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第１章 専門家派遣事業実施結果 

 今年度、関東経済産業局（以下、「当局」という）では、企業の個別課題に応じたニーズ

に対応し、適切なアドバイスを行える専門家を管内 10社の中小企業に派遣する専門家派遣

事業を実施した。 

以下、専門家派遣事業の概要と、実施結果をとりまとめた。 

 

１．専門家派遣事業の概要 

（１）概要・目的 

当局は、一昨年度「広域関東圏における大学・公的研究機関等の産業公害防止等技術

シーズ活用可能性調査」と題し、大学等の環境技術シーズに関する調査、さらに中小企

業の環境技術分野における産学連携の実態と課題についての調査を行った。 

更に昨年度の調査において「製造業の生産現場における環境負荷低減に向けた取組と

技術動向に関する調査」（以下「前年度調査」という。）において、環境配慮の取組が比

較的進んでいると考えられる自動車関連部品メーカーに対し、特に「塗装」「洗浄」「排

水処理」の各工程における環境負荷低減への取組や課題について調査を実施した。 

過去２年間にわたり中小企業へのヒアリングを行った結果、中小企業においては、人

的・金銭的不足のため、環境改善に資する専門人材が自社内に存在せず、個別企業ご

とに異なる環境課題を抱えているものの解決が十分にできていない事業者が存在するこ

とが確認された。 

それらの課題の内、人的要因により対応が不十分となっているものについては、実務

経験者等の環境問題に詳しい専門家が実際に企業の現場に入り、個別企業のニーズに対

応した指導・助言等をすることが、さらなる環境負荷低減につながる取組として有効で

あると考えられ、前年度調査で開催した検討委員会においても、「水処理会社やコンサル

ティング会社が、機器等に関する一般的な説明にとどまらず、生産工程の中にまで入り

込んで対応を検討し、適切なアドバイスを行うという仕組みが良いのではないか」との

意見が出された。 

これらを踏まえ、本調査事業では、個別企業のニーズに対応可能な専門家を派遣する

事業を実施し、中小企業の更なる環境負荷低減に資する支援策としての実効性・有効性

を検証し、中小企業の環境負荷低減に向けた今後の政策提言につなげることを目的とし

て実施した。 

 

（２） 専門家の派遣対象となる事業者 

 広域関東圏（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、

山梨県、長野県、静岡県（１都１０県））に事業所又は工場が所在する中小企業のうち、特

に「工業塗装」「産業洗浄」「排水処理」等について環境負荷低減または環境課題解決のた

めの専門家派遣を希望する製造業を対象とした。 
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（３）派遣事業の実施体制 

 中小企業に派遣する専門家として、技術専門家及び総合調整の専門家を置くこととした。

技術専門家は、塗装工程・洗浄工程・排水処理での環境対策に精通した専門家のことであ

り、総合調整の専門家は、中小企業の生産工程に詳しい、もしくは、労働安全衛生、省エ

ネ対策に精通した専門家のことである。総合調整の専門家は、事前ヒアリングで中小企業

の課題を明確化していただくとともに、実際の専門家派遣において技術の専門家に同行し、

本事業のハンドリングをしていただく役割とした。 

また、専門家の派遣先企業の選定、派遣先企業と専門家のマッチングを行うほか、必要

に応じて専門家に対する助言を行う役割を有するアドバイザーも依頼した。下図が本年度

の専門家派遣事業の実施体制である。                                               

 

専門家派遣事業の実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）事業実施の流れ 

 事業実施の流れは、次のとおりである。 

①アドバイザー、専門家選定。 

②専門家派遣を希望する企業の募集。（募集企業は 15社程度を目標とした。） 

③専門家派遣希望企業の専門家派遣ニーズ、現場の状況把握を目的に、総合調整の専門

家及び専門家派遣事業事務局が派遣希望先企業への事前ヒアリングを実施。 

④専門家及びアドバイザーで組織する委員会において、派遣先企業 10社及び派遣先企業 

の課題やニーズに応じた専門家を選定。 

⑤派遣先企業への専門家派遣を実施。 

⑥専門家派遣実施後、専門家は専門家派遣事業事務局に企業への助言内容、今後の対応 

方針等の報告を行う。当該報告を専門家派遣事務局からアドバイザーに報告し、必要

に応じて助言を得る。 

 ⑦専門家派遣の際、必要に応じて当局から国や自治体の支援策を紹介。 

 ⑧専門家派遣終了後、派遣先企業に対して事後アンケートへの協力を依頼。 

指導・助言状況説明・指導依頼

状況報告・相談 助言

アドバイザー（敬称略）：片 山 眞 司 ジェイアンドエスエンジニアリング株式会社代表取締役社長（塗装工程）
杉 田 雅 幸 株式会社パーカーコーポレーション化学品本部化学品技術室係長（洗浄工程）
平 沢 泉 早稲田大学理工学術院（先進理工学部）教授（排水処理）

松 浦 徹 也 一般社団法人東京環境経営研究所理事長（環境全般）

技 術 専 門 家
（敬称略）

総合調整の専門家
（敬称略）

派遣先企業
「塗装」「洗浄」「排水処理」に関し課題を有する中小製造業

結果報告・相談 助言

【塗装工程】：

一般社団法人国際工業塗装高度化
推進会議理事長 窪井 要

【洗浄工程】：
日本産業洗浄協議会
シニアアドバイザー
久保武敏、梅木義彦

【排水処理】：
水ingエンジニアリング株式会社研究開発センター
副センター長 小林厚史
中川化学装置株式会社代表取締役社長 中川武

竹 内 利 明 国立大学法人電気通信大学産学官連携センター客員教授
一般社団法人東京環境経営研究所 コーディネーター
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事業実施の流れ 
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２．専門家派遣事業実施結果 

（１）アドバイザー、専門家の選定 

 アドバイザーとして、以下の４名を選定した。この４名は、いずれも平成 29年度中小企

業等産業公害防止対策調査「製造業の生産現場における環境負荷低減に向けた取組と技術

動向に関する調査」検討委員会の委員であり、専門家派遣事業実施の必要性への理解が深

く、専門家との関係も良好であることから、アドバイザーに選定した。 

 

アドバイザー（敬称略） 

片 山 眞 司 ジェイアンドエスエンジニアリング株式会社代表取締役社長（塗装工程） 

杉 田 雅 幸 株式会社パーカーコーポレーション化学品本部化学品技術室係長 

（洗浄工程） 

平 沢  泉  早稲田大学理工学術院（先進理工学部）教授（排水処理） 

松 浦 徹 也 一般社団法人東京環境経営研究所理事長（環境全般）   

 

 専門家として、以下の６名を選定した。中小企業の生産現場や環境対策に精通する電気

通信大学産学官連携センター客員教授竹内利明氏を総合調整の専門家に選定し、事前ヒア

リングに同行してもらうこととした。 

また、技術専門家として、塗装工程、洗浄工程、排水処理についてそれぞれ１～２名選

定した。 

 

専門家（敬称略） 

竹 内 利 明 電気通信大学産学官連携センター客員教授   （総合調整の専門家） 

梅 木 義 彦 日本産業洗浄協議会シニアアドバイザー    （洗浄工程） 

久 保 武 敏 日本産業洗浄協議会シニアアドバイザー    （洗浄工程） 

窪 井  要  一般社団法人国際工業塗装高度化推進会議理事長（塗装工程） 

小 林 厚 史 水 ing 株式会社研究開発センター副センター長 （排水処理） 

中 川  武  中川化学装置株式会社代表取締役社長     （排水処理） 

 

（２）専門家派遣希望企業の募集 

 専門家派遣を希望する企業の募集は、平成 30年 7月 10日から 8月 10日まで当局ホーム

ページへの掲載、当局・自治体・産業支援機関等のメールマガジン配信及び平成 29年度中

小企業等産業公害防止対策調査「製造業の生産現場における環境負荷低減に向けた取組と

技術動向に関する調査」アンケート回答企業への電子メールにて情報発信した。 

 その結果、14社より専門家派遣事業の申込があった。 

 

（３）事前ヒアリングの実施 

 電気通信大学竹内客員教授と専門家派遣事業事務局で、専門家派遣希望企業 14社への事

前ヒアリングを実施した。 

 1社を除き、第 1回アドバイザリー会議までの間に、事前ヒアリングを行った。 
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事前ヒアリング先実施日、事前ヒアリング先の環境面での課題（その１） 

 
（注）塗装：ピンク、洗浄：黄色、排水：青色、複数分野：緑色 

1 Ａ社 7月12日

【塗装】
・電着塗装前工程の洗浄槽の老朽化への対応
・電着塗装前工程のリン酸亜鉛処理からジルコニウム処理
への転換、排水処理ラインの見直し
【その他】
・焼付塗装、電着塗装の熱源に係るLPGから都市ガスへの
転換に伴う各種塗装機械への熱供給システムの変更対応
・排水桝を増やす

2 Ｂ社 7月25日

【排水】
・スラッジからの研削材の分離、スラッジの減量
・研磨液の漏洩対策
・雨水への油の流出
【その他】
・生産工程全般の省エネ
・建屋への遮熱塗装
・超純水の使用量削減

3 Ｃ社 8月7日
【洗浄】
・製品に付着する切粉の排除
・洗浄工程のインライン化

4 Ｄ社 8月8日

【塗装】
・塗装ラインの粉塵、従業員の健康対策
【排水】
・排水処理前の油水分離
・含フッ素排水の分離回収、処理
【その他】
・工場内の温度管理

5 Ｅ社 8月8日

【塗装】
・新塗装工場での環境対策
・新塗装工場での労働衛生管理（従業員の健康問題への対
応）
・新塗装工場の照明のLED化

6 Ｆ社 8月10日

【塗装】・接着剤の塗布、接着工程、及び塗装工程において
発生する臭気対策の拡充
【その他】
・粉じんが飛散しにくい生産ライン化
・工場内の最適な空調管理（現状冷暖房設備なし）

7 Ｇ社 8月21日

【洗浄】
・効率的な洗浄方法への転換（ミスト方式から洗浄槽での洗
浄へ）
【その他】
・生産ラインから発生する排熱の有効利用、従業員の労働
環境改善

事前ヒアリング等で把握した環境面の課題会社名番号 訪問日
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事前ヒアリング先実施日、事前ヒアリング先の環境面での課題（その２） 

 

（注）塗装：ピンク、洗浄：黄色、排水：青色、複数分野：緑色 

 

 

8 Ｈ社 8月27日

【排水】
・現在の排水処理施設の改善・改良を通じ、亜鉛濃度を排
水基準以下とし、排水処理施設の各種設定値等の見える
化・マニュアル化を図る
・ボンデ工程及び脱脂工程からの排水を最適に処理する排
水処理システムについての情報を得る

9 Ｉ社 8月28日

【塗装】
・環境配慮型塗料の利用
【その他】
・周辺への騒音・臭気対策を含めた労働安全衛生対策の実
施

10 Ｊ社 8月30日

【塗装】
・プラスチック塗装に用いる塗装ガンの最新動向に係る情報
入手
【洗浄】
・冶具の洗浄、スラッジ処理を高効率で環境対策できる洗浄
剤に係る情報入手

11 Ｋ社 9月7日
【洗浄】
・未貫通穴（タップ穴を含む）の処理液残りの改善

12 Ｌ社 9月18日
【排水】
・切削に使用した水の排水処理（現在は、フィルターを通して
地下浸透し排水）

13 Ｍ社 9月19日
【排水】
・排水からの貴金属回収、産廃からの有価物の分別。

14 Ｎ社 9月21日以降

【排水】
・排水設備の入れ替えや更新に関する助言
【その他】
・昨今の環境規制の強化と変化に対する対応方策の検討

番号 会社名 訪問日 事前ヒアリング等で把握した環境面の課題
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（４）派遣先企業の選定  

事前ヒアリングを行った１４社のうち、①「塗装」「洗浄」「排水処理」に関する課題を

有すること②早急に改善が必要な課題を有すること③専門家の助言により課題解決が見込

めること、を優先し１０社選定した。 

なお、選定にあたっては、電気通信大学竹内客員教授及び一般社団法人東京環境経営研

究所松浦理事長のご助言を踏まえ、事務局で素案を作成した。 

素案を元に、専門家及びアドバイザーで構成される会議で了承をいただき、派遣先企業

を決定した。 

 

（５）専門家派遣の実施 

 専門家派遣先企業 10社ならびに当該企業を訪問する専門家を選定し、以下のとおり専門

家派遣を実施した。 

 

なお、実際の派遣に当たっては、企業の個別ニーズにより効果的に対応するため、アド

バイザーである平沢教授、松浦理事長及び東京環境研究経営研究所のアドバイザーも専門

家としてご協力いただいた。 

また、当初総合調整の専門家と技術の専門家の２名での専門家派遣を予定していたが、

日程調整が難しかったことや、事前ヒアリングで課題が明確化できていたことから、技術

の専門家のみで派遣を実施した社もある。  

Ａ社 7月12日 9月13日 12月12日 －
・松浦氏
・東京環境経
営研究所

Ｂ社 7月25日 10月2日 － －
・東京環境経
営研究所

Ｃ社 8月7日 10月26日 12月10日 － ・久保氏

Ｄ社 8月8日 10月9日 1月24日 －
・窪井氏
・中川氏

Ｅ社 8月8日 8月31日 － － ・窪井氏

Ｇ社 8月21日 11月27日 － － ・久保氏

Ｈ社 8月27日 10月10日 － － ・中川氏

Ｉ社 8月28日 10月22日 － －
・窪井氏
・東京環境経
営研究所

Ｊ社 8月30日 11月5日 3月1日 － ・窪井氏

Ｍ社 9月19日 10月29日 － －
・平沢氏
・小林氏

第３回目 派遣専門家第１回目会社名 事前訪問日 第２回目
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（６）事後アンケート調査の実施 

 専門家派遣先企業に対し、専門家派遣事業終了後にアンケート調査を実施した。 

 

①本事業の満足度、専門家のアドバイスの有効性 

 本事業の満足度は、「大変満足」「どちらかといえば満足」への回答があわせて 90％超に

上った。 

専門家のアドバイスの有効性も、「大変役に立った」「役に立った」への回答があわせて

90％超に上った。 

これより、派遣先企業と専門家のマッチングが良好であったと考えられる。 

 

本事業の満足度（n=13）    専門家のアドバイスの有効性（n=13） 

 

 専門家のアドバイスで、役に立った点を尋ねたところ、「課題が解決できた」「課題解決

の方法が明確になった」「課題が明確になった」「アドバイスが実務的・具体的であった」「専

門家が熱心・丁寧であった」「最新の情報が得られた」「関連分野まで幅広い情報が得られ

た」のあらかじめ用意した選択肢のいずれにも回答があった。 

 

専門家のアドバイスが役に立った点（n=13、複数回答） 

 

大変満足, 2, 

15%

どちらかといえ

ば満足, 10, 

77%

どちらかといえ

ば不満, 1, 8%

大変役に

立った, 2, 

16%

役に立った, 9, 

69%

あまり役に立た

なかった, 2, 

15%

2

3

3

3

5

5

3

1

0 1 2 3 4 5

課題が解決できた

課題解決の方法が明確になった

課題が明確になった

アドバイスが実務的・具体的であった

専門家が熱心・丁寧であった

最新の情報が得られた

関連分野まで幅広い情報が得られた

励みになった
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②専門家派遣１回あたり派遣時間の妥当性、専門家派遣の形式と回数の妥当性 

 専門家派遣１回あたり派遣時間や専門家派遣の形式と回数の妥当性について尋ねたとこ

ろ、いずれも「適切」への回答が 92％に上った。 

 次年度以降、専門家派遣事業を実施する際には、専門家派遣１回あたり派遣時間を２時

間、専門家派遣回数は最大３回まで、で実施することが望ましい。 

 

専門家派遣１回あたり派遣時間の妥当性（n=13）専門家派遣の形式と回数の妥当性（n=13） 

 
 

③今後の専門家派遣事業の利用希望 

 次年度以降の専門家派遣事業の利用希望を尋ねたところ、「希望する」が 38％、「希望し

ない」が 8％、「現時点では不明」への回答が 54％であった。 

 

今後の専門家派遣事業の利用希望（n=13） 

 

 

  

やや長かった, 

1, 8%

適切, 12, 92% 適切, 12, 92%

やや少ない, 

1, 8%

希望する, 5

希望

しない

, 1

現時点では不

明, 7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1
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③今後の専門家派遣事業の対象分野 

 次年度以降の専門家派遣事業の対象分野としてあるとよいものを尋ねた結果、「省資源・

節水」「省エネ・地球温暖化防止」「排水処理」への回答が多かった。 

 

環境分野に係る専門家派遣のニーズ（n=13、複数回答） 

 
 

③今後の専門家派遣事業の利用料金 

 今後の専門家派遣事業の利用料金を尋ねたところ、「有料であれば利用したくない」への

回答が 69％と最も多かった。 

 

今後の専門家派遣事業の利用料金（n=13） 

 
 

  

3

4

7

7

8

2

1

0 2 4 6 8

工業塗装

産業洗浄

排水処理

省エネ・地球温暖化防止

省資源・節水

土壌汚染防止

化学物質管理

廃熱利用

有料でもぜひ

利用したい, 2

料金次第では

利用したい, 2

有料であれば

利用したくない, 

9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1
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④専門家派遣事業に期待すること、改善点 

 専門家派遣事業に期待すること、留意点として挙げられたものは次のとおり。 

 

専門家派遣事業に期待すること、改善点 

・事前聞き取り調査があったうえでの専門家派遣は有効であると感じました。次年度以降、

有料であれば事前調査+専門家派遣 1回目までは無料であると助かります。課題解決の見

込み等がある場合、次回以降の料金を検討したいと思います。 

・SDGsに関するコンサルタントはこれから必要になると思います。 

・今回新規設備の提案を頂けましたが、もう少し深く掘り下げた内容があればより良かっ

たと思います。 

・実績や経験年数に関わらず、最新の実務や現場に係わっている方なども専門家に加わっ

ていただけたらと思います。 

・派遣申込後、実際に専門家を派遣してもらうまで想定より時間を要した。スピード感の

改善を期待します。 

・今回のレポートを機に、定期的なフォロー体制等があると改善評価も行いやすくなると

思われます。 

・非常に高い専門性知識を持ちながら幅広い情報を持っているメンバー会員になっている

のでいろいろな相談ができてよかったです。 
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関東経済産業局専門家派遣事業に関するアンケート調査票 

 

 貴社におかれましては、今年度の専門家派遣事業にご応募いただき、誠にありがとうございました。次年度

以降の専門家派遣事業の実施に向け、参考とさせていただきたく、以下のアンケート調査へのご協力をお願い

申し上げます。 

会社名：               

ご担当者：               

 

問１ 貴社が利用した専門家派遣事業についておうかがいします。（最もあてはまる番号１つに○） 

（１）本事業の満足度 

        

１．大変満足  ２．どちらかといえば満足  ３．どちらかといえば不満  ４．不満  

（理由：                                           ）    

 

（２）専門家のアドバイス（派遣当日のアドバイス及びその後のレポート）の有効性 

 

１．大変役に立った  ２．役に立った  ３．あまり役に立たなかった ４．全く役に立たなかった  

 

 

 

 

上記理由について、該当する数字を選んで○を

つけて下さい。  

上記理由について、該当する数字を選んで○を 

つけて下さい。 

(複数回答可） 
   

 (複数回答可） 

         
課題が解決できた   1 

 
アドバイス内容が一般的であった 1 

課題解決の方法が明確になった 2 
 
専門家がミスマッチであった 2 

課題が明確になった   3 
 
最新の情報が得られなかった 3 

アドバイスが実務的・具体的であった 4 
 
狭い範囲の情報しか得られなかった 4 

専門家が熱心・丁寧であった 5 
 
期待していた内容と違っていた 5 

最新の情報が得られた 6 
 

その他

（                  ） 
6 

関連分野まで幅広い情報が得られた 7 
      

その他

（                ） 
  8 

      

 

（３）専門家の１回あたり派遣時間の妥当性（１回２時間程度） 

 

１．かなり長かった   ２．やや長かった  ３．適切   ４．やや短かった  ５．短かった 

（理由：                                           ） 

 

（４）専門家派遣の形式と回数の妥当性（最初に中小企業の現場に詳しい専門家、その後、技術の専門家の派

遣という形式） 

 

１．多い   ２．やや多い  ３．適切   ４．やや少ない  ５．少ない 

（理由：                                           ） 

 

 

 

選択肢１、２に回答し

た方は以下へ 

選択肢３、４に回答し

た方は以下へ 



13 

 

 

問２ 今後の専門家派遣事業についてお伺いします。 

（１）次年度以降も専門家派遣事業を継続する場合、御社で派遣を希望しますか？ 

 

１．希望する   ２．希望しない  ３現時点では不明 

（理由：                                           ） 

 

（２） 次年度以降も専門家派遣事業を継続する場合、貴社をはじめ、より多くの企業に利用してもらうため

の改善策についておうかがいします。 

 

①今年度は「工業塗装」「産業洗浄」「排水処理」の環境負荷低減に資する専門家の派遣でしたが、今後、環境

分野に係る専門家派遣としてどのようなものがあるとよいと思いますか。（あてはまる番号すべてに○） 

 

１．工業塗装  ２．産業洗浄  ３．排水処理  ４．省エネ・地球温暖化防止  ５．省資源・節水   

６．土壌汚染防止  ７．化学物質管理  ８．その他（                    ） 

 

②今回の専門家派遣事業が有料でも利用したいですか。（最もあてはまる番号１つに○） 

 

１．有料でもぜひ利用したい 

２．料金次第では利用したい  →許容する料金の上限 （   ）円／回 

３．有料であれば利用したくない 

 

③その他、専門家派遣事業に期待すること、改善点などございましたら、ご自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました 
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３．専門家派遣事業の成果と課題 

 ここでは、今年度の専門家派遣事業の成果と課題について、専門家からの意見、派遣先

企業へのアンケート調査結果、事務局の見解に分けて整理した。 

 

（１）専門家派遣事業の成果 

（専門家からの意見） 

・派遣先の生産現場、排水処理現場、バックヤードを詳細に見せてもらえたことで、的

確なアドバイスを行うことができた。 

 ・専門家グループとして専門家派遣事業に関わったが、事前ヒアリングの報告書があり、

課題が明確化されていたので、適切な専門家を派遣することができた。 

 ・派遣先企業は、特定の洗浄機メーカーとしか付き合いがないため、他社製品の情報や

最新の情報を持ち合わせていない。専門家派遣事業の意義を感じる。 

 ・同業他社の情報提供を公的・公平な立場で伝えられる。 

・会社はお金をかけずに環境対策に取り組みたいのが本音である。あるいは利益が出な

ければ環境対策は行わない。利益を生み出す環境改善を進めていくことが重要である。

専門家派遣事業は、専門家と事業者が利益を生み出す環境改善策について対話する場

をつくる意味がある。 

 

（派遣先企業へのアンケート調査結果） 

・９割超の派遣先企業から専門家派遣事業に満足しているという回答を得ることができ

た。 

 ・専門家のアドバイスが役に立った点として、「最新の情報が得られた」「関連分野まで

幅広い情報が得られた」への回答が多かった。 

 ・また、専門家派遣事業の主目的である課題への対応についても、「課題が解決できた」

「課題解決の方法が明確になった」「課題が明確になった」への回答が延べ８件となっ

ており、多くの企業が専門家派遣事業の活用を通じ、環境改善に向けて前進できた。 

 

（事務局の見解） 

・派遣希望先企業へ事前ヒアリングを実施したことで、当該企業が抱えている環境対策面

での課題や専門家への期待を把握することができ、その結果、派遣先企業の選定や派遣先

企業と専門家のマッチングをスムーズに行うことができた。 

・専門家の派遣先企業には選定されなかった企業に対しても、事前ヒアリングで把握し

た課題への解決策をアドバイザーから情報提供することができた。（生産工程での「洗

浄」面の改善提案事例） 

・自社内に環境の専門家が存在しない場合は特に、現在の環境対策に問題がない場合で

あってもその手法が本当に自社にとって最適な手法であるのか疑問をいだいているこ

ともあり、その場合に専門家の目から見て最適な対策となっているか、アドバイスを
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得られることは有益であると言える。 

 

（２）専門家派遣事業の課題 

（専門家からの意見） 

・限られた時間内でのアドバイスであったため、網羅的にアドバイスをすることはでき

なかった。回数、時間があれば、網羅的なアドバイスを行えた。 

・上位メーカーの下請企業の場合、洗浄機や洗浄剤は上位メーカーが決めたものを使わ

ざるを得ないため、専門家がアドバイスを行っても、環境によい設備や資材に変更す

ることができない問題がある。 

 

（派遣先企業へのアンケート調査結果） 

 ・専門家のアドバイスがあまり役に立たなかった点として、「期待していた内容と違って

いた」「スピード感が乏しいこと」が挙げられた。 

 ・また、専門家派遣事業に期待すること、改善点として、「もう少し深く掘り下げた内容

があれば良かったと思います」「スピード感の改善を期待します」「今回のレポートを

機に、定期的なフォロー体制等があると改善評価も行いやすくなると思われます」と

いった意見が出された。 

 

（事務局の見解） 

・当初申込予定数 15 社に対し、実際の申込数は 14 社であったため、今後は、専門家派

遣事業の周知をよりきめ細やかに行っていく必要がある。 

・「省エネ・地球温暖化防止」や「省資源・節水」分野への専門家派遣ニーズも高く、今

後、これらの分野への専門家派遣を検討する必要がある。 

  ・専門家の調整に難航し、７月の応募に対する派遣が 12 月であった等、スピーディ―な

対応が難しかったケースもあるため、今後は、関東管外の専門家の活用を行う等、改

善策を検討する必要がある。 

 

 以上を踏まえると、専門家派遣事業を実施していく際の留意点・ポイントとして、次の

点が挙げられる。 

・事前ヒアリング調査は、派遣先企業の課題の明確化、適切な専門家の派遣を行う上で

有効である。 

・公的、公平な立場で、同業他社情報や最新情報の提供を行うこと 

・環境の質（公害対策、省エネ・ＣＯ２削減対策、労働安全衛生）に応じて適切な専門

家を選定する必要があること 

・環境問題担当者のみならず、経営者を含め会社全体の環境問題への取組意識を高めな

がら、専門家派遣事業を実施すること 
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第２章 類似事例調査の概要 

当局で実施する専門家派遣事業の類似事例として、川崎市、北九州市、Ｋ－ＲＩＰの事例

を取り上げ、訪問調査を行った。 

 

１．川崎市 

公益財団法人川崎市産業振興財団では、中小企業者や起業家が直面する課題について、

ふさわしい分野の登録専門家を一定の日数企業等に派遣し、問題点の解決を図るため実地

に適正な診断・助言を行う「専門家派遣事業」を実施している。 

環境関連の専門家として、『公害防止』についての知識が豊富な専門家を 11名、『廃棄物

処理』についての知識が豊富な専門家を 30 名、『省エネルギー』についての知識が豊富な

専門家を 30名、登録している。 

 

川崎市の専門家派遣事業の概要 

◎派遣対象となる企業 

川崎市内であって、経営革新に意欲がある中小企業者及び起業を目指している方。 

 昨年この事業を実施されていない中小企業者及び起業者の方。 

 なお、ISO認証取得等の支援は、派遣対象としていない。 

 

◎派遣される専門家 

公益財団法人川崎市産業振興財団の登録専門家（税理士、中小企業診断士、技術士、弁

理士等）で、原則として、この中から申込者が派遣候補者として選定する。また、公益財

団法人川崎市産業振興財団内にある川崎市中小企業サポートセンターにおいてマッチング

し、課題に応じた専門家を選定することもできる。 

 

◎派遣回数等 

専門家の派遣回数は、1企業あたり半日（3時間）を単位に、12回まで。 

 

◎企業の負担（派遣回数 1回あたり） 

 企業は、派遣回数 1回につき 15,428円を経費負担。また、この負担金は、派遣決定後、

派遣を前提に全額を事前納入。 

（資料）公益財団法人川崎市産業振興財団ホームページ 

 

 専門家派遣事業を効果的に実施できている背景に、川崎市職員が企業を訪問して各種助

成制度を紹介する「出張キャラバン隊」の存在がある。「出張キャラバン隊」は、企業から

オファーがないのに、市の職員が企業に電話をし、アポイントをとり、訪問するもので、

当初は公益財団法人川崎市産業振興財団が保有する 1,200 社の企業データベースから検索

し、訪問先企業を抽出していた。企業の社長にたどりつけないことも多かったが、最近は、

川崎信用金庫等、金融機関との連携が強化され、苦労が減ってきた。「出張キャラバン隊」

で把握する個々の中小企業のニーズを、ものづくりブランド認定、企業間連携、産学連携

等につなげ、成果を挙げている。 

「出張キャラバン隊」を通じ、市の職員と中小企業が顔の見える関係になると、中小企業

からいろいろな相談が市職員に寄せられるようになり、専門家派遣にもつなげやすい。 
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 専門家には比較的容易に登録してもらえているが、質の維持は大変である。専門家派遣

事業を希望する中小企業と専門家のマッチングは、中小企業の顔が見えていて、中小企業

のニーズを十分に把握している市職員が行うこととし、派遣企業には専門家のみでなく職

員も一緒に訪問する。このことで、専門家派遣事業で成果を挙げやすくしている。 

 

２．九州環境エネルギー産業推進機構（Ｋ－ＲＩＰ） 

 九州環境エネルギー産業推進機構（Ｋ－ＲＩＰ）では、Ｋ－ＲＩＰ会員 350 団体（企業

250社、行政・大学・自治体等：100社）を対象に専門家による助言・情報提供を無料で行

っている。専門家はＫ－ＲＩＰ会員ではなく、弁護士、中小企業診断士等、外部から調達

している。現在、10数名の専門家をリストアップしている。 

 Ｋ－ＲＩＰは、Ｋ－ＲＩＰ会員企業からの各種相談を無料で受付け、職員が問題解決を

行うことを日常的に行っており、職員レベルで問題解決が困難な場合に、専門家派遣を行

うこととしている。会員企業の中に環境ビジネス企業が多く、日常の相談受付で、環境改

善の相談が持ち込まれると、会員企業とマッチングさせることで、課題解決が図れること

が多い。環境改善に向けたビジネスマッチング事例としては、環境負荷低減とコスト低減

の両立が図れる廃棄物削減、水の有効利用等の分野が多い。 

 

Ｋ－ＲＩＰの専門家派遣事業の概要 

◎品質向上・生産コスト削減等、現場の環境改善に関連する知見が豊富な専門家の確保状況 

・専門家の確保方法 専門家を確保しているわけではない。ただ、専門家・有識者候補につい

ては、一部リストアップして選定時の参考にしている。 

基本は、案件によって、過去の派遣実績、Ｋ－ＲＩＰのネットワーク、

マネージャーの知見、九州経済産業局、Ｋ－ＲＩＰ会員企業（類似業務

実施）の意見等により都度選定。 

・専門家への謝礼水準 謝礼は１回３万円とし、交通費等の旅費は規定に従い支払っている。 

◎専門家派遣の実態 

・１回あたりの派遣時間 １回あたりの時間は特に決まっていない。1.5時間から４時間程度等ケ

ースバイケース。 

・派遣回数３回以上の事例の有無 派遣事業としては２回までとしており、３回以上の事例はなし。３回以

上は当事者間調整。 

◎企業への派遣専門家の選定 

・派遣先企業の派遣要請に合致す

る専門家の選定方法 

状況により、「専門家審査会」を開催（九州経済産業局とＫ－ＲＩＰ事

務局で構成）して選任する仕組みはある。現状は、九州経済産業局とも

相談しながら、Ｋ－ＲＩＰ事務局で選定しているケースがほとんど。 

・専門家への依頼方法 専門家に派遣要請を伝達し、訪問してもよいと回答する専門家に依頼す

る形。依頼して承諾を得られれば実施。専門家就任依頼文書に、承諾書、

守秘義務誓約書、口座振込依頼書、相談内容（申込書）、旅費（交通費）

関係の書類を添付している。詳細は、電話やメールを活用している。 

◎専門家から事務局への報告 

・専門家からの報告方法 専門家派遣事業報告書を提出してもらっている。 

・専門家派遣の記録の妥当性の担

保方法 

基本、Ｋ－ＲＩＰのマネージャーが同行する。 

不可の場合だった時は、派遣先から状況等を聴取して、記録の妥当性を

担保している。 



18 

 

◎専門家派遣実績 

・専門家派遣の内容 相談内容は、販路開拓、パートナー発掘、法務関係、特許関係、資金調

達、ビジネスモデル構築、製品開発、海外展開等、多種多様。 

・専門家派遣実績 H30：１社、H29：２社、H28：６社、H27：３社、H26：３社 

 

３．北九州商工会議所 

（１）業務概要 

通常の相談業務は年間 500～600件、対応している。（資金繰り、販路開拓が大半） 

ミラサポも年間 100件対応している。小売・サービス業向けから販路開拓の相談が多い。 

商工会議所でも専門家派遣制度をもっているため、「５Ｓ活動導入促進支援事業」の対象

から漏れてしまった企業や、北九州に専門家がいない際に活用している。 

 

（２）５Ｓ活動導入促進支援事業 

福岡県独自の事業である、５Ｓ活動導入促進支援事業を 10年間担当している。県の補助

金で事業運営を行っているため、県外企業は断っている。 

平成 30年度は、17社から応募があり、12社に絞った。20社応募のある年もある。 

派遣回数は最大７回、１回の派遣時間は２時間、利用料金は総額で 10,000 円（税込）。

事業開始当初は無料だったが、派遣先企業の意識が上がらないこと、無料の場合大した支

援を受けられないだろうと企業側が思ってしまうこともあり、５年目から有料にした。 

派遣先は、当初は製造業をターゲットにしていたが、現在は様々な業種を対象にしてい

る。 

事業開始当初は、事業の認知度が低く、応募数も少なく、北九州商工会議所から積極的

に声かけをしていた。４～５年を経て、募集が増えてきた。最近は口コミ等で募集が増え

ている。 

ものづくり系の企業にＤＭ、会報誌を送付している。北九州市の関係団体等にも告知の

依頼をしている。 

アドバイザーは６～７名で、企業ＯＢ。近年、アドバイザーの増員が図れていないので、

アドバイザーの高齢化が進んでいる。この事業の前身はＩＳＯ内部監査員養成研修であっ

た。その時のネットワークを活用し、アドバイザーを増やしていった。 

ＩＳＯ内部監査員養成研修の頃からアドバイザーを務めている人（70 代）にコーディネ

ーターを依頼し、申込のあった企業を訪問してヒアリングを行う。北九州市商工会議所の

職員も同席する。ヒアリング時に企業の課題を吸上げ、専門家のマッチングに役立ててい

る。 

社員 20人未満の会員企業が主対象。お金をかけずに業務効率改善できることを事業実施

のコンセプトとしている。 

募集１ヵ月、その後半月で事前ヒアリングを行い、６月上旬に審査会を開催し、支援事

業所を選定している。審査会での最大の審査ポイントは、企業のやる気。効果が出やすい

事業所が優先的に選定される。審査会では、支援事業者の選定に加え、アドバイザーのマ
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ッチングも行っている。 

派遣実績は７回のところが多い。１回目に現場調査・視察、２回目は社内研修、３回目

から５Ｓ対策に着手する流れが一般的。１回目で、社長に同席してもらうようにしており、

企業側の５Ｓ活動への熱意を確認している。 

繁忙期を避けて月１回の頻度で訪問し、都度、次回の訪問日程を決めている。派遣先企

業への訪問可能日程が流動的であることから、日程決めが大変である。 

アドバイザーの居住地近くの企業にアドバイザーを派遣するようにしている。 

７回の派遣終了後、中小企業が独自にアドバイザーと契約し、アドバイザーの支援を受

けることもある。 

アドバイザーから商工会議所に指導確認書を訪問後に都度提出してもらっている。 

派遣終了時に５Ｓ手順書を作って渡す場合もある。 

活動の成果を確認すべく、派遣先企業へのアンケートを行っている。 

平成 26 年度までの支援実績をもとに、平成 27 年には「５Ｓ支援改善事例集」を作成し

た。平成 29年度は、セミナーを実施し、５Ｓで成果を挙げた企業３社からの報告会を実施

した。 

５Ｓ活動導入促進支援事業の概要 

支援内容 アドバイザー派遣費用を最大７回まで当会議所が負担 

派遣費用は当会議所からアドバイザーに直接支払います。下記期間内の

派遣に限ります。 

支援の要件 すべての要件を満たす事業所 

①中小企業基本法の定める中小企業者 

②経営者と従業員が５Ｓ活動導入に意欲があり改善活動で競争力の強化

を目指す事業所 

③各種税金を完納している事業所 

④原則として北九州市内にある事務所、工場 

募集事業所数 12事業所 

料金 10,000円(税込) 

支援期間 平成 30年６月中旬～平成 31年２月 

申込から支援

までの流れ 

 

 

 

（資料）北九州商工会議所 
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４．ＮＰＯ法人北九州テクノサポート 

（１）経緯 

 鉄冷えの時代に、北九州市の下部組織として大企業の技術者ＯＢが集まりＴＳ会（テク

ノサポート会）をつくった。公益財団法人北九州産業学術推進機構にＴＳ会の機能が移管

され、ＴＳ会が解散になった 2003年に、北九州市、北九州商工会議所、福岡県から資金を

得て、ＮＰＯ法人北九州テクノサポートを設立した。 

10年前に、エコアクション 21の地域事務所になり、中核業務として取り組んできた。北九

州市、福岡県、地球環境基金、大企業の環境支援財団の環境助成事業等を活用し、環境関

連の技術的な調査・分析を行ってきており、他の環境関連事業にも取り組みたいが、人手

不足で対応できない状況。 

現在のメンバーは 75 名。メンバーも高齢化してきたため、退職者の獲得に努めている。 

 

（２）専門家派遣事業 

現在までのところ、メンバー個々に様々な活動をしてきており、組織的に専門家を派遣

していく活動はこれからという状況である。これからは受託者として受け身での対応では

なく、組織で取り組みたいこと、できることを起点に、提案型で事業を拡大していかなけ

ればならないと考えている。 

既に、メンバーが専門家として企業を訪問し、指導・アドバイスを行うポテンシャルは

有している。  

昨年、九州経済産業局調査の再委託先として、大学、高専、公設試の環境技術シーズを

約 50 件収集した。その中には、宮崎でめっき工程排水からすず回収を行う技術があった。

このような大学、高専、公設試の環境技術シーズと中小企業ニーズをマッチングさせ、産

学連携の支援を行うこともできる。 

九州工業大学の先生が中小企業との産学連携に取組んでいるが、大学側は中小企業のニ

ーズをあまり把握できていないため、中小企業のニーズを大学側に伝える等、間に入って

通訳的なことをしている。 

中小企業テクノフェア in 九州でのビジネスマッチング支援事業を 10 年前から始め、出

展企業数は 30 社から 70 社に増えた。地元企業を参加させてマッチングしている。西日本

製造技術イノベーション展のビジネスマッチングもしている。マッチング支援を通じて、

中小企業のニーズを把握してきており、昨年は 550 件のニーズを発掘して、これをビジネ

スマッチングでつなげるようにしている。 

 公益財団法人北九州活性化協議会（ＫＰＥＣ）内に北九州地域産業人材育成フォーラム

が組成され、北九州地域の中堅・中小企業の経営力強化のため産業人材の育成を産学官連

携で進める取組を行っている。地域連携型インターンシップ実施に向け、インターンシッ

プ受入先企業を探したり、企業の課題解決に資する研究開発実施支援を行っている。 
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第３章 成果報告会開催概要 

 本調査で実施した専門家派遣事業の成果報告を目的に、「生産現場の環境対策支援セミナ

ー」を開催した。 

 

１．セミナー開催概要 

（１）開催日時、場所 

 日時：平成 31年２月 12日（火） 14:00～17:00 

 場所：ＴＩＰ＊Ｓ（東京都千代田区丸の内２－５－１ 丸の内二丁目ビル６Ｆ） 

 

（２）開催プログラム 

 開催プログラムは、以下のとおりである。 

 

開催プログラム 

14:00 開会、主催者挨拶（関東経済産業局電源開発調整官 鷲津 雅也） 

 

14:05-14:35 基調講演「中小企業の環境改善に向けたＳＤＧｓ」 

（早稲田大学理工学術院応用化学専攻教授 平沢 泉氏） 

 

14:35-14:45 専門家派遣事業の概要について  

（関東経済産業局専門家派遣事業事務局） 

 

14:45-15:00 事例紹介①：「自動車部品メーカーへの複合的支援事例」 

         （一般社団法人東京環境経営研究所理事長 松浦 徹也氏） 

 

15:00-15:15 事例紹介②：「工業塗装分野での支援事例」 

       （一般社団法人国際工業塗装高度化推進会議理事長 窪井 要氏） 

 

15:15-15:30 事例紹介③：「産業洗浄分野での支援事例」 

（日本産業洗浄協議会 シニアアドバイザー 久保 武敏氏） 

 

15:30-15:45 事例紹介④：「排水処理での支援事例」 

       （水 ingエンジニアリング株式会社技術・開発本部技術開発統括 

研究開発センター副センター長 小林 厚史氏） 

 

16:00-17:00 パネルディスカッション「中小企業の環境対策を効果的に推進していくため

のポイント」 

ファシリテーター 国立大学法人電気通信大学 竹内 利明氏 

パネリスト 一般社団法人東京環境経営研究所理事長 松浦 徹也氏 

                        一般社団法人国際工業塗装高度化推進会議理事長 窪井 要氏 

                日本産業洗浄協議会 シニアアドバイザー 久保 武敏氏 

                  水 ing エンジニアリング株式会社 技術・開発本部技術開発統括研

究開発センター副センター長 小林 厚史氏 

 

17:00        閉会、以降、名刺交換会 
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２．セミナー議事概要 

（１）開会、主催者挨拶 

関東経済産業局電源開発調整官 鷲津雅也 

より、本セミナーの主旨説明や本日の開催プ 

ログラムの紹介を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基調講演「中小企業の環境改善に向けたＳＤＧｓ」 

早稲田大学理工学術院応用化学専攻教授 平沢 泉氏より、「中小企業の環境改善に向け

たＳＤＧｓ」と題した基調講演をしていただいた。 

【講演要旨】 

 中小企業における環境改善に向け、中小企業が持続可能な環境改善対策を自主的に求め

ることを開発目標に挙げていただきたい。その支援として、環境関連の専門家派遣や、環

境関係で知見のある OBの協力体制を構築する必要がある。 

 排水処理が必要な中小企業は、今後の水質規制に対応すべく、合理的な環境改善対策に

取り組み、質のよい製品を社会に供給してほしい。合理的な手法として、1)排水の濃度を

計測し、工程ごと、時間ごとの変化を把握し、排水濃度のピークを下げた、2)対象成分を

工程内で回収し、工程内および近隣の他の工場で再利用、3)対象成分が有用物質である場

合、工程内の高濃度部分で選択的に回収、等が挙げられる。環境改善のためには、工程内

の環境に影響を及ぼす物質の性状、時間的、位置的変化を把握し、高濃度排水を集中して

処理することが重要である。 

 水質分析や、処理技術などは環境のプロ 

に現場を見てもらうとよい。そのための支 

援体制、専門家集団の組織などを構築する 

必要がある。 

 21世紀を迎え、豊かな水環境の創生が望 

まれているが、世界的に持続可能な成長、 

環境、資源を調和させた有効な水環境の改 

善が必要と考える。 
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（３）専門家派遣事業の概要について 

関東経済産業局専門家派遣事業事務局より、専門家派遣事業の概要ならびに事後アンケ

ート調査結果を紹介した。 

 

（４）事例紹介①：「自動車部品メーカーへの複合的支援事例」 

一般社団法人東京環境経営研究所理事長 

松浦 徹也氏より、トラック用リアボディー 

の設計開発、製造、販売会社の生産工程で 

抱えている排水処理関係、省エネルギー関係 

の課題を明確化し、改善提案を行った事例の 

報告をいただいた。 

 

 

 

 

（５）事例紹介②：「工業塗装分野での支援事例」 

一般社団法人国際工業塗装高度化推進会議 

理事長 窪井 要氏より、自動車部品などの溶 

剤、粉体及び電着塗装メーカー、トラックの 

全塗装メーカー、メッキ～塗装メーカー、プラ 

スチック塗装メーカーへの支援についての報 

告をいただいた。 

 

 

 

 

（６）事例紹介③：「産業洗浄分野での支援事例」 

日本産業洗浄協議会 シニアアドバイザー  

久保 武敏氏より、自動車部品のパイプ切断 

に付着した切粉が除去できない、現状の洗浄 

装置では生産量が足りない、という洗浄面の 

課題を抱えていた企業の支援についての報告 

をいただいた。一番古い装置の買い替えを希 

望されたため、最善の新規洗浄装置の最終図 

面と最終見積を提出し、６月末納入となった 

旨、報告いただいた。 
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（７）事例紹介④：「排水処理での支援事例」 

水 ing エンジニアリング株式会社技術・ 

開発本部技術開発統括研究開発センター副 

センター長 小林 厚史氏より、排水処理施 

設における処理機構や日常感じている疑問 

点等について解説・助言したことで、当該 

処理設備の妥当性を理解してもらえた旨、 

報告をいただいた。 

 

 

（８）パネルディスカッション 

 休憩後、電気通信大学産学官連携センター客員教授の竹内利明氏がファシリテーターを

務め、事例紹介者４名をパネリストとして、パネルディスカッションが行われた。概要は

次のとおり。 

 

（企業から環境課題の相談が来ない理由） 

・何かトラブルがあり、外部に話が漏れると、場合によっては水質汚濁防止法違反になる

との恐れから、相談に来ないのではないか。 

・塗装関係は直接法律に抵触することは少ない。リスクアセスメントで法的な問題がある

と口を閉ざしてしまう企業は多いが、あくまでも環境に絞ってアドバイスするという事

業であれば、相談に乗ってくるのではないか。 

・環境問題の幅が広すぎて、誰に相談したらよいかわからないのではないか。 

 

（専門家派遣先企業の反応、アドバイス等の有効性） 

・排水処理のことを理解できる人はいても、排水処理を専門に担当する人はおらず、本業

の片手間で排水処理に関わっている。そのため、言われた通りのことしかやれず、担当

者は日常感じている疑問点等について解決できないままでいる。このような担当者にと

って今回の専門家派遣事業は有効であったと考えられる。 

 

（専門家派遣事業の専門家のアドバイスはセカンドオピニオン） 

・排水処理等で現場担当者がわからないことは通常、設備メーカーに相談し、教えてもら

うか、資格をとらせて教えていく感じ。専門家に第三者的にアドバイスをもらうのは有

効ではないか。 

・今回の専門家派遣事業は、環境の専門家にセカンドオピニオンを受けるという形になっ

ていたのではないか。 

・排水処理設備は一度導入すると 20～30年変わらない。一方、生産ラインはめまぐるしく

変わる。設備メーカーに相談することができなければ、薬品で対応することになるが、
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不安を抱きながらの対応となっている。今回のような専門家派遣事業でセカンドピニオ

ンが得られるのは有意義ではないか。 

・洗浄の場合は、日本産業洗浄協議会からセカンドオピニオンを受けられる。 

・塗装の場合、いくつか業界団体があるため、どこに行けばセカンドオピニオンを受けら

れるかがわかりづらい。 

・排水の場合は、業界団体はなく、個々の企業での対応となる。 

・公的機関の専門家の場合、相談者に対し、特定の会社の紹介をすることができない。 

 

（コストをかけずに環境改善を進めるための工夫点） 

・塗装では、環境改善の余地はあると感じた。最新のスプレーガンを使っていない。作業

者がスプレーガンを落として壊してしまうことがあるので、修理しやすいものを選ぶよ

うにしているとの会社があった。 

・運用改善を進めてもらうために、熱関係の写真データを見せる等の見える化をした。 

・排水汚泥の産廃処理費を低減させることが環境改善を進める上では重要。 

 

（まとめ） 

・企業からの応募を待つのではなく、企業に専門家派遣を働きかけていくことも必要 

・川崎市が行っている出張キャラバン隊のようなおせっかい支援の中に、環境の切り口を

入れていくことも検討する余地がある。 

 

パネルディスカッション実施風景      ファシリテーター 竹内氏 
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３．生産現場の環境対策支援セミナー来場者アンケート調査結果 

 

（１）回答者の属性（Ｑ10） 

 セミナー参加者としては、企業関係者が全体の過半数（約 52％）と最も多く、他に、自

治体職員、産業支援機関からの参加を得た。「その他」として、カウンセラー、コンサルテ

ィング会社、中小企業支援団体、自治体支援団体、業界団体、が挙げられた。 

 

回答者の属性（n=35） 

 

（２）セミナーの認知経路（Ｑ１） 

 セミナーの開催を何で知ったか尋ねたところ、「関東経済産業局や事務局からの案内」へ

の回答が最も多かった。「関東経済産業局のホームページを見て」「業界団体からの案内」

への回答もみられた。「その他」として、講師所属団体からの案内、が挙げられた。 

 

セミナーの認知経路（n=35、複数回答） 

 

 

企業, 18, 52%

産業支援

機関, 5, 
14%

自治体職員, 6, 

17%

その他, 6, 17%

4

20

5

6

0 5 10 15 20 25

関東経済産業局のホームページを見て

関東経済産業局や事務局からの案内

業界団体からの案内

その他
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（３）セミナー参加理由（Ｑ２） 

 セミナーへの参加理由を尋ねたところ、「環境対応の成功事例を知りたいから」への回答

が最も多く、次いで、「SDGsに関心があるから」、「専門家派遣事業に関心があるから」への

回答が多かった。 

セミナー参加理由（n=35、複数回答） 

 

（４）基調講演の役立ち度（Ｑ３） 

 基調講演の役立ち度を尋ねたところ、「非常に役に立った」「役に立った」をあわせて全

体の８割（80％）が役立ったと回答している。 

 

基調講演の役立ち度（n=35） 

 

 

 

7
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5
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21

5

3
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自社の環境対応を進めていきたいから

SDGsに関心があるから

知人・友人に勧められたから

専門家派遣事業に関心があるから

環境対応の成功例を知りたいから

講演者・参加者・主催者とのネットワーク作り

その他

非常に役

に立った, 

5, 14%

役に立った, 23, 

66%

あまり役に立た

なかった, 4, 

11%

どちらともいえ

ない, 2, 6%

無回答, 1, 3%
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（５）事例紹介の役立ち度（Ｑ４） 

 どの事例紹介が役に立ったかを尋ねたところ、「全ての事例紹介」が役に立ったとの回答

が最も多かった。「全ての事例紹介」が役立ったことを個々の事例紹介への役立ち度に加算

すると、「事例紹介①」で 20件、「事例紹介②」で 23件、「事例紹介③」で 20件、「事例紹

介④」で 26件と、いずれの事例紹介についても過半数が役に立ったと回答している。 

 

事例紹介の役立ち度（n=35、複数回答） 

 
（６）パネルディスカッションの役立ち度（Ｑ５） 

 パネルディスカッションの役立ち度を尋ねたところ、「非常に役に立った」「役に立った」

をあわせて全体の約８割（81％）が役立ったと回答している。 

 

パネルディスカッションの役立ち度（n=26） 
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3
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事例紹介①
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事例紹介③

事例紹介④
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立った, 7, 27%

役に立った, 14, 

54%

あまり役に立た

なかった, 2, 8%

どちらともいえ

ない, 3, 11%
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（７）専門家派遣を実施して欲しい分野（Ｑ６） 

 専門家派遣を実施して欲しい分野を尋ねたところ、「廃棄物の削減・再資源化」への回答

が最も多かった。 

「塗装」「洗浄」「排水処理」への専門家派遣ニーズも一定程度あり、加えて「省エネ・

省資源」「ＣＯ2削減」へのニーズも「塗装」「洗浄」「排水処理」と同程度みられた。 

今後、専門家派遣事業を実施していく際には、「塗装」「洗浄」「排水処理」に加え、費用

対効果の大きい「廃棄物の削減・再資源化」「省エネ・省資源」「ＣＯ2削減」分野も派遣対

象にしていくことが望ましいと考えられる。 

 

専門家派遣を実施して欲しい分野（n=35） 

 

（８）専門家派遣事業の活用意向（Ｑ７） 

 専門家派遣事業の活用意向を尋ねたところ、「今後取引先や関係企業に専門家派遣事業を

活用した環境対策を進めていきたい」への回答が最も多かった。回答者の属性として、自

治体職員、産業支援機関、カウンセラー、コンサルタントが多く、本セミナーが中小企業

支援主体に対し、専門家派遣事業の有効性を伝達する場となったことが示唆される。 

「既に、専門家派遣事業を活用しており、引き続き活用し、環境対策を進めていきたい」

への回答が２件あったが、いずれも自治体職員からの回答であった。 

また、「今後、新たに専門家派遣事業を活用し、環境対策を進めていきたい」への回答５

件については、企業が３件、産業支援機関が１件、自治体支援機関が１件であった。   

次年度以降の専門家派遣事業へのニーズは、専門家の派遣先企業だけでなく、支援機関

にもあることがうかがえる。そのため、次年度以降、自治体・産業支援機関等の中小企業

支援機関との連携を模索していく定、専門家の派遣までを行っていくことも可能であると

考えられる。 
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５S

その他
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専門家派遣事業の活用意向（n=26、複数回答） 

 

（９）国や自治体に期待する環境対策に係る支援の内容（Ｑ８） 

 国や自治体に期待する環境対策に係る支援内容を尋ねたところ、「環境対策の成功事例の

紹介」への回答が最も多かった。次いで、「環境関連セミナー等イベントの開催」、「環境対

策に有効な設備導入に活用できる補助金の紹介」「環境対策に有効な設備の紹介」への回答

が多かった。企業の環境対策に役立つ具体的な情報提供へのニーズが高いことがうかがえ

る。 

国や自治体に期待する環境対策に係る支援の内容（n=35、複数回答） 
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（10）自由記入（Ｑ９） 

 自由記入に記載された意見として、以下のものが挙げられた。 

 

自由記入に記載された意見 

◎自身の取組に参考になったとの意見 

・専門家派遣事業の効果的な進め方について参考になった（自治体職員） 

・アンケートなどをどんどんやってアドバイスができる企業を発見して支援する必要性を

感じました（企業） 

・自社の事業継続にはサプライヤーの事業継続が重要課題であると認識し、自部門のメン

バーによるサプライヤー訪問を行っています。その中で安全・環境のアドバイスを行っ

ており、今日の報告に同調する活動と考えます（企業） 

 

◎専門家派遣事業への意見・提案 

・非常に有意義な取り組みと感じます。ただ、中小企業側の心理的なハードルを下げる必

要があると思います。今回のような好事例をどんどん周知いただけたらと思います（企

業） 

・パネルディスカッションで出た「環境のセカンドオピニオン」というキャッチコピーで

PR したらいかがでしょうか？省エネですと「エコチューニング」といって運用・調整で

コストダウンを図るというものがあります。これを環境全般に展開できないでしょうか

（企業） 

・制度としてまだ確立されていないと思いました。この調子で全国の中小企業を一回りす

るのに一体何年かかるのかなと思いました（企業） 

 

◎その他 

・自治体職員として中小企業から相談を寄せられる身近な存在になりたい（自治体職員） 

・省エネ・節水等資源の有効活用について興味があります（企業） 
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 「生産現場の環境対策支援セミナー」 アンケート 

本日はご参加いただきまして、ありがとうございます。 今後の参考とさせていただくため、以下のアンケートにご協力の程、お願いいたします。 

 

Q１ 本セミナーの開催を何でお知りになりましたか 【複数回答可】 

  １．関東経済産業局のホームページを見て  ２．関東経済産業局や事務局からの案内  ３．業界団体からの案内 

  ４．その他（メール配信元・イベント名等                                                  ） 

 

Q２ 本セミナーに参加された理由についてお聞かせください 【複数回答可】 

１．自社の環境対応を進めていきたいから   ２．SDGsに関心があるから  

３．知人・友人に勧められたから          ４．専門家派遣事業に関心があるから 

５．環境対応の成功例を知りたいから      ６．講演者・参加者・主催者とのネットワーク作り  

７．その他（                                                                   ） 

 

Q３ 基調講演は役に立ちましたか  

１．非常に役に立った ２．役に立った  ３．あまり役に立たなかった  ４．全く役に立たなかった ５．どちらとも言えない 

 

Q４ どの事例紹介が役に立ちましたか 【複数回答可】 

１．事例紹介① ２．事例紹介②  ３．事例紹介③   ４．事例紹介④ ５．全ての事例紹介 ６．全て役に立たなかった 

 

Q５ パネルディスカッションは役に立ちましたか 

１．非常に役に立った ２．役に立った  ３．あまり役に立たなかった  ４．全く役に立たなかった ５．どちらとも言えない 

 

Q６ 専門家派遣を実施して欲しい分野をお聞かせください 【複数回答可】 

１． 塗装 ２．洗浄 ３．排水処理 ４．廃棄物の削減・再資源化 ５．省エネ・省資源 ６．ＣＯ２削減 ７．５Ｓ  

８．その他（                                           ） 

 

Q７ 専門家派遣事業の活用意向についてお聞かせください 【複数回答可】 

１．既に、専門家派遣事業を活用しており（本事業以外のものも含む）、引き続き活用し、環境対策を進めていきたい 

２．今後、新たに専門家派遣事業を活用し、環境対策を進めていきたい 

３．今後取引先や関係企業に専門家派遣事業を活用した環境対策を進めていきたい 

４．専門家派遣事業の活用は考えていない 

 

Q８ 国や自治体に期待する環境対策に係る支援の内容についてお聞かせください 【複数回答可】 

１．大学・公設試験研究機関への分析依頼費用の補助 ２．環境対策に有効な設備導入に活用できる補助金の紹介  

３．環境対策に有効な設備の紹介 ４．環境対策の成功事例の紹介  ５．環境対策設備に係る産学共同開発 

６．環境対策を主導する人材の育成  ７．環境マネジメントシステムの導入費用の支援 ８．環境関連セミナー等イベントの開

催 

９．その他（                                             ） 

 

Q９ ご関心のある環境対策や専門家派遣事業、講師、行政へのご意見・ご要望等がありましたらお書きください 

 

 

 

 

 

Q10 最後にご回答者についておうかがいします 

 １．企業 ２．産業支援機関 ３．自治体職員 ４．金融機関 ５．その他（           ） 

～アンケートへのご協力、誠にありがとうございました～
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第４章 中小企業の環境負荷低減に向けた今後の政策提言 

 

 昨今の世界情勢を踏まえると、中小企業もＳＤＧｓに積極的に取り組んでいくことが求

められている中、持続可能な環境改善対策を自主的に求めることを開発目標に挙げていく

ことが望ましい。第１章から第３章までの経緯を踏まえ、中小企業の環境負荷低減に向け、

今後実施することが望ましい政策を提言する。 

 

１．専門家派遣事業の改善、本格的実施 

今年度実施した専門家派遣事業は、あくまでも試行的なものであったが、中小企業の環境

負荷低減に有効な手法であることを確認できた。中小企業が持続可能な環境改善対策を自

主的に求めることを開発目標に掲げていくための支援策の一つとして環境関連の専門家派

遣事業を活用して行くため、次年度以降は、今年度把握した課題の改善を行うとともに、

将来的に「専門家派遣制度」として運用するための検討を行うことが必要である。 

 

 

（１）派遣対象分野の拡大 

 専門家派遣事業の派遣先企業への事後アンケート調査では、次年度以降の専門家派遣事

業の対象分野としてあるとよいものとして、「省資源・節水」「省エネ・地球温暖化防止」「排

水処理」への回答が多かった。 

生産現場の環境対策支援セミナー参加者へのアンケート調査からも、今後、専門家派遣

事業を実施していく際には、「塗装」「洗浄」「排水処理」に加え、費用対効果の大きい「廃

棄物の削減・再資源化」「省エネ・省資源」「ＣＯ2削減」分野も派遣対象にしていくことが

望ましいと考えられる。 

 そのため、次年度以降の専門家派遣事業の派遣対象分野として、「塗装」「洗浄」「排水処

理」に加え、費用対効果の大きい「廃棄物の削減・再資源化」「省エネ・省資源」「ＣＯ2削

減」分野も派遣対象として検討する必要がある。 

 

（２）自治体、産業支援機関、公設試験研究機関と連携した事業実施 

生産現場の環境対策支援セミナー参加者へのアンケート調査の中で、専門家派遣事業の

活用意向を尋ねたところ、「今後取引先や関係企業に専門家派遣事業を活用した環境対策を

勧めていきたい」への回答が多かった。回答者の属性として、自治体職員、産業支援機関、

カウンセラー、コンサルタントが多く、本セミナーが中小企業支援主体に対し、専門家派

遣事業の有効性を伝達する場となったことが示唆された。 

生産現場の環境対策支援セミナー参加者へのアンケート調査の中で、専門家派遣事業の

活用意向を尋ねたところ、「今後取引先や関係企業に専門家派遣事業を活用した環境対策を

勧めていきたい」への回答が多かった。回答者の属性として、自治体職員、産業支援機関、

カウンセラー、コンサルタントが多く、本セミナーが中小企業支援主体に対し、専門家派

遣事業の有効性を伝達する場となったことが示唆された。 

次年度以降、専門家派遣事業を実施していく上で、類似の専門家派遣事業を実施してい

る自治体や産業支援機関と連携し、中小企業の環境負荷低減を進めていくことも有効と考
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えられる。これらの機関が有するネットワークを活用することで、環境課題を有する中小

企業へ本事業をより効果的に周知することが可能になるほか、本事業での活用可能な専門

家ネットワークの数が増加することで、派遣先企業のニーズに即した相談内容に応じた専

門家を派遣することが可能になるものと考えられる。そのため、自治体、産業支援機関、

公設試験研究機関と連携した事業実施を検討する必要がある。 

 今年度事業の中で、１件公設試験研究機関から情報提供を受けた事例があったが、今後

は、専門家を派遣するだけでなく、公設試験研究機関からの情報提供や分析の依頼等を行

う事態が発生することも想定されるため、公設試験研究機関との連携も念頭に、事業実施

を行う必要がある。 

 

（３）派遣先企業への周知方法の検討 

 今年度は、一般社団法人国際工業塗装高度化推進会議及び、日本産業洗浄協議会と連携

し専門家派遣事業を実施したが、専門家派遣事業実施初年度であったことや、認知度が低

く十分な周知ができなかったこともあり、派遣対象となる中小企業の応募数が低迷した点

が課題として残った。 

 次年度以降、専門家派遣事業を周知していく際には、専門家の所属する業界団体だけで

なく、派遣先企業に関係する業界団体から会員企業に専門家派遣事業の紹介等を行っても

らい、専門家派遣事業への認知度向上を図ることも一法と考えられる。 

 例えば、塗装関係の場合、ＶＯＣ排出量上位の日本自動車部品工業会（輸送用機械器具

製造業）、一般社団法人日本印刷産業連合会（印刷・同関連業）、日本金属プレス工業協会、

日本金属熱処理工業会、日本熱処理技術協会、東部金属熱処理工業組合（以上、金属製品

製造業）、日本プラスチック工業連盟（プラスチック製品製造業）、等と連携することが想

定される。 

環境対策について何らかの課題を抱えているにも関わらず申込が少ない理由としては、

自社の環境課題について把握できていない、環境対策について外部に相談するのを躊躇し

てしまう等が考えられる。生産現場の環境対策支援セミナー参加者へのアンケート調査か

らも、「中小企業側の心理的なハードルを下げる必要がある」との意見があった。 

これらを払拭するためにも、成功事例を増やし、本事業を積極的にＰＲしていく必要が

ある。 

また、工場の新設・改築・移設等にあたり社内に専門人材が存在しない場合、会社にと

って、真に最適な設備、運用方法であるか、担当者が不安を抱いたままメーカーの指示ど

おりに機器等の導入や運用を図っている場合がある。そのような場合にセカンドオピニオ

ンとして、本事業を活用いただくようＰＲしていくのも有効と考えられる。 

 

（４）環境設備メーカーもしくは環境ビジネスとのネットワーク構築 

 類似事例として訪問した九州環境エネルギー産業推進機構（Ｋ－ＲＩＰ）では、Ｋ－Ｒ

ＩＰ会員企業からの各種相談を受付け、職員が問題解決を行うことを日常的に行っており、

職員レベルで問題解決が困難な場合に、専門家派遣を行うこととしている。会員企業の中

に環境ビジネス企業が多く、日常の相談受付で、環境改善の相談が持ち込まれると、会員

企業とマッチングさせることで、課題解決が図れることが多いとのことであった。 
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関東管内においても、環境設備メーカーや環境ビジネスとのネットワークを構築し、当

該ネットワークと連携して専門家派遣事業を行っていく環境を整備できれば、円滑かつ効

果的に専門家派遣事業を実施できると考えられる。 

 そのため、中長期的に、環境設備メーカーもしくは環境ビジネスとのネットワークを構

築していくことを検討する必要がある。 

 

（５）関東管内製造業ＯＢ、現役研究者の専門家登録 

 類似事例として訪問したＮＰＯ法人北九州テクノサポートは、北九州市内の製造業ＯＢ

の集まりで、中小企業への技術的サポートを行う目的で設立された団体である。中小企業

の環境負荷低減に向けた専門家の量的、質的拡大を目指すうえでは、製造業ＯＢを専門家

として組織化することも有効な方策と考えられる。また、本年度のアドバイザリー会議の

アドバイザーや専門家に、製造業の現役研究者に参画してもらい、成果を挙げていること

に鑑み、関東管内製造業の現役研究者の専門家登録も推進していくことが望ましい。その

ため、環境負荷低減のアドバイス・指導が行える関東管内の製造業ＯＢ、現役研究者を専

門家として登録していくことも有効であると考えられる。 

 

（６）ミラサポ専門家派遣との連携 

 関東管内企業へのミラサポ専門家派遣の中で、生産現場の環境改善課題への対応が生じ

た際に、関東経済産業局の専門家派遣事業につなげていくような仕組みが作れると、専門

家派遣事業の派遣先企業の発掘につながるほか、ミラサポの専門家派遣事業との相乗効果

を高めることが期待される。 

 

※ミラサポ：「中小企業庁委託事業として中小企業・小規模事業者の未来をサポートするサ

イト」という文言を掲げた中小企業経営者向けに運営されるサイト。 

 

２．中小企業の環境負荷低減に有効なその他の手法 

（１）利益を生み出す環境負荷低減活動の事例集作成、セミナー開催 

生産現場の環境対策支援セミナー参加者へのアンケート調査の中で、国や自治体に期待

する環境対策に係る支援内容を尋ねたところ、「環境対策の成功事例の紹介」への回答が最

も多かった。 

平成 29年度中小企業等産業公害防止対策調査「製造業の生産現場における環境負荷低減

に向けた取組と技術動向に関する調査」の中で、コスト低減と環境負荷低減の両立事例を

紹介しているが、このような取組を取りまとめた事例集を作成し、当局ホームページで紹

介していくことや、このような取組を紹介するセミナーを開催することが有効と考えられ

る。 

 事例集の対象分野としては、例えば、1)廃棄物処理費用の削減、2) 過剰品質の見直しで

発注元、発注先の双方に利益、3) エネルギーコストの削減、4)節水・省資源等が挙げられ

る。 
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（２）利益を生み出す環境負荷低減活動の見学会の実施、映像での情報提供 

利益を生み出す環境負荷低減活動について、事例集の作成やセミナー開催に加え、見学

会を開催することで、中小企業の環境負荷低減の支援主体である自治体、産業支援機関、

公設試験研究機関の担当者に参加してもらい、成功事例に関する知見を高めてもらうこと

が有効と考えられる。 

また、見学会での中小企業側の紹介内容を撮影し、当局ホームページや、自治体、産業

支援機関、公設試験研究機関のホームページ等で紹介していくことも有効であると考えら

れる。 

 

（３）利益を生み出す環境負荷低減活動の好事例の表彰制度の創設 

 中小企業が、環境規制の遵守にとどまらず、自発的に環境改善を進めていくためには、

利益を生み出す取組であることがインセンティブになることから、上述の（１）、（２）に

加え、利益を生み出す環境負荷低減活動の好事例を表彰していくことも併せて行っていく

ことが有効と考えられる。厚生労働省では「安全衛生に係る優良事業場、団体又は功労者

に対する厚生労働大臣表彰」を行っているが、公害対策分野で同様の表彰制度を創設する

ことで、関東管内の中小企業の環境負荷低減活動の促進を図っていくことも有効と考えら

れる。 

 

（４）中小企業の環境負荷低減活動を推進するリーダーの育成 

 中小企業の生産現場の環境負荷低減活動を、中小企業自身の自助努力に委ねているだけ

では、環境負荷低減活動にコストや人材を十分に投入できない中小企業においては、環境

基準の遵守等、最低限の環境改善活動にとどまってしまう恐れがある。 

そこで、中小企業支援に関係する自治体、産業支援機関、公設試験研究機関が、中小企

業の環境負荷低減活動を支援していくことが重要と考えられる。既に環境分野の専門家派

遣事業を行っている自治体、産業支援機関、公設試験研究機関であれば、関東経済産業局

の専門家派遣事業と連携した支援が期待できるが、関東管内の自治体、産業支援機関、公

設試験研究機関の多くは、環境分野の専門家派遣事業を行っていない。そのため、自治体、

産業支援機関、公設試験研究機関の人材を対象に、中小企業の環境負荷低減活動を推進す

るリーダーとして育成することが必要である。 

 また、中小企業自身の自助努力を支援していくことも併せて実施していくことが有効で

あり、経営者や若手技術者を対象に、自社の環境負荷低減活動を推進するリーダーの育成

を行っていくことも必要である。 

 

（５）ＡＩとスマートメディアを利用した遠隔型環境改善手法 

 ＡＩ、スマートメディアの技術開発は急速に進展していることから、環境設備メーカー

や環境ビジネス企業、環境関連の調査分析を行う会社が中小企業と包括メンテナンスを締

結し、生産現場の遠隔での自動監視や環境設備の遠隔での運転管理を代行する状況への移

行を支援していくことが、今後の中小企業の環境改善に有効と考えられる。中小企業１社

でのメンテナンス契約が高額で困難な場合には、例えば、工業団地単位、組合単位、地域

単位といったまとまった組織での包括メンテナンス締結の後押しをしていくことも有効と
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考えられる。 

 

（６）ＡＩ化による環境改善診断～ソフトウェア、ロボットの活用 

 専門家派遣事業を継続的に実施することで、環境負荷低減に向けた課題別に、どのよう

な環境負荷低減手法が有効か、あるいは特定の生産現場に有効な環境負荷低減手法は何か

といった情報が集積されるようになる。このような状態になれば、中小企業の生産現場の

状態をロボット等が把握し、把握した情報をＡＩを用いて解析し、中小企業の環境改善診

断を行うことも可能になるものと考えられる。 

 

（７）上位メーカーの協力を得て、中小企業の環境負荷低減対策を推進 

 近年、大企業と中小企業の取引関係は変化しているものの、依然、中小企業の多くは上

位メーカーの下請として事業経営を行っている。そのため、上位メーカーから中小企業に

対し環境負荷低減対策に取組むよう働きかけを行うなど、行政から上位メーカーに要請し

ていくことも重要であると考えられる。 
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参考資料１：専門家派遣事業チラシ 
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関東経済産業局専門家派遣事業事務局宛（ＦＡＸ：０３－６７３３－１０２８） 

 

「環境改善への取組に資する専門家派遣事業」申込書 

 

申込日：平成３０年  月  日 

 

関東経済産業局が実施する「環境改善への取組に資する専門家派遣事業」を

希望するので、次により申し込みます。 

貴社名  

所在地 〒 

 

お役職・ご芳名  

ご連絡先 ＴＥＬ： 

E-mail： 

従業者数 名 

資本金 円 

主な製品、商品、サー

ビス又は業態の説明 

 

 

 

希望する助言・アドバ

イスの分野（あてはま

る番号すべてに○） 

１．「工業塗装」の各種環境対策 

２．「産業洗浄」の各種環境対策 

３．「排水処理」の各種環境対策 

４．生産工程全般の各種環境対策 

生産工程の環境対策で

困っていること（具体

的にご記入ください） 
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参考資料２：生産現場の環境対策支援セミナーチラシ 
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参考資料３：生産現場の環境対策支援セミナー配布資料 

 

 

 

 

 

 

 

環境のプロに現場をみてもらい環境改善を実現！ 

生産現場の環境対策支援セミナー 
 

 

 

 

 

開催日時：２０１９年２月１２日（火） １４：００～１７：００ 

開催場所：ＴＩＰ＊Ｓ 

     東京都千代田区丸の内２-５ -１ 丸の内二丁目ビル６Ｆ 

 

 

 

 

 

主催 経済産業省関東経済産業局 

 

後援 独立行政法人中小企業基盤整備機構 
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開催プログラム 

 

14:00 開会、主催者挨拶（関東経済産業局電源開発調整官 鷲津 雅也） 

 

14:05-14:35 基調講演「中小企業の環境改善に向けたＳＤＧｓ」 

早稲田大学理工学術院応用化学専攻教授 平沢 泉氏 

 

14:35-14:45 専門家派遣事業の概要について  

関東経済産業局専門家派遣事業事務局 

 

14:45-15:00 事例紹介①：「自動車部品メーカーへの複合的支援事例」 

    一般社団法人東京環境経営研究所理事長 松浦 徹也氏 

 

15:00-15:15 事例紹介②：「工業塗装分野での支援事例」 

       一般社団法人国際工業塗装高度化推進会議理事長 窪井 要氏 

 

15:15-15:30 事例紹介③：「産業洗浄分野での支援事例」 

日本産業洗浄協議会 シニアアドバイザー 久保 武敏氏 

 

15:30-15:45 事例紹介④：「排水処理での支援事例」 

       水 ingエンジニアリング株式会社技術・開発本部技術開発統括 

研究開発センター副センター長 小林 厚史氏 

 

16:00-17:00 パネルディスカッション「中小企業の環境対策を効果的に推進し 

ていくためのポイント」 

ファシリテーター 国立大学法人電気通信大学 竹内 利明氏 

パネリスト 一般社団法人東京環境経営研究所 理事長 松浦 徹也氏 

             一般社団法人国際工業塗装高度化推進会議 理事長 窪井 要氏 

       日本産業洗浄協議会 シニアアドバイザー 久保 武敏氏 

       水 ing エンジニアリング株式会社 技術・開発本部技術開発統括 

研究開発センター副センター長 小林 厚史氏 
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参考資料４：アドバイザリー会議参加者名簿 

 
「平成３０年度中小企業等産業公害防止対策調査事業（環境負荷低減に向けた取

組支援のための専門家派遣調査事業）アドバイザリー会議」参加者名簿 

（敬称略、順不同） 

アドバイザー 

片 山 眞 司 ジェイアンドエスエンジニアリング株式会社代表取締役社長 

 杉 田 雅 幸 株式会社パーカーコーポレーション化学品本部化学品技術室係長 

 平 沢  泉  早稲田大学理工学術院（先進理工学部）教授 

 松 浦 徹 也 一般社団法人東京環境経営研究所理事長 

鷲 津 雅 也 関東経済産業局資源エネルギー環境部電源開発調整官 

 

専門家 

竹 内 利 明 武蔵野大学客員教授 

梅 木 義 彦 日本産業洗浄協議会シニアアドバイザー  

久 保 武 敏 日本産業洗浄協議会シニアアドバイザー  

窪 井  要  一般社団法人国際工業塗装高度化推進会議理事長 

小 林 厚 史 水 ing株式会社研究開発センター副センター長  

中 川  武  中川化学装置株式会社代表取締役社長  

 

事務局 

 斎 藤 昌 子  関東経済産業局資源エネルギー環境部環境・リサイクル課長 

窪 木 健 二  関東経済産業局資源エネルギー環境部環境・リサイクル課課長補佐 

 中 村 友 紀  関東経済産業局資源エネルギー環境部環境・リサイクル課環境企画係長 

 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 
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参考資料５：アドバイザリー会議議事次第 

 
「平成３０年度中小企業等産業公害防止対策調査事業（環境負荷低減
に向けた取組支援のための専門家派遣調査事業）アドバイザリー会議」

（第１回） 
 

平成３０年 ９月２１日（金） 

１５：００～１７：００ 

       早稲田大学西早稲田キャンパス ６２号館Ｗ棟 １階大会議室 

 
－ 議 事 次 第 － 

 

１．開会 

２．資料確認 

３．関東経済産業局挨拶 

４．アドバイザー、専門家紹介 

５．委員長選出 

６．委員長挨拶 

７．議事 

（１）環境負荷低減に向けた取組支援のための専門家派遣調査事業について 

（２）専門家派遣先企業の概要及び課題について 

（３）専門家派遣先企業への支援の進め方について 

（４）その他 

８．閉会 

 

 

配付資料一覧 

資料１－１ 「平成３０年度中小企業等産業公害防止対策調査事業（環境負荷

低減に向けた取組支援のための専門家派遣調査事業）について 

資料１－２ 参加者名簿 

資料１－３ 専門家派遣先企業の概要及び課題 

資料１－４ 専門家派遣先企業への支援の進め方（案） 

参考資料１ 専門家訪問記録様式（案） 
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「平成３０年度中小企業等産業公害防止対策調査事業（環境負荷低減
に向けた取組支援のための専門家派遣調査事業）アドバイザリー会議」

（第２回） 
 

平成３１年 ３月 ６日（水） 

１０：００～１２：００ 

       早稲田大学西早稲田キャンパス 55N号館 1階 第二会議室 

 
－ 議 事 次 第 － 

 

１．開会 

２．資料確認 

３．議事 

（１）本年度の専門家派遣事業の結果報告 

（２）「平成３０年度中小企業等産業公害防止対策調査事業（環境負荷低減に

向けた取組支援のための専門家派遣調査事業）報告書（案）について 

（３）その他 

４．関東経済産業局挨拶 

５．閉会 

 

 

配付資料一覧 

資料２－１ 「平成３０年度中小企業等産業公害防止対策調査事業（環境負荷低減に向け

た取組支援のための専門家派遣調査事業）報告書（案） 

 

 


