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令令和和４４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３１回目を迎え*、環境・３Ｒ（資源循環）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、本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 

角田 禮子 

小澤紀美子 

斎藤 正一 

根村 玲子 

細田 衛士 

植松 利夫 

藤江 陽子

城  克文 

安楽岡 武 

畠山陽二郎 

瓦林 康人 

土居健太郎 

東京大学名誉教授 

日本商工会議所 産業政策第二部 課長 

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 

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 環境委員会委員長 

東海大学副学長、政治経済学部経済学科・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 大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官 

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 

 



  
  
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  ４件 

環境大臣賞  ２件 

リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞 １５件 

計 ２３件 

 

３３．．表表彰彰式式

 日  時 ： ２０２２年１０月２４日（月）１４時００分～１５時００分 （予定） 

 会  場 ： ＫＫＲホテル東京（東京都千代田区大手町１－４－１） 

 

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４４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 

 

環境大臣賞    ----                                                   ２ 

 

 

リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞                       ２ 
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１２０１厚００１ 

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 

  カカッットトシショョッッププシショョーーンン  

取組の実践場所 

  青青森森県県青青森森市市  

受賞テーマ 

「「いいつつままででもも  人人もも  地地球球もも  美美ししくく」」  

永永続続すするる楽楽ししいい日日常常ををつつくくるる道道をを美美容容室室かかららおお客客様様へへ 
 
受賞者は、個人の小規模経営ながらも長年にわたり、スタッフ全員それぞれが自ら考えて工夫する３Ｒ活動、さら

にはＳＤＧｓや低炭素社会にもつながる環境全般に配慮した活動を行っている。 

同店は 1997年 3月のオープン時からミッション「いつまでも 人も 地球も 美しく」を掲げ、以来 25年間、少しず

つではあるが３Ｒ活動や環境保全活動を増やしてきた。オープン当時はまだ、環境問題が身近なこととして捉えられ

ていない頃であり、同店のミッションも、どこまで顧客に理解してもらえるのか、わからない状況であった。 

その中で、誰か 1人が頑張るのではなく、スタッフ全員が最初のうちはよく分からなくても行動できるようにと、

美容室において変動費（売り上げに応じて変動する費用）にあたる電気や水、灯油の使用量を売上 1万円当たりの使

用量でグラフ化して提示し、「資源を見える化」することから活動を始めた。 

2008年には「もったいないプロジェクト」を設置し、プロジェクトリーダーを中心としてスタッフ全員で業務その

ものがどこからでも３Ｒ活動につながることを念頭に置いて活動に取り組んでいる。 

 

オープン時から現在に至るまで、スタッフ自らが技術工程の見直しを含めた３Ｒ推進活動を続けているのは、拙速

に活動を拡大するのではなく、まずは目に見える形で現状を把握して「手元にある身近なものを使って工夫すれば廃

棄物を減らせる」と考える段階、そのうえで「エネルギーに頼らなくてもいい部分は私たちの工夫で、頼らざるを得

ない部分は自然エネルギーで」等の他組織の力を借りてミッションを実現する段階と、緩やかに活動をひろげている

点が大きい。 
 

また、2007年 7月に創刊したオリジナルフリーペーパーには、「エコ deショーン」と称するコーナーを設けて、環

境保全関連の活動報告やコラムを掲載してきた。2022年 3月には第 78号を発行し（現在も継続中）、来店した顧客に

手渡している。同店がエコロジカルな視点で営業をしていることを理解してもらい、顧客にも協力してもらい、３Ｒ

はもとより環境保全全般に関心を持って日常を過ごしてもらえるようにと、記事の内容や組みあわせなどに工夫を重

ねている。 

 

 

 

 

 

具体的な活動の例としては、以下のことなどを行っている。 

 

１．リデュース 

・パーマ液のアプリケータ（スポイト）に薬剤使用量の目安メモリを書き入れ、ムダ使いによる廃棄削減に努めてい

る。 

・2015 年 6 月から、ヘアカラー塗布後のカラー剤残量ゼロを目指し、使用カップの残量を毎回計測して、スタッフの

意識改革を促すことによる残量削減に努めている。 

・コームを使って、地肌に薬剤をつけないように染める塗布テクニックをアルカリカラーにも取り入れることにより、

無駄な薬剤を減らし、洗い流し時の薬剤廃棄減量を行っている。 

・ヘアカラー施術では、アルミホイルを用いて行うローライト塗布技術を、再利用可能なカラーパレットを使用する

技術に改良、仕上がりの改善とともに廃棄アルミホイルの減量につなげている。 

 

ミミッッシショョンン  
 

身身近近ななここととをを工工夫夫ししてて３３ＲＲ  
 

他他者者とと協協力力ししてて環環境境保保全全   
資資源源をを見見ええるる化化  

令和 4 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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１２０１厚００１ 

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 

  カカッットトシショョッッププシショョーーンン  

取組の実践場所 

  青青森森県県青青森森市市  

受賞テーマ 

「「いいつつままででもも  人人もも  地地球球もも  美美ししくく」」  

永永続続すするる楽楽ししいい日日常常ををつつくくるる道道をを美美容容室室かかららおお客客様様へへ 
 
受賞者は、個人の小規模経営ながらも長年にわたり、スタッフ全員それぞれが自ら考えて工夫する３Ｒ活動、さら

にはＳＤＧｓや低炭素社会にもつながる環境全般に配慮した活動を行っている。 

同店は 1997年 3月のオープン時からミッション「いつまでも 人も 地球も 美しく」を掲げ、以来 25年間、少しず

つではあるが３Ｒ活動や環境保全活動を増やしてきた。オープン当時はまだ、環境問題が身近なこととして捉えられ

ていない頃であり、同店のミッションも、どこまで顧客に理解してもらえるのか、わからない状況であった。 

その中で、誰か 1人が頑張るのではなく、スタッフ全員が最初のうちはよく分からなくても行動できるようにと、

美容室において変動費（売り上げに応じて変動する費用）にあたる電気や水、灯油の使用量を売上 1万円当たりの使

用量でグラフ化して提示し、「資源を見える化」することから活動を始めた。 

2008年には「もったいないプロジェクト」を設置し、プロジェクトリーダーを中心としてスタッフ全員で業務その

ものがどこからでも３Ｒ活動につながることを念頭に置いて活動に取り組んでいる。 

 

オープン時から現在に至るまで、スタッフ自らが技術工程の見直しを含めた３Ｒ推進活動を続けているのは、拙速

に活動を拡大するのではなく、まずは目に見える形で現状を把握して「手元にある身近なものを使って工夫すれば廃

棄物を減らせる」と考える段階、そのうえで「エネルギーに頼らなくてもいい部分は私たちの工夫で、頼らざるを得

ない部分は自然エネルギーで」等の他組織の力を借りてミッションを実現する段階と、緩やかに活動をひろげている

点が大きい。 
 

また、2007年 7月に創刊したオリジナルフリーペーパーには、「エコ deショーン」と称するコーナーを設けて、環

境保全関連の活動報告やコラムを掲載してきた。2022年 3月には第 78号を発行し（現在も継続中）、来店した顧客に

手渡している。同店がエコロジカルな視点で営業をしていることを理解してもらい、顧客にも協力してもらい、３Ｒ

はもとより環境保全全般に関心を持って日常を過ごしてもらえるようにと、記事の内容や組みあわせなどに工夫を重

ねている。 

 

 

 

 

 

具体的な活動の例としては、以下のことなどを行っている。 

 

１．リデュース 

・パーマ液のアプリケータ（スポイト）に薬剤使用量の目安メモリを書き入れ、ムダ使いによる廃棄削減に努めてい

る。 

・2015 年 6 月から、ヘアカラー塗布後のカラー剤残量ゼロを目指し、使用カップの残量を毎回計測して、スタッフの

意識改革を促すことによる残量削減に努めている。 

・コームを使って、地肌に薬剤をつけないように染める塗布テクニックをアルカリカラーにも取り入れることにより、

無駄な薬剤を減らし、洗い流し時の薬剤廃棄減量を行っている。 

・ヘアカラー施術では、アルミホイルを用いて行うローライト塗布技術を、再利用可能なカラーパレットを使用する

技術に改良、仕上がりの改善とともに廃棄アルミホイルの減量につなげている。 

 

ミミッッシショョンン  
 

身身近近ななここととをを工工夫夫ししてて３３ＲＲ  
 

他他者者とと協協力力ししてて環環境境保保全全   
資資源源をを見見ええるる化化  

 

・ゆるい粘性のストレート剤は通常、カップに出して刷毛で塗布するが、使いすぎや出しすぎを避けるためスポイト

を使用し、ピンポイントに塗布することで残量ゼロを実現している。 

・シャンプー台では、有害物質を取り除き環境浄化作用がある設備を設置し、機能水を使用することで排水時の環境

負荷を削減している。 

・薬剤のついたタオルのつけ置き洗いの徹底など洗濯方法の改善や、施術後にカップに残った薬剤を拭き取ってから

洗うなど、極力汚水を減らす節水管理を徹底している。 

・プラスチック使用減量のため容器包装簡素化の可能な商品を顧客に奨励し、詰替え、量り売り販売を実施、ボトル

の再利用を薦めている（2007年頃から実施。） 

・店内で使用する材料は、可能な限り詰替商品を使用している。 

・店販用の包装材を利用した紙袋にするとともに、一部は顧客の理解を得て店販袋（物販用の袋）なしで商品の引渡

しも行っている。 

・店内散髪掃除用のほうきは、ラバー箒（古くなったらラバー部分のみの交換可能）を使用している。 

・カルテ記入や事務に使うペンは、替え芯を使用している。 

・配送の脱ダンボール化に取り組んでいる美容ディーラーには、集荷 BOXでの積み替えで配送してもらっている。 

・店内の床清掃時に使用するワックス及び剥離剤は、環境負荷を低減（ごみの減容化）する低炭素型容器を採用した

製品を使用している。（燃焼の際の有害ガスの発生がなく、ダンボールはラベルをはがさずリサイクル可能なもの） 

・ミーティング資料、販売促進企画検討資料、人材教育用の提出資料等は印刷せずに PDF・JPG 化してスタッフ全員で

使用しているビジネスチャット上で閲覧検討することにより、紙の使用量を削減している。 

・電子化されて受領した領収書などの会計書類は、PDF化して電子保存している。 

・2021 年 11 月～2022 年 1 月の期間限定の試みではあったが、期間中、年末年始の福袋を購入する顧客にはオリジナ

ルのエコバッグを作成して店販袋にして配り、エコバッグ持参の習慣化を呼び掛けた。 

 

２．リユース 

・パーマ施術時に使用するワインディングペーパーは、リユース可能なものを使用している。 

・古くなった施術用タオルは、雑巾として再使用している。 

・使用しなくなった紙の裏をメモ用紙として再使用している。 

・施術中に顧客が使ったマスクは、使用後、古雑誌を再使用してつくった紙のケースに一人ずつ入れてもらい、廃棄

処分している。 

・脱プラスチック対策にメーカーが材料配送に採用している緩衝材の紙も、顧客の使用済みマスクの廃棄用ケースに

していて、他にメモ用紙、カラーカップの拭き取り用紙に再使用している。 

 

 2022 年は、ヘアカラーチューブリサイクルの取り組みを始めていて、使用済みヘアカラーチューブリサイクル・ご

み削減・環境保全活動推進を目指している企業に対し、使用済ヘアカラー薬剤チューブの返却を予定している。手続

きの完了後、引き取りの規定量が確保され次第、出荷することにしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記以外にも、ヘアドネーションへの協力、自然エネルギー100％の使用など、３Ｒだけでなく、人と環境全般に配

慮した様々な活動を続けている。 

 
 

写真左： 
目安メモリを書き入れた 
アプリケータ 

写真中： 
再利用可能なカラーパレット 

写真右： 
フリーペーパーの抜粋 

令和 4 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰



6

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

７２０１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 

  株株式式会会社社ククリリエエイイトトエエンンジジニニアアリリンンググ  

取組の実践場所 

  愛愛知知県県岡岡崎崎市市  

受賞テーマ 

  金金属属切切削削屑屑をを再再溶溶解解用用にに固固形形化化ししつつつつ付付着着切切削削油油をを回回収収再再利利用用すするる装装置置のの  

開開発発とと実実用用化化  

 
受賞者の取組は、旋盤など工作機械の金属切削屑（以下切粉）排出口から排出される切粉（きりこ）を、固形化し

て再溶解（リサイクル）できるようにし、切削油も抽出して再利用（リユース）できるようにする、洗濯機より少し

大きいほどの小型で低価格の画期的な自動切粉破砕圧縮機の開発と実用化に関するものである。大型装置を導入する

スペース、資金力の乏しい小規模企業でも設置でき、大規模企業では、本装置を分散配置できるなど、より効率的な

３Ｒを実践できるようになり、切粉油流出による環境汚染防止も達成されるものである。 

この装置は、切削加工時に発生するカール状、チップ状など様々な性状の異なる切粉を、１／５～１／５０に減容・

固形化して再溶解（リサイクル）でき、切削油も９８％以上回収して再利用（リユース）できて、消費量を削減（リ

デュース）するなど環境性能に優れている。 

 

＜先駆性、独創性＞ 

① 従来の装置は、金属切削加工工程で発生する様々な形

態、寸法の切粉を無理なく圧縮成形室に入れるために、圧

縮成形室の内径を大きくした結果、大きな油圧圧縮シリン

ダーと油圧源が必要になり、装置が大型化して高価にな

り、導入対象が限定されていた。 

また、破砕機構がないので、旋盤などから排出されるカ

ール状の切粉など種々な性状の切粉には対応できない問

題があった。本装置は、様々な形態、寸法の切粉でも捕捉

して破砕する専用のコンパクトな内蔵破砕機を独自開発

し、切粉を一旦破砕してしまうことで、圧縮成形室の内径

を大きくせずに集積し、小さな圧縮動力で圧縮成形品を得

て再溶解（リサイクル）へと繋げている。                              

② 切粉に付着した切削油は、圧縮工程で抽出される。滲出した切削油はオイルパンで受けて内蔵の回収ポンプで装

置外部に取り出して簡単に回収して再利用（リユース）できる。切削油の流出による土壌汚染も防止でき、環境負

荷の軽減に貢献している。 

③ 小さな内径の圧縮成形室なので小さな油圧圧縮シリンダーで成立し、油圧システムも小型化され、必要圧縮力

が小さいので構造部材も簡素にでき、小型、軽量、低価格化が実現している。        

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

さらに、切粉中の端材等の異物を、アラーム停止することなく機外に排出する独自開発の異物排出機構内蔵装置や、

圧縮ピストンの外径を大きくせずに圧縮力を 50％増大できる独自開発の増圧機構内蔵装置も開発し、実用化に成功し

ている。 
 

 

図１ 独自開発した専用破砕機  
（これにより様々な性状の切粉を処理可能になった） 
 

＜＜リリササイイククルル＞ 

＜＜リリユユーースス＞ 

図２ 本装置（赤枠）を工作機械の切粉出口に設置した例 

令和 4 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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７２０１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 

  株株式式会会社社ククリリエエイイトトエエンンジジニニアアリリンンググ  

取組の実践場所 

  愛愛知知県県岡岡崎崎市市  

受賞テーマ 

  金金属属切切削削屑屑をを再再溶溶解解用用にに固固形形化化ししつつつつ付付着着切切削削油油をを回回収収再再利利用用すするる装装置置のの  

開開発発とと実実用用化化  

 
受賞者の取組は、旋盤など工作機械の金属切削屑（以下切粉）排出口から排出される切粉（きりこ）を、固形化し

て再溶解（リサイクル）できるようにし、切削油も抽出して再利用（リユース）できるようにする、洗濯機より少し

大きいほどの小型で低価格の画期的な自動切粉破砕圧縮機の開発と実用化に関するものである。大型装置を導入する

スペース、資金力の乏しい小規模企業でも設置でき、大規模企業では、本装置を分散配置できるなど、より効率的な

３Ｒを実践できるようになり、切粉油流出による環境汚染防止も達成されるものである。 

この装置は、切削加工時に発生するカール状、チップ状など様々な性状の異なる切粉を、１／５～１／５０に減容・

固形化して再溶解（リサイクル）でき、切削油も９８％以上回収して再利用（リユース）できて、消費量を削減（リ

デュース）するなど環境性能に優れている。 

 

＜先駆性、独創性＞ 

① 従来の装置は、金属切削加工工程で発生する様々な形

態、寸法の切粉を無理なく圧縮成形室に入れるために、圧

縮成形室の内径を大きくした結果、大きな油圧圧縮シリン

ダーと油圧源が必要になり、装置が大型化して高価にな

り、導入対象が限定されていた。 

また、破砕機構がないので、旋盤などから排出されるカ

ール状の切粉など種々な性状の切粉には対応できない問

題があった。本装置は、様々な形態、寸法の切粉でも捕捉

して破砕する専用のコンパクトな内蔵破砕機を独自開発

し、切粉を一旦破砕してしまうことで、圧縮成形室の内径

を大きくせずに集積し、小さな圧縮動力で圧縮成形品を得

て再溶解（リサイクル）へと繋げている。                              

② 切粉に付着した切削油は、圧縮工程で抽出される。滲出した切削油はオイルパンで受けて内蔵の回収ポンプで装

置外部に取り出して簡単に回収して再利用（リユース）できる。切削油の流出による土壌汚染も防止でき、環境負

荷の軽減に貢献している。 

③ 小さな内径の圧縮成形室なので小さな油圧圧縮シリンダーで成立し、油圧システムも小型化され、必要圧縮力

が小さいので構造部材も簡素にでき、小型、軽量、低価格化が実現している。        

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

さらに、切粉中の端材等の異物を、アラーム停止することなく機外に排出する独自開発の異物排出機構内蔵装置や、

圧縮ピストンの外径を大きくせずに圧縮力を 50％増大できる独自開発の増圧機構内蔵装置も開発し、実用化に成功し

ている。 
 

 

図１ 独自開発した専用破砕機  
（これにより様々な性状の切粉を処理可能になった） 
 

＜＜リリササイイククルル＞ 

＜＜リリユユーースス＞ 

図２ 本装置（赤枠）を工作機械の切粉出口に設置した例 

８２０１ａｂｃ国００８ 

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 

株株式式会会社社竹竹中中工工務務店店  西西日日本本機機材材セセンンタターー  

鹿鹿島島建建設設株株式式会会社社  建建築築管管理理本本部部  

岡岡谷谷鋼鋼機機株株式式会会社社  大大阪阪店店 
取組の実践場所 

大大阪阪府府大大阪阪市市北北区区、、大大阪阪府府堺堺市市美美原原区区  

受賞テーマ 

建建設設現現場場ににおおけけるる産産業業廃廃棄棄物物高高効効率率処処理理シシスステテムムのの  

開開発発・・推推進進（（AAII 分分別別アアププリリ・・新新型型圧圧縮縮機機・・産産廃廃セセンンササーー）） 
 
建設現場の産業廃棄物の処理方法は長い期間変化がなく、作業所内の分別容器に作業員が分別して投入、管理者が

分別状況、体積量を確認し、回収依頼をしているのが現状である。分別が不適切の場合には、容器をひっくり返して

再分別、産業廃棄物ヤードの掲示物の強化、分別状況の巡回や作業員への再教育等を実施している。また、廃棄物に

空隙が多い場合には職員にて踏んで圧縮したり、既存の海外製の圧縮機械を用いて圧縮を行ったりして、多くのマン

パワーをかけて対応している。 

 

受賞者の活動は、建設現場での産業廃棄物処理の効率化をめざし、AIを用いた産業廃棄物種類の識別、分別容器内

廃棄物の自動圧縮、分別容器に入れた廃棄物の体積量の遠隔把握が可能となるシステムの開発・展開を目的としたも

のである。具体的には、次の開発を行った。 

（１）AI分別アプリ：機械学習により廃棄物をカメラにかざすと分別種類が判定されるアプリ。 

（２）新型圧縮機：先端に載荷板のついた電動シリンダーの力で分別容器内の廃棄物を圧縮する装置 

（３）産廃センサー：分別容器上部に設置したセンサーで産廃体積量を検出し、常時担当者が把握できるシステム 

            
 （1）AI分別アプリ     （2）新型圧縮機         （3）産廃センサー 

 

これらの開発により、一般的な建設作業所の環境への取り組みに比べて、次のような成果が見られた。 

（１）分別が不適切の場合は容器をひっくり返し再分別したり、産業廃棄物ヤードの掲示物の強化を図ったり、分別

状況の巡回や作業員に再教育を実施するようにしたりして、対応してきた。 

⇒ AI分別アプリを活用することにより誤った廃棄物の分別が防げる。また作業員が楽しく分別品目の確認を行うこ

とができる。また、AIに搭載する産業廃棄物の写真の枚数を、取り組みを拡大することに応じて増やしていくことに

より、さらに精度を向上していくことが可能となる。（リサイクル率の向上） 

（２）集積した産業廃棄物に空隙が多い場合は運搬の費用がかさんだり、運搬する車両の台数が増えたりしてしまい

CO2の排出量が多くなってしまう。人力や既存の圧縮機でマンパワーをかけて圧縮することもあった。 

⇒ ボタン一つで圧縮できる新型圧縮機の開発により、マンパワーをかけずに圧縮を行えるようになり、運搬する車

両の台数を低減できるようになった。（減容率の向上、CO2の排出量削減など） 
（３）回収の際は管理者が都度、産業廃棄物ヤードまで確認に行き、回収する車両の手配・調整を行っている。 
⇒ 各廃棄物の集積を行う容器にセンサーを取り付け、事務所からでも産業廃棄物の集積状況が把握できるようにし

て、管理業務の低減を実現した。（処理にかかる作業効率の向上） 
 
 今後、大阪市の竹中工務店作業所での適用が終了した後は、鹿島建設の作業所での適用を予定している。その後は

竹中工務店・鹿島建設以外の作業所にも広く展開していくことを考えている。 
 

 

令和 4 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

国土交通大臣賞（４件）国土交通大臣賞（４件）
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８２０２国０１０ 

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 

清清水水建建設設株株式式会会社社  東東京京支支店店  及及びび  リリササイイククルル研研究究会会  

取組の実践場所 

東東京京都都  

受賞テーマ 

清清水水建建設設（（株株））  東東京京支支店店内内  建建設設作作業業所所ににおおけけるる、、建建設設副副産産物物のの巡巡回回回回収収、、  

RReedduuccee・・RReeuussee・・RReeccyyccllee のの取取組組 

 

受賞者は、建設作業所での副産物管理の効率化を目指し、平成 15年（2003年）に複数の産廃処理業者（収集運搬業

者・中間処理業者等）との包括契約を締結し、次の業務を協力しながら行っている。 

（１）副産物の回収の効率化（CO2の削減） （２）３Ｒ（４Ｒ）の取組 （３）作業所 管理業務の効率化 

 また、産廃処理業者との連絡調整・施策の展開に当たり リサイクル研究会を発足し推進している。 

 

各業務の概要 

（１） 副産物の回収の効率化 

東京都内の作業所群での巡回回収を行う事とし、回収の効率化を考え 3つのエリアに分けて活動を開始した。

（現在は更なる効率化を考え、1つのエリアとしている。）また、巡回回収の効率化を追求するために、作業

所群～中間処理場だけでなく、３Ｒの取組（再資源化）を活用し、東京都湾岸地域にある再資源化施設（木

くず、廃プラ、がれき類等）とも処分の契約を行い、回収の効率を図ってきた。 

 

（２） ３Ｒの取組 

清水建設では、３Ｒの取組に Refuse（入れない）取組を付け加え ４Ｒの活動として行っている。包括契

約を行う前は、作業所毎での分別の取組であったが、「包括契約」を契機に分別品目の標準化、分別ツール・

教育資料の作成等を行い、リサイクル研究会の産廃処理業者と一体となり、作業所への教育・分別指導・分

別表示の統一等を行ってきた。 

・ 分別品目の標準化に当たっては、① 再資源施設への搬出を優先 ② 分別標準品目及びオプション品目の設

定、③更なるリサイクルルートの拡充 を図ってきた。 

・ 契約業者と一体となり、分別ツールの開発・教育資料等の作成を行ってきた。 

       主な分別ツール・教育資料は次のとおり、 

       分別ツール：『分別看板』『絵で見る建設廃棄物分別表』『分別便利帳』 

『ゼロエミッション現場分別促進フロー』 

       教育資料 ：『建設副産物 Ｑ＆Ａ』『廃プラ豆辞典』『廃プラダイジェスト』『巡回・直送提案』 

             『分別ビデオの作成』 

       ※廃プラ豆辞典は、平成 19年（2007年）のリデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰 

において会長賞を受賞した。 

       ※いくつかのツールは、社外秘にせず、公開したことにより、東京都内の他の大手建設業者等の 

建設作業所での標準となっている。 

 

（３） 作業所管理業務の効率化 

 包括契約を行う事により、支払い業務をスタッフ部署によるチェック・支払い業務に一本化することによ

り、業務の効率化を行った。 

 

上記（１）～（３）の取組を行い、建設作業所での発生量の削減・４Ｒの取組・再資源化施設への直送などを行う

ことにより、資源循環・CO2削減などに積極的に取り組んでいる。 

 

 
 

令和 4 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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８２０２国０１０ 

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 

清清水水建建設設株株式式会会社社  東東京京支支店店  及及びび  リリササイイククルル研研究究会会  

取組の実践場所 

東東京京都都  

受賞テーマ 

清清水水建建設設（（株株））  東東京京支支店店内内  建建設設作作業業所所ににおおけけるる、、建建設設副副産産物物のの巡巡回回回回収収、、  

RReedduuccee・・RReeuussee・・RReeccyyccllee のの取取組組 

 

受賞者は、建設作業所での副産物管理の効率化を目指し、平成 15年（2003年）に複数の産廃処理業者（収集運搬業

者・中間処理業者等）との包括契約を締結し、次の業務を協力しながら行っている。 

（１）副産物の回収の効率化（CO2の削減） （２）３Ｒ（４Ｒ）の取組 （３）作業所 管理業務の効率化 

 また、産廃処理業者との連絡調整・施策の展開に当たり リサイクル研究会を発足し推進している。 

 

各業務の概要 

（１） 副産物の回収の効率化 

東京都内の作業所群での巡回回収を行う事とし、回収の効率化を考え 3つのエリアに分けて活動を開始した。

（現在は更なる効率化を考え、1つのエリアとしている。）また、巡回回収の効率化を追求するために、作業

所群～中間処理場だけでなく、３Ｒの取組（再資源化）を活用し、東京都湾岸地域にある再資源化施設（木

くず、廃プラ、がれき類等）とも処分の契約を行い、回収の効率を図ってきた。 

 

（２） ３Ｒの取組 

清水建設では、３Ｒの取組に Refuse（入れない）取組を付け加え ４Ｒの活動として行っている。包括契

約を行う前は、作業所毎での分別の取組であったが、「包括契約」を契機に分別品目の標準化、分別ツール・

教育資料の作成等を行い、リサイクル研究会の産廃処理業者と一体となり、作業所への教育・分別指導・分

別表示の統一等を行ってきた。 

・ 分別品目の標準化に当たっては、① 再資源施設への搬出を優先 ② 分別標準品目及びオプション品目の設

定、③更なるリサイクルルートの拡充 を図ってきた。 

・ 契約業者と一体となり、分別ツールの開発・教育資料等の作成を行ってきた。 

       主な分別ツール・教育資料は次のとおり、 

       分別ツール：『分別看板』『絵で見る建設廃棄物分別表』『分別便利帳』 

『ゼロエミッション現場分別促進フロー』 

       教育資料 ：『建設副産物 Ｑ＆Ａ』『廃プラ豆辞典』『廃プラダイジェスト』『巡回・直送提案』 

             『分別ビデオの作成』 

       ※廃プラ豆辞典は、平成 19年（2007年）のリデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰 

において会長賞を受賞した。 

       ※いくつかのツールは、社外秘にせず、公開したことにより、東京都内の他の大手建設業者等の 

建設作業所での標準となっている。 

 

（３） 作業所管理業務の効率化 

 包括契約を行う事により、支払い業務をスタッフ部署によるチェック・支払い業務に一本化することによ

り、業務の効率化を行った。 

 

上記（１）～（３）の取組を行い、建設作業所での発生量の削減・４Ｒの取組・再資源化施設への直送などを行う

ことにより、資源循環・CO2削減などに積極的に取り組んでいる。 

 

 
 

８３０３国０２６ 

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 

西西松松建建設設株株式式会会社社  北北日日本本支支社社  石石狩狩新新港港西西出出張張所所  

取組の実践場所 

北北海海道道石石狩狩市市  

受賞テーマ 

様様々々なな制制約約をを受受けけるる大大規規模模工工業業団団地地内内のの建建設設工工事事ににおおけけるる積積極極的的３３ＲＲ活活動動  

 
受賞者の工事は、道内最大級の工業流通団地である石狩湾新港地域に所在する大型自動車メーカーの建替工事であ

る。大規模な工業団地であるため、多くの物流倉庫および発注者の整備工場が営業しながらの施工となり、施工スペ

ースに制約を受けるなど、諸々配慮が必要な工事条件となっている。 
この中で、建設副産物の有効利用と減量化、および脱炭素に向けた CO2の排出量削減活動に努めた。 

 
１．建設汚泥の場内改良および自ら利用【リサイクル】 

 杭工事で発生した建設汚泥について、周辺営業関係者の安全に最大限の

配慮を行いつつ作業スペースを確保し、可能な限り場内改良を行った結果、

69%（600m3）を埋戻し土として有効活用することができた。また残りの 31%

（270m3）は場外の再資源化施設にて再生品化した。（建設汚泥の合計リサ

イクル率：100%） 

  

２．建設発生土の有効利用【リユース】 

 土工事で発生する残土は当初、全量場外埋立て処分（リサイクル率 0%）

の指示を受けていたが、可能な限りの有効活用を目指し、現場近傍に仮置

き場を確保の上、場内に再運搬し埋戻し土として再利用することで 31%

（3,970m3）をリユースすることができた。 

    

３．廃プラスチック類（以下、廃プラ）のリサイクル率向上のための分別

徹底【リサイクル】 

 廃プラの再資源化率を高め、全体のリサイクル率を底上げするために、

RPF 固形燃料を製造する中間処理施設に処理委託し、廃プラを処理施設の

求める品目に再分別した。その結果、廃プラのリサイクル率は 70%（41t）

となり、工事全体の建設副産物のリサイクル率も 97%となった。 

 

４．脱炭素に向けた電力および燃料削減の取組み【リデュース】 

電力使用量削減のために、現場事務所および工事用仮設照明を完全 LED

化した。 

また、建設機械の軽油使用量削減のため、低燃費バックホーの採用、軽

油燃焼促進剤（K-S1）の積極活用、および建設副産物等の場外運搬距離の

最小化などを実施した。 

この結果、電力使用量を 431.928 kwh、軽油使用量を 5,003 ℓ（計 13.15

ｔ-CO2）削減できた。 

 

 

 

 
 

 

改良土埋戻状況 

現場発生土搬入埋戻状況 

廃プラ他分別状況 

現場事務所内 LED 照明設置状況 

令和 4 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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８２０４国０４５ 

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 

鹿鹿島島建建設設株株式式会会社社  関関西西支支店店  JJCCRR フファァーーママ神神戸戸工工事事事事務務所所  

取組の実践場所 

兵兵庫庫県県神神戸戸市市西西区区  

受賞テーマ 

設設計計段段階階かかららののフフロロンントトロローーデディィンンググとと現現場場ででのの取取組組みみにによよるる３３ＲＲ活活動動  

 

 受賞者の工事は、設計施工の利点を生かして、現場担当者が設計段階から参画し、合理化や廃棄物削減を企図した

つくり込みを行った。また、現場での施工においても環境負荷の低減のために様々な取り組みを行った。 

 

【主な取り組み】 

＜リデュース＞ 

1．残土発生量のシミュレーションでの最適な設計ＧＬ（グランドライ

ン）と施工地盤高さの設定による、建設残土処分量の削減（2,764㎥） 

 

2．1階スラブへのファブデッキ（捨型枠付版状立体溶接鉄筋）採用によ

る、木製型枠材の使用量の削減。（2,748㎡） 

 

3．バルコニーの PCa（プレキャスト）化による、木製型枠材の使用量と

生コン車の搬入台数の削減。（1,086㎡、30台） 

 

4．垂れ壁のサイト PCa化による、木製型枠材の使用量の削減。（590㎡） 

 

＜リユース＞ 

1．掘削土を場内仮置きし、埋戻し土として再利用。（4,140㎥） 

 

＜リサイクル＞ 

1．杭工事の施工に伴い発生した建設汚泥を全数埋戻し土に再利用。

（1,288㎥） 

 

2．ゼロエミッション活動の推進 

現場内に設置した「ゼロエミステーション」に「なぜ廃棄物を分別す

るのか？」について意義を掲示することによって作業員の意識を高めて

いる。 

また、はてなカートを設置し、分別が分からないものは一旦このボッ

クスに入れ、処理業者に分別の判断を依頼し、分別方法を作業員に 

フィードバックして分別精度の向上を図った。 

職長会に「環境委員会」を設置し、産廃の分別活動を徹底して混合廃棄物の発生抑制に努めた。 

（分別品目－コンクリートガラ、木くず、廃プラスチック、ガラス陶磁器くず、石膏ボード、鉄くず、電線くず） 

 

＜その他＞ 

1．リース機械（発電機・フォークリフト、高所作業車）への低炭素燃料（GTL）の使用による CO2の排出量抑制 

 
 
 
 

 

バルコニー・垂れ壁 PCa化 

 

ゼロエミステーション 

令和 4 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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９２０１環００３ 

環環環環環環境境境境境境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 

  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 

  『『子子どどももたたちちにによよるる３３ＲＲののととりりくくみみ』』  

 
受賞者は、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。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。職員や生協組合員向けに製造者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。 

 

2021年 7月に大木町と資源回収に関する協定を締結して、大木町立の小・中学校 4校の牛乳パック回収と環境（リ

サイクル）学習会の開催、再生商品（トイレットペーパー）の利用を拡大した。 

同月から大木町立小・中学校 4校の学校給食で出される牛乳パックを同組合の筑後支所で回収を始めた。回収する

牛乳パックは、それぞれの学校の生徒・児童たちが切って開いてきれいに洗い、乾燥までを終えてある。 

さらに、これらの牛乳パックが、そのあとどのようにリサイクルされているのかを知ってもらうため、牛乳パック

がリサイクルされてトイレットペーパーになるまでの流れを学ぶ学習会を、大木町教育委員会や製造者に協力しても

らいながら開催した。 

また、回収した牛乳パックを原料として作られたトイレットペーパーを 4つの小・中学校に納品し、生徒・児童た

ちが利用することで、さらに資源循環・リサイクルを実感できる機会を作っている。また、2021 年 12 月からは同小・

中学校 4校で、回収した牛乳パックも入った再生紙 100％のトイレットペーパー（コアノンロール 150ⅿ×24 ロール）

を 2022年 3月までに 56ケース約 416㎏を利用してもらい、資源の循環が始まっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真左上：利用者（生協組合員）向けのオンライン工場見学 

                      写真右上：大木町立中学校での環境（リサイクル）学習会 

                      写真左 ：給食後、生徒・児童たちが切って開いて洗浄乾燥 

させた牛乳パック 

 

 

 

 

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。 

今後、回収品目の拡大と回収量の増加、再生商品の利用拡大をすすめる予定である。 

 
 

 

８２０４国０４５ 

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 

鹿鹿島島建建設設株株式式会会社社  関関西西支支店店  JJCCRR フファァーーママ神神戸戸工工事事事事務務所所  

取組の実践場所 

兵兵庫庫県県神神戸戸市市西西区区  

受賞テーマ 

設設計計段段階階かかららののフフロロンントトロローーデディィンンググとと現現場場ででのの取取組組みみにによよるる３３ＲＲ活活動動  

 

 受賞者の工事は、設計施工の利点を生かして、現場担当者が設計段階から参画し、合理化や廃棄物削減を企図した

つくり込みを行った。また、現場での施工においても環境負荷の低減のために様々な取り組みを行った。 

 

【主な取り組み】 

＜リデュース＞ 

1．残土発生量のシミュレーションでの最適な設計ＧＬ（グランドライ

ン）と施工地盤高さの設定による、建設残土処分量の削減（2,764㎥） 

 

2．1階スラブへのファブデッキ（捨型枠付版状立体溶接鉄筋）採用によ

る、木製型枠材の使用量の削減。（2,748㎡） 

 

3．バルコニーの PCa（プレキャスト）化による、木製型枠材の使用量と

生コン車の搬入台数の削減。（1,086㎡、30台） 

 

4．垂れ壁のサイト PCa化による、木製型枠材の使用量の削減。（590㎡） 

 

＜リユース＞ 

1．掘削土を場内仮置きし、埋戻し土として再利用。（4,140㎥） 

 

＜リサイクル＞ 

1．杭工事の施工に伴い発生した建設汚泥を全数埋戻し土に再利用。

（1,288㎥） 

 

2．ゼロエミッション活動の推進 

現場内に設置した「ゼロエミステーション」に「なぜ廃棄物を分別す

るのか？」について意義を掲示することによって作業員の意識を高めて

いる。 

また、はてなカートを設置し、分別が分からないものは一旦このボッ

クスに入れ、処理業者に分別の判断を依頼し、分別方法を作業員に 

フィードバックして分別精度の向上を図った。 

職長会に「環境委員会」を設置し、産廃の分別活動を徹底して混合廃棄物の発生抑制に努めた。 

（分別品目－コンクリートガラ、木くず、廃プラスチック、ガラス陶磁器くず、石膏ボード、鉄くず、電線くず） 

 

＜その他＞ 

1．リース機械（発電機・フォークリフト、高所作業車）への低炭素燃料（GTL）の使用による CO2の排出量抑制 

 
 
 
 

 

バルコニー・垂れ壁 PCa化 

 

ゼロエミステーション 

令和 4 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

環境大臣賞（２件）環境大臣賞（２件）
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９２０２環００４ 

環環環環環環境境境境境境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 

  株株式式会会社社黒黒田田工工業業  

取組の実践場所 

  宮宮崎崎県県日日向向市市、、延延岡岡市市  

受賞テーマ 

  ププララススチチッッククリリササイイククルル事事業業のの実実践践とと 33RR 活活動動にによよるる SSDDGGss  へへのの挑挑戦戦  

 

受賞者は、宮崎県に拠点を置く廃棄物のリサイクルを行う企業である。同社は 1964年に延岡市で創業し、1968年に

法人を設立し、農業用廃プラスチック類を中心にリサイクルを行ってきた。 

 

農業用フィルムの廃棄物は、その泥や農薬といった残渣の付着が原因でリサイクルが困難とされてきた。一方で、

再生原料としては、強度面でも品質が高く、添加物としての価値が高いことから、当時はフィルムをまともに切る破

砕機も国内でなかなかない中で、破砕・洗浄方法等を研究してきた。 

1970年代の後半には、発生する廃農ビの農ビパウダー（グラッシュ）化を確立し、建材メーカーのビニール床タイ

ルとして安定した品質、安定した供給を今も継続している。 

農業用フィルムの廃棄物に関しては、産業廃棄物の性質上、事業範囲がある程度、地域と取扱により分担されてお

り、また、大型の設備投資も必要なことから、農業用フィルムとプラスチックのリサイクル事業を実質稼働している

のは全国でも数社しかない状況である。また、廃棄物処理事業における労働力不足は極めて深刻であり、同社も含む

地方都市の廃棄物処理業者には極めて重要な経営課題である。 

 

こうした中で同社は、『真の循環型社会の構築』を目指し、2007年に日向市工業団地内に「ひゅうがリサイクルセン

ター」を建設。完全民間施設では異例の日向市・門川町・美郷町・諸塚村・椎葉村の粗大・不燃ごみ及び資源物(PET

ボトル、瓶、缶、プラ製容器包装等)の一般廃棄物の全量を回収し処理を行っている。 

 

また、同センターでは産業廃棄物の処理、廃プラスチック類の再商品化、固形燃料(RPF)の製造等の複合型処理施設

として多岐にわたる廃棄物の一括した処理を行っている。 

複合型処理施設にして、一般廃棄物と産業廃棄物の枠組を外して一括処理することにより、可燃性の廃棄物の単純

焼却を減らし、最終処分の延命化に寄与しようとしている。 

 

更に、労働力不足の点では、2015年に就労継続 A型事業所の「HRCplus」を設立し、障がい者の力を借りて、また障

がい者の雇用促進を軸に、労働力不足解消を進めている。 

これらより、環境、福祉、農業用廃プラのリサイクル、そして、再生プラスチック原料の製造と異なる分野にまた

がる複合的な事業を通じて、社会貢献につなげようとしている。 

同社にとって、これらはゼロエミッションの実現であり、同社の経営課題の解決であり、そして持続可能な開発目

標（SDGs）への挑戦である。 

 

※リサイクルされた製品 

農ビパウダー            農ポリペレット            固形燃料(RPF) 
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４０１文００２ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  学学校校法法人人都都築築育育英英学学園園  リリンンデデンンホホーールルススククーールル中中高高学学部部  

取組の実践場所 

  福福岡岡県県筑筑紫紫野野市市  

受賞テーマ 

古古着着ををリリササイイククルルししたたササスステテイイナナブブルルなな体体操操服服ををつつくくるる「「SSDDGGss 服服育育ププロロジジェェククトト」」  

 
国際バカロレア認定校の受賞者（福岡県筑紫野市、校長 都築明寿香）

は、開校当初から環境教育特例校としてカリキュラムの中に環境科を設

置し、環境教育を行ってきた。また環境教育の一貫としてオーガニック

給食の残飯をコンポストで肥料に戻す取り組みや、福岡県の海岸清掃、

古紙回収など学校を挙げての環境課題への取り組みを行ってきた。 

そのような地道な取り組みからさらに積極的に環境課題に取り組むべ

く、生徒が「環境への取り組みを大人たちだけに任せるのではなく、中

高校生が主体的に動き、日本全国に広げよう」と国内のサステイナブル

ファッション会社の協力を得て、古着をリサイクルしたサステイナブルな体操服をつくる「SDGs 服育プロジェクト」

をスタートした。 

 

この取り組みは、生徒たちが着用する体操服に古着のポリエステルをケミカル・リサイクルした素材を使用するも

ので、生徒たちは日常的に着用する衣服から環境

問題への関わりを意識することになる。また、こ

のプロジェクトでは、生徒たちが自身で体操服の

デザインを考え、古着の回収を呼びかけ、日本環

境設計株式会社へ送り、「BRING Technology」に

よって作られた再生生地を利用するという SDGs

活動を各方面にプレゼンテーションしてきた。 

 

さらに、学生服に関しては、制服メーカーである株式会社明石スクールユニフォームカンパニーの協力のもと、制

服に再生素材の生地への置き換えを順次進めていき、同社が主導する制服リサイクル活動「Re-Ring School」に参画

している。 

 

上記の体操服は 2022 年 3 月に完成し、4 月の新入生から購入・着用を開始した。またこ

の体操服はきょうだい間の利用のみならず、他者への譲渡も念頭に入れてネームタグに複

数の名前が書き込むことができるよう工夫されており、リユースの面でも配慮されている。 

 

これらは、全国初のオーガニック給食の実践な

ど、SDGsの精神を陶冶することを目標としている同

校独自の環境教育活動の一貫で行われているもの

である。先輩から後輩へと受け継がれる教育活動であり、今後、社会課題解決

の取り組みを広めていくためにも、毎日身につける「衣服」から考えるという

ことは有効であり、受賞者は、この「服育」の学習活動を同校だけの取り組み

として留めておくのではなく、日本中に広めていきたいと考えている。 

 

 
 
 

 

令和 4 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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４０２文００４ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

阿阿蘇蘇市市立立一一のの宮宮小小学学校校ＰＰＴＴＡＡ  

取組の実践場所 

  熊熊本本県県阿阿蘇蘇市市  

受賞テーマ 

ココツツココツツ  リリササイイククルル運運動動  

 
受賞者は、親子でごみ対策への意識を高め、物を大切にしようとする心を育むことをねらいとした「コツコツ リ

サイクル運動」を行っている。 

この運動は、少しずつでもいいから毎日取り組める資源ごみの回収運動である。ＰＴＡの活動の一つとして始まり、

同校の全保護者を対象とした児童にも役割のあるリサイクル活動である。 

同校は開校して６年目の歴史の浅い学校である。開校１年目から、ＰＴＡ活動の一環として、夏休み年１回の「廃

品回収」と、１学期末の授業参観時を利用した「保護者バザー」を実施してきた。両方の活動ともＰＴＡ役員が計画・

運営を行い、収益はＰＴＡの会計に組み込まれ、ＰＴＡ活動や同校児童のために使われてきた。 

「廃品回収」は年に１回程度の活動だけで、なかなか全家庭に呼びかけることができていなかったが、平成 31年度（令

和元年度）に、当時のＰＴＡ地域委員長から提案が出されたことをきっかけに「コツコツ リサイクル運動」となり、

現在も活動に至っている。 

 

活動は、同校の全家庭が協力して行っている。ＰＴＡが主体となって行い、同校の全保護者に案内のプリントを渡

して周知した。ＰＴＡ役員が毎朝あいさつ運動として校門に立ち、そこで空き缶を受け取るようにしている。児童も

リサイクル運動に関わっていて、登校時に袋に入れて家庭から持ってきたアルミ缶を、毎朝校門で挨拶運動を行って

いるＰＴＡ役員に渡している。 

学校の敷地内には、回収したアルミ缶の一時保管場所としてＰＴＡ役員手作りの「おうえん倉庫」を作り、児童が

自分たちの参加した活動の成果を自分の目で見ることができるようにした。回収した缶は、その後、リサイクル業者

へ搬入する。 

保護者、地域だけでなく、地元の事業所にも空き缶回収箱設置の協力を得て、空き缶回収を行っている。収益は、

役員で話し合い、学校教育の中で必要と思われるところに有効に活用している。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令和 3 年度までは児童が直接ＰＴＡ役員にアルミ缶を渡していたが、令和 4 年度からはＰＴＡと学校が協力し、児

童会を中心に委員会活動のひとつとして取り組んで行く。個人個人が行っていた活動を、児童会を含めた学校とＰＴ

Ａが協力した活動として広げていく予定である。 

 

 
 

回収した空き缶の一時保管場所として設置し
たＰＴＡ手作りの「一の宮小おうえん倉庫」 登校時に児童が空き缶を渡す 

令和 4 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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５０１厚００２ 
受賞者名 

  第第一一三三共共ハハピピネネスス株株式式会会社社  

取組の実践場所 

  神神奈奈川川県県平平塚塚市市、、東東京京都都品品川川区区、、東東京京都都中中央央区区  

受賞テーマ 

  資資源源循循環環のの「「ククロローーズズドドリリササイイククルル」」をを障障ががいい者者雇雇用用でで実実現現  

 

受賞者は、「障害者雇用促進法」に基づき設立された特例子会社で親会社の第一三共株式会社（以下「親会社」とい

う）および国内グループ 8 社の障がい者雇用を推進する会社として設立された。同社は 2020年 12月より、障がい者雇

用と環境経営に資するリサイクルの推進を実現するため、同社の本社事業所がある第一三共グループ平塚事業場で廃棄

される機密文書を回収し、再利用可能な紙のみに分別した上で、協力業者においてトイレットペーパーに再生して利用

する「クローズドリサイクル」（下図を参照）を開始した。 

1 年間の平塚事業場での安定的な稼働実績を基に、2021 年 12 月には同グループ品川事業場、2022 年 2 月には、親会

社の本社ビルでの水平展開を実現し、同社グループを挙げて障がい者雇用と循環型社会への貢献に対する 2つの社会課

題対応を推進している。 

 
受賞者の取組は、受賞者の障がい者従業員が実施事業場内の一連の作業をすべて担っている点や親会社が同社グルー

プの全社員に対する環境教育コンテンツに好事例として紹介し、環境イベントでクローズドリサイクルで再生されたト

イレットペーパーを景品に活用するなど、循環型社会の啓発を企業グループとして活動している点に特徴がある。 

 

受賞者の仲間と共に推進 

 
 

令和 4 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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７０１経００２ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  キキヤヤノノンンププレレシシジジョョンン株株式式会会社社  

取組の実践場所 

  青青森森県県弘弘前前市市  

受賞テーマ 

  全全社社一一丸丸ととななりり連連携携・・連連動動ででササスステテナナブブルルなな３３ＲＲ活活動動をを推推進進  

 
受賞者の環境保証体制は、事業活動の環境パフォーマンスの維持・向上を通じて、社会的責任を果たし、地球環境保全に貢献す

ることを目的に、代表取締役社長を中心とする全部門が参加する組織となっている。また、キヤノングループ全体で連動・連携出

来る体制となっており、キヤノン環境保証の理念・基本方針に基づき、環境方針や環境保証計画、環境問題対策改善事案検討など、

環境保証活動の向上に取り組んでいる。 
 
 １９９１年に環境保証実行委員会が発足し、１９９６年にはＩＳＯの前身であるＢＳ７７５０を東北で初めて取得している。そ

の後、ＩＳＯ１４００１へ移行し、現在はキヤノングループ全体で統合認証をとっている。また、２０１３年には「もったいない・

あおもり賞(事業者の部)」受賞、２０１９年にはエネルギー管理優良事業者東北経済産業局長表彰を受賞し、環境に対しての取り

組みを評価されている。２０２１年は、津軽初の全国みどりの工場大賞日本緑化センター会長表彰において「会長奨励賞」を受賞

した。 
 

資源有効活用による廃棄物削減や環境負荷低減を目的としたＭＦＣ

Ａ活動。水削減・省エネ活動は、全部門が自律的・効果的に推進し、キ

ヤノングループ内でも改善事例を共有することで連携して展開してい

る。 
ほかに、大気汚染防止を目的とした有機溶剤ガスの処理装置の運転・

管理やバードブランチプロジェクトといった鳥をテーマにした「生命の

循環」について考え、生物多様性保全活動も実施している。 
また、日本財団、環境省が主催する全国海ごみゼロウィークにも参加

し、海洋ごみ問題の解決に向けた取り組みとして清掃活動を行っている。 
これらの活動を通してＳＤＧｓに貢献している。 

 
３Ｒ活動を推進するにあたって、毎年環境目標として全社で目標を設定している。 
目標水準は年率１％改善（総合原単位改善率）としており、２０２１年は過去２年平均の１％削減の総量以下として取り組んだ

（原単位は、生産数を分母とし排出量を分子としている）。 
 
活動を推進するのにあたって全社員で共有できるよう、環境月報を作成し目標の達成状況を社内ＨＰで公開。また、委員会活動

として毎月１回の環境保証スタッフ検討会を開催し情報を共有している。 
環境月報を作成するにあたっては、①会社全体の目標達成状況、②３つある工場別の目標達成状況、③工場内の生産ジャンル別

の目標達成状況と細分化する事で、実績把握から変化要因の原因分析までできる資料としている。 
また、この状況を各課にいる環境保証スタッフと共有する事で悪化要因に対する対応を速やかに実施し目標達成に向けて環境保

証活動（３Ｒ活動）を推進している。 
 
 同社には改善活動表彰制度があり、右のグラフは、各職場から提出された改

善を数値化しグラフ化したものである。改善内容を数値化することで順位をつ

け、社長より表彰される。全部門が連動して改善に取り組み、正しく評価され

ることでモチベーションを上げ、目標達成に向けてさらなる改善に取り組むと

いった好循環を狙う活動をしている。 
このような活動の成果として、２０２１年は、改善件数５９６件、新規案件

の改善で３２.１ｔの削減につながり、環境目標も達成した。 
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７０２経００３ 

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ーーゲゲツツ  

取組の実践場所 

  新新潟潟県県小小千千谷谷市市  

受賞テーマ 

  事事業業活活動動ににおおけけるる資資材材・・副副資資材材ののリリササイイククルル率率 9999％％（（ゼゼロロエエミミッッシショョンン））のの達達成成  

 

 受賞者は、段ボール・プラ段・パルプモウルド（古紙を水で溶かし、金網で抄き上げたあと乾燥してできる紙成形

品）等、エコロジーな素材を使った梱包材、緩衝材等の包装資材全般を製造販売している。米箱、日本酒の化粧箱、

錦鯉出荷箱、花火玉皮・筒蓋等、地場産業に関わりの深い製品も製造している。パルプモウルドによる花火玉皮の製

作は日本を含め、世界でも唯一の取組みである。地上落下後に自然に還りやすいという特徴に加え、品質も評価をも

らい、全国販売している。段ボールパレットや重量包装等、顧客がリサイクルしやすい廃棄シーンを考慮した製品設

計や、脱プラ製品の開発等を進め、幅広い分野で環境保全に取組んでいる。 

 

包装資材は多くが使用後に不要となるため、同社は 2000

年から環境保全活動を始めて、2001年に県内の同業者では

初の ISO14001 の認証を取得した。 

以降、溶剤を使用した製版作業の外注化、加工残の古紙

を活用したパルプモウルド製品の開発、環境タイプへのイ

ンク・糊の切り替え、インク回収率の高い印刷機の導入、

半自動印版洗浄機の導入等を行い、2011年には 95.1％だっ

たリサイクル率が、2012年には 97.5％に、2013年には

98.2％にまで上昇した。 

最終的には埋め立て処理が必要なインク・糊の汚泥が残

り、リサイクル率 99％の壁がなかなか越えられなかったが、

汚泥排出量削減のための取組みを実施し、2018年にようやく

99.2％を達成し、実質ゼロエミッションとなった。 

 

同社では、廃棄シーンを考慮したリサイクルしやすい金属

製のステッチレス化や、段ボールでの緩衝材の提案等、ユー

ザーの使用シーン・使用後をイメージした製品設計を心掛け

てきた。 

また、花火玉皮に代表されるような、顧客ニーズを満たし

た、３Ｒを配慮した製品の開発を行ってきた。リユースを目

的としたプラスチック段ボールを使用する場合も単一素材

にこだわり、オール PP 素材での設計や、リベットレスの提

案を行ってきた。 

近年では輸出業者を中心に段ボールパレットのニーズ

も高まってきており、木パレットからの切り替えを進める

など、これからも環境に優しい製品の開発に取組んでいこうとしている。 

 
 
 
 
 
 

 

写真 2 段ボールパレット（規格品） 

写真 1 パルプモウルド製法による花火玉皮 

令和 4 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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７０３経００６ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  株株式式会会社社岩岩手手村村田田製製作作所所  

取組の実践場所 

  岩岩手手県県盛盛岡岡市市  

受賞テーマ 

  ササスステティィナナブブルルなな社社会会をを目目指指ししたた廃廃液液削削減減ププロロジジェェククトト  

 
受賞者では、電子部品の生産活動に伴って発生する産業廃棄物は、毎年 1,200 t を超えており、その大部分を廃液

が占めていた。廃液は全て専用のローリー車で回収し、会社の所在地である岩手県から新潟県又は宮城県の処理施設

まで運搬し、処分を行ってきた。大量の廃棄物を廃棄するだけでなく、遠方まで運搬しなければならず、運搬中に廃

液が漏れるリスクもあり、サスティナブルな社会を目指す同社ではこの問題を解決するため、廃液削減プロジェクト

を立ち上げ、自社内に廃液処理装置の設置による廃液のリデュースを検討した。 

 

取り組みのポイントとして、発生する廃棄物は 2 種類の廃液（窒素を含む酸性廃液と、高濃度 BOD を含むアルカリ

廃液）が約 97％を占めることに着目し、その 2種類を徹底して減容化できる方法を模索した。 

 

まずは、窒素を含む酸性廃液に着手した。 

この廃液は、生産工程から発生するアンモニア性窒素を含有する廃液であり、年間 500ｔ程度発生していた。 廃液

に含まれるアンモニアイオンは、アルカリ性が強いときアンモニアガスとなる性質を利用し、pH 調整と加温により、

アンモニア性窒素をアンモニアガスとして分離する処理方法を採用した。 

更に、アンモニアガスは硫酸と結びつきやすい性質を利用し、硫酸を含むスクラバー循環水で濃縮回収する処理方

法を採用した。 この 2つの組み合わせにより、排水中のアンモニア性窒素を、連続的に高い濃度で回収するシステム

を構築し、減容化率 93.7％（2021年度実績）を達成した。また、生物処理（硝化脱窒）ではなく化学的処理すること

により、限られた設置スペースの中に納めるとともに設備コストを抑えることができた。 

 

次に、複数の成分を含有するアルカリ廃液に着手した。 

この廃液は、生産工程から発生する高濃度の BOD、銅、鉄、ｎ-Hex、SS といった成分を含有する廃液であり、年間

700ｔ程度発生していた。廃液の性質に適合した特殊触媒を選定し、従来の酸化フェントン処理と比較して分解反応 BOD

処理を促進することに成功。また、この処理で取り切れない銅イオンの処理は、キレート樹脂で補うこととした。生

物処理（BOD分解）ではなく化学的処理することにより、限られた設置スペースの中に納めることができた。 
 
【酸性 廃液処理】                     【アルカリ 廃液 処理】 

   
廃棄物の約97％をリデュースし、残り約3％もリユース・リサイクルしている。3％のうちほとんどが汚泥となるが、

セメント材料としてリユースされている。 

また、わずかであるが銅を中心に金や銀、その他レアメタルといった金属も回収できるためすべてを再資源化し、

リサイクルに繋げて結果的にゼロエミッションを達成している。 

廃棄物発生量は活動前と比較し、全体の97％を減容化でき、処理コストの削減、運搬時の漏洩リスクの低減、運搬

に伴う環境負荷の低減などが期待できる。 

これからも、環境に配慮しながら、世の中に不可欠な電子部品を提供していく。 
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８０１国００１ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

玉玉津津･･櫨櫨谷谷地地区区開開発発事事業業のの内内  西西神神戸戸工工場場開開発発･･造造成成工工事事  

取組の実践場所 

兵兵庫庫県県神神戸戸市市  

受賞テーマ 

工工場場敷敷地地のの開開発発造造成成工工事事のの中中ででのの３３ＲＲのの取取組組みみ  

 

受賞者の工事は、川崎重工業株式会社発注による現在稼働中の西神戸工場の建築敷地拡

張を目的とした開発工事、附帯する公共施設の整備、並びに開発造成工事に伴う擁壁等解

体撤去を行う工事である。 

（ 開発面積：115,600㎡ 造成面積：69,800㎡ 切盛土工：88,500㎥ 擁壁(道路･宅地)：

1,300m 区画道路：1,120m 既設擁壁等撤去(Asコンクリート殻)：1,025㎥） 

※ 今回の造成工事は、大型重機や大型ダンプトラックを使用する土工事と現地でコンク

リートを打設する擁壁等の構築工事が主な工事内容である。 

工事期間中は工期内の工事の完成を目標にしつつ、当初の設計に拘らず、地域環境に 

配慮した工法への変更を伴う３Ｒ活動を行った。 

 

<主な取り組み> 

１．新設擁壁（ようへき）の種類を変更して使用材料・廃棄物を削減（リデュース） 

（当初設計)  

現場で型枠・鉄筋を組立後、コンクリートを打設する現場打ち擁壁（延長540ｍ） 

（設計変更） 

工場で製作したコンクリート擁壁（プレキャスト擁壁）をクレーンで現場に設置する工法に変更。 

変更にあたっては道路・擁壁の最終使用者と構造変更を協議、決定した。現場で施工した場合、木製

型枠材料2,011㎡分（28.56ｔ）が必要だったが、工場では鋼製型枠で製作したことで木製型枠材料の

使用をなくした。また工場製作では材料を高強度コンクリートに変更し、擁壁壁厚を400mmから190mm

に薄くできた結果、コンクリート使用量が600㎥減量し、環境負荷が軽減された。 

 

２．現場で使用できなくなった土砂を改質して再利用（リユース）～擁壁の施工時に発生する掘削残土について～ 

（当初設計） 

現場発生土は盛土材として設計基準に満たないため13,580㎥を場外処分して盛土に適した

土を3,810㎥購入して盛土する。 

（設計変更） 

現場発生土の場外処分量を 9,770 ㎥に減らして現場発生土 3,810 ㎥にセメント系固化材

を添加して土質改良し設計基準に適合した盛土材料として再利用する。 

土質調査・土の室内試験から軟弱土の土質性状を把握し、擁壁に与える土圧・盛土法面

の安定を確保する目的で土質改良を計画した。その結果、当初計画では場外処分する計画

であった現場発生土を再利用することで場外処分量を低減した。 

 

３．現地発生の混合廃棄物（がれきが混入された土砂）を選別して搬出先である産廃施設の負荷低減（リデュース） 

分別処理した土砂を盛土材料として再利用（リサイクル） 

開発造成工事範囲内より、当初設計では見込んでいなかった不法投棄された廃棄物（ご

み・がれき類）が確認された。ごみ・がれき類には大量の土砂が混入しており場内で集積し

た結果7,100㎥(14,200t)であった。 

この土砂混入がれきは石綿含有がれき等が含まれている可能性があり、処理が困難な混合

廃棄物として最終処分場へ排出しなければならなかったが処理方法について神戸市環境局

との協議の結果、特殊選別機械による選別を行い選別残留物の外径が 40mm 以上はがれき類

として処分し、40mm未満を土砂として盛土材に再生利用することが可能となった。 

結果として、産業廃棄物発生量を 21％に減量し、1,500 ㎥を石綿含有の可能性のあるが

れきとして最終処分場へ排出した。選別後の土砂5,600㎥は敷地造成の盛土材として再利用

した。 
 

 

擁壁設置状況 

全景（一部完成） 
造成工事 進入道路工事 

軟弱土改良状況 

篩い分け選別状況 

令和 4 年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰



20

８０２国００３ 

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  北北海海道道地地区区ＦＦＭＭセセンンタターー建建替替工工事事  

取組の実践場所 

北北海海道道札札幌幌市市  

受賞テーマ 

道道産産木木をを110000％％用用いいるる北北海海道道森森林林ググラランンドドササイイククルル®®をを実実現現すするる３３ＲＲ活活動動のの実実施施  

 

 受賞者のプロジェクトは、同社北海道支店のファシリティマネジメント（ＦＭ）業務の中核を担う北海道地区ＦＭセンターの建

替えに当たり、亜寒帯に属する北海道の気候を考慮したウェルネスオフィスのプロトタイプとなる建築を目指した設計・施工プロ

ジェクトである。建物を入れ子構成とし、「縁側」と称した中間領域を設けることによって緩やかに内外をつなぐとともに、ワー

クプレイスにおいては、仕事をする場所を自由に選べる働き方「ABW（Activity Based Working）」を採用するとともに、「北海道

森林グランドサイクル」の思想に基づき、道産木（構造・仕上）を100％用いた“MADE IN HOKKAIDO”のものづくりに挑戦した。 

取組の中で、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）

などを推進し、企画段階から発注部門・設計者・作業所・協力会社が一丸となって取り組んだ。 

 

【【１１】】構構造造躯躯体体ににおおけけるる木木材材のの地地産産地地消消  

道内の工場で加工できる小断面流通材（120角）の道産材（カラマツ）を用い、3.64×4.55ｍのスパンを実現するダブルティン

バー（特許申請中）を開発した。この構造システムを用いることで、木造在来軸組工法の非住宅建築への展開に挑戦し、“北海道

森林グランドサイクル”の実現につなげる。 

【【２２】】「「リリデデュューースス、、リリササイイククルル」」のの最最適適化化  

廃棄物を減らす循環型社会を背景に、同社で技術開発した「歩掛最適化検証システム」を用いて、木の構造体（柱梁やCLT）の

廃材を最小限にする割り付けを実施した。また、２階床スラブに使用したCLT（1.2×6.25ｍのマザーボード）の端材を階段に流用

し、壁や天井に使用した針葉樹合板の端材を外構サインRC打ち放しの型枠に転用するなど、廃棄物のリサイクル・ダウンサイク

ル※1を試みることで木造木質のサーキュラーエコノミー※2に取り組んだ 。また、廃棄物となる端材が現場で生じないよう、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、プレカット材の木くずは、燃料等に100％リサイクルされ

た。 

【【３３】】不不良良木木材材ををデデザザイインンにに取取りり込込んんだだ家家具具製製作作  

共用部のいくつかの家具製作において、アップサ

イクル※3を行った。構造材や家具には採用できない、

流通に乗らない不良品（＝森のゴミ）は、通常チッ

プや薪になるが、今回、それらの材料をローカルク

ラフト※4やデジタルファブリケーションの力を用い

ることで新たなデザインを施し、オリジナルのテー

ブルなどに仕上げた。 

【【４４】】ＥＥＣＣＭＭ（（エエネネルルギギーー・・ＣＣＯＯ２２・・ミミニニママムム））  

ココンンククリリーートトをを用用いいたたＣＣＯＯ２２削削減減  

コンクリート由来のＣＯ₂排出量のほとんどは、構成材料であるポルトランドセメントの製造時に発生するものであるが、セメ

ントの60～70％を、鉄鋼を製造する際の副産物である高炉スラグの粉末に置き換えた低炭素型のセメント・コンクリート（ＥＣＭ

コンクリート）を採用することで、カーボンニュートラルの一環としてのＣＯ₂削減を推進した。 

【【５５】】新新築築時時ののリリササイイククルル率率目目標標９９００％％以以上上のの達達成成  

全ての分別カゴにリサイクル方法を表示した分別標示を行い、分別を行う作業員に対して分別教育や、当社社員と作業員のリー

ダーによる分別状況確認巡回時の注意喚起、及び巡回結果を打合せや朝礼などで周知を繰り返すことで分別ミスの低減を図った。

その結果、リサイクル率は目標を超える９２％を達成した。 

【【６６】】３３ＲＲ活活動動をを広広くく普普及及しし、、継継続続すするるたためめののププレレリリリリーースス、、作作業業所所見見学学会会ななどどのの情情報報発発信信のの実実施施  

商業施設や低層オフィスに使われている大断面集成材に代わり、住宅用の集成材で建てられる新工法（ダブルティンバー）の開

発を行い、道産材利用（地産地消）を促進に向けたプレリリース・見学会を開催し、広く周知した。 

 

 ※1 元々の価値より低いモノとして生まれ変わらせること 
※2 資源をできるだけ長く循環させながら利用することで、廃棄物などの無駄を富に変える循環型の経済モデルのこと 
※3 廃棄物や不要品に新しい価値を与えることで、もの自体の価値を高めること 
※4 地場産業・産地において継承されている伝統的な技術、文化、そして職人達の独自性を生かした取り組み 
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８０３国００４ 

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  北北関関東東支支店店  加加須須物物流流セセンンタターー新新築築工工事事  

取組の実践場所 

埼埼玉玉県県加加須須市市  

受賞テーマ 

『『ロロジジスステティィククスス・・レレボボリリュューーシショョンン』』33RR ののささららななるる発発展展！！CCOO22削削減減をを突突きき詰詰めめろろ！！  

 

 受賞者は東北自動車道加須インターのそばにあり、近年バイパス整備が進む埼玉県加須市に新たな物流倉庫を新築

する工事である。竣工後は、都心部への新たな物流拠点としての需要

に応える施設として期待されている。 

物流施設の新築工事という点から、同工事では単なる３Ｒ活動にと

どまらず、建設系産業廃棄物の物流（運搬）から処分の流れを見直し、

低炭素化を突き詰めた新たな仕組みの構築を実施した。 

「川上での徹底分別」、「運搬効率化」、「資源循環（３Ｒ）」について、

元請けと分別指導員が作業所全体のリサイクル・CO2削減活動をけん引

し、お客様、元請け、協力会社の三位一体となって取り組みを行った。 

 

（（１１））分分別別指指導導員員のの常常駐駐  
産廃管理に特化した分別指導員(産業廃棄物適正処理)が常駐したことにより、分別の仕方がわからない作業員など

の指導や相談に乗ったり、圧縮・減容を促進したりすることができた。 
（（２２））軟軟質質系系廃廃ププララススチチッックク類類とと紙紙類類のの固固形形燃燃料料化化  

世界的な問題となっている廃プラ問題について、国内焼却または埋め立てが一般的と言われているところを、同

工事では固形燃料（RPF）としてのリサイクルを推進した。なお、RPF燃料は製紙会社等へ納品しており、ボイラー

燃料として活用されるが、従来の石炭より 33％の CO2削減効果がある。 
((３３））運運搬搬車車両両のの削削減減    

産業廃棄物の処理は、作業所から中間処理場へ運搬・分別を行い、その後最終処分場へ 2 次運搬するルートが一

般的である。受賞者の作業所では、廃棄物常駐作業員が作業所で廃棄物を細分化することで、直接最終処分場へ運

搬したり、広域認定制度を活用したりすることに成功。運搬車両の削減に貢献できた。 

（（４４））CCOO22削削減減効効果果  

今回の作業所では、一般的な処理ルートではなく、中間処理場を経由しない処理ルートや最終処分場直送ルート、

広域再生制度ルートの活用、近傍の処分ルートの開拓などにより、大幅な CO2削減効果に貢献できた。。  

（（５５））複複合合材材のの徹徹底底分分別別とと共共にに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へへのの積積極極的的取取組組みみ  

外壁・内装パネルに使用した複合断熱パネルは、金属板とグラスウールの複合品であり、分離が難しいため混合

廃棄物として埋め立て廃棄されるが、同工事ではリサイクル率向上のため、分離してグラスウールと金属へ分別す

る専門作業員を常駐し担当させた。結果リサイクル率の向上と CO2削減にも貢献した。 

（（６６））３３ＲＲ活活動動教教育育とと３３ＲＲ活活動動推推進進ののたためめのの意意識識啓啓蒙蒙活活動動  

産業廃棄物のリサイクル率向上の基本は、作業員が分別の意識を持つことと、分別ルールを間違わず、わかりや

すく作業員に周知することである。よって、全国衛生週間などの機会に、産廃処理会社による分別教育を定期的に

行い、正しく理解して適正な分別につなげるようにした。 

また、同社の従業員・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。 

 

以上により、本来、廃棄処分されるはずだった量に対し、検討・計画することでリユース・リサイクルが実現出来

た量の比率（資源循環率）は 98％となった。 

 
 

 

図 1_全体パース 

図 1 全体パ－ス図 
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８０４ａｂ国００７

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

株式会社竹中工務店　大阪本店　西日本機材センター

株式会社竹中工務店　大阪本店　安全環境部
取組の実践場所 

大大阪阪府府、、京京都都府府、、兵兵庫庫県県、、滋滋賀賀県県  

受賞テーマ 

廃廃木木材材ののババイイオオママスス発発電電にによよるる仮仮設設電電気気利利用用  

受賞者は、資源循環の観点から、自社内の事業活動で発生する有効利用できそうな廃棄物を自社で再利用できない

かと考え、工事現場から排出される廃木材を利用しそれをもとに発電した電力を工事現場へ戻すという、異業種が連

携し資源を循環させる仕組みを構築した。 

まず工事現場で廃木材を分別しやすくするよう協力会社と模索しながら分別方法などを広め、その廃木材を産廃中

間処理会社で燃料チップとしてリサイクルした。チップはバイオマス発電に使用し、その電力を小売電気事業者及び

仮設電気工事会社とタイアップすることにより工事現場等の仮設電気として利用し、資源の循環を行った。リサイク

ルだけでなくバイオマス電力の使用（＝化石燃料使用の削減）、更には CO2削減を実現した。

（図１）廃木材の資源循環 

分別活動、収集運搬、中間処理、バイオマス電力調達といった各々の段階に分けて説明する。 

①分別活動：工事現場で廃棄物分別の際分けやすい表示を行い、分別勉強会を実施し、正しい分類ができるよう現場

の作業員に周知した。

②収集運搬：廃棄物コンテナを複数設置できない作業所にも小型容器を設置し、木くずの分別の習慣づけを行った。

また木製型枠運搬用木枠の準備や、ダンプへの直積み方法を大工会社に２年にかけて定着するよう説明

し、分別に関する注意喚起を行った。 

③中間処理・再資源化：廃木材の特性（解体・改修・生木）に応じた丁寧な処理を施し、燃料チップを製造。その燃

料チップを使用し発電所にてバイオマス発電を行い、廃木材をバイオマスエネルギーに再生

した。 

④バイオマス電力調達：工事現場で、仮設電気としてバイオマスエネルギーのバイオマス電力の調達を行った。

この結果、従来から存在する環境保全活動（分別活動、収集運搬、中間処理）にバイオマス電力調達を加味し、排

出事業者（ゼネコン）として循環の仕組みを構築した。 

同取組は、関西圏の工事現場で随時展開予定である。また九州地域や、関連会社である株式会社竹中土木 大阪本

店にも広げていく予定である。 
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８０５国００９ 

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  日日本本橋橋髙髙島島屋屋 SS・・CC 本本館館改改修修工工事事作作業業所所  

取組の実践場所 

東東京京都都中中央央区区  

受賞テーマ 

日日本本橋橋髙髙島島屋屋 SS・・CC 本本館館改改修修工工事事作作業業所所ににおおけけるる地地球球環環境境をを守守るるたためめののたたゆゆままぬぬ  

ササスステテナナブブルル活活動動のの実実践践  

 
 受賞者は、建築主である高島屋グループ経営理念体系の一つ「地球環境を守るためのたゆまぬ努力」のもと、施工

者として日本橋高島屋の改修工事に積極的に取り組んだ。作業所所員、協力会社作業員、産業廃棄物処理会社が一体

となり、「持続可能な社会の実現への貢献」に向けた教育や啓蒙活動を実施し、サステナブル活動を実践すべく、建築

主（発注者）と作業所（建設工事）が一丸となって協力し取り組みを行った。特に建物が重要文化財という点と改修

工事ということもあり、既存部材の再使用と世界的な問題になっている廃プラ問題に焦点を当てて活動を展開した。 

 

（（１１））重重要要文文化化財財建建築築物物材材料料のの積積極極的的ななリリユユ－－スス  

日本橋髙島屋 S.C.は 1933年に建てられ、2009年に重要文化財に指定された。同工事は、このような重要文化財

の建物を改修する工事であり、様々な、建築資材を再利用すべく、設計段階から計画した。 

擬宝珠、内装の石張り等、再利用を検討し、使用できるもの、できないものを選別し、極力、再使用するように

努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（２２））新新ママテテリリアアルル分分別別にによよるるリリササイイククルル率率のの向向上上とと廃廃ププララ問問題題へへのの取取りり組組みみ  

世界的な問題となっている、廃プラスチック問題に焦点を当て、作業所内の養生に使用したビニールシートやプ

ルーシートを極力再利用（リユース）し、プラスチック廃棄物の廃棄量を削減した。 

工事期中においては、同社社員や作業員への勉強会を行い分別項目と具体的な品目について、随時、周知会を行

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの活動により、本来、廃棄処分されるはずだった量に対し、検討・計画することでリユース・リサイクル

出来た量の比率（資源循環率）は 98.0％となった。 

 

 
 

図 3_分別ヤ－ド（マテリアルリサイクル用） 

図 1_再利用した擬宝珠 図 2_再利用した内装石張り 
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８０６国０２９ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

西松建設株式会社 西日本支社 播磨建築出張所  

取組の実践場所 

兵庫県高砂市  

受賞テーマ 

地域に密着した３Ｒ活動（SDGs達成に向けた取組み） 

 

受賞者の工事は、兵庫県高砂市内のプラントメーカー工場内（敷地面積137,994㎡）の既存工場を一部解体し、新たに鉄骨造地

上2階、延床面積19,018㎡の大規模工場を建設するものである。（工期：2021.6.1 ～ 2022.12.31 現在施工中） 

地域に密着した現場の３Ｒ活動を、SDGs（持続可能な開発目標）に紐付けたかたちで展開している。 

  
≪≪リリデデュューースス≫≫  

・ＢＩＭの活用により、干渉する部材について、廃棄の発生                            

抑制による「金属くず」を削減                        

・木製型枠から鋼製型枠へ変更し、「木くず」を削減【8t → 0t】▲ 8t                           

≪≪リリユユーースス≫≫ 

・掘削土（発生土）を埋戻土として再利用 

10,567㎥【全体発生17,827㎥－場外搬出7,260㎥】 

・発生土について行政確認の上、開発地域の盛土として有効活用 

3,045㎥【場外搬出7,260㎥－残土処分4,215㎥】 

・既設石垣石や側溝鉄製蓋の再利用【石:20t,蓋2tの再利用】  

≪≪リリササイイククルル≫≫  

・建設汚泥の自ら利用による再生材利用【再生利用量：7,400t】 

・社内の分別ルールに則り、廃棄物の分別を徹底【最終埋立て処分率：1.9%】  

≪≪そそのの他他環環境境活活動動、、地地域域ととのの連連携携・・協協力力≫≫  

・軽油燃焼促進剤「K-S1」の利用により施工で発生するCO2を削減 

・環境意識啓発のポスターや横断幕による意識改革 

・eco検定の取得推進、環境講習会の実施 

・排水処理装置を用いた適切な工事排水管理 

・「高砂市」による「まちづくりSDGs出前講座」開催及び、 

 市民向けにSDGs啓蒙看板の合同設置（高砂市Facebookに掲載） 

・全国初のペットボトルリサイクル官民連携協定に賛同 

[[以以下下、、地地域域食食品品ロロススのの発発生生抑抑制制]]  

・高砂市認証子ども食堂にフードドライブ実施 

・生乳大量廃棄危機に対応、現場全員で牛乳消費：兵庫県産牛乳（地産地消） 

・市政策の「たかさご食べきり運動」及び、「30・10運動」の実施 

 
 

施工建築物の位置図 完成予想図 

山陽電鉄荒井駅 

現地 
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８０７国０３７ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

鹿鹿島島建建設設（（株株））・・（（株株））熊熊谷谷組組  新新東東名名高高速速道道路路  

羽羽根根トトンンネネルル工工事事特特定定建建設設工工事事共共同同企企業業体体  
取組の実践場所 

神神奈奈川川県県秦秦野野市市  

受賞テーマ 

トトンンネネルル覆覆工工のの残残ココンンククリリーートトかからら繊繊維維とと骨骨材材をを分分級級・・再再利利用用ししたた３３ＲＲ活活動動  

 

１．ファイバー入りのコンクリート（繊維補強コンクリート）の残コンクリートの処理について 

羽根トンネルは、新東名高速道路の海老名ジャンクションと御殿場ジャンクションの間に位置し、秦野市の丹沢山

地を貫く上下線 2 本、合計で約 5.8km の長大山岳トンネルである。このトンネルでは供用後のコンクリート片はく落

防止対策として、全ての覆工コンクリートにファイバーを混入した繊維補強コンクリートを打設する計画となってい

たため、施工の過程で発生する打設配管やポンプ車のホッパー内の残コンクリートは再生処理できず、全量を産業廃

棄物として最終処分する他はなかった（計画段階では約 3,600m3の処分量を想定していた）。 

受賞者の工事では、この残コンクリートが硬化する前にファイバーと骨材を分級・回収できる分級装置（図-１、写

真-1：特許第 6826337 号）を開発することで、産業廃棄物の排出量を減量するとともに、回収したファイバー（写真

-2）と骨材（写真-3）は再利用する等の３Ｒ活動に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図-1 分級及び回収フロー図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．施工実績 

・産業廃棄物の削減量 ファイバー入りコンクリート 3,800m3（リデュース） 

・資源の再利用    回収骨材 2,280ｔ（リユース） 

・エネルギー源の活用 回収ファイバー 10.38ｔ（リサイクル） 

・その他       隣接工事も含めて工事の最盛期だった地元処理プラントのピークカットに貢献 

 
 

写真-1 分級装置 写真-2 回収したファイバー繊

 

写真-3 回収した骨材 
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８０８国０５１ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

株株式式会会社社長長谷谷工工ココーーポポレレーーシショョンン  （（仮仮称称））JJRR 東東浦浦駅駅前前計計画画新新築築工工事事  

取組の実践場所 

愛愛知知県県知知多多郡郡東東浦浦町町  

受賞テーマ 

廃廃棄棄物物ののリリササイイククルルヤヤーードドににリリササイイククルル品品目目のの細細分分別別表表示示をを設設置置しし、、可可視視化化にによよるる分分別別推推進進活活動動。。  

 

 受賞者の作業所はＲＣ造地上 14 階建、共同住宅 136 戸、延床面積 12,060.06 ㎡、工期が 2019 年 6 月 21 日～2021

年 5月 20日（23ヶ月）の新築工事である。着工当初より作業所の所長方針「『リサイクル率 90％以上』を重点目標に

掲げ、職長会を中心に全職方・元請所員が一体となり廃棄物の分別リサイクル活動に取り組んだ。同作業所では、３

Ｒ活動に Refuse（断る）活動をプラスした『４Ｒ推進運動』を推進しており、特に廃棄物のリサイクルヤードに作業

所で発生する具体的なリサイクル品目の写真による細分別表示を設置し、可視化によりわかりやすい分別を促進、ま

た、職長会、元請による日々の分別状況確認を強化し、廃棄物の削減、リサイクル活動に注力して取り組んだ。 

その結果、リサイクル率 97.5％と高いリサイクルの推進を達成した。 

 

４Ｒ推進活動のうち、主に作業所にて注力し取り組んだ活動は以下の取り組みである。 

①①可可視視化化にによよるる分分別別推推進進活活動動。。【【RReeccyyccllee：：再再資資源源化化】】  

・廃棄物のリサイクルヤードに、作業所で発生する廃棄物品目の具体的な写真による細分別表示を設置し、可視化に

より職方さんが見てわかりやすい分別活動を推進。廃棄物の分別品目として、17 品目（コンガラ・アスガラ・その他

がれき類・ガラス陶磁器くず・廃石膏ボード・廃プラスチック・塩ビ管・廃ウレタン・木くず・金属くず・電線くず・

紙くず・汚泥・混合廃棄物・空き缶・ペットボトル・一般廃棄物）に分別を実施した。 

・廃棄物のリサイクルヤードを着工時より早期に設置、工事の進捗に合わせリサイクルヤードを移設しながら分別品

目を管理。特に外構工事施工時期はリサイクルヤードの確保が難しい中、工事の進捗状況に合わせて随時リサイクル

ヤードを移動しながら工事完了間際までヤードを確保し、分別活動を推進した。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

②②資資材材のの再再使使用用にによよるる廃廃棄棄物物のの削削減減活活動動。。【【RReeuussee：：再再使使用用】】  

・システム収納棚板の梱包養生材の再使用による廃棄物の削減。収納棚板搬入時に養生として使用している段ボール

梱包養生材は納入後廃棄していたが、メーカーに引き取ってもらい、養生材として再度使用する『Reuse』を実施し、

廃棄物の削減に取り組んだ。メーカーの運搬車両を使用するため、梱包撤去後の段ボール梱包養生材を往復便で回収、

引き取りを行い、同作業所では 136戸×7 ユニット分で約 5.7㎥の段ボール材を再使用し、廃棄物の削減を実施した。

同活動は他作業所においても実施可能なため、廃棄物の削減に向けた取り組みとして他作業所にも水平展開している。 

 

 

 
 
 
 
 

 

廃棄物 分別品目一覧 リサイクルマップ リサイクルヤード 

段ボール梱包養生材 
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９０１環００２ 

会会会会会会長長長長長長賞賞賞賞賞賞      

受賞者名 

  乳乳井井町町会会  
取組の実践場所 

  青青森森県県弘弘前前市市  

受賞テーマ 

  地地域域がが中中心心ととななりり、、町町おおここしし活活動動とと共共にに資資源源物物回回収収をを積積極極的的にに行行うう取取りり組組みみ  

 
受賞者は地域内のいくつかの主体において地域の町おこし活動を行っており、この事業の一つとして、町会が主導

して町民と一緒に資源物回収運動を行っている。 
 具体的な取組みとしては、町内会の班を１つのグループとし、グループごとに資源物の回収活動を行う。 
また、グループにかかわらず町民は空いた時間に自由に持ち込むこともできる。集められた資源物は町内の町民会

館敷地内に設置した資源物回収拠点であるリサイクルセンターに品目ごとに一時貯留し、決められたスケジュールで
回収業者に引き渡している。 
 

  〇リサイクルセンター外観 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 回収している資源物の品目は、①かん、②びん、③ペットボトル、④ダンボール、⑤新聞、⑥雑誌・雑紙である。 
 
  〇リサイクルセンター内部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 このリサイクルセンターは、同じ地域内の他主体が取り組んでいる町おこしの一端として、令和３年度に農林水産
省の中山間地域等直接支払制度の活用によって、地域の町民会館敷地内に資源物回収拠点として整備したものである。 
 リサイクル活動のみを行うのではなく、町おこし活動の一環として町外からの集客を目指し、美しい中山間地域の
町並みを保全するための環境美化とともに行うことで、町民が資源物回収と環境美化とのつながりを理解し、その結
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令和 4 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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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
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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



●カラーシステム

●不可侵領域

　b = a ×1/5

　b = a ×1/3

1）カラーで使用する場合は、必ず指定色を使ってください。（「カラーシステム」参照）

2）やむを得ず単色使用する場合は、スミベタ又は白抜きにしてください。

3）マークの形状は、変形したり、付随する文字を削除・変更したりしないでください。

4）マークの上下左右にキャッチコピーを置くことが可能です。
ただし、内容は３Ｒ活動への参加と協力を呼びかけるものに限ります。「ごみの量を減ら
そう」や「３Ｒを実施しよう」のように、「皆で～しよう」と呼びかけるものにしてください。
「私たちは～しています」「当社は～しています」のように、内容を発信者に限定的にする
ようなキャッチコピーにしないでください。

5）キャンペーンマークの上下左右にスペースを空けてください。スペースは、キャンペーン
マーク（含むキャッチコピー）の幅の５分の１を空けてください。
キャッチコピーをキャンペーンマークの横に置くなど、幅が広い場合は、キャンペーンマー
クの高さの３分の１を空けてください。（「不可侵領域」参照）

6）マークの下地は、基本的に白または色の薄い無地にしてください。下地が柄、あるいは、
色が濃い場合など、マークの判別が困難になる場合は、マークとその周辺を白地にしてご
使用ください。

※やむを得ず単色使用する際は、スミベタまたは白抜き表現可能

3

3．キャンペーンマークの使用上の注意（デザイン・ガイドライン）
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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



5

1）協議会事務局宛に、使用申請書を提出してください。
使用申請書と一緒に、キャンペーンマークの使用方法が分かるような使用部分のイメージ
図、原稿等を添付してください。

2）協議会にて提出された使用申請書と添付資料の内容を確認の上、問題がなければ使用許諾
書をお送りします。

3）「キャンペーンマークの使用上の注意（デザイン・ガイドライン）」を順守し、キャンペー
ンマークの使用を開始してください。

4）使用する制作物等が完成しましたら、キャンペーンマークを使用している部分の現物１点
または現物の写真を協議会事務局へ提出してください。ホームページ等の場合、掲載場所
をお知らせください。その他、具体的な提出内容は、使用許諾書に記述します。
なお、ご提出いただいた現物の写真等は、協議会ホームページ等で紹介することがありま
すので、あらかじめご了承ください。

＊省庁又は地方公共団体が行う３Ｒ活動での使用については申請が不要ですが、4）の完成し
た製作物のご提出をお願いします。省庁又は地方公共団体から、直接、委託等を受けて実
施する事業（事業の主体が省庁又は地方公共団体である）も、これに準ずるものとします。

●使用申請書の提出先

　      リデュース・リユース・リサイクル推進協議会事務局

　　　　　　　　　　　　　　　  ３Ｒキャンペーンマーク係

　〒101-0044　

　東京都千代田区鍛冶町二丁目 2 番 1 号　三井住友銀行神田駅前ビル　

　一般社団法人産業環境管理協会　資源・リサイクル促進センター

　電話： 0 3 －5 2 0 9 －7 7 0 4　　　  FAX： 0 3 －5 2 0 9 －7 7 1 7

5．使用の手続き
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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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

         

 

  

    

   

  https://www.3r-suishinkyogikai.jp/ 
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３Ｒ推進ポスター 検索

このポスターはリデュース・リユース・リサイクル推進協議会が主催する「３Ｒ推進ポスターデザイ
ンコンテスト」の本年度の最優秀賞作品を基に制作したものです。
ポスターはホームページからダウンロードしてご利用いただけます。
インターネット検索画面で次のようにご入力ください




