻土へのリサイクル。（3,783 ㎥）  

・場外搬出車両台数削減のため、根切土の場内敷均しでリサイクル。（28,000 ㎥） 

・杭築造を地盤改良に変更し残土搬出、生コン車の入場台数の縮小（▲5,100 台） 

及び杭頭処理産廃の削減。（約 270 ㎥） 

・梁を鉄骨造、外壁を押出成形板に変更し生コン車の搬入台数の縮小。（▲4,200 台） 

・柱の PC（プレキャスト）化による生コン車の搬入台数の削減。（▲350 台） 

・省エネルギー、省資源対策により CO2排出削減。（▲15,200ｔ-CO2/30 年） 

①屋上緑化、②クールピット採用、③エアーフローウインドウの採用、  

④病室窓サイズの最適化、⑤蒸気利用、⑥井水利用、⑦外気導入量の最適化、 

⑧空調機風量の最適化、⑨コンセントの待機電力低減、⑩LED 照明の採用 

・大スパン化（RCSS 工法）する事で、基本設計から柱本数削減に伴う免震装置の設置台数の削減。 

・全部門 3回のヒアリングを実施し、施工完了後の変更によるやり直し工事の低減。（資機材再発注の抑制） 

・免震基礎、柱、5階パラペットの PC 化による型枠合板削減。（基礎▲215 ㎡、柱▲6,329 ㎡、パラペット▲1,188 ㎡） 

・上記 PC 化による早期製作により、鋼製型枠の製作数量減と再利用の拡大。 

2．施工段階の取り組み 

■大規模建設現場では建設副産物排出量が多くなるため、職長会に「産廃委員会」「環境・駐車場委員会」他を設置

し、施工者・職長会・産廃業者一体となり排出原単位の抑制や減容に努めた。また、エコステーションでは最大 20

品目の分別を行い、徹底分別し混合廃棄物排出原単位を 1.9 ㎏/㎡とした。 

■社内での取り組みである副産物の巡回回収及び再資源化施設への 

直送を基本方針として活動し、リサイクル率 91.5％を達成した。 

■サイト PC 化により、型枠合板の削減と再利用を行った。 

・屋上パラペットサイト PC 化により型枠合板を削減。（▲205 ㎡） 

・屋上排水溝の際と PC 化による型枠合板を削減。（▲277 ㎡） 

3．社内３Ｒ事例を活用しトータル３Ｒを実施 

①リデュース・リユース活動 

スリーブの合理化、ケーブル工場加工による合理化、竪配管のユニット化、 

天井配管のユニット化、室外機ユニット化、冷却塔ユニット化、簡易梱包。 

②リサイクル活動 

（分別品目） 

基本品目、広域認定、追加品目、直送品目に分別。 

 （分別活動） 

分別の見える化：品名、写真を使った表示で誰でもわかるようにヤードの整備。 

分別パトロール：職長会を中心に毎週のパトロールと指導の実施。 

減容活動：隙間なく、無駄の無い集積を行い副産物の発生量の抑制を実施。 

（教育・啓発活動） 

環境勉強会：処理業者の指導により、作業員全員に勉強会の実施。 

分別指導：作業終了時産廃ヤードに職長会の産廃委員が立会、分別の指導実施。 

 

 

 

建設副産物発生原単位：12.8 kg/㎡達成 

（日建連調査原単位：25.0 kg/㎡に対し▲12.2 kg/㎡） 

混合廃棄物排出原単位：0.14 kg/㎡達成 

（日建連調査原単位：5 kg/㎡に対し▲4.86 kg/㎡） 

柱の PC 化 

室外機のユニット化 

職長会組織 

118 国 029 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

清清水水建建設設株株式式会会社社  竹竹芝芝ウウォォーータターーフフロロンントト開開発発計計画画  

取組の実践場所 

東東京京都都港港区区  

受賞テーマ 

大大規規模模建建設設現現場場ににおおけけるる４４ＲＲ活活動動～～環環境境負負荷荷低低減減活活動動のの限限界界へへチチャャレレンンジジ～～  

 

受賞者は、施工現場において次の取り組みを行った。 

 

ポイント①【ECI（アーリー・コントラクター・インボルブメント）方式技術提案時における型枠材発生抑制】  

■地下構造の一部鉄骨化 

タワー棟地下構造体（原設計 SRC（鉄骨鉄筋コンクリート）造）を S 造に変更した。大梁 79 か所の鉄骨化による型枠

材の発生抑制（2,090 ㎡）を実現し、副産物の発生を抑制した。 

■地下二重壁立上りの既製品利用 

タワー棟地下二重壁（400ｍ）を在来工法から既製品（バンクボード）を使用する乾式工法に変更し、型枠材の発生抑

制を実現し、副産物の発生を抑制した。 

写写真真①①  地地下下躯躯体体鉄鉄骨骨化化  写写真真②②  二二重重壁壁立立上上りり既既製製品品利利用用  

  

 

ポイント② 

■高層棟・劇場棟・駐車場という 3種類の構造物を同時に新築するという大規模作業所であり、建設副産物搬出量の多い大

規模建設現場であるため、「環境委員会」を設立し、スーパーゼロエミッション活動の体制を構築。 

・高層棟（事務所・ホテル・物販店舗・飲食店・駐車場）SRC 造・S 造（一部 CFT）62,625 ㎡ 

・劇場棟（劇場・物販店舗・飲食店・駐車場）S造（一部 RC 造）28,709 ㎡ 

・駐車場棟（駐車場）S造（一部 RC 造）12,129 ㎡ 

  施工者・職長会・廃棄物処理業者が一体となるように推進し、副産物の発生抑制から減容までを環境委員会で行い、排

出原単位を抑えることに成功した。最大 16 品目の分別ヤード計画を立て、徹底分別する事により、混合廃棄物排出原単

位：5.72 ㎏/㎡を達成した。 

■社内の取組み内容である副産物の巡回回収および再資源化施設への直送という基本方針を大切にしながら活動を実施。 

  木くずはパーティクルボード原料化、非塩ビ系プラスチック類・紙くず・繊維くずは RPF 原料化の再資源化施設へ直送

した。また、石膏ボードは広域認定制度を利用し、製造メーカーへ直送した。その他品目でもガス化溶融施設へ積極的に

搬出できる様に中間処理業者へ協力を要請した。この取組みにより、リサイクル率 91.6％を達成した。 

■運送時に排出される CO2の削減を行うため、再資源化施設への直送を実施。 
  搬出車両台数を減らすために減容する事にも重点を置いた結果、再資源化施設へ直送した数量は 2,572 ㎥（4ｔ車約 316

台分）となった。 
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119 国 034 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

株株式式会会社社竹竹中中工工務務店店  東東京京本本店店  

ササンントトリリーーPP 長長野野 MM--55 ももののづづくくりり棟棟新新築築工工事事作作業業所所  
取組の実践場所 

長長野野県県大大町町市市  

受賞テーマ 

天天然然水水生生産産工工場場新新築築工工事事ににおおけけるるササスステテナナブブルル活活動動のの実実践践とと自自然然共共生生のの実実現現  

 

受賞者は当該工事において、単なる３Ｒ活動にとどまらず、建築主 

（発注者）グループの企業理念を工事に反映させ、自然共生にも配慮 

した活動として「資源循環（３Ｒ）」・「低炭素（CO2）」・「自然共生」の 

全てに配慮したサステナブル活動を実践すべく、建築主（発注者）・設 

計者・作業所（建設工事）が一丸となった取り組みを行った。 

 

1.土壌環境に配慮したリユース 

敷地内に仮設で使用する敷砂利には通常コンクリート砕石を用いるが、セメントのアルカリ分が溶出し土壌へ影

響がでる可能性があるため、自然石を砕いた砕石を利用することで土壌影響を排除した。併せて、これらの砕石は

全て本設の仕上げ建材にリユースを図った。 

また、工事用水は通常上水道を設置するが、新設するための掘削工事による周辺土壌影響を避けるため、本設井

戸及び既設家庭用井戸を利用することで周辺土壌影響を排除した。 

2.植生環境・周辺生態系へ配慮したリユース 

工事に伴う埋戻し土は通常購入土を用いることが多いが、購入土にはその土地にない植物の種子を含んでいる可

能性があり、元来の植生環境を変化させてしまう恐れがあることから、当該工事においては、埋戻し土には全て現

場掘削土を利用した。掘削土を全て場内利用することで、埋戻し土搬入・掘削土搬出に伴う運搬による CO2発生量を

約 95%程度削減することができた。 

また、通常、外構植栽は敷地外で育てたものを購入して植えるが、当該工事においては、使用する植栽材料の調

達方針は、現地植生環境を崩さないために、敷地内で自生している種のうち現場で掘り取った苗を活用することを

最優先として、生物多様性の保全を図った。 

3.敷地内未利用資源の積極的リユース 

掘削工事で発現した巨石・転石類は本来地中障害として全て破砕し廃棄処分されるが、当該工事では全量を外構

仕上げ建材へ利用した。また、敷地内支障木（アカマツ材）の伐採材は、通常はリサイクル工場で処理され紙原料

などに使われるが、当該工事では建設建物の内装仕上げ材や家具・什器に利用し、敷地内資源の最大有効活用（自

然共生）を図るとともに、廃棄物の削減と搬出運搬による CO2発生量の削減を行った。 

4.資源循環（３Ｒ）における優先度の高いリデュース・リユースへの積極的取組み 

躯体部材の工場プレファブ化、現場サイト PC 化を推進し、型枠廃材の大幅削減（リデュース）を達成、また残り

コンクリートを用いたコンクリート二次製品の現場製作再利用（リユース）を実施し、余剰コンクリートの廃棄量

を削減した。 

5.混合廃棄物工場分別によるリサイクル率の向上と３Ｒへの意識啓蒙活動 

外壁に使われた複合断熱パネルは金属板と断熱材の複合品で、通常混合廃棄物として処理されるが、処理施設に

て分別解体が可能な産廃処理業者を選定して委託処理することで、リサイクル率を向上させた。また、混合廃棄物

のゴミ BOX をあえて設置せず、具体的な分別看板と材料写真を掲示、同社従業員・各職職長による分別巡回を実施

し、作業員への指導による分別精度の向上と習慣化を図った。 

 

以上の計画・実施により、本来、廃棄処分されるはずだった量に対し、リユース・リサイクルが実現できた量の比

率（資源循環率）は 98.6％となった。 

 

     

120 国 039 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

株株式式会会社社竹竹中中工工務務店店  北北海海道道支支店店  新新日日本本海海 FF ニニセセココホホテテルル新新築築工工事事  

取組の実践場所 

北北海海道道虻虻田田郡郡倶倶知知安安町町  

受賞テーマ 

ニニセセココのの豊豊かかなな自自然然・・生生態態系系にに配配慮慮ししたた３３ＲＲ活活動動のの実実施施  

 

■概要 

受賞者は、日本百名山である羊蹄山の威容を仰ぐ、世界屈指のスキーリゾート地・北海道ニセコに、自然と共存す

る里山のような宿泊施設を、ニセコの豊かな自然や生態系への負荷を最小限に建設した。 

具体的には、リデュース、リユースを徹底的に行って廃棄物の排出量を低減し、それでも発生した廃棄物はリサイ

クル処理することとした。リデュース、リユースに重点を置いた３Ｒ活動（資源循環）のほか、CO2削減活動（低炭素）、

木材利用（自然共生）などを、豊かな自然と生態系に配慮しながら実施する目標を策定することで、本来サステナブ

ル社会構築に必要な三要素を取り込んだ活動となった。また、企画段階から発注者・設計者・作業所・協力会社が一

丸となって取り組んだ。 

 

【１】自然・生態系に配慮した掘削土全数量リデュース、リユース 

宿泊施設の施工工事は、①全客室から羊蹄山の眺望を確保できること、②近接する道路を走行する車両が見えない

ことの 2つの条件を満足させる方法として、「掘削土をリデュースし築山を設ける方法」を採用した。 

掘削した軟弱土はそのままでは盛土できないため地盤改良を行い、発生する掘削土の全数量約 17,000 ㎥（大型ダン

プ約 2,125 台分）を、敷地面積（約 22,000 ㎡）の約 40％の築山の造成に活用した。改良には、樹木に枯れを発生させ

る｢セメント系改良材｣ではなく、将来的な植樹への影響に配慮し｢生石灰系改良材｣を使用した。 

掘削は GPS 掘削重機に Building Information Modeling（ビルディング インフォメーション モデリング；以下 BIM

と表記）の掘削図面を投入し、GPS を用いた。これにより、重機運転手は図面通り無駄のない掘削工事が可能となった。 

 また、東側に隣接する小川は下流に絶滅危惧種の川魚「イトウ」や「ホタル」の生息地があるため、施工にあたっ

ては、作業所内から小川に泥水を流出させないように、場内の雨水や融雪水を一旦溜める仮設調整池を工事進捗に 

合わせて設け、更に｢ノッチタンク｣を経由することにより沈砂させた後、小川に上水のみを排水する 2重泥水排水対

策を実施した。また、仮設ため池の水質は、小川への排水前に定期的に pH 値等を測定し水質に変化が無いことを確認

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２】木材の地産地消とリデュース、リサイクル 

 共用棟は大断面集成材に北海道胆振産のカラマツを、宿泊棟は主要構造材に地元北海道後志産を、屋根及び床の構

造用合板には北海道津別町産を使用した。廃棄物となる端材が現場で発生しないよう、主要構造部の木材は工場にて

事前にプレカット（リデュース）した。なお、プレカット材は、各木材加工工場のボイラー燃料や牛用の敷草代わり

等に 100％リサイクルした。 

 

【３】定尺材を最大限使用する納まりによる断熱材と内装材のリデュース 

 各棟の屋根に使用される断熱材は、構造用合板全面に定尺寸法のまま張り付ける納まりとしたことで、カットが張

り仕舞箇所のみにでき、ムダなカット材を削減することができた。また、宿泊棟の天井材は、部屋のタイプ別に割付

図を作成し、割付図を基に木材加工をすることで現場加工時に出るカット材を約 1.5％とし、カット材の発生を極限ま

で減少できた。 

 

【４】その他として、次の取り組みも実施した。 

 ①建築主・林業関係者・地元業者との共同活動。 

 ②土壌に配慮した融雪・除雪計画。 

 ③建物解体時の廃棄物を徹底的に削減するための活動。 

 ④リデュース・リユースによる運搬車両の CO2削減。 

 
 

          工工事事着着手手前前のの建建設設場場所所とと羊羊蹄蹄 冬冬期期工工事事中中のの作作業業全全景景  

令和 3 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰
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119 国 034 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

株株式式会会社社竹竹中中工工務務店店  東東京京本本店店  

ササンントトリリーーPP 長長野野 MM--55 ももののづづくくりり棟棟新新築築工工事事作作業業所所  
取組の実践場所 

長長野野県県大大町町市市  

受賞テーマ 

天天然然水水生生産産工工場場新新築築工工事事ににおおけけるるササスステテナナブブルル活活動動のの実実践践とと自自然然共共生生のの実実現現  

 

受賞者は当該工事において、単なる３Ｒ活動にとどまらず、建築主 

（発注者）グループの企業理念を工事に反映させ、自然共生にも配慮 

した活動として「資源循環（３Ｒ）」・「低炭素（CO2）」・「自然共生」の 

全てに配慮したサステナブル活動を実践すべく、建築主（発注者）・設 

計者・作業所（建設工事）が一丸となった取り組みを行った。 

 

1.土壌環境に配慮したリユース 

敷地内に仮設で使用する敷砂利には通常コンクリート砕石を用いるが、セメントのアルカリ分が溶出し土壌へ影

響がでる可能性があるため、自然石を砕いた砕石を利用することで土壌影響を排除した。併せて、これらの砕石は

全て本設の仕上げ建材にリユースを図った。 

また、工事用水は通常上水道を設置するが、新設するための掘削工事による周辺土壌影響を避けるため、本設井

戸及び既設家庭用井戸を利用することで周辺土壌影響を排除した。 

2.植生環境・周辺生態系へ配慮したリユース 

工事に伴う埋戻し土は通常購入土を用いることが多いが、購入土にはその土地にない植物の種子を含んでいる可

能性があり、元来の植生環境を変化させてしまう恐れがあることから、当該工事においては、埋戻し土には全て現

場掘削土を利用した。掘削土を全て場内利用することで、埋戻し土搬入・掘削土搬出に伴う運搬による CO2発生量を

約 95%程度削減することができた。 

また、通常、外構植栽は敷地外で育てたものを購入して植えるが、当該工事においては、使用する植栽材料の調

達方針は、現地植生環境を崩さないために、敷地内で自生している種のうち現場で掘り取った苗を活用することを

最優先として、生物多様性の保全を図った。 

3.敷地内未利用資源の積極的リユース 

掘削工事で発現した巨石・転石類は本来地中障害として全て破砕し廃棄処分されるが、当該工事では全量を外構

仕上げ建材へ利用した。また、敷地内支障木（アカマツ材）の伐採材は、通常はリサイクル工場で処理され紙原料

などに使われるが、当該工事では建設建物の内装仕上げ材や家具・什器に利用し、敷地内資源の最大有効活用（自

然共生）を図るとともに、廃棄物の削減と搬出運搬による CO2発生量の削減を行った。 

4.資源循環（３Ｒ）における優先度の高いリデュース・リユースへの積極的取組み 

躯体部材の工場プレファブ化、現場サイト PC 化を推進し、型枠廃材の大幅削減（リデュース）を達成、また残り

コンクリートを用いたコンクリート二次製品の現場製作再利用（リユース）を実施し、余剰コンクリートの廃棄量

を削減した。 

5.混合廃棄物工場分別によるリサイクル率の向上と３Ｒへの意識啓蒙活動 

外壁に使われた複合断熱パネルは金属板と断熱材の複合品で、通常混合廃棄物として処理されるが、処理施設に

て分別解体が可能な産廃処理業者を選定して委託処理することで、リサイクル率を向上させた。また、混合廃棄物

のゴミ BOX をあえて設置せず、具体的な分別看板と材料写真を掲示、同社従業員・各職職長による分別巡回を実施

し、作業員への指導による分別精度の向上と習慣化を図った。 

 

以上の計画・実施により、本来、廃棄処分されるはずだった量に対し、リユース・リサイクルが実現できた量の比

率（資源循環率）は 98.6％となった。 

 

     

120 国 039 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

株株式式会会社社竹竹中中工工務務店店  北北海海道道支支店店  新新日日本本海海 FF ニニセセココホホテテルル新新築築工工事事  

取組の実践場所 

北北海海道道虻虻田田郡郡倶倶知知安安町町  

受賞テーマ 

ニニセセココのの豊豊かかなな自自然然・・生生態態系系にに配配慮慮ししたた３３ＲＲ活活動動のの実実施施  

 

■概要 

受賞者は、日本百名山である羊蹄山の威容を仰ぐ、世界屈指のスキーリゾート地・北海道ニセコに、自然と共存す

る里山のような宿泊施設を、ニセコの豊かな自然や生態系への負荷を最小限に建設した。 

具体的には、リデュース、リユースを徹底的に行って廃棄物の排出量を低減し、それでも発生した廃棄物はリサイ

クル処理することとした。リデュース、リユースに重点を置いた３Ｒ活動（資源循環）のほか、CO2削減活動（低炭素）、

木材利用（自然共生）などを、豊かな自然と生態系に配慮しながら実施する目標を策定することで、本来サステナブ

ル社会構築に必要な三要素を取り込んだ活動となった。また、企画段階から発注者・設計者・作業所・協力会社が一

丸となって取り組んだ。 

 

【１】自然・生態系に配慮した掘削土全数量リデュース、リユース 

宿泊施設の施工工事は、①全客室から羊蹄山の眺望を確保できること、②近接する道路を走行する車両が見えない

ことの 2つの条件を満足させる方法として、「掘削土をリデュースし築山を設ける方法」を採用した。 

掘削した軟弱土はそのままでは盛土できないため地盤改良を行い、発生する掘削土の全数量約 17,000 ㎥（大型ダン

プ約 2,125 台分）を、敷地面積（約 22,000 ㎡）の約 40％の築山の造成に活用した。改良には、樹木に枯れを発生させ

る｢セメント系改良材｣ではなく、将来的な植樹への影響に配慮し｢生石灰系改良材｣を使用した。 

掘削は GPS 掘削重機に Building Information Modeling（ビルディング インフォメーション モデリング；以下 BIM

と表記）の掘削図面を投入し、GPS を用いた。これにより、重機運転手は図面通り無駄のない掘削工事が可能となった。 

 また、東側に隣接する小川は下流に絶滅危惧種の川魚「イトウ」や「ホタル」の生息地があるため、施工にあたっ

ては、作業所内から小川に泥水を流出させないように、場内の雨水や融雪水を一旦溜める仮設調整池を工事進捗に 

合わせて設け、更に｢ノッチタンク｣を経由することにより沈砂させた後、小川に上水のみを排水する 2重泥水排水対

策を実施した。また、仮設ため池の水質は、小川への排水前に定期的に pH 値等を測定し水質に変化が無いことを確認

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２】木材の地産地消とリデュース、リサイクル 

 共用棟は大断面集成材に北海道胆振産のカラマツを、宿泊棟は主要構造材に地元北海道後志産を、屋根及び床の構

造用合板には北海道津別町産を使用した。廃棄物となる端材が現場で発生しないよう、主要構造部の木材は工場にて

事前にプレカット（リデュース）した。なお、プレカット材は、各木材加工工場のボイラー燃料や牛用の敷草代わり

等に 100％リサイクルした。 

 

【３】定尺材を最大限使用する納まりによる断熱材と内装材のリデュース 

 各棟の屋根に使用される断熱材は、構造用合板全面に定尺寸法のまま張り付ける納まりとしたことで、カットが張

り仕舞箇所のみにでき、ムダなカット材を削減することができた。また、宿泊棟の天井材は、部屋のタイプ別に割付

図を作成し、割付図を基に木材加工をすることで現場加工時に出るカット材を約 1.5％とし、カット材の発生を極限ま

で減少できた。 

 

【４】その他として、次の取り組みも実施した。 

 ①建築主・林業関係者・地元業者との共同活動。 

 ②土壌に配慮した融雪・除雪計画。 

 ③建物解体時の廃棄物を徹底的に削減するための活動。 

 ④リデュース・リユースによる運搬車両の CO2削減。 

 
 

          工工事事着着手手前前のの建建設設場場所所とと羊羊蹄蹄 冬冬期期工工事事中中のの作作業業全全景景  

令和 3 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰
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121 国 040 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

株株式式会会社社竹竹中中工工務務店店  大大阪阪本本店店  大大丸丸心心斎斎橋橋店店本本館館建建替替計計画画作作業業所所  

取組の実践場所 

大大阪阪府府大大阪阪市市  

受賞テーマ 

「「歴歴史史的的建建築築物物のの建建替替計計画画ににおおけけるる既既存存外外壁壁・・内内装装保保存存等等にによよるるレレガガシシーーのの実実現現とと３３ＲＲ活活動動  

のの実実施施」」 
 

■概要 

大丸心斎橋本館は大正・昭和初期に建設され、築 90 年を経て老朽化が進み、建物の安全性確保の問題や、大丸の旗

艦店舗として競争力を向上させる必要があったことから、建て替えが計画された。 

建て替え対象である大丸心斎橋店旧本館は W・M・ヴォーリズ（1880-1964、アメリカ）の設計であり、単体の建築と

して歴史的文化遺産的価値を持つだけでなく、大阪のメインストリートである御堂筋や心斎橋地区という都市計画的

かつ景観的な意味においても、極めて貴重な建築物であるため、受賞者は、旧本館の中でも特に価値が高いと評価さ

れ、歴史的建造物として文化的価値の継承が求められていた外壁の躯体・仕上げの原位置保存、また意匠性評価の高

い内装材の再利用・復元を行い、通常の建て替え工事で発生する既存建物の解体を低減し、大量の産業廃棄物の発生

を抑制することで、レガシーの実現と３Ｒ活動の推進に取り組んだ。 

 

■リデュース、リユース 

(1)既存外壁保存 

・1932 年施工の鉄骨鉄筋コンクリート造躯体。 

・外壁は躯体と一体となった RC 造外壁に仕上げ材を貼付け。 

・仕上げ材は下部から石・スクラッチタイル・擬石。 

既存外壁を保存するためには外壁を保持している外周の躯体を存置する必要があるため、当該工事では既存躯体

の補強を行いながら新築躯体と一体化する工法を技術開発し、既存外壁の原位置保存を実現した。当該工事にて原

位置保存した品目を下記に示すが、これらの品目を新本館へ再利用するとともに、通常の建替工事で多く発生する

既存建物の廃棄物を大幅に削減した。 

・外壁コンクリート躯体、外壁擬石、外壁タイル、外壁石、外壁アルミサッシ+ガラス、水晶塔、南塔、レリーフ 

 

 

 

 

 

 

   旧本館外観         新本館外観       旧本館レリーフ      新本館レリーフ 

(2)内装保存 

内装については、旧本館の店舗内装のうちステンドグラス、石材、照明等を壊さない 

よう丁寧に取外し・保管し、新本館へ再利用した。 

歴史的価値の極めて高い内装材及び空間を保存することで建物の文化的価値を継承・ 

向上させるとともに、廃棄物を削減した。 

新本館内装 

■リサイクル 

作業所内の視認性の高い場所に分別ヤードを設置し、分別ヤードの表示は作業所に従事する全ての者が一目でわか

るような表示を設置することで「見える化」を行った結果、作業所での分別率が向上し、高いリサイクル率を達成す

ることに貢献したほか、全作業員に分別意識、知識が浸透し、環境保全に対して非常に意識の高い作業所の雰囲気づ

くりを行うことができた。また、店舗内装についても、金物や石材を中心に 847 点（67.3％）を補修し再利用し、廃

棄物の削減と省資源化を行った。 

 
 

122 国 043 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

株株式式会会社社フフジジタタ  東東北北支支店店  土土木木工工事事部部  三三島島海海岸岸作作業業所所  

取組の実践場所 

宮宮城城県県気気仙仙沼沼市市  

受賞テーマ 

『『震震災災瓦瓦礫礫のの利利活活用用。。被被災災地地域域のの復復旧旧にに大大ききくく貢貢献献しし、、廃廃棄棄物物をを大大幅幅にに削削減減』』  

 

受賞者は、国内 2例目となるコンクリート瓦礫を使用した“CSG 防潮堤”の工事特性を最大限に活かすことを発注者

（農林水産省林野庁）に提案し、当初予定の、発注者管轄の旧防潮堤（護岸）コンクリート瓦礫に限らず、地元自治

体（宮城県、気仙沼市）の震災瓦礫についても、現場工程に支障が無い限り受入を行い、気仙沼地区全体の震災瓦礫

処分量低減に大きく貢献した。 

発注者と施工者の取り組みということだけでなく、気仙沼地区全体の震災瓦礫処分量低減、安全･安心な地域社会づ

くりに貢献することを目的とし、併せて、この工事で発生したコンクリートガラについても、CSG 工法の母材へ活用し、

排出量をゼロとした。 

※CSG（CCemented SSand and GGravel）とは、現地発生材（石や砂れき）とセメントや水を混合してつくる材料。 
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121 国 040 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

株株式式会会社社竹竹中中工工務務店店  大大阪阪本本店店  大大丸丸心心斎斎橋橋店店本本館館建建替替計計画画作作業業所所  

取組の実践場所 

大大阪阪府府大大阪阪市市  

受賞テーマ 

「「歴歴史史的的建建築築物物のの建建替替計計画画ににおおけけるる既既存存外外壁壁・・内内装装保保存存等等にによよるるレレガガシシーーのの実実現現とと３３ＲＲ活活動動  

のの実実施施」」 
 

■概要 

大丸心斎橋本館は大正・昭和初期に建設され、築 90 年を経て老朽化が進み、建物の安全性確保の問題や、大丸の旗

艦店舗として競争力を向上させる必要があったことから、建て替えが計画された。 

建て替え対象である大丸心斎橋店旧本館は W・M・ヴォーリズ（1880-1964、アメリカ）の設計であり、単体の建築と

して歴史的文化遺産的価値を持つだけでなく、大阪のメインストリートである御堂筋や心斎橋地区という都市計画的

かつ景観的な意味においても、極めて貴重な建築物であるため、受賞者は、旧本館の中でも特に価値が高いと評価さ

れ、歴史的建造物として文化的価値の継承が求められていた外壁の躯体・仕上げの原位置保存、また意匠性評価の高

い内装材の再利用・復元を行い、通常の建て替え工事で発生する既存建物の解体を低減し、大量の産業廃棄物の発生

を抑制することで、レガシーの実現と３Ｒ活動の推進に取り組んだ。 

 

■リデュース、リユース 

(1)既存外壁保存 

・1932 年施工の鉄骨鉄筋コンクリート造躯体。 

・外壁は躯体と一体となった RC 造外壁に仕上げ材を貼付け。 

・仕上げ材は下部から石・スクラッチタイル・擬石。 

既存外壁を保存するためには外壁を保持している外周の躯体を存置する必要があるため、当該工事では既存躯体

の補強を行いながら新築躯体と一体化する工法を技術開発し、既存外壁の原位置保存を実現した。当該工事にて原

位置保存した品目を下記に示すが、これらの品目を新本館へ再利用するとともに、通常の建替工事で多く発生する

既存建物の廃棄物を大幅に削減した。 

・外壁コンクリート躯体、外壁擬石、外壁タイル、外壁石、外壁アルミサッシ+ガラス、水晶塔、南塔、レリーフ 

 

 

 

 

 

 

   旧本館外観         新本館外観       旧本館レリーフ      新本館レリーフ 

(2)内装保存 

内装については、旧本館の店舗内装のうちステンドグラス、石材、照明等を壊さない 

よう丁寧に取外し・保管し、新本館へ再利用した。 

歴史的価値の極めて高い内装材及び空間を保存することで建物の文化的価値を継承・ 

向上させるとともに、廃棄物を削減した。 

新本館内装 

■リサイクル 

作業所内の視認性の高い場所に分別ヤードを設置し、分別ヤードの表示は作業所に従事する全ての者が一目でわか

るような表示を設置することで「見える化」を行った結果、作業所での分別率が向上し、高いリサイクル率を達成す

ることに貢献したほか、全作業員に分別意識、知識が浸透し、環境保全に対して非常に意識の高い作業所の雰囲気づ

くりを行うことができた。また、店舗内装についても、金物や石材を中心に 847 点（67.3％）を補修し再利用し、廃

棄物の削減と省資源化を行った。 

 
 

122 国 043 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

株株式式会会社社フフジジタタ  東東北北支支店店  土土木木工工事事部部  三三島島海海岸岸作作業業所所  

取組の実践場所 

宮宮城城県県気気仙仙沼沼市市  

受賞テーマ 

『『震震災災瓦瓦礫礫のの利利活活用用。。被被災災地地域域のの復復旧旧にに大大ききくく貢貢献献しし、、廃廃棄棄物物をを大大幅幅にに削削減減』』  

 

受賞者は、国内 2例目となるコンクリート瓦礫を使用した“CSG 防潮堤”の工事特性を最大限に活かすことを発注者

（農林水産省林野庁）に提案し、当初予定の、発注者管轄の旧防潮堤（護岸）コンクリート瓦礫に限らず、地元自治

体（宮城県、気仙沼市）の震災瓦礫についても、現場工程に支障が無い限り受入を行い、気仙沼地区全体の震災瓦礫

処分量低減に大きく貢献した。 

発注者と施工者の取り組みということだけでなく、気仙沼地区全体の震災瓦礫処分量低減、安全･安心な地域社会づ

くりに貢献することを目的とし、併せて、この工事で発生したコンクリートガラについても、CSG 工法の母材へ活用し、

排出量をゼロとした。 

※CSG（CCemented SSand and GGravel）とは、現地発生材（石や砂れき）とセメントや水を混合してつくる材料。 
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123 国 045 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

株株式式会会社社熊熊谷谷組組  関関西西支支店店  

（（仮仮称称））大大阪阪市市中中央央区区内内久久宝宝寺寺町町 44 丁丁目目計計画画  

  積積水水ハハウウスス株株式式会会社社  大大阪阪ママンンシショョンン事事業業部部  

三三菱菱地地所所レレジジデデンンスス株株式式会会社社  関関西西支支店店  
取組の実践場所 

大大阪阪府府大大阪阪市市  

受賞テーマ 

３３ＫＫ（（工工夫夫・・検検討討・・計計画画））にによよるる３３ＲＲ活活動動  

 

 受賞者の施工工事は、地上 36 階建て、構造 RC 造、延床面積が約 33,000 ㎡（287 戸）の共同住宅の新築工事で、都

市部における大規模なタワー型の高層マンション工事であり、躯体工事は型枠材、残コンが多く発生し、仕上げ工事

は各住戸区画から廃材（木くず、ボード等）が同時かつ大量に発生する事が考えられたため、３Ｒ活動に取り組んだ。 

 また、３Ｒの活動にあたってはゼロエミ計画を策定し、その中で基本方針を「３Ｒ活動をみんなの工夫で確実に実

行する」として、発注者、施工者、協力業者、産業廃棄物処理業者が一丸となって取り組んだ。 

活動成果は現場で発生した産業廃棄物の最終処分量が 20.1ｔとなり、これは日建連目標から発生する想定最終処分

量 118.6ｔの 17.6％に該当し、82.4％の大幅な低減となった。 

 

【発注者との連携・工夫・検討・計画】 

当該工事においては、設計段階においてプレキャスト化（柱、梁、スラブ、バルコニー、マリオン、妻壁、内部階

段）を検討・計画し、型枠材の使用低減を行った。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

用することを実践した。また、仕上げ材の仕様を統一する事で材料ロス等を少なくする無駄のない計画を実施した。 

【協力業者との連携・工夫・検討・計画】 

都市部での工事のため敷地が狭小で分別活動を行うのに十分な作業場所の確保ができず、特に仕上げ工事では廃材

が同時かつ大量に発生する状況であることから、1㎥カートでの分別では間に合わず、そのまま混合廃棄物として排出

される事が懸念された。そのため、工事終盤まで計画的に 4ｔコンテナを配置し、廃棄物の分別を積極的に行える現場

環境を検討し、整えた。また、仕上げ工事の際は主要業者に対し 1 ㎥カートを割振り、協力業者毎にしっかりと廃棄

物管理を行う体制を整えた。その結果、協力業者による分別活動の推進が図れ、廃材の分別は良好に行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

【優良産業廃棄物処理業者との連携・工夫・検討・計画】 

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）

を選定、廃棄物処理の委託を行い、マテリアルリサイクル・サーマルリサイクルを推進し、リサイクル率の向上を図

った。優良産業廃棄物処理業者には、施工者をはじめ協力業者への分別教育や発生する産業廃棄物の識別（品目が何

に該当するか）のアドバイスを貰う等、その都度連携をとり混合廃棄物の発生抑制を行った。 

【独自の取り組み】 

 工事着工前に、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から取組内容を確認、チェックした結果を元に３Ｒ活動に取り組む計画をたて、実施し

た。また、コンクリート打設では、高層階においてコンクリートポンプ車を用いる場合、先送りモルタルに加えて配

管内、ポンプ車ホッパー内の残コンが多く発生するが、それらの産業廃棄物の発生を減らす検討を行い、大型コンク

リートホッパーによるコンクリートの打設を行う計画とした。さらに、現場にゼロエミ担当者を選任し、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、現場での３Ｒ活動を推進した。 

 
 

コンテナ配置状況 1 ㎥カート割振り状況 

124 国 053 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

西西松松建建設設株株式式会会社社  西西日日本本支支社社  猪猪名名川川建建築築工工事事事事務務所所  

取組の実践場所 

兵兵庫庫県県川川辺辺郡郡猪猪名名川川町町  

受賞テーマ 

大大型型物物流流倉倉庫庫建建設設工工事事ににああるるべべきき環環境境負負荷荷低低減減のの取取組組みみ（（建建設設副副産産物物排排出出絶絶対対量量のの削削減減））  

 

受賞者は、新しく整備された新名神高速道路川西インターチェンジに近接する地域に、物流拠点を整備する事業の

一環として、85,380 ㎡の敷地に鉄骨造地上 5階建、延床面積 158,659.92 ㎡の物流倉庫を建設した。 

工事現場では規模を勘案し、地球環境に対する負荷低減のため、“排出絶対量の削減”を主眼として、３Ｒをはじめ

とした環境保全活動を積極的に行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪リデュース≫ 

・基礎型枠に鋼製型枠(ラス型枠)を使用し、型枠材(木材)

量を大幅削減。【290t→0t】▲290t 

・ピット部分床型枠にデッキプレートを使用し、型枠材

(木材)量を削減。【30t→0t】▲30t 

・柱型枠にシステム型枠を使用し、型枠材(木材)量を削

減。【15t→2t】▲13t 

・内装工事建材の工場プレカット徹底による端材の削減。

【耐火ケイカル 15t→0t】▲15t 

・搬入材の簡易梱包を徹底し、廃棄物量を削減。 

・掘削土について工区の細分化により、仮置きスペース

を確保し大部分を埋立土として再利用することで、搬

出量を大幅削減。【38.500 ㎥→7,300 ㎥】▲31,200 ㎥ 

・スマートコンストラクション対応重機を使用し掘削土

量を削減。【28,300 ㎥→23,500 ㎥】▲4,800 ㎥ 

≪リユース≫ 

・掘削土の場外搬出を最小限にし、大部分を埋戻土として有効利用。【38,500 ㎥のうち 31,200 ㎥利用】 

・場内通路の砕石をその都度転用。【転用量：1,000t】 

≪リサイクル≫ 

・場内通路に再生砕石を使用。【利用量：7,000t】 

・独自の分別ルールを定め、廃棄物の分別を徹底。【最終処分率：0.3%】 

≪その他環境活動≫ 
・デジタルサイネージや大型横断幕を用いた、環境意識の啓蒙への取組み。 
・職長会に環境・衛生グループを設置し、環境リーダーを中心に全作業員で環境活動を実施。 

・バイオディーゼル燃料を使用し、建機による CO2排出量削減。【使用量：35,000L】※CO2削減量 91.8t-CO2 

 
 

写真－施工建築物の全景 
写真－施工建築物の位置

川西 ＩＣ 

プロロジスパーク猪名川２プロジェクト 
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123 国 045 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

株株式式会会社社熊熊谷谷組組  関関西西支支店店  

（（仮仮称称））大大阪阪市市中中央央区区内内久久宝宝寺寺町町 44 丁丁目目計計画画  

  積積水水ハハウウスス株株式式会会社社  大大阪阪ママンンシショョンン事事業業部部  

三三菱菱地地所所レレジジデデンンスス株株式式会会社社  関関西西支支店店  
取組の実践場所 

大大阪阪府府大大阪阪市市  

受賞テーマ 

３３ＫＫ（（工工夫夫・・検検討討・・計計画画））にによよるる３３ＲＲ活活動動  

 

 受賞者の施工工事は、地上 36 階建て、構造 RC 造、延床面積が約 33,000 ㎡（287 戸）の共同住宅の新築工事で、都

市部における大規模なタワー型の高層マンション工事であり、躯体工事は型枠材、残コンが多く発生し、仕上げ工事

は各住戸区画から廃材（木くず、ボード等）が同時かつ大量に発生する事が考えられたため、３Ｒ活動に取り組んだ。 

 また、３Ｒの活動にあたってはゼロエミ計画を策定し、その中で基本方針を「３Ｒ活動をみんなの工夫で確実に実

行する」として、発注者、施工者、協力業者、産業廃棄物処理業者が一丸となって取り組んだ。 

活動成果は現場で発生した産業廃棄物の最終処分量が 20.1ｔとなり、これは日建連目標から発生する想定最終処分

量 118.6ｔの 17.6％に該当し、82.4％の大幅な低減となった。 

 

【発注者との連携・工夫・検討・計画】 

当該工事においては、設計段階においてプレキャスト化（柱、梁、スラブ、バルコニー、マリオン、妻壁、内部階

段）を検討・計画し、型枠材の使用低減を行った。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

用することを実践した。また、仕上げ材の仕様を統一する事で材料ロス等を少なくする無駄のない計画を実施した。 

【協力業者との連携・工夫・検討・計画】 

都市部での工事のため敷地が狭小で分別活動を行うのに十分な作業場所の確保ができず、特に仕上げ工事では廃材

が同時かつ大量に発生する状況であることから、1㎥カートでの分別では間に合わず、そのまま混合廃棄物として排出

される事が懸念された。そのため、工事終盤まで計画的に 4ｔコンテナを配置し、廃棄物の分別を積極的に行える現場

環境を検討し、整えた。また、仕上げ工事の際は主要業者に対し 1 ㎥カートを割振り、協力業者毎にしっかりと廃棄

物管理を行う体制を整えた。その結果、協力業者による分別活動の推進が図れ、廃材の分別は良好に行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

【優良産業廃棄物処理業者との連携・工夫・検討・計画】 

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）

を選定、廃棄物処理の委託を行い、マテリアルリサイクル・サーマルリサイクルを推進し、リサイクル率の向上を図

った。優良産業廃棄物処理業者には、施工者をはじめ協力業者への分別教育や発生する産業廃棄物の識別（品目が何

に該当するか）のアドバイスを貰う等、その都度連携をとり混合廃棄物の発生抑制を行った。 

【独自の取り組み】 

 工事着工前に、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から取組内容を確認、チェックした結果を元に３Ｒ活動に取り組む計画をたて、実施し

た。また、コンクリート打設では、高層階においてコンクリートポンプ車を用いる場合、先送りモルタルに加えて配

管内、ポンプ車ホッパー内の残コンが多く発生するが、それらの産業廃棄物の発生を減らす検討を行い、大型コンク

リートホッパーによるコンクリートの打設を行う計画とした。さらに、現場にゼロエミ担当者を選任し、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、現場での３Ｒ活動を推進した。 

 
 

コンテナ配置状況 1 ㎥カート割振り状況 

124 国 053 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

西西松松建建設設株株式式会会社社  西西日日本本支支社社  猪猪名名川川建建築築工工事事事事務務所所  

取組の実践場所 

兵兵庫庫県県川川辺辺郡郡猪猪名名川川町町  

受賞テーマ 

大大型型物物流流倉倉庫庫建建設設工工事事ににああるるべべきき環環境境負負荷荷低低減減のの取取組組みみ（（建建設設副副産産物物排排出出絶絶対対量量のの削削減減））  

 

受賞者は、新しく整備された新名神高速道路川西インターチェンジに近接する地域に、物流拠点を整備する事業の

一環として、85,380 ㎡の敷地に鉄骨造地上 5階建、延床面積 158,659.92 ㎡の物流倉庫を建設した。 

工事現場では規模を勘案し、地球環境に対する負荷低減のため、“排出絶対量の削減”を主眼として、３Ｒをはじめ

とした環境保全活動を積極的に行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪リデュース≫ 

・基礎型枠に鋼製型枠(ラス型枠)を使用し、型枠材(木材)

量を大幅削減。【290t→0t】▲290t 

・ピット部分床型枠にデッキプレートを使用し、型枠材

(木材)量を削減。【30t→0t】▲30t 

・柱型枠にシステム型枠を使用し、型枠材(木材)量を削

減。【15t→2t】▲13t 

・内装工事建材の工場プレカット徹底による端材の削減。

【耐火ケイカル 15t→0t】▲15t 

・搬入材の簡易梱包を徹底し、廃棄物量を削減。 

・掘削土について工区の細分化により、仮置きスペース

を確保し大部分を埋立土として再利用することで、搬

出量を大幅削減。【38.500 ㎥→7,300 ㎥】▲31,200 ㎥ 

・スマートコンストラクション対応重機を使用し掘削土

量を削減。【28,300 ㎥→23,500 ㎥】▲4,800 ㎥ 

≪リユース≫ 

・掘削土の場外搬出を最小限にし、大部分を埋戻土として有効利用。【38,500 ㎥のうち 31,200 ㎥利用】 

・場内通路の砕石をその都度転用。【転用量：1,000t】 

≪リサイクル≫ 

・場内通路に再生砕石を使用。【利用量：7,000t】 

・独自の分別ルールを定め、廃棄物の分別を徹底。【最終処分率：0.3%】 

≪その他環境活動≫ 
・デジタルサイネージや大型横断幕を用いた、環境意識の啓蒙への取組み。 
・職長会に環境・衛生グループを設置し、環境リーダーを中心に全作業員で環境活動を実施。 

・バイオディーゼル燃料を使用し、建機による CO2排出量削減。【使用量：35,000L】※CO2削減量 91.8t-CO2 

 
 

写真－施工建築物の全景 
写真－施工建築物の位置

川西 ＩＣ 

プロロジスパーク猪名川２プロジェクト 
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125 国 072 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  株株式式会会社社道道端端組組  

取組の実践場所 

  福福井井県県福福井井市市  

受賞テーマ 

  建建設設発発生生土土をを流流用用しし国国土土強強靭靭化化（（ナナシショョナナルル・・レレジジリリエエンンスス））！！  

 
【概要】 

受賞者は、近畿地方整備局福井河川国道事務所管轄である一級河川の 

九頭竜川水系において、河道掘削工事にて発生した多様かつ大量の建設 

発生土を堤防拡幅工事の盛土材に再利用した。 

河道掘削工事にて発生した土質性状の異なる 3種類の土砂（礫質土、 

砂質土、粘性土）を活用し、物理的に混合処理を行う万能土質改良機シ 

ステムを利用して、堤防拡幅工事の品質に適合した盛土材としたことに 

より、従来残土として処分していた建設発生土を有効活用した。 

 

【ポイント、特長】 

従来、建設発生土は受入れ地へ運搬し処分を行っていたため、処分場の確保や無断投棄等の問題があったが、今般、 

河川工事計画の同事業内で発生土のリユースを行う事で建設発生土を有効に活用できたほか、運搬距離の短縮から省

エネルギー効果も得られた。 

また、これまで盛土材としては山間部の地山を切り崩した土砂を購入し使用していたが、建設発生土のリユースに

よりその必要がなくなり、環境保全効果にも繋がった。 

 

【工夫したところ】 

土質性状の異なる 3種類の土砂（礫質土、砂質土、粘性土）を混合して盛土材に使用するには、盛土時の締固め建

設機械によるトラフィカビリティ（走行性）が必要であったため、堤防拡幅工事の品質に適合した強度を確保できる

よう盛土材の調整作業を行った。 

降水量の多い冬時期の掘削や水中掘削により建設発生土（特に粘性土）の含水比（土砂に含まれる水分の割合を示

したもの）が高くなった場合は、盛土材の強度を確保するために、ノンセメント系の石灰系固化材（土質改良材）を

使用して混合を行った。 

その結果、含水比が高い土砂を使用してもトラフィカビリティ（走行性）を確保し、堤防拡幅工事の品質に適合し

た盛土材として供給を行うことができた。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

土砂混合施工状況 

 施工現場に掲示していた土砂混合の工法説明図 

126 国 073 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

角角谷谷木木材材建建設設株株式式会会社社  ＷＷＯＯＯＯＤＤリリササイイククルルセセンンタターー  

取組の実践場所 

福福井井県県坂坂井井市市  

受賞テーマ 

建建設設工工事事にに伴伴いい発発生生すするる木木質質材材のの利利用用不不可可能能ななももののををカカブブトトムムシシのの幼幼虫虫育育成成化化へへのの活活用用  

 

■概要 

工事により発生した伐採木のうち、幹の部分については、近年バイオマス発電の燃料等に利用できるようになって

いるが、小枝や葉及び根の部分については、土砂のほか、場合によってはプラスチック類等の付着もあり、特に利用

用途が限られてくるため、多くはチップとして有機堆肥の材料に使用されている。 
そこで、受賞者は有機堆肥への使用の前に、堤内地等へ防草資材として散布したり、カブトムシ等の幼虫の生育に

利用したりするなどして、小枝や葉及び根の部分の活用を行った。 
 
【雑草の繁殖を抑制】 
 
 
 
 
 
 
 
       施工前              堤外地            チップ散布後 

 
【カブトムシ幼虫の繁殖への活用】 

 

 

 

 

 

 

 

 

木のチップ製作状況                 完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

さなぎ                   成虫 
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125 国 072 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  株株式式会会社社道道端端組組  

取組の実践場所 

  福福井井県県福福井井市市  

受賞テーマ 

  建建設設発発生生土土をを流流用用しし国国土土強強靭靭化化（（ナナシショョナナルル・・レレジジリリエエンンスス））！！  

 
【概要】 

受賞者は、近畿地方整備局福井河川国道事務所管轄である一級河川の 

九頭竜川水系において、河道掘削工事にて発生した多様かつ大量の建設 

発生土を堤防拡幅工事の盛土材に再利用した。 

河道掘削工事にて発生した土質性状の異なる 3種類の土砂（礫質土、 

砂質土、粘性土）を活用し、物理的に混合処理を行う万能土質改良機シ 

ステムを利用して、堤防拡幅工事の品質に適合した盛土材としたことに 

より、従来残土として処分していた建設発生土を有効活用した。 

 

【ポイント、特長】 

従来、建設発生土は受入れ地へ運搬し処分を行っていたため、処分場の確保や無断投棄等の問題があったが、今般、 

河川工事計画の同事業内で発生土のリユースを行う事で建設発生土を有効に活用できたほか、運搬距離の短縮から省

エネルギー効果も得られた。 

また、これまで盛土材としては山間部の地山を切り崩した土砂を購入し使用していたが、建設発生土のリユースに

よりその必要がなくなり、環境保全効果にも繋がった。 

 

【工夫したところ】 

土質性状の異なる 3種類の土砂（礫質土、砂質土、粘性土）を混合して盛土材に使用するには、盛土時の締固め建

設機械によるトラフィカビリティ（走行性）が必要であったため、堤防拡幅工事の品質に適合した強度を確保できる

よう盛土材の調整作業を行った。 

降水量の多い冬時期の掘削や水中掘削により建設発生土（特に粘性土）の含水比（土砂に含まれる水分の割合を示

したもの）が高くなった場合は、盛土材の強度を確保するために、ノンセメント系の石灰系固化材（土質改良材）を

使用して混合を行った。 

その結果、含水比が高い土砂を使用してもトラフィカビリティ（走行性）を確保し、堤防拡幅工事の品質に適合し

た盛土材として供給を行うことができた。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

土砂混合施工状況 

 施工現場に掲示していた土砂混合の工法説明図 

126 国 073 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

角角谷谷木木材材建建設設株株式式会会社社  ＷＷＯＯＯＯＤＤリリササイイククルルセセンンタターー  

取組の実践場所 

福福井井県県坂坂井井市市  

受賞テーマ 

建建設設工工事事にに伴伴いい発発生生すするる木木質質材材のの利利用用不不可可能能ななももののををカカブブトトムムシシのの幼幼虫虫育育成成化化へへのの活活用用  

 

■概要 

工事により発生した伐採木のうち、幹の部分については、近年バイオマス発電の燃料等に利用できるようになって

いるが、小枝や葉及び根の部分については、土砂のほか、場合によってはプラスチック類等の付着もあり、特に利用

用途が限られてくるため、多くはチップとして有機堆肥の材料に使用されている。 
そこで、受賞者は有機堆肥への使用の前に、堤内地等へ防草資材として散布したり、カブトムシ等の幼虫の生育に

利用したりするなどして、小枝や葉及び根の部分の活用を行った。 
 
【雑草の繁殖を抑制】 
 
 
 
 
 
 
 
       施工前              堤外地            チップ散布後 

 
【カブトムシ幼虫の繁殖への活用】 

 

 

 

 

 

 

 

 

木のチップ製作状況                 完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

さなぎ                   成虫 

 
 

令和 3 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰



30

１２７環００１ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  ふふれれああいいフフリリーーママーーケケッットト実実行行委委員員会会  

取組の実践場所 

  長長野野県県上上伊伊那那郡郡宮宮田田村村  

受賞テーマ 

  ででききるるここととかかららエエココ活活動動／／地地域域でで一一緒緒にに楽楽ししくく継継続続  

 
受賞者は、2014 年に村内の有志が集まり「できることからエコ活動」を合言葉に設立された。同委員会は女性 5 名

で構成されており、活動目的に賛同した協力者（ボランティア／個人・団体）が参加している。 

（活動目的：エコの推進、コミュニケーションの場の提供、地域活性化） 

  

（１）どのような３Ｒ活動か、取り組みのポイント・特徴 

１：リユースの推進／フリーマーケットの開催（2回／年） ※2020 年はコロナ禍により、開催せず 

  村内、県内外から 100 ブース近く出店。環境に関わる出店やイベントも同時開催した。 

（開催回数 11 回） 

●SDGs12 番：「つくる責任、つかう責任」に貢献 

●SDGs13 番：「気候変動に具体的な対策を」に貢献 

 

２：グリーンカーテンの推進／アサガオの苗を無料配布（毎年 6月） 

  長野県環境保全協会から提供されたアサガオの種を使用し、保育園 

や小学校で一緒に種まきをし、苗にして配布した。村開催のグリーン 

カーテンコンテストとリンクした取り組みである。 

 （配布実績 苗 5回（種 1回）） 

 ●SGDs13 番：「気候変動に具体的な対策を」に貢献 

 

３：リサイクルの推進／廃油石鹸作り、無料配布 

  家庭から出た廃油を使って、実行委員会で廃油石鹸を作り、フリー 

マーケットの会場などで配布した。 

（配布実績 13 回） 

 ●SDGs12 番：「つくる責任、つかう責任」に貢献 

 

４：リメイクの推進／エコ工作・手芸のイベント開催 

  廃材や不要品（牛乳パック、ペットボトルキャップ、古着）を使った作品作りを行っている。また、中学校や

生涯学習講座、図書館特別講座などでエコ工作・手芸の講師を務めたり、村の文化祭では作品展示や活動紹介を

行ったりしている。（牛乳パックで図書館カード作り、食品トレー工作、リサイクル米袋バッグ作り など。） 

 ●SDGs12 番：「つくる責任、つかう責任」に貢献 

  

（２）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 

  2014 年から途切れることなく、新たな企画を取り入れつつ、活動を継続している。非営利団体のため、実行委

員をはじめ、ボランティアも無償で、地域で楽しくエコ活動を推進している。活動は 8年目に入り、長野県環境保

全協会、村役場、地元企業とのつながりもでき、地域に密着した団体となった。2020 年はコロナ禍により、大規

模なフリーマーケットは開催できなかったが、感染予防に配慮した小規模イベントを開催した。 

単にフリーマーケットを開催するだけでなく、エコをテーマに世代を超えた人と人とのつながり作りや地域活性

化にも貢献したいと考え、実践している。 

活動内容は、SDGs12 番（つくる責任、つかう責任）、13 番（気候変動に具体的な対策を）、14 番（海の豊かさを

守ろう）に当てはまり、今後は SDGs も絡めた発信を行っていこうとしている。 

  

（３）今後の予定 

2021 年はフリーマーケットに代わるエコイベントとして、不要子供用品のリサイクルを目的とした「みやだぐ

るぐるクローゼット」の開催を予定している。また、グリーンカーテンの推進、廃油石鹸の無料配布、リメイク講

座等もできる範囲で継続する予定である。 

 
 

１２８環００２ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  エエフフココーーププ生生活活協協同同組組合合  

取組の実践場所 

  福福岡岡県県全全域域  

受賞テーマ 

  『『商商品品のの流流通通・・販販売売にに使使用用すするる資資源源ののリリササイイククルル推推進進』』  

 
（１）どのような３Ｒ活動か 
『容器包装の再商品化』：容器包装類の再商品化を促進するために、回収して再生利用する品目を定め、配達時およ

び店頭での回収を進めている。 
 
（２）取組のポイント、特長 
商品の利用者（生協組合員）へ、リサイクル活動に対する啓発をおこなうのと同時に、資源回収の呼び掛けを実施。

また、職員や生協組合員向けにメーカーを講師にしたリサイクル学習会や、工場見学などを毎年開催している。 
 

       生協職員向けの学習会            利用者（生協組合員）向けの工場見学 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組合員への広報の一部 
 
（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 
商品の製造から、販売・流通、そして利用者からの資源回収までの流れを、お互いの顔が見える関係性をもって構

築している。また、リサイクルで得た収益（古紙の販売益）を原資に、地域の環境活動団体等へ助成事業として還元

している。 
 
（４）今後の予定 
回収品目の拡大と、回収量の増加をすすめる。 
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１２７環００１ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  ふふれれああいいフフリリーーママーーケケッットト実実行行委委員員会会  

取組の実践場所 

  長長野野県県上上伊伊那那郡郡宮宮田田村村  

受賞テーマ 

  ででききるるここととかかららエエココ活活動動／／地地域域でで一一緒緒にに楽楽ししくく継継続続  

 
受賞者は、2014 年に村内の有志が集まり「できることからエコ活動」を合言葉に設立された。同委員会は女性 5 名

で構成されており、活動目的に賛同した協力者（ボランティア／個人・団体）が参加している。 

（活動目的：エコの推進、コミュニケーションの場の提供、地域活性化） 

  

（１）どのような３Ｒ活動か、取り組みのポイント・特徴 

１：リユースの推進／フリーマーケットの開催（2回／年） ※2020 年はコロナ禍により、開催せず 

  村内、県内外から 100 ブース近く出店。環境に関わる出店やイベントも同時開催した。 

（開催回数 11 回） 

●SDGs12 番：「つくる責任、つかう責任」に貢献 

●SDGs13 番：「気候変動に具体的な対策を」に貢献 

 

２：グリーンカーテンの推進／アサガオの苗を無料配布（毎年 6月） 

  長野県環境保全協会から提供されたアサガオの種を使用し、保育園 

や小学校で一緒に種まきをし、苗にして配布した。村開催のグリーン 

カーテンコンテストとリンクした取り組みである。 

 （配布実績 苗 5回（種 1回）） 

 ●SGDs13 番：「気候変動に具体的な対策を」に貢献 

 

３：リサイクルの推進／廃油石鹸作り、無料配布 

  家庭から出た廃油を使って、実行委員会で廃油石鹸を作り、フリー 

マーケットの会場などで配布した。 

（配布実績 13 回） 

 ●SDGs12 番：「つくる責任、つかう責任」に貢献 

 

４：リメイクの推進／エコ工作・手芸のイベント開催 

  廃材や不要品（牛乳パック、ペットボトルキャップ、古着）を使った作品作りを行っている。また、中学校や

生涯学習講座、図書館特別講座などでエコ工作・手芸の講師を務めたり、村の文化祭では作品展示や活動紹介を

行ったりしている。（牛乳パックで図書館カード作り、食品トレー工作、リサイクル米袋バッグ作り など。） 

 ●SDGs12 番：「つくる責任、つかう責任」に貢献 

  

（２）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 

  2014 年から途切れることなく、新たな企画を取り入れつつ、活動を継続している。非営利団体のため、実行委

員をはじめ、ボランティアも無償で、地域で楽しくエコ活動を推進している。活動は 8年目に入り、長野県環境保

全協会、村役場、地元企業とのつながりもでき、地域に密着した団体となった。2020 年はコロナ禍により、大規

模なフリーマーケットは開催できなかったが、感染予防に配慮した小規模イベントを開催した。 

単にフリーマーケットを開催するだけでなく、エコをテーマに世代を超えた人と人とのつながり作りや地域活性

化にも貢献したいと考え、実践している。 

活動内容は、SDGs12 番（つくる責任、つかう責任）、13 番（気候変動に具体的な対策を）、14 番（海の豊かさを

守ろう）に当てはまり、今後は SDGs も絡めた発信を行っていこうとしている。 

  

（３）今後の予定 

2021 年はフリーマーケットに代わるエコイベントとして、不要子供用品のリサイクルを目的とした「みやだぐ

るぐるクローゼット」の開催を予定している。また、グリーンカーテンの推進、廃油石鹸の無料配布、リメイク講

座等もできる範囲で継続する予定である。 

 
 

１２８環００２ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  エエフフココーーププ生生活活協協同同組組合合  

取組の実践場所 

  福福岡岡県県全全域域  

受賞テーマ 

  『『商商品品のの流流通通・・販販売売にに使使用用すするる資資源源ののリリササイイククルル推推進進』』  

 
（１）どのような３Ｒ活動か 
『容器包装の再商品化』：容器包装類の再商品化を促進するために、回収して再生利用する品目を定め、配達時およ

び店頭での回収を進めている。 
 
（２）取組のポイント、特長 
商品の利用者（生協組合員）へ、リサイクル活動に対する啓発をおこなうのと同時に、資源回収の呼び掛けを実施。

また、職員や生協組合員向けにメーカーを講師にしたリサイクル学習会や、工場見学などを毎年開催している。 
 

       生協職員向けの学習会            利用者（生協組合員）向けの工場見学 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組合員への広報の一部 
 
（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 
商品の製造から、販売・流通、そして利用者からの資源回収までの流れを、お互いの顔が見える関係性をもって構

築している。また、リサイクルで得た収益（古紙の販売益）を原資に、地域の環境活動団体等へ助成事業として還元

している。 
 
（４）今後の予定 
回収品目の拡大と、回収量の増加をすすめる。 
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１２９環００３ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  水水島島エエココワワーーククスス株株式式会会社社  

取組の実践場所 

  岡岡山山県県倉倉敷敷市市  

受賞テーマ 

  「「倉倉敷敷市市ＰＰＦＦＩＩ事事業業ととししてて、、廃廃棄棄物物ををガガスス化化溶溶融融処処理理シシスステテムムにによよりり 110000％％再再資資源源化化」」  

 
（１）どのような３Ｒ活動か 

受賞者は、2005 年 4 月からＰＦＩ事業として、倉敷市の一般廃棄物と水島コンビナート企業などの産業廃棄物を混

合し、ガス化溶融処理システムにより 100％再資源化してきた。廃棄物中の有機物はガス化・改質してクリーンな燃料

ガス（精製合成ガス）としてコンビナートで使用され、無機物はスラグ（道路用骨材・埋戻し材）、メタル（金属原料）

や塩（融雪剤等）などに再生され、全て利用されている。 

高温熱分解と急速冷却によりダイオキシン類などの再合成を防止しており、有害物質の発生はほとんどない。 この

ように環境に対しても高度な対応を行っている。 

 

（２）取組のポイント、特長 

同社のシステムが稼働した 2005 年以降は岡山県と倉敷市の一般廃棄物リサイクル率改善効果が顕著であり、2015

年度および 2016 年度の 2年連続全国首位獲得に貢献した。（岡山県：ごみリサイクル率Ｒ、倉敷市：人口 10 万人以上

50 万人未満のリサイクル率） 

 

（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 

2018 年 7 月に発生した倉敷市＋総社市の西日本豪雨災害廃棄物の可燃ごみ（10,974ｔ）および他の清掃工場で焼却

処理（9,921ｔ）された災害廃棄物焼却灰の再資源化処理を実施し、災害ごみの処理に協力・貢献した。 

また、同社では、地域住民をはじめとして一般見学を受け入れている。小学校 4 年生の環境教育の受入も行ってお

り、毎年 1,500 名程度の小学生に見学してもらっている。2019 年度末までに累計 15,555 名の小学生に見学してもら

った。 

さらに、西日本豪雨災害の学びのブースや記憶のモニュメントを作り、災害を風化させずに今後に活かす活動を展

開している。 

 

（４）今後の予定 

2020 年度新型コロナで見学受入が中止となった際は、環境学習 DVD や災害廃棄物 DVD などをホームページで閲覧可

能にして、環境学習に役立ててもらえるように取り組んだが、2021 年度は WEB 会議システムを用いたオンライン見学

を予定している。 

今後も、同社の特徴を活かして循環型社会形成推進に協力・貢献していこうとしている。 
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倉倉敷敷市市小小学学校校４４年年生生のの環環境境教教育育のの受受入入  

  累累計計 1155,,555555 名名（（22001199 年年度度末末））  

累積人数 

一一般般廃廃棄棄物物ののリリササイイククルル率率  
岡山県：ごみリサイクル率Ｒ、 

倉敷市：人口 10 万人以上 50 万人未満都市のリサイクル率  
22001155・・22001166 年年度度  22 年年連連続続全全国国首首位位にに貢貢献献  

１３０環００４ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  弘弘前前おおももちちゃゃ病病院院  

取組の実践場所 

  青青森森県県弘弘前前市市おおよよびび近近隣隣  

受賞テーマ 

  壊壊れれたたおおももちちゃゃはは弘弘前前おおももちちゃゃ病病院院でで生生ききかかええりり、、笑笑顔顔のの種種がが広広ががりりまますす。。  

 
受賞者は、設立当初は月１回、現在は月２回、子どもたちの壊れたおもちゃを無料で修理するボランティア活動を

定期的に行っている。現在の定期開催は、第２土曜日が弘前市ヒロロ３階で午後１時半～３時半まで、第４日曜日が

弘前市社会福祉センター２階で午後１時半～３時半までの２時間である。また、市内近隣で行われる各種イベントに

も参加している。 

 

持ち込まれるおもちゃは、電池を使ったものであれば音の出る絵本、キャラクターもののピアノ、うごくぬいぐる

み、しゃべる人形、ラジコン、電車、クレーンゲームなどである。電池を使わないおもちゃは、人形、ぬいぐるみ、

オルゴール、木の車などで、子どもがおもちゃとして遊んでいるものや遊んでいたものは診る事にしている。 

 

壊れたおもちゃを持ってくる市民は、赤ちゃんから小学校低学年くらいまでの子どもを連れた若い人が多いが、年

配の人も孫のおもちゃや若い頃に使ったオルゴールなどを持ってくる。おもちゃ病院のメンバーは、６５歳以上がほ

とんどであるが、小学生も参加している。おもちゃの遊び方を聞きながら、壊れた箇所を特定して、新しい部品を使

ったり、中古の部品を使ったり、部品を新たに作り出したり、試行錯誤をして、持ち込んだ人と一緒におもちゃを修

理している。 

 

おもちゃが直りはじめると、子どもたちは歓声を上げて喜ぶので、それを見ておもちゃ病院のメンバーはとても幸

せな気持ちになる。子どもたちは家に戻りおもちゃで楽しく遊び、子どもたちの家族は修理代も新しいおもちゃを買

う費用も発生しないので家計の負担も減って喜び、おもちゃ病院のメンバーは幸せな気持ちで家に戻り、良い事をし

たと家族に話して明るくなる。こうして笑顔によって地域が元気になる。年間３００件程度のおもちゃを受付け、約

９割のおもちゃが直って持ち込んだ人のもとへ戻っていく。 

 

壊れたおもちゃがごみにならず、直してまた使う事で環境にもとても良いと受賞者は考えている。近年では、壊れ

て動かない事を知っていて友人から譲り受けた人、リサイクルショップやインターネットで壊れて動かないので安く

売られていたものを買った人、子どもの頃に使っていたおもちゃを自分の子どもに与えたいという人、などが来院し

て修理を熱望する事もある。 

 

   

写真１：２００８年設立当初の 
看板電気の廃材を使用 

写真２：設立当初の開院風景 写真３：県主催イベントにも参加 

 

同院は、青森県内の他のおもちゃ病院とも協力して、県内に新しいおもちゃ病院を開設するための活動も行ってい

る。青森県内には現在９つもおもちゃ病院があり、県全体では１００名以上が活動に参加している。全国では一番の

短命県であるが、おもちゃについては長寿県といえるのではないか。 

 

 

 

 

 

 

                             写真４：県内各おもちゃ病院メンバー 
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１２９環００３ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  水水島島エエココワワーーククスス株株式式会会社社  

取組の実践場所 

  岡岡山山県県倉倉敷敷市市  

受賞テーマ 

  「「倉倉敷敷市市ＰＰＦＦＩＩ事事業業ととししてて、、廃廃棄棄物物ををガガスス化化溶溶融融処処理理シシスステテムムにによよりり 110000％％再再資資源源化化」」  

 
（１）どのような３Ｒ活動か 

受賞者は、2005 年 4 月からＰＦＩ事業として、倉敷市の一般廃棄物と水島コンビナート企業などの産業廃棄物を混

合し、ガス化溶融処理システムにより 100％再資源化してきた。廃棄物中の有機物はガス化・改質してクリーンな燃料

ガス（精製合成ガス）としてコンビナートで使用され、無機物はスラグ（道路用骨材・埋戻し材）、メタル（金属原料）

や塩（融雪剤等）などに再生され、全て利用されている。 

高温熱分解と急速冷却によりダイオキシン類などの再合成を防止しており、有害物質の発生はほとんどない。 この

ように環境に対しても高度な対応を行っている。 

 

（２）取組のポイント、特長 

同社のシステムが稼働した 2005 年以降は岡山県と倉敷市の一般廃棄物リサイクル率改善効果が顕著であり、2015

年度および 2016 年度の 2年連続全国首位獲得に貢献した。（岡山県：ごみリサイクル率Ｒ、倉敷市：人口 10 万人以上

50 万人未満のリサイクル率） 

 

（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 

2018 年 7 月に発生した倉敷市＋総社市の西日本豪雨災害廃棄物の可燃ごみ（10,974ｔ）および他の清掃工場で焼却

処理（9,921ｔ）された災害廃棄物焼却灰の再資源化処理を実施し、災害ごみの処理に協力・貢献した。 

また、同社では、地域住民をはじめとして一般見学を受け入れている。小学校 4 年生の環境教育の受入も行ってお

り、毎年 1,500 名程度の小学生に見学してもらっている。2019 年度末までに累計 15,555 名の小学生に見学してもら

った。 

さらに、西日本豪雨災害の学びのブースや記憶のモニュメントを作り、災害を風化させずに今後に活かす活動を展

開している。 

 

（４）今後の予定 

2020 年度新型コロナで見学受入が中止となった際は、環境学習 DVD や災害廃棄物 DVD などをホームページで閲覧可

能にして、環境学習に役立ててもらえるように取り組んだが、2021 年度は WEB 会議システムを用いたオンライン見学

を予定している。 

今後も、同社の特徴を活かして循環型社会形成推進に協力・貢献していこうとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

75 394 679 676 575 1,225 619 901 559 728 

2,104 2,608 
1,634 1,254 1,524 

469 
1,148 

1,824 2,399 
3,624 4,243 

5,144 5,703 
6,431 

8,535 

11,143 

12,777 
14,031 

15,555 

0

5000

10000

15000

20000

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

人人

  
倉倉敷敷市市小小学学校校４４年年生生のの環環境境教教育育のの受受入入  

  累累計計 1155,,555555 名名（（22001199 年年度度末末））  

累積人数 

一一般般廃廃棄棄物物ののリリササイイククルル率率  
岡山県：ごみリサイクル率Ｒ、 

倉敷市：人口 10 万人以上 50 万人未満都市のリサイクル率  
22001155・・22001166 年年度度  22 年年連連続続全全国国首首位位にに貢貢献献  

１３０環００４ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  弘弘前前おおももちちゃゃ病病院院  

取組の実践場所 

  青青森森県県弘弘前前市市おおよよびび近近隣隣  

受賞テーマ 

  壊壊れれたたおおももちちゃゃはは弘弘前前おおももちちゃゃ病病院院でで生生ききかかええりり、、笑笑顔顔のの種種がが広広ががりりまますす。。  

 
受賞者は、設立当初は月１回、現在は月２回、子どもたちの壊れたおもちゃを無料で修理するボランティア活動を

定期的に行っている。現在の定期開催は、第２土曜日が弘前市ヒロロ３階で午後１時半～３時半まで、第４日曜日が

弘前市社会福祉センター２階で午後１時半～３時半までの２時間である。また、市内近隣で行われる各種イベントに

も参加している。 

 

持ち込まれるおもちゃは、電池を使ったものであれば音の出る絵本、キャラクターもののピアノ、うごくぬいぐる

み、しゃべる人形、ラジコン、電車、クレーンゲームなどである。電池を使わないおもちゃは、人形、ぬいぐるみ、

オルゴール、木の車などで、子どもがおもちゃとして遊んでいるものや遊んでいたものは診る事にしている。 

 

壊れたおもちゃを持ってくる市民は、赤ちゃんから小学校低学年くらいまでの子どもを連れた若い人が多いが、年

配の人も孫のおもちゃや若い頃に使ったオルゴールなどを持ってくる。おもちゃ病院のメンバーは、６５歳以上がほ

とんどであるが、小学生も参加している。おもちゃの遊び方を聞きながら、壊れた箇所を特定して、新しい部品を使

ったり、中古の部品を使ったり、部品を新たに作り出したり、試行錯誤をして、持ち込んだ人と一緒におもちゃを修

理している。 

 

おもちゃが直りはじめると、子どもたちは歓声を上げて喜ぶので、それを見ておもちゃ病院のメンバーはとても幸

せな気持ちになる。子どもたちは家に戻りおもちゃで楽しく遊び、子どもたちの家族は修理代も新しいおもちゃを買

う費用も発生しないので家計の負担も減って喜び、おもちゃ病院のメンバーは幸せな気持ちで家に戻り、良い事をし

たと家族に話して明るくなる。こうして笑顔によって地域が元気になる。年間３００件程度のおもちゃを受付け、約

９割のおもちゃが直って持ち込んだ人のもとへ戻っていく。 

 

壊れたおもちゃがごみにならず、直してまた使う事で環境にもとても良いと受賞者は考えている。近年では、壊れ

て動かない事を知っていて友人から譲り受けた人、リサイクルショップやインターネットで壊れて動かないので安く

売られていたものを買った人、子どもの頃に使っていたおもちゃを自分の子どもに与えたいという人、などが来院し

て修理を熱望する事もある。 

 

   

写真１：２００８年設立当初の 
看板電気の廃材を使用 

写真２：設立当初の開院風景 写真３：県主催イベントにも参加 

 

同院は、青森県内の他のおもちゃ病院とも協力して、県内に新しいおもちゃ病院を開設するための活動も行ってい

る。青森県内には現在９つもおもちゃ病院があり、県全体では１００名以上が活動に参加している。全国では一番の

短命県であるが、おもちゃについては長寿県といえるのではないか。 

 

 

 

 

 

 

                             写真４：県内各おもちゃ病院メンバー 
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１３１環００５ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  株株式式会会社社富富山山環環境境整整備備  

取組の実践場所 

  富富山山県県富富山山市市  

受賞テーマ 

  「「廃廃棄棄物物はは資資源源」」～～最最後後ののひひととかかけけららままでで資資源源ととししてて活活用用すするる循循環環型型社社会会へへ～～  

 
受賞者は 1972 年の創業以来、顧客そして社会の要請に応える形で様々な廃棄物処理に取り組んでいる。廃棄物を取

り巻く環境が時代と共に変化し、３Ｒの概念が広がり、リサイクルが当たり前になっていく中、同社は自らで廃棄さ
れたプラスチックを材料に変え、自らで製品をつくる、国内でも数少ない自己完
結型のマテリアルリサイクルシステムを構築した。また、2008 年には発電併用焼
却施設をサーマルリサイクル施設として稼働、2014 年には農林水産省「次世代施
設園芸導入加速化支援事業」へ参画した。様々な分野で開発されている技術を集
結し、焼却時の電気や熱エネルギーをビニールハウスのエネルギーとして活用す
る、国内でも新しい農業のスタイルを実現している。 
さらに、近年では新しいリサイクル技術を開発するための研究開発事業もはじ

めた。また、廃棄物をエネルギーに変えることで、さらに多くの産業に活用でき
るのではないかと考えている。同社は、これからも「廃棄物は資源」と捉え、社
会とのパートナーシップを大切にし、時代に合ったリサイクルを追い求め、廃棄物起点の資源循環型社会の実現を目
指そうとしている。 
 
（１）廃棄物の減量化と再資源化による「資源循環型社会」の実現へ 
同社では、様々な廃棄物を処理できる中間処理施設を完備している。中間処理に力を入れているのは、資源循環型

社会を実現するためである。この中間処理を行わずにそのまま埋め立てをすれば、最終処分場がすぐに一杯になって
しまう。 
はじめに材料としてリサイクルできるものを分別し、次に可燃性のものを焼却

して廃棄物の量を減らす。この中間処理を行うことで、最終処分場で埋め立てる
量を極力抑えることができる。廃棄物の再資源化と最終処分量の低減を進める起
点として、リサイクル資源を取り出す「破砕・選別」、廃棄物をエネルギーに転換
する「焼却」などの中間処理を実施している。 
 
（２）容器包装プラスチックのマテリアルリサイクル 
容器包装プラスチックを光学式選別機等の設備を用いて、素材毎に選別し材料

化を行う。リサイクルされた材料はプラスチック製品製造会社へと供給されるだ
けでなく、同社においてもリサイクル製品の製造を行っている。 
 
（３）産業廃棄物を燃料としたサーマルリサイクル 
中間処理によって、マテリアルリサイクル原料、サーマルリサイクル燃料など

のリサイクルの資源を取り出している。取り出されたサーマルリサイクル燃料は
発電併用焼却施設にてエネルギー資源として利用される。そして、焼却時に得ら
れる排熱を利用し発電を行っている。発電した電力と熱エネルギーはリサイクル
施設や次世代型園芸での農産物の生産に利用している。 
 
（４）廃棄物エネルギーを活用した次世代型園芸 
同一敷地内の廃棄物焼却施設で発生した電気や熱エネルギーをハウスの照明や

空調に利用している。廃棄物をエネルギーに変えて農業に活用する、循環型農業
モデルに取り組んでいる。 
また、新しい農業スタイルである ICT 等を活用した温室ハウス 28 棟（4ha）か

ら成る次世代施設園芸を展開している。フルーツトマトやトルコキキョウの栽培
を行い、栽培したトマトは、全国へ販売するとともに加工品の製造・販売も行っ
ている。この取組みにより北陸・富山の地でも競争力のある農業が展開でき、雇
用増加にも繋がっている。 
 
（５）資源化の追求と地域との連携強化 
今後、第三焼却発電施設の設置を計画しており、更なる熱・電気の供給が可能となることで、農業だけでなく、レ

ジリエンス（耐久力）強化や地域産業と連携した新たな事業展開等への活用を検討している。 
また、次世代施設園芸での経験を基に、農業従事者の高齢化や後継者不足といった地域の課題解決に向けて地域住

民と一緒に稲作を始めた。今後は、地域住民と対話しながら、周辺山林の里山再生など地域振興活動を進めていこう
としている。 
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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。 

内内閣閣総総理理大大臣臣賞賞 

 ヤマダインフラテクノス株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

   

経経済済産産業業大大臣臣賞賞 

 ウエノテックス株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

   

国国土土交交通通大大臣臣賞賞 

 回転式破砕混合工法研究会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

 株式会社熊谷組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

 公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

   

リリデデュューースス･･リリユユーースス･･リリササイイククルル推推進進協協議議会会会会長長賞賞 

 ああ行行   

 ウォータースタンド株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

 エフコープ生活協同組合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１ 

    

 かか行行  

 角谷木材建設株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９ 

 株式会社熊谷組 関西支店 （仮称）大阪市中央区内久宝寺町4丁目計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６ 

 甲州市立祝小学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ 

 鴻池・剋真・松本特定建設工事共同企業体真岡市新庁舎建設工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

 鴻池組・丸本組・西武建設特定建設工事共同企業体渡波稲井線道路新設工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７ 

   

 ささ行行  

 静岡市立千代田東小学校 ４年３組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

 株式会社静鉄ストア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３ 

 清水建設株式会社 （仮称）松戸市立千駄堀新病院建設事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

 清水建設株式会社 東京支店 (仮称)TGMM芝浦プロジェクトB棟新築工事建設所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

 清水建設株式会社 秋葉原昭和通り計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

 清水建設株式会社 竹芝ウォーターフロント開発計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

 積水ハウス株式会社 大阪マンション事業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６ 

   

 たた行行  

 株式会社竹中工務店 大阪本店 大丸心斎橋店本館建替計画作業所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

 株式会社竹中工務店 東京本店 サントリーＰ長野Ｍ－５ものづくり棟新築工事作業所・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ 

 株式会社竹中工務店 北海道支店 新日本海Fニセコホテル 新築工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３ 

 株式会社富山環境整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３４ 

   

 なな行行  

 西松建設株式会社 西日本支社 猪名川建築工事事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７ 

   

   



   

 はは行行  

 弘前おもちゃ病院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３３ 

 福島県南会津郡只見町立只見中学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

 株式会社フジタ 東北支店 土木工事部三島海岸作業所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２５ 

 ふれあいフリーマーケット実行委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３０ 

    

 まま行行  

 水島エコワークス株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２ 

 株式会社道端組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８ 

 三菱地所レジデンス株式会社 関西支店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６ 

   

 やや行行  

 株式会社ユニバース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

   

   

   

   

 
 
 



リデュース・リユース・リサイクル推進協議会

 

【リデュース・リユース・リサイクルキャンペーンマークについて】
リデュース・リユース・リサイクルキャンペーンマーク（以下、キャンペーンマーク）は、
３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の趣旨をわかりやすくイメージすることにより、
３Ｒ活動をより親しみやすいものとし、より多くの方々の積極的な参加と協力を呼びか
けることを目的につくられたシンボルマークです。

＜デザイン・コンセプト＞
英語の R（Reduce・Reuse・Recycle）をモチーフとした、３つの図形が一歩を踏み出し、
前進する様を表現しています。３つの色はそれぞれ[オレンジ → 人間] [グリーン → 大地] 
[ ブルー → 空 ] を表現しています。

  リデュース・リユース・リサイクル（3R） 
キャンペーンマーク使用の手引き



例：ホームページ

例：看板、3Ｒ活動スタッフジャンパー

例：冊子、チラシ、名刺

ごみの量を減らそう ● 繰り返し使おう ● 資源として活かそう

第１回 地域環境を考える会
開催日時：平成００年００月００日００：００～
開催場所：○○県○○○センター
主催：社団法人○○県○○協会

○○○○○フォーラム
～リサイクルで住み良い地域～

主催：社団法人○○県○○協会 後援：○○県

ごみの量を減らそう ● 繰り返し使おう ● 資源として活かそう

3Rを推進しよう！

キャンペーンマークは、以下のような内容において、３Ｒ活動への参加・協力の呼びかけをす
ることにご使用いただけます。

　1）冊子、チラシ、名刺等の配布物
　2）３Ｒ推進活動やイベントにおけるポスターや看板等の掲示物、造作物
　3）ホームページ等の電子メディア

３Ｒに関する実践活動やＰＲ・キャンペーン活動にぜひご使用ください。
また、当協議会の表彰等を受賞した際には、その受賞広報活動等と合わせて３Ｒ活動への参加
の呼びかけをするのにご使用ください。

キャンペーンマークは、上記の呼びかけ以外の目的では使用できませんが、例外として、３Ｒ
の啓蒙活動（３Ｒの紹介、教育）において、３Ｒ推進のシンボルマークの紹介としてキャンペー
ンマークを掲載することは可能です。ただし、この場合はマークの説明として「３Ｒ推進のキャ
ンペーンマーク」であることを明記してください。

○○○地区
みんなのリサイクル読本

○○県○○協会

１月号

◯×株式会社
△□事業部

3R を推進しよう！

◯  □　 △  ×

TEL 03-1234-5678

1

1．キャンペーンマークを使用できるケース

例：商業的利用　　　 例：３Ｒに関する認定を得ていると誤解を招く

例：特定の製品が環境等に配慮していると誤解を招く　

例：無許可の中古品・資源回収

キャンペーンマークの趣旨と異なる目的にご使用することはできません。

　1）商業的利用
　2）３Ｒに関する何らかの保証や認定を得ていると誤解を招くおそれがある使用方法
　3）特定の製品が環境等に配慮していると誤解を招くおそれがある使用方法
　4）法令又は公序良俗に反するおそれのある使用方法

なお、このキャンペーンマークは、日本において商標登録されています。

¥1,000

地球球にに優優しい再生ププララ製品

ここの○○はは
リササイイクル可能な製品品でです

ダイイオオキキシンを発発生生すする
塩塩素素を使っていませせんん

2

2．キャンペーンマークを使用できないケース
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●カラーシステム

●不可侵領域

　b = a ×1/5

　b = a ×1/3

1）カラーで使用する場合は、必ず指定色を使ってください。（「カラーシステム」参照）

2）やむを得ず単色使用する場合は、スミベタ又は白抜きにしてください。

3）マークの形状は、変形したり、付随する文字を削除・変更したりしないでください。

4）マークの上下左右にキャッチコピーを置くことが可能です。
ただし、内容は３Ｒ活動への参加と協力を呼びかけるものに限ります。「ごみの量を減ら
そう」や「３Ｒを実施しよう」のように、「皆で～しよう」と呼びかけるものにしてください。
「私たちは～しています」「当社は～しています」のように、内容を発信者に限定的にする
ようなキャッチコピーにしないでください。

5）キャンペーンマークの上下左右にスペースを空けてください。スペースは、キャンペーン
マーク（含むキャッチコピー）の幅の５分の１を空けてください。
キャッチコピーをキャンペーンマークの横に置くなど、幅が広い場合は、キャンペーンマー
クの高さの３分の１を空けてください。（「不可侵領域」参照）

6）マークの下地は、基本的に白または色の薄い無地にしてください。下地が柄、あるいは、
色が濃い場合など、マークの判別が困難になる場合は、マークとその周辺を白地にしてご
使用ください。

※やむを得ず単色使用する際は、スミベタまたは白抜き表現可能

3

3．キャンペーンマークの使用上の注意（デザイン・ガイドライン） 例：指定色以外を使うことはできません

例：白黒の場合の例。白又は黒以外の色にしたり、マークが見づらくしたりすることはできません

例：マークを変形、改造、一部削除などすることはできません

指定のカラーシステム以外の色を
使用してはいけない

カラーシステム色を正しい位置に
使用しなくてはいけない

スミ以外の色を
使用してはいけない

マークが見づらくなる様な
背景色・地紋を使用してはいけないスミベタ 白ヌキ

［正］ ［認められない例］

［認められない例］［認められる例］

［認められない例］

4．３Ｒを呼びかけるキャッチコピーの例

　経済産業省

　　　「限りある地球の資源を大切に！」

　リデュース・リユース・リサイクル推進協議会

　　　「ごみの量を減らそう　繰り返し使おう　資源として活かそう」

4
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5

1）協議会事務局宛に、使用申請書を提出してください。
使用申請書と一緒に、キャンペーンマークの使用方法が分かるような使用部分のイメージ
図、原稿等を添付してください。

2）協議会にて提出された使用申請書と添付資料の内容を確認の上、問題がなければ使用許諾
書をお送りします。

3）「キャンペーンマークの使用上の注意（デザイン・ガイドライン）」を順守し、キャンペー
ンマークの使用を開始してください。

4）使用する制作物等が完成しましたら、キャンペーンマークを使用している部分の現物１点
または現物の写真を協議会事務局へ提出してください。ホームページ等の場合、掲載場所
をお知らせください。その他、具体的な提出内容は、使用許諾書に記述します。
なお、ご提出いただいた現物の写真等は、協議会ホームページ等で紹介することがありま
すので、あらかじめご了承ください。

＊省庁又は地方公共団体が行う３Ｒ活動での使用については申請が不要ですが、4）の完成し
た製作物のご提出をお願いします。省庁又は地方公共団体から、直接、委託等を受けて実
施する事業（事業の主体が省庁又は地方公共団体である）も、これに準ずるものとします。

●使用申請書の提出先

　      リデュース・リユース・リサイクル推進協議会事務局

　　　　　　　　　　　　　　　  ３Ｒキャンペーンマーク係

　〒101-0044　

　東京都千代田区鍛冶町二丁目 2 番 1 号　三井住友銀行神田駅前ビル　

　一般社団法人産業環境管理協会　資源・リサイクル促進センター

　電話： 0 3 －5 2 0 9 －7 7 0 4　　　  FAX： 0 3 －5 2 0 9 －7 7 1 7

5．使用の手続き

6

（使用申請書記入例）

平成 x x 年 x x 月 x x 日 

リデュース・リユース・リサイクル推進協議会　御中

○×○× 株式会社

「リデュース・リユース・リサイクルキャンペーンマーク」使用申請書

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

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

２．使用方法
　　・社内掲示用ポスター　１０枚
　　・社内報ゼロエミッション特集号　１００部

３．使用期間
　　平成ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日　～　平成ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日

４．添付書類
（３Ｒキャンペーンマークの使用方法が分かるような使用部分のイメージ図、原稿等を添付してください。）

　　・ポスター案
　　・社内報該当ページ抜粋

５．連絡先
（郵便番号、住所、機関名・会社名等、担当者連絡先、電話、ＦＡＸ、Ｅメールを記入してください。）

〒101-0044  東京都千代田区鍛冶町 x 丁目 x 番 x 号
○×○× 株式会社　ＣＳＲ本部環境室　　○ × △ □
電話： 03－5209－xxxx　　FAX： 03－5209－xxxx　　
E メール : ○×@xxxxx.co.jp



5

1）協議会事務局宛に、使用申請書を提出してください。
使用申請書と一緒に、キャンペーンマークの使用方法が分かるような使用部分のイメージ
図、原稿等を添付してください。

2）協議会にて提出された使用申請書と添付資料の内容を確認の上、問題がなければ使用許諾
書をお送りします。

3）「キャンペーンマークの使用上の注意（デザイン・ガイドライン）」を順守し、キャンペー
ンマークの使用を開始してください。

4）使用する制作物等が完成しましたら、キャンペーンマークを使用している部分の現物１点
または現物の写真を協議会事務局へ提出してください。ホームページ等の場合、掲載場所
をお知らせください。その他、具体的な提出内容は、使用許諾書に記述します。
なお、ご提出いただいた現物の写真等は、協議会ホームページ等で紹介することがありま
すので、あらかじめご了承ください。

＊省庁又は地方公共団体が行う３Ｒ活動での使用については申請が不要ですが、4）の完成し
た製作物のご提出をお願いします。省庁又は地方公共団体から、直接、委託等を受けて実
施する事業（事業の主体が省庁又は地方公共団体である）も、これに準ずるものとします。

●使用申請書の提出先

　      リデュース・リユース・リサイクル推進協議会事務局

　　　　　　　　　　　　　　　  ３Ｒキャンペーンマーク係

　〒101-0044　

　東京都千代田区鍛冶町二丁目 2 番 1 号　三井住友銀行神田駅前ビル　

　一般社団法人産業環境管理協会　資源・リサイクル促進センター

　電話： 0 3 －5 2 0 9 －7 7 0 4　　　  FAX： 0 3 －5 2 0 9 －7 7 1 7

5．使用の手続き

6

（使用申請書記入例）

平成 x x 年 x x 月 x x 日 

リデュース・リユース・リサイクル推進協議会　御中

○×○× 株式会社

「リデュース・リユース・リサイクルキャンペーンマーク」使用申請書

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

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

２．使用方法
　　・社内掲示用ポスター　１０枚
　　・社内報ゼロエミッション特集号　１００部

３．使用期間
　　平成ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日　～　平成ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日

４．添付書類
（３Ｒキャンペーンマークの使用方法が分かるような使用部分のイメージ図、原稿等を添付してください。）

　　・ポスター案
　　・社内報該当ページ抜粋

５．連絡先
（郵便番号、住所、機関名・会社名等、担当者連絡先、電話、ＦＡＸ、Ｅメールを記入してください。）

〒101-0044  東京都千代田区鍛冶町 x 丁目 x 番 x 号
○×○× 株式会社　ＣＳＲ本部環境室　　○ × △ □
電話： 03－5209－xxxx　　FAX： 03－5209－xxxx　　
E メール : ○×@xxxxx.co.jp






