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第１章 セミナー開催概要 
                                          

 
 目的 

経済産業省では、平成１８年４月から、光化学オキシダント及び浮遊粒子状物質の生成

原因である揮発性有機化合物（以下「ＶＯＣ」という。）の排出を抑制するため、大気汚染

防止法による排出規制及び事業者の自主的取組を組み合わせた対策を推進している。 
こうした対策の結果、全国の固定発生源（工場等）からの平成２６年度のＶＯＣ排出量

は、平成１２年度比で５０％削減され、削減目標である３割を達成し、中でも自主行動計

画を策定して自主的取組を実施した産業界の削減率は６１％に達した。 
その後も我が国全体のＶＯＣ排出量は年々減少しているが、大気環境の維持の観点から、

ＶＯＣ排出抑制に係る事業者の自主的取組を更に拡充させることが必要である。  
しかし、特に中小企業等については、ＶＯＣ対策にかかる負担感が大きく、自主的取組

を行っていない事業者が多く存在する。昨年実施したセミナー時のアンケート調査による

と、自主的取組を実施できない理由として、資金・組織体制の不足の他、「対策技術やその

効果・コストに関する情報が不足」「取組方法が分からない」といった意見が多く挙げられ

た。また、大気汚染防止法に基づく自主的取組自体を知らない中小企業等も未だ存在する

とみられる。 
こうした状況を踏まえ、本事業では、中小企業等によるＶＯＣ排出抑制のための自主的

取組を推進することを目的に、中小企業者が不足していると感じている対策技術やその効

果・コストに関する情報及び中小企業者にも取り組みやすい改善方法等を具体的に紹介す

ると共に、これまで自主的取組に参加していない中小企業等の参加を広く促し、ＶＯＣ排

出抑制の社会的意義や企業側のメリット（作業環境の改善やコスト削減等）等を幅広く周

知することで、ＶＯＣ排出抑制に係る事業者の自主的取組の更なる拡充を図ることを目的

として、本事業を行った。 
 

 事業内容 

（１） セミナーの実施概要 
名   称：ＶＯＣ排出抑制セミナー  
対 象 者：ＶＯＣの取扱工程を有し、自主的取組に参加していない業界団体・会

員事業者、ＶＯＣ排出抑制対策を実施していない事業者等  
 

 東京会場 神奈川会場 

開催日時 平成 30 年 11月 28日（水） 

13 時 30 分～16 時 30 分 

平成 31年 1月 29日（火） 

13 時 30 分～16 時 30 分 

主   催 経済産業省関東経済産業局 経済産業省関東経済産業局 

共   催 一般社団法人日本印刷産業連合会 神奈川県公害防止推進協議会 

開催場所 日本印刷会館、２階会議室 川崎市役所第 4 庁舎、２階ホール 

参加人数 ８６名 ５２名 
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挨拶、講演内容および講演者：（ａ）東京会場および（ｂ）神奈川会場の講演タイ

トルおよび講演者は下記のとおり。 
所要時間は、（ａ）、（ｂ）ともに計３時間 

（ａ）東京会場 

挨拶、講演 講演者（敬称略） 
(i)主催者挨拶 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 斎藤 昌子 

(ii)共催者挨拶 一般社団法人日本印刷産業連合会 

常務理事 小野 隆弘 

(iii)VOC排出抑制のための自主的取り組

みの状況 

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 窪木 健二 

(iv) オフセット印刷工場における VOC

排出の見える化とその対策 

あさひ高速印刷株式会社 
代表取締役 岡 達也 

(v) VOC 警報機の機能、導入工場の事例

紹介 

新コスモス電機株式会社 部長 中山 正樹 
光写真印刷株式会社 代表取締役社長 惟村 唯博 

(vi) ＧＰ認定制度と環境改善の取組 一般社団法人日本印刷産業連合会 GP推進部  

部長 殖栗 正雄 

(vii)日本政策金融公庫中小企業事業に

ついて 

日本政策金融公庫 東京支店 中小企業営一事業 

第二融資課長 赤井 洋平 

(viii)有機溶剤取り扱い職場の健康障害

防止対策 

中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター 

健康開発課 課長 武井 貴史 

 

（b）神奈川会場 

挨拶、講演 講演者（敬称略） 
(i)主催者挨拶 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 斎藤 昌子 

(ii)神奈川県における大気環境の現状と

課題 

神奈川県 環境農政局大気水質課 

課長 加藤 洋 

(iii) 有機溶剤取扱い職場の健康障害防

止対策 

中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センタ－ 
健康開発課 課長 武井 貴史 

(iv) 工業洗浄工程における VOC 排出抑制

の事例 

日本産業洗浄協議会 
シニアアドバイザー 梅木 義彦 

(v) 工業塗装の管理ポイントとＶＯＣ排

出削減及びリスクアセスメントへの対応 

有限会社久保井塗装工業所  

代表取締役 窪井 要 
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（２） 周知 
自主的取組に参加していない業界団体や今までＶＯＣ排出抑制対策を実施していな

い業界団体を中心に、チラシによる周知を実施したほか、共催の一般社団法人日本印刷

産業連合会および神奈川県公害防止推進協議会を通じ関係企業等へのチラシによる周

知を行った。 
さらに、関東経済産業局のホームページへの掲載及びメールマガジンの配信、東京

都と神奈川県のホームページ掲載及びメール配信、配布物へのチラシの同封、自治体

窓口での案内などの方法により周知を図った。 
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（３） セミナー開催チラシの作成 
東京会場チラシ (表) 
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東京会場チラシ（裏） 
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神奈川会場チラシ (表) 
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神奈川会場チラシ（裏） 
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第２章 アンケート調査の集計結果 
                                          

東京都および神奈川県において開催した「VOC 排出抑制セミナー」のそれぞれの会場に

おいて、参加者に対してアンケート調査を実施した。 
 

 アンケート調査概要 

 アンケート調査概要【東京会場】 

■ 調査項目：「参考資料」の「平成３０年度 VOC 排出抑制セミナー」 
東京会場アンケート参照 

■ 調査方法：当日配布による調査 
■ 調査対象：セミナー参加者 
■ 配布件数（参加者）：８６名 
■ 実施日：平成３０年１1 月２８日（水） 
■ 回 収 数：６９件 
■ 有効件数：６９件 有効票回収率 １００％ 

 

 アンケート調査概要【神奈川会場】 

■ 調査項目：「参考資料」の「平成３０年度 VOC 排出抑制セミナー」 
神奈川会場アンケート票参照 

■ 調査方法：当日配布による調査 
■ 調査対象：セミナー参加者 
■ 配布件数（参加者）：５２名 
■ 実施日：平成３１年１月２９日（火） 
■ 回 収 数：４１件 
■ 有効件数：４１件 有効票回収率 １００％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 アンケート調査結果 

 アンケート結果【東京会場】 

回答者の業種（問１） 

本セミナーは、一般社団法人日本印刷産業連合会様との共催であり、「印刷業」（66.7%）

の参加が 7 割弱を占めた。続いて「化学工業」（8.7%）、「公務（官公庁、自治体など）」（7.2%）

である。 
 
図表 ２-１ 回答者の業種 

        
   

来場者が所属する事業者概要（問１） 

従業員 301 名以上の企業に所属する回答者の出席が 65.2%と最多であった。続いて 51～
100 名以下の企業からの参加が 14.5%。50 名以下は約 1 割であった。資本金規模において

は、資本金 3 億円超の企業在籍者が約半数（47.8%）を占め、５千万以下の企業在籍者は

15.9%であった。 
 

図表 ２-２ 従業員数            図表 ２-３ 資本金規模 
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来場者の担当業務および所属する事業者が加盟している業界団体（問１） 

担当業務は、「その他」（営業、技術、管理部門）と回答する者が 30.0%と最も多く、「環

境部門」（22.9%）が続き、幅広い部署からの参加であった。 
また、事業者が加盟する団体は、回答する者の中では「業界団体」が 37.7%で最多であ

る。一般社団法人日本印刷産業連合会の共催であり、出席者が加盟する団体も、同連合会

や東京都印刷工業組合が殆どであった。 
 
図表２-４ 担当業務              図表 ２-５ 加盟している業界団体等 

 
 
セミナーを知ったルートおよび媒体（問２） 

「業界・所属団体」からセミナーを知った回答者が最も多く 39.4%である。次に「その

他」（28.2%）である。「その他」の中には、社内の案内や紹介によるものが多い。 組織別、

媒体別の特徴として「関東経済産業局」では「ホームページ」「案内」による浸透が多く、

「業界・所属団体」では「メール」、「案内」による周知が目立った。 
媒体別では、「その他」〔社内の案内や紹介〕（28.2%）に続き、「関東経済産業局」と「業

界・所属団体」からの「案内」（26.8%）が多かった。 
 

図表２-６ セミナーを知った機関 

    



11 
 

参考になった度合い （問３） 

「VOC 排出抑制のための自主的取組の状況」、「オフセット印刷工場における VOC 排出

の見える化とその対策」、「VOC 警報機の機能、導入工場の事例紹介」、「GP 認定制度と環

境改善の取組」の講演では、「大変参考になった」と「参考になった」を合わせた割合は、

ほぼ９割を占め、講演内容は、有益な情報と認識された。 
 
図表２-７ 講演内容の有益度 

 
 
講演のわかりやすさ（問４） 

「オフセット印刷工場における VOC 排出の見える化とその対策」の講演は、「よく理解

できた」が約 75％と非常に高く、ほぼ全員から「理解できた」の評価を得た。「VOC 排出

抑制のための自主的取組の状況」「VOC 警報機の機能、導入工場の事例紹介」「GP 認定制

度と環境改善の取組」は、9 割超の回答者が「理解できた」以上の評価であった。 
 

図表２-８ 講演内容の理解度 
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自主的取組の障害（問５） 

「実施可能な対策技術と経済性が両立しない」（18.1%）を自主規制の障害とする回答が

最も多い。続いて、「対策技術や技術の効果、対策コストに関する情報が不足している」

（16.2%）、「自社の組織体制が十分でない」（13.3%）を挙げている。 
 

図表２-９ 自主的取組の障害  
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自主的取組への参加（問６）、現在、取り組んでいる内容（問７）、今後、取り組みたい

内容（問８） 
（問 6）自主的取り組みへの参加状況は、ほぼ 4 割である。 
（問 7）現在、自主行動計画に参加の場合、取組内容は、「低VOC 原材料（商品）への代替・

転換」「作業方法の改善」「設備（工程）の改善」が上位。 
（問 8）今後、自主的取組への参加を検討する場合、その取り組み内容は「低 VOC 原材料

(商品)への代替・転換」（29.0%）。つづいて、「作業方法の改善」（25.8%）「VOC 発

生抑制に効果ある操作条件の検討」（19.4%）が上位の回答。 
 

図表 ２-１０ 参加状況              図表 ２-１１ 取り組んでいる内容 
 
 

 
 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図表 ２-１２ 今後、取り組みたい内容 
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今後 VOC排出削減対策を進める上で、必要と考える情報は何か。（問９） 

VOC 排出削減対策を進める上で必要と考える情報は「代替・転換する低 VOC 原材料(商
品)に関する情報」（19.9%）が最も多い。さらに、「他社の取組事例」（17.3%）、「環境技術

に関する情報」（14.1%）、「VOC 排出量の把握方法」（13.6%）を必要と考えている。 
 

図表 ２-１３ VOC 排出削減対策を進める上で、必要な情報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

本セミナーについての感想、意見 （問１０） 

記載された意見は、以下のとおり。 
図表 ２-１４ 感想、意見内容（問１０ 自由記入より） 

分野 支援内容 

講演内容への要望 
・次回もやってほしい。 

・これからも、いろいろと情報提供をお願いしたい。 

講演内容への満足 

・とても勉強になった。 

・他社の取組事例が、大変参考になった。 

・事業者同士の生の声を聞ける構成は参考になるのはもちろんである

し、政策側にとっても貴重なものであった。 

・今後、さらに VOC排出削減を行う必要がある。機械側から改善に寄

与したい(オフセット印刷機のローラ洗浄時の VOC発生抑制)。 

資料等への感想 
・資料の文字量が多く、シンプルな方が良い。3 時間のセミナー内で

理解しきれないくらいの資料があり、多すぎる。 
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 アンケート結果【神奈川会場】 

回答者の業種（問１） 

「公務(官公庁、自治体、その他公的機関)」が 29.4%で最も多い。続いて「化学工業」「そ

の他」である。「その他」には、産廃関連、プラスチック加工塗装・製造、塗料メーカー、

商社が含まれている。 
 
図表 ２-１５ 回答者の業種 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
回答者が所属する事業者概要（問１） 

従業員 301 名以上の企業在籍者の出席が約５割超と最も多い。 
資本金規模についても、従業員規模と関連して、資本金３億円超の企業在籍者の参加が

約３割超である。 
 

図表 ２-１６ 従業員数           図表 ２-１７ 資本金規模 
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回答者の担当業務および所属する事業者が加盟している業界団体（問１） 

「環境部門」（56.2%）が、際立って多い。環境部門の組織化は、企業規模と関連すると

思われる。 
また、事業者が加盟する団体は、業界団体（26.8%）が３割弱で最も多い。日本塗料工業

会、石油化学工業会、合成樹脂工業会などである。 
 
図表 ２-１８ 担当業務                   図表 ２-１９ 加盟業界団体等 

   
セミナーを知ったルートおよび媒体（問２） 

セミナーを知ったルートは、「関東経済産業局」（37.5%）が最も多く、「県市等自治体」

（27.1%）、「業界・所属団体」（20.8%）であった。ルートとなる機関の特徴として「関東

経済産業局」では「ホームページ」、「メール」、「案内」と伝達手段が多様であるのに対し、

「県市等自治体」および「業界・所属団体」では「メール」による伝達が最も多い。 
媒体別では、「メール」（35.4%）が最も多く、続いて「ホームページ」（20.8％）であった。 

 
図表 ２-２０ セミナーを知った機関 
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参考になった度合い （問３） 

「大変参考になった」と「参考になった」を合わせた割合は、4 テーマでほぼ 8 割を占め

ており、講演テーマは有益な情報と認識されている。特に、「神奈川県における大気環境の

現状と課題」では、全員が「大変に参考になった」および「参考になった」と回答した。 
 
図表 ２-２１ 講演内容の有益度 

  
 
講演のわかりやすさ（問４） 

「神奈川県における大気環境の現状と課題」、「有機溶剤取扱い職場の健康障害防止対策」

の講演は、回答者全員が「よく理解できた」「理解できた」と回答した。「工業洗浄工程に

おける VOC 排出抑制の事例」、「工業塗装の管理のポイントと VOC 排出削減及びリスクア

セスメントへの対応」でも、9 割超が「理解できた」以上の判定をしており、本講演テーマ

は、全般的に回答者にとりわかりやすい内容であったと評価する。 
 

図表２-２２ 講演内容の理解度 
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自主的取組の障害（問５） 

「実施可能な対策技術と経済性が両立しない」(12.5%）を自主規制の障害とする回答が

最も多い。それに続く項目は「対策技術や技術の効果、対策コストに関する情報が不足し

ている」(10.7%）。無回答も(35.6％)と多い。無回答(35.6％) が多い背景として、一般企

業以外の回答者が多いことが挙げられる。 
 
図表２-２３ VOC 排出削減の自主的取組の障害になっている項目 
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自主的取組への参加（問６）、現在、取り組んでいる内容（問７）、今後、取り組みたい

内容（問８） 
（問 6）自主的取り組みへの参加状況は、３割弱にとどまる。 
（問 7）回答者が現在、取り組んでいる内容は「低 VOC 原材料（商品）への代替・転換」、

「VOC 除去設備の設置」である。 
（問 8）今後、自主的取組への参加を検討する場合、その取り組み内容は「設備（工程）の

改善」（38.4%）に続き、「作業方法の改善」（30.8%）、「VOC 除去設備の設置」（15.4%）

である。 
 

図表 ２-２４ 参加状況               図表 ２-２５ 取り組んでいる内容 
      

 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図表 ２-２６ 今後、取り組みたい内容 
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今後 VOC排出削減対策を進める上で、必要と考える情報は何か。（問９） 

VOC 排出削減対策を進める上で必要と考える情報は「他社の取組事例」(21.4%)。さら

に、「法規制に関する情報」(18.4%)、「自主的取組の具体的方法」(16.3%）、「環境技術に

関する情報」(15.3%)も必要であると捉えている。 
 

図表 ２-２７ VOC 排出削減対策を進める上で、必要な情報 

 

 
本セミナーについての感想、意見 （問１０） 

記載された意見は、以下のとおり。 
 

図表 ２-２８ 感想、意見内容（問１０ 自由記入より） 
分野 支援内容 

講演内容への満足 

・大変参考になった。 

・洗浄や塗装等、現場での VOC 抑制対策の話がきけてよかった。 

・ＶＯＣ非該当製品の開発、導入提案に努めているが、提案資料作成に 

大変役立つ情報であった。 

資料等への感想 
・資料がわかりやすい。社内教育に利用させていただきたい。 

・資料がカラーでよかった。 
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第３章 今後の開催に向けて 
                                          

 
 本章では、東京及び神奈川会場で実施したアンケート調査における設問「今後、VOC 排出

削減対策を進める上で、必要と考える情報は何か（問９）」の結果および自由回答から、今後

のセミナー開催に向けて引き出される要件をとり纏める。 
  
３－１ VOC 排出削減対策を進める上で、必要と考える情報 

～「他社の取組事例」は共通して必要情報～ 
 

アンケート（問９；複数回答設問）から、今後の講演テーマへの示唆    
□ 東京会場のニーズのトップは「代替・転換する低 VOC 原材料(商品)に関する情報」、神奈

川会場のニーズのトップは「他社の取組事例」。 
□ 「環境技術」、「法規制」、「自主的取組の具体的方法」に関する情報は、両会場に共通して

必要とされている。 
□ 事業者の置かれている状況により、求められる情報の優先度は異なる。 

 
東京会場において、必要と考える上位２つの情報が、「代替・転換する低 VOC 原材料(商品)

情報」(19.9%)、および「他社の取組事例」(17.3%)。さらに、「環境技術に関する情報」(14.1%)、

「VOC 排出量の把握方法」(13.6%)「法規制に関する情報」(13.1%)などが必要と回答してい

る。図表３－１は東京会場におけるアンケート調査結果である。 
 

図表 ３-１ VOC 排出削減対策を進める上で、必要な情報 (問９)（複数回答）(n=191)(再掲) 
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神奈川会場における必要情報のトップは「他社の取組事例」(21.4%)。続いて「法規制に関

する情報」(18.4%)、「自主的取組の具体的方法」(16.3%)。さらに「環境技術に関する情報」

(15.3%)なども必要と捉えている。図表３－２は神奈川会場におけるアンケート調査結果であ

る。 
 
図表 ３-２ VOC 排出削減対策を進める上で、必要な情報 (複数回答）(n=98)(再掲) 
 

    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 回答者からの要望 

～回答者の従事する業務により VOC 関連情報に対する要望が異なる～ 
 

アンケート（問１０自由記入）からの示唆 
□資料は、わかりやすく、社内教育に利用したいとの要望があった。セミナー開催時の

配布のみではなく、持ち帰ってテキストとして利用できる資料として作成することも

有効と思われる。 
□VOC 排出抑制対策に関する他社の取組事例」については、引き続き情報提供を望んで

いる。 
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 今後の講演プログラム構成への示唆 

～他社事例や最新事例紹介を踏まえ、自主的取組の具体的な方法を学ぶ～ 

 

講演プログラム・メニュー案 

 
□専門家講演テーマについて 
 多様な最新事例を取り上げ、意識を高揚させる 
 知識レベルの差にも対応できるセミナー開催 
 参加者から要望の高い「法規制」、「環境技術」に係わるテーマも考慮 
 配布資料は、量と見やすさにも気配りが必要 

 
□セミナー方法 ～ 業界ごとのテーマ設定が、高い集客に繋がる ～ 
  今年度、東京会場では、一般社団法人日本印刷産業連合会を共催として開催した。

業界を絞ることにより、参加者の関心を呼ぶ講演者の招聘や関心のあるテーマ設定が

しやすい。今年度の東京会場における業界団体との共催は、実践的なセミナー開催へ

のヒントとなったと思料する。 
さらに、方法については、専門家からの講義だけでなく、実際にＶＯＣ排出抑制に

向けた企業の取組、その成果について、共に考えるワークショップ形式も、自主的な

行動に移すきっかけの創出に有効ではないだろうか。 
【進め方】 
 事業事例発表 

実際にＶＯＣ排出削減効果を創出している企業に、課題とその対策、効果につい

て、発表頂く。 
 企業事例発表とグループ・ワークショップ形式での開催 

事例発表後、専門家のファシリテータを加えて、グループごとに各社の取り組み

の意見交換をすることにより、専門家と企業との交流、企業間の情報交換が生ま

れ、参加者にとり、より具体的な取組方法、対策のヒントに繋がると思われる。 
 

【専門家の要件】 
 現場経験が豊富な方 
 中小企業の立場に立った考え方、発言が出来る方 
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参考資料 
東京会場実施アンケート票 
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神奈川会場実施アンケート票 
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